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29－広島二葉の里地区工事監督業務特記仕様書

【共通事項】

（適用範囲）

第１条 この仕様書は、広島都市再生事務所における二葉の里地区に関する次の業務に適用する。

(1) 工事管理関連

①工事監督に関する事項

（仕様書等の適用）

第２条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとす

る。

（用語の定義）

第３条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）「監督員」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受注者

を監督する者で、契約書第７条に定める者をいう。

（２）「現場代理人」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契約書

第８条に定める者をいう。

（３）「請負業務従事者」とは、請負業務に従事する技術者をいう。

（４）「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。

（５）「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。

（６）「確認」とは、業務の履行に当たり、現場代理人が、契約書第１２条一項に該当する事実を発見し

たときに、書面をもってその旨を監督員に通知し、調査を求めることをいう。

（７）「通知」とは、監督員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第１２条一項に該当する事実

を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて現場代理人に連絡することをいう。

（８）「指示」とは、前項（７）において、調査の結果、必要なとるべき措置を現場代理人に対して通知

することをいう。

（９）「承諾」とは、受注者側の発議により現場代理人が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。

（10）「協議」とは、書面により契約図書の内容について、監督員と現場代理人が対等の立場で合議する

ことをいう。

（11）「提出」とは、現場代理人が監督員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその他の資

料を説明し、差し出すことをいう。

（12）「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、

署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。

     ・業務内容の疑義           ・成果品の納品

     ・業務開始の連絡           ・貸与資料の提示

    ・業務完了（中間）の報告       ・様式の提示

    ・緊急連絡、事故報告         ・成果品の修正連絡                                                           

・業務内容の一部変更の通知

  注：事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。

（13）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。
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（14）「修正」とは、目的物（成果品）が、前項の検査に合格しないとき、受注者の責務において行うべ

き訂正、補足その他の措置をいう。

（15）「施工者」とは、本事業に係る工事の受注者等をいう。

（16）「設計者」とは、本事業に係る設計業務に係る受注者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。

（17）「請負業務責任者」とは、機構事務所において業務を実施する際に、監督員との連絡等を行い、請

負業務従事者への指示等業務に関する一切の事項を処理する者をいう。

（18）「連絡票」とは、監督員と現場代理人の確認・通知を補完するために、監督員および受注者が業務

に関する事項について、連絡する書面をいう。

（19）「業務連絡箱」とは、連絡票、受注者が提出する書面等の受け渡しをするための箱をいう。

（疑義）

第４条 受注者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって監督員へ確認又は

協議を求め、監督員は、調査を行った結果を書面で現場代理人へ通知又は協議を行い、業務を実施するも

のとする。

（業務の履行期間）

第５条 本業務の履行期間は、平成28年4月1日から平成29年9月30日とする。

（現場代理人及び管理技術者）

第６条 受注者は本業務すべてを統括し、円滑な業務執行を行う現場代理人を定めなければならない。  

また、第１条（1）から（3）に示す関連業務の成果について技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務

