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第１ 総則 
 

１．「設計・整備に関する業務要求水準書」の位置づけ 

「設計・整備に関する業務要求水準書」（以下、「要求水準書」という。）は、本市が天

王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業（以下、「本事業」という。）の実施にあたり、原

状回復業務を含む設計・整備業務について、本事業を実施する事業者（以下、「事業者」

という。）に要求する性能水準を示すものである。 

また、要求水準書の適用範囲は、本事業にかかる全ての建築物及び工作物の設計・整

備に対し適用することとするが、新世界ゲートエリアの動物学習・休憩施設内で事業者

が整備（内装・設備等）については、別途提示予定の工事区分（概略）に従い、事業者

の施工区分範囲に対し適用する。ただし、特に定めがない限り、「第２ 施設設計要件」

「１．適用法令等」「（２）適用する図書等」については、本市への寄附の対象となる施

設に適用する。 

なお、要求水準書に規定のない事項又は要求水準書に関し疑義を生じた場合は、本市

と事業者は誠意をもって協議するものとする。 

 

２．事業者の責任及び費用分担 

事業者は要求水準書に示す全ての業務（本市への寄附の対象となる施設等）及びその

業務に関連する全ての調査・調整・準備業務等について、事業者の責任及び費用負担の

もと、事業者自ら実施すること。 
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３．本市と事業者の業務分担 

本事業の設計・整備等の業務（原状回復業務を含む）における本市と事業者の業務分

担は次のとおりとする。 

 

大分類 中分類 小分類 業務内容 

業務分担 

備考 
市 

事業

者 

設計・整備に

関する業務 

設計業務 

事前調査業務 事前調査業務  ●   

設計業務 

基本設計  ●   

実施設計  ●   

その他の業務  ●   

完了確認業務 完了確認業務 ●  
要求水準書等を満たしているか

について確認を行う 

整備業務 

整備工事 

建築工事 ※ ●  

土木工事  ●   

電気設備工事  ●   

機械設備工事  ●   

植栽工事  ●   

その他工事  ● 
電力、ガス、上下水道、通信線

などの引き込み等 

完了検査業務 完了検査業務 ●  
要求水準書等を満たしているか

について確認を行う 

工事監理業務 工事監理業務 工事監理業務  ●   

申請手続き業

務及び関連業

務 

申請手続き業

務 

申請手続き業

務 
 ●   

その他業務 
その他関連す

る業務 
 ●   

原状回復業務 

設計業務 

実施設計  ●   

その他の業務   ●   

完成確認業務 ●   
要求水準書等を満たしているか

について確認を行う 

原状回復工事 原状回復工事   ●   

工事監理業務 工事監理業務   ●   

完了検査業務 完了検査業務 ●   
要求水準書等を満たしているか

について確認を行う 

 ※てんしばゲートエリアにおける既存施設の撤去及び埋戻し等については、本市費用負担

のもと事業者が行う。 
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第２ 施設設計要件 

 

１．適用法令等 

事業者は、本事業の実施にあたり、次の関係法令等を遵守すること。なお、関係法令

等については、設計・施工者の責任において調査し、各々の許認可などの手続き上設定

される基準日に、最新のものを採用すること。 

 

(1) 関係法令等 
   【法令・施行令等】 

次の法律及び施行令等 

 都市計画法 
 都市公園法 
 建築基準法 
 消防法 
 文化財保護法 
 道路法 
 下水道法 
 水道法 
 ガス事業法 
 電気事業法 
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 
 電波法 
 建築士法 
 屋外広告物法 
 建設業法 
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
 大気汚染防止法 
 水質汚濁防止法 
 土壌汚染対策法 
 労働安全衛生法 
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 
 個人情報の保護に関する法律 
 駐車場法 
 その他関連法規 

 

【条例等】 

 次の条例及び関係規則等 

 大阪市公園条例 
 大阪府生活環境の保全等に関する条例 
 大阪市個人情報保護条例 
 大阪市暴力団排除条例 
 大阪市情報公開条例 
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 建築物における駐車施設の附置等に関する条例（大阪市） 
 大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例 
 大阪市みどりのまちづくり条例 
 大阪市建築基準法施行条例 
 大阪市屋外広告物条例 
 大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領・同実施基準（大阪市） 
 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 
 その他関連条例、要綱等 

 

(2) 適用する図書等 
・ 工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事] 平成28年6月（大阪市建設局） 

・ 公園工事標準図面集 平成13年11月（大阪市建設局） 

  

