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29-国文都市地区 F28-2 街区地区界沿い防災実施設計その他業務

特 記 仕 様 書

第 １ 章 総  則

第１条 適 用

本特記仕様書は「29-国文都市地区 F28-2 街区地区界沿い防災実施設計その他業務」（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 7 月）」、測量作業規程（平成 26 年 7月）（以下「作業規定」という。）、運用基準、測

量作業共通仕様書及び調査職員の指示による。

第２条 業務範囲

本業務の範囲は、別紙位置図に示す範囲とする。

第３条 履行期間

履行期間は、契約の翌日より平成 29 年 12 月 15 日とする。

第４条 管理技術者

管理技術者は、技術士（登録部門が「建設部門」）、あるいはシビルコンサルティングマネー

ジャー（河川、砂防及び海岸・海洋）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（登録部門が「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（河川、砂防及び海岸・海洋）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)」を参考に実施し、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）

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。
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第８条 現地踏査

受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い、設計業務等に必要な現地の状況を把

握するものとする。

受注者は、現地踏査を実施した後に、現地の状況を示す写真と共にその結果を「現地踏査報告

書」としてとりまとめるものとする。

第９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． 設計業務等成果概要書

設計業務等成果概要書は、設計業務等の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検

討内容、施工性、耐久性等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。

２． 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。

３． 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。

４． 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１０条 再委託

１． 本業務請負契約書第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、国文都市地区西部地区（箕面市域）F28-2街区地区界沿いにおいて、現況渓流部分の

洗掘防止工事及び両岸の護岸（法面防護）工事実施の為の設計図面等を作成することを目的とし

て実施する。

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 業務内容

１．測量

（１） 境界復元測量（街区確定測量中心点及び街区点杭打ちを準用）

   当該部の設計業務に必要な縦横断測量の観測点（地区界点）の杭打ちを行う。

      ・街区点杭打ち（木杭・鋲等）         N＝8点

・上記杭打ちに係る図書作成（測設図、点間距離確認図、精度管理表、杭写真等）を行う。

（２） 現地測量（1/250）（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝを用いた細部測量を行う。）

・作業範囲について細部測量を行い現況図の作成（補完）を行う。          A＝2,600 ㎡

（３） 縦断測量

・別途指示する箇所（別紙測量詳細位置図）について縦断測量を行う。          L＝90m

（４） 横断測量

・別途指示する箇所（別紙測量詳細位置図）について横断測量（間隔：10m）を行う。 L＝90m

２．実施設計

（１） 設計対象

・渓流洗掘防止工         L＝90m

・渓流護岸工（両岸）      L＝90m

【設計内容等】

設計計画

本体設計、付帯施設設計

施工計画検討

仮設構造物設計（土留め工等（構造計算・断面計算実施））

※護岸タイプについては、かごマット設置、コンクリート擁壁設置等を想定している。

擁壁等構造物設計については、展開図も作成する。

   （２） 設計図面の作成

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。作成内容については下記

を標準とし詳細については、調査職員と協議の上、決定することとする。

① 全体計画平面図       縮尺 1/250～1/500 程度

② 計画平面図（現況重ね）   縮尺 1/250～1/500 程度

③ 施設平面図         縮尺 1/250 程度

④ 構造物撤去・復旧平面図   縮尺 1/250～1/500 程度

⑤ 各種構造等詳細図      縮尺 適宜

⑥ その他参考資料

（３） 数量計算

上記により作成した設計図面と対応する数量計算書を調査職員により別途貸与する土木

工事数量算定要領を基に作成するものとする。

第５条 その他設計に当たっての留意点

１． 大阪府による技術指導及び関係者協議

業務の履行にあたっては、本業務で作成した資料を活用し、大阪府及び箕面市等との関係者

協議を行いながら業務を進めることになる。

２． 設計内容に関する創意工夫について

設計実施に当たっては地区の標準的な考え方、標準構造等のみに頼ることなく、設計者独自

の視点、知識を以って積極的にコスト縮減、工期短縮等を図ること。
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３． 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。

４． 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、原則として、別添１の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。

また、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。

並びに設計図面、数量計算書のとりまとめについては発注する工事の単位、発注方式、時期

に応じる必要があるため、複数の工事に分割してとりまとめを指示する場合がある。また、

分割した工事については、他機関（大阪府）の作成要領に基づいたとりまとめを指示する場

合がある。

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。

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。
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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、評定要領に基づき評価する。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

