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監理業務共通仕様書 
 

 

第１章 共通編 

 

（適 用） 

第１条 監理業務共通仕様書は、広島駅南口広場の再整備等に係る測量・調査・設計等業務（用地

補償に伴う調査業務を含む。以下同じ。）及び工事の監理業務（「事業監理」、「契約監理」及

び「他機関調整等」をいう。）に関する業務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、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図

るためのものである。  

２ 監理業務において使用する設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定

められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。  

３ 監理業務において、使用する図面、共通仕様書及び特記仕様書又は指示や協議等の間に相違が

ある場合、監理業務受託者は監理業務調査職員に確認して指示を受けなければならない。 

４ 測量・調査・設計等業務及び工事については、それぞれの契約における共通仕様書及び特記仕

様書によるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 監理業務共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところとする。 

２ 「委託者・発注者」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 「監理業務委託者」とは、広島市長をいう。  

(2) 「測量･調査･設計等業務発注者」とは、監理業務の対象となる測量・調査・設計等業務の発

注者をいう。  

(3) 「工事発注者」とは、監理業務の対象となる工事の発注者をいう。  

３ 「受託者・受注者」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 「監理業務受託者」とは、監理業務の実施に関し、監理業務委託者と委託契約を締結した個

人又は会社その他の法人をいう。  

(2) 「測量･調査･設計者」とは、監理業務の対象となる測量･調査･設計等業務の実施に関し、測

量・調査・設計等業務発注者と委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。  

(3) 「工事受注者」とは、監理業務の対象となる工事の実施に関し、工事発注者と請負契約を締

結した個人又は会社その他の法人をいう。  

４ 「調査職員」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 「監理業務調査職員」とは、監理業務委託契約図書に定められた範囲内において、監理業務

受託者又は業務者に対する指示、承諾又は協議の職務を行う監理業務委託者の職員をいい、

かつ委託契約約款第８条に規定する者をいう。  

(2) 「測量・調査・設計等業務調査職員」とは、測量・調査・設計等業務委託契約図書に定められ

た範囲内において、測量・調査・設計者に対する指示、承諾又は協議の職務を行う測量・調査・

設計等業務発注者の職員又は業務者をいい、かつ測量・調査・設計等業務委託契約図書に規定

する者をいう。  

５ 「監督職員」とは、監理業務対象工事の工事請負契約図書に定められた範囲内において、工事

受注者に対する指示、承諾又は協議の職務を行う工事発注者の職員又は業務者をいい、かつ工事

請負契約図書に規定する者をいう。 

６ 「検査職員」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 「監理業務検査職員」とは、監理業務の完了の検査にあたって、委託契約約款第２７条の規

定に基づき、検査を担当する監理業務委託者の職員をいう。また、監理業務の完了前に、監

理業務受託者が既に業務を完了した部分に対して検査を行う場合は、監理業務検査職員が検

査を行う。  

(2) 「測量・調査・設計等業務検査職員」とは、測量・調査・設計等業務の完了の検査にあたっ

て、測量・調査・設計等業務契約図書の規定に基づき、検査を担当する測量・調査・設計等

業務発注者の職員又は業務者をいう。  

 (3) 「工事検査職員」とは、工事の完了の検査にあたって、工事請負契約図書の規定に基づき、

検査を担当する工事発注者の職員又は業務者をいう。  

７ 「監理業務管理技術者」とは、契約の履行に関し、監理業務の管理及び統括等を行う者で、委

託契約約款第９条の規定に基づき、監理業務受託者が定めたものをいう。 

８ 「業務者」とは、監理業務を受託して実施する者であり、監理業務管理技術者及びその他監理
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業務を実施する担当技術者を総称していう。 

９ 「契約図書」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 「監理業務委託契約図書」とは、監理業務に対応する約款（契約書を含む。以下同じ。）及

