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　　　業務名 栄町地区農道再整備検討業務

総委託費 円

一　　金 　　委託費 円
内　訳

　　消費税等相当額 円

業      務　　　説　　　明

１　業務目的

２　業務箇所

札幌市東区栄町649～689番ほか

３　業務期間

４　図面

５　主な内容

・ 測量調査 1 式

・ 地質・土質調査 1 式

・ 土木構造物検討 1 式

６　仕様書

特記仕様書に記載なき事項は、以下によること

・ 測量調査　　　　 …「札幌市公共測量仕様書」

・ 地質・土質調査　…「札幌市地質・土質調査業務共通仕様書」

・ 土木構造物検討 …「札幌市土木設計業務共通仕様書」

（以上、札幌市編）

https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kijun/kijun.html

７　特記仕様書

別添のとおり

札幌市経済観光局

昭和50年頃整備された農道及び農道に附随し整備された側溝及び管渠
について、道路法第三条の四「市町村道」の認定及び長期的な維持管理
負担軽減の観点により再整備に向けた調査・検討を行うもの。

別添のとおり

契約書に示す契約締結日から、令和４年3月25日までとする



【測量範囲①】 
・農道（現況道路＋現況排水施設） 
・道路検討・排水調査/設計を目的とする

【路線測量②】 
・民地排水路
・排水調査/設計を目的とする

【路線測量③】 
・現況橋梁の上下流 
・河川協議を目的とする

・地域全体で暗渠整備がされ、２系統に排水されている 
西側：民地排水路～現況排水路施設から旧琴似川へ 
東側：民地排水路から丘珠川へ ※一部、現況排水路施設を経由 

・必要な調査を行い、道路及び現況排水施設や道路横断管等の再整備を検討

丘珠川（市）
旧琴似川（道）

烈々布排水（市）

道路横断管

【業務概要図（調査関係）】
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特記仕様書 

１ 業務名 

栄町地区農道再整備検討業務 

２ 業務目的 

本業務は、昭和 50 年頃整備された農道※（以下、「現況道路」と言う）及び農道に附随

し整備された側溝及び管渠（以下、「現況排水施設」と言う）について、以下の観点によ

り再整備に向けた調査・検討を行うもの。 

・道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三条の四「市町村道」の認定 

・長期的な維持管理負担軽減 

※「栄町地区土地改良総合整備事業」（昭和 52 年～54年施工、事業主体：北札幌農協） 

３ 業務箇所 

 札幌市東区栄町 649～689 番ほか（別添図面参照） 

４ 業務期間 

契約書に示す契約締結日から、令和４年 3月 25 日までとする 

※本業務は、業務着手日を令和３年 10月中と想定し、業務期間の設定及び積算を行っている 

  ※冬期労務費補正：有（補正率：3％）【測量の外業のみ対象】 

５ 業務概要 

（１）測量調査   …基準点測量（基準点測量、水準測量） 

路線測量（中心線測量、縦断測量、横断測量） 

（２）地質・土質調査…地質調査（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査） 

土質調査（原位置試験、土質試験） 

地質土質解析（軟弱地盤技術解析） 

（３）土木構造物検討…道路予備検討 

（４）共通事項   …打合せ協議、関係機関との協議、 

設計説明書作成及び概算工事費算出 

６ 契約後と着手時の提出書類等 

受託者は、契約締結後、契約約款に定める業務日程表と併せ、速やかに次の書類を提

出すること。なお、共通仕様書で定める業務毎の業務計画書等については主任設計者と

担当職員が行う初回打合せまでに提出すること。

（１）着手届

（２）全体工程表

（３）全体業務計画書

（４）主任設計者等指定通知書及び経歴書 
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７ 各業務内容 

