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第１章 総則 

 

（適用範囲） 

第１条 本特記仕様書は、芝山町（以下「発注者」という。）が受注者に委託する高谷川沿い道

路概略設計等業務委託（以下「本業務」という。）について適用し、本業務の履行にあたって

は、この特記仕様書のほか、その他関連法令等によるものとする。 

また、千葉県土木設計業務共通仕様書（令和元年 10 月 1 日改訂、以下「県共通仕様書」と

いう。）を準用するものとし、本特記仕様書に定めのない事項はこれによるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本特記仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる｡ 

（１）「管理技術者」とは、契約の履行に関し、主として指揮・監督を行う者として、受注者

が定めた者をいう。業務委託約款第３条の規定に定める「業務主任担当者」を「管理技術者」

に読み替え、この規定を準用するものとする。 

（２）「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者として、受注者が定

めた者をいう。 

（３）「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をい

う。 

 

（目的） 

第３条 本業務は、芝山町都市計画マスタープラン（令和元年 12 月策定）及び成田空港周辺の

地域づくりに関する「実施プラン」（令和 2 年 3 月策定）の方針に従い、成田国際空港の更な

る機能強化と合わせて、二級河川高谷川沿いの道路（以下、当該道路を「高谷川沿い道路」と

いう。）の概略設計及び関連検討を行うものである。 

本業務にあたっては、当該路線が地域振興に資する重要な路線であることを十分理解し、町

の各種まちづくり施策や関連計画との整合を図るものとする。 

 

（対象地域） 

第４条 本業務の対象地域は、高谷川の上流部で国道２９６号と交差する地区を起点に下流部の

主要地方道八日市場八街線を終点とする延長約５．４ｋｍの区域とする。 

 

（履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和３年３月１０日までとする。 

 

（秘密の保持） 

第６条 受注者は、本業務において知り得た内容を発注者の許可なしに第三者へ公表、譲渡、貸

与又は使用してはならない。 

 

（貸与資料等） 

第７条 発注者は、受注者に対し、業務の実施にあたり次に掲げる必要な資料を貸与するものと

する。 

（１） 芝山町都市計画マスタープラン（令和元年１２月策定） 
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（２） 地形図ＤＭデータ（縮尺 1/2,500） 

 

２ 受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書等を提出し、所在を明らかにするとともに、資料

の汚損又は亡失等の事故のないよう厳重な管理を行うものとする。また、本業務完了後は、発

注者に速やかに返却するものとする。 

３ 発注者は、上記以外の必要な資料について、受注者の求めに応じ、可能な限り貸与するもの

とする。 

 

（管理技術者） 

第８条 受注者は、管理技術者として、道路計画設計関連業務に精通した実務経験豊かな技術者

で、受注者に３か月以上継続して雇用されている技術士（総合技術監理部門又は建設部門-道

路分野）の資格保有者で、平成２２年度以降に千葉県内での道路概略設計又は道路予備設計

(A)の業務完了実績を有する者を定めるものとする。 

２ 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議したうえで、

相互に協力し、業務を実施しなければならない。 

 

（照査技術者及び照査の実施） 

第９条 受注者は、照査技術者として、技術士（総合技術監理部門又は建設部門-道路分野）の

資格保有者で、平成２２度以降に千葉県内での削除道路概略設計又は道路予備設計(A)の業務完

了実績を有する者を定めるものとする。 

２ 照査技術者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施するものとする。 

３ 照査技術者は、管理技術者又は担当技術者を兼務できないものとする。 

 

（担当技術者） 

第１０条 受注者は、担当技術者として、次の要件を満たすものを定めるものとする。 

（１） 技術士（建設部門-道路分野）又はＲＣＣＭ（道路部門）の資格を有し、平成２２年度

以降に千葉県内での道路概略設計又は道路予備設計(A)の業務完了実績を有する者 

（２） 技術士（建設部門-河川、砂防及び海岸・海洋分野）又はＲＣＣＭ（河川、砂防及び海

岸・海洋部門）の資格を有し、平成２２年度以降に千葉県内での河川整備基本方針又

は河川整備計画に関わる業務完了実績を有する者 

（３） 技術士（建設部門-建設環境分野）又はＲＣＣＭ（建設環境部門）の資格を有し、平成

２２年度以降に環境影響評価の業務完了実績を有する者 

 

（打合せ等） 

第１１条 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡

をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が

書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

２ 連絡は、積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応

じて打合せ記録簿を作成するものとする。 

３ 設計業務等着手時及び成果品納品時の他、業務の区切りにおいて打合せを行うものとし、そ

の結果について受注者が打合せ記録簿を作成するものとする。 
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（疑義） 

