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第１章 一 般 事 項 

１．工事名 

和歌山基地投入ステージ設備等延命化工事 

２．工事概要 

 （１）目 的 

本工事は、大阪湾広域臨海環境整備センター和歌山基地において、廃棄物の投入ステージ

設備等（投入ステージ及び取付道路橋（旋回デッキ含む））の耐震性能の向上を図り施設の

延命化に寄与するため、鋼管杭の補強や落橋防止設備を取付ける等、耐震補強を行うもので

ある。 

 （２）工事内容 

    橋脚補強工（ＲＣ巻立）                  ２箇所 

落橋防止システム工（縁端拡幅構造）            ２箇所 

落橋防止システム工（段差防止構造）           １３箇所 

    落橋防止装置取付工（ＰＣケーブル桁連結）         ４箇所 

    落橋防止装置取付工（連結板ピン）            ２４箇所 

    横変位拘束装置取付工（鋼製ブラケット）          ２箇所 

    鋼管杭補強工（鞘鋼管巻立）                ４箇所 

    鋼管杭補強工（内部鋼板取付）               ４箇所 

３．工事場所 

和歌山市湊２６７５－２６（新日鉄住金構内）和歌山事業所 

４．工事完成期限 

平成３１年３月１５日 

５．請負者の責務等 

（１）請負者は、本工事の目的及び設計内容を十分熟知しておくこと。 

（２）請負者は、契約書及び設計図書に基づき工事を実施し、疑義が生じた場合は大阪湾広域 

臨海環境整備センター（以下、「センター」という。）と協議するものとする。 

（３）請負者は、「土木請負工事必携」（大阪府都市整備部）に定める打合せ簿、記録帳簿等を

常に整理し、工事施工時において疑義が生じないようにしておかなければならない。 

（４）請負者は、本工事の履行完了後であってもセンターが必要とする事情聴取等に応じなけ 

ればならない。 
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（５）本工事の実施に伴い必要となる関係官公庁等との手続き、連絡調整ならびに資料収集・作

成等は、センターと協議の上、請負者が行うものとする。 

６．施工計画書の提出 

請負者は、契約締結後遅滞なく工程表・着工届・施工計画書等を提出しなければならない。

なお、施工計画書の作成にあたっては、センターと協議すること。 

 ７．環境対策 

    本工事の施工にあたっては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づ

き指定された建設機械の使用を考えていないが、現場の現状により使用しなければならない

場合は、センターと協議するものとし、低騒音型建設機械を使用すること。また、周辺住民

からの苦情などに対しては迅速かつ的確に対応し、その解決を図る必要がある。必要に応じ

て、騒音・振動の発生状況を常時把握しておくこと。 

 ８．安全対策 

    請負者は、事故防止及び安全確保（第三者、作業者を含む）については、本特記仕様書に

記載している事項のほか、関係法規等を遵守し円滑に作業を進めること。 

 ９．安全輸送 

    ダンプトラック、その他工事用車両による資材等の輸送に際しては、関係法令に基づき安

全輸送に努めること。工事車両、工事関係者車両の通行ルートについては、センターの指示

に従うこと。また、工事区域内外への車両の出入り等にあたり、既設構造物等を破損しない

ように十分に気をつけ、必要に応じて防護等の措置を行うこと。 

１０．成果品の電子納品 

    成果品等の電子納品については、センターと協議し行うこと。 

１１．その他 

（１）請負者は、本特記仕様書に基づくほか、「土木工事共通仕様書」「土木請負工事必携」

「土木工事施工管理基準」（大阪府都市整備部）に準じて工事を実施するものとする。 

  また、以下の書類等にも準拠すること。 

  ・道路橋示方書・同解説（平成24年5月 公益社団法人 日本道路協会） 

  ・既設橋梁の耐震補強工法事例集（平成17年4月 一般財団法人 橋梁調査会）   

・港湾工事共通仕様書（平成29年3月 国土交通省港湾局） 

・鋼管杭その設計と施工（平成21年4月 （社）鋼管杭・鋼矢板技術協会） 

・鋼管杭・鋼管矢板の付属品の標準化（平成29年1月 （社）鋼管杭・鋼矢板技術協会） 
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・重防食鋼管杭・鋼管矢板製品仕様書（平成28年3月 （社）鋼管杭・鋼矢板技術協会） 

・鋼道路橋防食便覧（平成26年3月 公益社団法人 日本道路協会） 

・港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成19年7月 （社）日本港湾協会） 

 （２）本工事は大部分が基地内の工事となるため、作業時間帯は原則として平日の9時から16時30

分までとして、時間外及び土日・祝日及び年末・年始の作業を行う場合は、事前(概ね１週

間前)にセンター及び新日鉄住金と協議すること。 

 

