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特 記 仕 様 書 

 

§１ 工事概要 
 

１．工事件名 

中山投棄場閉鎖対策工事 

 

２．工事場所 

中山投棄場 滋賀県彦根市中山町 381-1 

 

３．工事概要 

  本工事は、以下の工事を対象とする。 

１）覆土工事 

  ２）遮水工事 

  ３）雨水排水工事 

  ４）雨水調整池工事 

  ５）ガス抜き管補修工事 

  ６）浸出水送水工事 

  ７）道路工事 

  ８）門・囲障工事 

９）撤去工事 
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§２ 工事特記仕様書 
 

第1章 総則 

本工事は、彦根愛知犬上広域行政組合が実施する「中山投棄場閉鎖対策工事」で、県の公

共工事から発生する土砂を利用して、中山投棄場の覆土工事を実施するものである。 

 

1－1 適用範囲 
本工事の施工にあたっては、滋賀県一般土木工事等共通仕様書(令和２年４月)および滋賀県一

般土木工事等共通仕様書付則（令和２年４月県土木交通部）に準ずるものとする。 

また、本工事は彦根愛知犬上広域行政組合工事請負契約約款を遵守し、1．本特記仕様書、2．

設計書(本工事内訳書)、3．設計図面、4．滋賀県一般土木工事等共通仕様書、および滋賀県一般

土木工事等共通仕様書付則により施工すること。なお、上記相互間に相違がある場合の優先順位

は記載の順序とする。 

さらに、本工事は下記の仕様書、法令、規則、指針等にしたがって施工する。 

 

・滋賀県一般土木工事等共通仕様書 

・滋賀県一般土木工事等共通仕様書付則 

・滋賀県土木工事施工管理基準運用方針(案) 

・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 

・廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 

・水質汚濁防止法 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・滋賀県環境影響評価条例 

・道路法 

・道路構造令 

・道路土工指針（道路協会） 

・施工指針（道路協会） 

・道路排水工指針（道路協会） 

・のり面工・斜面安定工指針（道路協会） 

・舗装の構造に関する技術基準・同解説（道路協会） 

・舗装設計施工指針（道路協会） 

・コンクリート標準示方書（土木学会） 

・労働安全衛生法・同規則 

 

以上のうち“法”は、それぞれ、施行令、施行規則および関連通達通知等を含むものとする。 

 

1－2 土地の指定・規制等 
一般廃棄物最終処分場の埋立地内 

 

1－3 施工計画 
受注者は、各工事の施工可能期間を発注者および監督員に確認した上で、施工計画を作成する

こと。 

 

1－4 安全対策 
受注者は、労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則等に基づき十分な安全衛生管理を行

い労働災害防止に努めると同時に、第三者障害防止に万全の対策を行わなければならない。 
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また、工事中の風水害等防止に留意するとともに、必要があれば監督員と協議の上、処置対策

を行い、予防に努めなければならない。 

 

1－5 技術者 
本工事は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理

要領」に基づいた計画設計により施工するものであることから、受注者は各工事について十分な

知識と技術を有する技術者を選任しなければならない。 

 

1－6 受注者の責務 
受注者は、この特記仕様書および設計図書に明記なき事項であっても、環境保全上、あるいは

防災上当然行わなければならない事項は受注者の負担で行うこと。 

 

1－7 協議 
地形等の現場条件が設計図書と著しく異なるときは、すみやかに監督員に報告し協議するとと

もに、指示を受けなければならない。 

 

1－8 特許権の調査 
本工事の特殊な施工方法に関する特許権については、その有無を事前に調査すること。 

 

1－9 提出書類 
滋賀県一般土木工事等共通仕様書を準用すること。 

 

1－10 工事記録写真の撮影 
「工事写真の撮り方」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を準用すること。 

 