第１２条 受注者は、本業務の施行上必要と認められるもので、本特記仕様書の解釈に疑義を生

じた事項及び本特記仕様書に明記していない事項については、発注者と協議し、その指示に従

わなければならないものとする。 

 

（成果品の帰属） 

第１３条 本業務における成果品は全て発注者に帰属するものであり、発注者の許可なく他に公

表貸与及び使用してはならない。 

 

 

第２章 業務内容 

 

（設計計画） 

第１４条 本業務が確実かつ効率的に実施できるよう、次に掲げる事項について計画し、業務計

画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）照査計画等成果物の品質確保計画 

（７）成果物の内容、部数 

（８）使用する主な図書及び基準 

（９）連絡体制(緊急時含む) 

（10）個人情報の管理計画 

２ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調

査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。また、調査職員が指示した事項について

は、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 

 

（道路概略設計（Ｂ）） 

第１５条 受注者は、県共通仕様書第6403条の規定に従い、以下の項目について、道路概略設

計（延長約５．４ｋｍ）を行うものとする。 

（１） 現地踏査 

当該路線の計画地域における地形、地質、地物、植生、用排水、土地利用状況及び文

化財の把握、確認を行う。 

 

（２） 路線選定 

当該地域の自然、社会的条件並びにコントロール物件を考慮し、設計条件に適合した

可能と思われる比較案（３案を基本とする）の路線を選定する。路線選定に際し、路線

の平面線形、縦断線形は主要構造物（橋梁、函渠、擁壁、土木構造物等）を考慮して計

画し、調査職員と協議の上、最適路線を選定する。 

 

（３） 主要構造物計画 

路線計画上、平面・縦断的コントロールとなる主要構造物（道路との交差、渡河地点）

について、現地踏査、文献資料等からの形式の選定を行い、概略設計図を作成する。 
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（４） 設計図の作成 

以下の設計図面を作成する。 

1） 路線図 

市販地図に用途地域及び主要コントロール物件を図示し、比較路線を含めた計画路

線を記入する。 

2） 平面図 

地形図に当該地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因を明示し、路線

（曲線要素）、主要構造物、連絡等施設並びに縦断線形要素を記入する。また、比較

路線も記入する。 

3） 縦断図 

図面に、交差道路、鉄道、河川等の名称を記入し、主要構造物（橋梁、函渠）につ

いて寸法、形状、形式がわかるように明示する。計画高は地形図の縮尺 1/2,500 に対

し 50m 毎、並びに主要点に対し明記する。 

4） 標準横断図 

道路幅員、道路構造の代表的な横断形状箇所を選定し作成する。 

5） 横断図 

縦断計画を行った同一点及び地形の変化点について横断図を作成する。この時、路

面の片勾配は考慮しない。 

 

（５） 概算工事費算出 

比較案それぞれに対し、概略数量を算出したうえで概算工事費を算定する。なお、概

算用地補償費の算定もあわせて行う。 

 

（６） 照査 

下記に示す事項を標準として照査を実施する。 

1） 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を

行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、

周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

2） 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、

地形、地質、土地利用、周辺整備、支障物件（地下埋設物等）などが設計に反映され

ているかの確認を行う。 

3） 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

4） 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

 

（平面交差点検討） 

第１６条 受注者は、以下のとおり平面交差点検討（3箇所）を行うものとする。 

（１）平面・縦断設計 

交差点形状について２案の比較検討と交差点間隔、平面交差点付近の線形（視距、曲

線半径、縦断線形等）など、主に幾何構造上について検討を行う。 
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（２）横断設計 

横断設計について、道路概略設計で作成する断面位置を標準として道路設計条件によ

って、標準部、右・左折部、変速車線部の設計を行う。 

（３）交差点容量・路面表示 

交差点容量について、与えられた交通量（時間別・方向別）に対し、最適現示及び飽

和度を計算する。 

また、路面表示については変速車線部、右・左折部の矢印、横断歩道、停止線、車両

の軌跡等の検討を行う。 

 

 （高谷川の現状並びに道路整備上の課題の整理） 

第１７条 受注者は、以下の通り高谷川の現状・道路整備上の課題を整理するものとする。 

（１） 高谷川の現状の整理 

道路予定地が高谷川沿いとなることを踏まえ、高谷川の現況及び将来の改修計画（栗

山川河川整備計画等）の有無等について、資料を収集・整理する。 

（２） 道路整備による河川への影響等の課題整理 

高谷川沿いの路線選定において、河川堤防空間を道路として活用する場合の河川への

排水の影響や、河川や背後地への影響について、課題を整理する。 

 

