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札幌市小規模附属物維持管理計画策定業務 仕様書 

1.総則 

本仕様書は、札幌市が実施する「札幌市小規模附属物維持管理計画策定業務」（以下「本業

務」という。）に適用する。なお、本業務は、本仕様書によるほか「11.その他関連資料」等に

準拠し、またその他関係諸法規を順守して行うものとする。 

2.業務の目的 

札幌市が管理する道路附属物のうち、道路標識や道路照明施設等の小規模附属物（以下「小

規模附属物」という）について、維持管理・更新費の増加、老朽化進行への対応が必要となっ

ており、新技術等を活用しながら維持管理コスト縮減等を図る必要がある。 

本業務は、個別施設の老朽化の状況把握、新技術等の活用に関する取り組みと導入の精査、

事業や予算の平準化等の計画的な対策を実施するうえで必要となる情報を整理し、維持管理の

基本的な方針を記載した「小規模附属物維持管理計画」を策定するものである。 

対象物は、道路標識約 1,700 基、道路照明施設約 28,000 基、視線誘導柱約 1,100 基、道路情

報提供装置（機器及び配線を除く）約 20 基とする。 

3.履行期間 

本業務の履行期間は、以下のとおりとする。 

・履行期間：契約締結の日から令和 4年 3月 25 日まで 

4.主任技術者・照査技術者及び資格要件 

(1) 本業務の主任技術者及び照査技術者は、下記の資格要件（Ⅰ）を満たす者とする。 

 (2) 技術士または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。 

主任技術者は、契約図書に基づき業務に関する技術上の管理を行うものとする。また、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

