
 

 

 

 

 

 

 

 

燃ゆる感動かごしま国体セーリング競技会 

リハーサル大会会場設営等業務委託 
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第1 総  則 

業務の実施にあたっては、競技会場及び施設等(以下「会場施設」という。)に係る、業務仕様

書等を参考とし、かつ以下の事項に基づいて業務を実施するものとする。なお、業務の実施に

ついては施設管理者及び他事業施行業者と協議、連携し、業務履行管理上の注意義務を持って

業務を行うものとする。 

1 設計図書の優先順序 

設計図書の優先順序は、監督職員が指示する場合を除き①現場説明及び現場説明等に

対する質問回答書②仕様書（特記仕様書を含む）③図面（物品一覧表を含む。）とする。 

2 『現場説明書（履行条件明示事項）』に含まれる事項 

設計図書に基づき監督職員が受託者に指示した書面及び受託者が提出し、監督職員が

承諾した書面は、現場説明書に含まれるものとする。 

3 明示されない履行条件について 

本業務委託は、多種多様な業務があり、また、不確定要素が多く、明示された施工条

件について契約当初に明確にできないことや業務の実施期間中起こるべき全ての事柄を、

明示できない制約がある。明示されない条件、明示事項が不明確な履行条件についても、

業務請負契約書の関連する条項に基づき、発注者と受託者が協議できるものであり、業

務着手前における履行計画の段階等で発注者と受託者が協議の上で、履行条件等を確認

し、整理を行い、以後の設計変更に反映させるものとする。 

 

4 業務委託に係る会場施設の現場確認について 

本書を示すことにより、本業務委託に係る現場説明は行わない。 

なお、入札参加者が入札額積算のため、止むを得ず、現場確認を行いたい場合は、燃

ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

の競技担当者に事前に連絡し、会場及び競技会場の管理者の了解を得たうえで、現場確

認を行うこと。 



第2 履行条件明示事項 

本業務の履行にあたっての履行条件を下記に明示するので、受託者は、履行計画書の作成時及

び業務履行時においては、十分留意するものとする。 

なお、明示した履行条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、履行条件が当

初の段階で想定できず、業務実施期間中に発生した場合についても、発注者と受託者が協議し、

契約変更の対象とする。 

1 業務内容 

(1) 業務概要（当初設計） 

業 務 名 
燃ゆる感動かごしま国体セーリング競技リハーサル大会会場設営・

撤去等業務委託 

業務場所 
鹿児島市平川特設セーリング会場、鹿児島市立平川小学校体育館及

び会場周辺 

業務概要 
鹿児島港浜平川港区における、燃ゆる感動かごしま国体セーリング 

競技リハーサル大会会場設営等の業務 

設計説明 設計図書（図面、仕様書、特記仕様書、諸室指示書） 

(2)業務概要（変更後） 

業 務 名  

業務場所  

業務概要  

変更理由 設計変更指示書一覧による 

 



2 工程関係 

(1) 本業務と工程が重複する業務は下記のとおりである。 

    ①燃ゆる感動かごしま国体セーリング競技リハーサル大会中継放送業務委託（予定） 

     発注元 実行委員会 

    ②燃ゆる感動かごしま国体セーリング競技リハーサル大会開催準備業務委託（予定） 

なお、連絡及び調整事項の内容は、監督職員に報告すること。 

 

(2)本業務における、施工期間及び施工方法等の制約条件は、下記のとおりである。業務 

にあたっては、適切な処置を行うこと。 

なお、詳細な施設の閉館や業務を行えない時期等については契約後、発注者及び施設 

管理者と協議すること。 

制約条件 位置等 制約条件 

設営期間 

鹿児島市平川特

設セーリング会

場 

 