工程調整等を行う管理技術者を定めなければならない。本業務に従事する下記区分における従事者名簿を

第８条に示す業務計画書に明記し、監督員に提出しなければならない。「工事監督業務共通仕様書」に定

める管理技術者は、現場代理人に読み替えるものとする。

区  分 担 当 業 務

現場代理人
契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者で、契約書第8条に定め

る者。なお、下記の管理技術者より選任することを可とする

管理技術者

業務の履行に関し、技術上の照査、各業務間の調整及び工程管理を行い

関連業務の統括を実施する者。また、1回/1週の調整会議の開催及び業務

の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。

担当技術者

（請負業務従事者）

管理技術者の下で業務を担当する者。業務の進行状況を管理し、管理技

術者の指示の下で、業務を実施する。

（担当部署）

第７条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。

西日本支社広島都市再生事務所

担当部署 工事課

実施内容 工事管理関連
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（業務計画書）

第８条 現場代理人は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、監督員に提出し承諾を得

なければならない。

（１）業務概要

（２）実施工程表及び配員計画

（３）業務実施方針・方法

（４）品質確保の取組み方針・方法

（５）使用する主な図書及び基準

（６）業務実施体制計画

（７）連絡体制（緊急時含む）

（８）その他、業務実施上の必要事項

（業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応）

第９条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、監督員又は機構職員に取り

次ぐ。

（守秘義務）

第１０条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲覧、

複写、譲渡してはならない。ただし、書面により監督員の承諾を得たときは、この限りではない。

（官公署その他との応対等の報告）

第１１条 官公署その他に対して応対等を行ったときは、遅滞なくその旨を監督員に書面をもって報告する

ものとする。

（機材等）

第１２条 特記なき限り、業務に使用する機材の搬入搬出にあたっては、監督員の立会い、確認を要するも

のとする。

（資料等の貸与及び返却）

第１３条 機構は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。

２ 受注者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく発注者に借用書を提出しな

ければならない。

３ 受注者は、貸与品を使用した後はただちに機構に返却するものとする。

４ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した

場合には、受注者の責任において修復するものとする。

５ 受注者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

（業務連絡箱）

第１４条 機構は、業務連絡箱を設置するものとする。

２ 請負業務従事者への書類や郵便物等は、業務連絡箱に投函されるものとする。
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（関係法令及び条例の遵守）

第１５条 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。

（再委託）

第１６条 受注者は、次の各号に掲げる本業務の「主たる部分」を再委託することはできない。

  一 関連業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断

  二 解析業務等における手法の決定及び技術的判断

  三 権利者との対応（協議,説明）、自治体関係機関との協議

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、作図などの

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、第 2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第 4条第 2項に基づき、

発注者の承諾を得なければならない。

（業務進捗確認方法）

第１７条 業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と現場代理人は、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て協議を行い、その内容については、その都度現場代理人が記録簿に記録し、

相互に了解しなければならない。

（テクリス登録）

第１８条 受注者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は契約後10

日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、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、監督員の確認を受けた後に、

