
丘珠団地47号線ほか4線FWD調査業務

                    　東区　土木部　維持管理課　維持係

令 和 　３年 度

     業務設計書（公示用）

令和 　３年 　９月    単価適用

業務名：

                                  札幌市
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１．

２．

４．

３．

５．

６．特記仕様書

工事説明書業務説明書

概要

FWD解析 一式

丘珠団地47号線　　：調査延長 　198m、FWD測定  11測点、舗装構成確認  2本

北36条東21丁目線　：調査延長 　169m、FWD測定　 9測点、舗装構成確認  2本

栄ケ丘19号線　　　：調査延長　 190m、FWD測定　11測点、舗装構成確認　2本

栄ケ丘24号線　　　：調査延長　 163m、FWD測定　 9測点、舗装構成確認　2本

元町北53号線  　　：調査延長 1,037m、FWD測定　53測点、舗装構成確認 11本

契約書に示す着手の日から令和 4年 1月24日までとする。

舗装調査・試験法便覧、FWDおよび小型FWD運用の手引き、舗装性能評価法、その他関連図書及び特記仕様書

場所

期間

図面

仕様書

北35条東20丁目ほか

別添のとおり。

なし

                                  札幌市
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（ ）

１．積算金額

設計金額 （円）

内 業 務 価 格

訳

区　分

業務名 丘珠団地47号線ほか4線FWD調査業務

消費税相当額

業　務　委　託　費

                                  札幌市
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別表２

河川、砂防及び海岸・海洋 港湾及び空港 電力土木
道路 鉄道 上水道及び工業用水道
下水道 農業土木 森林土木
造園 都市計画及び地方計画 地質
土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート トンネル
施工計画、施工設備及び積算 建設環境 水産土木

RCCM

丘珠団地 47号線ほか 4線 FWD 調査業務 特記仕様書 

１．業務の目的 

本業務は、FWD により舗装表面のたわみ量を測定し、現状の舗装構造評価を行い、補修箇

所の抽出、補修工法の立案を目的とする。 

なお、対象路線及び調査延長は以下のとおりとする。 

・丘珠団地 47 号線  ：198m 

・北 36 条東 21 丁目線 ：169m 

・栄ケ丘 19 号線 ：190m 

・栄ケ丘 24 号線 ：163m 

・元町北 53 号線 ：1037m 

２．担当技術者及び資格要件 

担当技術者とは、業務を担当する者のうち、受託者に所属しかつ受託者が定めた者をいい、

屋外における業務に際しては、使用人等（協力者又はその代理人若しくはその使用人、その

他これに準ずるものを含む。）に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関係者に対す

る対応等の指導及び協力を行うとともに、業務が適正に遂行されるように、管理及び監督し

なければならない。 

また、担当技術者は下記の条件を満たすものを条件とし、業務着手時に、資格保有者であ

ることを証明できる書類の写しを提出すること。 

●技術士（別表１） 

●ＲＣＣＭ（別表２） 

●舗装診断士〔(一社)日本道路建設業協会〕 

●建設コンサルタント等業務について（大卒 13年、短大・高専卒 15 年、高卒 17 年以上）

実務経験を有する者 

別表１
建設、総合技術管理－建設 （科目問わず）
上下水道、総合技術管理－上下水道 上下水道及び工業用水道、下水道
農業、総合技術管理－農業 農業土木
森林、総合技術管理－森林 森林土木
水産、総合技術管理－水産 水産土木
応用理学、総合技術管理－応用理学 地質

技術士
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３．着手及び完了 

３．１ 着手 

   本業務の着手日は、令和３年 10月 25 日（月）を想定している。 

受託者は、本業務を実施するにあたり、次の書類を提出するものとする。 

・着手届 

・業務日程表 

・担当技術者等指定通知書 

３．２ 完了 

   本業務の完了日は、令和４年１月 24 日（月）までとする。 

受託者は、本業務の完了後、速やかに完了届を提出するものとする。 

４．業務内容 

４．１ 計画準備 

（１）業務計画書の作成 

調査方法、使用する測定機器、工程表、安全管理などの事項を記載した業務計画書の

作成を行うこと｡ 

（２）現地踏査 

調査に先立ち路面画像撮影車を用いて現地踏査を行い、路面状況及び沿道環境を確認

すること。 

（３）資料収集 

調査に関連する資料を収集すること。なお、道路台帳図及び道路定規図は、委託者よ

り貸与する。 

４．２ 調査 

（１）FWD 測定機器 

FWD 調査は下図のような車載式を用いて行うこととし、荷重発生装置は 49kN の荷重

を載荷することが可能なもの、たわみセンサーは載荷点直下のたわみ量を D0として載荷

中心から200cm離れた点D2000まで計10点のセンサーを装備しているものを標準とする。 
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図 FWD（車載式）の外観と主な測定機器の例 

