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1. 工事概要

　本工事は、東京国際空港制限区域内の場周道路他の舗装面清掃工、道路補修工、標識維持工

及び仮設工を施工するものである。

　なお、本工事は施工体制確認型による施工能力評価型総合評価落札方式の工事及び契約締結

後に施工法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

２. 施工場所

東京都大田区羽田空港　東京国際空港内（別添図参照）

３. 工　期

平成30年4月2日から平成31年3月29日までとする。

なお、工期は土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇および年末年始休暇を休日として 設定している。

４. 管理用基準

管理用基準面は、A.P±0.00m(T.P.－1.134m）とする。（測地成果　2011）

基準座標系は、Ａ滑走路北端の基点をX=2,000.000ｍ、Y=2,000.000ｍとし、方向角59°53′03″

をX軸、149°53′03″をY軸とする。
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５．工事内容

工 事 仕 様

舗装面清掃工 1 式
【昼間施工】

路面清掃 別添図参照 52 回 総延長 1,427 ｋｍ

道路補修工 1 式
【昼間施工】

舗装版切断 t≦150mm 175 ｍ

舗装版撤去(1) t=50mm(人力) 50 m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 3 m3

舗装版撤去(2) t=50mm（機械） 1,600 m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 80 m3

不陸整正 別添図参照 1,650 m2

欠損部補修(1) t=50mm(人力) 50 m2 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 3 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PK-3) 40 L

欠損部補修(2) t=50mm（機械） 1,600 m2 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 80 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PK-3) 1,280 L

