
新琴似横断歩道橋ほか３橋補修検討業務

                    　建設局　土木部　道路維持課　計画係

令 和 　４年 度

     業務設計書（公示用）

令和 　４年 　６月    単価適用

業務名：

                                  札幌市- 1 -



31009.啓明中学校前　歩道橋

41013.幌南　横断歩道橋

22003.新琴似　横断歩道橋

13001.北園　横断歩道橋

位置図

対象橋梁位置図



（ ）

１．積算金額

設計金額 （円）

内 業 務 価 格

訳

区　分

業務名 新琴似横断歩道橋ほか３橋補修検討業務

消費税相当額

業　務　委　託　費

                                  札幌市- 1 -



 １．

 ２．

 ４．

 ３．

 ５．

 ６．特記仕様書

工事説明書業務説明書

概要

補修工法検討：一式（検討対象歩道橋数：４橋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

塗装有害物質含有量試験：一式（対象箇所数：４箇所）

契約書に示す着手の日から令和 5年 1月27日までとする。

札幌市横断歩道橋補修計画、横断歩道橋定期点検要領、その他関係資料並びに特記仕様書によること。

場所

期間

図面

仕様書

別紙位置図による

別添のとおり。

　なし

                                  札幌市- 1 -



 

新琴似横断歩道橋ほか３橋補修検討業務仕様書 

 

1. 総則 

本仕様書は、札幌市が実施する横断歩道橋の「新琴似横断歩道橋ほか３橋補修検討業務」（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 10.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なうものとする。 

 

2. 業務の目的 

 本業務は、札幌市横断歩道橋補修計画に基づく補修工事の実施設計業務を発注するために、近接

目視による定期点検結果及び現地踏査を基に補修工法を選定し、概算工事費等を算出することを目

的とする。 

対象横断歩道橋は、新琴似横断歩道橋、啓明中学校前歩道橋、幌南横断歩道橋、北園横断歩道橋

の４橋である。 

  

3. 主任設計者・照査技術者 

受託者は、設計業務における主任設計者及び照査技術者を定め、委託者に通知しなければならな

い。 

本業務の主任設計者及び照査技術者は、どちらとも下記の資格要件（Ⅰ）を満たす者とする。 

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

 

主任設計者は、契約図書に基づき設計業務に関する技術上の管理を行なうものとする。また屋外

における設計業務に際しては、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

び教育を行なうとともに、設計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、設計図書に定める又は担当職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行な

うとともに、照査技術者自身による照査を行なわなければならない。 

なお、主任設計者と照査技術者の兼任は不可とする。 

 

4. 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)総合的設計計画、業務遂行管理 

(2)現地踏査及びデータ解析 

(3)手法の決定及び技術的判断 

(4)報告書のとりまとめ 

 

 

 



5. 設計等項目及び方法 

(1)補修工法検討 

①設計計画 

（設計計画） 

業務の目的・主旨を把握したうえで特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要・実施方針・

業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果物の内容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡

体制(緊急時含む)等の事項について業務計画書(照査計画書を含む)を作成し提出する。 

（設計条件の確認） 

特記仕様書や台帳に示された横断歩道橋の諸条件や維持管理区分等の基本条件を確認し、当該

設計用に整理する。 

（補修工法の選定） 

横断歩道橋の構造、環境条件、過年度の点検結果や現地踏査等、その他の条件を勘案し、札幌

市横断歩道橋補修計画に基づき、各補修検討項目について構造特性、施工性(施工の安全性、難

易性、確実性)、経済性、耐久性等、総合的な観点から特徴や課題を整理し、評価を加えて補修

工法の選定を行う。 

 

②現地踏査 

現地踏査を行い当該業務の調査等に係る条件の確認を行うとともに、工事実施の際の施工条件の

確認を行う。また、貸与する過年度の点検・調査結果との比較を行い、損傷の状況等を把握する。 

 

③設計図 

横断歩道橋一般図を作成し、跨道状況、施工条件等を記入する。また、損傷状況を把握し、数量

を算出するための損傷図を作成する。最終的に決定した補修工法については、補修一般図を作成し、

位置及び内容を整理する。 

 

④概算工事費算出 

補修案に対し概算数量を算出し、概算工事費を算定する。また、補修工事に伴う概略の施工計画

を立案し、工程表について整理を行うこと。その際、同時に行うことが可能な工種等を整理し、極

力最短の工程表とすること。 

 

⑤照査 

下記に示す事項を標準として照査を行う。 

a)基本条件の決定、現地状況の妥当性 

b)一般図の適切性、近接施設，施工条件 

c)補修方針、手法の適切性 

d)概略施工計画の妥当性の確認 

e)設計図、概算工事費の適切性及び整合性 

 

 

 

 

 



