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羽田空港跡地地区事業計画変更検討業務

特記仕様書

１ 総則

１－１ 適用

本特記仕様書は、羽田空港跡地地区事業計画変更検討業務（以下「本業務」という。）に適用する。

１－２ 業務範囲

本業務の対象範囲は、別紙１のとおりとする。

１－３ 履行期間

契約締結日の翌日から令和３年１月 15 日までとする。

１－４ 管理技術者

管理技術者は、共通仕様書１．１．７の定めの他、下記の①に示す条件を満たし、②の実績要件を有

する者とする。なお、管理技術者は原則として変更できない。ただし病休、死亡、退職等やむを得ない

理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とし、調査職員と協議を行うものとする。

① 下記のいずれかの資格を有するもの

  １）技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）の資格を有し、技術士法による登録を行って

いる者。

  ２）技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。

  ３）ＲＣＣＭの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。

  ４）土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級）。

  ５）土地区画整理士

  ６）共通仕様書１．１．２の 11 項に記載されている同等の能力と経験を有する技術者。

② 下記の実績を有するもの

  平成 21年度以降に完了した業務のうち、国土交通大臣、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生

機構、地方住宅供給公社等の公的機関が発注した土地区画整理事業に係る業務において、事業計画変

更に係る全体事業費精査の業務に携わったことがある者。

③ 管理技術者の下に、下記の実績を有する担当技術者を配置すること。

  平成 21年度以降に完了した業務のうち、国土交通大臣、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生

機構、地方住宅供給公社等の公的機関が発注した土地区画整理事業に係る業務において、換地設計の

修正業務に携わったことがある者。

本業務の管理技術者は、受注者が提出した参加表明書に記述した配置予定の技術者でなければならな

い。

別添１
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１－５ 照査技術者

共通仕様書１．１．８の照査に当たっては、照査技術者を配置するものとし、下記の①に示す条件を

満たす者とする。

① 下記のいずれかの資格を有するもの

  １）技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）の資格を有し、技術士法による登録を行って

いる者。

  ２）技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。

  ３）ＲＣＣＭの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。

  ４）土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級）。

  ５）土地区画整理士

  ６）共通仕様書１．１．２の 11 項に記載されている同等の能力と経験を有する技術者。

１－６ 打ち合わせ等

打ち合わせは、共通仕様書１．１．11 に基づき、下記の区切りにおいて行うものとする。なお、業務

着手時と業務完了時には管理技術者が立ち会うものとする。

また、業務に関する打ち合わせ記録の作成は受注者が行い、速やかに調査職員に提出し、打ち合わせ

事項、決定事項に誤りがないことを相互に確認するものとする。

項目 回数

（１）業務着手時 １

（２）中間時 １

（３）業務完了時 １

１－７ 照査技術者による照査の報告

照査技術者は、発注者の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、照査について発注者に

報告するものとする。なお、照査技術者による照査の報告は 1回を想定している。

１－８ 業務計画書

受注者は、業務計画書作成時に共通仕様書１．１．12 の２項の定めのほか、屋外で設計業務を行

う場合における安全管理について記載する。

１－９ 現地踏査

受注者は、設計業務等の実施にあたり、共通仕様書１．２．２に基づき設計業務等対象敷地及び

周辺の現地踏査を行い、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

査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果を取りまとめることとする。

１－10 下請負等
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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、共通仕様書１．１．28 の第