（財）日本建設情報総合センターに提出するとともに、（財）日本建設情報総合センター発行の「業務カル

テ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。

（検 査）

第１９条 業務が完了したときは、受注者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、監督員が立

ち会いのうえ検査を受けなければならない。

（成果品）

第２０条 成果品は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、監

督員に提出すものとする。

２ 成果品は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。

（業務の完了）

第２１条 完了した成果品を監督員に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とす

る。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、受注者はその責任に

おいて補正を行わなければならない。

以 上
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【業務仕様書】

（ 総 則 ）

１．目  的

  本業務は、広島二葉の里地区における工事管理関連に関して資料作成等の技術的業務を行うことで、事

業の円滑な推進に資することを目的とする。

２．適  用

本仕様書は、「29－広島二葉の里地区工事監督業務特記仕様書」【共通事項】第 1条に定める業務毎の仕

様書である。

３．業務処理に係る共通事項

１）事務所使用に関する事項

①受注者が、機構事務所等を使用する場合は、別添「事務所等（事務所、会議室、什器）の使用料に関す

る協定」を締結するものとする。

②本業務履行のために、業務対象地区周辺に業務拠点等を設置する必要のある工事管理関連業務について

は、機構事務所等を使用する場合の別添「事務所等の使用料（単価）」により算定された事務所等（事

務所、会議室、什器）使用料相当分を直接費として見込むものとする。

２）業務実施上必要な備品等（事務所等以外の直接費等）

上記１）以外で、業務実施に必要となる直接的な経費（什器・備品等）は、受注者が準備するものとす

ること。なお、業務の移動手段のため業務用自動車（ライトバン 1500cc 相当）を 1 台計上する。また、

駐車場代としてアクティブインターシティ広島の駐車場代も同様に計上する。

４．委託料基準

  本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。

業務区分 適用委託料基準

工事管理関連 土木工事及び造園工事管理業務委託料基準 H17.4

５．業務実施留意事項

１）実施に当たって

（１）業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものに

ついては、業務発生時期に貸与する。

（２）貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。ただ

し、監督員の許可を得たものは、持ち出しできるものとする。

（３）本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。

（４）機構が別に定める各様式（実施要領に定める基準等及び実施計画、甲の規程、通達及び本仕様書

で定める様式）については、受注者の応諾の範囲で変更できるものとする。

（５）本業務の実施にあたり、監督員への報告または成果品においてデータにより納品する場合、ファイ

ル形式は下記の通りとする。
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種 別 ファイル形式

調書，記録簿，連絡文書，報告書，

集計（数値）データ等

Microsoft Word2010 以下

Microsoft Excel2010 以下

PDF ファイル Acrobat7.0 以下

画像ファイル JPEG 及び GIF、TIF 形式

図面 Auto CAD2012 以下

１）工事管理関連

①工事監督編

（１）準拠すべき仕様書、基準等

受注者は、機構が契約した工事（監督業務の対象工事）の契約内容（契約書、図面、仕様書、入札説

明書等、請負代金内訳書、枠組み協定一括入札方式に関する協定書、ＶＥ提案書、低入札価格調査確認

書及び総合評価計画書（以下、「契約図書等」という。））及び下記に示す仕様書及び基準等に基づき、工

事契約内容が工事請負業者によって完全に履行され、工事目的物が完成するように工事監督業務を行う

ものとする。また、必要に応じて機構が管理している用地、施設等について下記のに示すマニュアル、

計画書等に基づき、点検を行い、管理用地における安全な管理の継続がなされるように点検を行うもの

とする。

基 準 等 発 行

工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）（平成 16年 7月） 都市機構

工事監督業務における計画書の作成について（平成13 年 10 月 16 日付 13－46） 都市機構

「低入札価格工事における重点監督の実施要領」（平成 19 年 10 月改定）に基づ

く「低入札価格工事における重点監督試行実施」の運用について（案）〔平成 18

年 11月〕

都市機構

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（平成 24年度版） 都市機構

元請下請紛争等対応マニュアル（平成17 年 7月） 都市機構

宅地品質に関するお客様対応等マニュアル（平成 27年 1 月） 都市機構

機構管理用地等に係る現場管理マニュアル（平成 17年 12 月 20 日） 都市機構

造園工事における重点監督の試行実施要領 都市機構

監督必携（平成 27 年度版） 都市機構

地区別安全点検計画書

西日本支社

広島都市再生

事務所

なお、上記「工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）（平成 16 年 7 月）」に定める用語については、本

仕様書では次のとおり読み替えるものとする。

    １）「主任監理員・監理員」は、本仕様書の「受注者」に読み替える。

２）「担当職員」は、本仕様書の「監督員」に読み替える。

    ３）「指示・協議」は、本仕様書の「連絡・確認」に読み替える。

（２）業務実施に係る内容

①監督業務実施計画
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管理技術者は、工事監督業務の実施にあたり、機構の定める様式に基づき、「監督業務実施計画書」