び設計図書をいう。 

(2) 「測量･調査･設計等業務委託契約図書」とは、監理業務の対象とする測量・調査・設計等業

務に対応する約款及び設計図書をいう。 

(3) 「工事請負契約図書」とは、監理業務の対象とする工事に対応する約款及び設計図書をい

う。 

１０ 「設計図書」とは、仕様書、図面、説明書及び質問回答書をいう。 

１１ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（特記仕様書において定める資料及び基準等を

含む。）を総称していう。 

１２ 「共通仕様書」とは、業務又は工事に共通する事項を定める図書をいう。 

１３ 「特記仕様書」とは、業務又は工事の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をい

う。 

１４ 「説明書」とは、業務若しくは工事の入札等に参加する者に対して、業務又は工事の契約条

件を説明するための書面をいう。 

１５ 「質問回答書」とは、業務又は工事の仕様書、説明書に関する入札等参加者からの質問書に対

して回答する書面をいう。 

１６ 「書面」（又は「文書」）とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し署名

若しくは捺印したもの、又は情報共有システムによる電子書類（電子押印）を有効とする。緊

急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な

書面と差し換えるものとする。 

１７ 「指示」とは、委託者・発注者又は業務者が受託者・受注者に対し、業務又は工事の遂行上

必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 

１８ 「請求」とは、委託者・発注者が受託者・受注者に対し、又は受託者・受注者が委託者・発

注者に対し、契約内容の履行又は変更に関して書面をもって行為を求めることをいう。また、

業務者が受託者・受注者に対し、又は受託者・受注者が業務者に対し、契約内容の履行又は変

更に関して書面をもって行為を求めることをいう。 

１９ 「通知」とは、委託者・発注者が受託者・受注者に対し、又は受託者・受注者が委託者・発

注者に対し、業務又は工事に関する事項について書面をもって知らせることをいう。また、業

務者が受託者・受注者に対し、又は受託者・受注者が業務者に対し、業務又は工事に関する事

項について書面をもって知らせることをいう。 

２０ 「承諾」とは、受託者・受注者が委託者・発注者又は業務者に対し、書面で申し出た、業務

又は工事の遂行上必要な事項又は契約図書で明示した事項について、委託者・発注者又は業務

者 が書面により業務上の行為に同意することをいう。また、業務者が監理業務委託者に対

し、書面で申し出た、業務の遂行上必要な事項又は契約図書で明示した事項について、監理業

務委託者が書面により業務上の行為に同意することをいう。  

２１ 「協議」とは、委託者・発注者と受託者・受注者が対等の立場で合議することをいう。 

２２ 「評価」とは、委託者・発注者又は業務者が監理業務委託契約図書に明示された事項につい

て判定することをいう。 

２３ 「作成」とは、受託者・受注者が契約図書に示された事項について、書面により作り上げる

ことをいう。 

２４ 「報告」とは、委託者・発注者が受託者・受注者に対し、又は受託者・受注者が委託者・発

注者に対し、業務又は工事に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。また、

業務者が受託者・受注者に対し、又は受託者・受注者が業務者に対し、業務又は工事に係わる

事項について、書面をもって知らせることをいう。 

２５ 「提出」とは、受託者・受注者が委託者・発注者又は業務者に対し、業務に係わる書面又は

その他の資料を説明し差し出すことをいう。 

２６ 「提案」とは、受託者・受注者が委託者・発注者に対し、業務又は工事に関して有益となる

事項について、書面をもって知らせることをいう。また、業務者が受託者・受注者に対し、又

は受託者・受注者が業務者に対し、業務又は工事に関して有益となる事項について、書面をも

って知らせることをいう。 

２７ 「質問」とは、不明な点に対して書面をもって問うことをいう。 

２８ 「回答」とは、質問に対し書面をもって答えることをいう。 

２９ 「打合せ」とは、業務又は工事を適正かつ円滑に実施するために面談により、方針や条件等の

疑義を正すことをいう。 
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３０ 「立会」とは、契約図書に示された項目において、委託者・発注者又は業務者が臨場し、内

容を確かめることをいう。 

３１ 「検討」とは、特定の事項について詳しく調べ、適切に対応を考えることをいう。 

３２ 「調整」とは、委託者・発注者又は業務者が、受託者・受注者等から提出された書類につい

て適切な整合を図ることをいう。 

３３ 「助言」とは、業務者が委託者・発注者に対し、監理業務に関して有益となる事項につい

て、口頭等書面以外の方法により知らせることをいう。 

３４ 「支援」とは、業務者が委託者・発注者が実施する作業に対し、準備や書面の作成の補助を

行うことをいう。 

３５ 「検査」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

（1）  監理業務委託契約図書に基づき、監理業務検査職員が監理業務の完了（既済部分の完了

を含む。）を確認することをいう。  

（2）  測量･調査･設計等業務委託契約図書に基づき、測量・調査・設計等業務検査職員が業務

の完了（既済部分の完了を含む。）を確認することをいう。  

（3）  工事請負契約図書に基づき、工事検査職員が工事の完了（既済部分の完了を含む。）を

確認することをいう。  

 

(監理業務の対象) 