※工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事]・公園工事標準図面集については、以下

のアドレスからダウンロードの上、使用すること 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000180561.html 

・ 公共建築工事標準仕様書（25年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（25年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修 

・ 建築物解体工事共通仕様書（24年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

 

(3) 優先順位 
次に示す項目のうち、内容に相違がある場合の優先順位は、次のとおりとする。 

① 関係法令等 

② 天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業協定書（以下、「協定書」という。） 

③ 質問回答書 

④ 要求水準書・天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業者募集要項（以下、「募

集要項」という。） 

⑤ 適用する図書等 

 

  

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000180561.html
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第３ 設計・整備等に関する要求水準 

 

１．各施設の設計水準 

事業者は、各施設等の設計にあたり、次の項目を遵守すること。 

 事業者は、要求水準書を満たす限りにおいて、大阪市と事前に協議のうえ、自由
に設計できるものとする。 

 事業者は、全ての既存施設（本市への寄附の対象となる施設含む）に対して、そ
の機能や維持管理等に支障のない設計とすること。 

 事業者は、ハード・ソフトの両面で高齢者、身体障がい者、外国人観光客等の利
用に配慮した設計とすること。 

 本市は、要求水準書に記載していない事項を含め、本市の管理運営に支障をきた
すと判断した場合、事業者に対し配置・構造等の変更を求めることができる。 

 事業者は、都市公園法第５条の規定に基づく設置許可申請後許可を得るまでに、
天王寺公園内で本事業にかかる測量や現地調査等を行う場合、事前に本市へ承諾

を得ること。 

 事業者は、協定書締結後、設計に着手し、設計の進捗状況や内容について随時、

書面にて本市に報告し、本市の確認を受けること。 

 事業者は、設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等のわかる必要書類
を書面により本市に提出すること。 

 事業者は、設計完了時に上記の書面内容が、事業条件等に適合しているか否かに
ついて本市の設計完成確認を受けること。 

 事業者は、本市の設計完成確認後、本市の承諾を得られれば工事に着手すること
ができる。なお、本市が要求水準書の要求する水準に満たないと判断した場合又

は要求水準書に記載していない事項を含め、本市が管理運営に支障をきたすと判

断した場合等は、本市は事業者に対し設計内容の修正を求めることができる。 

 工事途中において、当初設計完成確認内容の変更が生じた場合については、本市
に変更内容の分かる書面を提出し本市の承諾後工事にかかること。 

 

(1) 基本的事項について 
 事業エリア周辺は天王寺動物園の出入り口などが隣接しているため、歩行者等の
動線や騒音など周辺利用に配慮した計画とすること。 

 本工事に当たって必要な既存施設の撤去及び埋戻し等に際しては、事業者の責任
で行うこと。 

 工事期間中の公園利用者動線の確保などについては、本市及び「てんしば」管理
者である近鉄不動産（株）と協議のうえ進めること。なお、工事関係車両の通行

時はゲ－トや道路出入口周辺に別紙 12「工事車両の標準搬出入ルート」を基準

として交通誘導警備員の配置計画等を行い、本市と協議すること。 

 事業エリア周辺及び車両通行路は常に清掃等を行い、美観に努めること。 
 公園既設設備と接続を行う場合や、既設設備の改造・増設等を行う必要がある場
合は、本市の管理運営に支障をきたさないよう事業者の責任のもと設計・整備し、

事前に本市の承諾を得るとともに、施工時期などの調整を十分に行ったうえで施

工すること。 

 工事等により、既存施設を損傷させた場合は、同じ材料で復旧を行うこと。なお、
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同じ材料が入手困難な場合は、本市と協議を行うこと。 

 事件・事故が発生した場合は、ただちに本市へ報告を行い、その指示に従うこと。 
 

(2) 既存施設及び本市整備予定区域について 
各施設の設計にあたっては、既存施設及び本市整備予定区域の機能、維持管理等に

支障のないよう設計すること。なお、地下埋設物の情報については募集要項第４ ４．

の「事業提案にかかる事前調査」の際、お問い合わせください。 

事業者は、既存施設及び本市整備予定区域との調整について、事前に本市の承諾を

得ること。 

 

(3) てんしばゲートエリアにおける既存施設の撤去等について 
既存施設の撤去の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」

を遵守することのほか、別紙「解体撤去工事に係る特記仕様書」に基づくこと。 

 

(4) 電力、通信、ガス、上下水道等の供給について 
電力、通信、ガス、上下水道等の供給に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適