欠損部応急補修 パッチング 4 箇所 常温合材 0.44 ｔ

標識維持工 1 式
【昼間施工】

区画線設置(1)
ペイント式 溶剤型
常温式W=15cm白・実線

1,000 m

区画線設置(2) 溶融式W=45cm白・実線 10 m

区画線設置(3) 溶融式、文字標識 10 m

仮設工 1 式
【昼間施工】

テグス設置撤去 別添図参照 1,000 ｍ

参考数量は、施工に際しての割り増し、変化率を考慮していない原単位数量である。

工 種 名 称 摘 要

数 量

参考数量

工 事 内 容
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６．支給材料および貸与物件

なし

　本特記仕様書に定めのない事項については、以下の定めによるものとする。

・ 「空港土木工事共通仕様書」(平成29年4月) 国土交通省航空局

・ 「土木工事共通仕様書」(平成29年4月) 関東地方整備局

　なお、設計図書公表後、共通仕様書等の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、監

督職員と協議し実施するものとする。

（１） 　路面清掃は、週１回を原則とし、ロードスイーパーにより実施するものとする。

（２） 　清掃範囲は、別添図のとおり計画しているが、監督職員の指示により変更する場合がある。

　なお、これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

（３） 　給水場所は別添図の箇所を想定しているが監督職員の指示により変更する場合がある。

　なお、これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

７－３　道路補修工

（１） 　道路補修は別添図に示す場所を対象範囲とするが、補修位置および時期、補修方法については監督職員と

協議するものとする。

　なお、これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

（２） 　舗装版切断、舗装版撤去、欠損部補修、欠損部応急補修等の数量については計画で算出しているため、監

督職員の指示により変更する場合がある。

　なお、これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

（３） 　アスファルト殻は、３０ｃｍ程度に破砕するものとする。

（４） 　撤去により発生したアスファルト殻については、本特記仕様書８－３に基づき適正に処理するものとする。

（５） 　 使用する乳剤は、下表のとおりとする。

（６） 　 使用するアスファルトコンクリートの品質は下表のとおりとする。

１３mm

（７） 　欠損部応急補修については、監督職員の指示により速やかに行うものとする。

　なお、常温合材の使用量については、確定次第報告するものとし、これに伴う変更契約は工期末日までに

行うものとする。

（８） 　使用する常温合材については監督職員の承諾を得るものとする。

種類 散布量 摘要

プライムコート ＰＫ-３ ０．８L/m2以上

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 道路駐車場表層ﾀｲﾌﾟⅠ 40～60

アスファルト
の針入度

道路・駐車場⑤表層5.0～6.0％

アスファルト
の使用量

名　　称
骨材粒度の
用途区分

骨材の
最大粒径

７．工事仕様

７－１　総　則

７－２　舗装面清掃工

ﾏｰｼｬﾙ試験に対する
基準値の用途区分

名称
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７－４　標識維持工

（１） 　路面標識に使用する路面標示用塗料は、下表のとおりとする。

（２） ガラスビーズの使用量は、下表のとおりとする。

７－５　仮設工

　７－５－１　テグス設置撤去

　別添図に示す場所においてテグス等の設置・撤去を計画しているが、設置・撤去時期、数量等については

監督職員の指示によるものとする。

　なお、別件工事の施工状況によりテグス等の設置・撤去を行わない場合がある。

　これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

７－６　新技術活用

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

摘要

路面標示用塗料 JIS K 5665 1種 0.4ℓ/m2 常温式（白色）

名称 品質 塗布量

路面標示用塗料 JIS K 5665 3種1号 厚さ1.5㎜

　本工事によって知り得た当該新技術に係わる情報は、監督職員の許可無く公表してはならない。

　受注者は、NETIS 登録技術を含む技術提案により受注した場合は受注者の負担により、上記要領等に基づ
き、監督職員の確認を受け新技術の活用を行うこと。

溶融式（白色）

　新技術の施工において、当該技術に起因すると考えられる不具合が生じた場合は、監督職員に速やかに報
告し協議を行うものとする。

品名 使用量

　受注者は、施工に先立ち当該工事内容について十分把握の上、新技術情報提供システム（NETIS）等を用
い、有用と思われる新技術等の提案がある場合は、「公共工事等における新技術活用システム実施要領」、
「新技術情報提供システム（NETIS）登録申請書の実施規約」に基づき、監督職員の確認を受け新技術の活用
を行うことが出来る。

　新技術の施工にあたっては、本特記仕様書によるほか「新技術情報提供システム（NETIS）
URL//http:www.netis.mlit.go.jp」に掲載されているNETIS（申請情報等）に留意するものとする。