各業務の内容は以下のとおりで、仕様等は各共通仕様書による。なお、作業工程は参

考につき業務進捗状況や関係協議等により前後して構わないものとする。 

（１）測量調査 

測量調査の仕様・成果は「札幌市公共測量仕様書」によるが、以下について従うこと 

ア 目的 

道路予備検討・用排水設計・河川管理者との協議（以下、「河川協議」と言う）の資料

となる縦断図、横断図を作成するための測量を行う 

イ 作業対象一覧と仕様、工程 

※現況道路に接続する農道橋で現況道路と一緒に道路橋として供されている。元々は古い函渠で

「農業土地基盤整備事業」（昭和 49年施工、事業主体：札幌市）により架換えられたもの。 

（ア）基準点測量 …３級又は４級基準点を使用して、新たな基準点（水準点）の位置・

標高を定めるための測量を行う 

【作業工程】  

作業計画 →選点 →測量標の設置 →観測 →計算 →品質評価 →成果等の整理 

（イ）路線測量  …現況道路及び現況排水施設の整備と維持管理に必要な図面作成、

河川協議に用いる資料作成等のため、現況道路・現況排水施設・

民地排水路・現況橋梁上下流の縦断図、横断図を作成するための

測量を行う。なお、農地の暗渠や民地排水路から現況排水施設へ

と排水されているため、民地排水路の路線測量により排水や流末

の状態を調査すること。 

【作業工程】 

作業計画 →線形決定 →中心線測量 →仮 BM →縦断測量 →横断測量 →詳細測量

ウ 備考 

（ア）基準点使用にあたり、基点の損傷や精度等を事前確認し担当職員へ報告すること 

（イ）現況道路・現況排水施設の路線測量は、詳細測量として５ｍﾋﾟｯﾁで実施すること 

（ウ）用地現況の把握は、提供資料（過去の業務成果を含むﾃﾞｰﾀ）により行うこと 

（エ）民地等の境界杭（石標、木杭等）は、平面図に記載し、現況写真を撮影すること 

（オ）現況排水施設は、道路排水及び民地排水の両方の機能があることに留意すること 

（カ）用地幅杭設置測量は、本業務では実施しない 

測量対象 仕様等 

〇現況道路・現況排水施設 道路検討・排水調査のため、 

基準点、水準点、中心線、縦断・横断測量（詳細） 

〇民地排水路 排水調査のため、 

水準点、中心線、縦断・横断測量（詳細） 

〇現況橋梁※上下流 河川協議のため、 

水準点、縦断・横断測量 
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（２）地質・土質調査 

地質・土質調査の仕様・成果は「札幌市地質・土質調査業務共通仕様書」によるが、

以下について従うこと 

ア 目的 

架換えを検討する橋梁の設計施工・計画について、地質状態や基礎地盤の工学的性質・

各種土質定数を把握し、橋梁予備検討の基礎資料作成のための調査と解析を行う 

イ 作業項目一覧と仕様、工程 

作業項目 仕様等 

〇地質調査※ ・ボーリング調査 
（機械回転式、1箇所、φ116ｍｍ）

〇土質調査 

原位置試験 
サウンディング 

強度調査 ・標準貫入試験 

サンプリング ・トリプルサンプリング 

その他 ・孔内水平載荷試験（普通積載）

土質試験 
物理試験 

・土粒子の密度（比重）試験 
・土の含水量試験 
・土の粒度試験 
・土の液性限界試験 
・土の塑性限界試験 

力学試験 ・土の三軸圧縮試験 

〇地質土質解析 ・軟弱地盤技術解析 

※地質調査は周辺の過年度成果等から粘性土・ｼﾙﾄ、砂・砂質土混じりを想定する

ウ 作業項目と工程 

（ア）地質調査 …地質構造・地下水位確認と土質調査のためﾎﾞｰﾘﾝｸﾞを行う 

（イ）土質調査 …橋梁の支持層精査のため、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ後、速やかに現地での原位置試験

（標準貫入試験、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ、孔内水平載荷試験）を実施する。また、

標準貫入試験時にｻﾝﾌﾟﾗｰから得られる試料にて室内土質試験（物理

試験、力学試験）を実施する。 

ａ 標準貫入試験  …原位置の土の硬軟や締まり具合の相対値把握のため、ｻﾝﾌﾟﾗｰ打

ち込みにより N値を求める 

ｂ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ    …ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔からﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞにより砂質土の試料採取を行う 

ｃ 孔内水平載荷試験…ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔壁垂直に加圧、地盤変形特性や強度特性を把握する 

ｄ 物理試験    …土の粒子比重、含水量、液性限界、塑性限界に関する試験によ 

り各種土質定数を把握する

ｅ 力学試験     …土の三軸圧縮試験により強度・変形特性を把握する 

（ウ）地質土質解析  …得られた資料に基づき、軟弱地盤上の盛土、地下構造物等の施

工に当たり影響する周辺地盤等について解析し、とりまとめる 

【作業工程】 

地質調査 →土質調査 →解析計画 →現地踏査 →現況地盤解析 

 →検討対策工法選定 →対策後地盤解析 →最適工法決定 →照査 
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エ 備考 

（ア）ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査について、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔の位置は担当職員立会いのもと確認し、掘進中

