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第１章 総 則 

 

 本仕様書は、彦根愛知犬上広域行政組合（以下、「発注者」という。）が発注を予定する「日夏

投棄場浸出水処理施設撤去工事」（以下「本撤去工事」という。）に適用する。 

 なお、本撤去工事の参考資料、金抜き設計書等は参考であり、工事を完遂させるために必要と

される事項は、工事受注者の責任において実施する。また、労働者の作業環境、周辺地域への環

境、廃棄物の発生量と工事コストを大きく軽減したいため、係る方針を十分踏まえた計画及び施

工とする。 

 

 

第１節 計画概要 

一般概要 

本工事は、昭和 58年 3月に竣工し、令和 2年度に廃止した日夏投棄場浸出水処理施設の全ての

施設を適切に解体撤去するものである。 

浸出水処理施設の解体撤去工事に際しては、関係法令、規則、諸通達、並びに「建築物の解体

等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」等に留意し、周辺環境に対しても十分に配慮を行うもの

とする。 

また、解体撤去における発生材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」

という。）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」）等に基

づき、適切に処理及び資源化を図るものとする。 

 

工事計画 

（１）工事名称 

日夏投棄場浸出水処理施設撤去工事 

（２）工事場所 

施設名称 ：日夏投棄場浸出水処理施設 

所在地  ：彦根市日夏町４７７４番地 

敷地面積 ：約 ８９２㎡（うち、浸出水処理施設撤去範囲 約３３２㎡） 

（３）工事対象施設：撤去範囲内の全ての浸出水処理施設及びその他付帯施設 

（４）工事工期：想定される工種から標準工程表を作成すること。 

（５）解体撤去後の跡地利用：荒神山公園の駐車場とする。 

（６）浸出水処理施設の状況 

１）浸出水の水処理について 

   ・竣  工   昭和５８年３月 

 ・水 処 理   第 1凝集沈殿(Ca除去)処理法＋生物処理法＋第 2凝集沈殿処理法 

   ・処理能力   ２４０m3/日 

   ・汚泥処理   遠心分離方式 
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２）浸出水処理施設フローシートについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

流   入 

原 水 ピ ッ ト 

反 応 槽 

第 １ 混 和 槽 

第 １ 凝 集 槽 

第 １ 凝 集 沈 殿 槽 

接 触 曝 気 槽 

中 継 槽 

第 ２ 混 和 槽 

第 ２ 凝 集 槽 

第 ２ 凝 集 沈 殿 槽 

中 和 槽 

放   流 

消 毒 槽 

汚 泥 槽 

汚 泥 濃 縮 槽 

汚 泥 貯 留 槽 

汚 泥 脱 水 機 

搬 出 処 分 

脱 水 機 排 水 中 継 槽 

図１ 浸出水処理施設フローシート 
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第２節 工事主要目 

工事内容 

本撤去工事の範囲は、撤去範囲内の全ての浸出水処理施設及びその他付帯施設を対象とし、事

前調査、施工計画、土木・建築物解体撤去工事、機械設備解体撤去工事、電気計装解体撤去工事、

有害物除去工事、解体物の処理・処分、整地工事、事後調査、工事完了報告書の作成等を行うも

のとする。 

 

工事対象 

（１）有害物除去工事 

（２）土木建築物解体撤去工事 

（３）機械設備、電気計装解体撤去工事 

（４）付帯設備解体撤去工事 

（５）整地工事 

 

表１ 本撤去工事の対象施設と工事内容 

項 目 土木建築 機械設備 電気設備 有害物除去 付帯 備考 

浸出水処理施設 ○ ○ ○ ○ ○  

その他付帯施設 ○ － ○ － ○ 排水路、電灯、樹木 

 

工事順序については、下記を想定するが、効率的な工事工程を提案すること。 

①有害物除去工事 

②土木建築物解体撤去工事 

③機械設備、電気計装解体撤去工事 

④付帯設備解体撤去工事 

⑤整地工事 

 

公害防止基準 

（１）都市計画事項 

１）都市計画区域内（市街化調整区域） 

２）用途地域：都市公園 

３）主要用途：総合公園 

４）防火区域：指定なし 

（２）公害規制関連事項 

１）騒音規制区域：第 2種区域 

２）振動規制区域：第 1種区域 

（３）環境保全に係る設計基準 

 本工事においては、解体撤去作業中に騒音・振動、交通量増加等の発生が想定されることか

ら、周辺施設ならびに周辺環境へ著しい影響がないように十分配慮しなければならない。 
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敷地境界上において各法規制値等を遵守するとともに、下記に掲げる対策や作業場の環境保

全対策を講じ、未然防止に努めるものとする。 

１）騒音・振動関係 

騒音： 

特定工場等 ；昼間（午前 8時から午後 6時）55デシベル 

特定建設作業；敷地境界において 85デシベルを超えないこと 

振動： 

特定工場等 ；昼間（午前 8時から午後 7時）60デシベル 

特定建設作業；敷地境界において 75デシベルを超えないこと 

対策：低騒音性重機の採用、防音パネル設置、早朝・夜間の作業禁止 

 

 

第３節 施工方針 

１．適用範囲 

 本仕様書は、本撤去工事の基本的事項について定めるものであり、本仕様書に明記されていな

い事項であっても、本撤去工事を遂行するために必要な施工、労働基準監督署の指導、地元住民・

公園管理者等の要望により発生する作業・調査または、本撤去工事を安全に完遂するために必要

なもの等、本撤去工事の性質上、当然必要とされる事項については、発注者と協議の上、工事受

注者の責任において実施するものとする。 

また、本仕様書の末尾の図表、資料等は基本的な内容について定めるものであり、本撤去工事

に必要なものについては、発注者と協議の上、工事受注者の責任において補足・完備させ、実施

しなければならない。なお、工事受注者の責任には、経費の負担を含む。 

本仕様書に定めなき事項については、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」、「公共建

築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部）、「滋賀県一般土木工事等共通仕様書」（滋賀県）によるものと