第２章  準 備 工 

 １．施工に先立って、請負者は設計照査に必要となる各橋脚の梁上構造物（桁端部、床版端部、

支承等）や周辺構造部の近接計測調査を行うものとする。また、鋼桁内部、橋脚内部及び鋼管

杭の近接計測調査も同時に行うこととする。あわせて、近接調査時に支承部周辺についても目

視調査を行い、異常時は速やかにセンターに報告すること。計測結果については、その結果を

センターに報告すること。 

 ２．現地計測にあわせ、橋脚（台）の鉄筋探査を実施して、アンカーボルトの定着位置の確認、

削孔工等を実施すること。 

 ３．請負者は、現地調査・計測、鉄筋探査等の結果に基づき、落橋防止装置等の詳細設計（応力

照査（必要に応じて応力構造計算）等）を行い、施工図を作成（施工図面作成、数量計算等）

して、その結果をセンターに報告し承諾を得ること。詳細設計の方法、提出資料等（施工図・

数量計算書等の報告書）については、センターと協議して進めること。 

なお、詳細設計に伴う施工数量の増減については設計変更の対象とするが、施工性を向上さ

せるための数量の増工については変更の対象外とする。設計にあたっては、「大阪建設事務

所管内廃棄物受入基地施設耐震補強設計業務（平成２６年３月）お呼び「和歌山基地投入ス

テージ設備等延命化実施設計業務（平成２９年１１月）」を貸与する。 

 

第３章  施 工 一 般 

（陸上工事） 

 １．落橋防止装置の工場製作・現地取付施工は、センターの承諾を得た設計照査に基づく施工図

により行うこと。なお、落橋防止装置に関する図面は参考図であるため、実際に使用する製品

で設計照査を行い、施工図を作成し、センターの承諾を得ること。 

 ２．既設の橋梁付属物が支障となる場合には、これを撤去し、施工後速やかに復旧することを原
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則とするが、施工にあたっては、事前に施工要領書を作成してセンターの承諾を得ること。 

 ３．工場製作品については、あらかじめ製作要領書、塗装要領書、製品検査要領書（塗装含む）

等の資料を作成し、センターに提出すること。 

 ４．落橋防止装置等製作 

 （１）溶接種別の確認等 

１）落橋防止システム（以下、「落橋防止装置等」）の設計図における溶接記号に疑義が生

じた場合には、土木工事共通仕様書「1-1-1-3 設計図書の照査等 2.設計図書の照査」に

準ずるものとする。 

２）設計図書の照査にあたっては、別添の（一社）建設コンサルタント協会あて文書「落橋

防止装置等の溶接不良の再発防止に関して（要望書）」（国交省 平成27年12月25日付け）

を踏まえて実施するものとする。 

３）外部の製作会社に製作を外注する場合には、製作会社が作成する製作要領書等により、

製作会社が契約図書の内容を正確に認識していることを確認するものとする。 

 （２）落橋防止装置等製作工 

１）工場で行う落橋防止装置等の製作については、土木工事共通仕様書「3-2-12-3 桁製作

工」に準じて行うものとする。 

２）溶接検査について 

①外部の製作会社に製作を外注する場合には、内部傷の非破壊試験検査を請負者自身あるい

は第三者の検査会社で行うことを施工計画書に明記するものとする。 

②検査を外注する場合には、当該工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工事の品質管理試

験（社内検査）を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うものとする。 

③内部傷の検査については、非破壊検査を行うものは、試験の種類に応じたJIS Z 2305（非

破壊試験－技術者の資格及び認証）の資格を有したものであること。 

④落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における非破壊試験検査は全数を対象に溶接

継手全長の検査を行うものとする。 

⑤請負者は、不正行為を働いた会社を落橋防止装置等の検査会社として使用する場合は、非

破壊試験検査及び探傷感度の設定の際に立会確認を行うとともに、検査会社から検査要領

書を提出させるとともに、当該要領書に記載された全ての検査状況を自ら記録し、記録書

の写しをセンターに提出することを求めるものとする。ISO 9001を取得している検査会社

を使用する場合においても同様とする。なお、不正行為を働いた会社とは「落橋防止装置
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等の溶接不良に関する有識者委員会中間報告」（国交省 平成27年12月22日付）及び「落

