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建築改修工事特記仕様書

（その５）

Ａ－０５

近江八幡市立総合医療センター　ＧＣＵ改修工事

特 記 事 項

下請・メーカーリスト

建設ﾘｻｲｸﾙ適正処理に関する届出書

産業廃棄物適正処理に関する届出書

工事内訳明細書

工事工程表

現場勤務員名簿　　（経歴書共）

専任主任技術者届　（経歴書共）

現場代理人届　　　（経歴書共）

契約締結後監理者と十分な協議を行い下記書類等を速やかに提出し監理者の承諾を得ること

 提出書類２

１  法令遵守

本工事の施工に当たっては建築基準法･同施行令･消防法･労働安全衛生法等の関連法令を遵守する

３  専任主任技術者

同種同規模工事の経験を有し監理者の承諾する一級建築士とする（医療施設の場合は特に留意）

主任技術者は専任常駐するものとし請負契約約款の要件を満たすと共に

４  特記様書に記載のメーカー選定

事前に監理者にリストを提出し承諾を得ること 特に保守管理費の生ずるものにあっては

発注者の管掌事項とする

５  設備担当主任

設備工事を下請に出す場合であっても本工事施工者は設備担当主任（電気･機械共）を常駐させる

６  監督員・代理人

工事中においても監督員及び代理人を発注者の了解を得た上で変更してもらう場合がある

①請負者が工事施工に際し監理者の指示に従わない場合　又は②設計変更等により

本工事の一部あるいは全部を　発注者の了解に基づき停止する場合がある

但し　①の場合は請負者に損失が生じてもその責は負わない

７  火災保険等

工事中は火災保険に加入し保険証本（写し）を必要部数提出する

又 工事完成から引渡しまでの間の保険期間が切れないよう建築主と調整すること

８

工事用電力・上下水道・電話等の費用は請負者の負担とする

 工事用電力等

９  安全計画書の提出

安全計画については建築主と十分協議の上了解を得て安全計画書を提出し承諾を得ること

尚　各工程毎の進入路（施設・工事用）の分離に留意し避難通路の変更等については

誘導灯・案内看板等を随時設置すること

又　必要に応じて警備員を配置し近隣住民等の安全の確保につとめること

万が一の火災の類焼に対応出来る措置を講じると共に消火器等の設備を設けること、

１０  工程計画

特に騒音・振動・塵埃を伴う工程については事前に建築主へ説明を行い了解を得て施工すること

請負者の責任に於いて諸設備共工事進捗を図ること

並びに工程計画図を作成し承諾を得ること　又　移転・仮使用について特に留意し

工事着手前に工程計画に基づき監理者と充分協議の上綿密なる工程表

１１

又　確認申請等に伴う各種中間・完了検査時等の指導事項は本工事に含む　

工事に関わる官公庁への諸届等は全て請負者の負担にて行うこと

 諸官庁への届け出及び確認申請等の指導事項

１２  監理者事務所等

下記により設けること。

規　 模　 ※　20㎡程度　・　40㎡程度　・　90㎡程度　・　150㎡程度　

　　　　　監理者事務所は（建築･電気･機械共同で使用）独立したものとし、流し台を設置すること。

　　　　　また打合せ用会議スペースを設ける。

　　　　　工事用看板の設置（内藤所定）

備 　品 　机･椅子・ロッカー･書類棚･打合せ机･専用電話･コピー機･パソコン・インターネット設備・ファックス

　　　　　ＣＡＤシステム一式（ウィンドウズ（最新版）ソフト共）３セット分･レーザープリンター含む

　　　　（基本的に竣工図書のデータはＣＡＤデータとして提出すること）

　　　　　冷暖房設備・行事用白板・冷蔵庫・コピー用紙・文具類一式

　　　　　長靴･安全靴･雨合羽 ･作業服･防寒服･ヘルメット・安全帯・軍手　等

建築工事監理指針　最新版　

建築工事施工チェックシート

色見本帳（最新版）

内は社章・社名入りとし必要数揃えること

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版　　　

監督員 　= 請負者の監督員

監督職員 = 設計事務所の監督員

１３  検査用工具等

立合検査に必用な工具類（懐中電灯・スケール・検査用ハンマー等）は請負者が準備すること

又 各工程毎の検査工具の明細を提出し監督職員の承諾を得ること

１４  入札に係る図面青焼き費用

