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第１章 総則 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は、芝山町（以下「発注者」という。）が受注者に委託する芝山町機能補償道

路整備事業監理業務委託（以下「本業務」という。）について適用し、本業務の履行にあたっ

ては、この仕様書のほか、その他関連法令等によるものとする。 

また、令和２年度千葉県土木工事共通仕様書、施工管理基準並びに測量、地質・土質調査、

土木設計各業務等共通仕様書（令和 2 年 10 月 1 日改訂、以下「県共通仕様書」という。）を準

用するものとし、本仕様書に定めのない事項はこれによるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる｡ 

 （１）「事業監理業務」とは、発注者と事業促進 PPP（Public Private Partnership の略）の

受注者が一体となり、事業に関するマネジメント（契約業務の管理、関係機関等協議、

事業管理）を行う業務をいう。事業は、複数の業務により構成される。 

（２）「管理技術者」とは、契約の履行に関し、主として指揮・監督を行う者として、受注者

が定めた者をいう。業務委託約款第３条の規定に定める「業務主任担当者」を「管理技

術者」に読み替え、この規定を準用するものとする。 

（３）「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をい

う。 

 

（目的） 

第３条 本業務は、成田国際空港の更なる機能強化に伴う機能補償として整備する（仮称）高谷

川沿い道路の整備事業及び空港機能強化に伴い廃止される町道等の付替道路整備事業（以下

「機能補償道路整備事業」という。）において、土木技術職員が少ない本町の事業監理業務を

実施することにより、機能補償道路整備事業の促進を図ることを目的とするものである。 

機能補償道路が地域振興に資する重要な路線であることを十分理解し、町の各種まちづくり

施策や関連計画との整合を図るものとする。 

 

（対象範囲） 

第４条 本業務の対象範囲は、芝山町全域とする。 

 

（履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。なお、休

日は、土曜日、日曜日、祝日法による休日、年末年始の休日及び夏季休暇とする。 

 

（秘密の保持） 

第６条 受注者は、本業務において知り得た内容を発注者の許可なしに第三者へ公表、譲渡、貸

与又は使用してはならない。 

 

（管理技術者） 

第７条 受注者は、管理技術者として、参加表明書の提出時点で当該企業に３か月以上継続して
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雇用されており、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第２条第１項に規定する技術士（以下

「技術士」という。）（総合技術監理部門（建設）又は建設部門の「道路」、「土質及び基礎」、

「施工計画、施工設備及び積算」、「鋼構造及びコンクリート」、「河川、砂防及び海岸・海洋」

の各分野のいずれか）の資格を有し、かつ、平成２２年度以降に国又は地方公共団体において、

道路整備事業に関する監理業務、事業促進 PPP 又は PM 若しくは CM 業務の完了実績（令和３年

３月３１日までの完了予定を含む）を有する者を定め、発注者に通知するものとする。 

２ 管理技術者は、業務内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければなら

ない。 

３ 管理技術者は、調査職員が指示する測量・調査・設計等業務の受注者（以下「関連業務受注

者」という。）と十分に協議したうえで、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 

 

（担当技術者） 

第８条 受注者は、担当技術者として、技術士（建設部門-「道路」分野）、RCCM（道路部門）又

は１級土木施工管理技士の資格を有し、かつ、平成２２年度以降に国又は地方公共団体におい

て、次に掲げる業務又は工事のいずれかの完了実績（令和３年３月３１日までの完了予定を含

む）を有する者を定め、発注者に通知するものとする。 

（１）道路整備事業に関する監理業務、事業促進 PPP又は PM若しくは CM業務 

（２）道路予備設計業務又は道路詳細設計業務 

（３）国道又は県道の道路新設工事 

 

（打合せ等） 

第９条 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、

業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打

合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

２ 連絡は、積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応

じて打合せ記録簿を作成するものとする。 

３ 業務着手時及び設計図書に定める業務の区切りにおいて、月１回程度、管理技術者と調査職

員は定例打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿を作成するものとす

る。 

 

（疑義） 

第１０条 受注者は、本業務の施行上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた

事項及び本仕様書に明記していない事項については、発注者と協議し、その指示に従わなけれ

ばならないものとする。 

 

（推進体制） 

第１１条 本業務における推進体制は、図-１のとおりである。 

２ 受注者は、第２章の業務内容について発注者の全体的な管理のもと、密接に連携して、業務

を遂行するものとする。ただし、予算管理、契約に関する事項、業務に関する最終判断及び指

示等については、発注者の権限とする。 

３ 担当技術者は、芝山町役場執務室内に常駐するものし、職員の勤務時間に準ずるものとする。 

４ 業務に必要な電算機器（パソコン、プリンター）、自動車、通信費及び事務用品等は受注者
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で用意するものとする。 

５ 業務の実施にあたり、受注者は、発注者との賃貸契約に基づき、庁舎の一部を無償で使用す

ることができる。なお、賃貸契約の詳細に関しては、受注者と発注者とが協議して定めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           図－１ 機能補償道路整備事業の推進体制 