橋防止装置等の溶接不良に関する有識者委員会中間報告書別冊」（国交省 平成27年12月

22日付）に不正を働いた会社として記載があるものである。 

３）溶接施工について 

①溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を請負者自ら記録し、記録書の写しを

センターに提出すること。なお、当該分野についてISO 9001を取得している製作会社（登

録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの）及び検査会社（登録範囲に非破壊試験検査

を含むもの）を利用する場合は当該記録を同製作会社に行わせることができる。 

②不正行為を働いた会社を落橋防止装置等の製作会社として使用する場合、完全溶込み溶接

工程における開先加工、裏はつりへの立会確認に加え、製作会社から溶接施工要領書を提

出させるとともに、当該要領書に記載されたすべての溶接作業状況を自ら記録し、記録書

の写しをセンターに提出することを求めるものとする。ISO 9001を取得している検査会社

を使用する場合においても同様とする。なお、不正行為を働いた会社とは「落橋防止装置

等の溶接不良に関する有識者委員会中間報告」（国交省 平成27年12月22日付）及び「落

橋防止装置等の溶接不良に関する有識者委員会中間報告書別冊」（国交省 平成27年12月

22日付）に不正を働いた会社として記載があるものである。 

③請負者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書（写）を施工計画書に添付するこ

と。 

４）抜き打ち非破壊試験検査について 

本工事はセンターによる抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。請負者は請負

者自身あるいは第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかにセ

ンターに報告するものとして、塗装等の実施についてはセンターの承諾を得るものとする。 

また、上記の向き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合は、請負者は落橋防止装置

等の完全溶込み溶接継手全てにおいて、改めて請負者自身あるいは第三者の検査会社によ

る非破壊試験検査を実施し、その結果をセンターに報告すること。 

５）溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に溶接施工者、非破壊試験

検査者を記載すること。 

６）溶融亜鉛メッキの標準作業及び試験方法はJIS H 9124、JIS H 0401によるものとする。 

 ５．落橋防止装置等取付工 

（１）落橋防止装置等取付けについては、慎重に位置出しを行い、既設構造物を損傷させないよ
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う十分に注意して取付け施工すること。 

（２）アンカー孔の削孔にあたっては、既設橋脚（台）等の鉄筋及びコンクリートに損傷を与え

ないように十分に注意して行うこと。 

（３）アンカー孔削孔後の孔内は十分に乾燥し、ほこり等は確実に除去してからアンカーを定着

させなくてはならない。 

（４）孔削時及びアンカー挿入時に何らかの理由により施工が困難となった場合は、監督員と設

計図書に関して協議すること。 

（５）アンカーボルトの材料購入時に設計図書に示す長さ・径・材質について全数確認するもの

とする。 

（６）施工管理基準（アンカーボルト） 

１）出来形管理としてアンカーボルト孔の孔削長をアンカーボルトと同径程度の曲がらない

定規で全数確認することとし、その規格値は設計値以上とする。 

２）アンカー定着後、所定のアンカー定着長が確保されているか確認のための試験を、「超

音波パルス反射法によるアンカーボルト長さ測定要領（案）」（請負者が所持しない場合は、

工事契約後に請負者から監督員に通知を求めるものとする。）に基づき超音音波探傷器に精

通した第三者機関が全数実施し、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある探傷器

を使用した場合はプリント出力）するものとし、その規格値は-20㎜または-1Ｄ（アンカー

経）のいずれか小さい値とする。なお実施方法については、事前に監督員と設計図書に関し

て協議するものとする。 

（７）上記（５）～（６）の資料及び実施状況についての写真・ネガフィルム等を整備・保管し、

監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

（８）完成検査・既済部分検査及び中間検査において落橋防止装置の検査を受ける場合は、超音

波探傷器によりアンカーボルトの定着長を測定できる準備を行うものとする。 

（９）芯出し素地調整は１種ケレン相当と考えており、既設鋼桁及び周辺塗膜等への悪影響がな

いように十分に注意して施工すること。周辺への飛散等にも配慮した施工方法及び対策をとっ

た施工とすること。 

（10）鋼桁孔明時は供用中の主要構造物断面内を施工するため、通行車両及び作業従事者等の安

全対策を十分考慮した施工計画を検討すること。 

（11）塗装の仕様については「鋼道路橋塗装・防食便覧」（平成26年3月 (社)日本道路協会）の

Ｃ－５系塗装に準拠する。 
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（12）落橋防止装置部材の中塗り・上塗りの色については、センターの承諾を得ること。 

