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特記仕様書 

 

第１章  総則 

１－１適用 

本特記仕様書は、『品川駅北周辺地区橋梁他基本設計業務』（以下「本業務」

という。）に適用する。 

本業務の実施に当たっては、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月版）」（以下「共通仕様書」という。）による。 

共通仕様書は閲覧に供する。 

 

１－２設計対象範囲 

設計対象範囲は、別図－１,２に示す範囲とする。 

 

 

  

１－３履行期間  

契約締結日の翌日 から 令和 4 年 6 月 30 日 

 

１－４計画地区概要 

地区面積 
約 15.5ｈａ 

（設計対象範囲；別図－１,２） 

施設規模 
橋梁：橋長 L=163m、全幅員 W=11.5m、有効幅員 W=10.5m 

コンクリート擁壁：L=30.5m 

 

１－５管理技術者 

管理技術者は、共通仕様書 1.1.7 の定めのほか、下記の①に示す条件を満たす

ものであり、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。但し、病休、死亡、退職等やむ

をえ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するものとし、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者   

１）技術士（総合技術監理部門（建設-鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ)）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-鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ）の資格を有し、技術士法による登録

を行っている者。 

３）ＲＣＣＭ[鋼構造及びコンクリート]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）  

設計範囲：東京都港区港南２丁目他 
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５）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 

・建設コンサルタントの登録規定第３ 条第１ 号ロに規定される技術者 

（国交省が認定する認定技術管理者＝認定技術者（鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ部門）） 

・他部門の技術士については、建設部門に該当する業務に関し 10 年以上の実務 

経験を有する者 

 

②平成 22 年度以降に経験した、下記Ａ業務又はＢ業務の経験（下請、出向又は派

遣による業務の実績を含む。）を有する者であること。 

    

Ａ業務：JR 鉄道近接施工に係る影響検討に関する橋梁設計業務（補修設計、

基礎工設計及び修正設計を除く） 

Ｂ業務：鉄道近接施工に係る影響検討に関する橋梁設計業務（補修設計、基礎

工設計及び修正設計を除く） 

 

本業務の管理技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述し

た配置予定の技術者でなければならない。 

 

1-6 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ものとする。 

➀ 下記のいずれかの資格を有する者 

１）技術士（総合技術監理部門（建設-鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ)）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-鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ）の資格を有し、技術士法による登録

を行っている者。 

３）ＲＣＣＭ[鋼構造及びコンクリート]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）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 

・建設コンサルタントの登録規定第３条第１号ロに規定される技術者 

（国交省が認定する認定技術管理者＝認定技術者（業務に該当する部門） 

・他部門の技術士については、建設部門に該当する業務に関し 10 年以上の実

務経験を有する者 

照査の実施にあたっては、別に定める「土木工事設計照査要領」に基づき実施し、

作成した資料は、共通仕様書 1.1.8 の５項に規定する照査報告書に含めて提出す

るものとする。 
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１－７打合せ等 

打合せは、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、業務に関する打合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、打合せ内容、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 5 

(3)業務完了時 1 

 

 １－８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。 

 

 １－９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。 

 

 １－１０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ない、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

果をとりまとめることとする。 

 

 １－１１下請負等 

１）本業務請負契約書第８条第１項に規定する「主体的部分」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２項に規定する「軽微な部分」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２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。 
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 １－１２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 

項  目 サイズ 成果品数 

(1)基本設計図面 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打合せ記録簿 

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 
A４版  1 部 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。 

 

 １－１３個人情報の取扱について 

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、「個人情報等の保護に関する特約条項第１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。 
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第２章 設計業務 

２－１業務目的 

本業務 は、当 地区を立 体的に横断する計画 道 路（別 事業）に接続する橋梁形 式

道路及び道路擁 壁等 について、橋梁設 置に係る設計 検討及び概 略景観 検討を行

うことを目的とする。 

外 的 条 件 との関 連 及 び施 工 性 との関 連 において、既 存 の資 料 を基 に検 討 を行

い、設計・施工の可能 性、橋梁形 式比較 案の選定、概算 工事費、工 事展開等を検

討し、橋梁設計に係る管理者協議資料、関連事業者協議資料を作成する。 

 

２－２設計項目 

設計項目 業務範囲 

（１）  整地設計  

（２）  道路設計  

（３）  下水道設計  

（４）  構造物設計 〇 

（５）  橋梁設計 ○ 

（６）  電線共同溝設計  

（７）  調整池設計  

（８）  屋外土木施設  

（９）  除却等設計  

（１０）その他設計  

 

２－３使用する技術基準等 

本業務で使用する技術基準等は以下のとおりとする。 

また、適用基準の最終決定は、自治体及び調査職員との協議による。 

（１）関係法令等 

・都市計画法                         ・道路交通法 

・建築基準法     ・騒音規制法    

・土地区画整理法    ・振動規制法 

・道路法     ・労働安全衛生法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律   

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（東京都） 

・東京都景観条例            ・港区景観条例 

 