ガラスビーズ 0.2㎏/m2
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８．その他

８－１　一般事項

（１）　本工事の施工にあたっては､航空法および同法施行規則ならびに空港管理規則を厳守すること。

（２）　工事区域は制限区域内であることから､毎日の空港の運用に支障をきたすことのないよう十分

留意すること。

（３）　制限区域内への立入りは､東京国際空港長より承認を受けた人員および車両とする。また､車両

の運転経路は監督職員の指示する経路とし､所定の速度を厳守すること。

（４）　工事の実施にあたっては､関係機関と密接な連絡を保ち､安全確保に万全の措置を講じること。

（５）　工事の実施にあたっては､工区境界､資機材置き場および道路使用等は､監督職員の指示に従い

他工事との調整に協力しなければならない。

　なお､協力に必要な費用は､受注者の負担とする。

（６）　本工事の作業時間は､下表を基本とする。

（７）　現場着工時期については､監督職員と協議のうえ決定するものとする。

（８）　工事区域の設定は､監督職員と協議のうえ定めるものとする。また､工事区域外への立入りを防

止するための方策を講じること。

（９）　本特記仕様書に定めた工事内容以外で､特許に関する問題が生じた場合は､受注者の責任で処理

するものとする。

（10）　既設構造物等が発見された場合は速やかに監督職員に報告し､その処置については監督職員の

指示によるものとする。

　なお､これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

（11）　施工上必要となる仮設及び調査等は､別途協議するものとし､監督職員の指示によりその施工を

行うものとする。

　なお､これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

（12）　制限区域内立入りにあたっては、顔写真入り身分証（各都道府県公安委員会発行の有効な運転

免許証、公的機関等が発行した住基カード等の証明証で顔写真入りのもの（官公庁または、公的

機関が認めた法人及び特殊法人が発行したものを含む））を常時携帯すること。

　なお、受注者は顔写真入り身分証を発注者から求められたときは、これに応じなければならない。

８－２　本工事は他工事と密接な関係があることから､工事工程及び施工方法について監督職員と緊密に

協議し､その指示に従わなければならない。

区分

昼間施工

作業時間

８：００～１７：００
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８－３　再生資源の利用等

（１）特定建設資材の分別解体等・再資源化等

1) 　本工事は､建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下｢建設リ

サイクル法｣という。)に基づき､特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な

措置を講ずることとする。 　

　なお､本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については､以下の積算条件を設

定しているが､工事請負契約書｢解体工事に要する費用等｣に定める事項は契約締結時に発注者と

受注者の間で確認されるものであるため､発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法で

あった場合でも変更の対象としない。

イ)  分別解体等の方法

□手作業

□有 ■無 □手作業・機械作業の併用

□手作業

□有 ■無 □手作業・機械作業の併用

□手作業

□有 ■無 □手作業・機械作業の併用

□手作業

□有 ■無 □手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事 □手作業

□有 ■無 □手作業・機械作業の併用

その他の工事 □手作業

■有 □無 ■手作業・機械作業の併用

ロ) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

ハ) 受入時間

　大成ロテック(株) 城南島リサイクルセンター：8：00～17：00

2) 　受注者は､特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは､建設リサイクル法第18条

に基づき､以下の事項を書面に記載し､監督職員に報告することとする。

　なお､書面は｢建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)｣に定めた様式１[再生資源利用計画

書(実施書)]及び様式２[再生資源利用促進計画書(実施書)]を兼ねるものとする。

   ・再資源化等が完了した年月日

   ・再資源化等をした施設の名称及び所在地

   ・再資源化等に要した費用

（２）建設副産物

　建設副産物を搬入する場合又は建設副産物を搬出する場合は､工事着手時及び工事完了時に｢建

設リサイクルガイドライン(平成14年5月)｣に定めた様式1[再生資源利用計画書(実施書)]及び様式

2[再生資源利用促進計画書(実施書)]を監督職員に提出しなければならない。

⑤本体付属品

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容

①仮設
仮設工事

②土工
土工事

基礎工事

④本体構造
本体構造の有無

分別解体等の方法

所　在　地

大田区城南島3-3-1

⑥その他
（道路補修工）

特定建設資材廃棄物の
種類

施設名称

アスファルト 大成ﾛﾃｯｸ(株) 城南島ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

③基礎
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（３）建設副産物情報交換システムの活用

　本工事は､建設副産物情報交換システム(以下｢システム｣という。)の登録対象工事であり､受注

者は､施工計画作成時､工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデ

ータの入力を行うものとする。

　なお､これにより難い場合には､監督職員と協議しなければならない。

（４）建設汚泥の再生利用

　本工事において､建設汚泥の再生利用を行う場合は､｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライ

ン(平成18年6月)｣および｢建設汚泥の再生利用に関する実施要領について(平成18年6月)｣を遵守