に準ずる者を含む。）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

指導及び教育を行うとともに、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。 

照査技術者は、業務主任の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、照査技

術者自身による照査を行わなければならない。 

なお、照査技術者は主任技術者との兼務は不可とする。 

資格要件（Ⅰ）

技術士（建設部門－道路） 

技術士（建設部門－鋼構造及びコンクリート） 

RCCM （道路） 

RCCM （鋼構造及びコンクリート） 

のいずれかの資格保有者。 



5. 業務項目 及び 内容 

本業務の業務項目 及び 各項目の内容は、下表の通りとする。 

業務項目 業務の内容・範囲等 

計画準備 

本業務の目的や主旨を把握したうえで、業務内容を確認し、業務概要・実施

方針・業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内容、部数・使用する

主な図書及び基準・連絡体制（緊急時含む）等の事項について整理した業務計

画書を作成する。 

老朽化対策における 

基本方針 

「札幌市小規模附属物維持管理計画」を作成するにあたり、計画の目的や対

象施設、計画期間、個別施設の老朽化の状況（管理施設数、健全性の判定区分

の割合、修繕等措置の着手状況等）、対策の優先順位や考え方、目標、事業平

準化など、今後の計画的な老朽化対策を実施するうえで必要となる情報を整理

し、老朽化対策の基本的な方針を作成する。 

新技術の活用方針 

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るた

めの新工法や新材料等の活用に関する考え方や取り組み、目標などを定め、検

討を行なうための方針を作成する。 

費用の縮減に関する 

具体的な方針 

今後の老朽化対策に必要となる費用の縮減を図るための考え方や取り組み、

目標、費用平準化などを定めた内容や、社会経済情勢や施設の利用状況等の変

化に応じた適正な配置のための小規模附属物の集約化・撤去、機能縮小などに

よる費用の縮減に関する方針を作成する。 

個別の構造物ごとの事項

（一覧表形式にて整理）

構造物の諸元（施設名称、設置年度、設置場所など）、過年度点検結果（判

定区分、実施年次）及び次回点検時期、対策内容（措置内容、着手年度、完了

予定年度）、対策内容に係る概算費用などの整理を行う。 

維持管理 

ガイドライン策定 

札幌市における対象施設の諸条件に合致した独自の判断基準となる「維持管

理ガイドライン」作成のため、日常点検や定期点検手法（点検要領）に必要と

なる、健全度評価、点検記録様式等の改良を行う。 

老朽化対策には補修（補強）、更新、集約化・撤去、監視などの対策のうち

いずれかの措置に至る段階を示したフローチャートを作成し、判断基準になる

具体的な内容を策定する。 

道路照明施設の 

電柱共架化 

ガイドライン策定 

道路照明施設（単独柱形式）に対して、道路幅員、灯具設置高さ、共架化の

際の離れ、照度、電気の技術的見地などから勘案し、共架化するための判断基

準になる具体的な条件を策定する。 

小規模附属物 

補修工法策定 

「維持管理ガイドライン」作成のため、補修（補強）に関しては、現場環境

や対象施設の老朽化状況、部位毎の損傷など様々な条件に適した工法を現場ご

とに選択できるよう細分化し策定する。それぞれの長所短所、費用などから最

適な工法選定が出来るようフローチャート化する。



業務項目 業務の内容・範囲等 

土木工事標準設計図集 

及び共通仕様書の改定

（案） 

道路施設の基礎形状や根入れ等の構造や溶接の少ない鋼管材料、塗装方式の

基準化及び工場出荷時の製品仕様などを見直し、費用の縮減や事業の効率化な

どを図るための比較検討を行ない、標準設計図集や共通仕様書の改定（案）を

作成する。 

報告書作成 

業務で行った検討内容、打合せ協議、課題と今後の解決策等を成果品として

取りまとめ、報告書とする。報告書は本編のほかに、ダイジェスト版を作成す

る。 

6. 再委託の禁止 

受託者は、本業務における主たる部分を再委託してはならない。主たる部分とは下記にあげ

るようなものをいう。 

（1） 計画準備 

（2） 老朽化対策における基本方針 

（3） 費用の縮減に関する具体的な方針 

（4） 個別の構造物ごとの事項 

（5） 報告書のとりまとめ 

7. 打合せ 

本業務における打合せは、初回・中間（3回）・最終の計 5回とする。 

なお、本業務の初回および最終の打合せには、主任技術者が立ち会うこと。また、業務の着

手にあたっては、業務計画書を提出し、業務担当者の承諾を得ること。 

8.成果品 

以下の成果品を納品すること。 

(1)報告書（業務概要書、業務報告書）  …１部 

(2)電子データ（DVD-R 等）    …１部 

※電子データは Excel（xlsx）及び PDF ファイル形式も併せて提出する。 

(3)その他、業務担当者が必要と認めたもの 

提出書類の形式と提出時期は下表のとおりとする。 

成果品 電子データ 

（DVD-R 等） 

紙データ 

（両面出力） 

提出時期 

業務概要書 〇（Excel 及び PDF）※1 〇 計画準備時 

業務報告書 〇（Excel 及び PDF） 〇 成果品納品時 

工事月報 〇（Excel･Word 及び PDF）※1 不要 毎月末提出 

打合せ簿（共通様式） 〇（Excel･Word 及び PDF）※1 不要 適宜提出 

※1 成果品納品時の電子データにも含める。 



9.諸法令の遵守について 

・業務内容について、不明な点、疑義が生じた場合には、業務担当者と協議すること。 

・本業務に関する事項およ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。 

・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、【別紙】  

「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。 

・「札幌市小規模附属物維持管理計画」策定について検討項目が必要となった場合、別途業

務担当者と協議を行うこと。 

10.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。 

11.その他関連資料

(1) 札幌市道路維持管理基本方針 令和 3年 4月 

（URL；http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/doroiji/download/index.html）
(2) 小規模附属物点検要領  平成 29 年 3 月 国土交通省 道路局 

(3) 附属物（標識、照明施設等）の点検要領  

平成 31 年 3 月 国土交通省 道路局国道・技術課 

(4) 道路照明施設設置基準・同解説 令和元年 8月 （社）日本道路協会 

(5)  道路標識設置基準・同解説 令和 2年 6月 （社）日本道路協会 

(6) 道路標識設置基準  令和元年 10 月 国土交通省道路局 

(7)  道路標識ハンドブック  令和元年 9月 全国道路標識・標示業協会 

(8)  その他（社)日本道路協会発行の各種基準、示方書、指針、便覧、等 



【別紙】 

「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。 