を作成し、監督員に提出し承諾を受けること。

また、業務内容に重要な変更が生じた場合は、その都度、変更に関連するものについて「監督業務

変更実施計画書」を作成し、監督員に提出し承諾を受けること。

②業務内容確認

   管理技術者は、監督対象工事が発注される場合或は、監督対象工事の工期等が本業務仕様書の記載

内容と異なる場合、監督員と業務処理に係る協議を行う。この場合において、監督員は、当該変更又

は追加に係る「業務内容確認書」を管理技術者に提出する。

③業務報告

管理技術者は、監督業務の処理結果について業務履行日毎に、「業務内容報告書」を作成し、週に 1

回、業務週報として監督員に報告すること。ただし、重要な処理事項が発生した場合は、速やかに報

告すること。重要な処理事項とは、工事の請負契約内容に関すること、請負業務の範囲を超える事項

で機構の判断を要すること及び受注者が疑義を生じたこととをいう。

④管理技術者

管理技術者は、工事監督業務を総括指導し、監督員に対して技術的助言を行い、業務が円滑に行わ

れるよう努めなければならない。また請負業務従事者に適切な指導を行い、業務が円滑に行われるよ

うに努め、施工中の工事のスケジュール確認により各施工業者との工程調整を行い、監督員に業務実

施状況について最低月１回以上、工事の進捗状況及び工事上の課題とその対処方法について、定期的

に報告を行うこと。

⑤請負業務従事者

担当従事者は、業務の実施にあたっては、管理技術者の助言・指導を受け実施すること。また、管

理技術者が助言・指導を行う上で必要となる情報（工事上の課題や懸念事項及び工事請負業者の施工

体制等）は、遅滞なく報告すること。

⑥請負契約の変更

監督員は、監督対象工事の件数・請負金額・工期等の変更、或は低入札価格工事の発生等、監督業

務内容を変更する必要が生じた場合は、受注者と業務請負契約書第１３第１項に基づき協議して定め

る。

（３）監督対象工事

①受注者は、次の工事（監督対象工事）について工事監督業務を行うものとする。

工事

番号

工事工期

（予定）

監督対象期間

(予定)
種別

工事価格

（億円）

(税抜き)

換算

工事費

（億円）

工
種
係
数

地
域
条
件
係
数

備

考

（注1）

1 H28.7～H29.11 H29.4～H29.9 整備工事 6.90 9.80 1.3 1.1
関連公

共施設

注 1）工事費単価変動係数：1.11、監督行為量変動係数：1.0、委託業務の範囲の補正率：1.00

監督形態係数β０＝1.00（共通仕様書Ⅱ）

注 2）発注時期等については変更が生じることがある。
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② 監督対象工事において、夜間作業が生じるため、当該作業時間帯の工事管理を行うものとする。

