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特 記 仕 様 書 
 

工 事 名 星田駅前線道路新設改良工事 

履行期間  契約日の翌日から令和４年３月１８日まで 

 

 

第 1条 本工事の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「土木請負工事必携（共通仕様書及び附則・

施工管理基準等）〔令和 3年 4月〕 大阪府都市整備部」を準用するものとする。 

（共通仕様書等は下記ホームページアドレスからダウンロードできます。） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/giken/dobokuhikkei.html 

 

第 2条 以下、共通仕様書等に対する特記事項は次のとおりとする。 

 

 

共 通 編 
 

 第 1 章 一般共通事項 

1） 作業日 

 作業日は原則として日曜、祝日等については作業を認めない。ただし、災害防止対策等の

緊急作業はこの限りでは無い。 

2） 受注者は工事区域の安全について、現場条件を十分配慮の上、作業中は勿論のこと、夜間

及び日曜、祝日等の作業休止中についても、第３者が立入り、事故等が発生しないよう保安

灯・バリケード等、安全施設を所定の位置に配置し、安全確保に万全を期すこと。なお、万

が一、人畜・構造物等に損害を与えた場合は、受注者において損害賠償等一切の責任を負う

こと。 

3） 構造物の保全について、本施工区域への搬入経路となる公道及や既設構造物については、

工事着手前に損傷等がないか確認するとともに、施工の際に損傷または破損することのな

いように、各関係機関と連絡を密にとり工事を施工すること。万一損傷、破損が発生した場

合は速やかに監督員に報告し、その指示により現況復旧等を行う。なお、これに用いる費用

は受注者の負担とする。また現場状況に応じ埋設物防護の必要が生じた場合は、各関係機関

と協議のうえ、その指示通りの防護工を行うこと。なお、その負担については、原則受注者

とする。 

4） 受注者は本工事施工にあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省事務連絡 令和元年9

月2日付）」に準拠し、災害事故防止のため監督員と事前に十分打合せを行い、万全の処置を取ること。
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なお、大雨等の緊急時においては特にパトロール等を行い、防災体制を強化すること。 

5） 本工事に含まれない仮設工事等の小規模な工種が生じた場合は、受注者の負担において施

工しなければならない。 

6） 土木工事共通仕様書（令和3年4月）第1編1-3-3-2第1項（1）によりJISマーク表示認定製品を製造し

ている工場を選定すること。上記工場が現場近くに見当たらない場合は、第1編1-3-3-2第1項（2）によ

るものとする。 

7） 本工事で発生するアスファルト塊・コンクリート塊は「建設リサイクル法」に則り、適正

に処理しなければならない。 

（建設リサイクル法第１１条通知完了連絡書の送付） 

受注者は、「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5月31日法律第104号）第11条に基

づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督員より受領した後に、工事着手（建設リサイク

ル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督員と

協議の上決定するものとする。 

（再生資源の利用促進） 

１．受注者は、建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)に基づき、工事着手時に再生資源利用計画

書及び再生資源利用促進計画書を、工事完成時に再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監

督員に提出すること。 

２．再生資源利用【促進】計画書(実施書)は、建設副産物情報交換システムを用いて作成するものとす

る。 

３．作成した再生資源利用【促進】計画書(実施書)は各1部印刷して監督員に提出するとともに、自社

で工事完成後1年間保管すること。 

8） コンクリート塊及びアスファルト塊の再資源化施設は、それぞれ積算上、別表１のとおり

見込んでいる。 
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別表1 

特定建設資材等 
施設の名称 所在地 受け入れ条件 

廃棄物の種類 

アスファルト（掘削） 共栄産業㈱ 大阪府枚方市北山 1 丁目 

2785 番 1外 7 筆 

8：00～17：00 

コンクリート（無筋） 

〃（鉄筋）人力積込 

株式会社 協和 大阪府枚方市尊延寺 4581 番

11 の一部 

7：30～16：30 

コンクリート（鉄筋）

機械積込 

北生駒産廃事業（協） 大阪府大東市大字龍間 1074

番ほか 4筆の一部 

8：00～17：00 

 

