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平成２９年度 三重河川航空レーザ測量

特記仕様書

第１条 適用範囲

本特記仕様書（以下「特仕」という。）は、国土交通省中部地方整備局三重河

川国道事務所（以下「発注者」という。）が実施する、「平成２９年度 三重河

川航空レーザ測量」（以下、「本業務」という。）に適用する。

本業務に適用する共通仕様書は、「測量業務共通仕様書 平成 29 年 4 月中部地
方整備局」（以下、「共仕」という。）に基づき実施するものとする。

なお、共仕のうち本業務に必要なき事項は、適用を除外する。

第２条 作業目的

本業務は、三重河川国道事務所管内において河川の維持管理や今後の河川計画

等の基礎資料とするため、高精度かつ高密度な航空レーザ測量を実施し、地形データ

を作成するものとする。また、航空レーザデータを活用し効率的に河川縦横断図等の

作成を行うものとする。

第３条 測量箇所

本業務における測量箇所は、以下のとおりとする。

航空レーザ測量：34km2 ＜別紙１＞＜別紙２＞

応用測量： 鈴鹿川水系 40.4km、雲出川水系 29.7km、合計 70.1km
・鈴鹿川 鈴鹿川本川 0.0ｋ～ 27.8ｋ、鈴鹿川派川 0.0ｋ～ 3.8ｋ

内部川 0.0ｋ～ 6.8ｋ、安楽川 0.0ｋ～ 2.0ｋ
・雲出川 雲出川本川 0.0ｋ～ 17.4ｋ、雲出古川 0.0ｋ～ 2.5ｋ

中村川 0.0ｋ～ 5.1ｋ、波瀬川 0.0ｋ～ 4.7ｋ

第４条 使用する諸基準・規程等

本業務の遂行にあたっては、下記の諸基準・規程等に基づき実施するものと

する。

なお、重複する事項に異なる基準がある場合には、監督職員と協議するもの

とする。

１．国土交通省公共測量作業規程（平成 28年 3月 31日一部改正） (以下「規程」)
２．河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説（（財）日本建設情報総合センタ