1－11 竣工図書の提出 
受注者は、以下の竣工図書を提出すること。 

① 竣工図（A1 観音綴じ製本） ·························· ２部 

② 竣工図（A3 観音綴じ製本） ·························· ３部 

③ 工事記録写真（電子データ） ························ １式 

④ 竣工図の電子データ ･･････････････････････････････ １式 

⑤ 廃掃法に伴う必要書類(組合指示による) ･････････････ １式 

 

1－12 その他 
受注者は、本工事の施工に先立ち、工事の安全を確保するため、「安全訓練等の実施計画書」に

従い、必要な措置を講ずること。工事の内容に変更が生じた場合は、監督員の指示に従い、変更

図面および数量計算書を作成し提出すること。その他、不明点・疑間点のある場合は監督員と協

議し、指示を受ければならない。 

また、本工事は県の公共工事で発生する土砂を利用して、中山投棄場の覆土工事を実施するた

め、土砂の搬入時期、搬入量が県の工事によって左右される。そのため、土砂の搬入については

監督員と十分に協議しながら工事を進めなければならない。 
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第2章 施工計画 
 

2－1 施工計画の承諾 
受注者は、本工事着手前に下記の事項を含んだ施工計画書を提出し、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

また、必要に応じて施工図を提出し、同様に監督員の承諾を得なければならない。 

①工事概要 

②計画工程表 

③現場組織表 

④指定機械 

⑤主要船舶・機械 

⑥主要資材 

⑦施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

⑧施工管理計画 

⑨安全管理 

⑩緊急時の体制および対応 

⑪交通管理 

⑫環境対策 

⑬現場作業環境の整備 

⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

⑮その他 

 

2－2 施工計画の変更 
施工計画または施工図を変更しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得るこ

と。 

 

 

第3章 準備工 
 

3－1 降雨対策 
土砂の流出等を防止するため、現場の状況に応じて仮排水溝、法面防護策等を受注者の責任に

おいて設置し、滞水場所は工事の支障にならないよう十分に配慮しなければならない。 

 

3－2 粉塵対策 
受注者は、工事期間中、乾燥時および強風時で周辺へ粉塵等の影響が予想される場合、直ちに

散水を行うこと。埋立地内では敷鉄板の上を走行させるように車両を誘導し、土砂がタイヤに付

着しないよう注意を促すこと。また、敷鉄板上部の清掃を徹底して行うこと。 

 

3－3 騒音振動対策 
受注者は、工事においても騒音、振動等で周辺に与える影響が軽微になるよう注意して施工す

ること。 

 

3－4 測量等 
受注者は、設計書・設計図面等により現場の地形構造を把握するとともに、埋立地の状況や構

築する構造物の設置位置等を明確にするため、施工計画書の作成前に起工測量を行うこと。 
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第4章 仮設工事 
 

4－1 仮設設備の設置 
工事に必要な受電・給水設備等の仮設設備は、施工計画に基づき監督員と協議し、受注者の負

担において設置撤去すること。 

 

4－2 仮設道路 
施工初期の仮設道路については発注図面を参考とし、覆土の盛土状況に応じて配置や形状等を

再計画し、監督員の承諾を得たのち施工すること。 

 

4－3 土嚢作成 
土嚢は、上層マットの上部と下部を仮押えするために作成するのもで、50ｍ分の 250 袋を準備

する。 

 

4－4 資材および土砂搬入路 
本処分場の搬入道路は、交通誘導員を配置し、資材の搬入、土砂の搬入出等がある時は交通安

全対策を徹底するとともに一般車輌が通行する道路は常に清掃しておくこと。 

 

4－5 場内雨水排水工 
場内雨水排水工の計画および施工については、事前に計画書を作成し、監督員の承諾を受けな

ければならない。 

 
 

第5章 覆土工事 
 

5－1 盛土 
盛土材料は、県の公共工事から発生する土砂を利用して工事を行うため、土砂の搬入時期や搬

入量が県の公共工事に左右される。そのため、盛土材料の敷均し・締固めにあたっては、その状

況に応じて一様に敷均し、盛土全体にわたって均等に締固めなければならない。特に、遮水工部

分の盛土は、シートを破損させないよう十分に注意して施工すること。 

盛土の管理基準値は、試験盛土結果に基づいて決定するが、原則として最大乾燥密度の 90％以

上を目標とすること。管理試験の結果、所定の密度が得られない場合は、監督員の指示により管

理基準値を変更することがある。 

 

