特記仕様書
第１章

総則

第１条

この特記仕様書は，令和３年度社会資本整備総合交付金事業
舗装工事（和泊町 手々知名 地内）に適用する。

第２条

本工事は，契約書及び設計図書及び本特記仕様書によるほか，次の各項
によらなければならない。
１ 「土木工事共通仕様書」（鹿児島県土木部：最新版）
２ 「土木工事施工管理基準」（鹿児島県土木部：最新版）
３ 「土木請負工事必携」（鹿児島県土木部）：最新版）

第３条

この特記仕様書及び土木工事共通仕様書等に記載されていない事項で，
疑義が生じた場合は，監督員と協議し，かつその指示に従うこと。

第４条

本工事の契約数量は，別紙設計図書のとおりとする。なお，この数量に
変更を生じた場合は，発注者（町）と請負者との協議のうえ契約変更の対
象とする。

第５条

本工事の前払金は契約金額の４０％以内で支払うことが出来る。
なお，当初契約においては前記の前払金を受けるものとして一般管理費の
率を計上してあるので，前払による補正の率は変更しない。
また，下記要件を満たした場合には，中間前払い金を契約金額の２０％
以内で支払うことが出来る。
１ 工期の２分の１を経過していること。
２ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされ
ている当該工事に係る作業が行われていること。
３ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分
の１以上の額に相当するものであること。

第６条

本工事の工期は，１４５日間とする。

第７条

中間検査の実施
本工事は，中間検査を実施しない。

第８条

長浜線

県産資材の優先使用について
１ 工事に使用する資材については，県内で産出，生産または製造された
もの（以下「県産資材」という。）の優先使用に努めることとし，さらに，
県産資材以外の資材等についても，県内に本店を置く資材業者等から調達
するよう努めることとする。
２ 受注者は，「材料使用承認願」において，全ての資材について県産資
材使用の有無を記載するとともに，以下に記載する「指定主要資材」の
中で県産資材を使用しない場合は，「県産資材等不使用状況報告書」を
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監督員 に提出し，承諾を得なければならない。
指定主要資材
生コン(ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
（７品目）
石材類 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 木材 樹木 野芝
３ 前項で定めた不使用状況報告書において，第１項で定めた資材業者等
から調達しない場合は，その理由を記載すること。
４ 受注者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「建設資材
使用実績報告書」の電子（エクセル」）データを監督職員に提出するこ
と。
５ 各様式については，以下の鹿児島県ホームページから取得すること。
鹿児島県ホームページ
ホーム> 社会基盤> 公共事業> 技術管理･検査> 仕様書等> 工事関係書類一覧表
https://www.pref.kagoshima.jp/ah03/infra/kokyo/gizyutu/siyousyo/koujikankeishuyous
horu
iichiranhyou.html
なお，４項「建設資材使用実績報告書」を監督職員へ提出する際は，工事関係書類一覧表（電
子
（エクセル）データ）の「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」，「県産資
材等不
活用状況」，「使用材料承認願い」，「下請業者使用実績報告書」，「【発注者使用】様式
-1」，「【発
注者使用】様式-2」のシートは，削除しないこと。

第９条

管内（町内）建設業者の優先活用について
１ 受注者は，工事の一部を下請に付する場合は，和泊町所管内に主た
る営業所を有する者を使用するよう努めることとする。
２ 受注者は，前項で定めた建設業者を活用しない場合は，施工計画書等
の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」
を監督職員に提出すること。
１ 受注者は，工事完成時及び監督職員から指示された場合，「下請業
者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。

鹿児島県ホームページ
ホーム> 社会基盤> 公共事業> 技術管理･検査> 仕様書等> 工事関係書類一覧表
https://www.pref.kagoshima.jp/ah03/infra/kokyo/gizyutu/siyousyo/koujikankeishuyous
horu
iichiranhyou.html
なお，３項「下請業者使用実績報告書」を監督職員へ提出する際は，工事関係書類一覧表（電
子
（エクセル）データ）の「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」，「県産資
材等不
活用状況」，「使用材料承認願い」，「建設資材使用実績報告書」，「【発注者使用】様式
-1」，「【発
注者使用】様式-2」のシートは，削除しないこと。
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第１０条 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置
和泊町が発注する建設工事等（以下「町工事等」という。）において，暴
力団関係者による不当要求又は工事妨害（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，その旨を遅滞なく町（発
注者）及び警察に通報すること。
町工事等において，暴力団関係者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，町（発注者）と協議を行うこと。
第１１条
１