なお、これによりがたい場合は、担当職員と協議すること。 

（２）FWD 測定方法 

たわみ量を測定する際の荷重は 49kN を標準とし、一測点で 4回測定し、2回目～4回

目の荷重と載荷点直下の最大たわみ量を記録する。また、たわみ量の測定と同時に舗装

温度も測定して記録する。 

なお、測定間隔は 1路線当たり 20m 毎を標準とするが、これによりがたい場合は、間

隔及び測点数について担当職員と協議すること。 

（３）既設舗装構成の確認 

ボーリング調査により既設の舗装構成を確認する。 

事前に地下埋設物の資料を収集し、調査により埋設物を損傷しないように十分に確認

したうえで調査位置を決定すること。 

なお、調査間隔は 1 路線当たり 100m 毎を標準とするが、これによりがたい場合は、

間隔及び箇所数について担当職員と協議すること。また、調査箇所の復旧方法について

は、事前に担当職員と協議すること。 

４．３ 結果の整理 

（１）測定値の補正 

各測点の載荷荷重及びたわみ量は、測定した 2回目～4回目の値の平均値とする。 

また、49kN を基準とする荷重補正及び 20℃を基準とする温度補正を行う。 

（２）解析及び評価 

たわみ量及び既設舗装構成、既往資料から舗装全体の支持力、路床の推定 CBR、残存

TA、不足 TA、アスファルト混合物層の弾性係数などを求め、現状の舗装構造の評価と補

修規模の選定を行う。 
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４．４ 補修工法の検討 

解析及び評価の結果から最も合理的かつ効果的な補修工法及び補修範囲の選定を行う。 

補修工法については、現況舗装高を変更しない工法を提案すること。ただし、詳細につ

いては事前に担当職員と協議すること。 

 ４．５ 打合せ 

本業務における打合せは、業務着手時、中間打合せ（１回）、成果物納入時とし、業務

着手時及び成果物納入時には、担当技術者が立ち会うものとする。 

・業務着手時：業務計画書等をもとに、調査方法、内容等の打合せを行うとともに、必要

な資料等の貸与を行う。 

・中間打合せ：現地での調査終了時において、１回行うことを標準とする。 

・成果品納入時：成果物のとりまとめが完了した時点で実施する。 

５．提出成果品 

（１）報告書（A4 版製本）：2部 

・業務概要 

・業務報告書 

・その他担当職員の指示による 

（２）電子媒体：2部 

６．諸法令の遵守について 

受託者は、本業務に関する事項及び作業上知り得た一切の事項について、これを外部に漏

洩してはならない。また、この契約による業務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際

には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。

７．環境への配慮 

・本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。 

・両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

・自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングス

トップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

・業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品

を使用すること。 

８．その他 

・調査を実施するにあたっては、担当職員及び関係機関と十分に協議し実施すること。 

・調査時に道路を規制する際は、交通誘導警備員を 1名以上配置し、十分な交通安全対策を

講じること。また、本調査に起因する事故が発生した場合は、速やかに担当職員に報告す

るとともに受託者の責任において措置すること。 

・本業務における調査結果及び成果品について、本市の同意なくして使用してはならない。 

・本業務に疑義が生じた場合は、担当職員と協議すること。 
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別記 

「個人情報取扱注意事項」 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人

の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしては

ならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、

他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（再委託等の禁止） 

第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ、委託者が書面により承諾した場合は、この限りではない。 

（複写、複製の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が

記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。 

（目的外使用の禁止） 

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を

目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（資料等の返還） 

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が

記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別

に指示したときは、その方法によるものとする。 

（事故の場合の措置） 

第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを

知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第８ 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができる。 
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