特定建設資材等以外 施設の名称 所在地 受け入れ条件 

廃プラスチック 大阪湾広域臨海環境整

備センター 

大阪市此花区北港緑地地先 9：00～16：30 

※上記以外の施設に処分する際は、監督員の承諾のうえ処分を実施すること。 

特定建設資材の分別解体等の方法は、下記別表２を標準とする。 

別表２ 

工
種
ご
と
の
作
業
内
容 

 
 

 
 

 
 

 

及
び
解
体
方
法 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法 

① 仮設 

 

仮設工事 

 □有  ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

② 土工 

 

土工事 

 □有  ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③ 基礎 基礎工事 

 ■有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④ 本体構造 

 

本体構造の工事 

 ■有  □無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

⑤ 本体付属品 

 

本体付属品の工事 

 ■有  □無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

⑥ その他 

 

その他の工事 

 □有  ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 
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9） 舗装切断作業に伴う泥水の処理 

 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断

機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関と協議の上、「廃

棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。 

10) 文化財 

   本工事において文化財が発見された場合は、速やかに監督員に報告すること。また、枚方市

より立会いを求められた時は立会いに応じること。 

 

 

第2章 工事管理 

1） 現況の確認 

工事の着手にあたって、現況地形を確認し、必要に応じて現況測量を行うこと。 

なお、現況地形が大幅に図面と相違する場合は、監督員に報告を行い、その指示に従うこと。 

2） 濁水対策について 

工事期間中は、設計図に明記したもの以外の素掘り水路等の軽微なものについては、受注者

の責任において処置するものとする。 

また、施工途上においても土砂流出防止に努め、受注者の責任において濁水防止対策を講ず

ること。詳細は、監督員と協議すること。 

3） 既存農業用水路の保全について 

  本工事区域に隣接する田・畑について、工事期間中も耕作を行う場合があるため、既存農業

用水路の使用状況を確認し、機能確保について監督員に確認を行い、その指示に従うこと。 

4） 各種手続きについて  

1.土壌汚染対策法 第4条 土地形質変更届を市が提出するので、資料提供等について協力す

るとともに届出提出後、監督員の指示により着手すること。 

2.道路使用が必要な場合は、所轄警察署の許可を受けてから工事着手すること。 

尚、申請に伴う費用は、受注者で負担するものとする。 

5） 地下埋設物件等（架空線を含む）の事故防止 

  受注者は、占用物件及び各種管理施設の位置について、設計図書並びに監督員が提示する占

用物件台帳等を照らし合わせて確認を行うものとする。 
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6） 安全対策について 

（交通誘導警備員の有資格） 

本工事に配置する交通誘導警備員は、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国

家公安委員会規則第20号）に基づく交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を規制箇所毎に

配置するものとする。 （交通誘導警備員配置計画図 参照）ただし、同規則第２条の規定に

より、各公安委員会が必要と認める路線・区間以外で、所轄警察署等との打合せの結果、交通

誘導警備検定合格者（１級又は２級）以外の配置を認められた場合は、この限りではない。受

注者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督員に提出するものとする。本工事の施工に際し

て、府道に関して交通誘導警備員Bを延べ132人計上しているので、施工期間中、適切に配置す

ることとし、一般交通に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。 

なお、道路管理者及び所轄警察署等の打合わせの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が

生じた場合は監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。 

「交通誘導警備員配置計画図」参照 

 

7） 本工事に使用するコンクリート規格は下記の表を基準とする。 

記号 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 

呼び強度 

設計基準

強度 

スランプ 粗骨材の

最大寸法 

水ｾﾒﾝﾄ費 

(W/C) 