用法令等」を遵守することのほか、次の条件を満たすこと。 

 電力、通信、ガス、上下水道等の供給について、事業者は周辺状況を調査し、各
供給事業者と協議のうえ、本市の施設から引き込みを行うことができる。ただし、

その場合は既存の公園施設の機能を損なわないよう考慮し、事前に本市の承諾を

得ること。 

 電力、通信、ガス、上下水道等の供給について、本市の施設から供給しない場合
は、各供給事業者と協議のうえ、新たに引き込みを行うこと。 

 事業者にて布設を行った配管等の地中埋設物については、その経路及び深度が判
る図面を本市に提出すること。 

 

(5) 給水施設について 
給水施設の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」を遵

守することのほか次の条件を満たすこと。また、項目に無いものについては、別途協

議すること。 

 給水管は、原則、耐衝撃性硬質塩化ビニル管を使用すること。 
 給水管は、埋設することを原則とし、管上部に埋設標示テープを敷設する。やむ
を得ず地上部に露出させる場合は、管の保護等、必要な措置を講じること。 

 給水管について、やむを得ず、本市の施設から分岐する場合は、事前に本市の承
諾を得るものとし、本市の関連施設の給水機能に支障をきたすことなく、かつ、

使用料が明確になるように配置計画・整備を行うこと。 

 維持管理用の散水施設については、半径 25m/基を基本とし、表面の清掃及び植

栽の潅水など維持管理に支障をきたさないよう、適正に配置すること。 
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(6) 排水施設について 
排水施設の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」を遵

守することのほか次の条件を満たすこと。また、項目に無いものについては、別途協

議すること。 

 園路・広場における排水については、原則、表面排水とし、維持管理に支障をき
たさないよう、適切な表面の水勾配を確保すること。 

 排水管は、原則、硬質塩化ビニル管を使用するものとし、排水管の管径について
は、排水管の設置勾配と設計流量に対して最大流量が得られるよう十分な余裕を

もって決定すること。 

 排水管の勾配は、原則0.5％以上とすること。      

 トイレ排水及び雑排水等を排水するための管渠（以下、「汚水管」という。）は、
原則、最小0.6m/sec最大3.0m/secとすること。 

 雨水を排水するための管渠（以下、「雨水管」という。）又は雨水管と汚水管の合
流管は、原則、計画排水量に対し流速を最小0.８m/sec最大3.0m/secとするこ

と。 

 事業者は、本市に寄附する施設を除いた雨水管及び汚水管について、本市の施設
を使用する場合、事前に本市の承諾を得るものとし、関連施設の排水機能及び維

持管理等に支障をきたさないよう設計・整備すること。 

 

(7) 園路広場及び管理施設について 
園路広場及び管理施設の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用

法令等」を遵守することのほか次の条件を満たすこと。また、項目に無いものについ

ては、別途協議すること。 

 管理用車両通路及び公園利用者の通過園路（以下、「園路」という。）については、
新たな施設配置をふまえ、公園利用者の利便性を高め、通行機能等を確保した設

計を行うこと。 

 園路の路面仕上げについては、滑り抵抗値を事前に提示したうえで設計を行うこ
と。 

 管理用車両の通路として必要となる通路幅は 4ｍ以上とし、上空の有効高さは

4.5ｍ以上確保する。なお、路面仕上げについては車両総重量８ｔの車両が通行

可能な構造とすること。 

 

(8) 電気設備について 
電気設備の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」を遵

守することのほか次の条件を満たすこと。また、項目に無いものについては、別途協

議すること。 

 原則、公園内での架線敷設は認められない。 
 園内でケーブル（受電・照明・通信回路等）を敷設する場合は、ケーブルを電気
配管に納め、高圧については地下1.2ｍ以上、低圧その他については地下0.７ｍ

以上の深さに埋設すること。また、埋設電気配管上部に埋設表示テープを敷設す

ること。 

 照明施設の配置は、「JIS Z 9110 照度基準」に示す照度基準を遵守し、既設
照明灯の照度・器具を参考に、周辺環境に配慮した照明施設の配置を設計・整備

すること。 



 8 

 原則、事業者が設置する拠点施設には、内線電話を設置すること。施設の設置の
際は、本市と協議のうえ、必要な内線電話回線を本市施設のＭＤＦ（主配電盤）

から引き込むこと。 

   

(9) 植栽について 
植栽の設計・整備に際しては、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」を遵守す