ー 平成 9年 6月）」（以下「実施要領」という）
３．「河川定期縦横断データ作成ガイドライン 平成 20年 5月 国土交通省河川

局」（以下「ガイドライン」という）

４．「航空レーザ測量による河道及び流域の三次元電子地図作成指針（案）平

成 19年 3月改訂 国土交通省河川局」（以下「作成指針」という）

第５条 業務内容
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１．作業計画

本業務の実施に先立ち、業務全体の作業方針、工程計画を立案し円滑かつ計画

的にするため共仕第１１３条に基づき業務計画書を作成し監督職員に提出する。

また、業務計画に変更が生じた場合や変更を行う場合は、速やかに監督職員に報

告すること。

２．航空レーザ測量

実施箇所において、航空レーザ計測システムを搭載した航空機にて、地図情報レ

ベル500の等高線データ取得のためレーザ計測を実施する。

項目 精度・形式等 備考

データ取得点間隔 【陸部】0.5m×0.5m以下に1点以上

コース間重複度 30％以上

パルスレート 最大25,000Hz以上

スキャン角度 ±10°以上

計測データ平面位置精度 標準偏差0.5m以内

計測対象地域 堤防より各50mを計測

１）作業計画：34.0k㎡（測量範囲面積）

地図情報レベル500の等高線図が作成できるよう計画諸元、飛行コース計画、GPS

基準局(電子基準点)の選定、GPS観測計画を立案する。なお、電子基準点情報は

データ配信サービス会社より１秒間隔のものを購入すること。

２）航空レーザ計測

航空レーザ計測システムを搭載した航空機にて、本業務対象地域の地形形状を

計測するものとし、スキャン密度は、陸部0.5m×0.5mメッシュの範囲に１点以上レー

ザ点が照射されるよう設定する。また、計測データはGPS･IMUを用いた解析処理及

びフィルタリング処理を行い地盤高の数値地形モデルを生成するものとする。なお、

航空レーザ測量を行うにあたっては、安全に十分配慮して実施しなければならな

い。

３）写真地図データ作成

撮影は航空レーザ計測システムに付属するデジタルカメラを使用することを基本と

し、撮影したデジタル画像から簡易オルソフォトを作成する。なお、地上画素寸法は

0.25ｍ以下を基本とする。

４）三次元計測データ作成

航空レーザ測量にて得られた計測データを統合解析して作成する。作成の際はノ

イズ等のエラー計測部分を削除し、計測点の座標値を１㎝単位まで求める。

５）調整用基準点設置

三次元計測データの点検及び調整を行うため調整用の基準点を設置するもので

ある。調整用基準点の設置にあたっては、設置箇所の提案を行い、監督職員との協

議のうえ決定するものとする。

６）オリジナルデータ作成
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調整用基準点の設置における基準点を用いて三次元計測データの標高を調整し

作成するものである。調整用基準点と三次元計測データとの較差点検及びコース

間重複箇所の点検を行うものとし、較差の平均値が±10cm以上の場合は、監督職

員に直ちに報告しデータ処理方法について協議するものとする。

７）グラウンドデータ作成

オリジナルデータからフィルタリング作業を行い、建物や樹木等を除去した地表面

の標高を示すグラウンドデータを作成するものである。なお、フィルタリング作業が適

切であるかを確認するためフィルタリング点検図を作成し点検を行うものとする。不

適切なデータが確認された場合は再度フィルタリング作業を行いデータ修正するこ

と。

８）グリッド(標高)データ作成

グラウンドデータから内挿補間により、0.5ｍ メッシュのグリッドデータを作成するも

のとする。

９）数値データファイル作成

作成した各データを電子記憶媒体に記録するものである。記録方法等については

監督職員と協議のうえ決定する。また、数値データファイルの管理・利用について必

要となる説明書を作成すること。

３．応用測量

規程第 1 条～第 17 条及び第 411 条～第 430 条に基づき、実施するものとす
る。陸域に関しては、航空レーザ計測データを用いて縦横断図を作成するも

のとする。また、以下の項目に留意し、実施するものとする。

【測量範囲】

・鈴鹿川 鈴鹿川本川 0.0ｋ～ 27.8ｋ、鈴鹿川派川 0.0ｋ～ 3.8ｋ
内部川 0.0ｋ～ 6.8ｋ、安楽川 0.0ｋ～ 2.0ｋ

・雲出川 雲出川本川 0.0ｋ～ 17.4ｋ、雲出古川 0.0ｋ～ 2.5ｋ
中村川 0.0ｋ～ 5.1ｋ、波瀬川 0.0ｋ～ 4.7ｋ

１）現地踏査

航空レーザ計測データを利用し距離標位置や測線を机上にて把握し現地踏査

の計画資料を作成する。計画資料を用いて現地踏査を実施し、深浅測量等の計画

を行うこととする。

２）縦断測量

航空レーザ計測データより、縦断図を作成し、３級水準測量により左右岸の距離

標高計測を行い、作成した縦断図と堤防高、地盤高、水位標零点高、堰・樋門・樋

管・用水路・排水路の敷高、橋台高、桁下高、仮BM、その他工作物の高さと位置を

確認し補備測量を行う。補備測量、点検は、規程、実施要領によるものとする。

３）横断測量、深浅測量

①航空レーザ計測データより横断図を作成し、左右岸の距離標座標とその堤防高

さを一致させ、作成した横断図と横断図線上の変化点、構造物の標高と位置を確

認し、補備測量を行う。変化点が不明な場合は、測定間隔を5m以内に必ず一点
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測量する。水深部について現地の特性に対応したデータの補完を行い、変化点