する。 

 

２．疑義 

 本仕様書に関して、疑義が生じた場合、工事受注者は発注者に照会し、発注者と協議、もしく

は指示を受け、その内容を十分に了解した上で施工する。 

 

３．変更 

（１）本仕様書に適合しない箇所が発見された場合、また本撤去工事の品質・安全をまっとうす

ることができない箇所が発見された場合、発注者と協議の上、改善変更を工事受注者の負

担において行う。ただし、発注者の指示等により変更する場合はこの限りではない。 

（２）各図書に対して部分的な変更を必要とする場合は、機能、施設運営及び安全上の内容が同

等以上または法令に抵触しないものについて、発注者の指示または承諾を得て変更するこ

とができる。ただし、この際に係る設計変更の手続き等は、全て理由書、比較検討書、実

績書等を添え、書面により申請し承諾を得るものとする。なお、口頭説明による変更申請
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は、原則として認めない。 

（３）変更の必要が生じた場合は、発注者の定める契約条項による。 

 

 

第４節 工事範囲 

本仕様書で定める本撤去工事の範囲は、次の各項目を含む工事一式とする。 

本撤去工事は、「石綿障害予防規則」、関係法令、規則、諸通達を遵守するものとし、それらに

伴う事前調査、施工計画、届出、作業環境測定、除染に係る施工・完了報告書等を含む。 

（１） 工事範囲 

表２ 工事範囲 

平面 敷地外周のＬ型側溝内（浸出水処理施設、公園施設の樹木等） 

深さ 水槽躯体（深さ約 2.5ｍ）、基礎（深さ約 30cm） 

 

（２）仮設工事等 

本撤去工事に必要な仮囲い、現場事務所、電力及び用水の仮設備等に係る工事一式とする。 

（３）解体撤去工事 

１）有害物除去工事 

浸出水処理施設に使用されているアスベストに係る有害物除去工事一式とする。 

２）一般解体撤去工事（土木建築、機械設備、電気設備） 

建屋、建築機械設備、建築電気設備、土木構造物、水処理施設、プラント電気設備、基礎、そ

の他付帯設備の解体撤去工事一式及び埋戻し・整地工事一式とする。 

・水処理施設が設置された敷地内は、水処理施設全体と樹木等を全て撤去して更地にする。 

・水処理施設の基礎等撤去は、廃棄物層および最終覆土層をみださない範囲での撤去とし、

PC杭の撤去は行わない（県との協議による）。 

・上水道管は、敷地内の配管、敷地脇の止水弁と舗装下の引込管（但し、入口門扉のレール

基礎下部は除く）を撤去する。 

・水道設備の撤去は、彦根市の水道工事指定業者が実施する。 

・水処理施設の水槽洗浄は、放流槽以外全て内壁を洗浄済みである。 

・配管等に残る薬液は、全て処分済みである。 

・水処理施設周辺の樹木は、全て伐採除根により撤去する。 

・原水ピットの排水は、敷地内の雨水人孔に直接放流する（別途工事）。 

・敷地の電柱(第一柱)は、関西電力が撤去する。 

・敷地内の電柱（コンクリート及びスチール柱）は、本撤去工事の範囲とする。 

・施設北側の道路を作業場として使用する場合は、交通誘導員を配置する。 

・公園施設のサインボードは、現状のまま撤去して敷地内に仮置きする。 

・建屋内に残置された備品類は、本撤去工事の対象物とする。 

・敷地南側の集水桝（２箇所）、敷地北側の集水桝及び雨水人孔は、公園内の雨水の排水経路

となっているため残置する。 
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（４）付帯業務 

地元住民・公園管理者等への説明資料、作業計画、許認可申請書等の作成に係る業務一式と

する。また、発注者の行う地元住民・公園管理者等への説明、許認可申請届出等についても支

援を行うものとする。 

 

 

第５節 提出図書 

工事着手前 

工事受注者は、工事受注後、直ちに実施計画書を作成し、発注者の承諾後に労働基準監督署と

十分な協議を実施すること。労働基準監督署へ届け出る工事計画は、実施計画書を元に作成しな

ければならない。 

（１）実施計画書 

本工事の工程や施工・工事計画等の概略を示す。ただし、実施計画書は、施工計画書を兼ね

ても構わない。 

（２）施工計画書等 

１）施工計画 

施工計画書は、設計図書の他、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」（平成 23年 3月 環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）等を参考して作成する。また、以下の内容についても記

載すること。 

① 有害物除去作業計画 

アスベスト含有成形板等について、発注者が事前に確認した調査結果及び工事受注者の負担

で実施する現地確認調査結果をもとに保護具の設定を行い、作業区分毎に有害物の除去計画・

仕様を明記する。 

② 解体撤去工事計画 

工事の解体撤去工法、分別方法を明記する。 

③ 有害物及び解体廃材の処理処分計画 

種類ごとに運搬方法、処理方法及び処分方法（予定する処分先と距離も記入）を明記する。 

④ 再資源化計画 

種類ごとに運搬方法、再資源化方法（予定する再資源化先と距離も記入）を明記する。 

⑤ 排水処理計画 

具体的な計画処理量・設備仕様を明記する。 

２）案内図：撤去作業範囲周辺の状況及び四隣との関係を示す図面 

３）全体配置図：撤去作業範囲 

４）仮設配置計画図：工事用の電気、給水、機械、設備、足場・養生、建物等の配置を示す図面 

５）撤去用安全衛生設備配置計画図 

６）工法の概要を示す図面 

① 作業工区・作業場所の分離・養生を示す図面 

② 水処理施設の解体撤去工法を示す図面 
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③ 土留・掘削・埋戻し範囲の分かる平面図・断面図 