１．実施設計に関する成果品は、下記のとおりとする。

項目 サイズ 成果品数

（１）実施設計図面 Ａ１版

Ａ３縮小版

青焼き観音製本

青焼き観音製

１部

１部

原図１式

原図１式

（２）数量計算書 Ａ４版 製 本 １部 原図１式

（３）報告書等

  ①設計業務報告書

  ②設計計画書

  ③打合せ記録簿

  ④照査報告書

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

製 本

製 本

製 本

製 本

１部

１部

１部

１部

原図１式

原図１式

原図１式

原図１式

（４）電子データ ＣＤ ２枚

（５）パース

   （ｲﾒｰｼﾞﾓﾝﾀｰｼﾞｭ）

Ａ３版 原 図 １式

（６）その他職員の指示したもの １式

  

  ２．測量業務に関する成果品は、別途指定する製品仕様書の記載事項を踏まえ以下のとおり作成するも

のとする。

   （１）境界復元測量

    境界点成果表、境界点の設置測量計算簿、測設図、点間距離確認測量簿、点間距離実測図、

精度管理表、その他の資料（杭打ち写真等）

   （２）現地測量

      数値現況図データファイル、品質評価表（精度管理表）、その他資料（現地写真等）

   （３）縦断測量及び横断測量

       観測手簿、成果表、観測位置図、縦断面図、横断面図、精度管理表、その他資料（現地写真

等）

   （４）打合せ記録簿

   （５）電子記録媒体 CD-R

※成果品については、図面箱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

の納品すること。
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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 位置図

     測量及び実施設計対象箇所



８
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別添１

電子納品対象委託業務に関する 特記仕様書（案）

第１条 （電子納品）

本業務は、電子納品対象業務とする。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階において、成果を電子データで納

品することを言う。

ここでいう電子データとは、都市再生機構西日本支社 ニュータウン業務ユニットに

おいて作成した「電子納品運用マニュアル（案）設計編」（以下「マニュアル」）に示

された内容に基づいて作成されたものを示す。

第２条 （業務計画書の記載事項）

受注者は、「設計業務等共通仕様書」第１１条 業務計画書２.の記載事項の他に以下

の内容を追加し、調査職員に提出しなければならない。

・電子納品に関する協議計画

・電子納品に関する実績

第３条 （成果品の提出）

成果品は、マニュアルに基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R 等）で２部提

出する。

マニュアルに特に記載がない場合は、原則として成果品を電子データで必要する必要

はないが、内容について疑義がある場合は、調査職員と協議の上、電子納品を行う内容

を決定する。

第４条 （電子化に伴う各基準）

電子納品に関する各種要領・基準は下記による。

・都市再生機構 ニュータウン業務ユニット部門

「電子納品運用マニュアル（案） 設計編」

「土木設計業務等の電子納品要領（案）（ニュータウン業務部版）」

「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）」

・国土交通省

・土木設計等

土木設計業務等の電子納品要領（案）

電子納品運用ガイドライン（案）【業務編】

ＣＡＤ製図基準（案）

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン（案）

デジタル写真管理情報基準（案）

・調査・測量等

地質・土質調査成果電子納品要領（案）

測量成果電子納品要領（案）

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）地質・土質調査編

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）測量編

・工事等

工事完成図書の電子納品要領（案）

電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】

デジタル写真管理情報基準（案）



１０

第５条 （資料の貸与及び返却）

１． 発注者は、設計図書に定める図書及びその他資料を、受注者に貸与するものとする。

２． 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料の必要がなくなった場合は、直ちに発

注者に返却するものとする。

３． 電子納品に関する貸与品

独立行政法人都市再生機構西日本支社 ニュータウン業務ユニット

イ）電子納品運用マニュアル（案） 設計編

ロ）電子納品運用マニュアル（案） 設計編 参考資料

ハ）土木設計業務等の電子納品要領（案）（ニュータウン業務部版）

ニ）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）

ホ）その他調査職員が必要と認めるもの

※国土交通省の各種要領・基準について必要な場合は、下記国土交通省国土技術政策

総合研究所の Web サイトにアクセスし、ダウンロードを行うこと。

参考（Web サイト ：http://www.nilim-ed.jp/）

第６条 （その他）

電子納品運用マニュアル（案）に疑義がある場合は調査職員とその内容について協議

を行い、電子納品を行うものとする。

以 上