配置技術者等の途中交代
配置技術者の途中交代が認められる場合としては，主任技術者又は監
理技術者の死亡，傷病，出産，育児，介護または退職等，真にやむを得
ない場合のほか，下記に該当する場合である。
① 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な
変更が発生し，工期が延長された場合
２ 上記１のいずれの場合であっても，請負者と発注者が協議し，工事の
継続性，品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能
となる。

第１２条
１

監理技術者等の専任を要しない期間
請負契約の締結後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設
置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については，
打合せ記録簿により明確となっていることを条件に，主任技術者又は監
理技術者の工事現場への専任を要しない。
２ 工事完成後，検査が終了し，事務手続，後片付け等のみが残っている
期間については，主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要し
ない。なお，検査が終了した日は，発注者が工事の完成を確認した旨，
請負者に通知した日（「工事目的物引受書」等における日付）とする。

第１３条
１

現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合
現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合
現場代理人は現場に常駐し，その運営，取締りを行うこととされている
が，以下のいずれかの要件を満たす場合に，工事請負契約書第１０条第
３項の「工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がない」
ものとして取り扱うこととする。ただし，いずれの場合にも連絡が常に
とれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡回等）があるた
め，現場代理人を設置しておくことは必要である。
（１）
契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等
が開始されるまでの期間
（２）工事請負契約書第２０条により工事が一時中止されている期間
（３）橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であ
って，工場製作のみが行われている期間
また，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制の
もとで製作を行うことが可能である場合は，同一の現場代理人が，こ
れらの製作を一括して運営，取締りを行うことができるものとする。
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（４）前３号に掲げる期間のほか，請負者から工事完成の通知があり，完
成検査，事務手続，後片付け等のみが残っているなど，工事現場にお
いて作業等が行われていない期間
２ 発注者への報告
上記１の要件を満たす場合は，現場代理人の工事現場における常駐は
不要とし，他の工事と兼務することを可能とするが，「工事打合簿」等
により，工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしてお
くこと。
第１４条 現場代理人の兼任
１ 現場代理人の兼任を認める工事
現場代理人は，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の運営，
取締りのほか，工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代
金の変更，契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが，
次の（１）から（５）のすべてを満たし，工事現場における運営，取締り
及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合，工事現場の兼任を認
めるものとする。
なお，主たる工種が区画線工事の場合，次の（１），（２）及び（６）
のすべてを満たし，工事現場における運営，取り締まり及び権限の行使に
支障ないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。
（１）兼任できる工事は３件までとし，それぞれの工事の当初請負金額の
合計が７，０００万円未満であること
※設計変更により，兼任する工事の請負金額の合計が７，０００万円以
上となった場合においては，受注者の都合により現場代理人を変更できる
ものとする。
（現場代理人の負担軽減措置）
その場合は，「現場代理人当選任（変更）通知書」により現場代理人
の変更手続きを行うこと。
（２）発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
（３）兼任する工事は，同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が概ね１
０ｋｍ以内の範囲
（４）発注者又は監督員が求めた場合には，工事現場に速やかに向かう等
の対応を行うこと。
（５）兼任する現場代理人は，必ず担当工事現場のいずれかに常駐すると
ともに，１日１回以上，担当工事現場を巡回し，現場管理等に当たる
こと
（６）兼任する現場代理人は，必ず担当する工事現場のいずれかに常駐す
るとともに，それぞれの現場稼働日は重複しないこと。
２ 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には，兼任（変更）申請書（別紙１）を提
出し，発注者の承認を得たのち，必要に応じ，現場代理人等選任（変更）
通知 書により，発注者に通知すること。
なお，各々の工事において，発注者に現場代理人の兼任の承認を得るこ
と。
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３ 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合，
建設工事請負契約書第１２条に基づき，受注者に対して，必要な措置をと
るべきことを請求するものとする。
第１５条 施工体制台帳の作成等について
本工事の受注者は，建設工事の一部を下請けに付する場合は，施工体制
台帳及び添付書類を作成し，工事現場に備え置くとともに，その写しを監
督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。ま
た，施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは，その都
度当該変更があった年月日を付記して，変更に関する事項について，作成
提出すること。
第１６条 施工体系図の作成等について
本工事の受注者は，工事を施工するために，建設工事の一部又は以下のア
からエの業務を下請に付する場合は，施工体系図を作成し，工事の期間中，
工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すると
ともに，その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事又は業務の着手
前までに）提出すること。また，施工体系図の記載事項に変更があったとき
は，その都度，変更に関する事項について，作成し提出すること。
ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務
イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務
ウ 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務
エ その他監督職員が記載を指示した業務等
第１７条