本業務においては、夜間作業を 45 日間見込んでいる。

（４）監督対象工事に係る内容

①工事監督計画書

管理技術者は、「工事監督業務における計画書の作成について（平成 13 年 10 月 16 日付 13－46）」

に基づき、「工事監督計画書」を作成し、当該工事着手までに監督員に提出し確認を受けること。また、

追加工事による大幅な変更が生じたときや管理技術者及び請負業務従事者等に変更があったときは、

その都度、速やかに「工事監督変更計画書」を作成し、監督員に提出し確認を受ける。

②重点工事

    受注者は、監督対象工事一覧表の備考欄に重点工事と記載してある工事について、早朝、深夜の施

工時を含め、立会いを徹底すること。なお、重点工事とは、重要構造物・施設の築造等で高い品質管

理を求めるもの、家屋や道路等の施設に近接して工事を施工する場合や産業廃棄物等の持込み等の可

能性が否定できない工事等をいう。

特に工事請負業者が土・日、祝祭日に作業を行う場合には、事前に休日作業届を提出させ、原則立

会うこと。

  ③低入札価格工事の重点監督

監督対象工事が低入札価格工事となった場合は、『低入札価格工事における重点監督の実施要領」（平

成 19 年 10 月改定）《「低入札価格工事における重点監督試行実施」の運用について（案）〔平成 18 年

11 月〕 参照》』に基づき、重点監督を行う。監督員は、重点監督実施に伴う監督配員計画については、

業務請負契約書第１２条第３項に基づき協議の上、変更するものとする。

なお、重点監督にあたっては、次の資料を作成すること。

ｲ.『低入札価格工事における重点監督の実施要領」（平成 19 年 10 月改定）《「低入札価格工事にお

ける重点監督試行実施」の運用について（案）〔平成 18 年 11 月〕 参照》に基づき、「重点監督

方針の策定」を行うこと。

    ﾛ.『低入札価格工事における重点監督の実施要領」（平成 19年 10 月改定）《「低入札価格工事におけ

る重点監督試行実施」の運用について（案）〔平成 18年 11 月〕 参照》 別紙３ に基づき、「重

点監督計画書」を作成し、監督員に提出し確認を受ける。

  ④施工状況等の確認

    管理技術者は、工事請負業者の施工状況や施工体制の確認を行い、その結果を「業務内容報告書」

に記録し監督員に報告する。また、低入札価格工事である場合は、低入札価格調査時に確認した内容

（機構と工事請負業者が締結した「確認書」記載事項）について履行状況を確認し、併せて「業務内

容報告書」に記録し監督員に報告すること。

  ⑤施工プロセスチェックシートによる確認実施

④の「業務内容報告書」記録内容から、工事請負業者の施工体制や施工状況の適否について機構が

定める「施工プロセスチェックシート」へ記録し、1 回／月 監督員へ報告すること。なお、工事請

負業者の施工体制や施工状況に工事の品質確保及び工事工程等の遵守に関して、著しい問題がある場

合は、「施工プロセスチェックシート」へ記録し、速やかに監督員へ報告すること。

  ⑥境界杭等の確認

管理技術者は、基盤整備工事共通仕様書等に基づき、監督対象工事について次に示すイ～リを確認

し、監督員に報告しなければならない。
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ｲ. 境界杭及び測量杭等の位置及び存否

ﾛ. 解体材及び発生材等の処理状況

ﾊ. 現況復旧工事の実施状況

ﾆ. 工事現場周辺及び工事敷地の清掃及び後片付け状況

ﾎ. 既存樹木等の保護状況

ﾍ. 施工体制（監理技術者の専任性、施工体制台帳の整備及び備え付け、工事担当系図の掲示、下

請契約に関する点検等）の確認状況

ﾄ. 機構が定めた宅地地盤強度等の宅地品質基準に伴う確認

ﾁ. 工事監督計画書の重点工事における請負業務従事者の立会い確認状況及びその結果

ﾘ. その他、工事の特記仕様書に定められた規格、基準類に関する確認状況

⑦公共団体等との協議・説明等

管理技術者は、説明内容を監督員に確認を受け、それに基づき、監督対象工事に係る地元説明及び

公共団体等（監督対象の工事目的物の将来管理者）へ説明を行う。説明結果については、速やかに監

督員へ報告を行なうこと。

    管理技術者は、監督員の確認に基づき、特に次に示すイ～ヘについて、監督対象工事の契約内容（契

約図面等）及び基盤整備工事共通仕様書に基づき公共団体等へ説明等を行い、対象工事が円滑に行わ

れるよう努めなければならない。

ｲ. 地元地権者及び関係者に対する工事施工段階毎の説明及び切り回し道路施工時の工程調整とそ

の内容について説明を行う。なお、説明の時期等は、工事内容を勘案し、工事監督計画書に記

載すること。なお、突発的なこと、苦情等に関しては、随時対応すること。

ﾛ. 宅地造成等規制法の基準に基づく中間検査や、工事目的物の将来管理者による検査等の公共団

体との日程調整及び現地立会い。

ﾊ. 関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査における監督員と工事請負者との調整。工事請

負者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。

ﾆ. 下水道工事、電気工事、通信工事、ガス工事及び水道工事などが輻輳する場合の各工事の施行

主体（公共団体や各管理者）と工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果について

委託業務責任者へ報告するとともに、各工事請負業者へ通知する。

ﾎ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ通知

する。

ﾍ. 道路法 24 条及び 32 条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。

  ⑧設計変更資料作成

管理技術者は、監督員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、設計変

更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契約事務処理

要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」として処理すること。

⑨建設機械の排出ガス対策を確認

管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容（契約図書等）及び基盤整備工事共通仕様書に基づき、

当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を監督員に報

告すること。

また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（通称「オフロード法」）第 28 条に基づく指

針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させないための

点検整備の実施状況について、確認すること。

なお、基準に不適合の場合は、工事請負業者に是正処置を指示するものとする。
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  ⑩搬入土に係る品質確認

    広島二葉の里地区において実施する搬入盛土工事において、施工計画検討の状況を把握の上、盛土

材の搬入時期、搬入量の調整を図ると共に、搬入土の品質を盛土工事施工中に、少なくとも 1 日 1 回

目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ監督員に速やかに報告すること。

  ⑪工事成績評定参考資料作成

管理技術者は、工事が完成した時は、工事検査日までに、「業務週報（定期提出分及びその総括）」

及び「施工プロセスチェックシート（定期提出分及びその総括）」を監督員へ提出すること。

  ⑫受注者の旅費等

    受注者は、工事の品質確認（材料検査含む）において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必要が生じ

