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１．機械工事共通特記仕様書(案)（以下「共通特記仕様書」という。）は、東北地方整備局が発注する

機械工事（土木工事に係る水門設備工事（河川用ゲート設備、ダム用ゲート設備）、揚排水ポンプ設

備工事、トンネル換気・非常用施設工事、消融雪設備工事及びその他これに類する工事を総称して

機械工事という。以下［工事］という。）に係る工事請負契約書（以下契約約款を含み「契約書」と

いう。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を

定め、もって契約の適正な履行を図るものである。

２．仕様書の記載内容の優先は、「機械工事における特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）」、「共

通特記仕様書」、「機械工事共通仕様書(案)（以下「共通仕様書」という。）」の順とする。

第１章 総 則

第１節 総 則

１－１－１ 主任技術者

１．受注者は、特記仕様書もしくは入札説明書に示す資格を有する主任技術者を配置しなけれ

ばならない。

２．施工途中の主任技術者及び監理技術者の変更については、下記のいずれかに該当する場合

は、協議により変更できるものとする。

１）技術者のやむを得ない事情（病気、退職、死亡、出産、育児、介護、その他の理由等。）

により変更が必要と総括監督員が認めたとき。

２）工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で工場製作から現場施工へ移行したとき。

３）工事の主体部分が完成した場合等で変更しても支障がないと総括監督員が認めたとき。

４）以下に該当する場合で工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して、支障

がないと総括監督員が認めたときで当初工期経過後。

① 発注者の都合により工事中止等が行われ工期延長がされたとき。

② 発注者の都合により当初の工期に対して大幅（３ヶ月程度以上。）な工期延長が行われ

たとき。

５）一つの契約工期が多年に及ぶ場合（ただし維持工事は除く）で変更しても支障がな

いと総括監督員が認めたとき。

上記１）～５）により途中変更を行う場合は下記により対応すること

ア．後任技術者について資格を同等以上とするとともに、前任技術者と同等以上の施工経験

を有すること。

なお、後任技術者の施工経験については、当該工事の技術資料提出時に記載した配置予

定技術者の条件を満足するものとする。

イ．技術者の変更に際し、引継に必要な期間について新旧技術者の重複を行い、継続的な業

務が遂行できるようにすること。

引継に必要な期間は１年以内の工期の工事においては７日間程度、１年を超え２年以内
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の工期の工事においては14日間程度、２年を超える工期の工事については１ヶ月間程度を

目安とする。

ウ．原則として同一履行年度内に技術者の変更を複数回行わないこと。ただし、国債工事等

で同一年度内に工場製作と現場据付が複数回移行する場合を除く。

６）上記１）～５）以外の理由で、発注者の都合により、当初契約内容に対して大幅な変更

が生じた場合等で、後任技術者の資格と施工経験を新たに確認した上で、変更しても支障

がないと総括監督員が認めた場合は、上記ア．によらず交替できるものとする。

１－１－２ 監理技術者

契約書第10条に定める監理技術者の通知にあたっては、建設業法第26条第４項に定められた

者を選任しなければならない。なお、監理技術者資格者証の写し（両面）を添付するものとす

る。

１－１－３ 専任補助者

受注者は、専任補助者の配置を申請したうえで契約した場合は、氏名、資格（資格者証の写

し）、経験及び経歴書を記載した専任補助者通知書を監督職員に提出しなければならない。（書

式は、現場代理人等通知書及び工事経歴書を準用する。）

また、やむをえず専任補助者を変更する場合は、主任技術者及び監理技術者の変更要件（前

任の専任補助者と同等）を満足するものとし、協議により変更できるものとする。

１－１－４ 建設副産物

１．受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混

合物、土砂、採石を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画書を所定の様式［様式

集（国土交通省）様式－７］に基づき作成し、契約締結後14日以内に監督職員に提出しなけ

ればならない。なお、再生資源利用計画書は施工計画書にも添付するものとする。

２．受注者は、コンクリート塊、建設発生木材、アスファルトコンクリート塊、建設汚泥、建

設複合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、建設発生土を工事現場か

ら搬出する場合には、再生資源利用促進計画書を所定の様式［様式集（国土交通省）様式－

８］に基づき作成し、契約締結後14日以内に監督職員に提出しなければならない。なお、再

生資源利用促進計画書は施工計画書にも添付するものとする。

３．受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完

了後速やかに、実施状況を記録した「再生資源利用計画書（実施書）」及び「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。

