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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

路予備設計等業務委託（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「測量、地質・土質調査、土木設計各業務等共通仕様書」（令和２年１０月１

日改定、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、令和２年度に実施した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。）の概略設計成果に基づき、高谷川沿い道路の予備設計業務、測

量業務、地質調査業務及び関連検討を行うものである。 

本業務の実施にあたっては、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に理

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、高谷川の上流部で一般国道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５．３６ｋｍの区域とする。（図-１「位置図」

参照） 

 

（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５年３月２４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） 
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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） 

（２） 地形図ＤＭデータ（縮尺１/２,５００） 

（３） 高谷川沿い道路概略設計等業務委託 報告書（令和３年３月） 

 

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、道路計画業務、設計業務等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おり、技術士（総合技術監理部門又は建設部

門-道路）の資格保有者で、平成２３年度以降に千葉県内での道路予備設計(A)又は道路予備設

計(B)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。 

３ 管理技術者は、照査技術者又は担当技術者を兼務できないものとする。 

 

（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、受注者に３か月以上継続して雇用されており、技術士

（総合技術監理部門又は建設部門-道路）の資格保有者で、平成２３年度以降に道路予備設計

(A)又は道路予備設計(B)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、次の要件を満たす者をそれぞれ定めるものとする。 

（１） 受注者に３か月以上継続して雇用されており、技術士（建設部門-道路）又はＲＣＣＭ

（道路）の資格を有し、平成２３年度以降に千葉県内での道路予備設計(A)又は道路予

備設計(B)の業務完了実績を有する者 

（２） 受注者に３か月以上継続して雇用されており、技術士（建設部門-河川、砂防及び海

岸・海洋）又はＲＣＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）の資格を有し、平成２３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） 受注者に３か月以上継続して雇用されており、技術士（建設部門-都市及び地方計画）

又はＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）の資格を有する者 

（４） 測量士の資格を有する者 

（５） 技術士（建設部門-土質及び基礎）又はＲＣＣＭ（地質）又は地質調査技士の資格を有

する者 
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（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、電子メール等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 業務着手時及び成果品納品時のほか、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。 

 

（疑義） 

第１２条 受注者は、本業務の遂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

うこと。 

 

（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。 

 

（道路予備設計（A）） 

第１５条 受注者は、県共通仕様書第６４０４条の規定に従い、以下の項目について道路予備

設計（A）（Ｌ＝５．３６ｋｍ）を行うものとする。 

（１） 設計計画 

（２） 現地踏査 

（３） 路線選定 

（４） 設計図作成 

  １）路線図 
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  ２）平面図 

  ３）縦断図 

  ４）標準横断図 

  ５）横断図 

  ６）主要構造物計画 

（５） 概算工事費算出 

（６） 照査 

 

（道路予備設計（B）） 

第１６条 受注者は、県共通仕様書第６４０６条の規定に従い、以下の項目について道路予備

設計（B）（Ｌ＝４．３３ｋｍ）を行うものとする。 

（１）縦断設計 

（２）横断設計 

（３）道路付帯構造物設計 

（４）小構造物設計 

（５）用排水設計 

（６）設計図作成 

  １）路線図 

  ２）平面図 

  ３）縦断図 

  ４）標準横断図 

  ５）横断図 

  ６）一般図 

（７）用地幅杭計画 

（８）概算工事費算出 

（９）照査 

 

 （平面交差点予備設計） 

第１７条 受注者は、県共通仕様書６４１２条の規定に従い、以下のとおり平面交差点予備設

計（１箇所）を行うものとする。 

（１）路面表示 

（２）設計図作成 

  １）交差点位置図 

  ２）平面図 

  ３）縦断図 

  ４）標準横断図 

  ５）横断図 

（３）数量計算 

（４）概算工事費算出 

（５）照査 



 5 

 

 （洪水浸水想定区域図の整理） 

第１８条 受注者は、以下のとおり高谷川の洪水浸水想定区域を確認し、整理するものとする。 

（１） 資料収集 

道路予定地が高谷川沿いとなることを踏まえ、高谷川の洪水浸水想定区域を確認する

ため、以下の資料を収集、整理する。 

   １）栗山川洪水浸水想定区域図検討業務報告書 

   ２）栗山川洪水浸水想定区域図検討に用いた雨量ハイエトグラフデータ 

   ３）栗山川洪水浸水想定区域図における電子ガイドラインデータ一式 

（２） 洪水浸水想定区域図の整理 

高谷川の洪水浸水想定区域図検討結果における想定最大規模洪水及びその他の規模洪

水について、高谷川沿い道路の最終ルート付近の地盤高と最大浸水深、最大浸水位を５

ｍメッシュで整理し、ランク別にメッシュを着色するなどして、高谷川沿い道路周辺の

浸水状況をわかりやすく整理する。また、各種洪水規模と雨量の関係について、既存資

料をもとに整理する。 

洪水規模別に整理した雨量や浸水位をもとにして、各洪水規模において道路冠水等の

発生しない道路高について検討し、道路縦断計画に反映する。 

 