（13）塗装膜厚の計測方法、品質管理基準を施工計画書に明記すること。 

 ６．塗 装 

（１）同一箇所の塗装に試用する塗料は、下塗り・中塗り・上塗りとも同一塗料メーカー製品で

あることを原則とする。 

（２）塗料の品質・規格は、原則としてＪＩＳによるものとする。ＪＩＳによらないものは、

「鋼道路橋塗装・防食便覧」（平成26年3月 (社)日本道路協会）を参照すること。 

（３）塗料の調合は、原則、専門メーカーの工場調合によるものとする。 

（４）色彩については、既設部と同じ色彩を基本とし、センターと協議して決めること。また、

日本塗料工業会塗料用標準見本により塗板見本を作製すること。 

（５）現場塗装は美観にも配慮し、丁寧に施工すること。 

（６）塗料規格試験に合格した塗料を使用し貯蔵にあたっては、官轄市町の火災予防条例等を遵

守すること。また、貯蔵にあたっては、露天にさらすようなことをしてはならない。また、出

納簿を整理して、搬入・使用量を１缶あたりで明確にしておくとともに、記録をセンターに提

出すること。 

 ７．足場は吊足場・鋼製枠組足場（手摺り先行型）を主に選定しているが、現場条件によりこれ

により難い場合は、センターと協議のうえ決定することとする。 

（海上工事） 

８．灯浮標設置・管理・撤去 

（１）工事期間中は、必要に応じて灯浮標を設置・管理し、工事完了後撤去する。 

（２）灯浮標の設置期間及び設置範囲等は、監督職員と別途協議しなければならない。 

 ９．本体工（鋼管補強） 

 （１）鋼材  

１）鋼管杭は、JIS A5525に規定するSKK400とし、形状寸法は別添図による物とし鋼杭付属

品で使用する鋼材・吊金具等の材質は、JISG3101に規定する SS400に適したもの、又は

同等品以上とする。 

２）材料検査は、材料製造メーカーもしくは公的第三者機関による試験成績表（ミルシート）

による照合検査とする。 

（２）補強材の製作 

１）補強材の製作にあたっては、以下の項目 を記載した製作要領書、塗装要領書、製品検
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査要領書を監督職員に提出しなければならない。 

a） 材料及び部品（鋼材、塗料等） 

b） 製作（原寸、部材加工、組立、切断等） 

c） 重防食（被覆材料、製造方法、検査、出荷運搬等） 

d） その他必要な事項 

（３）下地処理 

    下地処理のサンドブラストはISO Sａ2.5以上とする。 

 下地処理時は海洋汚濁防止対策を行うこと。 

 （４）溶接部のケレン 

    施工に先立ち、鋼材表面の溶接個所のカキ、貝殻、浮錆等を除去し、第３種ケレン以上の

下地処理を施すものとする。海上に飛散しない対策を施すこと。 

 （５）鋼管切断 

    鋼管切断に際し落下防止策等を施すこと。 

（６）現場鋼材溶接、現場鋼材切断 

鋼管杭補強材等の溶接施工にあたっては、（社）日本溶接協会が認定する1級溶接管理技

術者を配置しなければならない。 

（７）溶接部非破壊検査 

１）JIS Z3l01に規定する放射線透過試験方法又は、JIS Z3060に規定する超音波探傷試験に

より行うものとし、試験結果の判定は以下のとおりとする。なお、不合格となった溶接接継

手については、熔接部を全長にわたり母材を傷付けないように削り取り、再溶接の後 、再

度検査を行うものとする。 

２）検査方法 

放射線透過試験 超音波探傷試験 合格基準 JTS Z 3104 2類。 

（８）現場鋼材塗装 

現場塗装に際しては別添図に示す塗装仕様とし、施工方法、使用材料及び環境への配慮事

項を網羅した詳細な現場塗装施工計画書を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 

（９）グラウト（無収縮モルタル）注入 

１）補強鋼管下端には、グラウトの漏れ防止策を講じるものとする。 

２）材料については、現場配合及び現場管理値について、監督職員の承諾を得なければなら

ない。 
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 （１０）仮設設備 

     施工に伴う仮設足場は堅牢なものとすること。 

（共通） 

 １０．安全対策 

（１）保安施設類の設置に関しては、「土木工事共通仕様書」のうち「道路工事現場における保

安施設等の設置基準」の定めるところによる。 

ただし、工事情報看板および工事説明看板については、適切な設置場所が確保出来ない場合

は、設置しなくてもよいものとする。 

（２）基地内の道路・通路は、一般搬入車両及び歩行者が往来していることから、公道上と同様

に十分な安全対策を講じること。 

（３）桁内・脚内作業では、酸欠防止対策に留意するなど、作業員の安全を十分に確保すること。 

（４）桁等の塗膜ケレンにあたっては、作業員の安全に留意して適切な対策を行い作業を実施す

ること。 

 