5－2 法面工 
１）盛土法面整形 
盛土法面整形は、法表面で実施するもので、十分に締固め・転圧を行い、斜面の安全性を確

認すること。 

２）植生工 
法面の植生工は、法表面の保護、侵食防止、凍上崩壊抑制、早期法面被覆を目的として植生

マット工を行う。また、平坦部の種子散布工は令和３年 10 月頃に県の公共工事から発生する土

砂の搬入が終わり次第実施する。 
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第6章 遮水工事 
 

6－1 上部マット工 
１）上部マットの仕様・規格 
シート保護材の仕様・規格は、以下のとおりとする。 

シート保護材 ：合成繊維短繊維不織布（ニードフルマット N=10） 

           厚さ 10mm、幅２ｍ、長さ 10ｍ 

            質量 620g/㎥、引っ張り強さ 縦 100N/5 ㎝ 横 100N/5 ㎝ 

            伸び率 縦 5％ 横 10％ 

２）施工方法 
①上部マットは手動式熱風溶着機で接合する。ただし、隅角部等で手動式熱風溶着機が使用

できない箇所の接合は、結束ジグを使用する。 

②重ねあわせ代は、100mm 以上とする。 

３）管理方法 
①上層マットは、遮水シートの上部を十分に清掃した後に敷設する。 

４）一時的な固定工 
  遮水シートと上部マットは、両面テープと土嚢で固定する。なお、土嚢は平積とし上部マッ

トの上部と下部を仮押えする。 

 

 

第7章 雨水排水工事 
 

7－1 埋立地内排水路 
埋立地内の雨水排水路は、埋立地内進入道路の整備が終わった段階で実施する。 

側溝の設置にあたっては、基礎砕石を十分に締め固め、不陸が無いように整形する。側面の埋

戻しは締固めに偏りが無いよう注意深く均等に実施する。 

 

7－2 横断側溝新設部 
 新設する横断側溝は、管理用道路の横断側溝部の表層が撤去され次第、施工を実施する。 

側溝の設置にあたっては、基礎砕石を十分に締め固め、不陸が無いように整形する。側面の埋

戻しは締固めに偏りが無いよう注意深く均等に実施する。なお、横断側溝部分の舗装は進入道路

の舗装に合わせて実施する。 

 

7－3 横断側溝改修部 
改修する横断側溝は、新設する横断側溝と同様に管理用道路の横断側溝部の表層が撤去され次

第、施工を実施する。 

側溝の撤去後は、基盤の亀裂の状況を確認し、亀裂が大きい場合は亀裂の補修を行った後に基

礎砕石を敷きならす。 

側溝の設置にあたっては、基礎砕石を十分に締め固め、不陸が無いように整形する。側面の埋

戻しは締固めに偏りが無いよう注意深く均等に実施する。なお、横断側溝部分の舗装は管理用道

路の舗装に合わせて実施する。 

 

 

第8章 雨水調整池工事 
 

8－1 防草マット工 
１）防草マットの仕様・規格 
防草マットの仕様・規格は、以下のとおりとする。 
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シート材 ： 材  質 ポリエステル長繊維不織布 