④ 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す図面 

⑤ アスベストのばく露を防止するための方法及び施設の概要を示す図面（作業の概要、除去後

の有害物管理計画、使用保護具及びその保護具を決定した根拠等） 

⑥ 使用重機を示す図面等（別紙カタログ添付としても良い） 

７）工事フローシート 

① 仮設作業手順 

② 有害物除去作業手順 

③ 一般解体作業手順 

④ 基礎解体作業手順 

⑤ 発生材の集積・保管及び処理・処分 

⑥ 排水処理手順 

８）有害物除去作業及び解体作業によって生じる有害物等の飛散防止措置を示す書面 

９）安全衛生管理体制を示す書面 

10）作業指揮者の専任、特別教育等の労働衛生教育の実施計画を示す書面 

11）全体作業工程表（ネットワーク式で分かり易く作成する。） 

全体工事工程表に下記の内容を反映する。 

① 足場、仮設備（開口部養生、負圧除塵装置等）等の準備期間 

② 有害物除去工事期間 

③ 有害物搬出期間 

④ 追加調査期間 

⑤ 周辺環境調査期間（事前・解体作業中・事後を明確にする） 

⑥ 解体工事期間 

ア．土木建築構造物・工作物解体作業、解体物搬出作業時間 

イ．配管等設備付属物の解体撤去作業、解体物搬出作業期間 

⑦ 足場、仮設備（開口部養生、負圧除塵装置等）等の撤去作業期間 

⑧ 整地、後片付けの期間 

 

施工時の提出図書 

工事受注者は、施工計画書及び設計図書等に基づき工事を行う。また、各工事の施工は、施工

承諾申請図書を発注者が承諾した後に着工する。 

（１）施工承諾申請図書 

１）各種工事施工計画書                   ３部 

２）使用材料承諾図書                    ３部 

３）実施工事工程表                     ３部 

４）施工体制台帳                      ３部 

５）処理処分先一覧                     ３部 

（２）工事記録簿等 

１）調査測定報告書                 Ａ４版 １式 
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２）週間、月間工程表                Ａ４版 １式 

３）出来高進捗状況                 Ａ４版 １式 

４）打合せ記録簿                  Ａ４版 １式 

５）安全衛生設備管理記録              Ａ４版 １式 

６）機器管理記録（冶具、工具、重機の洗浄）     Ａ４版 １式 

７）協議書                     Ａ４版 １式 

（３）廃棄物中間処理・最終処分及び運搬計画          ３部 

（４）分別解体計画書                     ３部 

（５）再資源化計画書                     ３部 

※「建設副産物情報交換システム」COBRIS（コブリス）の登録を含む。 

（６）解体工事計画書                     ３部 

（７）特定建設作業実施届出書 写し              ３部 

（８）廃棄物関連業者（収集運搬、中間処理、最終処分）との契約書及び業者の登録写し ３部 

（９）許認可申請書 写し                   ３部 

（10）その他必要なもの                    １式 

 

完成図書 

（１）竣工図 

１）竣工図                     Ａ３版 ３部 

２）原図                      Ａ３版 １部 

３）設計ＣＡＤデータ                    １式 

※ＣＡＤデータは、ＤＷＧ、ＤＸＦ変換ファイルをＣＤ－Ｒで納品する。 

（２）工事記録簿等 

１）特別教育記録簿                 Ａ４版 １式 

２）調査測定報告書                 Ａ４版 正・副１部 

３）工事日報、月報                 Ａ４版 １式 

４）週間、月間工程表                Ａ４版 １式 

５）出来高進捗状況表                Ａ４版 １式 

６）安全衛生設備管理記録簿             Ａ４版 １式 

７）機器管理記録（冶具、工具、重機の洗浄）     Ａ４版 １式 

８）工事写真帳（カラー）              Ａ４版 １式 

９）完成写真（カラー）               Ａ４版 １式 

（３）廃棄物運搬処分報告書              Ａ４版 １式 

１）計量票、マニフェスト伝票（写し） 

２）上記の集計表 

３）スクラップ取得費証明書、契約書の写し 

４）中間処理、最終処分運搬経路の地図と施設搬入、処分状況写真 

５）収集運搬、処理処分のブロックフロー 

６）業者委託契約書（写し） 
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（４）再資源化完了報告書               Ａ４版 １式 

※「建設副産物情報交換システム」COBRIS（コブリス）の登録を含む。 

（５）有害物質に係る完了報告書            Ａ４版 正・副１部 

（６）工事積算設計書                 Ａ４版 １式 

（７）出荷証明書・納品伝票及び数量リスト       Ａ４版 １式 

（８）数量根拠計算書・積算根拠            Ａ４版 １式 

（９）その他                     Ａ４版 １式 

 

 

第６節 検査及び試験 

 工事受注者は、工事期間中ならびに工事終了後に、発注者の立会いのもとで下記に示す性能確

認（検査）を実施する。あらかじめ監督員の立会いが指定された工事段階の区切りには、適切な

時期に監督員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの時期については監督員の指示を受

けるものとする。また、監督員の立会いに必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費

用は工事受注者が負担するものとする。 

 工事完了検査及び中間検査は、現場代理人が立会いの上検査を受けなければならない。 

 工事受注者は、検査のために必要な資料の提出、その他の処置については検査員の指示に従わ

なければならない。 

 