国土調査の基準点等測量標識等の保全
施工区域内に国土調査の基準点等測量標識等がある場合は，その取り扱
いについて監督職員に指示を仰ぐとともに，施工前に設置者と協議するこ
と。

第１８条

ダンプトラック等による過積載等の防止について
(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
(2) 過積載を行っている資材納入業者から，資材を購入しないこと。
(3) 資材等の過積載を防止するため，資材の購入等に当たっては，資材
納入業 者等の利益を不当に害することがないようにすること。
(4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが，工
事現場に出入りすることがないようにすること。
(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特
別措置 法」（以下法という）の目的に鑑み，法第１２条に規定する
団体等の設立状 況を踏まえ，同団体等への加入者の使用を促進する
こと。
(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては，交通
安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によ
って悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
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(7) (1)から(6)のことにつき，下請契約における受注者を指導すること。
第１９条 工事現場の現場環境改善
本工事は，現場環境改善費用を計上しない。
第２０条

ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため，当該現場での土壌や植
物等の搬出入に当たっては，別添「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止
対策について」を参考に，十分注意を払うとともに，ヤンバルトサカヤス
の棲息が確認された場合は，まん延防止対策を講ずる必要があるため，棲
息状況等の調査を行い，監督職員に報告すること。

- 6 -

第２１条

本工事で配置する交通誘導員は，交通誘導警備業務に係る１級検定合
格警備員又は２級検定合格警備員，または，交通誘導に関して専門的な
知識及び技能を有する警備員等を配置すること。
ただし，鹿児島県公安委員会が，道路における危険を防止するため，
交通誘導警備業務検定合格警備員の配置が必要と定めた路線において，
交通誘導警備業務に従事する場合の交通誘導員は，交通誘導警備業務を
行う場所ごとに１名以上は，１級検定合格警備員又は２級検定合格警備
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員を配置すること。
また，請負者は，上記のことを示す資料を監督職員に現地着手前に提
出すること。
資
格
資
格
要
件
改正警備業法（H17.11.21施行）における検定合格者
交通誘導警備業務に係る
１級検定合格警備員
２級検定合格警備員
交通誘導に関し専門的な ・警備業法における指定講習を受講した者
知識及び技術を有する警 ・警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業
備員等
法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者
で，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経
験年数）が１年以上である者
第２２条

再生資材の利用
請負者は下記の資材の使用に際し，再生資材を利用すること。
なお，再生切込砕石については，原則として，かごしま認定リサイクル
製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。
資 材 名
規
格
備
考
再生切込砕石（かごしま認定リサイクル製品）
RC-40（30）
使用箇所

※使用に際しては，「プラント再生舗装技術指針」等を遵守すること。
第２３条

指定副産物の搬出
公共工事の施工により発生する指定副産物（建設発生土を除く）は，
再資源化施設に搬出すること。なお，積算に際しては，下記の条件によ
り算出している。
①再資源化等をする施設の名称及び所在地
廃棄物の種類
施設の名称
所在地
運搬距離
ｱｽﾌｧﾙﾄ
ECO
和泊町
L=2.6㎞
〃
大輝
和泊町
L=3.3㎞
ｺﾝｸﾘｰﾄ
大輝
和泊町
L=3.3㎞
※上記については積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではな
い。
なお，受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象とし
ない。ただし，現場条件や数量の変更等，受注者の責によるものでない事項
についてはこの限りではない。
②受入時間
（株）ＥＣＯ：８時３０分～１７時００分
（株）大輝 ：８時３０分～１７時００分