等が不明な場合には測定間隔を5m以内に1点必ず取得する。補備測量、点検は、

規程、実施要領によるものとする。

②水深部並びに航空レーザ計測データの補足部については、現地での測量を実施

するものとする。

③橋梁箇所での測線は上流側橋台の位置とし、桁下高は左右岸共最も低い箇所と

し、橋座高、アンダーパスボックスの高さ、形状も測量する。

④陸部の測量範囲は、堤内 50ｍとする。
横断測量、深浅測量

橋梁・堰断面数

鈴鹿川本川 43 断面

鈴鹿川派川 5 断面

内部川 21 断面

安楽川 3 断面

雲出川本川 23 断面

雲出川古川 2 断面

中村川 13 断面

波瀬川 18 断面

４）重ね縦横断図

作成した縦横断図や構造物横断図を、過年度測量の縦横断図と重ね合わせ

変動量を示した縦横断図を作成する。

５）河床年報整理

横断測量 深浅測量

水深 1m以下 1m～3m 3m以上

測量幅・本数 平均測量幅 本数 平均測量幅 本数 平均測量幅 本数

鈴鹿川本川 36m 152本 77m 31本 － －

鈴鹿川派川 13m 15本 75m 6本 － －

内部川 17m 49本 37m 6本 42m 1本

安楽川 23m 10本 28m 4本 － －

雲出川 72m 25本 99m 64本 114m 22本

雲出古川 94m 5本 125m 10本 － －

中村川 32m 21本 39m 19本 － －

波瀬川 11m 38本 22m 4本 － －
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河床年報の内容は、縦断図記入事項の他に標高 1m 毎及び PHWL における
水位、河積、水面幅、径深を記入する。

６）距離標設置、水準基標設置が必要な場合は、監督職員と協議するものとす

る。設置の場合は監督職員及び監督職員に代わる者の立会の上、実施するも

のとし、立会時には、主任技術者が同行するものとする。

ただし、監督職員及び監督職員に代わる者がやむを得ない理由により現地で

の立会が出来ない場合は、別途指示する。なお、その際には写真等により確

認を行う。現地での立会について監督職員に代わる者を派遣する場合は、事

前に監督職員より主任技術者へ代替者氏名を連絡する。

7）受注者は、原則として作業着手時及び終了時に、監督職員に連絡するもの
とする。

8）現地調査後に、新たに調査を実施する必要が生じた場合については、別途
監督職員と協議するものとする。

第６条 打合せ協議

１．共仕第 112条に定める業務の区切りは以下のとおりとし、打合せ場所は三重
河川国道事務所とする。打合せ回数は５回を予定し、全ての打合せに原則と

して主任技術者が立ち会うものとする。

・業務着手時

・中間打合せ（対面３回）

１）航空レーザ測量開始前

２）航空レーザデータ整理後

３）河川測量開始前

・成果物納入前

・その他監督職員が必要と認めた時

なお、本業務を予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第 85条に基
づく調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合については、全ての打合

せに主任技術者及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員

された担当技術者が出席するものとする。ただし、全ての打合せに主任技術者

及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員された担当技術

者が出席するために要する費用は受注者による負担とし、契約変更の対象とし

ない。

また、打合せ時に業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に監督職員によ

る履行確認を行うものとする。

２．打合せ記録簿については、受発注者間で相互に確認するものとする。なお、

打合せ後３日（休日等を除く）以内までに確認用を送付するよう努めること。

（電子メールによる送付は可とする。）

また、打合せ記録簿は一覧表を作成し、要旨・指示協議等の内容がわかるよ

うにすること。

あわせて、打合せ記録簿及び打合せ記録簿一覧表は成果報告書に一括して
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綴り込むものとする。