有害物除去確認（アスベスト） 

（１）確認条件 

有害物の除去確認は、有害物除去工事作業計画に基づき、有害物質除去が完了しているかを、

監督員立ち会いのもとで部位毎に確認する。 

（２）確認方法 

作業指揮者は必ず現場で目視確認を行う。作業場所の有害物質除去前、除去後の写真を記録

した上で、総括安全衛生責任者等により有害物が十分に除去されたことの確認を受ける。写真

は、記録用として保管する。 

工事受注者は事前に有害物除去確認要領書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。 

 

解体撤去確認 

（１）確認条件 

解体撤去の確認は、地下構造物、基礎構造物などが、当該仕様書の解体撤去条件を満たして

いるかを、発注者の立会いのもとで部位毎に確認する。 

（２）確認方法 

目視による確認を基本とし必要に応じて計測を行う。なお、特殊な事項の計測が必要な場合

は、監督員の承諾を得て他に替えることができる。 

また、工事受注者は事前に検査要領書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。 

解体廃棄物処理・処分確認 

（１）確認条件 
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解体撤去工事に伴う廃棄物が、量・質ともに適切に処理・処分、あるいは再資源化できてい

るかを、監督員の立会いのもとで部位毎に確認する。 

（２）確認方法 

現場における廃棄物搬出のための積み込み等については、目視による確認を基本とし、処理・

処分の管理については、マニフェストによる書類審査で確認を行う。ただし、必要に応じ、処

理・処分の搬入先を発注者が確認する。 

また、工事受注者は事前に検査要領書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。 

 

完成（竣工）検査 

完成（竣工）検査は発注者や監督員、工事受注者等関係者の立会いのもとに確認する。なお、

手直し、補修等の指示がある時は、関係者協議の上、検査員の指定する期日までに遅滞無く是

正し、完成（竣工）するものとする。 

 

その他の確認 

その他、下記の項目についても前項の確認方法を基本として、それぞれ実施する。 

（１）安全衛生特別教育の実施 

（２）健康診断ならびに健康管理の実施 

（３）事故報告 

（４）騒音・振動測定記録の実施 

（５）その他必要な項目 

 

 

第７節 保証事項 

（１）責任施工 

本撤去工事の性能及び機能は、全て工事受注者の責任で発揮させるものとし、工事受注者は

設計図書に明示されていない事項であっても、性能保証という工事契約の性質上、必要なもの

は発注者の指示に従い、工事受注者の負担で施工しなければならない。 

（２）施工管理 

本撤去工事においては、監理技術者を専任で配置すること。なお、専任者は一級土木施工管

理技士又は一級建築施工管理技士、これと同等以上の資格を有すること。 

（３）保証事項 

本撤去工事に伴う保証事項は、次に示すものとする。なお、工事完了後においても、当工事

による影響ということが明らかな場合、全て工事受注者の責任、負担で改善しなければならな

い。 

１）労務管理 

本撤去工事現場で作業に携わった労働者に、本撤去工事に伴う直接的な健康障害、あるいは

明らかに本撤去工事におけるばく露等が原因による潜伏的な健康障害を生じさせないこと。 

２）廃棄物管理 

本撤去工事に伴い発生した廃棄物が、未処理のまま放置されていることが発見される、不法
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投棄されている、その他公害・苦情の対象となる等のことが一切生じないようにすること。 

３）埋戻し材管理 

埋戻しに用いる土砂は、事前分析による安全性確認を実施した上で使用すること。また、急

激な沈下が生じないよう十分な転圧･締め固めを行い、跡地利用において問題を生じさせないこ

と。 

４）工事前後における周辺生活環境の現状維持 

騒音、振動、大気、水質、全ての運行道路について、工事前と工事後を比較し、周辺地域にお

いて生活環境に影響が生じないようにすること。 

特に、運行道路については、路盤の変形、汚れ、破損が一切生じないこととし、定期的にパ

トロール等を実施すること。なお、明らかに本撤去工事に起因する変形、汚れ、破損が確認さ

れた場合は工事受注者の負担で修復すること。 

 

 

第８節 正式引渡し 

工事竣工後、正式引渡しとする。なお、本撤去工事における工事竣工とは、第１章第４節に記

載された範囲の工事を全て完了し、第１章第５節の完成（竣工）図書を全て完納し、第１章第６

節の完成（竣工）検査により所定の品質が確認された時点とする。 

 

 

第９節 その他 

関連法令等の遵守 

工事受注者は、工事の実施にあたり以下に示す関係法、政令、省令、条例、規則、通達及び関係

通知等を遵守しなければならない。 

1） 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

2） 「労働安全衛生法」 

3） 「労働基準法」 

4） 「建築基準法」 

5） 「消防法」及び関係諸法令 

6） 「大気汚染防止法」 

7） 「水質汚濁防止法」 

8） 「土壌汚染対策法」 

9） 「騒音規制法」 

10）「振動規制法」 

11）「悪臭防止法」 

12）「電気事業法」 

13）「建設業法」 

14）「作業環境測定法」 

15）「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」 

16）「建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省）」 
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17）「建築工事における建設副産物管理マニュアル（国土交通省）」 