１－１－５ 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

１．工事請負代金額が 500万円以上の工事については、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。
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なお、契約書「６ 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者

の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した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やむを得ない事情により、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。

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。

・再生資源化等が完了した年月日

・再生資源化等をした施設の名称及び所在地

・再生資源化等に要した費用

１－１－６ 土木工事標準設計図集

受注者は、設計図書に該当工種の記載（図集規格・記号）がある場合、土木工事標準設計

図集［東北地方整備局］によるものとする。

１－１－７ ワンデーレスポンス

１．「ワンデーレスポンス」は、受注者からの質問、協議への回答を、基本的に即日に回答する

よう対応するものである。ただし、即日回答が困難な場合は、受注者と協議のうえ、回答期

限を設けるなど、何らかの回答を即日にするものである。

２．実施にあたっては、「東北地方整備局「ワンデーレスポンス」実施要領（案）」に基づき実

施するものとする。

３．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、監督職員と協議をおこなうこと。

４．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合または計画工程と実施工程を比較照査

し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

１－１－８ 工事書類の作成

１．工事書類の作成にあたっては、「土木工事書類作成マニュアル（案）」に基づき実施するも

のとする。

２．「工事関係書類一覧表」により、工事着手前に「発注者へ提出、提示する書類の種類」、「紙

と電子の別」に関して「事前協議」するものとする。また、「事前協議」の内容を変更する場

合は、受発注者で協議を行うものとする。

３．２．において電子により提出、提示することとなった書類については、検査時その他の場合

において紙での提出、提示は行わないものとする。
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１－１－９ 出来形図及び出来形部分の数量

１．工事の出来形部分の数量計算書は、既済部分検査及び監督職員が指示した場合に作成する

ものとする。

２．出来形図は、検査（完成、既済部分、中間技術）時に作成するものとし、設計図（変更図

面含む。）またはその縮小図等を使用し作成する図面とする。図面は、原則として寸法表示さ

れている構造図等（配筋図等は不要。）及び位置図、工事設計数量総括表、平面図、構造一般

図、構成機器詳細図、配線配管図、標準図等を用い、設計寸法と対比し出来形寸法を朱書で

記入するとともに出来形部分をを着色する。ただし、同一図面内で、図示されているものの

全てが出来形である場合は、出来形部分の着色を省略することができる。

なお、出来形図にかえて出来形結果表にとりまとめることができる。

３．受注者は出来形（管理）図等の保存出来形（管理）図及び数量計算書は、工事完成後、監

督職員に提出するものとする。

１－１－１０ 機械工事施工管理基準

１．出来形管理

受注者は、機械工事施工管理基準（案）１－１－５ 施工管理の方法 ２．出来形管理に

基づいて作成した資料を提出するものとする。

２．品質管理

受注者は、機械工事施工管理基準（案）１－１－５ 施工管理の方法 ３．品質管理にお

いて、必須試験については、品質管理図表を作成し提出するものとする。

１－１－１１ 提出書類の様式

受注者の提出書類の様式については、東北地方整備局土木工事共通仕様書（参考資料）の様

式集（国土交通省）及び同資料様式集（東北地方整備局）によるものとするが、記載内容が網

羅されている場合は任意の様式を使用することができる。

１－１－１２ 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および、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、写真管理基準「2-2撮影方法」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
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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.html」）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/index.h

tml」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。

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、同条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、写真管理基準（平成27年3月）「2-2撮影方法」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、写真管理基準（平成27年3月）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、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真

管理基準（平成27年3月）「2-5 写真編集等」及び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、同条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.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。