は、性質解析や状態確認の記録収集に努め、深度等に疑義が生じた場合は担当職

員に報告、協議すること。また、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ結果が過年周辺成果と著しく異なる場合、

担当職員と協議のうえ取扱うこと 

（イ）孔内水平載荷試験について、試験深度は担当職員と協議のうえ決定すること 

（ウ）地質土質解析について、検討対策工法の選定以降の作業は、河川協議・橋梁予備

検討の状況により担当職員と協議のうえ行うこと

（３）土木構造物検討（道路予備検討） 

道路予備検討の仕様・成果は、「札幌市土木設計業務共通仕様書」のうち「道路予備設

計（B）」によるが、以下について従うこと 

ア 目的 

測量調査を踏まえ道路整備（排水施設含む）を検討し、図上で用地幅杭位置を決定する 

イ 作業項目と工程 

（ア）道路予備検討 …【幅員 9～12.67ｍ：標準有効幅員 5.5ｍ程度】 

※橋梁含む、ただし橋梁幅員は現況で 6.20ｍ：有効幅員 5.0ｍ 

ただし、設計における諸条件は、下記の通りとする。 

設計条件項目 適用内容 変化率項目 適用内容 

地形 平地 道路環境施設 無 

車線数 １～２車線 特殊法面設計 無 

複断面 無 工区毎の分割 無 

暫定計画 無 路床入替等処理 有 

歩道等設計 無   

【作業工程】 

設計計画 →現地踏査 →縦断設計 →横断設計 →道路附帯構造物設計 

 →小構造物設計 →用排水設計 →設計図 →用地幅杭計画 

 →関連機関協議資料作成 →概算工事費 →照査 →報告書作成   

ウ 備考 

（ア）想定する整備水準※は、札幌市生活道路整備基準とする 

    ※計画道路でないことや地域性等から、道路構造令は参考程度とする 

（イ）橋梁を含む道路線形について検討すること。なお、作業の開始時期や内容は河川

協議との状況により、現況橋梁の位置変更が必要となる場合も想定し、担当職員

と打合せのうえ行うこと。 

（ウ）小構造物設計のうち管渠について、現況道路に埋設された横断管渠２箇所の現況

を調べ、必要により、整備を検討すること 

（エ）小構造物設計のうち側溝又は小型用排水路について、必要により、現況排水施設

の整備を検討※すること。整備仕様は土木工事標準設計図集のみによらず農業土木
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関係の技術基準等を参考に粗朶柵工の検討等、農業・農地の地域性や特殊性、景

観等について併せて考慮すること。※現況排水施設の状態は測量調査にて把握する

（オ）（エ）に関連し、用排水設計について、道路及び農地の両方の排水を考慮した排水

計画を設計すること。なお、当初は主に農地排水を目的に設計※されており、この

排水を阻害しないよう機能を保証し、維持管理方法と併せて検討すること。 

※現況道路の表面排水の整備当初の仕様は、砂利舗装による自然浸透（地中に暗渠排水管が

埋設されている）とマウントアップによって法面～側溝へと排水するものだったが、後に

車両交通を優先して道路表層がアスファルトで舗装されている 

（カ）屈曲部や交差点部など現況で視距が短く危険性が憂慮される箇所については、縦

横断線形や交通安全施設の配置など対応策を検討すること 

（４）共通事項 

各業務内容（１）～（３）について共通する事項は以下の通り 

ア 打合せ協議 …打合わせは次のとおり行う 

（ア）業務着手時及びしゅん工時 

（イ）中間 ５回 

（ウ）その他、担当職員又は主任設計者が必要と認めたとき 

イ 関係機関との協議 

（ア）必要により、河川管理者、交通管理者、道路管理者、埋設物関連（上水道、下水

道、埋蔵文化財等）、その他（北電柱、NTT 柱等）関係機関との協議に協力し、必

要な資料を作成すること 

（イ）関係機関との協議までに関連する調査設計を行い資料にまとめ、仮納品すること 

協議先 予定時期 内容

河川管理者 R3.11～ ・河川の諸元確認

・架橋位置協議

※具体の内容や必要な成果、その他関連機関との協議の詳細は業務着手後の打合わせによる

ウ 設計説明書作成及び概算工事費算出 

（ア）実施設計に必要な項目について、設計説明書としてまとめること 

（イ）実施設計に必要な項目について、項目別に概算工事費を算出すること 

８ 成果・提出図書等 

（１）成果・提出図書は以下のとおりで、仕様は各共通仕様書による。なお、電子媒体

での納入については PDF 形式及び、広く一般に使用されている形式とすること。 

ア 測量調査    …①測量調査報告書 一式 

イ 地質・土質調査 …②地質・土質調査報告書 一式 

③標本資料 一式 

ウ 土木構造物検討 …④道路予備検討報告書 一式 

エ その他     …⑤現地踏査資料・収集資料・調査写真 一式 

⑥各種技術資料・検討資料 一式 
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⑦各調査・打合せ記録簿 一式 