第３条 「事業監理」又は「他機関調整等」の対象となる業務、「契約監理」の対象となる測量・

調査・設計等業務又は工事の契約及びそれらの契約における業務の範囲又は内容については、監

理業務特記仕様書の中で具体的に明示する。 

 

(監理業務受託者の義務) 

第４条 監理業務受託者は、監理業務委託契約に基づき、「事業監理」、「契約監理」及び「他機

関調整等」の監理業務の全部又は一部を行う。 

２ 監理業務の実施にあたっては、監理業務特記仕様書に定める図書類を熟知し、遂行しなければ

ならない。 

３ 業務者は、善良な管理者の注意をもって監理業務を遂行する義務を負う。 

 

(情報の管理) 

第５条 業務者は、監理業務の実施における伝達・記録・保存の対象となる情報の管理項目を特定

し、それらに対する情報の伝達・記録・保存の方法、情報サーバー等へのアクセス権限、情報の

廃棄の方法、行政情報の流出防止対策等について監理業務委託者へ提案し、承諾を得る。また、

記録・保存の対象となる情報の管理・更新の方法及び期限を監理業務委託者へ提案し、承諾を得

る。  

 

(会議方式の提案と運営支援) 

第６条 業務者は、事業の円滑な実施のために各種の会議が必要であると判断した場合には、会議の

種類、目的、参加者、開催方法、頻度等の会議の方式を監理業務委託者へ提案し、承諾を得る。 

 

 (紛争解決への助言) 

第７条 測量・調査・設計等業務発注者若しくは工事発注者等と測量・調査・設計者若しくは工事

受注者の間、又はそれらと第三者等との間で生じる一切の紛争の解決は、紛争当事者間で図るこ

とを原則とする。  

２ 業務者は、監理業務の対象である測量・調査・設計等業務及び工事に関連する紛争で監理業務

委託者、測量・調査・設計等業務発注者又は工事発注者等が紛争当事者となっているもので、か

つ監理業務委託者から依頼があるときは、監理業務に関連する範囲で紛争解決について、委託

者・発注者に技術的観点から助言する。 

 

(事前の確認事項) 

第８条 業務者は、監理業務委託者から示された事業計画の内容（基本計画、設計、工事発注、工

事を含む事業全体工程、設計・工事に係る全体予算等）について監理業務委託者より説明を受

け、その内容を確認する。 

２ 業務者は、監理業務委託契約時点で実施済み又は進行中の関連調査・設計業務、関連工事、関

連法規の制約条件等について監理業務委託者より説明を受け、その内容を確認する。 

３ 監理業務実施にあたり、業務者は監理業務委託者と打合せを行い、監理業務委託者から示され
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る業務実施上の指示事項、留意事項等を明確にする。また、その内容を確認のうえ文書化し、業

務開始時に監理業務計画書とともに監理業務委託者に提出する。 

 

(監理業務計画書の作成) 

第９条 業務者は、監理業務の目的や方針を明確にし、監理業務に対する要求事項、関係者の構

成、役割分担及び設定された事業の運営方針について監理業務委託者と打合せを行い、監理業務

計画書として作成する。業務者は、監理業務計画書について監理業務委託者の確認を得た後、必

要な情報について、各関係者に周知する。また、監理業務の期間中も必要に応じて更新し、その

都度監理業務委託者の確認を得る。 

２ 業務者は、監理業務の対象となる測量・調査・設計等業務又は工事の契約において、監理業務

計画書の内容が反映されるよう必要な措置を講じる。 

３ 監理業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

(1)  業務概要 

(2)  実施方針 

(3)  業務工程 

(4)  業務組織計画 

(5)  打合せ計画 

(6)  使用する主な図書及び基準 

(7)  連絡体制（緊急時含む） 

(8)  情報管理 

(9)   業務の記録及び報告書作成 

(10)  その他 

４ 業務者は、監理業務計画書の内容を変更する場合は、その都度監理業務委託者に変更した監理業

務計画書を提出し確認を得る。なお、監理業務委託者が指示した事項については、業務者は監理業

務計画書に具体的な履行方法を記載し監理業務委託者に提出する。 

 

(監理業務記録及び監理業務報告書の作成) 

第１０条 業務者は、監理業務計画書にしたがって業務の記録を作成し、監理業務記録として１ヶ

月に１回程度定期的に監理業務委託者に提出する。また業務終了時には、監理業務報告書を作成

し、監理業務委託者に提出し確認を得る。 

 

(その他業務) 

