
高崎外２３地区鉛給水管解消業務委託仕様書 

 

 

（総則） 

第１条 委託者（以下「甲」という。）および受託者（以下「乙」という。）は、この仕様書

に基づき、業務を履行しなければならない。 

 

（目的） 

第２条 本仕様書は、高崎外２３地区鉛給水管解消業務委託に適用するものであり、業務を

適正かつ円滑に実施するため、委託契約書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、契約の適正な履行を図るために定める

ものである。 

 

（業務の内容） 

第３条 本業務は、別紙位置図に示す２４地区（高崎１～４丁目、南生石西、南生石東、王

子山の手町、上八幡、金谷迫、机張原、深河内、賀来新川１～２丁目、賀来北１～３丁目、

賀来南１～２丁目、荏隈町１～２丁目、大字賀来、宮苑、東院、野田、中尾、国分、森、

敷戸台２丁目、敷戸北町、敷戸西町、明野東２～４丁目、明野南１～３丁目）の対象とな

る鉛給水管の事前調査、地元や地権者との協議・調整、配水管から分岐されている鉛給水

管の取り替え及びそれに附帯する業務とする。なお、上記地区の内、明野東２～４丁目、

明野南１～３丁目については事前調査、地元や地権者との協議・調整までとする。 

 

（法令等の遵守） 

第４条 乙は、業務の履行に当たり、水道法の他、労働関連法令、その他関係法令および条

例等を遵守しなければならない。 

 

（再委託） 

第５条 乙は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲

の承諾を受けなければならない。 

前項に規定する「主たる部分」とは、本委託業務における総合的企画、業務遂行管理及

び技術的判断をいう。 

３ 乙は本委託業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にして

おくとともに、協力者に対して適切な指導、管理のもとに本委託業務を実施しなければな

らない。 

  なお、協力者は、大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領（平成 12 年

大分市告示第 477 号）又は大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領

（平成 21 年大分市告示第 553 号）に基づく指名停止期間中であってはならない。 

 



（提出書類等） 

第６条 乙は、契約関係書類のほか、次に掲げる書類を提出するものとする。 

 (1) 契約締結後、業務開始前までに速やかに提出する書類 

   ・現地調査員一覧表 

   ・業務計画書 

   ・総括責任者選任届 

 (2) 定期報告書類 

   ・業務報告書（給水装置変更図、鉛管廃止調書、給水管切替報告書、数量計算書、記

録写真） 

   ※給水管切替報告書は、電子データでも提出すること 

 (3) 業務完了後速やかに提出する書類 

   ・成果物引渡書 

   ・業務完了報告書 

   ・竣工図（位置図、平面図） 

   ・その他監督員の指示する書類 

   ※竣工図は電子データで提出すること 

 (4) 随時提出する書類 

   ・着工前調査報告書（鉄管探知機等の使用による管路調査後、管路調査状況写真・管

路調査完了写真・別紙「管路調査報告書」を提出） 

   ・打合簿等 

   ・その他監督員の指示する書類 

 

 （業務計画書） 

第７条 乙は、業務計画を策定し提出すること。なお、業務計画書には、次の事項について

記載しなければならない。 

 (1) 業務概要に関すること 

   業務方針並びに業務の概要 

 (2) 現場組織に関すること 

   現場組織表、緊急時の体制及び連絡体制、業務従事者一覧表 

 (3) 業務工程に関すること 

   業務工程表 

 (4) 業務方法に関すること 

   業務実施方法並びに作業手順 

 (5) 安全管理に関すること 

   安全対策、異常気象時の防災対策、資格を必要とする作業に係る有資格者 

 (6) 交通管理に関すること 

   交通管理、交通処理、交通誘導員の配置計画、過積載防止 

 (7) 環境対策に関すること 

   大気汚染・水質汚濁・振動・騒音・ごみ・ほこり対策 

 (8) その他必要事項 



 

（配置技術者等の資格） 

第８条 乙は、業務を履行するに当たり、下記の技能及び資格を有する技術者をそれぞれ配

置しなければならない。 

(1) 大分市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 12 条第 1 項第 2 号に規定する

技能を有する者を現場に配置すること 

(2)建設業法第 24 条及び第 26 条に規定される水道施設工事における技術者に必要な資格 

 

 （調査員証の交付、返納） 

第９条 業務遂行にあたり、甲は乙の現地調査員（以下「調査員」という。）に調査員証を

交付するものとする。調査員は、本作業中は調査員証・腕章を常時携帯していなければな

らない。 

  乙は、業務が完了したときは、遅滞なく調査員証を甲に返納しなければならない。 

 

 （土地の立ち入り等） 

第 10 条 乙は、現場調査作業のため、宅地内（公有又は私有の土地）に立ち入る必要があ

る場合は、あらかじめ所有者の了解を得なければならない。調査員は、大分市上下水道局

発行の調査員証と腕章を常時携帯し、常に分かるように表示しておくこと。また、調査員

証の提示を求められた場合はこれを提示しなければならない。 

 

（官公庁への諸手続） 

第 11 条 乙は、業務の履行に係る官公庁への手続について、書類の作成、提出その他必要

な手続を行うものとする。 

 