１項に示すとおりとする。

２) 本業務請負契約書第８条第３項に規定する「軽微な部分」とは、共通仕様書１．１．28 の第

２項に示すとおりとする。

３) 受注者は、本業務請負契約書第８条第３項の規定により業務の一部（主たる部分を除く）を

第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめその相手方の住所、氏名、

下請負等を行う業務の範囲、下請負等の必要性及び契約金額等について記載した書面（様式

－１）を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、下請負等の内容を変更しよう

とするときも同様とする。

１－11 設計業務の成果

本業務の成果品は、共通仕様書１．２．11及び下表によるものとする。

（１）成果品

  以下を基本とし、詳細は４ 成果品による。

項目 サイズ 成果品数

（１）基本・実施設計図面 Ａ３版 観音製本 ３部 原図一式

（２）報告書等

① 現地踏査報告書

② 設計報告書

③ 設計計算書

④ 数量計算書

⑤ 打ち合わせ記録簿

⑥ 照査報告書

Ａ４版 製本 ３部 原稿一式

（３）その他調査職員の指

示した報告書等

一式

なお、報告書に使用するソフトは Windows における、Word、Excel とし、また、図面作成等に

ついては、AutoCad を使用し、報告書及び図面データを電子媒体（CD 等）にて提出するものと

する。成果品納品時に成果品の全景写真及び、近景写真を提出すること。

(２) 電子データ

電子データの作成については、下記基準（閲覧可）による。

１）適用基準

  都市整備部門の土木設計業務等の電子納品要領（案）（平成１６年７月）

  都市整備部門の CAD による土木工事図面作成要領（案）（平成１６年７月）

２) データの使用

  提出されたデータは、工事請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び完成図の作成に使

用する場合がある。
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１－12 個人情報の取扱いについて

受注者は、当該業務の実施に係る「個人情報の取扱い」については共通仕様書１．１．31 による

ものとする。また、「重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項第２条」に定める重要な情報

等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおり

とする。

(１) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。

(２) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。

(３) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告

する。

(４) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。

２ 業務内容

２－１ 業務目的

本業務は、東京都市計画土地区画整理事業羽田空港跡地地区土地区画整理事業の事業計画及び換

地設計について、当初計画との相違を踏まえ、契約及び支出の過年度実績を踏まえ、事業完了まで

の工事展開の検討及び概算工事費の算出を行い、事業計画変更に向けた図書の作成及び換地修正設

計を行うことを目的とする。

２－２ 業務項目

（１）全体事業費の精査

  ① 業務準備

   ・既存成果内容確認

   ・現地踏査

  ② 概算工事費算出

   ・今後の工事展開図作成（マスター工程表あり、半年単位）

   ・今後の契約物量・費用及び支出費用の精査（工種及び年度別）

   ・事業全体の概算工事費集計（工種及び年度別）

  ③ 事業計画フレーム検証

   ・事業計画書フレームの再検証

   ・保留地設定方法の検討

   ・補助金受入実績整理と今後の受入計画作成

  ④ 補助事業実施計画図書作成（変更）

   ・資料調査、計画準備

   ・資金計画検討
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   ・調書作成

   ・図面作成

  ⑤ 事業計画書添付図作成（修正）

   ・添付図作成（設計図）

   ・参考図作成（市街化予想図） ※排水・上水道・道路・排水管渠図面は取りまとめ

（２）換地修正設計

  ① 業務準備

   ・既存成果内容確認

   ・現地踏査（全体事業費精査と共通）

  ② 権利再調査

   ・登記簿等との照合（全筆数９筆、権利者１者）

   ・登記事項変動調書作成

   ・土地原簿（番順）補正

   ・総括表補正

  ③ 換地修正設計

   ・路線価再算定（整理後街区評価、増進率及び比例率試算、路線価図作成）

   ・換地設計修正（換地割込み、換地設計図作成、換地調書作成、換地修正設計）

３ 業務量

本業務に必要となる人工（人・日）については、下表を参考とする。なお、人工はすべての職階

を合計したものである。

業務項目 業務量（人・日） 備考

（１）全体事業費の精査 ９６．０

（２）換地修正設計 ３０．５

４ 成果品

１－11（１）表中の設計報告書の詳細については下表のとおりとする。

業務項目

（１）全体事業費の精査

① 業務準備

・現地踏査報告書

② 概算工事費算出

・今後の工事展開図(1/500)

・今後の契約物量・費用見込み総括表
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・今後の支出費用見込み総括表

・概算工事費総括表

③ 事業計画フレーム検証

・事業計画フレーム再検証総括

・保留地設定方法検討比較表

・補助金の受入実績総括表

・今後の受入計画表

④ 補助事業実施計画図書作成（修正）

・補助事業実施計画調書及び図面

⑤ 事業計画書添付図作成（修正）

・設計図

・市街化予想図

・排水系統図（編集のみ）

・上水道系統図（編集のみ）

・道路標準構造図（編集のみ）

・排水管渠標準構造図（編集のみ）

（２）換地修正設計

① 業務準備

② 権利再調査

・登記簿

・登記事項変動調書

・土地原簿（番順）

・総括表

③ 換地修正設計

・整理後街区評価算定表

・増進率及び比例率試算表

・路線価図

・換地設計図

・換地調書

５ その他

５－１ 中間成果の提出

業務履行中、調査職員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するものとする。

５－２ 業務対象箇所への立ち入り

受注者は、現地踏査等により業務対象箇所に立ち入る場合は、共通仕様書１．１．16 に基づいて
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行い、事前に調査職員へ箇所、日時、内容等を説明し了解を得るものとする。

５－３ 疑義等

本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合は、調査職員と管理技術者が協議し、決定す

るものとする。

５－４ 訂正時の措置

受注者は、業務終了後と言えども受注者の過失、疎漏に起因する不良個所が発見された場合には、

発注者の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。

５－５ 提出書類仕様

受注者は、仕様書１．２．12 に基づき提出書類作成に当たっては、グリーン購入法の規定に基づ

く再生紙を使用するものとする。

５－６ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

受注者は、共通仕様書１．１．36に基づき適切な対応を図るものとする。

５－７ 土木設計業務成績評定について

本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、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。

                                        以 上



令和○年○月○日

下請負（変更等）承諾申請書

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

本部長 田中 伸和 殿

受注者 住所

氏名 株式会社○○○○

○○ ○○   印

契約名称： 羽田空港跡地地区事業計画変更検討業務  

令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を

下請負したく、土木設計業務等請負契約書第８条第３項の規定に基づき申請するので、手続

き方お願いします。

項目 申請内容

下請負の相手方

（住所、氏名）

〒000-0000 ○○県○○市○○町○－○

△△株式会社

下請負業務の内容 ・○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○

下請負業務の契約予

定額

○○千円（契約金額に対する比率○％）

※見積書を添付

下請負を行う必要性

及び

下請負の相手方の選

定理由

（変更の場合は、下請

負の変更理由も記載）

（下請負する必要性）

（下請負の相手方の選定理由）

様式-１

(A-4)




