
仕 様 書 

 

１ 業務の名称 

   虎ノ門二丁目地区環境影響評価事後調査等業務（その２） 

 

２ 業務の履行期間 

   契約締結日の翌日から令和６年２月 29日まで 

 

３ 業務の目的 

本業務の対象となる虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業は、港区環境影響調査

実施要綱（以下、要綱）に基づき、平成 25 年３月から環境影響評価手続きを開始し、

環境影響調査計画書、環境影響調査書案、環境影響調査書、事後調査計画書の提出が完

了しているところである。 

本業務は要綱に基づき、事後調査報告書作成等業務（業務棟新築工事に係るもの）を

実施するものである。 

 

４ 業務実施地区の概要 

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目１０５番（別紙－１参照） 

地区面積：約 2.9ha 

延床面積：約 266,500 ㎡ 

計画建物の概要： 

業務棟 延床面積  約 181,000 ㎡（アネックス棟を含む） 

 主要用途  事務所、店舗、業務・生活支援施設、駐車場 

 階数・高さ 地上 38 階、地下 2 階・約 180ｍ 

病院棟 延床面積  約 85,500 ㎡ 

 主要用途  病院、駐車場 

階数・高さ 地上 19 階、地下 3 階・約 99ｍ 

事業施行体制： 

代表施行者 独立行政法人都市再生機構 

 共同施行者 国家公務員共済組合連合会 

事業スケジュール（予定）： 

令和元年度～令和２年度  旧病院棟解体築工事 

令和２年度～令和５年度  業務棟・アネックス棟建設工事 

令和５年度～令和７年度  共同通信会館解体工事 

令和７年度～令和 10 年度 基盤施設整備 

令和 10 年度       事業完了 
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５ 業務の内容 

 （１）事後調査実施計画の作成 

（２）下記１）～９）に掲げる項目の業務棟新築工事に係る現地調査及び解析整理 

  （詳細は別添「（仮称）虎ノ門二丁目計画 環境影響調査書」、「（仮称）虎ノ門二丁

目計画 環境影響調査書資料編」、「（仮称）虎ノ門二丁目計画 事後調査計画書」

を参照すること。） 

  １）自動車交通量 

  ２）交通安全 

  ３）リサイクル 

４）大気質 

  ５）排水 

  ６）地形・地質 

７）音 

  ８）振動 

  ９）風 

  ※別紙－２に示す工事実施状況のデータ、環境保全のための措置の実施状況のデー

タ等については、業務棟施工者から別途提供予定。 

（３）上記１）～９）に掲げる項目に関わる環境保全のための措置の実施状況の把握 

（４）事後調査報告書及び業務成果物の作成 

（５）港区等関係機関との協議、調整及び報告 

なお、調査項目の詳細な内容ついては事後調査計画書 P34～P37 を、調査実施時期

及び報告書提出時期については事後調査計画書 P57を参考とすること。 

  

６ 業務量 

本業務に必要となる業務量（人・日）については、別紙－３を参考とする。 

 

７ 成果品 

（１) 業務報告書及び電子データ一式：各５部（電子データ１部） 

   ※CD-R 等には「委託件名」「ファイルの内容」「作成年月」「請負業者名」を標記す

ること。なお、報告書用紙については以下の基準による。 

  ・古紙配合率 70％以上 

  ・非塗工印刷用紙：白色度 70％以下 

  ・塗工印刷用紙：塗工量が両面で 30ｇ／㎡以下 

  ・再生利用されにくい加工が施されていないこと 

（２)事後調査報告書：各 60部 

 ・事後調査報告書（業務棟工事中①）：令和４年８月頃港区提出予定 

・事後調査報告書（業務棟工事中②）：令和４年 12月頃港区提出予定 

・事後調査報告書（業務棟工事中③）：令和６年２月頃港区提出予定 

 

 



 

3 

 