（２）技術基準等 

・ 港区特別区道の構造の技術的基準を定める規則（2013 年 4 月）  

・道路構造令の解説と運用 公益社団法人日本道路協会（2015 年 6 月） 

・道路橋示方書・同解説 公益社団法人日本道路協会（2017 年 11 月） 

・車両用防護柵標準仕様・同解説 公益社団法人日本道路協会（2004 年 5 月） 

・立体横断施設技術基準・同解説 公益社団法人日本道路協会（1979 年 1 月） 
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・都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル 公益財団法人鉄道総合技術

研究所（2007 年 1 月） 

    上記以外は土木工事設計照査要領の巻末の運用指針等一覧表を参照。 

２－４貸与する技術資料等 

本業務で使用するため貸与する技術関係資料は次のとおりとする。 

・品川駅北周辺地区道路（橋梁部）基本設計他業務（令和元年 5 月） 

・その他必要とする資料 

 

 ２－５ 調査・設計業務内容（基本設計） 

（１）現地踏査 

共通仕様書第１編及び第２編の各項に基づき別添の範囲の現地踏査を行うも

のとする。 

特記事項（特に留意する点） 概略数量 

■境界状況 

■周辺及び地区内道路状況 

■支障物件 

■供給処理施設状況（下水道、水道、電気、電話他） 

■現況土地使用状況等 

■工作物等種別、形状 

■土運搬、材料搬入、重機運搬路等 

■現況地盤、敷地形状、土質状況等 

■関連工事（出会い工事）の進捗状況と影響度等 

約 15.5ha のう

ち橋梁形式道路

およびその周辺

部 

 

（２）上位計画等との整合性の検討 

本業務の実施にあたっては、上位計画等の関連する諸条件との整合性の検討を

行うものとする。 

検討項目 特記事項（特に留意する点） 

上位計画と

の整合性の

検討 

・品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン 2020 等 

関連する諸

条件との整

合性の検討 

■地区計画、土地利用計画、街区確定、画地確定、仮換地説明

事項との整合性検討 

■地区界部の整合性検討（地区界部の土地利用検討、地区界処

理方針、現況道路等の整合性等） 

■造成計画高、幹線道路（骨格道路）計画との整合性検討（線

形､計画高､宅地の出入り等） 

■住宅地計画との整合性検討（計画高、切盛境界の処理、宅地 

の出入り等） 

■排水基本計画との整合性検討（下水道計画等） 

■公共下水道認可設計、下水道基本設計との整合性検討 

■造成計画高、幹線道路（骨格道路）線形、計画高と流域重ね

図作成 
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検討項目 特記事項（特に留意する点） 

■現況地形、土地利用計画との整合性検討 

■道路構造令に規定されている諸基準及び管理者協議事項と

の整合性検討 

■道路占用計画との整合性検討 

■支障物件等との整合性検討（工事支障物件等の処理検討） 

■その他（既存報告書・資料、法的条件、自然条件、固定条件

等の検討） 

 

（３）基本設計 

共通仕様書第２編の各章の項に基づき、別添図の範囲の次の基本設計を行う

ものとする。  

 
1）構造物基本設計  

 

設計工種 特記事項（特に留意する点） 

構造物 

設計 

（基本） 

設計条件

等 

・概略数量：コンクリート擁壁 L=30.5m 

            １カ所 

設計条件 

の設定 

 

 

 

 

 

■適用基準の決定 

■土質定数の設定(土圧計算、基礎の支持力計算、地 

盤の安定、沈下検討等) 

■荷重条件の設定(載荷重、土圧、水圧、浮力、風荷 

重、衝突荷重等) 

■標準設計活用の可能性検討 

■地震時の評価の必要性検討 

設計内容 

 

共通仕様書第5.2.1 第２項に基づき、次の項目の設計

を行うこと。 

①   設計項目 

■設計計画、■設計条件の確認、■比較形式選定、 

■概略設計計算、■基礎工検討、■概略設計図(側面

図、平面図、断面図、主要点高さ、交差条件、建築限

界、設計条件)、■関連機関との協議資料作成、 

■概算工事費、■比較一覧表の作成、照査、 

■報告書作成、■設計検討 

②   設計検討 

■擁壁形式の検討 

■基礎工の検討 

■斜面の安定の検討 

■軟弱地盤の検討 

■既設構造物、埋設管渠等施工上の制約条件検討 
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協議用 

資料作成 

 

港区道路管理担当部局等との協議に要する次の資 

料を作成すること。 

■道路管理者等協議資料  

 
 
 
 
2）橋梁基本設計  

道路構造令等の基準をもとに道路設計に必要な条件を検討し、道路管理者及び

交通管理者との協議を行い、設計条件の確定をするとともに、下表の内容につい

て設計を行う。  
 

設計工種 特記事項（特に留意する点） 

橋梁設計 

（基本） 

設計条件

等 

・概略数量：橋長 L=163m、全幅員 W=11.5m、有効幅員

W=10.5m 

・道路規格：第４種第２級 

・設計速度：40km/h 

・設計荷重：活荷重 

・高低差  :0～13ｍ 

設計条件 

の設定 

 