第１１条 業務者は、監理業務委託契約図書に明示されていないものの監理業務委託者若しくは監理

業務調査職員から指示があった事項、又は監理業務委託契約図書に明示されているものの監理業務

委託者若しくは監理業務調査職員からの指示が異なる事項についてその内容を把握し、業務者と監

理業務委託者又は監理業務調査職員で協議する。協議において決定した事項は、文書化し、監理業

務特記仕様書の一部とみなす。 

 

 

第２章 事業監理 

 

【事業計画】 

 

（事業計画の内容の把握及び更新の支援） 

第１２条 業務者は、監理業務委託者から示された測量・調査・設計等業務又は工事に関する事業

計画の内容を把握し、事業の方針や条件等が不明確な場合には、その旨を監理業務委託者に報告

し、事業計画の調整・検討について支援する。 

２ 業務者は、事業計画書に記載されている条件等の更新に起因して、事業の工程、予算、品質等

に影響があることが判明した場合には、その旨を監理業務委託者に報告するとともにその影響を

把握し、測量・調査・設計等業務又は工事に関する事業計画の変更を支援する。 

３ 業務者は、第１項及び第２項を踏まえた事業計画の更新を支援する。 

 

（事業工程計画案の検討） 

第１３条 業務者は、前条において内容の把握及び更新を行った事業計画の基本方針を踏まえ、効

率的に事業が展開できるよう事業工程計画案の検討を行い、その結果を監理業務委託者に提出す

る。 
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２ 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事に関する事業の工程計画案の検討にあたり、事業

の供用開始目標が達成できるよう事業期間を短縮するための方策について検討し、その結果を監

理業務委託者に報告する。 

３ 業務者は、前項の報告に基づく事業計画等の見直しがあった場合には、その内容について検討

を行い、監理業務委託者による事業工程計画の変更を支援する。 

 

（事業全体予算案の検討） 

第１４条 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事に関する事業工程計画等に基づき、事業全

体に関する予算案を検討し、その結果を監理業務委託者に報告し、事業全体に関わる予算の策定

を支援する。 

２ 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事の発注に先立ち、対象事業の要求水準並びに目的

物の機能及び性能の保持等に配慮しつつ事業全体のコスト縮減について検討し、その結果を監理

業務委託者に報告する。 

 

（事業のリスク等の検討） 

第１５条 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事に関する事業において想定されるリスク等

について検討し、その結果を監理業務委託者に報告する。 

 

（測量・調査・設計等業務又は工事の実施計画案の検討） 

第１６条 業務者は、事業計画や事業の進捗状況等を常に把握し、効率的な測量・調査・設計等業

務又は工事が行えるよう、測量・調査・設計等業務又は工事の実施計画案を検討し、その結果を

監理業務委託者に提出する。 

２ 業務者は、監理業務委託者から示された資料に基づき、測量・調査・設計等業務又は工事の発注

計画の作成に必要となる事業の概略数量計算や図面を確認し、整理する。業務者は、その結果を監

理業務委託者に報告する。 

 

（測量・調査・設計等業務の委託準備支援） 

第１７条 業務者は、測量・調査・設計等業務の実施計画案を踏まえ、外部委託する業務を決定

し、その業務内容、実施方法、工程、予算、留意事項等についての業務委託計画案を作成し、測

量・調査・設計等業務発注者が行う委託準備を支援する。 

 

（工事の発注準備支援） 

第１８条 業務者は、工事実施計画案を踏まえ、工事内容、工期、予算等に基づいて工区割りを検

討したうえで、工事発注計画案を作成し、工事発注者が行う発注準備を支援する。 

２ 業務者は、工事発注時期が工事発注計画作成時期と大幅に異なる場合には、工事発注計画の内

容の見直しを行う。その結果、工事発注計画作成時と比較して市場状況等の変動が少なく、特に

工事発注計画の変更の必要がないと判断した場合には、その旨を工事発注者に報告する。 

３ 業務者は、工事発注計画の変更の必要があると判断した場合には、その修正案を作成し、工事

発注者に提出する。 

 

（用地取得計画策定支援及び用地補償に伴う調査業務の委託準備支援） 

第１９条 業務者は、事業計画に基づいて委託者・発注者が行う用地取得計画策定について支援す

る。 

２ 業務者は、第１項で作成した用地取得計画を踏まえ、委託者・発注者と協議のうえ、権利調

査、土地の測量、不動産鑑定評価、事業認定申請図書、登記嘱託書作成等、外部委託できる業務

を決定するとともに、その調査内容、実施方法・工程、予算、留意事項等についての調査業務委

託計画案を検討し、用地補償に伴う調査業務の委託準備を支援する。 

 