ることのほか次の条件を満たすこと。また、項目に無いものについては、別途協議す

ること。 

 植栽地における有効土層は１ｍ以上とし、植栽基盤に適さない場合は、必要に応
じて適切な土壌改良等を行うこと。 

 植栽の配置は、周辺の景観等を考慮し、見通しが効き、容易に維持管理できる植
栽設計・整備とすること。 

 植栽材料については、公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）の基準を遵守し、
高木については、原則、幹周り15㎝以上の樹木を使用すること。 

 

２．申請手続等 

 事業者は、関係法令に基づき建築確認等の手続きを行うこと。また、各種手続き
が円滑に進められるよう、申請時期や手続き方法等について事前に十分な調整を

行うこと。 

 事業者は、その他必要となる関係機関との協議に係る手続きを行うとともに、事
業者は本市が行う申請手続きに必要な資料等の作成を行うこと。 

 

３．工事等に関する諸条件 

事業者は、本事業に伴う工事等において、次の項目を遵守すること。 

 

(1) 工事着手前業務（事前調査等）について 
工事着手前業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

 事業者は、工事等で公園内を車両等により通行する場合、「第３ 設計・整備等
に関する要求水準」「１．各施設の設計水準」「（１）基本的事項」に基づき、公

園利用者のための動線を確保する対策を講じ、安全管理の配慮及び万全な事故防

止策を十分検討したうえで、本市と事前に協議し、本市の許可を得ること。なお、

動物園・公園の利用状況に応じて、安全対策や既存施設の養生等の対策を講じる

こと。 

 事業者は、工事等に先立ち、関係機関や各供給事業者等と協議及び必要な手続き
を行うこと。 

 事業者は、事前調査や着工に先立ち、近隣住民や公園利用者等への説明・調整を
十分に行い、工事の円滑な進行や近隣住民や公園利用者等の理解を得るとともに、

これらの安全を十分に確保すること。 

 事業者は、各業務を行うにあたり、近隣住民や公園利用者等に及ぼす諸条件を検
討し、問題があれば適切な処置を行うとともに、要請や意見に対して可能な限り

対応すること。 

 事業者は、建設業法に基づき、工事の適正な施工を確保するため、実際に施工を
行っている現場に、一定の資格、経験を有する技術者等を配置し、施工状況の監

理・監督をすること。 

 事業者は、工事着手前に次の書類を提出し、本市の承諾を得る。なお、内容及び
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書式については、「工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事] 平成28年6月（大

阪市建設局）」公共建築工事標準仕様書（28年版）国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修、公共建築改修工事標準仕様書（28年版）国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修及び建築物解体工事共通仕様書（24年版）国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修を参考とすること。 

① 工程表 

② 施工体制台帳及び施工体系図 

③ 緊急連絡先通知書 

④ 施工計画書 

⑤ 打合せ書 

⑥ 工事使用材料一覧（本市への寄附の対象となる施設に限る） 

⑦ 使用材料承諾書（本市への寄附の対象となる施設に限る） 

⑧ その他本市が必要とするもの 

 施工計画書の内容については、「工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事] 平成
28年6月（大阪市建設局）」に定める内容を参考とすること。なお、本市は、施

工計画書の内容について、必要に応じて項目の追加や必要な資料の添付を求める

ことができる。 

 本市は、必要に応じて事業者に対し、近隣住民や公園利用者等への工事の事前説
明資料等の作成・提供を求めることができる。 

 

(2) 施工期間中の業務について 
施工期間中の業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

 事業者は、「第２ 施設設計要件」「１．適用法令等」及び工事の安全等に関する
指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って、施設等の整備工事を実施する

こと。 

 事業者は、「第３ 設計・整備等に関する要求水準」「１．各施設の設計水準」「（１）
基本的事項について」に基づき、工事中における近隣住民及び公園利用者等に対

する万全な安全対策を講じること。 

 事業者は、近隣住民及び公園利用者等に対して、工事状況の説明と調整を十分に
行うこと。 

 事業者は、既設の公園施設等を破損又は本市の許可なく撤去することのないよう
に施工する。万一、誤って破損または撤去した場合は本市関係者等の指示に従い、

事業者の責任と負担において、原状回復すること。 

 本市は、事業者が行う工事に関するあらゆる調整会議等に立ち会うことができる
ものとする。また、本市は常に、工事現場において施工状況の確認を求めること

ができ、不具合等を発見した場合は調整を行うことができる。 

 事業者は、工事施工時に施工管理基準に基づく書類を提出し、本市の確認を得る
こと。なお、書式については、「工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事] 平成