備 考 

σ28≧18N/mm2 18N/mm2 18N/mm2 8cm 40mm 60%以下  

σ28≧18N/mm2 18N/mm2 18N/mm2 8cm 25mm 60%以下  

σ28≧24N/mm2 24N/mm2 24N/mm2 12cm 25mm 55%以下  

8） 環境対策 

（排出ガス対策型建設機械） 

受注者は、本工事において下表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガ

スの規制等に関する法律(平成１７年法律第５１号）」に基づく技術基準に適合する特定特殊

自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年10月８日付建設省経機発第2

49号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成18年３月17日付国土交通

省告示第348号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年３月17日国

総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械

等」という。)を使用するものとする。 
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排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度建設

技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で

実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評

価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い

場合は、監督員と協議するものとする。 

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、

受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとす

る。 

表  排出ガス対策型建設機械等機種備考 

機     種 備     考 

 
一般工事用建設機械 
 ・バックホウ 
 ・トラクタショベル（車輪式） 
 ・ブルドーザ 
 ・発動発電機（可搬式） 
 ・空気圧縮機（可搬式） 
 ・油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に
、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載し
ているもの：油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入
･引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケー
シング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アース
ドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削
機） 

 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

 ・ホイールクレーン 

 
ディーゼルエンジン 
（エンジン出力 7.5kw 以上 
260kw 以下）を搭載した建設
機械に限る。 
 ただし、道路運送車両の保安
基準に排出ガス基準が定めら
れている自動車で、有効な自
動車検査証の交付を受けてい
るものは除く。 
 

 
 
 
 
 

 

（低騒音型の使用） 

本工事の施工にあたっては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年

度建設省告示第1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただ

し、供給側に問題があり、低騒音型建設機械を調達することができない場合（受注者の都合で

調達できない場合は認めない）は必要書類を監督員に提出するものとする。 

なお、低騒音型建設機械を使用する場合、施工現場において使用する建設機械の（新基準'

97ラベル）が確認できる写真を監督員に提出するものとする。また、（旧基準'89ラベル）の

機種においても新基準の指定を受けているケースもあるため建設機械メーカーに確認し、新

基準'97ラベルに貼替えを行うこと。 

（公害対策） 
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本工事の施工については、通常の施工法によるものとしているが、万一公害等が生じたり、

又は生ずる恐れがある場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するもの

とし、設計変更の対象とする。 

但し、受注者の施工上の欠陥による場合はこの限りではない。 

工事の施工に際して騒音規制法及び振動規制法に基づく規制を受け新たに騒音防止の対策

が必要な場合や、振動の規制に関する対策が必要な場合は、監督員と協議するものとし、設計

変更の対象とする。 

9） 施工計画書の作成について 

本特記仕様書に明記されていることを十分考慮して、施工計画書の作成を行うこと。 

10） 現場事務所等について 

受注者の事務所及び仮設トイレは、地区内に設置できる。また、仮設電気等について、受注

者において対応するものとする。 

  本工事の施工区域沿いにおいては、資材の仮置き及び作業スペースとして隣接地権者の用

地を借用する予定である為、市より借地契約の確認を行った後、使用すること。（別添図1参

照） 

なお、使用が終わった時点で、現況復旧を行うものとする。また、現況復旧に耕土等が必要な

場合が考えられるので、借地内に耕土等の仮置き場も考慮すること。 

11） 測量杭について 

  本工事施工区域沿いに既に埋設されている測量杭が位置している。（上新電機周辺） 

既存杭については、受注者の責任において堅固の保護を実施すること。 

万が一既存杭が滅失する場合は、引照点等を設置し工事完了後に復元できるようにするこ

と。 

返還後の杭管理者による検測の結果、工事目的物が誤差の範囲を超えて用地境界と整合し

ない場合は、受注者の責任において処理を行うこととし、その方法については監督員と協議す

ること。但し、工事目的物が用地境界を越えてはならない。 

 

 

第3章 土工 

1） 締固め管理 （埋め戻し土） 
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 1.盛土工（敷均し、締固め工）における砂置換を用いた道路土工の締固めについては、大阪府

