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第 1章 総 則 

第 1節 一般事項 

本特記仕様書は真美ヶ丘配水場第 3 受水槽改修工事に関するもので、受注者は、

奈良県契約規則、共通仕様書、関係法令、その他特別に定めるものの他は全て本特

記仕様書に準拠し、係員の指示により、一切の工事の施工に当たらなければならな

い。 

 本特記仕様書に特に定めていない事項については、必要に応じて発注者と受注者

とが協議して定める。 

 

第 2節 適用範囲 

本工事について、一般仕様書に対して、特記仕様書が優先する。 

 

第 3節 その他事項 

1. 本仕様書に記載されていない事項については、別紙工事請負契約書、設計図書、

工事一般仕様書等によるものとする。 

なお、上記仕様書等に記載されていない必要な事項及び質疑が生じた場合には、「指

示書」で確認する。「指示書」は 2通作成し、双方が持ち保管する。 

 

2. 本工事は、受注者の責任施工とする。したがって、受注者は経験と技術、施工能

力を十分駆使することはもちろん、作業の安全を守ることについて十分配慮しなけ

ればならない。 

なお、本工事の施工に際し、配水場や一般交通及び第三者に迷惑を掛けるなど、配

水場施設その他の施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において解決すること。 
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第 2章 工事内容 

第 1節 工事概要 

1. 工事名称 

真美ヶ丘配水場第 3受水槽改修工事 

2. 施工場所 

奈良県北葛城郡広陵町馬見南２丁目地内 

3. 概要 

本工事は、真美ヶ丘配水場整備計画の一環として、下記の工事を行うものである。 

1）第 3受水槽改修工事 

  受水槽内外部劣化調査、劣化部補修 

屋根上部：ウレタン防水施工、外壁：複層仕上げ塗材吹付 

内部壁・天井：エポキシ樹脂防水 

  2）配水塔架台整備工事 

  残存給水塔基礎法面整地・防草シート施工、プレキャストＬ型擁壁施工、 

階段設置 

  3）既存建物改修工事 

  既存事務所棟、既存発電機・滅菌室棟外壁：薄塗仕上げ塗材吹付 

既存発電機・滅菌室棟屋上：シート防水施工 

4）既存配管耐震化工事 

第 3受水槽水道配管耐震化整備 

5）既存施設撤去工事 

場内ピット、マンホール、桝、側溝、アスファルト等撤去整備 

6）場内整備工事 

駐車場及び場内路アスファルト、場内排水側溝・桝等整備 

 

第 2節 第 3受水槽内部防水改修 

1. 事前調査 

1）受注者が行う第 3受水槽内部改修工事に先立ちその着手前に構造的な欠損の状況

把握及びコンクリート構造物内面劣化の度合い調査等を行うこと。 

2）受水槽内面等に設置している防水層を剥がし、活性コンクリート面を露出させる

ため超高圧水圧除去工法（使用水圧は 150ＭＰa以上）を採用すること。 

3）表面ケレン後、「劣化部除去完了後の下地検査」を実施すること。 

4）下地検査は、補修下地の健全度を確認することを目的とし、コンクリート面の外

観目視と引張強さ試験を行うこと。 

ア）外観目視 

・劣化部：フェノールフタレイン法で赤色呈色し、劣化部が残存しないこと。 
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・損傷：コンクリートの浮き・割れ及び、粗骨材の緩みが認められないこと。 