３．中間打合せ（対面）は、監督職員と協議の上、打合せ（対面）の回数を変

更できるものとする。

なお、打合せ（対面）の回数に電話、電子メール等による打合せは含まな

いものとする。

第７条 資料の貸与

共仕第 114条に示す発注者の貸与する資料は次のとおりとする。
なお、受注者は貸与した資料が不要となった時点で速やかに返却しなければな

らない。

１．平成 23年度 三重四川航空レーザ測量業務

２．平成 24年度 三重河川測量業務

３．平成 25年度 三重河川航空レーザ測量

・その他打合せにより監督職員が認めた図書、資料

第８条 伐採及び伐木補償費

立木等の伐採は原則行わないものとするが、やむを得ず必要となった場合は、

別途監督職員と協議するものとし、その費用については契約変更の対象とする。

ただし、伐採にあたっては、必要最小限とし、受注者の責務において関係者

の了解を得て行うものとする。

また、伐木補償や踏み荒らしが必要な場合には監督職員と協議を行うこと。

第９条 安全管理

１．現道上付近及び急傾斜地等、危険と考えられる箇所で本業務を行う場合には、

必要に応じて保安要員・保安施設を設置し、現道交通及び作業員の安全確保に

努めなければならない。

２．現時点では既存道路の車道規制が伴う様な作業は無いと想定し、交通誘導警

備員など計上していないが、現地状況や関係機関との調整によりその様な対策

が必要となった場合は、別途監督職員と協議すること。

３．１.～２．以外で作業中の安全対策が必要となる場合は、別途監督職員と協
議すること。

４．撮影に関する安全運航には十分注意するとともに、関係諸官庁への許可・手続き

を確実に行い、航空機に関する故障、事故等が生じた場合の一切の責任・費用は受

注者において負担すること。

第 10条 精度管理

測量成果の精度確認として、下記の項目について実施すること。

１． 精度管理

１）業務計画全般について、技術的再検討を行う。

２）測量成果の精度及び品質について、確認のための点検測量を行う。
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点検箇所は監督職員と協議し決定することとする。

また、点検測量率については、規程の記載を標準とするが、監督職員が

別途指示した場合はこの限りではない。

３）標識の建設状況等の証拠写真撮影及び出来形についての現地再確認を行

う。

４）最終成果の総合的な点検及び出来映え等についての再確認を行う。

５）規程に定める精度管理表を各作業別に作成し提出する。

６）測量の計算に使用するプログラムの点検を行う。

２．測量機器の検定

測量に使用する測量機器は、常数及び機能等について、規程に定める検

定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けることを原則とし、

業務履行期間中に測量機器の検定有効期間が切れる場合は、検定有効期間

が切れる前に規程に定める検定に関する技術を有する第三者機関による検

定を受けることする。また、同機関の発行する検定証明書を業務計画書及

び成果品に添付して提出すること。

第 11条 測量成果の検定

本業務のうち、高精度を要するもの又は利用度の高いものについては、規程

に定める検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けることを原則

とし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果検定記録書（品質管理図を含

む）を成果品に添付して提出すること。

第 12条 電子納品

成果物の提出は、共仕第１１８条第４項に定めるものに加え、電子納品について以下の

とおりとする。

１．本業務は電子納品対象業務とする。電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階

の最終成果を電子成果物として納品すること」をいう。ここでいう電子成果物とは、「土

木設計業務等の電子納品要領(案)：(以下、「電子納品要領」という)に基づいて作成した

電子データを指す。

２．業務着手時に電子納品を円滑に行うため、受発注者間でチェックシートを用いて事前協

議を行い、速やかに協議結果を監督職員に提出すること。また、協議結果は電子納品REP

ORTフォルダに格納すること。

３．成果物は、電子納品要領に基づいて作成した電子成果物（公開用成果物も含む）を電子

媒体(CD-RまたはDVD)で3部提出する。

電子納品要領で特に記載が無い項目については、原則として電子データを提出する義務は

ないが、電子納品要領の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を

決定する。

４．本業務の契約時点で、紙及びCAD化されてない図面や資料は、CAD等電子化について、そ
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の取り扱いを監督職員と協議すること。

５．公印が必要な品質証明書等で、原本性の確認が必要となる書類は、検査時に検査官に提

示出来るよう整理するものとする。

６．電子納品の運用にあたっては、「電子納品に関する手引き（案）〔業務編〕及び「現場に

おける電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」等を参考にするものとする。

７．成果物の提出の際には、事前協議した内容について漏れがないことを確認し、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、ウィルス対