施工期間は平成 31年 8月 1日（木）9時から 

9月 10日(火)16時まで 

鹿児島市立平川

小学校体育館 

施工期間は平成 31年 9月 13日（金）13時から 

9月 16日(月)17時まで 

駐車場要件 

鹿児島市七ツ島

運動公園多目的

広場 外 

作業に必要な車両の進入及び駐車は、施設管理者と事前

に協議すること 

道路要件 

鹿児島市平川特

設セーリング会

場 

会場周辺道路については、トラック等の駐停車不可 

(3)本業務における、関係者及び地域住民との協議案件及び時期は、次のとおりである。 

・鹿児島港浜平川港区利用者への事前説明 

・レース実況放送の受託業者との放送設備等についての協議 



3 履行計画 

(1)  履行計画書（業務工程表）は、設計図書及び現場条件等を考慮し、速やかにガントチ

ャート方式で作成、提出すること。 

(2)  受託者は、履行計画書（業務工程表）の内容に変更が生じた場合には、その都度、当

該業務に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならな

い。 

(3) 業務の着手前までに履行体制に関する業務履行体系図（又は組織図）を作成し、監督

職員に提出すること。なお、履行体制に変更が生じた場合は、その都度、監督職員に提

出すること。 

4 周辺環境保全関係 

(1) 施工現場での騒音・振動等の対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は

速やかに対処すること。 

5 安全対策関係 

(1) 業務現場においては、労働災害公衆災害防止に努めること。 

(2) 本業務における設営及び撤去時における交通整理員は、安全上、必要と思われる個所に

受託者が配置すること。 

(3) 交通安全施設は、下記により実施することを原則とする。 

①仮設ヤード周りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じるこ

と。 

②車道部分に接し、車等の飛び込みの恐れのある場合には、ガードレール・視線誘導板、

回転燈等を設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮すること。 

(4) 現場の出入り口の管理は、施錠を行うなどして、適切に管理すること。 

(5) 交通規制箇所については、規制期間を極力短くし、袋小路にならないように計画するこ

と。また、行事等の時期を把握し、地元の希望に沿う規制方法とすること。 

(6) 安全帯の着用・使用について 

高さ 2m 以上の高所作業で墜落の危険がある場合など、安全衛生規則が定めるところに

従って安全帯を着用・使用すること。 



6 仮設工事関係等 

(1) 業務用道路関係 

公道及び私道を業務用道路として使用する場合は、交通管理、安全管理を十分に行い、

事故・苦情がないようにすること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、受託者

の責任において速やかに原形復旧すること。 

(2) 受託者に起因する工期延長等に伴う、仮設材の損料又は賃料期間の設計変更は、原則と

して行わない。 

7 工程管理について 

受託者は、業務の進捗状況を示す工程管理資料を作成し、保管しなければならない。

検査時の提出は不要であるが、監督職員が必要に応じ提出を求めた場合は応じなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第3 指導事項 