工事請負業者はこれを買取り工事用図書等 とする

１５  工程会議等

工程会議やその他の打合せ事項に関しては全て記録し後日監督職員に提出し承諾を得ること

１６  JIS規格品

JIS規格の指定材につては現場受入時に請負者の責任において確実に確認し受入書に押印の上ﾌｧｲﾙすること

１７  設計図書に相違ある場合の優先順位は下記による

1 現場説明に対する質疑回答書

2 現場説明書

3 特記仕様書

4 設計図面 

5 標準仕様書

１８  参考数量書

本工事の契約は図面及び仕様書に基づくものとし数量書を添付した場合も参考とする

１９  受電完了後建物引渡迄の電気料金･上下水道料金･電話等（基本料金含む）の費用は請負者の負担とする

２０  工事中の発生材・工事に支障をきたす既存物の撤去・処理及び建設発生土等の処理は請負者の負担とする

又　副産物処理については再生資源の利用の促進に関する法律･廃棄物の処理及び

清掃に関する法律等　建設副産物適正処理推進要項に基づいて構外搬出適正処理とすること

（各種マニフェストを提出のこと）

２１  医療施設の場合は医療機器･備品等の移設（Ｘ線機器等特殊機器は除く)･移転に際しては最大限の協力を行うものとする

又　建築主発注機器の工事・搬入据え付けにあたっても施工図の段階で確認し協力すること

医療業務を運営しながらの工事となるため同業務に支障のない工法･時間等につき

協議すると共に万一施工中に苦情があった場合には直ちに対処すること

２２  増改築工事・既存改修工事

又 騒音・振動・塵埃の発生による緊急の作業停止に対応可能な工程計画を考慮すること

２３  工事記録

工程写真は着手前･工事中･完成後等施工の流れに沿って整理を行った一連のものを提出する

工事写真は件名･名称･工種･備考･撮影年月日を明記し工事の進捗状況を撮影記録すると共に

特に施工後隠蔽又は埋設される部分は確実に撮影記録を行うこと

２４  完成写真等

完成写真はアルバムにて（２）部提出するものとし内容は下記による

完成写真はﾀｲﾄﾙおよび図面に撮影方向を表示したものを添付する

写真ｱﾙﾊﾞﾑの型式・編集方法は監督職員の指示による

完成写真のうち全景４ｶｯﾄ・室内１０ｶｯﾄ程度は原版を提出する

電子データはＲＧＢ（フルカラー）ＪＰＥＧ形式最高画質としＣＤ－Ｒにて提出とする

100×125以上の原板を使う場合は監督職員にあらかじめ　べた焼を提出し確認を受ける

分　類・規　格 　撮　影　場　所 　撮　　影　　数

建物全景

室　  内

付帯施設

４～１０

監理者の指示する箇所

カラー

キャビネ版

２５  予備品及び保守工具

下記材料の１％ 程度を建物引渡し時に発注者に提供する

床･壁 材　（各種 ｼ-ﾄ・ｶ-ﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ・ｸﾛｽ 等）

天 井 材　（各種 ﾎﾞ-ﾄﾞ・ｸﾛｽ 等）

そ の 他　 標準工具

２６  引き渡し図書

引渡図書のうち原則として2､000㎡以上の新築工事の図書はデーターをCD-ROM化して(２)部(ﾌｧｲﾙ)提出のこと

CD-ROM作成要領

　　　建築概要書　（監督職員の指示する様式）

　　　簡略図面　（配置図･平面図･立面図･断面図および面積表･雑誌等掲載用）

　　　竣工図　（設計修正図面のうち監督職員の指示あるもの）

　　　許認可書類　（確認申請書･確認済証･検査済証･その他諸手続･許認可書類一式）

　　　竣工引渡書類　（引渡図書目録･現場組織図･下請負者リスト･メーカーリスト

　　　　　　　　　　　会社名･住所･電話番号･ＦＡＸ番号･担当者の入ったもの）

　　　竣工写真　（写真一式および案内図･簡略図に撮影方向を記入したもの）

　　　CD-ROMの作成は監督職員の承諾する専門業者とする

下記に必要な費用は全て請負者の負担とする

１ 撤去工事及びその他本工事に関する工法

無振動無騒音工法とする　

工事中は防音パネル等を使用し近隣並びに既存病院に対し最大限の防音･防震対策を行うこと 

２ 施工図の作成

各工種の施工に先立ち施工計画書･施工図を作成し監督職員の承諾を得ること

施工図･各室平面詳細図･展開図･各工種取合詳細図･天井伏図（諸設備含む）を速やかに作成する

尚 施工図作成のための専従技術者を常駐させること。