（事業計画の進捗状況管理） 

第２０条 業務者は、事業計画の中で策定された工程と、実際の事業進捗状況を常に把握し、その

内容を監理業務委託者に報告するとともに、事業計画の見直しが必要になる場合には、その内容

について検討し、その結果を監理業務委託者に提出する。 

 

（情報公開等への助言） 

第２１条 業務者は、事業実施に関する情報公開のため、必要な資料を事前に準備するとともに、

事業に関する広報計画の立案などを含めた、情報公開に関する事項について、監理業務委託者に
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助言する。 

 

 

 

 

【入札契約事務】 

 

（測量・調査・設計等業務又は工事に関する入札・契約方式の検討及び企業選定資料の作成） 

第２２条 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事に係る費用、内容、難易度等に応じた入

札・契約方式について検討し、測量・調査・設計等業務発注者又は工事発注者に報告する。 

２ 業務者は、入札・契約方式に基づき、測量・調査・設計者又は工事受注者を選定するための工程

を検討し、選定に必要な資料（募集要項書、企業評価選定基準等）を作成し、測量・調査・設計等

業務発注者又は工事発注者に提出する。 

 

（契約関連図書の作成） 

第２３条 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事の発注にあたり、業務委託計画又は工事発

注計画に基づき、測量・調査・設計等業務又は工事の約款、設計図書等の契約に係わる関連図書

を作成し、測量・調査・設計等業務発注者又は工事発注者に提出する。 

 

（積算資料の作成及び積算） 

第２４条 業務者は、測量・調査・設計等業務の委託にあたり、設定した業務内容に対応する委託

のための積算資料を作成する。また、監理業務委託者から指示があった場合には、その積算を行

い、その結果を提出する。 

２ 業務者は、工事の発注にあたり、設計成果物に基づいて、工事発注のための積算資料を作成す

る。また、監理業務委託者から指示があった場合には、その積算を行い、その結果を提出する。

積算の結果が工事の予算と大幅に異なる場合には、その結果を工事発注者に報告し、工事内容や

積算の見直しについて工事発注者と協議を行うとともに、その修正・変更の方法等について検討

し、その結果を提出する。 

 

（入札手続き支援） 

第２５条 業務者は、監理業務委託者から指示があった場合には、測量・調査・設計等業務又は工

事の入札にあたり、委託者・発注者から入札の諸手続き（入札計画、スケジュール管理、入札・

開札等）についての説明を受け、これを熟知したうえで委託者・発注者が実施する各種の入札手

続きを支援する。 

 

（現場説明の支援及び質疑回答の取りまとめ） 

第２６条 業務者は、測量・調査・設計等業務発注者又は工事発注者が入札参加予定者に対して、

現場説明を実施する場合には、それを支援する。また、業務者は、監理業務委託者から指示があ

った場合には、委託者・発注者に代わり現場説明を行うとともに、入札参加予定者からの質問を

委託者・発注者に報告したうえで、その回答案を作成し、委託者・発注者に提出する。 

 

（入札参加企業の評価） 

第２７条 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事の入札にあたり、委託者・発注者が定めた

評価基準に基づいて入札参加企業から提出された入札書類の評価を行い、その結果を報告書にと

りまとめ、測量・調査・設計等業務発注者又は工事発注者に提出する。工事の入札時ＶＥが行わ

れた場合は、提案の採否についての技術的判断及び工事費算出の適否について工事発注者に助言

する。 

 

（測量・調査・設計者又は工事受注者の特定資料の作成） 

第２８条 業務者は、測量・調査・設計者又は工事受注者が特定された場合には、特定結果を公表

するための資料を作成し、測量・調査・設計等業務発注者又は工事発注者に提出する。 

 

 

【用地補償関係】 

 

（用地補償手続きに関する業務の支援） 
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第２９条 業務者は、委託者・発注者が実施する用地交渉の対象となる権利者等へのヒアリング、

現地踏査、関係権利者の特定、補償額算定書の照合、補償金明細書表の作成、用地交渉用資料の

作成、権利者に対する用地交渉、権利者に対する移転履行状況の確認等の用地補償手続きに関す

る業務を支援する。具体的な業務項目、実施方法及び権限の範囲については、監理業務特記仕様

書に従うものとする。 

 