 （残地活用環境整備計画） 

第１８条 受注者は、道路整備による橋詰交差点付近や渡河部に生じる残地等の活用方針を検

討する。 

（１） 沿線の概要把握 

沿線の概要、上位・関連計画等をとりまとめるとともに、景観・環境保全・空間構成、

動線、維持管理等について課題の整理を行う。 

（２） 計画内容の検討及び方針設定 

橋詰等の事業残地を活用した緑化やポケットパーク等環境整備が可能な箇所を選定す

るとともに、導入する諸施設の検討及び空間構成や動線計画、デザインに関する基本方

針の検討と設定を行う。 

（３） 計画図作成 

前項までに定めた内容に基づき、計画平面図、主要断面図等の作成を行う。 

（４） 概算工事費算出 

計画図面に基づき、概算工事費を算出する。 

（５） 鳥瞰図作成 

決定した内容に基づき、対象地を俯瞰したＡ３版カラーの鳥瞰図を作成する。 

（６） 照査 

業務の節目毎に照査技術者が基本事項について照査を実施する。 

 

 （環境配慮事項の検討） 

第１９条 受注者は、以下の通り、環境等配慮すべき事項を洗い出し、検討を行う。 

（１） 現地踏査 
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対象事業が実施される地域の地域環境の概況を把握するため現地踏査を行う。 

（２） 既存資料収集等 

入手可能な既存資料の収集を行う。なお、必要に応じて、関係機関及び専門家等から

の知見の収集を行う。 

（３） 地域特性の整理 

対象事業の実施想定区域及びその周囲の自然的状況、社会的状況を現地踏査及び既存

資料（入手可能な最新の文献、その他資料）を収集し、地域特性を整理する。 

（４） 環境配慮事項の検討 

事業特性、地域特性をもとに、本事業実施に向けた環境配慮事項を検討する。 

 

（関係機関との協議用資料作成） 

第２０条 受注者は、本業務を進めるうえで必要となる関係機関との協議用資料を作成するもの

とする。主な協議先は、以下を予定し、各２回を想定する。 

  交通管理者（千葉県警察）との協議資料については、「道路協議の進め方」（千葉県警察本部

交通規制課）に従い、作成するものとする。 

  その他機関との協議資料については、事業概要（背景、目的等）、協議事項、計画内容、現

況・計画比較など概要説明書を作成するとともに、別添図面等に着色し図示するなど、分かり

易く取りまとめること。 

① 河川管理者（千葉県） 

② 道路管理者（千葉県） 

③ 交通管理者（千葉県警察） 

④ 成田国際空港（株） 

⑤ 用水路管理者（成田用水土地改良区） 

⑥ 地元住民等 

 

 （事業計画の立案） 

第２１条 受注者は、以下の通り、概略の事業計画を作成するものとする。 

（１） 概略施工計画 

使用機器を抽出し、想定される進入路を設定のうえ工区分割を行い、各工区、各工事

の施工ステップを計画する。 

（２） 概算事業費整理 

当該事業に必要な事業費について、工区毎、年次毎にとりまとめる。 

（３） 事業工程表作成 

工区分割や施工ステップ、周辺整備の状況等を踏まえて事業工程表を作成する。 

 

 （報告書の作成） 

第２２条 受注者は、前条までの業務内容について、以下の項目に配慮しとりまとめた報告書を

作成する。 

①  計画の経緯 

②  計画地域の現況及び将来計画のまとめ 
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③  計画条件検討経緯及びその結果 

④  当該計画地域の社会的、自然的、文化的、コントロール要因の説明 

⑤  比較路線の選定経緯と最適路線の計画概要及び今後の課題 

⑥  その他設計項目についての検討経緯及びその結果 

⑦  その他留意事項 

 

（打合せ協議等） 

第２３条 打合せ及び関係機関等との協議は以下の通り予定する。 

（１） 設計打合せ 

業務着手時、中間時（３回）、業務完了時に行う。 

（２） 関係機関等との協議 

第２０条に定める６機関との協議（各２回を想定）に同席し、協議の補助を行うとと

もに、協議記録簿を作成するものとする。 

 

（成果品） 

第２４条 本業務における成果品は、次に掲げるとおりとする。 

（１）報告書                     １式 

（２）設計図面                    １式 
（３）関係機関等協議資料               １式 
（４）その他、計算書（数量計算書、概算工事費等）等  １式 
（５）電子成果品                   １式 

２ 電子成果品のデータ形式は、加工可能なオリジナルデータとしてMicrosoft Word（docx形式）

及びMicrosoft Excel（xlsx形式）を基本とし、併せてPDFデータも作成の上、電子媒体にまと

めて納品するものとする。詳細については調査職員と協議のうえ決定するものとする。 
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