イ）引張強さ試験 

・試験頻度：1箇所/500㎡程度・1箇所の試験個数 3個 

・試験方法：建研式引張り試験機 

・基準値：平均値が 1.5Ｎ/mm2以上で、最小値が 1.2Ｎ/mm2以上であること。 

ウ）接着強さ試験（エポキシ樹脂防水の下地断面復旧完了後） 

・試験頻度：1箇所/500㎡程度・1箇所の試験個数 3個 

・試験方法：建研式引張り試験機 

・基準値：平均値が 1.5Ｎ/mm2以上で、最小値が 1.2Ｎ/mm2以上であること。 

2. エポキシ樹脂防水 

1）施工に当たっては、日本水道協会規格 JWWA K143：2004「水道用コンクリート

水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法」を遵守すること。 

ア）硬化乾燥後の塗膜の厚さは、0.5mm以上で、かつ使用する塗装仕様の標準厚さ

以上とする。但し、コンクリートの壁面用に適用すること。 

イ）耐水、耐薬品（特に CL2）、接着性に優れる材質であり、色彩の選択性がある

こと。 

2）樹脂防水塗装に使用する塗料は、JWWA K143：2004 4.2 表 1「塗料及び塗膜の

品質」及び付属書 3（規定）「浸出性及び浸出試験方法」に適合することが公的試

験機関により証明されていること。 

3）塗装面の下地修整材（素地調整材）は、乾燥面及び湿潤面の接着性に優れるエポ

キシエマルジョン系ポリマーセメントモルタルを使用するものとし、以下の性能

を有すると共に、コンクリートの水分・アルカリ成分などによる接着障害を抑制

し、長期にわたり安定性があること。 

品質項目 品質性能 

接着強さ 

（材令 14日） 

乾燥面：2.0Ｎ/mm2以上 

湿潤面：2.0Ｎ/mm2以上 

4）樹脂防水工の施工者は、コンクリート防食防水工とエポキシ樹脂塗装に関する専

門技術知識と施工管理経験を有する技術者を選任し、施工管理を実施すること。 

但し施工管理技術者は、次の有資格者の中から選任するものとする。 

ア）使用材料製造業者の技術員 

イ）コンクリート防食防水工とエポキシ樹脂塗装の施工経験を 3 年以上有し、使

用材料製造業者が承諾する者。 

また施工管理技術者は、施工管理の結果を、水道協会 K143：2004規格書の 9の

4及び同付属書（参考）「施工管理記録書の様式例」に基づいて記録を作成し、

監督職員に提出報告すること。 

5）下地修整工程以降の塗装作業は、施工環境を気温 5℃以上・湿度 85％以下に保持

できるよう必要に応じて加温・除湿等の処置を取ると共に、被塗装面に結露が生
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じないよう換気・送風等の処置を講じること。 

6）完了検査 

完了検査は、防食・防水工が設計仕様に基づいて所定の管理状態下で施工され、

所要の施工品質が確保されていることを確認する。 

・検査頻度：接着強さ・施工厚＝1箇所/500㎡程度・1箇所の試験個数 3個 

・検査方法：JWWA K143.9「検査」の規定に基づき行うものとする。 

 

第 3節 建設副産物処理 

1. 建設副産物の処分 

受注者は工事に伴い発生した建設副産物について、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律その他の関連法規に従い適切に処分すること。 

2. 関係書類 

受注者は前項の処分のための諸手続きに係る書類を保管し、必要な物については

写しを提出すること。 

3. 処分場 

本工事の建設副産物の処分場については、下記のとおりとする。 

なお、下記処分場は運搬費及び処分費の合計がもっとも安価となるものを選定し、

工事費積算の根拠としているため、受注者の都合等による処分場の変更に伴う請負

代金額の増額変更は行わない。ただし、処分場側の受入が不可能な場合など、やむ

を得ない場合は監督員と協議するものとする。 

建設副産物 処分場名称及び所在地 

発 生 土 (有)グリーンパーク 御所市室１４２６ 

アスファルト塊 (株)上田建設 御所市柏原１４８５－４ 

コンクリート塊（無筋） (株)上田建設 御所市柏原１４８５－４ 

4. その他事項 

その他の事項については、公共建築工事標準仕様書による。 

 

第 4節 工事注意事項 

1. 本工事の施工に当たっては、稼働中の施設の機能を失うことのないよう、細心の

注意を払うこと。必要であれば、仮設設備を設置すること。 

2.  工事に当たっては、既設機器、配管、配線、建築物などに損傷を与えないよう万

全の措置を講ずること。万一、損傷を与えた場合には速やかに発注者に報告し、そ

の指示に従って速やかに復旧すること。 

3. 工事期間中において、配水場内の施工に関わりのない場所にみだりに立ち入らな

いこと。 

4. 共通仕様書に記載の発注者の就業時間については下記のとおりとする。 

就業時間：月曜～金曜（祝日を除く） 午前 8時 30分～午後 5時 15分 
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5. 工事現場事務所については原則真美ヶ丘配水場外に設置し、現場事務所用電力及

び用水に関しては、受注者負担とする。 

6. 資機材については、「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 12 年 2 月 23

日厚生省令第 15号）に適合したものであり、本省令に基づく浸出試験に適合するも

のを使用すること。 

7. 第 3 受水槽の高圧洗浄に伴う洗浄排水については、当該受水槽の排泥ピットに一

時的に滞留させ、洗浄作業終了後、地上部に設置した排水処理槽で水質調整を施し

た後、排泥ピット経由で排泥池に排水するものとする。 

8. 第 3 受水槽の内部エポキシ樹脂防水施工に当たっては、槽内の酸素濃度の確認、

送風・換気等、作業員の安全確保に十分留意の上施工を行うこと。 

9. 廃棄物の搬出や資材の搬入には、指定された場内・場外経路を通行し、それ以外

の道路を通行してはならない。 
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第 3章 その他 

第 1節 施工実施計画 

第 3 受水槽改修工事完成（清掃及び水張り完了）から運用開始までには水質試験

などに 1ヶ月を確保すること。（水張り・水質試験は当町上下水道部が実施する。） 

 