28年6月（大阪市建設局）」を参考とすること。 

 

(3) 工事監理業務について 

工事監理業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

 事業者は建設業法に基づき、工事の適正な施工を確保するため、実際に施工
を行っている現場に、一定の資格、経験を有する技術者等を配置し、施工状
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況の監理・監督をすること。 

  

 工事監理者は、各業務の実施において、適時、業務結果を書面にて本市へ報
告すること。 

 工事監理者は、本市への対象となる施設等の工事において、次の内容の工事
監理業務を行うこと。 

① 工事監理者は、工事に先立ち、工程表・施工計画書等を確認すると共に、

遅滞なく必要な届出手続き等が行われていることを確認すること。 

② 工事監理者は、工事に先立ち、施工計画書・施工図等を確認し、設計書

や適用する図書等が遵守されているか確認すること。また、施工の各段

階において、施工状況の確認や材料試験の立会い・出来高の検査等を行

うこと。 

③ 工事監理者は、工事の協議・指示事項等について書面で残すこと。 

④ 工事監理者は、工事監理状況を「工事監理報告書（月報）」により、毎月

末に進捗状況等を本市へ随時報告すること。なお、報告書の様式（任意）

は、事前に本市へ提出し、承諾を得ること。 

 

  (4) 完了確認業務について 

完了確認業務の実施に際しては、次の項目を遵守すること。 

 本市は、事業者の工事完了後、事業条件等に従って、工事が行われたことを
確認するため工事の完了検査を行う。 

 事業者は、本市の完了検査の実施にあたり、工事写真及び工事出来高図等、
本市が必要とする書類を提出すること。なお、工事写真の管理基準について

は、「工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事] 平成28年6月（大阪市建設局）」

に準ずる。 

 本市は、完了検査の結果、整備した施設等において、設計書等と齟齬が生じ
ていた場合、事業者に対して、補修又は改修等を求めることができる。 

 

 

４．工事車両通行条件について 

事業者は、既存施設の解体、土地造成、新規施設の整備にあたり、次の条件に従い工

事関係車両の通行を行うこと。 

 工事関係車両の通行するルートには道路と兼用する園路があるので、必要な手続

きを行うこと。  

 工事関係車両の工事進入路は、別紙12「工事関係車両の標準搬出入ルート」を参照

すること。なお、事業契約後から工事期間中に「工事関係車両の標準搬出入ルート」

の変更等の必要が生じた場合、本市は事業者に対し協議、対応を求めることができ

る。 

 原則として、工事関係車両は車両総重量 8ｔの車両までとするが、重機・資材等の

搬出入に伴う大型車両については、別途協議すること。 

 原則として、土日祝や動物園での大規模イベント時の工事関係車両通行は行わな

いこととし、やむをえず通行しなければならない場合は本市と協議のうえ、承認

を得るものとする。 

 工事関係車両通行時は、別紙12「工事関係車両の標準搬出入ルート」で示した位
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置に交通誘導警備員を配置すること。歩行者・自転車と車両の対面通行区間につ

いては、誘導を行うなど、双方が安全に通行できるよう配慮すること。 

 てんしばゲート前については、工事関係車両進入路として幅員3.5mのアスファルト

舗装（仮設舗装）を施すこと。また、事業者は工事着手前の舗装状況及び支障とな

る公園灯・樹木等について、本市と現地立会などの確認と状況詳細を記録し復旧に

備えておくこと。 

 仮設舗装範囲のインターロッキングブロックは再利用のため丁寧に取り外し、事業

者の責任のもと本市の指示する場所で厳重に保管すること。新規施設整備終了後、

インターロッキングブロックを再利用し、元と同じ仕様で復旧を行うこと。 

 工事関係車両進入路のうち、てんしばゲート前については単管バリケードを設置

するなど、安全対策を施すこと。ただし、動物園来園者の入出路として間口4.0m

の通路を２か所確保すること。また、工事期間中は段差が生じないようにしてく

おくこと。 

 工事進入路施工にあたり支障となる樹木等については、本市の指示する場所に移

植し、新規施設整備後に本市と協議し原状回復すること。また、同様に支障とな

る公園灯についても取り外し、本市の指示する場所で保管することとし、新規施

設整備終了後に復旧すること。 

 公園灯及び樹木等の復旧については、「工事請負共通仕様書[公園緑化土木工事] 

平成28年6月（大阪市建設局）」の仕様に準じるとともに、本市の承諾を得た後

に施工すること。 

 