18）「じん肺法」 

19）「特定建設作業の騒音及び振動の規制基準」 

20）「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 

21）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

22）「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

23）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

24）「滋賀県一般土木工事等共通仕様書」（滋賀県） 

25）「石綿障害予防規則」 

26）「アスベスト（石綿）廃棄物の処理について（環境庁・厚生省通知）」 

27）「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針（厚生省）」 

28）「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針（厚生労働

省）」 

29）「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境省）」 

30）「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（建設業労働災害防

止協会）」 

31）「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について（環境省通知）」 

32）「石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第２版）（環境省）」 

33）「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」 

34）「滋賀県及び彦根市の条例、規則、要綱」 

35）「契約約款」 

36）「その他関係する法令及び規則、基準」 

 

関係官公署の指導等 

設計・施工にあたっては、関係官公署の指導等に従うこと。 

 

許認可申請 

工事内容により関係官庁へ許可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続きを工事

受注者が工事受注者の負担で遅滞なく行い、発注者に報告すること。 

また、工事範囲において発注者が関係官庁へ許可申請、報告、届出等を必要とする場合、工事

受注者は書類作成等について協力すること。 

（１）解体工事計画届    ： 工事開始日の 14日前、彦根労働基準監督署 

（２）機械等設置届     ： 工事開始日の 30日前、彦根労働基準監督署 

（３）足場設置届      ： 工事開始日の 30日前、彦根労働基準監督署 

（４）特定施設設置届出書           ： 工事開始日の 30日前、彦根労働基準監督署 

（５）その他、必要とされる届出 

 

施工要領 

本撤去工事の施工に際しては、次の事項を遵守するものとする。 
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（１）施工計画 

工程、工法及び作業時間を示す施工計画書を提出し、発注者の承諾を受けること。 

（２）安全管理 

工事中の危険防止対策を十分行い、また作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生

がないように努めること。また、有害物（アスベスト）の除去作業は、「石綿障害予防規則」を

遵守すること。 

場内は、委託車両等の往来があるため、工事期間中、交通整理員を配置して安全対策を最優

先とすること。また、敷地付近の通行人及び住人に対して、安全対策を図り、交通事故防止に

ついて十分配慮すること。 

（３）安全管理及び対策に係る費用 

工事受注者は安全管理費および安全対策費については工事受注者の負担で行うこと。 

① 労働者の墜落防止のための手摺、防網、安全帯取付け設備の設置費用 

② 物体の飛来、落下防止のための防網等の取付け設置費用 

③ 車両系建設機械の誘導員配置費用 

④ 本社・支店等の安全衛生推進者等が実施する安全巡視の費用 

⑤ 安全衛生協議会、安全大会等の参加費用 

⑥ 新規入場者教育、安全講習会等への参加費用 

⑦ 安全保護具、安全標識、掲示物等の費用 

（４）環境管理 

１）周辺環境 

工事期間中、大気汚染、水質汚染、騒音・振動防止には十分に配慮し、近隣周辺へ支障が生

じないよう計画し、実施すること。特に、アスベストを含有する粉じん等による周辺汚染に対

しては十分に配慮すること。 

工事車両の出入りについては、周囲の一般道、公園内の道路に対し迷惑とならないよう配慮

すること。特に場内が汚れて泥等を持ち出すおそれのある時は、場内で泥を落とすなど周辺の

汚損防止対策を講ずること。 

２）敷地内環境 

敷地内の土壌、裸地部において、工事に伴う土壌汚染等の防止を講じること。 

（５）近隣住民、公園管理者への説明等 

工事着手前に近隣住民、公園管理者への挨拶を行い、意見については誠意を持って話し合い

により解決に努める。工事により発生したと思われる近隣への損傷については、一切工事受注

者の責任により速やかに復元する。また、近隣住民及び公園管理者からの苦情があった場合は、

工事を一時中断することもある。 

（６）現場管理 

資材置場、資材搬入路、解体発生材の搬出路、仮設事務所などについては発注者と十分協議

し、常に整理整頓に心がけ、事故の防止に努めるとともに、近隣住民、公園管理者へ支障が生

じないように計画し、実施すること。 

現場付近の使用道路については、工事による破損又は汚損等がないよう、散水や清掃に十分

留意すること。本撤去工事に携わる各職方の車については、付近道路等に駐車することは厳に
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慎み（違法駐車厳禁）、指定駐車場にて現場規則を守り駐車すること。 