第 2節 電子納品 

本工事においては工事関係図書の電子納品化については任意とするが、当町上下

水道部としては今後も電子納品化を拡充していくため、可能な限り積極的に取組ま

れたい。 

なお、電子納品化とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子デ

ータで納品することをいう。 

ここでいう電子データとは、国土交通省が策定した「土木設計業務等の電子納品

要領（案）」および奈良県が策定した「土木設計業務等の電子納品ガイドライン（案）」

（以下、両者を総称して「要領」という。）に示されたファイルフォーマットに基

づいて作成されたものを指す。 

 

第 3節 完成図書、電子データの提出 

電子納品の実施に取組む場合は、従来通り完成図書を提出するとともに、工事関

係図書を「要領」に基づき電子データ化し CD-Rに納め、2部提出すること。 

データ提出の場合は、市販のチェックソフトや電子納品チェックシステムによるチ

ェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提

出すること。 

また、工事完成時においては、運用ガイドライン記載の着手時協議、検査前協議、

納品時チェックシートについても提出すること。 

なお、「要領」で特に記載の無い項目については、監督員と協議のうえ決定する

ものとする。 

 

第 4節 健康診断 

水道法施行規則第 16条第 1項に示す健康診断について、赤痢菌、腸チフス、パラ

チフス、サルモネラ及び O157について検査し、監督員に報告すること。 

なお、同施行規則が改訂された場合等により検査項目を追加又は削除する場合は、

監督員と協議のうえ決定する。 
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共通仕様書 

 

第 1項 適用範囲 

1. 本仕様書は奈良県広陵町上下水道部（以下発注者と略す）が発注する工事全般に 

適用する。 

2. 本仕様書に記載なき事項については、奈良県県土マネジメント部「土木工事共通

仕様書（案）」、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」（以下「国土交通省標準仕様

書」という。）によるものとする。 

 

第 2項 用語の定義 

1. 監督員とは発注者の指定した総括監督員、主任監督員および一般監督員を総称し

ていう。 

2. 指示とは監督員が受注者に対して監督員の権限に関する事項について、その方針

などを示し、実施させることをいう。この場合、原則として書面をもって行うもの

とする。 

3. 承諾とは契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者

が書面により同意することをいう。 

4. 協議とは監督員が受注者との対等の立場で合議し、事案を決定することをいう。 

 

第 3項 提出書類 

受注者は、契約後すみやかに次の書類を提出しなければならない。 

（1）工事着工届 

（2）工程表 

（3）現場代理人および主任技術者選任届（経歴書を添付したもの） 

（4）（3）の変更届（変更の場合のみ） 

 

第 4項 施工計画書 

受注者は、工事目的、工事内容をよく理解したうえで、速やかに施工計画書を作成

提出しなければならない。施工計画書には、次の事項を記載するものとする。 

（1）工事概要 

（2）組織表 

（3）工程表 

（4）仮設計画 

（5）施工要領 

（6）使用材料 

（7）その他 
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第 5項 疑義の解釈 

設計図書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈および本工事施工の細目に

ついては、監督員の指示に従わなければならない。 

 

第 6項 関係法令等の遵守 

受注者は、工事施工にあたり、工事に関する諸法規その他諸法令を遵守し、工事の

円滑なる進捗を計ると共に諸法令の運用適用は、受注者の責任において行わなければ

ならない。 

 

第 7項 関係官公庁への許認可申請 

1. 工事施工のため必要な関係官公庁その他の者に対する手続きは、発注者と緊密な

連絡をとり受注者において迅速に処理しなければならない。これに要する費用は、

受注者の負担とする。 

但し、道路および河川等の占用許可申請については発注者が行う。 

2. 関係官公庁その他の者に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、

遅滞なくその旨を監督員に申し出て協議するものとする。 

 

