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28-名塩地区名塩団地線外道路引継図書修正その他業務

特 記 仕 様 書

第 １ 章 総  則

第１条 適 用

本特記仕様書は「28-名塩地区名塩団地線外道路引継図書修正その他業務」（以下「本業務」

という。）に適用する。

本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書によるほか、「土木設計業務等共通仕様書（平

成 28 年度 7月版）」（以下「共通仕様書」という。）及び調査職員の指示による。

第２条 設計範囲

設計範囲は、別紙位置図（別紙１・２）に示す範囲とする。

第３条 履行期間

履行期間は、契約の翌日より平成 29年 5 月 19 日とする。

第４条 管理技術者

管理技術者は、技術士（建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシ

ビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者とする。

第５条 照査技術者及び照査の実施

受注者は、本業務請負契約書第１２条の規定に基づき、本業務の照査技術者を定め都市機構に

通知するものとする。

照査技術者は、技術士（建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはＲ

ＣＣＭの資格保有者とする。

照査の実施については、別に定める「土木工事設計照査要領(案)」に基づき実施し、照査報告

書をとりまとめ、提出するものとする。

第６条 打合せ

設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、

業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録

簿に記録し、相互に確認しなければならない。

又、調査職員の指示に応じて、受注者は関係機関等との協議に同行するものとする。

第７条 業務計画書

１． 受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。

２． 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

・業務概要           ・実施方針

・業務工程           ・業務組織計画

・打合せ計画          ・成果品の内容、部数

・使用する主な図書及び基準   ・連絡体制（緊急時含む）

・その他（特記事項）
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なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画に

ついて記載するものとする。

第８条 設計業務等の成果

成果の内容については、次の各号について取りまとめるものとする。

１． 設計計算書等

検討項目は、特記仕様書「第２章 業務内容」によるものとする。

２． 設計図書

設計図書は、別に定める土木工事設計図面作成要領を基本に特記仕様書「第２章 業務内容」

に示す方法等により作成するものとする。

３． 数量計算書

数量計算書は、別に定める土木工事数量計算書作成要領を基本に特記仕様書「第２章 業務内

容」に示す方法等により工種別、区間別に取りまとめるものとする。

第９条 再委託

１． 契約書第８条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に揚げるものをいい、受注者は、

これを再委託することはできない。

・設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

・解析業務における手法の決定及び技術的判断

・設計の中核となる図面等の作成

・打合せ等

２． 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作などの

簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

３． 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得な

ければならない。

４． 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合は、書面により協力者との契約関係を明確にして

おくと共に、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計業務等を実

施しなければならない。

なお、協力者は、都市機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名

停止期間中であってはならない。

第 ２ 章 業務内容

第１条 業務の目的

本業務は、名塩地区、北神戸第二地区、神戸学園南地区において履行中の工事に係る工事変更図

面、数量計算書の作成及び名塩地区名塩団地線外２路線の引継図書の修正を目的とする。

第２条 使用する技術基準等

本業務で使用する技術基準、関連法令等は調査職員と協議するものとする。

第３条 貸与する技術資料等

本業務で使用する技術関係資料等は調査職員により別途貸与する。
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第４条 設計内容

