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建築工事施工業者  馬淵・小雀建設共同企業体 
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１．工 事 概 要  

（１） 工事名     緑園義務教育学校整備工事（第２工区） 

（２） 工事場所    横浜市泉区緑園五丁目２７番地の１ 

（３） 工事施工業者  ①建築工事 

           馬淵・小雀建設共同企業体 

           馬淵建設㈱住所   横浜市南区花之木町 2-26 

           馬淵建設㈱ＴＥＬ   045-712-1226 

           現場ＴＥＬ      未定 

           現場代理人     相川 伸也 

          ②電気設備工事    未定 

          ③衛生空調設備工事  未定 

（４） 工事担当課   ①横浜市建築局公共建築部施設整備課 

             ＴＥＬ        045-671-2969 

             担当係長      神川 健太 

             担当者       安藤 秦貴 

            ②横浜市建築局公共建築部電気設備課 

             ＴＥＬ        045-671-2975 

             担当係長      坂本 孝志 

             担当者       齊木 卓也 

            ③横浜市建築局公共建築部機械設備課 

 ＴＥＬ        045-671-2978 

             担当係長      坂本 健治 

             担当者       栗林 髙之 

（５） 工事発注課   横浜市教育委員会事務局施設部教育施設課 

 ＴＥＬ        045-671-3298 

             担当係長      長谷川 光正 

             担当者       宮脇 梨沙 

（６） 委託監理者   株式会社 金子設計 

               住所        磯子区西町５－１１  

ＴＥＬ        045-761-5555 

             担当者       林 修三、名倉 秀紀 

（７） 工事期間(予定) 令和３年２月１日から令和４年３月１８日まで 
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２．建 物 概 要  

  （１） 全体      敷地面積  28,358.39  ㎡ 

  （２） 増築アリーナ棟 ＲＣ造+Ｓ造 地上２階建て 

              建築面積   2,417.92  ㎡ 

              付属施設：飼育小屋、外部倉庫 

  （３） 開放渡り廊下 1 Ｓ造  既存校舎特別教室棟－増築アリーナ棟 

              建築面積   122.67  ㎡ 

  （４） 開放渡り廊下 2 Ｓ造  既存校舎棟－増築アリーナ棟 

              建築面積    22.74  ㎡ 

  （５） 既存校舎増築  既存校舎特別教室棟中庭部分増築 

建築面積    128.00  ㎡ 

（６） 既存給食室増築 既存給食室の一部増築 

            建築面積    32.47  ㎡ 

（７） 既存校舎 既存給食室改修工事  

              既存校舎外壁改修 

屋上の既存アスファルト塗膜防水塗り 

教室のレイアウト変更、便所改修等 

既存給食室のドライ化改修 

建築面積    3,619.93 ㎡ 

  （８） 配置図 

 

焼き窯庫 

戸塚カントリー俱楽部 

体育倉庫 

北門 

サブグラウンド 

メイングラウンド 

東門 

校舎棟 

正門 既存校舎棟改修 

既存特別教室棟改修 

プール棟 

既存屋内運動場 

アリーナ棟増築 

既存給食棟増築・改修 

西門 

緑園東五丁目 

凡例   工事建物 



５ 

 