た場合は、事前に監督員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があった場合に限り、

その費用は精算変更の対象とする。

⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施

    受注者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、監督員に材料検査計画書を提出し、確認を得

た上で材料検査を実施すること。

  ⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認。

    受注者は、工事請負業者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事請負業者

を指導すること。

  ⑮現場の安全について

    受注者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる場合は、

統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務内容報告書に

より監督員に報告すること。

  ⑯現場発生土の仮置場の選定及び盛土流用の調整、土量の管理や再生資源の使用の調整

    受注者は、監督対象工事により発生する建設発生土や再生資源について、極力運土が少なくなるよ

う工事間の工程調整を行うこと。止むを得ず現場内に仮置きする場合は、監督員の確認を得た上で仮

置場の選定を行い、受け払い簿を作成し、その管理を行うこと。

  ⑰監督対象となる工事において発生する産業廃棄物

    受注者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物は、契約

図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務細則第２５条の規定

に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない場合は、速やか

に監督員に報告し、適正な処理に努めること。

    また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発見し

た場合においても、速やかに監督員にその状況を報告するとともに、その処理方法について確認し、

適正な処理に努めることとする。

  ⑱宅地品質等確保にかかる取り組みについて

    受注者は、（１）「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」に基づき、宅地品質を確保するため

の工事共通仕様書、土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。

また、機構が管理する宅地品質管理台帳、宅地品質チェックシートの作成に資する基礎情報を作成

するため、工事請負業者が工事着手する前に宅地品質管理台帳の内容の確認を行い、適正な対応を図

るよう指導し、定期的に状況を確認することとする。

  ⑲総合評価方式発注工事

    受注者は、工事請負業者から提出される総合評価計画書について、受注者、工事監督部署、発注部

署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。
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    また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を行う。

工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により監督員へ報告す

ること。

  ⑳契約後 VE 方式発注工事

    受注者は、契約後 VE 方式により契約した工事にかかる、工事請負業者から提出される VE 提案につ

いて、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が採用された場

合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を監督員へ提出すること。

   段階確認

    受注者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは監督員と

の協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。

資料作成の協力について

    受注者は、対象工事に係る下記資料の作成に協力すること。

・建設副産物調査          ・下水道資器材調査

・CREDAS              ・グリーン購入法調達実績

・環境マテリアル          ・施工実態調査（歩掛調査）

・諸経費動向調査

災害時等の対応

受注者は、長期休暇（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始）前に、現場状況や緊急連絡網等の現

場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書として取りまとめること。

災害が発生した場合（予見される場合も含む）、速やかに工事請負業者（作業員等）及び現場の安全

を確認するとともに、速やかに監督員に報告すること。

警報が発令された場合（予見される場合も含む）、工事請負業者と連携したうえで、作業の一時中止

や安全対策を講ずるなど対応するものとする。

   夜間作業の対応

    受注者は、関係機関（警察署等）との協議により、夜間作業の必要が生じた場合は、当該作業時間

帯の工事管理を行うものとし、特に作業内容、道路規制形態、周辺環境対策等について、作業実施前

に施工業者と綿密な調整を図り、作業開始時、作業中、作業完了後のそれぞれの段階において、適切

な対応が実施されているか確認を行うこと。

   法令等に基づく届出等チェックリストについて

    受注者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて、工事請負者より、

「届出等チェックリスト」を、施工計画書等と併せ、当該工事着手に必要な時期までに、提出させ、

これを確認すること。

    確認が完了した「届出等チェックリスト」については、監督員に提出すること。

    工事期間中は「届出等チェックリスト」の届出等提出予定日までに当該届出等が提出されているか

確認を行い、提出されていない場合は、監督員に報告すること。

（５）現場の安全管理について

①現場点検業務計画書

管理技術者は、業務に先立ち、機構が実施した現場一斉点検及びそれを踏まえた地区別安全点検計

画書の内容に基づき、現場点検業務計画を作成し、監督員に提出し承諾を得なければならない。なお、

(４)①で定める監督業務実施計画書の中に必要事項を記載すること。ただし、軽易なものは、監督員

と協議の上、業務計画書の一部を省略することができる。

    業務計画書には次に掲げる事項を記載する。

21

22

23

24

25
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・巡回点検計画(地区保全計画の作成、巡回点検調査頻度も含む)