３ プロット図の作成

そ の 他

1

2

工事に先立ち敷地内の排水経路の調査を行い本工事との取合いについて確認を行ってから施工すること

変更が生じた場合には建築主並びに監督職員と十分に協議を行い施工するものとする

但し　変更に伴う費用は請負額の中で処理するものとし基本的に工事費の増減額は行わないものとする

3

調査の結果本書･設計図書及び質疑回答書等に無い予期せぬ事態が発生した場合も基本的に

請負額の中で対応するものとし工事費の増減は行わないものとする

4 竣工後の建物保全に留意し緊急の対処可能なサポート体制を計画すること

5 本工事の契約は図面及び仕様書に基づくものであり入札業者は設計図書を熟読し

積算を行うものとする　図面等設計図書の不明箇所及び食い違い等については

現場説明時に質疑を提出し回答を受けるものとする　（落札決定後の意義申立ては受付けない）

6 竣工図等については特記仕様書に定めるもののほか竣工図等のデーターも

設計監理事務所指定のフォームに準じ作成し提出すること

7 その他必要事項については監督職員と協議し現場の運営 にあたること

8 図面間 もしくは 図面と共通仕様書が相違する場合・明記等が不足している場合　又は疑義が

生じた場合はすべて監督職員の指示に従うものとする　

なお　設計図書に明記なくとも機能上・構造上当然必要と認められるものは監督職員の指示に従い

本工事請負金額内で施工するものとする

 手 続 き 等

1 本工事に関わる諸官庁からの行政指導については請負額の中で処理するものとする

2 補助金事業である場合は それに伴う会計検査の立会い・資料の作成等

補助金関係の手続きに必要な業務は本工事に含むものとする

工事用仮設電力と本設電力の電力会社への申請は同時 に行うこと3

(２)部

(２)部

(２)部

(２)部

(２)部

(２)部

(２)部

(１)部

工事写真は｢営繕工事電子納品要領（案）（平成14年11月改訂版）｣により（１）部提出する

各室 ２～４程度

施工図作成前に総合プロット図を作成し、監督職員の確認を得ること。

その後、病院スタッフに確認を得てから施工図へ反映させること。

４ 近隣対策等

本工事施工者は下記事項等に充分留意し近隣住民及び関係官庁と話し合いの上速やかな工事の進捗を図るものとする

　　１ 工事着手前の各近隣住戸に対する挨拶及び写真撮影

　　２ 工事中の騒音･振動･防塵　対策

　　３ 土･日曜･祝祭日の作業は行わないための協議

　　４ 平日の作業時間の協議

　　５ 工事関連車両の進入路及びやむを得ない通行止め

　　６ 工事関連車両の駐車禁止及び待機場所の確保

　　７ 工事関連車両の洗車設備の設置

 　　（進入路については工事着手前に道路管理者の立合を受け維持管理に

 　　　努めると共に万一破損個所が生じた場合には受注者の負担に於いて速やかに

 　　　原形に復旧すると共に工事完了後は管理者の承認を得ること）

　　８ 工事用車両･歩行者の交通安全につとめガードマンの配備等

　　９ 仮設現場事務所･資材置き場･工事車両の駐車

　　10 仮設カーブミラーの設置

　　11 地元町内会への説明会の開催（工事着手前含む）並びに工程表の配布

　　12 公共施設等（道路･樹木･ガス及び上下水道管等）に影響を及ぼした場合の復旧

　　13 工事期間中の進入路･仮設に留意しかつ部外者･通行人･近隣等への安全確保は受注者にて万全を期すこと

　　14 近隣からの苦情･井戸の水涸れ等については監督職員と十分協議の上受注者の責任において処理すること

　　15 その他 工事が原因による近隣への損害等の補償については監督職員と十分協議の上受注者の責任において処理のこと

　　16 近隣住民･学童等の通学等の交通安全対策については監督職員と十分協議の上 受注者の責任において処理のこと

（総合プロット図とは設計図を基に建築施工平面図に電気及び機械設備の記号（凡例共）を記載したもの。工事着手後直に作成する）

工事に先立ち改修箇所の調査を行うこと（事前調査にかかる費用は請負業者負担とし、費用分の工事費の増は認めない）

着手前に十分なる調査を行い施設運営機能に支障を来さないよう移行に伴う　仮設工事

及び　捨てバルブ等を適宜設置し現状の使用に支障をきたさないよう施工を行うこと

なお、調査にかかる費用は請負業者の負担とする。










