業務委託特記仕様書
１．業務名
令和 4 年度 広島高速料金収受設備の設計等に係る公社支援業務
２．業務範囲
広島市東区温品一丁目外
３．履行期間
契約締結の日から、令和 5 年（2023 年）3 月 31 日までとする。（検査期間として 9 日間を含む）
４．業務概要
本業務は、広島高速道路公社のＥＴＣ設備（中央設備及び路側設備）を含む料金収受設備の維持管理
に必要な事項の検討を行い、料金収受設備全体に関して公社を支援する業務である。
５．一般事項
（１）一般事項
本業務の履行にあたっては、広島高速道路公社「設計業務等共通仕様書（令和 3 年 10 月）」（以
下、
「共通仕様書」という。
）に基づき実施しなければならない。
（２）業務への取り組み
本業務に際しては、調査職員と打ち合わせを行い、業務の内容を十分に理解し、業務方針及び条
件について明確にした上で、法規・基準に適合し、かつ耐久性・経済性・信頼性及び将来性等の諸
要件を満足するよう業務を行うこと。
（３）新技術の検討
当該業務のシステム検討を行う場合、先行事例を踏まえて、新技術の検討を行うこと。
（４）貸与品の取扱い
調査職員が貸与した各種資料の取扱いには細心の注意を払い、調査職員が必要と認めた場合には、
資料の種類及び員数について、その都度「借用書」でもって確認すること。
貸与品の一時返却の必要が生じた場合は、速やかにそれに応じること。
故意又は過失により貸与品を損傷した場合は、速やかに調査職員に申し出るとともに、指定する
期日までに原型に復し又は損害を賠償すること。
（５）業務打合せ
業務の着手時、調査結果とりまとめ報告時、業務成果物の最終確認時の他、業務の主要な区切り
には打合せを行うものとする。業務打合せは当初、中間、成果品納入時の 3 回を見込む。
また、業務の遂行にあたり疑義が生じた場合も同様とする。
打合せ事項は、その都度記録し、速やかに「打合せ簿」として調査職員に提出し、相互に内容の
確認を行うものとする。
なお、業務着手時及び成果物納入時には管理技術者が立ち会うこと。
（６）成果物のとりまとめ
業務成果物のとりまとめ方の詳細については、調査職員と打合せを行い決定すること。
（７）疑義
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共通仕様書と本特記仕様書に記載の異なる場合は、原則として本特記仕様書を優先させることと
する。
また、設計図書において記載のない事項及び疑義等については、調査職員と協議することとし、
その場合設計図書の解釈については、調査職員が行うものとする。
（８）管理技術者
管理技術者は、業務の履行にあたり、技術士（総合技術監理部門：「電気電子－電子応用」又は
「電気電子－情報通信」、電気電子部門：「電子応用」又は「情報通信」）又は RCCM（「電気電子部
門」又は「建設情報部門」
）の資格保有者、あるいはそれらと同等の能力と経験を有する技術者（ETC
設備・料金収受設備の設計経験年数又は保守経験年数が 10 年以上）でなければならない。
（９）約款第 11 条の照査技術者は必要とする。
（10）現場調査
現場調査等で移動する際に必要な自動車は、受注者が用意するものとする。
（11）ＥＴＣ情報セキュリティ
契約後に発注者が提示する「ETC システム運用マニュアル（案）
（開発業者/保守業者編）平成 26
年度」に基づいて、受注者が実施する具体的な対策の手順を定めた以下の内容を含む「業務履行計
画書」を発注者と協議のうえ策定すること。
（12）特許権
ｱ)

受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が無く、その
使用に関した費用負担を契約約款第8条に基づき発注者に求める場合は、権利を有する第三者と
使用条件の交渉を行う前に、調査職員と協議しなければならない。

ｲ)

受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により調査職員に報告するととも
に、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等に
ついては、発注者と協議するものとする。

ｳ)

発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（昭和45年法律第48号）第2条第1項第1号

に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこ
れを自由に加除又は編集して利用することができる。
ｴ)