・重点管理項目（地区全体の管理項目及び箇所別重点管理項目）

・異常箇所発見時の対応（機構への迅速な報告体制を含む）

・防災待機体制及び非常時における巡回体制,点検計画

・その他、点検実施上で必要と思われる提案事項と実施内容

②巡回点検業務の調査内容

管理技術者は、次の点検調査内容（標準）に基づき、具体の調査内容を業務実施計画書に明記する。

業 務 区 分 点 検 調 査 内 容（標準）

１．道路関係 １．舗装路面の損傷状況
２．未舗装道路の路面状況
３．路肩の損傷状況
４．側溝、街渠、街渠桝等路面排水施設の損傷、通水状況
５．境石、ガードレール等の損傷状況
６．街路樹等の育成と支柱の損傷状況
７．石積み等擁壁の損傷状況
８．街路灯、分電盤の損傷、点灯の確認及びブレーカー作動確認
９．橋梁の損傷状況

２．下水道関係 １．汚水管、雨水管の通水状況
２．汚水・雨水の取付管の通水状況
３．人孔の口環の移動、破損状況
４．汚水管、雨水管への土砂流入防止の状況

３．危険箇所関係 １．交通事故、人身事故の発生の原因となる施設等の損傷状況及び防止措置を
要する箇所の状況

２．降雨等による土砂流出、増水による被害発生防止措置を要する箇所の状況
３．施工中立坑等開口部の転落防止ネット等設置状況の点検

４．その他 １．既存道路及び取付道の異常、破損状況
２．迂回路の異常、破損状況
３．危険防止柵、仮設構造物及び看板等の損傷状況
４．ゴミ等の投棄状況
５．道路予定地掘削申請に関連する現地の立ち会い
６．管理区域内における不法侵入・不法使用等の状況
７．管理区域内における不法駐車等の状況