工事車両の搬出入時には、タイヤ等に付着した泥等を水で洗い落とし、周辺を汚さないよう

に配慮すること。また、第三者がみだりに場内に立入できないように配慮するとともに、第三

者に損害を与えたり、風紀をみだすことのないものとし、現場管理組織を安易に変更してはな

らないものとする。 

（７）仮設工事 

各工事に必要となる用水、電力、電話、排水等は工事受注者の責任において行う。 

工事受注者は、工事着工前に仮設工事計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。 

（８）工法 

解体撤去に使用する機械は、騒音・振動の少ないものとし、発注者の確認を受けること。解

体撤去中はじん埃を防ぐために散水等による飛散防止対策を徹底する。 

（９）分別解体 

不要な廃棄物の低減を図るために「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に遵守し

た分別解体を行う。 

（10）解体撤去廃棄物処理・処分 

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」等を遵守し、適切にかつ最低限の廃棄物発生量となる

よう努め、マニフェストシステムにより全て管理するとともに、再資源化に努めること。また、

輸送運搬時には飛散防止と、２次汚染の防止に十分留意し、安全かつ計画的に行うこと。廃棄

する保護具等についても処理処分方法等、全て管理すること。 

（11）埋戻し・整地 

解体撤去後の地盤形状は、現況と同じレベルまで復旧させることを基本とし、詳細は発注者

と協議すること。 

（12）地中支障物（埋設管） 

工事範囲内は地中支障物を残置しないように事前調査を行い、施工を行うこと。なお、敷地

内には公園内の雨水排水を行うための管路が埋設されている。そのため、試掘調査を行って、

その位置を特定するとともに破損させないよう留意すること。 

（13）保険 

本撤去工事の施工に際して、火災保険もしくは建設工事保険（これに準ずるものを含む）等

の必要な保険に加入する。また、保険契約の内容及び保険証書の内容については、発注者に提

出及び報告を行う。 

（14）その他 

① 敷地への進入は既存道路（公園内道）より行うものとする。 

② 工事時間は原則として昼間とし、夜間作業は行わないものとする。また、原則的には日、祝

日は休日とする。 

③ 関係機関への申請、届出事項は原則として工事受注者にて実施または代行し、それに要する

費用は工事受注者の負担とする。 

④ 工事完了後、次の工事までの期間、無人となることから、有害物質の周辺への拡散防止、第

三者の侵入防止に必要な養生等を行うものとする。 
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第２章 仮設工事 

 

第１節 共通事項 

事前調査 

解体撤去にあたり、発注者の立会いの上、撤去構造物、埋設構造物、保存構造物、雨水排水溝

の確認を行う。 

埋設配管等の既設地下構造物の位置等について調査し、上水道の既設埋設配管、雨水排水管等

の埋設経路上に明示杭を立てて、平面図に位置を明記する。その結果を発注者に報告して、撤去

または保存の確認、措置方法の承諾を得る。 

 

仮囲い 

敷地の道路に接する部分及び飛散のおそれがある部分について、安全対策の目的で仮囲いを設

ける。仮設計画図を参考として、労働基準監督署、近隣住民、公園管理者等との協議後、発注者

の承諾をもって、詳細を決定するものとする。 

 

仮設足場 

 ２階建の建物解体撤去に先立ち、外壁沿いに仮設足場を設置する。足場の周囲は、防音シート

で被うこと。 

 

ユーティリティ 

（１）上水道は、公園入口付近の本管もしくは取込み口に工事用配管及びメーターを接続し、取

水すること。なお、使用量に応じて水道料金を支払うこと。 

（２）電気は、仮設電源を工事受注者の責任において確保する。なお、送電は入口付近の電柱を

利用すること。 

 

資材置き場及び撤去材仮置き場 

本撤去工事の敷地内の適切な場所に、発注者の指示する資材置き場、撤去材仮置き場及び有価

物集積場を設ける。保管管理については、他に影響を及ぼさぬように必要な措置を講ずること。 

 

仮設事務所 

工事作業員の脱衣所、休憩所、便所等は全て工事受注者が仮設すること。 

工事のために必要な現場ハウスや資材置場等の用地は、発注者と協議の上決定すること。 

 

清掃・後片付け 

工事現場は常に整理、清掃し、竣工前には撤去跡地及び周辺の整地、清掃、後片付けを行うも

のとする。 
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第３章 解体工事 

 

第１節 有害物除去工事 

１．安全衛生管理体制の確立 

解体撤去作業に従事する作業者の安全を確保するため、「石綿障害予防規則」に準拠した安全衛

生管理体制を整備する。 

 

２．施工計画書の作成 

解体撤去工事前に施工計画書(有害物除去方法、解体撤去方法、作業の概要、使用する保護具類

の内容及び管理、除去後の有害物管理方法等)の作成を行う。「石綿障害予防規則」を遵守し、適

切な作業レベルと保護具の選定を行うこと。 

 

３．労働安全衛生教育の実施 

工事受注者は、アスベストの有毒性、石綿を含む製品の使用状況、石綿を含む製品の粉じんの

発散を抑制するための措置、保護具の使用方法、石綿を含む製品のばく露の防止に関し必要な事

項について十分な安全教育を実施すること。特別教育の時間は、10時間とする。 

安全教育は講習資格者による講習会を開き受講修了者に「講習修了書」を発行し、修了書を持

たなければ作業をさせない等の厳重なる措置をとること。 

 

４．各種記録の保存 

サンプリング記録、分析記録、呼吸用保護具の使用記録、各作業記録、点検記録、排気排水の

記録、安全衛生教育に関する記録等を 40年間保存すること。 

 

５．作業員の健康管理 

工事受注者は、石綿の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事する労働

者に対し、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及びその後 6 ヶ月以内ごとに 1 回、また、常時

従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、6ヶ月以内ごとに 1回、それぞれ

定期に、石綿に関する特殊健康診断を行わせること。健康診断（定期のものに限る）を行った時

は、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。 

万一、事故又は保護具等の故障により、アスベストを吸入した恐れのある場合には遅滞なく医

師の診察または処置を行うこと。なお、この場合は必要に応じて当該労働者の特殊健康診断を工

事受注者の責任において行うこと。これらは全て記録、保存しておくこと。 

 

６．調査・測定・分析 

（１）施工前 

石綿の除去作業を行う事業者は、あらかじめ石綿の使用の有無を目視、設計図書などにより

調査し、その結果を記録すること。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかった時

は、分析調査し、その結果を記録しておくこと。 

また、これらの調査を終了した日、調査の方法、結果の概要について、作業場の見やすい箇



17 

所に掲示すること。 

 

７．有害物除去工事 

（１）作業場所及び作業レベル 

事前調査による石綿含有製品の使用実態を確認後、作業レベルを決定し、原則として「建設

物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に記載の作業レベルを準用す

ること。なお、工事発注前の事前調査において脱水機室屋根に「カラーベストコロニアル」、

「アスファルトルーフィング」の使用が確認されている。しかし、事前調査では開口部等が無

かったため、その使用状況が確認できていない。そのため、本撤去工事において事前調査を実

施し、結果に応じて対策を講じること。 

 