 

 

 

 

■適用基準、等級、構造規格の決定 

■施工空間、資材搬入路等施工条件の設定 

■既設構造物、埋設管渠等施工上の制約条件の設定 

■荷重条件の設定（載荷重、土圧、水圧、浮力、風荷重、

衝突荷重等） 

■添架物、附帯施設等の基本条件の設定 

設計内容 

 

共通仕様書第 6.2.4 第２項に基づき、次の項目の設計を

行うこと。 

①   設計項目 

■設計計画  

■現地踏査  

■設計条件の確認、■橋梁形式比較案の選定 

■基本的事項の検討 

■設計計算 

■設計図 本業務では設計図全体の 70%とする 

■景観検討 

■関連機関との協議用資料作成 

■概算工事費 

■橋梁形式比較一覧表の作成 

■照査   

■報告書作成  

■設計検討、■概略景観検討 

②  設計検討 

■貸与資料、指示事項、現地踏査等に基づき、外的条件
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との関連及び施工性との関連において、類似の資料、事

例を基に検討を行い、設計・施工の可能性を確認し、構

造形式の基本事項について調査職員と協議するものと

する。 

■平面交差点の検討 

■軟弱地盤における構造物の地震安定性の検討 

■騒音、振動等施工上の制約条件の検討 

■標準設計活用の可能性検討 

■排水条件、基本構造の検討 

③  概略景観検討 

■街路部に対し、美観に配慮した景観検討を行うものと

し、それぞれの区間に対し、比較設計対象とした３案に

関するペンシルパース、カラーパースを作成する。 

  ■ パースサイズはＡ３版とする。 

協議用 

資料作成 

 

道路管理者等との協議に要する次の資料を作成するこ

と。 

■道路管理者協議資料 

■接続道路事業者協議資料 

■交通管理者協議資料 

■インフラ企業者協議資料  
 

 

２－６ 管理者協議等 

 （１）協議図書等作成 

本業務で得た成果をもとに、関係法令等の手続きに係る次の図書のとりまとめ

や共通図面等の作成を行うものとする。 

特記事項（作成協議図書） 作成部数 

■関係者説明図面等の作成 ３部 

 

（２）  管理者協議 

当該設計に係る以下の管理者協議に出席するものとする。 

また、必要に応じ関係機関との協議を実施し、記録簿の作成を行うものとする。 

協議種別 頻度等 

①  関係者協議 8 回 

 

２－７ 設計図書の作成 

本業務で得た成果をもとに、共通仕様書第 2 編に基づき設計図面を作成し、成果

品を提出するものとする。 

 

 

第３章 その他 

３－１ 中間成果の提出 
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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。 

 

 ３－２ 業務対象箇所への立ち入り 

受注者は、現地調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。 

 

３－３ 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。 

 

３－４ 訂正時の措置 

受注者は、業務終了後とい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。 

 

３－５ 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。 

 

３－６ 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。 

 

３－７ グリーン購入法への対応について 

受注者は、当該業務の実施にあたり物品使用の検討では共通仕様書 1.2.12 の 2

項に基づき環境への負荷が少ない環境物品等の採用の推進に向けて提案を行う。 

 

３－８ 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 

 

３－９積算基準  

１ 適用範囲 

この積算基準は、「品川駅北周辺地区橋梁他基本設計業務」の発注に適用する。 

２ 業務請負料の積算方式 

国土交通省の設計業務等標準積算基準書に準じて次の方式により積算するものとする。 
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業務請負料 ＝ 業務価格 ＋ 消費税相当額 

                ＝ 〔{（直 接人 件費 ）＋（直 接 経費 ）＋（その他 原価 ）}＋（一 般管 理

費等）〕×{１＋（消費税率）} 

業務価格 ＝ 業務原価 ＋ 一般管理費等 

業務原価 ＝ 直接人件費 ＋ 直接経費 ＋ その他原価 

その他原価 ＝ 直接人件費 × α / （１－α） 

          ただし、αは 0.35 とする。 

一般管理費等 ＝ 業務原価 × β / （１－β） 

          ただし、βは 0.35 とする。 

 

３ 直接人件費算定の目安 

     技術者の直接人件費算定の目安となる業務量は、標準的な技術者（※）に換算すると

概ね 226 人・日程度 

※標準的な技術者は、業務の中心を担う職階として、仕様書に示した内容に対し、上

司 等 の指 導の下 、経 験 を踏 まえ主 体 的に一 般 的な業 務 を実 施できる職 階 相 当を想

定。 
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（様式―１）  
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 ○○ ○○ 殿  
 

受注者 住所  
氏名 株式会社○○○○  

○○ ○○   印  
 

契約名称：                             
 

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） 

○○○○を下請負することで、業務の効率化を図

り、工期短縮に努めるため下請負する。 

（下請負の相手方の選定理由） 

○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○

○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の

品質が高く、納期も遵守している。 

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数

有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上

に資することが期待できるため。 
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