       厚  さ 5ｍｍ 

       重  量 150g/m2  

       遮 光 率 99％以上 

       物  性 引張強度 縦方向 300N/5cm 以上 

                 横方向 200N/5cm 以上 

       透水係数 1.1×10-2 

固定ピン ： 角 杭 材質 普通鉄線  

直径 3.2mm±10％ 

           長さ 195mm±10％ 

        穴 板 材質 ポリエチレン 

直径 60mm±10％ 

            厚さ 2mm±10％ 

２）施工方法 
①施工する場所の雑草を根本から除去し、 施工面が平坦になるように整地する。この時、大

きな石等がある場合は事前に回収する。 

②施工面に防草シートを置き、端部一箇所に専用の固定ピンを用いて固定する。シートを固

定した後、防草シートのロールを広げてゆがみやヨレが無いことを確認し、端部を固定す

る。 

③両端部を固定したら、シートの中央部を固定し、他の部分を等間隔で本固定する。 

３）管理方法 
①防草マットは、敷設下地の表面に突起、段差、陥没等が無いことを確認した上で敷設する。

敷設の際には、必ず監督員による確認を受けること。 

４）固定工 
  防草マットは、パット付きの固定ピンで固定する。なお、固定ピンは 0.5m ピッチで設置する。 

 

  

第9章 ガス抜き管補修工事 
 

9－1 ガス抜き管① 
ガス抜き管①は、現在の形状をそのまま使用すること。また、地表部分には雨水が流入しない

よう雨水流入防止堰堤を設置する。堰堤用の土砂はしっかり締固めを行う。 

 

9－2 ガス抜き管② 
ガス抜き管②は、現在の形状をそのまま使用することとし、巻立て部に単粒度砕石の充填を行

う。なお、単粒度砕石の充填は、土砂が混入しないよう丁寧に実施する。 

また、地表部分には雨水が流入しないよう雨水流入防止堰堤を設置する。堰堤用の土砂はしっ

かり締固めを行う。 

 

 

第10章 浸出水送水工事 
 

10－1 浸出水送水管 
 浸出水送水管は、下流の埋立区画と同様に塩ビ管を延長し、埋立地の最上流部まで浸出水を送

水できるようにする。新設する送水管はネットフェンスの外側に配置し、最上流部で埋立地内に

引き込む。 

また、浸出水送水管の末端には浸出水送水池を整備して大雨の際に浸出水を送水できるようにす

る。浸出水送水池の周りには侵入防護柵を配置する。 
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さらに、既設塩ビ管部分は、継ぎ手部分とサポートが一部外れているため、補修工事を合わせて

実施する。 

 

 

第11章 道路工事 
 

11－1 管理用道路の表層撤去と再設置 

管理用道路の表層は、上流側から下流側に向かって撤去し、雨水排水工の横断側溝の整備が終

わり次第再舗装する。なお、管理用道路は外周水路の側壁に接しており、南側はガードレールが

埋め込まれているため、構造物が破損しないよう丁寧に表層の撤去と再舗装を行う。 

 

11－2 進入道路の舗装工 

埋立地内進入道路の舗装は、アスファルト舗装を行う。 

１）路床の管理 
調整池廻りの路床は、外周水路の蓋をする部分（高さを 20 ㎝嵩上げ）以外が現在の地盤面と同

じ高さになるよう地山表面を掘削する。なお、路床表面は突起物や不陸が無いよう十分に締め固

める。 

２）路盤工 
路盤工は、上層路盤に粒度調整砕石Ｍ-30 を厚さ 10cm、下層路盤にクラッシャーランＣ-40 を

厚さ 10cm として敷設する。敷設にあたっては、必要厚さが確保できるよう路盤材を敷均し、十分

に締固めを行う。管理用道路との擦り付け部分の路盤はクラッシャーラン C-40 を厚さ 15cm とし

て敷設する。 

３）舗装工 
舗装工はアスファルト舗装とし、表層に厚さ 5cm の密粒度アスファルトを敷設する。 

施工にあたっては、舗装表面に水溜りができないよう設計図に示す横断勾配を付けて施工する。 

砕石舗装工は、クラッシャーラン C-40 を厚さ 15cm として敷設する。 

 

11－3 土留め工 
調整池南側の進入道路は、調整池の周辺に設置されているネットフェンスを撤去しないまま道

路高さを 20 ㎝嵩上げすることから、土留擁壁を設置する。土留擁壁の設置にあたってはフェンス

基礎の脇を掘削することから、基礎ブロックを破損させないように施工する。 

 