策を実施したうえで提出すること。

８．CAD データ交換フォーマットは SXF（P21）とする。

９．電子媒体に保存する１つのファイル（報告書ファイル）容量については、10MB 以下と

する。

10．書面における署名または押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとす

る。

第 13条 成果品

本業務の成果品の作成に当たっては、共仕に定める他、ガイドラインにより実

施するものとする。また、規程第２編第３章第８節及び第４編第３章第１１節成

果等の整理のとおりとするが、その他の資料は下記のとおりとする。

１．数値地形図データ １式

２．縦断図 １式

３．横断図 １式

４．縦横断図紙出力 １式

５．測量成果表 １式

６．重ね縦横断図 １式

７．河床年報 １式

８．L-H表 １式

９．H-AR表 １式

１０．その他、発注者が指示するもの

第 14条 成果物の提出

１．成果物の提出先は、国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 調

査課とする。

２．成果物の提出は、共仕第１１８条に定めるものに加え、成果物納入後の成果物の訂正に

ついて以下のとおりとする。

１）発注者は、業務完了後においても、受注者の責任に帰すべき理由により成果物に不都

合が生じたことを発見した場合は、速やかに受注者と協議の上、受注者に成果物の訂正、

補足そのほかの措置を命ずるものとする。

２）受注者は、業務完了後においても、受注者の責任に帰すべき理由により成果物に不都
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合が生じたことを発見した場合は、速やかに発注者と協議の上、成果物の訂正、補足そ

のほかの措置を行うものとする。

第 15条 写真の提出

写真は、「デジタル写真管理情報基準（案）」【平成 20年 5月】
（http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/）に基づき提出するものとする。

第 16条 配置主任技術者の資格

１．配置主任技術者の資格に関する要件

・測量士

２．配置主任技術者の業務実績に関する要件

配置予定主任技術者は、平成１９年度以降公告日までに完了した同種業務（再

委託による業務、照査技術者の実績は含まない。）において、１件以上の実績を

有していること。なお、設計共同体による実績の場合、分担業務の実績を実績

として認める。ただし、業務の実績のうち地方整備局委託業務等成績評定要領

に基づく業務成績が６０点未満の場合は実績として認めない。

業務実績は、受発注者の立場で行った請負業務の実績の他、関連する調査、

計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務とし

て認める。

同種業務：国土交通省公共測量作業規程に基づく航空レーザ測量

なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 65
条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）第２条
第１号に規定する休業）及び介護休業（同条第２号に規定する休業（以下単に「休

業」という。）を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績

として求める期間（以下「評価対象期間」という。）を延長することができるも

のとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付する。

３．配置予定主任技術者の手持ち業務に関する要件

１）公告日現在の全ての手持ち業務（本業務は含まない。特定後未契約のもの

及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。）の契約金額合計が４

億円未満かつ手持ち業務の件数が１０件未満である者であること。なお、複

数年契約の業務の場合は、当該年の履行高予定額とし、設計共同体における

手持ち業務量は、各構成員の分担額とする。

国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕

工事に係るものを除く。）において、予決令８５条に基づく調査基準価格を下

回る場合で契約がなされた業務を手持ち業務として有する場合には、契約金額

合計が２億円未満かつ手持ち業務の件数が５件未満である者でなければならな

い。

なお、手持ち業務とは主任技術者、担当技術者として従事している契約金額
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が５００万円以上の業務をいう。

２）本業務の履行期間中は配置主任技術者の手持ち業務量の契約金額合計が４

億円かつ１０件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を監

督職員に報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが

著しく不適当と認められる場合には、当該配置主任技術者を、以下のアから

エまでのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合

があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定

に厳格に反映させるものとする。

ア 当該配置主任技術者と同等の同種業務実績を有する者

イ 当該配置主任技術者と同等の技術者資格を有する者

ウ 平成２４年度以降（過去４年間）の地方整備局委託業務等成績評定要領

に基づく業務成績の平均点が当該配置主任技術者と同等以上の平均点を

有する者又は平成２４年度以降（過去４年間）の同種業務における地方

整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が７６点以上である者

エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定して

いる配置予定主任技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

第 17条 再委託

再委託は、共仕第１２９条第１項に定めるものに加え、再委託について以下のとおりと

する。

１．再委託の承諾について、以下のとおりとする。

１）業務の一部（主たる部分を除く）を再委託しようとするときは、あらかじめ再委託の

相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等につ

いて記載した書面を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、受託者が再委託を変更する場合も同様な手続きを行うものとする。