１－１－１３ 交通安全管理

１．受注者は、現道工事の作業終了後は、機械及び材料等を速やかに車道外に搬出し、必要に

応じ一般交通に支障ないよう保安施設等必要な処置を講じなければならない。

２．受注者は供用中の道路に係わる工事の施工にあたっては東北地方整備局保安施設設置基準

を遵守するものとする。

３．共通仕様書１－１－４３交通安全管理３．交通安全等の輸送計画の、交通安全等輸送に関

する必要な事項とは、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当

業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他荷姿図、輸送開始・完了の確

認方法等とする。

１－１－１４ 交通誘導警備員

受注者は、交通誘導にあたっては警備業法施行規則第３８条による教育の履歴者、過去３
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年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会の受講者あるいは

交通誘導警備業務検定（１級または２級。）の合格者を配置するものとし、教育の実施状況、

受講証等の写し等確認出来る資料を監督職員に提出するものとする。

また、都道府県公安委員会が指定した路線で交通誘導を行う場合は、交通誘導を行う場所

毎に一人以上の交通誘導警備業務検定（１級または２級。）合格者を配置するものとする。

１－１－１５ 低入札価格調査制度による調査

１．施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

① 予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格（以下「調査基準価格」という。）を下

回る価格で落札した場合においては、受注者は、事務所長等の求めに応じて、施工体制台

帳を事務所長等に提出しなければならない。、

② ①の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを事務所長等から求められたときは、

受注者の支店長、営業所長等は応じなければならない。

２．施工計画書の内容のヒアリング

調査基準価格を下回る価格で落札した場合においては、共通仕様書に基づく施工計画書の

提出に際して、その内容のヒアリングを事務所長等から求められたときは、受注者の支店長、

営業所長等は応じなければならない。

３．工事コスト調査

① 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完

了後、速やかに発注者に提出するものとする。なお、調査票等については別途監督職員か

ら指示するものとする。

② 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票について、費用の内訳についてヒ

アリング調査に応じるものとする。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。

工事コスト調査結果に係る資料は、下記のとおりとし東北地方整備局のホームページで公

表するものとする。

資 料 名 内 訳

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

比較表－１ 積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表

比較表－２ 積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実

績の比較表

比較表－３ 元請の手持ち資材の当初と実績の比較表

比較表－４ 元請けの資材購入先一覧の当初と実績の比較表

比較表－５ 手持ち機械の当初と実績の比較表

比較表－６ 労務者確保計画の当初と実績の比較表
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比較表－７ 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

諸経費動向調査(工事費) 元請、下請の工事費内訳

４．低入札価格調査制度による施工時確認調査

調査基準価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は、監督職員より工事施工

途中で施工状況及び体制等について確認調査依頼があった時は、応じなければならない。

１－１－１６ 品質管理の頻度

調査基準価格を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須

項目について、試験項目の試験頻度を２倍とする。

１－１－１７ 品質証明（社内検査）制度

品質証明（社内検査）制度対象工事と指定された工事は、共通仕様書１－１－２９品質証

明により行うものとする。なお、社内検査員は複数名定めることはできるが、検査時の立会

は代表者１名でも可とする。（書式は、現場代理人等通知書及び工事経歴書を準用する。）

１－１－１８ 中間技術検査

特記仕様書で中間技術検査の対象工事となった場合は共通仕様書１－１－３２技術検査に

よるほか次によるものとする。

１．検査時に確認できる完成部分（部分完成を含む。）については、設計図面を複写して色分け

（完成部分を赤色。）して１部提出する。なお、この図面は中間技術検査で確認済みの証しと

なるものである。

２．この検査により確認した出来形部分の工事目的物の引き渡しは行わないものとし、受注者

において引き渡しまで善良に管理するものとする。

１－１－１９ 特定調達品目

受注者は、工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確

保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた特定調達品目（以

下、「特定調達品目」という。）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがある

ものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし設計変

更の対象とする。

受注者は、特定調達品目を使用した場合は、調達実績を、監督職員の指示する集計方法で、

工事完了後（監督職員の指示する日まで）に、電子データにより監督職員に提出するものとす

る。

１－１－２０ 工事現場における説明性の向上
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受注者は、事業名、事業の内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を