しなければならない。

（５）その他

　契約締結後に明らかになった事情により､予定した条件により難い場合は､監督職員と協議しな

ければならない。

８－４　本工事において、汚染土壌の掘削除去等は想定していない。工事の施工に伴い、施工対象土砂

等の汚染が判明した場合は「土壌汚染対策法」（平成14年5月29日法律第53号）等の諸法令を遵守

するものとし、監督職員と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

　なお、これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。

８－５　本工事は､情報ネットワークを活用した受発注者間の情報の電子化､共有化､承認経路の自動化と

電子納品を実施する。

（施工管理に関する情報化）

（１）　本工事に係わる提出書類の事務処理､施工管理においてインターネットと発注者が提供するシ

ステム(工事帳票管理システム)を利用するものとする。詳細については監督職員の指示による。

（２）　当該システムの使用可能時期､手続き等については監督職員の指示による。

（３）　システム利用に際して支障が生じた場合には､監督職員に報告し指示を得るものとする。

（４）　システム利用に係わるユーザ名､パスワード等の管理については､他に漏らしてはならない。

（電子納品）

（５）　電子納品とは､工事写真､完成図を｢工事完成図書の電子納品要領｣(以下｢要領｣という｡)に示さ

れたファイルフォーマットに基づいて電子データで作成し納品するものである。

　なお､書面における署名又は押印の取り扱いについては､監督職員と協議のうえ決定する。

　また､電子納品の運用にあたっては｢地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用

ガイドライン【工事編】及び地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドラ

イン【資料編】｣を参考にする。
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（６）　｢工事完成図書｣は､｢要領｣に基づいて作成した電子データを電子媒体(ＣＤ－Ｒ)で２部提出しな

ければならない。

　なお､｢要領｣に記載がない項目の電子化及びＤＶＤ-Ｒでの提出については､監督職員と協議のう

え決定する。

（７）　工事写真は､｢デジタル写真管理情報基準｣に基づき提出しなければならない。

（８）　図面は､｢空港土木施設ＣＡＤ図面作成要領(案)｣に基づいて作成するものとする。

（９）　｢紙｣による｢工事完成図書｣の提出は監督職員と協議のうえ決定する。

（10）　特記仕様書及び発注図面の電子データは発注者が提供する。

（11）　本工事に係る空港施設ＣＡＬＳ専用施設情報を｢空港整備事業における空港施設ＣＡＬＳ専用

施設情報電子納品運用指針[土木施設編]｣に示されるファイルフォーマットに基づいて電子デー

タで作成し納品するものとする。

８－６　工事コスト調査について

　予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては､受注

者は｢共通仕様書｣に記載されたものの他､追加として下記の調査に協力しなければならない。

（１）　受注者は､下請負者の協力を得て下記の調査票を作成し､工事完了後､速やかに発注者に提出しな

ければならない。

　なお、調査票等については別途監督職員から指示する。

（２）　受注者は､提出された調査票等について､その内容のヒアリングを求められたときは､受注者は

これに応じなければならない。この場合において､受注者は下請負者についてもヒアリングに参

加させるものとする。

（３）　提出された調査票は､関東地方整備局及び東京空港整備事務所のホームページにより公表する。

８－７　管理技術者等の配置等

（１）　本工事は､監督職員の他に監督職員の補助業務を行う管理技術者等を配置する。

（２）　本工事を担当する管理技術者等の氏名は後日通知する。

諸経費動向調査(工事費) 受注者、下請負者の工事費内訳

工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表

比較表－８ 建設副産物の搬出の当初と実績の比較表

比較表－２

比較表－３

比較表－４

積算内訳書に対する明細書の発注者と受注者における当初と実績の比較表

受注者の手持ち資材の当初と実績の比較表

受注者の資材購入先一覧の当初と実績の比較表

比較表－６

比較表－７

手持ち機械の当初と実績の比較表

労務者確保計画の当初と実績の比較表

内　　訳

比較表－５

比較表－１

資料名

低価格理由とその詳細 当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料

積算内訳書の発注者と受注者における当初と実績の比較表
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（３）　管理技術者等が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には､その業務に協力しなけれ

ばならない。また､関係書類の提出に関し､説明を求められた場合は､これに応じなければならない。

ただし､管理技術者等は､工事請負契約書第９条に規定する監督職員ではなく､指示承諾､協議及び

確認の適否等を行う権限は有しないものである。

８－８　三者連絡会の実施について

　本工事は、発注者、受注者及び下請負者において当該工事契約内容等について相互確認するた

め、三者連絡会を適時適切に開催する。なお、会議の開催内容、開催時期については、別途監督

職員より通知するものとし、開催にあたっては、協力するものとする。

８－９ 「設計変更協議会」の設置

（１）　本工事において､設計変更の可能性がある場合､受注者は､設計変更の妥当性等について協議を行

う場である｢設計変更協議会｣の開催について､主任現場監督員に対して発議することができる。

（２）　｢設計変更協議会｣の概要及び開催については、別途監督職員より通知する。

８－10 　施工に伴い交通誘導員等の配備が必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。

　なお、これに伴う変更契約は、工期末日までに行うものとする。

８－11 　排出量を増加させないための燃料の使用

（１）　受注者は､軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって､燃料を購入して使用する時は､当