（用地補償に伴う調査業務の契約監理） 

第３０条 業務者は、委託者・発注者から外部委託される用地補償に伴う調査業務の契約監理を実

施する。その方法は、「第３章契約監理【測量・調査・設計等業務の契約監理】」に基づくもの

とする。 

 

（用地補償業務の進捗状況管理） 

第３１条 業務者は、用地取得計画の中で策定された工程と実際の用地補償業務（外部委託調査を含

む）の進捗を常に把握し、その内容を委託者・発注者に報告するとともに、用地取得計画の見直し

が必要になる場合には、その内容について検討し、その結果を委託者・発注者に提出する。 

 

 

第３章 契約監理 

 

【契約監理全般】 

 

（契約監理の対象） 

第３２条 契約監理は、対象となる測量・調査・設計等業務又は工事の各契約図書に示された調査

職員、監督職員又は検査職員の役割の全て又は一部を業務者が実施することをいう。 

２ 契約監理の対象となる測量・調査・設計等業務又は工事において業務者が担う調査職員、監督

職員又は検査職員の役割については、監理業務特記仕様書に定める。 

３ 契約監理の対象となる測量・調査・設計等業務又は工事の各契約において、業務者が担う調査

職員、監督職員又は検査職員の役割については、測量・調査・設計等業務又は工事の各特記仕様

書に明示する。 

４ 契約監理の対象となる測量・調査・設計等業務又は工事の件名・予算規模等については、監理

業務特記仕様書に具体的に明示する。 

 

（契約監理における測量・調査・設計者又は工事受注者への指示等のパターン） 

第３３条 業務者が、測量・調査・設計等業務又は工事における調査職員、監督職員又は検査職員

として、測量・調査・設計者又は工事受注者へ指示、通知、承諾等（以下「指示等」という）を

行う場合には、下記のパターンを適切に選択して行うものとする。 監理業務委託者は、あらかじ

め選択するパターンを監理業務特記仕様書に明示する。 

(1) 業務者が、自ら検討・判断した指示や交渉・調整等の事項について、業務者が直接、測量・

調査・設計者又は工事受注者へ指示等を行い、その後、結果を委託者・発注者に報告する。  

(2) 業務者が、自ら検討・判断した指示や交渉・調整等の事項について、委託者・発注者に事前

の承諾を得たのち、業務者が直接、測量・調査・設計者又は工事受注者へ指示等を行う。  

(3) 業務者が、委託者・発注者より指示された指示等の事項、又は監理業務委託者から指示され

た交渉・調整事項について、測量・調査・設計者又は工事受注者へ指示等を行う。  

 

（測量・調査・設計者又は工事受注者との打合せ・協議） 

第３４条 業務者は、測量・調査・設計等業務又は工事が円滑に進捗するよう測量・調査・設計者

又は工事受注者と随時打合せ・協議を行う。 

 

 

【測量・調査・設計等業務の契約監理】 

 

（契約関連図書の内容の把握） 

第３５条 業務者は、測量・調査・設計等業務に関する約款、設計図書及びその契約の履行上必要

なその他事項についてその内容を把握する。 

 

（測量・調査・設計等業務計画書の内容の把握） 
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第３６条 業務者は、測量・調査・設計等業務の開始時に、測量・調査・設計者から提出された業務

計画書について、実施項目、方針、手法等の内容を把握する。 

 

（業務実施にあたっての条件等の確認） 

第３７条 業務者は、測量・調査・設計等業務の実施段階において設定される各種条件について、

設計図書に示された条件、又は測量・調査・設計等業務発注者から指示された条件に対して疑義

がないか確認する。業務者は、確認の結果、疑義があると判断した場合、その旨を測量・調査・

設計等業務発注者に報告するとともに、当該測量・調査・設計者と条件の変更について協議を行

う。 

 

（測量・調査・設計等業務の監督） 

第３８条 業務者は、測量・調査・設計者と打合せ等を行い、測量・調査・設計等業務の内容及び

方法が業務計画書に基づいて適切に実施されているか確認するとともに、業務の成果及び進捗度

を把握する。 

２ 業務者は、業務の実施状況の確認又は把握の結果、業務の成果又は進捗度が業務計画書に示さ

れた内容に適合していないと認められる場合には、その旨を測量・調査・設計等業務発注者に報

告するとともに、当該測量・調査・設計者と協議を行う。 

 