作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のな

い範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものと

する。

１－１－２１ 不可視部分の出来形管理

調査基準価格を下回る価格で落札した場合において、受注者は、不可視部分の出来形管理

についてはビデオカメラにより撮影し、監督職員に提出するものとする。

なお、撮影する不可視部分については、監督職員と協議するものとする。

１－１－２２ 取扱説明

１．受注者は発注者の職員及び施工した設備の操作員等に対し、施工した設備の運用に関する

次の各号について、取扱説明を行うものとする。なお、取扱説明は完成図書の抜粋版を作成

して行うものとする。

① 設備の操作方法（手順）

② 運用上の注意事項

③ 点検方法及び周期

④ 障害時の処理

⑤ その他必要な事項

２．前項の取扱説明に要する費用は、受注者の負担とする。

１－１－２３ 災害応急処置

１．施工計画書に災害発生時の対策を記載しなければならない。また、災害が発生した場合の

処置については、監督職員の指示によるらなければならない。

２．応急復旧作業は、箇所毎に黒板等に着工前、完成後、作業日時、場所等を記載して、写真

撮影を行わなければならない。

１－１－２４ 鋳鍛鋼品の超音波探傷試験

機械工事施工管理基準（案）によるほか、鋳鍛鋼品等の材料を購入する際に行う非破壊試験

においては、非破壊試験技術者の資格証明書の資格情報について認証機関へ照会するなど、原

本であることの確認を行うこと。

１－１－２５ 設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書 第１章 1-1-20から1-1-2

1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、「工事請負契約に

おける設計変更ガイドライン（総合版）」（東北地方整備局）によるものとする。
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１－１－２６ 設計変更審査会の開催

本工事は、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化を目的として、発注者と受注

者が一堂に会して、設計変更の妥当性の審議及び設計変更に伴う工事中止等の判断等を行う場

として開催する「設計変更審査会」（以下、［審査会］という。）の対象工事である。

審査会は、原則１回以上開催するものとする。

なお、設計変更等に関し開催が必要な場合は協議の上、開催するものとし、発注者と受注者

の双方が開催の必要が無いと判断する場合は双方の確認のうえ、開催しないことができる。

１－１－２７ 情報共有システム

１．情報共有システムを活用する場合は、「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン）」

に基づき実施するものとする。

２．受注者は、本工事で使用するシステムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければなら

ない。なお、使用するシステムは、「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機

能要件」（国土技術政策総合研究所）を満たすものとする。

３．監督職員及び受注者が使用するシステムのサービス提供者（以下「プロバイダ」という。）

との契約は、受注者が行うものとする。

また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の

対象者等については、監督職員と協議の上決定するものとする。

４．受注者は、プロバイダと次の内容を含めた契約を締結するものとする。

①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

②プロバイダが善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、

情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに監督職員及び受注者に連

絡を行い適正な処置を行う旨

③②の場合において、プロバイダに重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断

した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はプロバイダと協議の

上、システムの利用を停止することができる旨

５．システムを利用する監督職員等及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含

まれる。利用料金はシステムへの登録料及び使用料である。

６．システムの利用についてはコミュニケーションを円滑にすることであり、工事の監督及び

検査の実施に関する取扱や要領等を変更するものではない。

７．システムを利用することが困難と判断される場合は、監督職員と協議の上、利用の可否を

決定する。

８．工事関係書類等についてシステムによることが困難と判断される書類については、監督職

員と協議の上、利用の可否を決定する。

１－１－２８ 修繕工事における規格値

修繕工事における施工管理は、当該施設の完成図書に記載されている規格値を優先するものと

し、それ以外は、機械工事施工管理基準（案）若しくは監督職員と協議の上、施工管理を行うも
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のとする。
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改訂履歴

平成27年 4月 機械工事共通特記仕様書(案)制定

平成28年 4月 土木工事共通特記仕様書との整合のため一部修正

平成29年 4月 機械工事共通仕様書(案)との整合のため一部修正