 

 

  

発 注 者 

本業務受注者 

・成田国際空港㈱ 

本契約 

支援 

マネジメント 

別途契約・協議等 
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第２章 業務内容 

 

（業務計画） 

第１２条 本業務が確実かつ効率的に実施できるよう、次に掲げる事項について計画し、業務計

画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）使用する主な図書及び基準 

（７）連絡体制(緊急時含む) 

（８）個人情報の管理計画 

２ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調

査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。また、調査職員が指示した事項について

は、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 

 

（業務の構成） 

第１３条 本業務における構成は、図-２のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現状把握と全体事業計画の整理） 

第１４条 芝山町都市計画マスタープラン（令和元年１２月策定）、成田空港周辺の地域づく

りに関する「実施プラン」（成田空港に関する四者協議会；令和２年３月策定）等の上位関

連計画等を把握し、現地踏査を行い基本的事項について把握するものとする。 

２ 高谷川沿い道路概略設計等業務委託の成果品（令和３年３月完成予定）の内容を把握する

とともに、その上で課題や想定されるリスクを抽出し、全体事業計画を整理するものとする。 

３ 整理された課題やリスクに対して優先順位を明らかにするとともに、解決方針案について

協議し、全体事業計画案を改善するものとする。 

 

事業監理業務 
2．関係機関等 

協議 

1． 関連業務の 

監理 

 現状把握と全体事業計画の整理 

関連業務の指導及び調整等 

地元協議、住民説明及び関係行政機関協議・ 
調整等の支援（関連業務段階） 

全体事業計画把握及び進捗状況管理 

課題・リスクの整理及び検討 3．事業管理等 

発注者及び関連業務受注者間の調整 

図‐２ 業務の構成 

空港機能強化に伴う付替道路整備事業（関連業 
務段階）に係る成田国際空港㈱との協議・調整等 

入札契約事務等に対する支援  
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（関連業務の指導及び調整等） 

第１５条 受注者は、関連業務について、次のとおり指導及び調整等を行うものとする。 

（１）設計方針の調整（業務計画書の内容の把握） 

関連業務受注者から提出される業務計画書等の確認を行い、結果を調査職員に報告す

るものとする。また、関連業務間の設計方針等の調整を行うものとする。 

（２）工程の把握及び調整、進捗管理 

① 関連業務の工程を把握するとともに、検査時期、業務成果品の引渡し時期を確認し、

調査職員に報告するものとする。 

② 予定工程が著しく遅れることが予想される関連業務がある場合は、当該関連業務受

注者に対して、その理由とフォローアップの実施を求めるものとする。 

③ 関連業務の進捗の遅れが、全体工程に対して著しく影響があると判断される場合は、

その旨を調査職員に報告しなければならない。 

また、当該関連業務受注者から事情を把握し、全体業務工程の最適化を図るための

是正措置を提案するものとする。また、関連業務間の工程の調整を行い、進捗を管

理するものとする。 

（３）関連業務の指導・助言 

① 工事施工の観点及び事業期間の短縮が図られるよう、関連業務受注者に対し、適切

かつ的確な指導・助言を行うものとする。 

② 関連業務が効率的、効果的に実施できるよう、関連業務受注者に対し、適切かつ的

確な指導・助言を行うものとし、その内容について調査職員に報告するものとす

る。 

（４）関連業務の指示・協議等 

① 関連業務の契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議及び受理等にあたり、

不明確な事項の確認や、対応案の作成が必要となる場合には、調査職員の指示によ

り必要に応じて現場条件等を把握し、対応案を作成し調査職員に提出するものとす

る。 

（５）技術提案の評価及び履行確認 

① 関連業務受注者の技術提案について評価を行い、その履行を確認するものとする。 

 （６）関連業務の成果内容確認 

① 関連業務の成果について、成果の妥当性、事業期間の短縮等の観点から業務内容の

確認を行い、その結果を調査職員に報告するものとする。 

② 関連業務において行う工法・施工計画について、効率的、効果的な施工方法及び施

工計画となるよう代替案又は改善案について検討を行い、調査職員に報告するもの

とする。また、調査職員の承諾を得て、関連業務受注者に対し必要な対処案の作成

を指示し、その結果について調査職員と協議するものとする。 

（７）関連業務の検査資料確認 

① 関連業務の契約図書により義務づけられた資料及び検査に必要な書類等について確

認を行うものとする。また、業務完了検査に立会うものとする。 
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 （地元及び関係行政機関等協議） 