８ 留意事項 

(1) 本業務の履行に当たっては、機構担当者と十分な協議を行い、その指示に従うもの

とする。受注者の業務の実施状況に問題が生じる虞があると当機構が判断した場合

には、当機構から説明を求めることができるものとし、当機構が適切でないと判断

するときは、当機構から改善を求めることができるものとする。 

(2)  成果品については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12

年法律第 100 号）」（以下「グリーン購入法」という。）第６条第２項第２号に規定す

る「特定調達物品」を使用するものとする。なお、グリーン購入法に基づく基本方針

（令和２年２月版）の「判断の基準」を満たすものとする。 

(3)  本仕様書に記載なき事項及び本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、機構担

当者と協議し、その指示に従うものとする。 

(4)  本業務において知り得た情報を第三者に漏らし、又は利用してはならない。特に個

人情報については、別途「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結することとし、

その厳重な管理を行い、漏洩事故等のないようにしなければならない。 

  (5) 機構が貸与した資料等は、機構担当者に無断で持ち出してはならない。 

  (6) 関係権利者等第三者との打合せについては、相手方、内容等について機構担当者

の確認を得ずに行ってはならない。 

(7) 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 

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があっ

た時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が

生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

以上 
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＜業務棟工事施工中に係る事後調査スペック＞

■事後調査（工事中：業務棟新築工事）の概要 ：業務棟施工者（工事中、なお竣工時点含む）から提供される資料に基づきとりまとめるもの

調査期間 調査方法 調査地点 現地調査
工事の実施状況

【施工者整理資料をとりまとめ】
環境保全のための措置の実施状況
【施工者整理資料をとりまとめ】

工事用車両台数 工事用車両ピーク時の昼間12時間 ハンドカウンターによる計測 工事ゲート４地点 －

交差点需要率 工事用車両ピーク時の昼間12時間 ハンドカウンターによる計測及び解析 周辺５交差点 －

交通安全 交通安全対策 工事用車両ピーク時の工事作業時間
工事関連資料（写真含む）等
【施工者整理資料をとりまとめ】

工事ゲート及び車両ルート － 工事関連資料（写真含む）等

建設廃棄物の種類・発生量

再利用量

建設廃棄物の収集・処理方法

NO2：公定法（JIS)・簡易法
SPM：公定法（JIS)

道路沿道１地点

NO2：簡易法 道路沿道２地点

NO2：公定法（JIS)

SPM：公定法（JIS)

排水 排水方法・水質（ｐH・SS） 代表的な１回
排水水質調査(JIS)
工事関連資料等
【施工者整理資料をとりまとめ】

工事区域内数地点 － －

地下水の状況
工事開始後１～30ヶ月目
（掘削工事完了後３ヶ月目まで）

水位計による方法
【施工者整理資料をとりまとめ】

工事区域内１地点 － 工事関連資料（写真含む）等

地盤面レベルの状況
工事開始後１～30ヶ月目
（掘削工事完了後３ヶ月目まで）

水準測量による方法
【施工者整理資料をとりまとめ】

工事区域境界４地点 － 工事関連資料（写真含む）等

工事用車両の走行 工事用車両ピーク時の１日24時間
現地調査（環境基準の方法）

道路沿道３地点
工事用車両（昼間12時間・工事ゲート４地点）※１
通過交通量（24時間・道路沿道３地点）

－

建設機械の稼働 建設機械ピーク時の昼間12時間 現地調査（騒音規制法の方法） 最大騒音地点周辺１地点 － 工事関連資料（写真含む・建設機械稼働状況）等

工事用車両の走行 工事用車両ピーク時の１日24時間
現地調査（振動規制法の方法）

道路沿道３地点
工事用車両（昼間12時間・工事ゲート４地点）※１
通過交通量（24時間・道路沿道３地点）※２

－

建設機械の稼働 建設機械ピーク時の昼間12時間 現地調査（振動規制法の方法） 最大振動地点周辺１地点 － 工事関連資料（写真含む・建設機械稼働状況）等

構造物影響 風 － － － － － －

※１：交通（自動車交通量）の環境の調査（工事用車両台数の現地調査）で把握する。
※２：静穏（音）の対象事業の調査（現地調査）で把握する。

環境の調査（現地調査等）

工事関連資料（写真含む）等

対象事業の調査

工事関連資料（写真含む）等
別途貸与資料を参照すること

－

水・土

建設機械ピーク時を含む１週間

工事関連資料（写真含む）等

－

工事用車両（昼間12時間・工事ゲート４地点）※１
通過交通量（24時間・道路沿道３地点）※２

大気 大気質

工事用車両の走行 工事用車両ピーク時を含む１週間

－ 工事関連資料（写真含む・建設機械稼働状況）等建設機械の稼働

環境要素 環境調査項目 調査項目

資源・エネル
ギー・地球環境

交通

自動車交通量

リサイクル 工事期間中
工事関連資料（写真含む）等
【施工者整理資料をとりまとめ】

工事区域内

静穏

地形・地質

音

振動

最大濃度地点周辺１地点

別紙－２ 



    

 

調査・検討業務等の業務量 

〔虎ノ門二丁目地区環境影響評価事後調査等業務（その２）〕 

 

 

業務項目 
業務量 

（人・日） 
備考 

①事後調査実施計画書の作成 １２．０人・日 

 

②病院棟新築工事に係る現地調査及び解析

整理 
１０６．０人・日 

 

③環境保全のための措置の実施状況の把握 ６６．０人・日 

 

④事後報告書等作成 ４４．０人・日 

 

⑤港区等関連機関との協議、報告及び調整 １９．０人・日 

 

  

※以下の項目に関する費用については、上記の業務量に含まれていない。 

 

（１）調査業務費用 

   ①業務棟工事中の自動車交通量調査 

②業務棟工事中の大気質調査（建設機械の稼働、道路交通大気） 

③業務棟工事中の排水、地形・地質調査 

   ④業務棟工事中の騒音・振動調査（建設機械の稼働、道路交通騒音・振動） 

    

（２）港区提出資料印刷費 

①事後調査報告書（業務棟工事中①）の印刷・製本（60部） 

②事後調査報告書（業務棟工事中②）の印刷・製本（60部） 

③事後調査報告書（業務棟工事中③）の印刷・製本（60部） 

 

（３）業務報告書等印刷費 

①業務報告書（電子データ CD-R等１部）の印刷・製本（２部） 
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