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28-神戸学園南地区電線共同溝引継図書他作成業務

特 記 仕 様 書

第１章 総 則

第1条 適用

本特記仕様書は、「28-神戸学園南地区電線共同溝引継図書他作成業務」（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、設計業務等共通仕様書に基づき実施する。

  

第2条 業務範囲

業務範囲は、別添の位置図に示す範囲とする。

  

第3条 履行期間

  履行期間は、本業務の契約日翌日より平成 29 年 9 月 30 日とする。

第4条 管理技術者

請負者は、本業務請負契約書（以下「契約書」という。）第 11 条の規定に基づき、下記の何れかに該

当する者を本業務の管理技術者に定め、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）に通知す

るものとする。

（イ） 技術士「建設部門」又は「総合技術監理部門（建設）」の資格を有し、技術士法による登

録を行っている者。

（ロ） ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャー）の「道路部門」「下水道部門」「都市

計画及び地方計画部門」の何れかの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。

（ハ） 測量士の資格を有し、登録を行っている者。

第５条 照査技術者及び照査の実施

請負者は、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機構に通知するものとする。

照査技術者は、技術士（前条(イ)項）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ（前条

(ロ)項）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、照査報告書を取りま

とめ、提出するものとする。

第6条 業務計画書

1. 請負者は、契約締結後 14 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

・業務工程表 ・業務組織計画

・打合せ計画 ・照査計画

・使用する主な図書及び基準 ・成果品の内容、部数

・連絡体制（緊急時含む）         ・その他
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第7条 再委託

1. 契約書第 8 条に規定する「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、技術的判断、

業務説明資料・報告書の作成方針決定、及び成果の照査をいい、委任又は下請負することはできない。

２. 請負者は、ワープロ、コピー、印刷、製本、資料の整理、トレース、単純な集計、データ入力、計算処理（単

純な電算処理に限る）、の各業務を下請負等するに当たって、発注者の承諾を要さない。

３. 請負者は、第１項及び第２項に規定する業務以外を下請負等するに当たっては、発注者の承諾を得なけ

ればならない。

４. 請負者は、前項に規定する業務を下請負等する場合、書面により下請負等する者との契約関係を明確に

しておくとともに、下請負等する者に対し下請負等する業務の実施について適切な指導、管理を行い、本業

務を実施しなければならない。

なお、下請負等する者が、機構西日本支社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、機構西日本支社の指名停止期間中は、下請負等することができない。

第２章 業 務 内 容

第１条 業務の目的

   本業務は、公共施設整備完了に伴い、管理者（神戸市）に移管する電線共同溝、公共下水道、消防水利

施設、砂防設備の引継図書及び関連資料を作成又は修正するものである。

第２条 使用する技術基準等

   機構との協議に基づく。使用した技術基準等は、報告書等成果品に記載すること。

第３条 業務内容

引継に係る図書等については、貸与資料を活用、作成するものとする。また、その仕様の詳細は、別

途、管理者と協議し作成するものとする。

１．現地踏査

図書作成に必要な現地の状況を把握（必要に応じ電気事業者等へ確認）するものとし、現地の状

況を示す写真とともにその結果をとりまとめる。

※桝に関する留意事項

○桝に入って調査する場合は、酸欠状態や有毒ガスが充満している可能性があるため、ガス測

定器等で十分確認すること。また、有毒ガスもなく十分な酸素量ができても必ず送風機を使

用しながら調査すること。

○桝内部が浸水していて調査に支障となる場合は排水ポンプを使用し排水した後、調査す  

ること。

○桝台帳

・貸与する平面図をもとに、桝内部の管路、管種および占用者を確認すること。

・地上から管頂までの高さを確認すること。

・通線ひもに占用者名を記入すること。

２．各管理者協議用資料作成

各管理者との協議用資料を作成する（技術員：2 回/月程度、１回=0.5 人/日）。

３．各管理者協議説明

各管理者への協議説明を行う（技師Ｃ：2 回/月程度、１回=0.5人/日）。
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４．各種台帳の作成又は取りまとめ

・電線共同溝台帳（Ｌ＝1.3㎞）

・公共下水道（雨水）台帳（既存資料の修正及び再編集等）（Ｌ＝2.2 ㎞）

  変更図面枚数：10 枚  図面修正率：10％

※下水道データ入力を含む

５．消防水利施設（防火水槽）移管及び占用申請図書の作成及び取りまとめ

・消防水利施設台帳（防火水槽 11 箇所）

６．砂防施設占用申請図書の作成及び取りまとめ

  ・道路施設（Ｌ＝0.6 ㎞）

・道路排水（放流口 7 箇所）

第４条 貸与する資料等

  契約書第 15 条第 1 項に規定する本業務で使用するため貸与する資料は次のとおりとする。

1.引継図書作成対象施設の設計等に用いた電子データ。

2.引継図書作成対象施設の出来型図。

３.その他業務遂行に必要と認められるもの。

第５条 成果品

１．電線共同溝台帳 【道路及び各管理者へ平成 29 年３月に提出する】

  (1)道路管理者用の成果品は、路線ごとに下記様式にまとめ、２部提出する。

・位置図           Ａ１版(1/1,500) 提出はＡ３版

・計画平面図        Ａ１版(1/250) 提出はＡ３版

・構造図          Ａ１版     提出はＡ４版

・電線類地中化台帳      Ａ４版     提出はＡ４版

・縦断図、横断図、桝台帳、竣工写真、譲渡資産一覧表

(2)電線管理者用の成果品は、電線管理者ごとに下記様式にまとめ、３部提出する。

※管理者との協議により不要となる場合がある。

・位置図         Ａ１版(1/1,500) 提出はＡ３版

・計画平面図       Ａ１版(1/250) 提出はＡ３版

・縦断図         Ａ１版(1/100) 提出はＡ３版

・横断図         Ａ１版(1/100) 提出はＡ３版

・桝台帳         Ａ３版     提出はＡ４版

・竣工写真        Ａ４版     提出はＡ４版

・譲渡資産一覧表     Ａ４版     提出はＡ４版

・許可数量内訳・占用調書 Ａ４版     提出はＡ３orＡ４版

・構造図、電線類地中化台帳

２．公共下水道（雨水）台帳

下記様式にまとめ、２部提出する。

・位置図        ・平面図

・区域図        ・縦断図、横断図、構造図調整

・流量計算書       ・施設概要調書
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・流向図、流域図調整   ・路線写真