１．各種資料の収集・調査

本業務の実施に際し当機構が保管するもので、業務に必要な図書等は期限を定め事務所において貸

与する。なお、貸与期限内においても調査職員から請求された場合、業務上必要でなくなった場合は、

速やかに事務所に返却する。

２．工事変更図書作成

履行中の工事に係る工事変更図面、数量計算書の作成を行う。

各工事の修正割合を下記のとおりとするが、対象工事及び時期については変更となる場合がある。

なお、作業において図面枚数の増減が生じた場合は調査職員と協議の上、設計変更の対象とする。

工事件名 工種
図面

（枚）

数量

計算

修正率

（％）
作業予定時期

28-名塩地区 C1街区外整備工事 整地 12 一式 25
Ｈ28.10 中旬

～Ｈ29.2 中旬

27-名塩地区平成 27年度道路補修その他工事 道路 65 一式 25 Ｈ28.10初旬～11中旬

27-和泉丘陵地区平成 28年度除草その他工事 整地 15 一式 25 Ｈ29.1中旬～2中旬

27-神戸学園南地区外平成 28年度除草その他工事 整地 26 一式 25 Ｈ29.1中旬～2中旬

   新たに上記以外の工事が発注された場合は、本業務に追加する場合がある。

３．引継図書修正

別紙-２に示す名塩地区名塩団地線外２路線に関する引継図書を修正すること。

     貸与資料及び現地確認結果をもとに路線別の延長、面積等を必要区分（車道面積、歩道面積、舗装面

積等）毎に拾い出し、集計、整理することにより各調書を指定様式に合わせて作成する。

（作成調書内容）（標準） Ａ４調書

    調書項目 内容

位置図 引継対象路線について、Ａ３図面に位置を表示し、路線

名称を表示。

道路台帳 ①道路台帳平面図

道路台帳に示す点マーク（コンクリート杭、境界

ﾌﾟﾚｰﾄ、測量兵）と現地との整合確認。

境界標の境界点状況確認写真（遠景、近景）を撮

影し整理。

②道路台帳横断図

道路台帳平面図との整合確認。

③道路台帳座標リスト

道路台帳平面図との整合確認



４

道路照明灯台帳 ①照明灯台帳位置図

照明灯位置及び照明灯番号を位置図に記載。

②照明灯管理台帳

西宮市のひな形にて道路照明灯管理台帳を作成。

また、照明灯写真 4 カット程度（遠景、灯具姿図、安定

期姿図、管理ﾌﾟﾚｰﾄ）を撮影し台帳に整理。

電柱台帳 ①電柱台帳平面図

平面図に示す電柱番号と現地の整合確認。

②電柱写真

平面図と平成 25 年度台帳成果及び平成 28 年度台帳

成果写真との整合確認。

下水道台帳 ①下水道台帳平面図

  平成 25 年度台帳及び過去工事成果品を基に下水

道台帳の必要となる成果を作成すること。

付近見取り図、平面図、縦断図、出来高図、公図、構

造図、公共汚水ます台帳図、工事施工写真、下水道台

帳調書等。

植栽台帳 ①植栽台帳位置図

植栽数量を位置図に記載。

②植栽台帳平面図

植栽台帳図面と現地との整合確認。現地にて植栽名

称を確認し図面に記載。

③植栽台帳

平成 25 年度台帳成果及び平成 28 年度台帳成果を

基に植栽台帳を修正。

美舗装台帳 ①美舗装台帳（ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装等）

平成 25 年度に作成した美舗装台帳の修正。（構造図

への寸法記入や製品の仕様に関する情報等記載（例：

平成 28 年度成果品））

地下埋台帳 ①地下埋台帳平面図

平成 25 年度成果品を修正

（事業者別に色分けを行い凡例を記載。例：平成 28

年度成果品）

橋梁台帳 ①橋梁台帳

平成 25 年度成果品を修正。

（橋梁設計図を基に台帳記入項目を記載）
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舗装台帳 ①舗装台帳平面図