の「土木工事施工管理基準【令和3年4月版】品質管理基準及び規格値」を参照すること。 

なお、盛土材については、別途工事より搬入を予定しているので、工程等を調整し盛土を実

施すること。 

盛土材を受けた際は、受領集計表を作成し監督員に提出すること。 

仮置き場が必要となった場合は、監督員と協議し土地所有者の承諾を確認した後、土の仮置

きを実施すること。 

2.路体盛土を除く盛土については、一層の仕上がり厚は30ｃｍ以下とし、各層ごとに締め固め

ること。 

 

2） 盛土の材料試験 

 盛土工事に先立ち盛土材搬出側で行っている搬出先の試験結果表を受理し監督員と確認を

行うこと。 

 土質試験  

粒度試験（JIS A 1204） 、突き固め試験（JIS A1210）、含水比試験（JIS A 1203）、締め

固めた土のコ－ン指数試験(JIS A 1228)、土の三軸圧縮試験（CD） 

砂置換による場合 ：1管理単位の平均乾燥密度は最大乾燥密度の90％以上 

  路床の盛土材料の最大寸法は10ｃｍ程度とする。 

 

 

第4章 貯留施設工事 

1） 貯留施設 地耐力確認 

   貯留施設の築造に際しては、あらかじめ地盤の地耐力を測定し、監督員の確認を得た後、

施工を行うこと。地耐力が不足する箇所については、監督員と別途協議するものとする。 

 

 

 

 

 

   工  種   設計反力        確認試験 

 

貯留施設 

 

 長期荷重 

 設計図に記載 

 

 

 極限支持力 

 長期荷重×3 

 

 

平板載荷試験 

N＝2か所 
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2）施工図 

  排水工事の着手に先立ち、既存施設について位置確認を行った上で施工図を作成し、監督

員の承諾を得た後、施工を行うこと。 

 

 

第5章 道路・舗装工事 

1） 擁壁工 地耐力確認 

   貯留施設の築造に際しては、あらかじめ地盤の地耐力を測定し、監督員の確認を得た後、

施工を行うこと。地耐力が不足する箇所については、監督員と別途協議するものとする。 

 

 

 

 

擁壁下部の地耐力確認は、上記擁壁工の平板載荷試験（N=4か所）とは別にSWS試験又はコ

ンペネトロメーター試験等で各ブロックの地耐力確認を補完すること。 

なお、試験実施に先立ち、詳細な試験内容、位置等を記載した地耐力試験計画書を策定の

うえ、監督員の承諾を得た後、試験を実施するものとする。 

2） ２次製品について 

側溝工は道路の縦断曲線に合わせて施工し、特に交差点付近については滞水の無いよう

に、施工図を提出し監督員と協議の上、施工を行うこと。 

    歩車道境界ブロック等2次製品を使用するところで、端数が出た場合の現場打ちによる処

理は、最大30ｃｍとする。 

3） 路 床 

  路床支持力についてあらかじめ試験を行い、試験報告を提出し監督員の承諾を得た後、路

盤工事に着手すること。尚、試験方法はCBR試験とし、試験ヵ所は監督員と協議すること。

また、CBR値が設計値と異なる場合は、監督員と協議するものとし、路床改良を別途追加す

るものとする。配合試験を行ったうえで改良厚及び配合量を決定し監督員の承認を受けるこ

と。         

    路床仕上げ中、土質等に著しい変化のある場合は、監督員に報告し指示を受けるものとす

   工  種   設計反力        確認試験 

 

擁壁工 

 

 長期荷重 

 設計図に記載 

 

 極限支持力 

 長期荷重×3 

 