（条件又は設計図書の変更に関わる支援） 

第３９条 業務者は､測量・調査・設計者から条件又は設計図書の変更の申し出があった場合、その

変更事項の妥当性について検討し、その結果を測量・調査・設計等業務発注者に報告する。 

２ 業務者は、第1項の条件又は設計図書の変更事項について、測量・調査・設計等業務発注者と測

量・調査・設計者の協議を支援する。 

３ 業務者は、測量・調査・設計等業務発注者自らが条件又は設計図書の変更を決定した場合、そ

の変更の実施方法等について助言する。 

４ 業務者は、第１項及び第３項による条件又は設計図書の変更にあたり、測量・調査・設計者か

ら提出された確認資料等をもとに、条件又は設計図書の変更のための図面や数量等を作成し、測

量・調査・設計等業務発注者が行う条件又は設計図書の変更を支援する。 

 

（工程の把握及び進捗管理） 

第４０条 業務者は､測量・調査・設計等業務の工程を把握するとともに、検査時期、業務成果物の

引渡し時期を確認する。 

２ 業務者は、予定した工程が著しく遅れることが予想される測量・調査・設計等業務がある場合

には、当該測量・調査・設計者と工程について協議を行う。 

３ 業務者は、測量・調査・設計等業務の進捗が業務計画書で定めた工程計画から大きく外れてい

る場合には、当該測量・調査・設計者から事情を把握し、全体業務工程の最適化を図るための改

善策を検討し、その結果を監理業務委託者及び測量・調査・設計等業務発注者に報告する。 

 

（技術提案の評価） 

第４１条 業務者は、測量・調査・設計等業務の実施段階において、測量・調査・設計者より提出

されたＶＥ提案等の技術提案について、測量・調査・設計等業務発注者が定める基準等に基づい

て提案内容を評価し、その結果を測量・調査・設計等業務発注者に報告する。 

 

（比較設計等の妥当性の検討） 

第４２条 業務者は、測量・調査・設計等業務の実施段階において、測量・調査・設計者により比

較調査・検討又は比較設計が実施された場合には、採用された比較案及び選定された最適案が妥

当なものか検討し、その結果を測量・調査・設計等業務発注者に報告する。 

 

（測量・調査・設計等業務成果内容の確認） 

第４３条 業務者は、測量・調査・設計等業務の実施段階において、測量・調査・設計者から提出

された業務計画書の記載事項に照らして測量・調査・設計等業務の成果内容を確認し、その結果

を測量・調査・設計等業務発注者に報告する。 

２ 業務者は、測量・調査・設計者が作成した成果物の内容に疑義がある場合には、当該測量・調

査・設計者と協議を行う。 

 

（測量・調査・設計等業務の検査資料の確認及び業務完了検査） 
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第４４条 業務者は、測量・調査・設計等業務の契約図書により提出を義務づけられた資料、検査

に必要な書類及び資料等の内容について契約図書に照らして確認する。 

２ 業務者は、業務の完了時において、測量・調査・設計等業務の完了検査を実施し、その結果を

測量・調査・設計等業務発注者に報告する。 

 

（測量・調査・設計者の成績に関する評価資料作成） 

第４５条 業務者は、測量・調査・設計等業務の完了時に、測量・調査・設計等業務発注者の定め

る要領等に基づき測量・調査・設計者の成績に関する評価資料を作成し、測量・調査・設計等業

務発注者に提出する。 

 

 

【工事の契約監理】 

 

（契約関連図書の内容の把握） 

第４６条 業務者は、工事に関する約款、設計図書及びその他契約の履行上必要な事項についてそ

の内容を把握する。 

 

（施工計画書の内容把握） 

第４７条 業務者は、工事受注者から提出された施工計画書により、施工計画の内容を把握する。 

 

（施工体制の把握） 

第４８条 業務者は、工事受注者から提出された施工体制台帳に係る書類により、現場における施

工体制の把握を行う。 

 

（工事の監督） 

第４９条 業務者は、監理業務特記仕様書に示された基準に基づき、工事施工の立会いを行い、工

事材料の品質及び施工状況の段階確認を行うとともに施工状況を把握する。 

２ 業務者は、工事材料の品質確認及び施工状況の確認・把握の結果、品質基準又は設計図書に示さ

れた基準に適合していないと認められる場合には、その旨を工事発注者に報告するとともに、当該

工事受注者と協議を行う。 

 

