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第１章  総  則 

那珂川沿岸農業水利事業（二期）中央管理所整備工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木

工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕

様書【建築工事編】」、「公共建築工事標準仕様書【電気設備工事編】」（以下、「建築工事標準仕様書」という。）に

基づいて実施する。 

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

 

第２章 工事内容 

１．目  的 

本工事は、中央管理所を整備するものである。 

 

２．工事場所 

    茨城県水戸市飯富町地内 

 

３．工事概要 

本工事の概要は次のとおりである。 

 

（１）浸水対策工事（RC防水壁、防水板） 

（２）内部改修工事（ドア、畳、建具他） 

（３）エアコン更新工事（エアコン、冷媒管） 

（４）電気温水器保温工事（電気温水器） 

 

４．工事数量 

別紙「工事数量表」のとおりである。 

 

 

第３章 施工条件 

 

 １．工事期間中の休業日 

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等を月当たり１３日／月を見込んでいる。 

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇を含んでいる。 

 

２．現場技術員 

   本工事は、共通仕様書第１編１－１－９に規定している現場技術員を配置する場合には氏名等について

別に通知する。 

 

 

第４章  現場条件 

 

１．関連工事 

        関連工事として、次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事責任者と十分連絡協議 

し、工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。 

（１）那珂川揚水機場ポンプ設備製作据付工事 

     （施工時期：令和2年12月9日～令和4年3月24日） 

 

２．隣接地に対する措置 

（１）本工事の周辺農地では営農が行われているので、営農に支障がないよう配慮しなければならない。 

（２）構造物に影響が生じると想定される場合、又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止し、応急措

置を行うとともに、事後の処理について、監督職員と協議しなければならない。 
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３．第三者に対する措置 

（１）騒音、振動対策 

１）騒音、振動等の対策については十分配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な捗

進に努めなければならない。 

２）地域住民からの苦情があった場合には、内容をよく聞き取り、対策について監督職員と協議を行う

ものとする。 

 

第５章  工事用電力 

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。 

 

 

第６章 工事用材料 

１．規格及び品質 

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。 

なお、JIS 規格品については、改正工業標準化法（平成 16 年 6 月 9日公布）に基づき国に登録され

た民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（JIS マーク表示認証工場）とする。 

 

(1) コンクリート 

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。 

種   類 
呼び強度 

(N/mm2) 

スラ 

ンプ 

(cm) 

粗骨材 

の最大 

寸法 

(mm) 

水セメ 

ント比 

(%) 

ｾﾒﾝﾄの 

種類に 

よる 

記号 

使用目的 

鉄筋コンクリート 24 18 20 65 以下 BB 防水壁 

※ 粗骨材最大寸法 20mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 25mm の使用を可能とする。 

 

２．見本又は資料提出 

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾 

を得なければならない。 

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。 

 

 

材 料 名 提  出  物 

建築使用資材類 カタログ、試験成績書等 

電気設備機器類 機器納入仕様書 

 

 ３．監督職員の検査又は試験 

   工事用材料については、受注者の自主管理検査記録を確認する場合があるので、監督職員が提出を指示し

た場合、これに応じなければならない。 

 

 

第７章  施  工 

 １．一般事項 

    受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに

応ずるものとする。 

    

２．再生資源等の利用 

撤去した資材について、本現場内で再利用が可能か検討するものとする。 
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３．建設資材廃棄物の搬出 

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、 

監督職員と協議の上、分別及び保管方法、搬出先等を決定する。 

 

 ４．中央管理所の整備 

建築工事、電気設備工事については、別途図面に基づき施工しなければならない。整備範囲及び箇所等

に変更が生じる場合は監督職員と協議をおこなうものとする。 

 

 

第８章  施工管理 

１． 主任技術者等の資格 

主任技術者又は監理技術者は、共通仕様書第１編１－１－10に規定する（１）の資格を有するものでなけ

ればならない。 

 