３．消防水利施設（防火水槽）台帳及び占用申請図書

下記様式にまとめ、２部提出する。

・申請書  ・計画平面図  ・横断図  ・構造図

・位置図  ・縦断図    ・用地図  ・現場写真

４．砂防施設占用申請図書

道路施設、道路排水共に、下記様式にまとめ、２部提出する。

・申請書  ・計画平面図  ・横断図  ・構造図

・位置図  ・縦断図    ・現場写真

５．打合せ記録簿

６．成果品は、上記以外に次に示す電子データ作成要領にあわせて作成すること

   （1）上記成果の電子データ（CADデータ）

(2) その他調査職員の指示したもの

     ①成果品の製本方法やサイズ等については、調査職員と協議すること。

     ②本業務にて作成した調書・縮小図面等を取りまとめた業務報告書。

③提出する成果品は、業務内容で示したとおりとし、確認が必要となる事項については調査職員

の指示によるものとする。

なお、成果品の納入部数、規格、仕様等について、関連する自治体との協議により変更され

る場合は、その旨を調査職員より指示するので、速やかに対応するものとする。

本業務にて関係機関等との協議に使用した説明資料、作成した説明資料等を報告書として取り

まとめ、併せて打合せ記録簿、現地踏査報告書、照査報告書（原本・写し）を各２部提出する。

④本業務においてパソコンを使用する場合のＯＳは「Windows 形式」とし、ワープロソフトは

「Word形式」、表計算ソフトは「Excel形式」とし、デジタルデータで納品する場合における

調書データは「UMIS 形式」または「CSV 形式」とし、図面データは、調査職員の指示に従

い電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にコピーし提出すること。(SIMA、DWG・DXF(AutoCAD2007)及び

SXF形式データファイル等含む)
⑤報告書等については、環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に従い、再

生紙を使用するものとする。

第６条 成果品作成方法（電線共同溝のみ適用）

１．道路管理者用作成方法

（1）位置図

  ①位置図に告示の路線名・起終点、区画割等を記入すること。青焼き図面をＰＤＦ形式に

   すること。

（2）平面図

  ①貸与する平面図、に告示エリアを青で囲み、道路管理者に引継する部分（赤）と電線管

   理者に引継ぐ部分（緑）の色分けをすること。青焼き図面をＰＤＦ形式にすること。

  ②桝番号を記入すること。

  ③照明の配置についても現地を確認すること。

  ④道路台帳図とも整合をはかり、相違があれば平面図に反映すること。
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（3）構造図

  ①貸与する構造図（青焼き図面）をＰＤＦ形式にすること。

（4）電線類地中化台帳

  ①貸与する工事台帳等をもとに、電線類地中化台帳を作成すること。様式については、別

   途指示する。

２．電線管理者用作成方法

（1）位置図

  ①位置図に告示の路線名・起終点、区画割等を記入すること。青焼き図面をＰＤＦ形式に

   すること。

（2）平面図

  ①貸与する平面図に電線管理者ごとに引継する連系管路を着色すること。

   青焼き図面をＰＤＦ形式にすること。

電線管理者名 色 備 考

関西電力 株式会社株式会社
桃色

ケイ・オプティコム

西日本電信電話株式会社 水色

その他事業者

株式会社 ジュピターテレコム

株式会社 ＵＳＥＮ

キャンシステム 株式会社

公益財団法人京阪神ケーブルビジョン

ソフトバンクモバイル株式会社

緑色

  ②桝番号を記入すること。

（3）桝台帳

  ①貸与する平面図をもとに、現地において桝内部を測量し、別紙の桝台帳を作成すること。

（4）縦断図

  ①現地測量結果・貸与する工事写真・数量計算書をもとに、縦断図を作成すること。

（5）横断図

  ①現地測量結果・貸与する工事写真・数量計算書をもとに、横断図を作成すること。

（6）竣工写真

  ①貸与する工事写真をもとに、管路の土被り、他埋設との離隔、配管状況、埋設表示テー

   プの敷設状況、電柱への立上り状況、特殊部の内面の左官仕上げ状況がわかるものを整

   理すること。（カラーコピー）

（7）譲渡資産一覧表

  ①各電線管理者に譲渡する資産（連系管路）の一覧表を作成すること。

（8）占用許可数量内訳書・占用調書

  ①作成した平面図等をもとに、占用許可数量内訳書を作成すること。様式については、別

   途指示する。
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第 3 章 そ の 他

   第１条 業務カルテの作成

請負者は、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（ＴＥＣＲ

ＩＳ）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ーにフ

ロッピーディスクにより、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

ー発行の｢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。

なお、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）受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。

（２）完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。

（３）なお、履行中に受注時登録デー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

更データを提出しなければならない。

   第 2 条 業務成績評価

    本業務は、業務成績評定対象業務である。請負者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。

なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。

  第3条 業務完了及び誤りの訂正

本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。

なお、検査合格後であっても誤りが発見された場合には、請負者の負担で速やかにこれを訂正すること。

以 上

位置図
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