第 8項 保安および衛生 

受注者は、保安および衛生について労働安全衛生法ならびに関係法規を守り、公衆

に迷惑をかけてはならない。 

関係法規に規定されていない事項についても発注者の要求があれば必要な施設を、受

注者の負担においてしなければならない。 

特に次の各項については発注者と連絡をとり、必要な手続きを行い受注者の負担に

おいて適切な措置を講じて発注者の承諾を得なければならない。 

（1）立入り禁止区域の設定 

（2）道路の交通制限または禁止 

（3）危険物の取扱い 

（4）河川および用排水の汚染セキ止めまたは放流 

（5）電気、水道、ガスその他重要な地下埋設物公共施設に対する移動あるいは加工 

（6）工事の施工によって第三者に損害を与えた場合 

（7）災害防止等のため特に必要があると認めたときの臨機の措置 

 

第 9項 関連工事との協調 

受注者は、同時に施工する他業者と緊密な連絡協議をし、工事の進捗に支障のない

ようにしなければならない。 
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第 10項 就業時間 

就業時間は発注者の勤務時間を原則とするが、工事施工の都合等でやむを得ない場

合は発注者の承諾を得て変更することができる。発注者が必要と認めて夜間作業を命

じる場合受注者はこれに協力しなければならない。 

 

第 11項 工事詰め所等 

受注者は、工事詰め所を設置するとともに、工事に必要な機械器具、材料置場等を

使用設備するときは、監督員の承諾を得なければならない。 

 

第 12項 従業員 

工事に従事するものは、全員本仕様書をよく承知し、細心の注意をもって作業しな

ければならない。 

受注者はこのため必要な技術者を配置し、誠実に工事を完成しなければならない。 

 

第 13項 施設の保全 

既設構造物を汚染しまたはこれらに損害を与えたときは、受注者の責任で復旧しな

ければならない。 

 

第 14項 資格を必要とする作業 

資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。 

 

第 15項 工事用電力および用水 

工事、検査および試験等に必要な電力、用水およびこれに用する仮設材料は受注者

の負担と責任で処理しなければならない。但し、検査、試験期間は発注者と調整しな

ければならない。 

 

第 16項 工事記録 

受注者は、工事記録を受注者の負担において作成提出しなければならない。 

1.工事写真 

2.工事日報 

3.工事出来形 

4.その他監督員の指示するもの 

 

第 17項 工期および設計の変更 

受注者の責めと考えられない事由により工期内に工事を完成できない場合、または

設計変更を必要とする事由が生じた場合は、その都度書面を発注者に提出して指示を

受けなければならない。 
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第 18項 用地 

工事詰め所、工事に必要な機械器具、材料置場等は発注者の承諾を得て受注者の負

担において借地すること。なお事前に耕土を取り除き使用完了後は完全に原形復旧を

行い監督員の承諾を得なければならない。 

 

第 19項 工事対象物の管理義務 

工事が完成し、引渡し完了迄の工事対象物の保管責任は受注者とする。 

 

第 20項 工事終了後の処理 

工事が完成した時は、受注者は速やかに不要材料および仮設材を処分もしくは撤去

し清掃しなければならない。 

 

第 21項 事前調査 

受注者は、工事着手に先立ち現地の状況、関連工事その他について綿密な調査を行

い十分状況把握のうえ工事を施工しなければならない。 

 

第 22項 施工検査 

仕様書あるいは、あらかじめ監督員の指示した個所など工事段階の区切りなどには

監督員の検査を受けなければ次の作業を進めてはならない。 

 

第 23項 工事検査 

1. 工事の竣工検査、出来形検査、中間検査は、発注者の指示する日に行い、受注

者は立会いに協力しなければならない。また、検査は現場代理人が立会わなけれ

ばならない。 

2. 受注者は、検査に必要な資料の提出、測量、その他の処置につき検査員の指示

に従わなければならない。 

 

第 24項 瑕疵調査 

受注者は、工事引渡し後 2 年以内に発注者が瑕疵調査を実施した場合、立会わなけ

ればならない。 

 

第 25項 工事の着手 

工事契約締結後早期に監督員と工事について打合せを行い、現場を熟知のうえ工事

に着手すること。なお、工事打合せ事項については、その都度議事録を監督員に提出

すること。 

  受注者は、工事の施工や工事車両、資材運搬車両の走行に伴う騒音、振動、埃の発生

により、配水場の近隣及び車両のアクセス道路沿線の住宅から苦情が出ないよう、住
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民への事前周知を含め、十分な対策を講じること。 

 

第 26項 承諾図書 

受注者は設計図書によることができない場合は承諾図書を作成しなければならない。 

 

第 27項 その他 

この仕様に指示なき事項については、監督員の指示により、不明点を十分明確に把

握して行うこと。 

以上 