平板載荷試験 

N＝4か所 
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る。 

なお、府道18号線の舗装構成については、現在枚方土木と協議中である為、断面変更する

場合がある。舗装断面が変更になった場合は、設計変更の対象とする。 

4） マンホール蓋等の高さ調整 

   舗装に際し、マンホール蓋等の高さ調整が必要な場合で軽微なものについては、請負者の

責任と負担で行うものとする。 

5） 安全施設 

   道路安全施設及び横断歩道位置等については公安協議に基づき、変更追加となる場合が

ある。 

   現在、交差点協議中であるため、交差点協議結果を確認し施工を行うこと。 

変更が生じた場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とす

る。 

6） 横断防止柵等 

   府道18号線沿いの横断防止柵及び転落防止柵の撤去処分は、枚方土木と協議がまとまり

次第処理すること。詳細は監督員の指示に従うものとする。 

 

 

第6章 その他 

1）品質管理試験 

本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、「土木工事施工管理基準（令和3年4月 大阪

府都市整備部）」品質管理基準及び規格値によるものとする。 

2）道路施設について 

 本工事の施工に先立ち、現在管理者協議及び隣接地権者協議により追加事項等変更する場

合があるため、材料発注等の前に施工箇所の変更がないか監督員に確認した後、材料の割付

や購入等を行うこと。 

現在協議中内容は下記の通り。 

------------------------記------------------------- 

1. 府道18号線と星田駅前線の交差点部は、現在所轄警察と協議中であるため、北側細街路の

拡幅（枚方市施行）、標識柱（速度制限、追い越し禁止）の移設及び、信号機・電柱の移



11 
 

設については、協議がまとまり次第、協議結果を踏まえ工事に着手するものとする。 

2. 府道18号線の車道拡幅に伴う道路街渠工事の施工に際し、街渠に並行し中圧ガスΦ300が

埋設されているため近接施工となる。街渠、桝の施工に先立ち、大阪ガスの立会いのもと

試掘等により離隔を確認すること。試掘結果に基づき場合によっては桝の形状（泥ダメを

浅くする）等の変更する場合がある。なお、桝の形状変更等が生じた場合は設計変更の対

象とする。 

また、府道18号線については、大阪府広域水道等も埋設されているので、関係機関との事

前協議を行った後、着手するものとする。 

3. 星田駅前線沿いのL型擁壁、スロープ部のL型擁壁、府道18号線沿いのブロック積擁壁の設

置について、現在道路に隣接する地権者側の一部において、盛土を行う可能性がある。（別

添図2参照） 

盛土計画が確定次第、大幅な擁壁の減工となる場合がある。 

各材料の注文に際しては、監督員の承諾を得た後材料の注文を行うこと。 

なお、擁壁の減工がある場合については、設計変更の対象とする。 

4. 府道18号線の舗装は排水性舗装のため現在既設街渠ますに設置されている網状管Φ30mm

は今回新設する街渠ますに接続すること。 

5. 府道18号線沿いに隣接する上新電機等への駐車場出入口及び車両出入口がある為、工事に

際しては、工程調整、安全確保の上施工するものとする。 

6. 本工事区域に一部他工事による進入路及び工区外盛土が施工中である。現在工区内の進入

路部分の盛土の撤去を協議中である。 

7. 星田駅前線に隣接する田畑については、施工に際し濁水等が流出しないように簡易な仮設

管、仮沈砂池を設け対応するものとする。尚、軽微な仮設工においては、受注者の責任に

おいて設置するものとする。 

8. 本工事区域内に既存の枚方市道及び水路が横断している。施工に際し既存の市道及び水路

の切替については仮設による切替計画を策定し監督員と協議のうえ着手するものとする。

なお、本設による切替道路については現在枚方市と協議中であるため、協議がまとまり次

第追加変更する場合がある。上記仮設工及び本設工については変更対象とする。 

9. 本工事区域内においては、下水道整備工事(別途発注予定)と輻輳工事になる。施工に際し

充分な施工、工程等密な調整を実施すること。（別添図3参照） 
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別添図 2 

別添図 1 



13 
 

 

 

 

 

 

 

  

（
参

考
図

）
 

別添図 3 
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交通誘導警備員配置計画図 