 ２．施工管理 

（１）施工管理内容の変更及び追加 

次に掲げるものの施工管理は、この特別仕様書による。 

１）建屋工事の施工管理 

施工管理の項目及び管理基準等は、下記によらなければならない。 

① 品質及び施工管理については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」「電気設

備工事監理指針」及び農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」によるものとする。 

② 本工事の施工に関しては、特別仕様書及び図面並びに共通仕様書による他、使用材料メーカーの

工法により施工するものとする。 

③ 関連業務により建築基準法第５条４第４項に基づき工事監理者を定め、本工事の工事監理（建築

士法第２条の６）を行うこととしている。氏名等については、別途通知する。 

 

３．情報共有システムについて 

（１）本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有シス

テムの対象工事である。 

（２）情報共有システムの活用については、共通仕様書に示す情報共有システム活用要領によるものとする。 

 

第９章 試験及び検査 
１．検測又は確認（施工段階確認） 

 （１）本工事の施工段階において、次に示す工種、確認内容、確認時期で確認を受けるものとする。ただ

し、確認時期については、監督職員の指示により変更する場合がある。 

（２）施工段階確認を受けようとするとき、監督職員に確認願いを提出する。また、確認後は確認簿と確

認記録を提出する。 

なお、施工段階確認の確認内容として下記を追加するものとする。 

 

工種 確認内容 確認時期 

脱着式防水板 据付状態 出来形管理 現地据付時 

防水壁 据付状態 出来形管理 現地据付時 

エアコン 据付状態 出来形管理 現地据付時 

電気温水器 据付状態 出来形管理 現地据付時 

 

 

第１０章  条件変更の補足説明 

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に
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示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。 

１） 指定仮設に変更が生じた場合 

    ２）構造物の位置、構造に変更が生じた場合 

    ３）産業廃棄物処理場に変更が生じた場合 

    ４）産業廃棄物の種類、処理量、処理方法に変更が生じた場合 

    ５）仮置場に変更が生じた場合 

    ６）材料の規格、数量に変更が生じた場合 

    ７）防塵、防音及び防振処理等の対策工の必要が認められた場合 

    ８）照明設備が必要となった場合 

    ９）第三者との協議等による変更が生じた場合 

   １０）電気、水道の引き込み箇所に変更が生じた場合 

   １１）既設構造物に保護の必要が生じた場合 

   １２）原形復旧を追加する必要及び変更が生じた場合 

   １３）歩掛調査等の追加が生じた場合 

   １４）公共事業労務調査対象地区となった場合 

   １５）関連工事の工種・工程等の変更に伴う本工事に変更が生じた場合 

   １６）関連工事との調整により仮設材等の取り扱いに変更が生じた場合 

   １７）排水処理の必要が生じた場合 

１８）工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量について変更が生じた場合 

   １９）現地精査の結果、設計図書に著しい変更が生じた場合 

２０）現地精査の結果、施工箇所及び範囲に変更が生じた場合 

２１）その他精査により変更が生じた場合 

   ２２）その他監督職員が必要と認めたもの 

 

 

第１１章  設計変更の業務 

  受注者は、設計変更が生じ、契約変更に必要な測量設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それ

に応じるものとする。 

  なお、その費用については別途協議する。 

 

 

第１２章 その他 

１．契約後VE方式 

（１）定義 

「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目

的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書

の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。 

 
（２）VE提案の意義及び範囲 

１）VE 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により

請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。 

２）ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。 

① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 

② 工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案 

③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等

の変更の提案 

 
（３）VE提案書の提出 

１）受注者は、（2）のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書（様式1～様式4）に記載し、

発注者に提出しなければならない。 
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① 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由 

② VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む） 

③ VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 

④ 発注者が別途発注する関連工事との関係 

⑤ 工業所有権を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項 

⑥ その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項 

２）発注者は、提出された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求める

ことが出来る。 

３）受注者は、VE提案を契約締結の日より、原則として当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の35