（工程の把握及び進捗管理） 

第５０条 業務者は、工事受注者から提出される工事報告書等をもとに工事の工程を把握するとと

もに、検査時期、引渡し時期を確認する。 

２ 業務者は、予定した工程が著しく遅れることが予想される工事がある場合には、当該工事受注

者と工程について協議を行う。 

３ 業務者は、工事の進捗が施工計画書で定めた工程計画から大きく外れている場合には、当該工

事受注者から事情を把握し、全体工事工程の最適化を図るための改善策を検討し、その結果を監

理業務委託者及び工事発注者に報告する。 

 

（技術提案の評価） 

第５１条 業務者は、工事受注者より工事契約後に提出されたＶＥ提案等の技術提案について、工

事発注者が定める基準等に基づいて提案内容を評価し、その結果を工事発注者に報告する。 

 

（設計図書又は工程の変更の支援） 

第５２条 業務者は、工事受注者から設計図書又は工程の変更に関する協議の要請があった場合、

その変更事項の妥当性について検討し、その結果を工事発注者に報告する。 

２ 業務者は、第1項の設計図書又は工程の変更事項について、工事発注者と工事受注者の協議を支

援する。 

３ 業務者は、工事発注者自らが設計図書又は工程の変更を決定した場合には、その変更の実施方

法等について助言する。 

４ 業務者は、第１項及び第３項の設計図書又は工程の変更について、工事受注者から提出された

確認資料等をもとに、図面、数量及び工程表等を作成し、工事発注者が行う設計図書又は工程の

変更を支援する。 

 

（破壊検査又は改造請求） 
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第５３条 業務者は、工事受注者の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破

壊検査が必要と認められる理由がある場合には、その旨を工事発注者に報告するとともに、必要

な範囲の破壊検査又は改造請求を行う。 

 

（建設副産物の適正処理状況の確認） 

第５４条 業務者は、建設副産物を搬出する工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等

により適正に処理されているか確認する。処理状況が適正でないと認められる場合には、その旨を

工事発注者に報告するとともに、是正措置を助言する。また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬

出する工事にあっては、工事受注者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書に

よりリサイクルの実施状況を確認する。実施状況が計画書に従っていない場合には、その旨を工事

発注者に報告するとともに、是正措置を助言する。 

 

(工事の検査) 

第５５条 業務者は、検査に先立ち、工事請負契約図書により義務付けられた資料並びに検査に必

要な書類及び資料について、その内容を工事請負契約図書に照らして確認する。 

２ 業務者は、工事の各段階において、工事発注者が定める基準に基づき、中間検査を実施する。

検査実施後、業務者は、速やかに中間検査結果を工事発注者に報告する。 

３ 業務者は、工事の完了した時点において、工事発注者が定める基準に基づき、完成検査を実施

する。検査実施後、業務者は、速やかに完成検査結果を工事発注者に報告する。 

 

(中間前払金請求時の出来高確認及び報告) 

第５６条 業務者は、工事受注者から工事発注者に中間前払金の請求があった場合には、工事出来

高報告書に基づいて出来高を確認し、その結果を工事発注者に報告する。 

 

(部分払請求時の出来形の評価及び報告) 

第５７条 業務者は、工事受注者から工事発注者に部分払の請求があった場合には、工事出来形内

訳書の評価及び既済部分出来高対照表の作成を行い、その結果を工事発注者に報告する。 

 

（工事成績の評価資料の作成） 

第５８条 業務者は、工事受注者が実施する品質管理、安全管理、工程管理等の実績について、工

事発注者の定める要領等に基づき、評価資料を作成し、工事発注者に提出する。 

 

 

【測量・調査・設計者間及び工事受注者間調整】 

 

（測量・調査・設計者間又は工事受注者間調整） 

第５９条 業務者は、監理業務の対象事業において関連する測量・調査・設計者間又は工事受注者

間で生じる測量・調査・設計等業務及び工事の工程等の技術的観点からの調整案について、対象

事業の円滑な進捗状況を確保するため、必要となる条件又は工程等の調整案を作成し、測量・調

査・設計等業務発注者又は工事発注者に提案する。 

２ 業務者は、測量・調査・設計者間又は工事受注者間の調整が円滑に行われるよう関係する測量・

調査・設計者又は工事受注者と随時打合せ・協議を行う。 

 

 

第4章 他機関調整等 

 

（他機関調整等） 

第６０条 事業の関係官公庁等に対する諸手続き、地元協議・住民説明、関係機関調整等（以下

「他機関調整等」という）について、監理業務委託者から指示があった場合には、業務者は、委

託者・発注者を支援する。 

２ 業務者は、他機関調整等を実施する場合に必要となる資料等を作成する。 