第４章  そ の 他 

１．詳細な作業方法や経路、影響範囲等について、監督職員をはじめ、関係者等と綿密な調整の

うえ、施工しなければならない。 

２．本工事の施工にあたっては、既設構造物に損傷を与えないよう十分留意しなければならない。 

３．本工事の海上作業にあたっては、係留作業・係留船舶に支障を来さないように十分に留意し

なければならない。 

４．本工事の海上工事施工中は、安全監視船を１隻/日 配置するものとし、配置箇所については、

施工計画書に記載しなければならない。 

５．設計書及び本特記仕様書に定めのない事項については、センターと請負者が協議のうえ定め

るものとする。 
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落橋防止装置等の設計図面における溶接種別の更なる明確化 

設計図面において、完全溶込み溶接を要する箇所について、土木関係工事においては慣例と

して「Ｋ」記号のみをもって「完全溶込み溶接」を意味して用いていますが、これを認識して

おらず、かつ発注元に対して確認もしていないものが、元請会社、製作会社を問わず一部の会

社において存在していました。今回のような事態が生じないよう、以下の①か②のいずれかの

方法により、設計図書における溶接種別の更なる明確化を図って頂くようお願いします。 

① 溶接記号の表示は、JIS Z 3021-2010 （溶接記号）に従う。 

●開先深さと溶接深さを併記し、完全溶込み溶接のときは溶接深さを省略する。 

●部分溶込み溶接で所要の溶込み深さが開先深さと同じときは、開先深さを省略する。 

② JIS Z 3021-2010 （溶接記号）に従わない場合は、その旨を図面に明記する。 

●寸法の記載がない「Ｋ」記号は、完全溶込み溶接を意味する ことを明記する。 

●溶接記号の尾に「ＦＰ」の表示のあるものは、完全溶込み溶接を意味することを明記する。 

●部分溶込み溶接を開先深さで指示する（JIS Z 3021-2000 適用）場合は、○印内に開先深

さを記入した上で、「JIS Z 3021-2000 適用」を明記する。 

※「ＦＰ」表示を行う場合は全ての該当箇所に表示し、寸法の記載がない「Ｋ」記号を混在

させないこと。 

※レ形など、他の開先種類についても上記①②と同様に溶接種別の更なる明確化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「落橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して（要望書）」（国交省 平成27年12月25日付）より抜粋 
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落橋防止装置等の設計の合理化 

１．溶接の施工性を踏まえた設計 

橋、高架の道路の技術基準（以下、道路橋示方書）において、「鋼橋の設計にあたっては、施

工の条件を適切に考慮しなければならない。」と、規定されています。落橋防止装置等の設計に

おいても、この規定を徹底して頂くよう、お願いします。具体的には、落橋防止装置等を設計す

る際に、溶接線が集中する箇所では、板組、開先形状、施工順序等について慎重に検討を行い、

施工時に溶接が困難とならないよう適切な設計をお願いします。 

【道路橋示方書 Ⅱ鋼橋編 抜粋】 

１．４ 設計の前提となる施工の条件 

(１)鋼橋の設計にあたっては、施工の条件を適切に考慮しなければならない。 

(２)17章までの規定は、18章の施工の規定が満たされることを前提とする。したがって、18章の

規定により難い場合には、実際の施工の条件を設計において考慮しなければならない。 

２．落橋防止構造の鋼材接合に溶接を用いる場合の設計の留意事項 

(１)鋼構造の設計においては、溶接線に直角な方向に引張応力を受ける溶接接合においては、完

全溶込み溶接を用いることが原則となっています。溶接接合部に、溶接線方向に沿ったせん断応

力のみが作用するように設計される場合には、すみ肉溶接は部分溶込み溶接を用いてよいことに

なっています。このことは、道路橋示方書 Ⅱ鋼橋編７．２．２に規定されるとおりです。 

(２)落橋防止装置等の設計においても同様であり、引張応力を分担するように設計する溶接線は

完全溶込み溶接を用いる必要があります。他方、設計上引張強度を期待しない溶接線には、必ず

しも完全溶込み溶接が求められていませんので、施工性にも配慮し、適切な溶接方法を選定する

など、合理的な設計となるよう留意が必要です。 

【道路橋示方書 Ⅱ鋼橋編 抜粋】 

７．２．２ 溶接の種類と適用（抜粋） 

(２)溶接線に直角な方向に引張応力を受ける継手には、完全溶込み開先溶接を用いるのを原則と

し、部分溶込み開先溶接を用いてはならない。 

「落橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して（要望書）」（国交省 平成27年12月25日付）より抜粋 

            

            

            

            

            


























