1 労働災害防止について 

労働災害を防止することは、業務委託を実施する受託者の責任であり、人命尊重・労

働者保護の観点から安全確保に関する責任の重要性の再認識と自主的労働災害防止活動

の推進はもとより、つぎのことについて特段の配慮を行うこと。 

(1) 設計条件・現場の状況等を踏まえて、業務委託の計画段階において安全性

の検討を行うこと。 

(2) 必要な技術者を配置し、業務の技術管理の徹底を行うこと。  

(3) 同一現場で複数の業者が作業を行う場合、安全衛生に関するそれぞれの業

者の責任範囲を明確化し、責任体制の確立を図ること。 

(4) 労働者の健康保持・労働災害防止の観点から適正な労働時間・休日の確保

を配慮するなど工程の適正化を図ること。 

(5) 競技会場等のみならず、資機材等の運搬等における安全管理にも配慮する

こと。 

(6) 災害が発生したときは、被災者の救護及び二次災害の発生防止に努め、現

場の保全を図るとともに、速やかに市実行委員会・労働基準監督署及び所

轄警察署に連絡をして適切な指導をうけること。 

2 下請関係について 

(1) 一括下請の禁止等について 

①業務を一括して他人に請負わせないこと。 

②不必要な重層下請をさせないよう下請負人を指導すること。 

(2) 下請負人の選定について 

①下請負人は、可能な限り地元業者から選定すること。 

②下請業者は、履行能力、雇用管理及び労働安全管理の状況。労働福祉の状況、

下請との取引の状況等を総合的に勘案して優良なものを選定すること 

③指名停止中の業者を下請負人として使用しないこと。 

④暴力団及びその関係業者を下請負人として使用しないこと。 



(3) 下請負人決定通知書の提出について 

下請負人決定通知書は、全ての業務委託において、下請負人の使用の有無を問わず、

履行体系図に添付のうえ、工事着手前に必ず提出し、監督職員の確認を受けること。ま

た、提出後、記載内容に変更・追加が生じたときは、履行体系図とともに、変更・追加

分の下請負人決定通知書を速やかに提出すること。 

(4) 下請負契約関係の明確化について 

①元請負人の地位を不当に利用して、原価に満たない請負代金額で下請契約

を締結しない等、公正な下請契約を締結すること。 

②下請契約については、施工実態が伴わない請負契約等の不適切な形態の契

約を締結してはならないこと。また、契約の締結にあたっては当事者間の

権利義務関係を契約内容として明確にすること。 

3 公害等の防止について 

(1) 業務の履行中における騒音・風塵等の公害防止又は交通対策に努め、とく

に地域住民の生活に影響を及ぼす事項については、地域住民・関係先との

協議を密にし、もし、履行途中における苦情等がよせられた場合は、すみ

やかに誠意をもって対処すること。 

(2) 会場設営現場における空き缶等（空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻、

資材等）の散乱の防止のため、美化に努めること。 

4 業務の適正な履行の確保について 

業務の適切な履行については、適切な資格、経験、技術力等を有し、専らその職務に従

事する者（受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。以下「現場代理人」

という。）を配置すること。この場合において、業務主任者(変更)届を契約時に提出する。 

5 労働福祉の改善等について 

(1) 建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保等に努める

こと。 

(2) 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の規定に基づき、雇用した労働者に対

する、労働保険(雇用保険)を申告・納付すること。 

 



6 業務委託等からの暴力団又は暴力団関係者の介入の排除について 

受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 不当要求を受けた場合（下請負人が受けた場合を含む。以下同じ。）は、速やかに

警察への届出を行うこと。 

(2) 当該業務において不当要求を受けた場合は、前項の警察への届出に加え、その旨を

速やかに不当要求報告書により市長へ報告（監督職員へ通知）すること。 

(3) 不当要求が要因により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督職員

と工程に関する協議を行うこと。 

7 ダンプトラック等による過積載等の防止について 

(1) 積載重量制限を超過して会場設営用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 

(2) さし枠装着車、物品積載装置の不正改造したダンプトラック等及び不表示車等に資

器材等を積み込ます、また積み込ませないこと。並びに競技会場等に出入りするこ

とのないようにすること。 

(3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から資器材等の引き渡しを受ける等、過積

載を助長することのないようにすること。 

(4) 取引関係のある運搬事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂

等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

(5) 下請契約の相手方又は資器材等の納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関

する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事

故を発生させた者を排除すること。 

(6) 以上のことにつき、下請契約における受託者を指導すること。 

8 確認及び完成検査について 

(1) 受託者は、確認及び完成検査を受けなければならない。 

(2) 確認及び完成検査は、実行委員会の検査職員が実施する。 

(3) 検査職員からの指摘事項及び指導事項があった場合は、すみやかに改善するととも

に、改善内容について監督職員へ報告すること。 

(4) 確認は、業務の状況を考慮し、必要に応じ実施する。 

 



9 工程表の提出について 

工程表は、履行計画書を提出する場合は、別途提出する必要はない。また、変更契約

時に工期の変更がある場合も同様の取扱いとする。 

10 設計変更の取扱いについて 

設計変更の対象になると思われる事項が生じた場合は監督職員と協議を行うこと。ま

た、協議した結果 設計変更が必要と判断された場合は、監督職員からの変更指示に基

づき業務を行うこと。なお、変更指示の内容については、別途打合せ簿を作成し、監督

職員、現場代理人双方で確認を取り交わすこと。 

なお、変更契約における委託料の増減金額については、契約時に提出した見積内訳書

等をもとに算定することとする。 

 