第２４条 特定建設資材の分別解体等・再資源化等（建設リサイクル法対象工事
の場合）
１ 本工事は建設リサイクル法に基づき，特定建設資材の分別解体等及び
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再資源化等について適正な措置を講ずること。
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「６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請負者の間で確認さ
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。
ただし，工事発注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，監督職員と協議するものとする。
①分別解体等の方法
工
工 程
作業内容
分別解体等の方法（※）
程
仮設工事
□手作業
毎
①仮設
□有 ■無
□手作業・機械作業の併用
の
土工事
□手作業
作
②土工
■有 □無
■手作業・機械作業の併用
業
基礎工事
□手作業
内
③基礎
□有 ■無
□手作業・機械作業の併用
容
本体構造の工事
□手作業
・
④本体構造
□有 ■無
□手作業・機械作業の併用
解
本体付属品の工事
□手作業
体
⑤本体付属品
□有 ■無
□手作業・機械作業の併用
方
その他の工事
□手作業
法
⑥その他
□有 ■無
□手作業・機械作業の併用
②再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類
施設の名称
所在地
運搬距離
アスファルト
ECO
和泊町
L=2.6km
アスファルト
大輝
和泊町
L=3.3㎞
コンクリート（無筋）
大輝
和泊町
L=3.3㎞
※上記②については積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。
なお，請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としな
い。
ただし，現場条件や数量の変更等，請負者の責によるものでない事項について
はこのかぎりではない。
③受入時間
（株）ＥＣＯ：８時３０分～１７時００分
（株）大輝 ：８時３０分～１７時００分
第２５条 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出
本工事の施工により発生する産業廃棄物については，処分状況等の記録（Ｅ
票の写し及び産業廃棄物管理票(マニュフェスト)総括表(別添様式１)）を工
事完成図書に添付すること。なお，工事完了時点で最終処分が完了せず，Ｅ
票が処分業者より返送されていない場合は，Ａ票，Ｂ２票及びＤ票のうち直
近に返送されたものの写しを添付すること。
ただし，この場合においても，最終処分が完了し，Ｅ票が処分業者より返
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送され次第，直ちに同票の写しを提出すること。
第２６条

土砂流出防止対策は，「大島支庁赤土等流出防止対策方針・赤土等防
止対策実施要領」により行わなければならない。
１ 工事期間中は気象情報に十分注意し，土工事は降雨等を避けて施工す
ること。
２ 法面下部には土のう等を設置し，雨水等により土砂が流出しないよう
にすること。
３ 工事期間中は気象情報に十分注意し，土工事は降雨等を避けて施工す
ること。
４ 法面完成後は，速やかに法面保護工を施工すること。
５ 法面保護工の施工まで長期間を要する場合は，ビニールシート被覆等
による暫定的な保護対策を実施すること。
６ 掘削土，盛土材等はその日の内に処理し，一時的に現場内に置土する
場合は，降雨による土砂流出を防ぐためにビニールシート等により被覆
すること。
７ 当日の盛土計画は作業終了時までに，締め固め機械で十分に締め固め
ること。
８ 土工の作業中は，雨水等による土砂流出を起こさないように，常に廃
水処理を行い，必要に応じて土砂溜を設置すること。
９ 土砂の運搬に際しては，道路や集落内に落土がないように注意し，落
土があった場合には速やかに除去清掃すること。
１０ 残土処理については，捨土後土砂流出しない場所を選定し，雨水等
による土砂流出を起こさないように，柵工または擁壁工等により土砂流
出防止を図ること。また，法面については植生等で適切に保護すること。
１１ 防止対策の実施方法，配置図を施工計画書に含めて提出すること。
１２ 完成書類提出時に，上記対策の実施状況写真と対策効果発揮状況写
真を貼付すること。

第２７条
１

その他
工事着工前に本工事によって影響を受ける恐れのある地域内の地物の
事前調査を行うこと。
２ 工事現場周辺にたいしては，騒音，振動等を極力少なくする他，散水
その他飛砂塵介の出ないように処理すること。
３ 工事看板については，視距が確保出来る範囲で伐採などを行うものと
し，さらに設置箇所の前後 50ｍは清掃（伐採・空き缶除去等）を行い現
場管理に努めること。
また，工事看板等を結束した番線・針金等は確実に処理すること。
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