 （施工上の諸注意事項） 

第 12 条 乙は業務にあたり、次の事項を踏まえ実施しなければならない。 

(1) 交通誘導警備員については、給水管取替及び舗装施工時原則 2 名を配置すること。な

お、現場条件により配置人数の増減が必要な場合は、監督員と協議すること。 

(2) 事前に管路調査等を行い、宅内掘削等の工事内容を土地所有者等に説明し、承諾を得

ること。 

 (3) 施工の 1 週間前までには施工予定箇所の土地所有者等及び付近住民に対し騒音や断

水等について周知すること。 

 (4) 当日の施工箇所については、前日までに甲へ報告すること。 

(5) 掘削を行う場合は、土砂および地山の崩壊防止を徹底し、必要に応じて土留工を施す

等事故のないように十分注意すること。 

(6) 掘削に当たり、水道施設や他の占用物件には十分に注意し、万が一占用物件に損害を

与えたときは、全て乙の責任とする。 

(7) 道路その他の工作物を汚損させないこと。汚損させた場合は、作業終了の都度、洗浄・

清掃すること。 

 (8) 騒音規制法、振動規制法及び公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために、



必要な措置を講じること。 

 (9) 作業時間は、甲の執務時間内に行うことを原則とする。また、関係機関等から作業期

間や時間帯について条件が付された場合には、当該条件を厳守すること。 

(10) 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し作業場所の清掃に努めること。 

 

 （提供資料の取扱い） 

第 13 条 乙は、業務の履行に当たり、上下水道局職員立ち会いの下、各システムから出力

した配水管図、給水装置図等の資料は、使用後速やかに返却しなければならない。また、

給水装置図等は、複写を禁止する。 

 

 （守秘義務） 

第 14 条 当該業務に関して業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このこと

は、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第 15 条 乙は、この契約による業務を履行するに当たり、個人情報の保護に関し、別記「個

人情報取扱特記事項」に定める事項を遵守しなければならない。 

 

（品質管理等） 

第 16 条 乙は、業務の履行に当たり品質確保の管理方法を明確にし、水道工事施工管理基

準、土木工事施工管理基準を遵守すること。 

 

（安全の確保） 

第 17 条 乙は、業務の履行に当たり、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努

めなければならない。 

２ 乙は、業務の履行場所およびその付近で行われる道路管理者等の工事がある場合は、常

に協力して安全の確保のための措置を講じなければならない。 

３ 乙は、安全上の障害が生じた場合は、直ちに必要な措置を行うとともに、監督員に報告

し追加措置等について協議を行わなければならない。 

 

（事故の報告） 

第 18 条 乙は、業務の履行中に事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるととも

に、事故発生原因、被害状況、経過および講じた措置について、速やかに監督員に連絡し

なければならない。その後、甲に文書等により報告するものとする。 

 

 （検査） 

第 19 条 乙は、毎月の業務が終了した後、業務報告書等を甲に提出し、検査を受けなけれ

ばならない。 

２ 甲は、大分市上下水道局建設工事検査要綱に準じて検査するものとする。 

 



（契約代金の支払） 

第 20 条 乙は、前条第２項の検査に合格した時は、契約代金の支払を請求することができ

る。 

２ 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に契約代

金を乙に支払わなければならない。 

 

 （契約代金の算定） 

第 21 条 甲は、施工箇所ごとに大分市上下水道局の積算基準に基づいて算出した金額

（1,000 円未満切り捨て）に落札率を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた金額を契約

代金として算定する。 

 

（契約金額） 

第 22 条 本委託契約の契約金額は、標準的なものを想定して積算したものであるため、契

約締結時の金額を保証するものではない。 

２ 本委託契約の契約金額は、履行状況に応じて甲乙協議の上、変更契約をするものとする。 

 

（火災保険等） 

第 23 条 乙は、成果物及び材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を火災保

険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）

に付さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを

直ちに甲に提示しなければならない。 

３ 乙は、成果物及び材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちに

その旨を甲に通知しなければならない。 

 

（その他） 

第 24 条 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

第１ 基本的事項 

受託者は、個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報を含

む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

の取扱いを適正に行わなければならない。 

第２ 秘密の保持 

受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

第３ 従事者の明確化 

  受託者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、委託者から求めがあった

ときには、委託者に報告しなければならない。 

第４ 従事者への監督及び教育 

  受託者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いにつ

いて監督及び教育を行わなければならない。 

第５ 収集の制限 

受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務

の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法によ

り行わなければならない。 

第６ 適正管理 

受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、

改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

第７ 目的外利用及び提供の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して

知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

第８ 持ち出しの禁止 

  受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、受託者がこの契

約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を

持ち出してはならない。 

第９ 複写又は複製の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うた

め委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはな

らない。 

第１０ 再委託の禁止 



受託者は、委託者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う

業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。 

第１１ 資料等の返還 

受託者は、この契約による業務を行うため委託者から提供を受け、又は受託者自ら

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が

別に指示したときはその指示に従うものとする。 

第１２ 従事者への周知 

受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後にお

いても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用し

てはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければなら

ない。 

第１３ 報告義務 

  受託者は、委託者から求めがあったときは、特記事項の遵守状況及び委託業務の履

行状況について、委託者に対して報告しなければならない。 

第１４ 調査 

委託者は、受託者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報

の状況について、随時実地に調査することができる。 

第１５ 事故報告 

受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知

ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が

終了し、又は解除された場合においても同様とする。 

第１６ 契約の解除及び損害賠償 

委託者は、受託者がこの特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができる。 
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