⑧その他指示した書類 

（２）提出について 

ア 本業務は電子納品対象業務とし、「札幌市電子納品運用ガイドライン(案)[土木業務

編]（以下、「ガイドライン」という）に基づくものとする。 

イ 成果品は、以下のものについて電子媒体（CD-R など）等で 3部提出すること。 

ウ 図面の CAD データ等の形式について、事前に担当職員と協議して決定すること。 

エ 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラー

がないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 

オ 電子媒体のほかに、用紙に出力したものについても納品する。 

９ 貸与資料一覧 

本業務の貸与資料は以下のとおりで、借用記録簿を作成し、担当職員の確認を受け

ること。また、貸与された資料は、業務完了時に速やかに返却すること。なお、その

他の資料の貸与が必要な場合、担当職員と協議のうえ取り扱うこと。

（１）平成２９年度 市道認定予定線（東区栄町地区）用地調査測量業務：成果一式 

（２）令和 ２年度 市道認定予定線（東区栄町地区）用地確定測量業務：成果一式 

10 その他 

（１）設計根拠 …設計計算等において、その根拠や使用文献等について明記すること 

（２）業務の変更…業務内容等が変更となる場合、各共通仕様書の条件変更・契約変更・

履行期間の変更の項目によること 

（３）情報の扱い…受託者は、業務上知り得た事項を他人に洩らしてはならない。また、

個人情報の取扱いは、別記１「個人情報取扱注意事項」によること 

（４）技術資格 …本業務の主任設計者及び照査技術者は、別記２「技術資格」による

こと 

（５）協議の重視…確認事項、疑義等が生じた場合は、担当職員と十分協議すること 

11 環境への配慮 

（１）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 

（２）両面コピーの徹底やミスコピーを減らし、紙の使用量を減らすよう努めること 

（３）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 

（４）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 

（５）業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連につい

て自覚をもつような研修を行うこと
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別記１ 「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。 



8 

別表1
河川、砂防及び海岸・海洋　
港湾及び空港　
道路
鉄道　
造園　
都市計画及び地方計画　
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

別表２
建設、総合技術監理－建設 （科目問わず）
上下水道、総合技術監理－上下水道 上水道及び工業用水道、下水道
農業、総合技術監理－農業 農業土木
森林、総合技術監理－森林 森林土木
水産、総合技術監理－水産 水産土木
応用理学、総合技術監理－応用理学 地質

別表３
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

ＲＣＣＭ

技術士

別記２ 「技術資格」 

1.本業務の主任設計者及び照査技術者は、下記の条件を満たす者とする。 

①主任設計者は、下記資格要件分類表の（Ⅲ）の要件を満たす者とする。 

②照査技術者は、下記資格要件分類表の（Ⅱ）の要件を満たす者とする。 

2.技術士又はＲＣＣＭの資格保有者とは、登録していることを条件とする。 

業務着手時に、資格者であることを証明できる書類（登録証の写し）を提出すること。 

なお、資格要件（Ⅰ）で技術士の場合は、専門科目が証明できる書類（登録証明証の写し）

を提出すること。 
要件分類 資格 

主任設計者 照査技術者 

資格要件（Ⅰ） 技術士（建設部門－鋼構造及びコンクリート。総合技術監理部門－建設－鋼構造及びコンクリー

ト）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）のいずれかの資格保有者。 

資格要件（Ⅱ） 技術士（建設部門、総合技術監理部門－建設）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート、道路）の

いずれかの資格保有者。 

資格要件（Ⅲ） 技術士（建設部門、総合技術監理部門－建設）、

ＲＣＣＭ（別表１）のいずれかの資格保有者、

又は建設コンサルタント等業務について（大

学・短大・高専卒 20 年、高卒 22 年、その他 25

年以上）実務経験を有する者。 

技術士（建設部門、総合技術監理部門－建設）、

ＲＣＣＭ（別表１）のいずれかの資格保有者。

資格要件（Ⅳ） 技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）のいず

れかの資格保有者、又は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。 

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）のいず

れかの資格保有者。 