 

５．引渡し・所有権の移転 

事業者は、事業者が整備し本市に寄附する施設等について、本市へ引渡し及び所有権

を移転する際に、次の項目を遵守すること。 

 事業者は、本市による完了検査後、本市に寄附する施設等について、本市に引渡
し、所有権を移転する。この時、行政財産として登録するために必要な各種書類・

資料を作成し、本市に提出すること。 

 事業期間内において、本市に寄附する施設等に瑕疵が発見された場合、本市は事
業者に対し、補修等を求めることができる。 

 

６．原状回復に関する設計水準 

事業者は、事業期間終了後（設置許可等を取り消しまたは更新しない場合、事業者が

事業を途中で中止する場合を含む）原状回復にかかる設計について要求水準書を満たす

と共に、次の項目について遵守すること。 

 事業者は、事業終了後 6ヶ月以内の本市が指定する期日までに、事業者の所有す
る施設等及び事業者の責により汚損もしくは破損した部分を、速やかに原状回復

するとともに、本市の立会いのもとで本市に返還する。ただし、事業者が次期事

業者との間で、事業者が有する権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、か

つ、これらの譲渡について本市が事前に同意した場合は、この限りではない。 

 事業者は、原状回復工事の設計業務について、随時、設計の進捗状況や内容を報

告し、本市の確認を受けること。 

 事業者は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の
必要書類を書面により本市に提出し、本市の承諾を得ること。 
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 事業者は、原状回復工事の設計完了時に上記、書面の内容が、事業条件等に適合
しているか否かについて本市の完了確認を受ける。事業者は、本市の完了確認後、

本市の承諾を得られれば原状回復工事に着手することができる。なお、本市が事

業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、本市は事業者に対し、設計

内容の修正を求めることができる。 

 

７．原状回復工事に関する諸条件 

事業者は、事業期間終了後（設置許可等を取り消しまたは更新しない場合、事業者が

事業を途中で中止する場合を含む）、原状回復工事に際しては、「３．工事等に関する諸

条件」を遵守すること。 

 

８．その他 

 事業者は本市への寄附の対象となる施設について、設計・整備内容に著作権が含
まれたものを使用する場合は、あらかじめ本市と協議すること。 

 著作権は関係法令等に基づき処理すること。また、個人情報保護についても関係
法令等を遵守すること。 

 



解体撤去工事に係る

特記仕様書



Ⅰ．共通事項
1． 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、下記の■の仕様書による。

■ 「公共建築工事標準仕様書（25年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｣
（以下、「標仕」という。）

■ ｢公共建築改修工事標準仕様書(25年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｣
(以下、｢標改仕｣という。)

■ ｢建築物解体工事共通仕様書(24年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｣
(以下、｢解共仕｣という。)

□ ｢吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ等粉じん飛散処理工事仕様書(平成18年版)大阪市住宅局監修｣
(以下、｢ｱｽﾍﾞｽﾄ仕様書｣という。)

□ ｢公共住宅建設工事共通仕様書(22年度版)公共住宅事業者等連絡協議会編集｣
(以下、｢公住仕｣という。)

2．

3．

Ⅱ．特記事項
1. 項目は、■の付いたものを適用し、□は適用しない。
2. 特記事項は■の付いたものをすべて適用し、□は適用しない。
3. 本仕様書内の［　］内記載番号は下記による。

［標○.○.○］内の表示番号は、標仕の当該項目・図または表を示す。
［改○.○.○］内の表示番号は、標改仕の当該項目・図または表を示す。
［解○.○.○］内の表示番号は、解共仕の当該項目・図または表を示す。
［ア○.○.○］内の表示番号は、ｱｽﾍﾞｽﾄ仕様書の当該項目・図または表を示す。
［住○.○.○］内の表示番号は、公住仕の当該項目・図または表を示す。

Ⅲ．法令の遵守
1.