11－4 ガードレール撤去工 
調整池南側の進入道路は、管理用道路と外周水路の間に土中式のガードレールが設置されてい

ることから上部をガスで切り落とし、支柱の中を砕石で充填する。 

 

11－5 外周水路蓋設置工 
 調整池南側の道路は、道路幅員の拡幅のため、外周水路の上部に蓋を設置する。蓋にはスリッ

トを付けて、道路上部の雨水が排水できる構造とする。また、蓋の設置にあたっては外周水路の

側壁に車重を掛けないよう橋台（支持杭は松杭）を設置する。 

 調整池北側の道路は、水路を横断して水路北側の山林部分に進入できるようにする。横断部の

東側にはバルブゲートが付いておりφ1000 のヒューム管が埋設されている。ヒューム管の谷側は

斜面となっていることからこの部分に土留擁壁を設置して幅員を確保する。 
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第12章 門・囲障工事 
 

12－1 大型門扉 
 埋立地最上流の大型門扉の設置は、埋立地内進入道路の路盤が完成し次第、フェンスの撤去を

行い、その後に基礎工事を実施する。門扉の基礎は既設の遮水工押えコンクリートの上部をはつ

り、その位置に基礎コンクリートを打設する。 

 

12－2 片開き門扉 
片開門扉の設置は、他工事の支障にならない時期に実施する。本工事では基礎コンクリートを

撤去せずに支柱をカットし、ベースプレートを設置して新たな支柱を取り付ける。 

 

12－3 ネットフェンス撤去・再設置 
 ネットフェンスの撤去と再設置は、他工事の支障にならない時期に実施する。また、本工事で

はフェンスの基礎コンクリートは撤去せず、支柱が折れている箇所は基礎コンクリートにベース

プレートを設置し、ベースプレートに支柱を取り付ける。 

 

 

第13章 撤去工事 
 

13－1 飛散防止テント 
 飛散防止テントの撤去は、中継施設の作業を終了する令和３年４月以降に実施する。テントの

廃棄にあたっては、金属とプラスチックに分けて処分する。 

 

13－2 外周水路ゲートの撤去 
外周水路南側にあるゲートは、調整池廻りの進入道路の整備前に実施する。 

ゲートの撤去は、外周水路の側壁より上部に出っ張っている部分のみを切断して撤去する。そ

のため閉塞用の蓋は既設の蓋を利用する。 

 

13－3 洗車場の機械設備の撤去 
本工事では、洗車場の機械設備の撤去を行い、電気設備（現場盤とプルボックス）は残置する。 

また、水槽部分は土砂で充填し、表面の 15cm は粒度調整砕石 M-30 を用いて覆う。なお、水槽

を充填する土砂は令和３年 10 月頃に県の公共工事から発生する土砂を使用する。 

図１に洗車場の機械設備の参考図を示す。 

 

図１ 洗車場の機械設備の参考図 
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第14章 管理試験 
管理試験は、受注者の負担により下記を実施し、その結果については試験報告書として監督員

に提出しなければならない。 

 

14－1 盛土管理 
１）盛土管理試験 

盛土は、無作為に３箇所以上サンプルを抽出して突き固めによる土の締固め試験を行い、締

め固める土の管理基準値を決定する。なお、土質が変化した場合はその都度突き固めによる土

の締固め試験を行い、管理基準値の見直しを行う。 

 

２）その他 

その他、「滋賀県一般土木工事等共通仕様書」、「滋賀県土木工事施工管理基準運用方針(案)」

により各管理試験を行うこと。 

 

 

第15章 建設副産物の処分 
本工事では、管理用道路のアスファルト舗装（表層）を廃棄処分する。また、飛散防止テント、

外周水路のゲートの一部、および洗車場の機械設備も廃棄処分する。 

本施工範囲における建設副産物については、性状等を確認するとともに、廃棄物処理計画を提

出し、監督員と協議の上、処理・処分する。 