平成 28 年度成果を例に舗装台帳平面図を作成。

（舗装工種ごとに凡例を記入）

②道路施設構造図

代表的な道路標準断面図及び道路施設構造図を作

成。

③舗装台帳

平成 28 年度成果を例に舗装台帳を作成。

また、舗装状況の写真を撮影し整理。

防護柵台帳 ①防護柵台帳

西宮市ひな形に沿って車止めや防護柵等の施設の台

帳を作成。

（写真及び材料等を記載）

   作業予定時期：H29.2 上旬から 3下旬まで。但し橋梁台帳は H29.5 中旬までとする。

第５条 その他設計に当たっての留意点

１． 打合せ記録簿の相互確認

・会議、電話等により打合せを行った場合はすみやかに打合せ記録簿を作成し、調査職員と相

互確認を行うこと。

２． 設計図面、数量計算書のとりまとめについて

・調査職員により別途貸与する土木工事図面作成要領及び、ＣＡＤによる土木工事図面作成要

領（案）（ニュータウン業務部版）を基に作成するものとする。

・調査職員により別途貸与する土木工事数量算出要領を基に作成するものとする。

・設計図面、数量計算書のとりまとめについては、調査職員の指示により作成するものとする。

第 ３ 章 その他

第１条 業務カルテの作成

受注者は、業務請負代金額１００万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービ

ス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し調査職員の確認を受けた後に、(財)日本

建設情報総合センタ－にフロッピ－ディスクにより、又は公衆回線を通じてオンラインで提出す

るとともに、(財)日本建設情報総合センタ－発行の「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提

出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。尚、業務カルテの作成にあたって

は、別に定める「テクリス登録要領」を参考とする。

① 受注時登録デ－タの提出期限は、契約締結後１０日以内とする。

② 完了時登録デ－タの提出期限は、業務完了後１０日以内とする。

③ 尚、履行中に受注時登録デ－タの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以

内に変更デ－タを提出しなければならない。

第２条 守秘義務

１． 受注者は、契約書第６条第１項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。

２． 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第２７条第１項の承諾を受けた場合

はこの限りではない。
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第３条 業務の完了及び誤りの訂正

本業務の完了は、成果品を提出し、検査の合格した時点とする。尚、検査の合格後であっても

誤りが発見された場合には、受注者の負担で速やかにこれを訂正する。

第４条 低価格による受注に関する調査

１． 落札価格が予定価格の１０分の７を乗じて得た額を下回ったときは、落札価格、業務履行体制

及び業務履行状況に関する調査を実施するので協力されたい。

２． 調査においては、以下の調査資料の提出を求める。

（１）当該価格で入札した理由（様式－２）

（２）入札金額の積算内訳（様式－３）

（３）業務実施体制（様式－４）

（４）手持ち業務の状況（様式－５-１～５-３）

（５）配置技術者名簿（様式－６）

（６）過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者（様式－７-１～７-３）

３． 調査資料は、機構が通知を行った日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を含む）に提出す

ること。

なお、提出期限後の資料の差し替え及び再提出は出来ないのでご注意すること。

４． 資料の内容に関しては、入札の責任者（代表者、又はその権限代行者）及び管理技術者等から

事情聴取を行います。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って連絡する。

５． 調査において、入札者が履行可能な理由として説明した事項は、確認事項として打合せ記録簿

で提出することとし、業務履行状況の調査時にその内容を確認する。

６． 調査対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場

合又は業務履行状況の調査の結果と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合（合理的な理由

が確認できる場合を除く）は、業務成績評定点に厳格に反映する。

また、調査資料の提出がなかった場合についても、業務成績評定点に厳格に反映するものとす

る。

第５条 業務成績評定

業務等成績評定については、別添２に基づき評価する。また、受注者には、完成検査後当該業務

における業務成績評定結果を通知する。

第６条 成果品

提出する成果品は、下記のとおりとする。

【工事変更図面作成】

・工事変更図面 Ａ１版製本、Ａ３版製本各１部 原図１式

・数量計算書  Ａ４版製本２部 原図１式

・成果内容をまとめたＣＤ－Ｒファイル 一式

【引継図書作成】

・修正図面     Ａ４（縮版製本）      ２部

・引継調書     Ａ４            ２部

・引継図面     Ａ１            ２部
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提出予定課 項目 作成部数

土木調査課提出用 道路台帳位置図

道路台帳

照明灯台帳

電柱台帳

下水道台帳

植栽台帳

地下埋台帳

下水道台帳

美舗装台帳

橋梁台帳

舗装台帳

防護柵台帳

2 部

道路補修課提出用 道路台帳位置図

美舗装台帳

舗装台帳

2 部

道路補修課提出用 橋梁台帳 2 部

道路補修課提出用 道路台帳位置図

照明灯台帳

防護柵台帳

2 部

土木管理課提出用 道路台帳位置図

電柱台帳

地下埋台帳

2 部

公園緑地課提出用 道路台帳位置図

植栽台帳

2 部

土木調査課提出用 道路台帳位置図

道路台帳

2 部

下水道課提出用 道路台帳位置図

下水道台帳

2 部

※成果品については、収納箱（詳細は調査職員に確認）に入れ納品すること。又、成果品の原図

及び原稿は、図面ファイルに入れ納品すること。

第７条 その他

本仕様書に記載のない事項または本仕様書に対する疑問が生じた場合には、調査職員と協

議の上、その指示に従うこと。

以 上
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別紙-1

28-名塩地区 C1 街区外整備工事

施工箇所

補修工

20街区

122－1街区

27-名塩地区平成 27年度道路

補修その他工事 施工箇所
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                                       別紙-2

名塩団地線外道路

引継図書修正箇所