該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売さ

れている軽油をいう。)を選択しなければならない。

（２）　受注者は､監督職員より特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合は､提示し

なければならない。

（３）　受注者は､軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては､下請負者等に関係法令等を遵

守させるものとする。

８－12 　工事中の安全確保

　工事の施工にあっては､関東地方整備局長が定める｢重点的安全対策｣について留意し､工事事故

の防止を図らなければならない。

　なお、「重点的安全対策」については監督職員が指示するものとする。

８－13 　本工事はクイックレスポンス実施対象工事である。

（１） 「クイックレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうちに」

回答するよう対応する。ただし、即日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、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することである。

（２）　受注者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる

工程管理方法について、監督職員の確認を受けること。

（３）　受注者は工事施工中において、問題が発生した場合は、速やかに監督職員へ報告すること。

８－14 　施工方法を想定し費用を算出している工種について、契約締結後に判明した現場状況等により、

施工方法等が変更となる時は、監督職員と協議し、その費用を変更する場合がある。

　なお、これに伴う変更契約は工期末日までに行うものとする。 
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８－15 　契約内容の変更手続きについて

　本工事における設計変更や契約変更を適正に行うため、発注者及び受注者協議及び指示を徹底

するとともに、協議書及び指示書等があるものを契約変更の対象とする。

８－16 　設計変更等については、工事請負契約書第１８条から第２４条及び空港土木工事共通仕様書共通

編１－１－１３から１－１－１５などに記載しているところであるが、その具体的な考え方や手

続きについては、「契約変更事務ガイドライン」（国土交通省港湾局）を参考とするものとする。

８－17 　東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するもの

とする。その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。

　なお、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更については、監督職員と協

議するものとする。

８－18 　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

（１） 　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。

　また、不当介入を受け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。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

（２）  （１）により警察に通報又は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

書面により発注者に報告しなければならない。

（３）  （１）及び（２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることが

ある。

（４） 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

注者と協議しなければならない。

８－19   デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

  デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写

体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の

信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざ

ん防止を図るものである。

　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員

の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」

と称する）とすることができる。

　対象工事では、以下の（1）から（4）の全てを実施することとする。

（１） 対象機器の導入

　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア

等（以降、「使用機器」と称する）については、空港土木工事共通仕様書 付録-2

空港土木工事施工管理基準及び規格値 第1章10.写真管理(3)撮影方法②に示す項目の電子

的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することと

する。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「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.ht

ml」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着

手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

　なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/ind

ex.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照され

たい。

　ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
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（２） デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

　受注者は、上記（1）の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写

体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行

う項目は、空港土木工事共通仕様書 付録-2 空港土木工事施工管理基準及び規格値 第1章

10.写真管理(3)撮影方法②による。

　ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器

の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

（３） 小黒板情報の電子的記入の取扱い

　本工事の工事写真の取扱いは、空港土木工事共通仕様書 付録-2 空港土木工事施工管理

基準及び規格値及びデジタル写真管理情報基準(平成28年3月)に準ずるが、上記（2）に示

す小黒板情報の電子的記入については、デジタル写真管理情報基準(平成28年3月)「6.写真

編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

（４） 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　受注者は、上記（2）に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板

情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

　なお、納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.ht

ml）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や工事写真ビューアソフトを用いて、小黒

板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとす

る。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

８－20 　本特記仕様書に疑義が生じた場合は、全て監督職員と協議して決定しなければならない。

以　　　　上
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