第１６条 地元並びに関係行政機関及び成田国際空港㈱等（以下「関係行政機関等」という。）

との協議は、調査職員の指示・指導に基づき行うものとする。 

（１）関連業務の立入に関する地元説明 

① 関連業務の実施に伴い、地元関係者の土地に立入る必要がある場合は、調査職員の

指示により、当該地元関係者に対し土地立入について了解を得るものとする。 

（２）関連業務に関する地元との調整・協議 

① 地元関係者等から事業に関する苦情・要望等があった場合、その内容を確認し調査

職員に報告するものとし、調査職員の指示により当該関係者との協議を行うものと

する。 

（３）関係行政機関等との調整・協議等 

① 設計等を実施する前に、関係行政機関等と設計条件等の基本的事項を確認（計画協

議）するものとし、その結果について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 

② 計画協議に基づき実施した設計内容を確認する他、工事を施工するうえで必要な設

計の詳細内容及び設計施工協議の状況を確認するものとし、その結果について調査

職員に報告し、指示を受けるものとする。 

③ 第１４条で整理した全体事業計画を踏まえ、関係行政機関等との速やかな調整・協

議を図るものとする。なお、関係行政機関等から再検討、要望、指示等を受けた場

合は、遅延なくその旨を調査職員に報告するものとし、調査職員の承諾を得て、関

連業務受注者に対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と

協議するものとする。 

④ 埋蔵文化財調査、環境調査及びその他事業の推進に必要な調整・協議事項について、

調査職員の指示により適切に処理するものとする。 

なお、関係行政機関等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、延滞なくその旨

を調査職員に報告するものとし、調査職員の承諾を得て、関連業務受注者に対し、

必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議するものとする。 

⑤ 地元及び関係行政機関等との協議資料の作成 

調査職員から指示があった場合には、地元及び関係行政機関等との協議資料を作成

するものとする。 

 

 （事業管理等） 

第１７条 事業管理等は、調査職員の指示・指導に基づき行うものとする。 

（１）全体事業計画の把握及び進捗状況の管理 

① 第１４条の全体事業計画の整理において作成した全体事業計画の工程と、実際の事

業進捗状況を常に把握し、把握した結果を調査職員に報告するものとする。 

② 事業進捗状況により、事業計画の変更や作業手順の見直しを必要に応じて実施し、

調査職員に報告するものとする。 

（２）事業期間の短縮に関する検討 

① 供用目標が達成できるよう、事業期間を短縮するためのメニューについて提案を行

い、調査職員に報告するものとする。 
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② 関連業務受注者の技術提案に基づく全体事業計画等の見直しを行うものとし、その

結果について調査職員に報告するものとする。 

（３）事業のコスト縮減に関する検討 

① 関連業務の設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下させることのない、計

画段階におけるコスト縮減の提案を行い、調査職員に報告するものとする。 

② 関連業務受注者の技術提案に基づく具体的なコスト縮減の検討を行うものとし、そ

の結果について調査職員に報告するものとする。 

(４) 工事計画の検討 

① 全体事業計画及び事業の進捗状況等を考慮し、効率的な工事計画の検討を行い、調

査職員に報告するものとする。 

② 工事計画及び関連業務の成果に基づき、工事発注計画の作成に必要な概略数量計算、

図面の整理及び確認を行い、調査職員に提出するものとする。 

（５）入札契約事務等に対する支援 

   ① 関連業務受注者を決定するための入札契約事務等を支援するものとする。 

（６）情報公開、広報の企画及び実施 

① 当該事業区間に関する情報公開のために、必要な資料を準備するものとする。 

② 事業に関する広報計画の立案を行うものとし、調査職員との協議により広報を実施

するものとする。 

（７）その他事業の推進 

① その他事業の推進に関する事項について検討を行うものとする。 

 

 （業務実施体制） 

第１８条 業務実施体制は、図－３のとおりである。 

２ バックオフィスの設置について、必要に応じて発注者と協議し、決定するものとする。ま

た、作業内容に応じては、バックオフィスは契約変更の対象とするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 業務実施体制 

管理技術者（非常駐） 

担当技術者（１名・常駐） 

バックオフィス（非常駐） 

＊高谷川及び栗山川の河川改修計画関連 

＊残地活用環境整備計画関連 

＊環境配慮事項関連 

＊町道等の付替道路整備事業関連 

＊その他 
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（成果品） 

第１９条 本業務における成果品は、次に掲げるとおりとする。 

成果品 提出時期等 成果内容 

業務日報 毎日 日々の監理業務内容を業務日報で整理し報告する。 

・契約の履行の確保に関する実施内容 

・監理業務に関する実施内容 

打合せ記録簿 １回／月 打合せ内容を書面で整理し報告する。 

 

提出書・ 

報告書等 

その都度 

・実施後に記録し、

調査職員に提出 

仕様書に基づき実施した検討事項等について、 

目的、経緯、結果等を整理し報告する。 

（１） 報告書等 １部 

（２） 報告書等原稿（電子媒体） 一式 

（３） その他必要な成果 一式 

 

 （その他） 

第２０条 大規模災害発生時には、発注者及び関連業務受注者と連携し災害対応業務に協力し

なければならない。 

２ 仕様書に明示がない事項ついては、調査職員との協議により対処方法を決定し、決定した

事項を文書化し、契約図書の一部とする。 

 