解体撤去工事に係る　特記仕様書

総則

本工事に電気設備工事及び機械設備工事等を包含する場合、それぞれの工事標準仕様書
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)を適用する。
建築基準法、消防法等の関係法令に基づく官公署その他の関係機関の検査においては、
その検査に必要な資機材、労務、資料等を提供すること。

解体撤去工事にあたっては、関係法令に基づき法令等を遵守し施工すること。



■1 工事に伴う諸手続き[標1.1.3][改1.1.3][解1.1.3]

□2 電気保安技術者[標1.3.3][改1.3.3][解1.3.3]
□適用する □適用しない

■3. 発生材の処理等[標1.3.8][改1.3.8][解1.3.10]
■発生材のうち再資源化（再生処理）を図るもの
■コンクリート塊、アスファルト塊 □

■引渡しを要するもの
引渡物品 □図示 ■（ ＰＣＢを含む電気設備変圧器 ）
引渡場所 □図示 ■（ 本市が指定する場所 ）

■特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法
品名 □図示 ■（ 電気設備変圧器、発電機 ）
処理方法 □図示 ■（ 第５章　特別管理産業廃棄物等の処理等による ）

上記以外については関係法令に基づき適正に処分すること。

■4. 建設副産物対策の取組み
建設リサイクル法に基づき関係法令に従い施工すること。

■5. 排ガス対策型建設機械の使用

1章　一般共通事項

水道・ガス・電気等の申請手続きは一切請負者が行うこと。（設備の改廃手続き及び道
路交通法、災害手続き等を含む）

本工事においては、「道路運送車両法」及び「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す
る法律（オフロード法）」を遵守するとともに、各法律の対象外となる「エンジン出力
が８～１９ｋＷの小型建設機械」、「発動発電機や空気圧縮機等の可搬式建設機械」及
び「オフロード法施行前の既生産車」を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械
（第３次基準）指定制度」に基づき指定された排出ガス対策建設機械を使用するものと
する。



【第１章　一般共通事項】
■1. 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所［解共1.3.5］

■敷地内 □図示

【第３章　解体施工】
■1. 解体工法

■油圧式破砕機及び切断機等による低騒音低振動工法

■2. 騒音測定、振動測定
■工事着手前及び工事中に行う騒音測定、振動測定を行う

（測定箇所は閲覧図書及び現地状況による）

■3. 浄化槽・排水槽等の汚水及び汚物の回収・清掃・消毒等［解共3.2.1］
□図示 ■〔閲覧図書及び現地状況による 〕

□4. 杭の解体［解共3.9.2］
□引抜き（工法・範囲は閲覧図書及び現地状況による）
□破砕（工法・範囲は閲覧図書及び現地状況による）

■5. 樹木等の伐採伐根及び移植［解共3.10.1］
■樹木等の伐採伐根（範囲は閲覧図書及び現地状況による）
■樹木等の移植（範囲は閲覧図書及び現地状況による）

■6. 地下埋設物・埋設配管［解共3.11.1］
■地下埋設物の解体撤去（範囲は閲覧図書及び現地状況による）
■埋設配管の解体撤去（範囲は範囲は閲覧図書及び現地状況による）

■7. 埋戻し・盛土・整地・残土処分［解共3.11.1］［標表3.2.1］［標3.2.5］
■撤去後の埋め戻し及び整地
■種別 （■A種 ■B種 □C種 □D種）
■場内の土砂により平坦に整地する

■建設発生土の処理
■場外自由処分 □場外指定地処分（北港指定地） ■場内敷き均し

【第４章　建設廃棄物の処理】
■1. 再資源化等［解共4.4.1］

■建設資材廃棄物の再資源化の適用
■蛍光ランプ・ＨＩＤランプ
■硬質塩化ビニル管
■ガラス

□木材の指定建設資材廃棄物としての縮減

□再資源化された建設廃棄物の現場での利用

■2. 産業廃棄物広域認定制度［解共4.4.2］

■3. 最終処分場等［解共4.4.4］

■4. 処理に注意を要する建設廃棄物［解共4.5.１］
■処理に注意を要する建設廃棄物の処理
□図示 ■〔有孔ボード、範囲は閲覧図書及び現地状況による 〕

■せっこうボードの処理（石綿・ひ素・カドムウム含有せっこうボードを除く）
□再資源化施設で再資源化する ■管理型最終処分場で埋立処分する

建築物解体工事

「産業廃棄物法による産業廃棄物の広域的処理に係る特例」による建設廃棄物の処理を
行う。

最終処分する建設廃棄物及び最終処分場は関係法令に従った施設とする。

建設廃棄物に応じた中間処理施設及び再資源化施設は関係法令に従った施設とする。
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【第５章　特別管理産業廃棄物等の処理等】
■1. 施工調査［解共5.1.2］