日前までに、発注者に提出できるものとする。 

４）VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。 

 
（４）VE提案の適否等 

１）発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面（様

式5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、

受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。 

２）また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。 

３）VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。 

４）発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変

更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。 

５）発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更

方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。 

６）前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5

に相当する金額（以下、「VE管理費」という）を削減しないものとする。 

７）VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発

注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。 

８）発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第

25条（請負代金額の変更方法等）第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提

案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記6）のVE管理

費については、変更しないものとする。 

ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行

が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 
（５）VE提案書の使用 

発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用さ

れている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するもの

とする。 

 
（６）責任の所在 

発注者が、VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った受注者の

責任が否定されるものではないこととする。 

 
２．電子納品 

本工事は電子納品対象工事であり、工事完成図書を、共通仕様書第1編1－1－37 に基づいて作成し、次

のものを提出しなければならない。 

・工事完成図書の電子媒体（CD－R、若しくはDVD－R）正副2部 

・工事完成図書の出力（電子納品の出力、市場のファイルとじで可）1部 

 
３．ワンデーレスポンス実施に関する事項 

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」
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に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを

受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。 

なお、「その日のうち」とは、午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、

午後に協議が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。 

 
４．工事の施工効率向上対策 

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次

の事項並びに「工事の施工効率向上対策（農林水産省WEBサイト）」を十分に理解の上、対応するものとす

る。 

 
（１）工事円滑化会議 

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督

員、主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の

実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理

人と監督職員の協議により定めるものとする。 

 
（２）設計変更確認会議 

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事

業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、工期、設計変更内容、技術提案の履行状況

等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・

課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。 

 
（３）建設コンサルタントの出席 

上記（１）、（２）の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、「良質構造物設計

施工技術検討業務実施要領」を参考として必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。 

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含

まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。 

 
（４）工事円滑化会議、設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に

確認するものとする。 

 
５．現場環境の改善の試行 

本工事は、女性も働きやすい現場環境（トイレ・更衣室）の整備について、監督職員と協議し、変更契約

においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 

なお、トイレは男女別トイレを基本とし、次の設備・機能を満たすものとする。 

１）洋式便座 

２）水洗機能（簡易水洗含む） 

３）臭い逆流防止機能（フラッパー機能） 

４）容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 

５）照明設備（電源がなくても良いもの） 

６）付属設備（衣装掛け等のフック付又は荷物置き場・鏡・手洗いの機能） 

 
 
６．工事写真における黒板情報の電子化について 

黒板情報の電子化は被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うこ

とにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。 

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで電子黒板を導入することができる。黒板情報の電子

化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。 
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（１）使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、電子黒板の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工

事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電

子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL

「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）

を有するものを使用するものとする。 

 
（２）機器等の導入 

１）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 

２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。 

 
（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い 

１）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として

被写体と同時に記録してもよいこととする。 

２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び

「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記

入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当し

ないものとする。 

３）黒板情報の電子化を行う場合は、従来の黒板を使用することができない。ただし、高温多湿、粉じん

等の現場条件により機器の使用が困難な場合は、この限りではない。 

４）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。 

 
（４）写真の納品 

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子的記入を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものと

する。 

なお、受注者は納品時にURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシ

ステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソ

フトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するも

のとする。 

 
（５）費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に

含まれる。 

 

７．熱中症対策に資する現場管理費の補正 

（１）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現

場管理費の補正を行う対象工事である。 

（２）用語の具体的な内容は次のとおりである。 

ア 真夏日 
日最高気温が３０℃以上の日をいう。 

イ 工期 
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29 日から１月３日まで

の６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、

工事全体を一時中止している期間は含まない。 
ウ 真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 
真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期 

（３）受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計

画書を作成し、監督職員へ提出する。 

（４）気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表し
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ている観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。 

なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。 
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で

気象業務法（昭和27 年法律第165 号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも

可とする。 
（５）受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 

（６）発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上

で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。 

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ 
※ 補正係数：1.2 
 

８．新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について 
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理

由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者から工期延長の請求があった場合には、工事請負契約書

の規定により協議に応じるものとする。また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中

止等の適切な措置を行うものとする。 
 
第１３章 定めなき事項 

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議

するものとする。 

 

 