３．施 工 概 要  

  （１） 作業時間 

作業時間は原則、月曜日から土曜日の午前８時から午後６時まで（作業

開始前の準備、終了後の片付け、清掃等を除く）といたします。 

ただし、暴風雨、地震等の緊急時の安全維持作業、道路交通法などによ

り時間的に車両規制を受ける作業、交通渋滞・事故等の理由により、や

むを得ない事情が生じた場合の作業、コンクリート打設、コンクリート

押え、アスファルト舗装の中断が出来ない作業及び屋内の騒音・振動を

伴わない作業に限り時間外に作業を行う場合がございます。 

  （２） 休日 

日曜日及び祝日は原則として休日とします。なお、工事の状況により日

曜日及び祝日にも工事を行う場合がありますが、事前に工事作業予定看

板に記載いたしますので、ご理解、ご協力のよろしくお願いいたします。 

  （３） 危険防止 

作業時間内は工事現場出入り口に誘導員を配置するとともに、現場責任                  

者が常駐し下請け業者管理を行います。また、工事現場周辺には仮囲い

を設置し現場内への関係者以外の立入防止対策をいたします。 

  （４） 交通安全対策 

       工事車両の出入りは最徐行で走行するとともに、誘導員の配置による誘導

を行います。特に大型車両の出入りの多い工事（コンクリート工事等）は

臨時の誘導員を工事車両経路に配置を行い、安全確保に努めます。 

       また、その他交通安全対策につきましては所轄警察と打ち合わせを行い、

その指示に従います。 

   （５） 騒音・振動・粉塵対策 

       工事に使用する機械、車両の使用にあたっては法令を遵守するとともに、 

       その設置場所及び使用方法等に留意し、低公害、低騒音型の機械を使用し、

騒音・振動の減少に努めます。 

       なお防塵につきましては必要に応じ散水及びシート等により対応いたしま

す。 

  （６） 防火対策 

       工事現場内は火の取り扱いには十分注意するとともに、消火器・防火用水

等を常備し防火対策に配慮いたします。 
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（７） 仮設工事 

       敷地周辺には、仮囲いを設け、施工中は養生ネット・シート等を配置し、

場内から落下物・飛散物による事故防止・近隣へのご迷惑には万全を期し

ます。なお、作業所内に宿舎は設置いたしません。 

  （８） 基礎工事 

        基礎工事は、杭施工のないラップル基礎・直接基礎による施工です。 

  （９） 損害の補償 

        当建築の施工にあたり、万一工事に起因して家屋に損傷が生じた場合に

は、責任をもって補修いたします。 

       上記の他、皆様のお気付きの点がございましたら、ご遠慮なくお申し出

をお願いいたします。 

       誠意を持って協議・検討させていただきます。 

  （１０）搬入出ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存 

校舎 

改修 

アリーナ棟 

増築 

既存校舎改修 

交通誘導員 

緑園義務教育学校整備工事（第２工区建築工事） 

搬入出ルート図 

グラウンド整備工事（別途） 

第 2 工区 資材置き場 

凡例       ・・・搬出入ルート 

交通誘導員 
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４．工事工程表 

  

 

  ※工事は天候等で変更することもありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

   また、工事現場出入口に週間工程を掲示いたします。 

 

（新校舎へ引っ越し後） 
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５．工事に関してよく頂くご質問と回答               

   

Q1 工事車両の搬出入時間を教えて下さい。  

A1 児童の登校に配慮し、平日の８時 00 分から８時 45 分までの時間を避けて搬出入を行

います。また、大型車両の出入りの多い場合は、臨時の誘導員を配置し、安全確保に努め

ます。  

  

Q2 振動及び騒音の対策について教えて下さい。  

A2 低騒音型の機械を使用し、振動及び騒音の減少に努めます。また、騒音振動測定シス

テムを設置し、測定状況の見える化を行い、振動及び騒音の管理を行います。  

  

Q3 児童の下校時への安全対策について教えて下さい。  

A3 工事エリアの出入りの多い西門付近に誘導員を配置します。また、学校と連携し、下

校体制を整え、安全指導及び見守りを行います。  

  

Q4 工事車両の通行で道路が汚れないか心配です。  

A4 工事エリア内にてタイヤ洗浄を行い、工事車両のタイヤ汚れを処理し退出します。  

  

Q5 工事期間中に防災備蓄庫は使えますか。  

A5 工事エリア内のため、常時使用することはできませんが、緊急時及び事前に連絡を頂

いた場合の備品点検時には出入りができるよう施工会社と体制を整えて対応致します。  

  

Q6 工事期間中の学校開放について、教えて下さい。  

A6 体育館については、一時的にトイレが使用できなくなる期間があります。また、工事

の状況によっては、体育館も一時的に使用できなくなる場合があります。その場合は、該

当する団体等に別途お知らせ致します。 グラウンドについては、場所がサブグラウンドに

移動となるため、令和２年度以内は使用できなくなります。令和３年度に関しては新校舎

完成後、改めて検討させていただきます。 

  

Q7 グラウンド整備工事について、教えて下さい。  

A7 令和３年６月頃から着手を予定しています。詳細は施工業者が決まり次第、別途お知

らせ致します。  

  