③「地区別安全点検計画書」に基づく防災対策重点箇所の点検業務

受注者は、別に機構が策定する「地区別安全点検計画書（箇所別の防災対策重点項目、周辺への影

響、防災・危険箇所対策、防災・危険箇所対策図）」に基づき点検を実施するものとする。

④異常箇所の報告等

管理技術者は、日常の点検調査において異常箇所を確認した場合で、「業務内容報告書」により、監

督員に状況を報告するとともに、緊急処置及び補修計画の立案を行なう。

⑤官公署との対応

管理技術者は、地区保全の関連（不法投棄の発見、器物破損等）で、官公署その他の関係機関に対

して応答を行うときは、遅滞なくその旨を監督員に報告するものとする。また、地区保全の関連で機

構が行う官公署等への手続きの際に、監督員から連絡があった場合は、手続きに係る資料作成を速や

かに行うものとする。

（６）成果品

  本業務の成果品については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に従うほか、下記のとおり

とする。
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工事管理（監督）関連成果品一覧表

業務内容 発生時期 納入時期 成果品 納入方法

（２）①

監督業務実施計画
業務契約時 業務契約後 10日以内 監督業務実施計画書 調書

（２）③

業務報告
監督業務履行中 翌週、速やかに

業務内容報告書

（業務週報）
調書

（４）①

工事監督計画書

対象工事の監督業

務開始時

対象工事の監督業務

開始後、10 日以内
工事監督計画書 調書

（４）③

低入札価格工事の重

点監督

低入札価格工事の

発生時
工事着手一週間前 重点監督計画書 調書

（４）④

施工状況等の確認
確認時 確認後、3日以内 業務内容報告書 調書

（４）⑤、⑪

施工プロセスチェッ

クシート

監督業務履行中 1回／月 施工プロセスチェッ

クシート
調書

工事完成時 工事完成時

（４）⑥

境界杭等の確認
監督業務履行中 確認後、3日以内 業務内容報告書 調書

（４）⑦

公 共団 体等 との 協

議・説明等

公共団体等への説

明実施の都度

実施後、3日以内 業務内容報告書 調書

実施、５日前 各種協議・申請書類 調書

（４）⑧

設計変更資料作成

設計変更発生契約

手続前
設計変更手続き5日前

工事報告書に係る説

明資料
調書、図面

（４）⑨

建設機械の排出ガス

対策の確認

工事請負者からの

建設機械使用計画

書提出時

工事着手 3日前
建設機械排出ガス対

策確認報告書
調書

（４）⑬

工場検査の実施
材料納入時 検査５日前 材料検査計画書 調書

（４）⑮

現場の安全について

対象工事の監督業

務開始時
提出後速やかに 業務内容報告書 調書

（４）⑲

総合評価方式工事
工事完成時 工事完成時 業務内容報告書 調書

（４）⑳

契約後 VE 方式工事

対象工事の監督業

務開始時
施工計画確認後 工事監督変更計画書 調書

（４）

資料作成の協力
9月 9月 様式⑧

調書,デー

タ一式

（４）

災害時等の対応
長期休暇前 長期休暇１週間前 休暇体制報告書 調書

（４） 監督業務履行中 翌週、速やかに 業務内容報告書 調書

23

22

24
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夜間作業の対応

（５）④

異常個所の報告

異常個所を確認し

た都度
確認後、速やかに

業務内容報告書

異常個所報告書
調書、図面

（５）⑤

官公署との対応

官公署と対応する

場合

対応した当日、速やか

に
業務内容報告書 調書



別添

29－広島二葉の里地区工事監督業務請負契約

に係る事務所等の使用料に関する協定書

発注者独立行政法人都市再生機構及び受注者株式会社○○○○○○○が平成   年  

月  日締結した 29－広島二葉の里地区工事監督業務の請負契約（以下「請負契約」とい

う。）に関し、発注者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器（以下「事務所等」

という。）を受注者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。

（総則）

第１条  発注者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受注者の使用に供するも

のとし、受注者はその使用の対価として発注者にその使用料を支払うものとする。

  （使用料）

第２条  受注者は、発注者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づ

き算定した額を発注者に支払うものとする。

２  事務所及び什器の使用期間が１か月に満たない場合の当該月の使用料は、１か月を 30

日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に１円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。

（使用願の提出）

第３条 受注者は、発注者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用する

ときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を発注者に提出し、発注者の承認を得なけ

ればならない。

  （使用料の支払）

第４条  発注者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月１日以降その支払請求

書を受注者に提出するものとし、受注者は、当該請求書を受理した日から起算して 30 日

以内に、これを発注者に支払うものとする。

（遅延利息）

第５条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を

遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年

（365 日当たり）14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として発注者に

支払わなければならない。

（協定の効力）

第６条 この協定は、請負契約が解除された場合は効力を失うものとする。

（協議）

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、

発注者受注者協議して定めるものとする。

この協定締結の証として、本書２通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自 1 通を

保有する。

    平成  年  月  日

発注者 住 所  

        氏 名  

              

受注者 住 所  

        氏 名  



             

別 紙

請負契約に係る事務所等の使用料単価

１ 事務所使用料（1 人当り単価）

12,870 円／人（月額・税別）

２ 什器使用料（1人当り単価）の算定

●片袖机

83 円／人（月額・税別）

●一般椅子

50 円／人（月額・税別）

●２段キャビネット

66 円／人（月額・税別）

●三人用ロッカー

25 円／人（月額・税別）

以 上



別紙様式

平成  年  月  日

事務所等使用願

独立行政法人都市再生機構西日本支社

理事・支社長 西 村  志 郎 殿

                     住 所

                     社 名

                     代表者

２９－広島二葉の里地区工事監督業務請負契約に係る事務所等の使用料に関する協定第

３条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。

なお、使用につきましては、当該請負契約に関する業務に限定することを約します。

記

※ 種別 項目 人員等

○ 事務所

場所

使用人員 人

場所

使用人員 人

○ 什器

片袖机 人分

一般椅子 人分

２段キャビネット 人分

三人用ロッカー 人分

※該当種別に○印

上記の願について承認いたします。

  平成  年  月  日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

          理事・支社長 西 村  志 郎