納入物に関する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。）は、受注者又

は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能な著作物の著作権を
除き、発注者より受注者へ契約図書に係る請負代金が完済されたときに、受注者から発注者へ移
転する。なお、かかる受注者から発注者への著作権移転の対価は、請負代金に含まれるものとす
る。
ｵ)

発注者は、著作権法第47条の3に従って、前項により受注者に著作権が留保された著作物につ

き、自己利用するために必要な範囲で、複製、翻案することができるものとし、受注者は、かか
る利用について著作者人格権を行使しないものとする。
（13）関係者協議について
本業務を遂行するに際して必要となる各関係者との協議・調整は、公社と協議の上行うととも
に、調査職員が指示した資料作成について迅速に行うこと。
（14）コスト縮減計画調書の作成
当該業務の履行にあたり、設計業務等共通仕様書第1159 条第12 項により新技術の採用等によ
るコスト縮減に関する検討を除外するものとする。
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(15)

本業務は、情報共有システムの対象である。

(16)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更について

1)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，次のとおり実施に努めること。
①「３つの密を避けるための手引き」の活用
各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに，作業所等で掲示を行う。
・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin
②「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用
各現場に配布し始業前の朝礼や KY 活動等において工事等の関係者に周知を図る。
・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf
※各現場での対策事例については、Twitter や Facebook 等の SNS 活用により普及・展開に努め
てください。
例）
「＃建設現場の３密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知する等

2)

上述の１を参考に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより追加費
用が発生する場合は、実施計画書（様式１）により調査職員と事前に協議を行い、必要と認められ
る対策については変更施工計画書（変更業務計画書）を提出する。
なお、必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

3)

最終精算変更時点においては、実際に履行したことがわかる全ての証明書類（領収書の写し、領
収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等）及び実績報告書（様式２）を調査職員に提出
する。

4)

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措
置を行う場合がある。

5)

疑義が生じた場合は、調査職員と協議すること。

(17)

労働環境改善（ウィークリースタンス）について
本業務は労働環境改善（ウィークリースタンス）を目的とした業務であり、次により実施する。

1)

初回打合せ時に、本取組の内容を発注者から受注者に説明するとともに、取り組む意思、内容を
別紙－１「ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）」（以下「別紙－１」とい
う。）を基に確認し設定する。取組期間については、初回打合せ時（実施内容を設定した日）から
工期末までとする。
ノー残業デーは、受発注者がそれぞれ定める日を原則として週１日以上設定する。
なお、広島高速道路公社における週のノー残業デーは水曜日としている。

2)

受注者は、別紙－１に取組内容を整理し、打合せ記録簿で提出し、受発注者間で共有する。

3)

中間打合せ等を利用し、受発注者間で取組のフォローアップ等を行う。

4)

成果物納入時の打合せにおいて、実施結果（効果・改善点等）を受発注者双方で確認し、別紙－
２「ウィークリースタンス推進チェックシート（実施結果）」に記入し打合せ記録簿で提出し、共
有する。
なお、別紙－１及び別紙－２については、
「広島高速道路公社ホームページ」の「技術管理」
「技
術管理資料」に掲載してある様式を利用する。

６．暴力団等からの不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）の排除について
（１）暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け
出ること。
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（２）発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
（３）排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は発注者と工程
に関する協議を行うこと。
（４）発注者と工程に関する協議を行った結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、契約約
款第 22 条の規定により、発注者に履行期間延長の請求を行うこと。
（５）暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに
所轄の警察署に提出すること。
（６）当該被害により、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を
行うこと。その結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、契約約款第 22 条の規定によ
り、発注者に履行期間延長の請求を行うこと。
７．貸与資料
（１）H24～R3 広島高速料金収受設備の設計等に係る公社支援業務 成果品
（２）H20～R2 ETC 設備工事 完成図書
（３）広島高速道路計画設計資料