表３ 書面調査による調査対象箇所 

 建物 場所 部位 種類 建材名 備考 

1 

脱水機室 

内部 
天井 成形板等 石こうボード 分析実施 

2 壁 成形板等 石こうボード 分析実施 

3 
外部 屋根 成形板等 カラーベスト 

コロニアル 

解体時に要確認 

4 
アスファルト 

ルーフィング 

解体時に要確認 

5 軒天 成形板等 ケイカル板 みなし含有とする 

6 アクリルリシン吹付 分析実施 

7 

ブロア室 
内部 

折板裏 断熱材 ペフ 分析実施 

8 
前曝気ブロワー

配管 

成形板等 パッキン 分析実施 

9 壁 成形板等 ケイカル板 みなし含有とする 

10 外部 外壁 成形板等 小波スレート みなし含有とする 
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表４ 分析結果一覧 

 

建物 
場

所 
部位 建材名 

定性分析結果 定量分析結果 

石綿の

有無 

石綿の

種類 

石綿含有率

(%) 

1 

脱水機室 

内

部 

天井 石こうボード 無 － － 

2 壁 石こうボード 無 － － 

3 
外

部 

軒天 アクリルリシン

吹付 
無 － － 

4 

ブロア室 
内

部 

折板裏 ペフ 無 － － 

5 
前曝気ブロワー

配管 
パッキン 有 

クリソ

タイル 
36.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①黄色文字：書面調査及び現地目視調査にて含有ありとみなしたもの（レベル 3相当） 

②赤 文 字：分析により含有ありを確認したもの（レベル 3相当） 

 

図２ 調査対象範囲の建物におけるアスベスト含有吹付け材等の使用範囲 

 

 

 

軒天 ケイカル板 

外壁 小波スレート 壁 ケイカル板 

前曝気ブロワー配管 パッキン 
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（２）工事方法 

１）屋根用折板裏石綿断熱材（事前調査でレベル 2になった場合） 

石綿含有断熱材の除去方法は、「断熱材を折板に付けたままの除去」とする。この場合、負

圧養生は必要としないが、隔離養生は行うこと。 

２）アスベスト含有成形板（レベル 3） 

アスベスト含有成形板の除去方法は、手ばらしを想定する。 

３）留意事項 

除去にあたっては、下記の事項について、留意すること。 

①必要に応じて、近隣向けに事前調査結果の掲示を行うこと。 

②必要に応じて、近隣向けに工事実施の掲示を行うこと。 

③周辺の養生としては、床養生のほか大気汚染に留意して開口部をシート等により塞ぐ等の

措置を講じること。 

④湿潤化は、薬液等を使用し、粉じん飛散の程度に応じて適量散布すること。 

⑤取り外した特定建築材料は直ちにプラスチック袋又はシートにより梱包すること。なお、

埋立処分にあたっては、薬剤による安定化のうえプラスチック袋等による二重梱包としな

ければならない。 

⑥万一、欠け、破砕等した場合には、直ちにそれらをプラスチック袋に梱包するとともに、

高性能真空掃除機により清掃すること。 

⑦養生の撤去に当たっては、シート等を十分に清掃すること。また、石綿の付着が考えられ

る場合には、必要に応じて飛散抑制剤又は飛散防止処理剤を散布したうえ二重梱包し、除

去した特定建築材料とともに特別管理産業廃棄物として処理すること。 

⑧作業前に、通勤着を専用の作業衣に着替え、石綿則に定められている呼吸用保護具を使用

すること。 

 

８．有害物除去結果の確認・報告 

有害物除去作業が完了した後、除去結果については、作業指揮者による確認を行い、汚染除

去の状態を調べ、結果の記録、汚染除去前後の写真撮影、評価記録を作成し、統括安全衛生責

任者等により付着物除去作業が十分に行われたことの確認を受けること。 

 

 

第２節 土木・建築物の解体撤去工事 

（１）作業場所の粉じん飛散防止、防音などのために仮設養生等を行い、粉じん防止対策、防音

対策等に十分留意すること。 

（２）解体作業は、散水を十分に行い、ごみ、埃、騒音等を極力出さないこと。建築基礎、水処理

水槽躯体に至るすべての構造物を撤去すること。また、地下埋設物については、必要な措

置を施して安全かつ完全に撤去すること。 

 

（３）地下構造物解体 

地下構造物は、全て解体撤去して良質土で埋め戻しをすること。 
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（４）舗装解体 