■分析調査（品名及び箇所は、１章一般共通事項による）

■2. 特別管理産業廃棄物の処分等［解共5.4.１］
■特別管理産業廃棄物の処分等（ＰＣＢを含む電気設備変圧器は本市指定場所に保管）

□3. ＰＣＢ含有シーリング材［解共5.4.4］
□分析調査（分析箇所は閲覧図書及び現地状況による）
□撤去（撤去箇所は閲覧図書及び現地状況による）

■4. 廃油［解共5.4.5］
■オイルタンク、オイルサービスタンク、機器類等の廃油の処理は関係法令による

□5. 廃酸・廃アルカリ［解共5.4.6］
□廃酸・廃アルカリの処理は閲覧図書及び現地状況による

□6. ダイオキシン類［解共5.4.7］
□サンプリング調査
□解体方法・処分方法は閲覧図書及び現地状況による

【第６章　アスベスト含有建材の除去・処理】
□1. アスベスト含有吹付け材の除去

アスベスト含有吹付け材の除去工法［解共6.3.2］
□

■2. アスベスト含有成形板の除去
アスベスト成形板処理作業の標準（施工条件の明示事項）
1. アスベスト含有成形板の撤去
(1)アスベスト含有成形板の撤去は、内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

2. アスベスト含有成形板の集積、運搬等
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

撤去作業者には、防じんマスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。

「吹付けアスベスト等粉じん飛散防止処理工事仕様書 平成18年４月 大阪市住宅局」
による。

建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破
損個所又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散するおそれがある箇所をビニール
シート等で塞ぐものとする。

撤去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合
は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と区別して保管するものとし、シー
トで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有
成形板の保管場所であることの表示を行う。
アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で
覆い、飛散防止に努める。
アスベスト含有成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合
は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。

撤去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投
下しないことの他、粉じんの飛散防止に努める。
細かく破砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なプラスチック
袋に入れる等、飛散防止の処置を講じる。

アスベスト含有成形板の撤去は、可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行
うものとし、原則として、「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト
含有成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。
撤去作業中は、湿潤剤等の噴霧、散水等により、アスベスト含有成形板を常に
湿潤な状態にして作業を行う。

撤去作業後、アスベスト含有成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉
じんが残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行
う。
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3. アスベスト含有成形板の届け出及び処理等
(1)

(2)

(3)

(4)

■3. 建築設備に使用されているｱｽﾍﾞｽﾄ含有材の処理［解共6.1.1］
□図示 ■〔電気・機械設備等 〕

【第７章　特殊な建設副産物の処理】
□1. 特殊な建設副産物の回収及び処分［解共7.1.3］

□回収・処分（品名および処分方法は閲覧図書及び現地状況による）
□分析調査（品名及び箇所は閲覧図書及び現地状況による）

【工事記録写真撮影要領（解体工事）】
  工事記録写真は、下記の内容の記録写真の撮影を行う。

（1） 
（2） 

（1）

（2）

（3） 

（4）

マニュフェストには、がれき類（石綿含有産業廃棄物）であることを明示す
る。

撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニュフェストを
監督職員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。

除去するアスベスト含有成形板の使用面積が1,000㎡以上の場合「大阪府生活環
境の保全に関する条例」による届出、書類の作成を行い監督職員に提出する。

アスベスト含有せっこうボードの処分は管理型最終処分場で埋立処分し、アス
ベスト含有せっこうボード以外のアスベスト含有成形板の処分は石綿含有産業
廃棄物として安定型最終処分場で埋立処分すること

運搬状況の撮影に当たっては、積み込み状況、副産物の内容、運搬車両のナン
バープレート等を入れて撮影する。
現場内利用や工事間利用の状況の撮影に当たっては、工事個所が特定できるよ
う周辺の背景を入れて撮影する。
再生資源化施設の状況や最終処分状況（直接最終処分する場合に限る）の撮影
に当たっては、施設名称看板等を入れて撮影する。

サイズはサービス版(7.5cm×11.0cm程度)とし、A４サイズの写真帳に整理のう
え１部提出すること。

請負金額100万円以上の建設工事（建設副産物の発生・搬出量が、コンクリート塊は10トン、廃
塩化ビニル管・継ぎ手及び廃プラスチックは1,000kg、その他は１トンに満たない工事は除く）
については、建設副産物の処理状況を把握するため、下記の内容の記録写真の撮影を行う。

撮影内容は、積み込み状況、運搬状況、現場内利用状況、工事間利用状況、ス
トックヤードの状況、受入地の状況、再資源化施設の状況、最終処分地の状
況、分別状況、再利用状況等についてわかるものとする。

工事着手前の現況、工事全工程表、工事完成を撮影する。