（広島高速道路公社）

（４）新広島高速道路管理施設等基本計画

（広島高速道路公社）

（５）広島高速道路管理施設整備ガイドライン

（広島高速道路公社）

その他の資料については、調査職員との協議により貸与するものとする。
８．適用規格基準
業務遂行にあたり、次の関係基準及び要領類に準拠すること。
（※最新基準を使用すること。）
（１）新広島高速道路管理施設等基本計画

（広島高速道路公社）

（２）広島高速道路計画設計資料

（広島高速道路公社）

（３）広島高速道路管理施設整備ガイドライン

（広島高速道路公社）

（４）電気通信設備工事共通仕様書

（広島高速道路公社）

（５）料金徴収施設設置基準（案）
・同解説

（日本道路協会）

（６）電気用品安全法
（７）電波法
（８）電気設備に関わる技術基準を定める省令
（９）道路構造令

（国土交通省）

（10）建築基準法
（11）その他関係法令および基準
９．成果品
本業務が完了したときは、以下に示す成果品を「広島県工事中情報共有システム」を通じて提出する
ほか紙媒体でも提出すること。
（１）業務報告書（A4 版キングファイル）
※成果物の形式（報告書等）
（図面等）

1部

Word2013 又は Excel2013 以上
Auto CAD2013 以上形式

成果物の形式、取りまとめ方法等については、調査職員の承諾を受けること。
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１０．業務内容
本業務では以下の内容を実施する。
（１）料金収受設備システム検討
１）ETC 専用化に関する検討（その２）
広島高速道路公社の料金所（2 レーン構成（ETC×1、一般×1））における ETC 専用化に関する
検討を行う。
①

令和 3 年度に抽出・整理した、技術面・施工面・運用面に関する課題について、当公社の

ETC 専用化基本方針(仮称)を定めるため、対応策の検討（考え方の統一）を行う。
※令和 3 年度の整理資料は、公社から別途提供する。
②

令和 5 年度に代表料金所１箇所で実施予定の ETC 専用化（試行）について、試行方法に関

する詳細検討及び周知資料の作成等を行う。
２）料金徴収業務の効率向上に関する調査・検討
広島高速道路公社の料金徴収業務（以下①～③）における効率向上に関する調査・検討を行う。
なお、検討にあたっては、タッチレス化(感染症対策)及び省力化(働き方改革)を考慮したうえで、
ICT 機器の導入(活用)に関する調査を行い、概算費用を算出すること。
①

料金徴収時※（現金・ETC）…現金の受渡し、ETC カード未挿入の対応等
※ETC 専用化の過渡期におけるサポートレーンでの誤進入車対応を含む。

②

料金集計・請求時 …データ入力、書面出力(自動印字)等

③

お客様問合せ対応時 …過去の対応事例把握、分類等

（２）料金収受設備故障率検証
過年度故障データに対して、令和 4 年度故障データを追加・整理したうえで、データ分析及び報告
書の取りまとめを行う。
【料金収受設備故障率検証内容】
①令和 4 年度故障データの追加・整理
②故障データの分析
②－１ 料金収受設備
②－１－１ 障害発生件数の推移
②－１－２ 障害発生状況
②－１－３ 障害対応処置状況
②－１－４ 部品交換を伴う障害
②－２ ETC 中央設備
②－２－１ 障害発生件数の推移
②－２－２ 部品交換を伴う障害
１）新規データ追加
過年度故障データに対して、新規故障データを追加・整理する。
※故障データは、公社から別途提供する。
２）故障データの分析
新規データ追加後の分析を行い、報告書に取りまとめる。
※報告書様式は過年度故障率データを継承すること。
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位置図

③

①

駅北
中山

観音

②

海田

坂

①広島高速道路公社
②宇品管理基地（宇品営業所）
③沼田管理基地（沼田営業所）
（上記図は、令和 4 年 6 月時点の供用路線を示す）
業務範囲
(1)令和 4 年 6 月時点の供用路線
(2)港湾道海田大橋の海田料金所までの区間
(3)広島呉道路の坂料金所までの区間
(4)高速 5 号線(計画路線)
(5)その他調査職員が指示する路線
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