舗装及び土間コンクリートについては、舗装はアスファルト、土間コンクリートは全て撤

去すること。 

（５）掘削土 

掘削土については、飛散防止及び流出防止の措置を講じた後、現地に仮置きし、再利用す

ること。 

（６）機械装置、電気盤類解体 

浸出水処理施設の機械、配管、ダクト、電気盤及び配線等は解体の上、全て撤去すること。 

（７）地中支障物撤去 

解体工事に支障のある電気、通信、水道、及びプラント設備等の配管や配線の処理につい

ては発注者と協議の上、諸手続を完了後、必要な処置を施して解体すること。なお、予期

せぬ地中障害物が確認された場合には、発注者と協議の上、対処すること。 

（８）粉じん、飛散防止 

解体撤去時における解体材等の破片や粉じんを防止するため、シート類や十分な強度を有

する防網による養生、仮囲いの設置、散水等の措置を講じること。 

（９）騒音・振動対策 

構造物の状況や工事現場周辺の環境条件を検討した上で騒音規制法及び振動規制法に従い、

事前に届出等の手続きを行い、定められた基準値及び時間帯の範囲内で工事を行うこと。 

（10）アスベスト対策 

事前調査の内容とは別にアスベスト（石綿）を含有するおそれのある建材等が確認された

場合には、必要となる調査を行い、適切な処理方法を選定し、関係法令を遵守すること。

また、処理工事により発生したアスベストを含有する廃棄物については、関係法令等を遵

守して処理すること。 

（11）危険物解体 

解体撤去工事にガスバーナー等を用いて切断する等、爆発や火災発生の危険性がある場合

には、事前に所轄の消防署へ連絡し、適切な措置を講じること。また、火薬等を使用して

解体することは、原則として認めない。 

（12）場内焼却 

発生材その他は、現場内において絶対に焼却処分してはならない。 

（13）樹木等の撤去 

敷地内の樹木は生木として処理を行うが、根株まで掘り下げて撤去すること。 

（14）舗装 

解体工事後は、砕石舗装を行い、駐車場として使用する予定である。 

路盤厚は 15cmとし、雨水排水側溝の位置等を考慮し、勾配を調整すること。 

 

 

第３節 機械設備の解体撤去工事 

浸出水処理施設の機械設備等の解体撤去は、有害物除去完了確認後に実施すること。 
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第４節 電気計装の解体撤去工事 

浸出水処理施設の電気計装等、その他付帯設備の解体撤去は、有害物除去完了確認後に実施す

ること。この際、配管材料、電線類、機器及び盤類は分別し、再資源化に努めること。 

なお、ブロア室と脱水機室内部にある蛍光灯安定期については、使用中だったため PCB含有の

有無を確認していない。そのため、本撤去工事において PCB含有の有無を確認し、PCB含有が確

認された場合は監督員に報告するとともに、必要な措置を講じること。 

 

 

第５節 廃棄物及び解体材の分別・処理 

（１）廃棄物及び解体材の分別・処理 

１）除去した有害物は、他の解体廃棄物とは別にしておくこと。 

２）除去した有害物は、処理するまで一時保管する場合には密封容器に入れておくこと。 

３）有害物の一時保管、処理等で使用する場所は、こぼれた有害物が土壌に染み込んだり、他

の場所へ飛散したりしないようにすること。 

４）解体廃棄物については、有害物とそうで無いものを分けて適正に処理処分を行うこと。 

５）解体廃棄物は極力リサイクルを行うものとする。 

６）発注者が指定する場合以外においては、有害物以外の解体廃棄物は全て工事受注者の責任

において場外処分を行うこと。（マニフェストシステムによる管理） 

７）解体に伴う廃棄物とは、主に次に示すものとする。 

①廃鋼材（有価物を除く） 

②機械類（有価物を除く） 

③設備に残留する廃液（酸・アルカリ）、汚水類 

（解体前に点検し、先に取出し産業廃棄物として処分のこと。） 

④アスファルト廃材（リサイクル対象物を除く） 

⑤コンクリート廃材（リサイクル対象物を除く） 

⑥石綿含有廃棄物 

⑦廃プラスチック類 

⑧ガラス・陶器くず 

⑨木くず等 

➉廃石膏ボード 

⑪廃 ALC・サイディング 

⑫解体施設(設備内やその周り)に残存している残滓 

⑬作業使用後の防護服、保護具等 

（工事受注者の責任において適正に処理すること。） 

（２）有害物 

１）重金属等が付着したもの、アスベストの付着が認められるものは、関係法令に基づいて工

事受注者の責任において適切に処理、処分を行うこと。 

２）処理・処分方法と処理・処分先を明記すること。 

３）薬品タンク及び配管等の残留薬品等は、発注者が撤去するが、撤去しきれなかった残留薬
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品等は工事受注者の責任において適切に処理・処分を行うこと。 

４）蛍光灯、バッテリー、フロン、ハロン、消火器等は、関係法令を遵守の上、工事受注者の責

任において適切に処理・処分を行うこと。 

 

 

第４章 付帯業務 

 

第１節 環境調査 

 工事期間中は、騒音・振動防止には十分に配慮し、近隣周辺へ支障が生じないよう計画し、施

工しなければならない。 

 このため、施工前、施工中、施工後に下記のとおり、周辺環境調査を行うものとする。 

 

１．騒音・振動調査 

 地元や公園管理者との協議等により、必要に応じて、施工前、施工中、施工後に騒音・振動調

査を行う。 

 騒音は「環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731(1999)）」、振動は「振動レベルの測定方法（JIS 

Z 8735(1981)）」を参考とし、騒音は時間率騒音レベル L5値、振動は時間率振動レベル L10値を

測定する。騒音・振動の調査地点は敷地境界の 4地点とする。 

 施工中は、騒音・振動値の表示や低騒音型の重機を使用するなどの配慮を行い、行政や地域と

協議の上、苦情のないよう作業を行う。 

 

２．その他の調査 

 住民説明会や公園管理者との協議結果に応じて、交通騒音調査、家屋調査等を行う。また、苦

情の際は、原因究明に必要な調査を行う。これらについては、変更の対象とする。 

 

表５ 周辺環境調査の地点と数量 

調査名 項目 調査地点 地点数 時期 

騒音調査 騒音（L5） 敷地境界 4 施工前 施工中 施工後 

振動調査 振動（L10） 敷地境界 4 施工前 施工中 施工後 

備考：施工中の調査は、最も影響が多い時期とする。 

 

 