⑥報告書作成 

設計業務の成果として，設計業務概要書（ダイジェスト版）、設計図面（損傷図・補修一般図）、

数量計算書、概算工事費、概略工程表、施工計画書、現地踏査結果等について作成を行う。これ

に加え、補修工法比較案に関する検討結果として、実施設計が必要となる補修工法一覧表の作成

を行う。一覧表には一般図、技術的特徴、課題を列記し、比較案の評価および最適補修案を明示

する。 

また、実施設計の必要項目及び申し送り事項を整理する。 

報告書とは別に道路標識等が添架されている場合、交通管理者と協議するための資料という事を

踏まえ一覧表を作成すること。 

 

 (2)打合せ 

業務における打ち合わせは、初回・中間 3回・最終の計 5回とする。 

・初回：着手打合せ 

・中１：現地調査計画について 

・中２：現地調査結果及び各検討の方向性について 

・中３：補修工法の選定について 

・最終：成果品（案）について 

     

(3)関係機関打合せ協議 

次年度以降に予定されている実施設計及び補修工事について、関係機関毎に対象横断歩道橋位置

図一覧を作成し、一般的な実施設計項目及び補修工事内容を取りまとめ、事前協議資料を作成する。 

関係機関協議先は、交通管理者、道路管理者等を想定している。 

 

(4)一般調査 

①塗膜調査  

分析試験の基準 

当該役務において、調査対象とする化学物質の判定方法は以下とする。 

１）鉛含有量試験 

・JIS K 5674 

２）クロム含有量試験 

・JIS K 5674 

３）アスベスト分析（定性） 

・JIS A 1481-1 又は JIS A 1481-2 

 

6. 成果品 

以下の成果品を納品すること。 

(1) 報告書（業務概要版、業務報告書） １部（横断歩道橋ごとに冊子を分けること） 

(2) 電子データ（CD-R 等)        ２部（横断歩道橋ごとに分けること） 

(3) その他、業務担当者が必要と認めたもの 

 

 

 



7. 交通誘導警備員について 

  ・本業務対象施設の一部では、公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線

に関わる現地踏査を行うため、配置する交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下

表に示す交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格者を配置すること。 

資  格 確 認 資 料 

交通誘導警備業務に係る1級又は 

2級検定合格警備員 

交通誘導警備業務に係る1級又は 

2級検定合格証明書（写し） 

・交通誘導警備員の配置に当たっては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格

警備員を1人以上とすること。 

・交通誘導警備員としての資格等を確認出来る資料を提出すること。 

・「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線」については、北海道警察本部

ホームページによる。 

(http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/koutu_keibigyou/koutu_keibi.html) 

 

8. その他 

・本業務を進めるにあたり、札幌市横断歩道橋補修計画を参考に検討を行うこととする。ただし、

近年の補修技術の進歩を考慮し、本橋の長寿命化に資すると考えられる工法について、最新の

知見を反映すること。 

・本業務の実施にあたり、新技術・新材料等について活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効

率化などに努めること。 

・業務内容について、不明な点、疑義が生じた場合や現地調査・試験結果により、追加検討・調

査の必要性が生じた場合は、直ちに監督員と協議すること。追加検討・調査等については、先

送りすることなく、本業務内で完了させなければならない。 

・本業務で知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはならない。 

・受託者は、本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う際には、【別紙-1】「個人情報取扱注意

事項」を守らなければならない。 

・調査時間は、周辺環境及び交通量等を勘案し、原則昼間作業にて実施すること。また、使用す

る全車両が一定時間停車する場合にはアイドリングストップを励行する等、排気ガスによる環

境負荷低減に努めるよう作業従事者に徹底すること。 

・交通規制等を伴う場合は、交通管理者との協議のうえ道路使用許可を取得し、それに定められ

た通りの時間内にて作業を完遂すること。また保安施設の設置についても、上記同様、事前に

交通管理者の道路使用許可を受け、交通状況に応じた適切な配置を行ない安全管理に努めるこ

と。 

 

9.  環境負荷低減への取組み 

・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。 

 



10.  その他関連資料 

1）札幌市横断歩道橋補修計画 令和 3年 12 月 

（URL；http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/doroiji/） 

2) 横断歩道橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国道交通省道路局 

3）札幌市橋梁定期点検要領 令和 2年 2月 札幌市建設局土木部道路維持課 

4）札幌市土木工事共通仕様書，土木工事標準設計図集，歩道施工ガイドライン 

5）橋梁における第三者被害予防措置要領（案）平成 28年 12 月 国土交通省 

6）北海道における鋼道路橋の設計および施工指針  

平成 24 年 1 月 北海道土木技術会鋼道路橋研究委員会 

7）道路橋設計施工要領 社)北海道開発技術センター 

8）社)日本道路協会発行の各種基準、示方書、指針、便覧、等 

9）社)日本建設機械化協会、社)日本橋梁建設協会等で発行する図書 



別紙―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（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記

録を含む。）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。 

 