 （残地活用環境整備計画） 

第１９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基本設計を行 

うものとする。 

（１） 与条件の細部検討 

残地等の機能、性格、デザインイメージ、土地利用、動線、景観、環境保全、維持管

理の与条件について整理と確認を行う。併せて、各種設計基準の抽出と適用の確認を行

う。 

（２） 諸条件の検討及び設定 

周辺施設との関連や周辺環境との整合を図るため、空間構成やデザインに関する基本

方針の検討と設定を行う。これらの検討結果を踏まえ、造成、植栽、休憩施設や整備水

準、目標工事費の検討と設定を行う。 

（３） 基本計画図の作成 

「与条件の細部検討」及び「諸条件の検討及び設定」において定めた内容に基づき、

基本設計図の作成を行う。 

（４） 概算工事費算出 

基本設計図に基づき、概算工事費を算出する。 

（５） 基本設計説明書の作成 

これまでの設計内容及びその検討経緯について、基本設計説明書として取りまとめる。 

 

 （測量業務） 

第２０条 受注者は、県共通仕様書：測量業務共通仕様書の規定に従い、以下のとおり測量業 

務（Ｌ＝４．３３ｋｍ）を行うものとする。 
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（１） 基準点測量    

  １）２級基準点測量       ９点 

  ２）３級基準点測量 １３点 

  ３）４級基準点測量 ６５点 

（２）水準測量（３級水準測量） 

（３）路線測量 

  道路予備設計（A）で決定した道路中心線に基づき、以下に示す項目について路線測量 

（Ｌ＝４．３３ｋｍ）を行う。 

  １）作業計画 

  ２）現地踏査 

  ３）中心線測量 

  ４）仮 BM設置測量 

  ５）縦断測量 

  ６）横断測量 

 

（地質調査業務） 

第２１条 受注者は、県共通仕様書：地質・土質調査業務共通仕様書の規定に従い、以下のと

おり地質調査業務を行うものとする。 

 （１）機械ボーリング 

   道路予備設計（B）において決定した道路平面線形、道路縦断線形、構造物計画に基づ       

  き、構造物設計及び軟弱地盤解析に必要となる箇所において、ボーリング調査を行う。な  

  お、実施箇所数は６箇所とする。 

   １）土質ボーリングの規格：粘性土・シルト φ86mm 鉛直方向 穿孔深度 20m 

                砂・砂質土   φ86mm 鉛直方向 穿孔深度 10m 

   ２）固定ピストン式シンウォールサンプラー φ86mm １８本（３本×６箇所） 

   ３）現場試験－標準貫入試験：粘性土・シルト １２０回（６本×２０回） 

                 砂・砂質土    ６０回（６本×１０回） 

 （２）室内土質試験 

   土質の異なる各層において、以下の室内土質試験を実施する。なお、各ボーリング箇所  

  について３試料の試験を想定する。 

   １）土粒子の密度試験 

   ２）土の含水比試験 

   ３）土の粒度試験 

   ４）土の液性限界試験 

   ５）土の塑性限界試験 

   ６）土の湿潤密度試験 

   ７）土の一軸圧縮試験 

   ８）土の圧密試験 

   ９）土の三軸圧縮試験（CU試験） 

 （３）解析等調査業務 
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   ボーリング調査結果について、以下の解析等調査業務を実施する。 

   １）既存資料の収集・現地踏査 

   ２）資料整理とりまとめ 

   ３）断面図等の作成 

   ４）総合解析とりまとめ 

 

（関係機関との協議用資料作成） 

第２２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㈱ 

⑤ 用水路管理者（成田用水土地改良区等） 

⑥ 地元住民説明会 

 

 （報告書の作成） 

第２３条 受注者は、前条までの業務内容について、県共通仕様書第６４０４条、第６４０６条、

第６４１２条の規定及び実施した測量業務、地質調査業務の結果に基づき、とりまとめた設計

報告書及び概要書を作成するものとする。 

 

（打合せ協議等） 

第２４条 打合せ及び関係機関等との協議は以下を予定する。 

（１） 設計打合せ 

業務着手時、中間時（６回）、令和３年度完了時及び業務完了時に行う。（計９回） 

（２） 関係機関等との協議 

第２２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２５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（設計業務、測量業務、地質調査業務）   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、計算書等                １式 
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（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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 位置図 

起点交差点 

（国道 296号交差点） 

平面交差点予備設計箇所 

（町道 8号線交差点） 

終点交差点 

（県道八日市場八街線交差点） 

平面交差点予備設計箇所 

残地活用環境整備基本設計箇所 

（想定） 

凡 例 