また、発注者が再委託を承諾した場合は、業務計画書に「履行体制に関する書面」を

添付し提出するものとする。

２）前項の規定は、共仕第１２９条第２項に示す軽微な部分の業務を再委託しようとする

ときには、適用しない。

３）第１項の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。

４）再委託に関して発注者の承諾が得られない場合は、受注者は再委託に付そうとした部

分を自ら履行するものとする。

２．再委託に係る主たる部分とは、共仕第１２９条第１項に規定する項目に加えて、以下

の範囲とする。

本業務は主たる部分として共仕第１２９条第１項のほかに、以下の内容を加えるもの

とする。

①作業計画

②航空レーザ計測（運航業務は除く）
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③デジタル空中写真撮影（運航業務は除く）

④基盤地図情報の整備

⑤データファイル作成

⑥既存資料との比較検証

３．再委託に係る「軽微な部分」とは、共仕第１２９条第２項に規定する項目に加えて、

以下のとおりとする。

・該当なし

第 18条 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務

予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務につ
いては、次について実施するものとする。

１．主任技術者の制限

主任技術者の制限について、次の１）及び２）を実施するものとする。

なお、1)により配置する技術者は、測量調査設計業務実績情報システム
（TECRIS）に登録すること。
１）配置予定主任技術者とは別に、以下の①から④までの全ての要件を満た

す担当技術者を１名配置すること。

① 配置予定主任技術者の保有している業務実績件数について同種業務と

もに同一件数以上の実績を有する者

② 配置予定主任技術者の保有している全ての資格（分野及び部門ともに）

を有している者

③ 過去４年以内の同種業務で地方整備局委託業務等成績評定要領に基づ

く業務成績が７８点以上の業務における配置予定主任技術者としての

経験を有し、過去４年間の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づ

き同種業務での技術者成績（照査技術者としての成績は除く）の平均

点が７８点以上である者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定し

ている配置予定主任技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

２）本業務の履行期間中は配置主任技術者の手持ち業務量が契約金額で２

億円、件数で５件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその

旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが

著しく不適当と認められる場合には、当該配置主任技術者を、以下の①

から④までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行

う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業

務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該配置主任技術者と同等の同種業務実績を有する者

② 当該配置主任技術者と同等の技術者資格を有する者

③ 過去４年間の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

の平均点が当該配置主任技術者と同等以上の平均点を有する者又は
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過去４年間の同種業務における地方整備局委託業務等成績評定要領

に基づく業務成績が７６点以上である者

④ 手持ち業務量が当該業務の特仕において設定している主任技術者の

手持ち業務量の制限を超えない者

２．品質証明等

当該業務の不備により、国土交通省に損害を与えた場合、受注者の責任

において損害補填する旨を明記した、平成２９・３０年度一般競争（指名

競争）参加資格の認定を受けた代表者の直筆署名による品質証明書を提出

すること。ただし、契約当事者が委任状により当該業務の契約締結権限等

を受任する予定の者である場合には、代表者及び受任者の２名による連名

の直筆署名とする。また、損害補填の期間は、本業務完了の３年後までと

する。提出された品質証明書は、中部地方整備局ホームページにて公表す

る。

３．再委託

共仕で示す簡易な業務の再委託を除いた再委託料は業務委託料の３分の

１以内とする。

４．打合せ

業務実施上必要となる全ての打合せに主任技術者と１．（１）の担当技

術者が出席するものとする。また、業務計画書に基づく業務の主要な区切

り毎に主任監督員による履行確認を行うものとする。

５．業務実績の登録

測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）に業務実績情報を登録
する際に業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で登録し監督職員の確認

を受けること。

６．業務コスト調査

受注者は下記の事項に協力しなければならない。

１)受注者は、業務コスト調査に係る調査票等の作成を行い、業務完了日

の翌日から起算して 90日以内に発注者に提出するものとする。なお、調
査票等については別途監督職員から指示する。

２）受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために監督職員がヒ

アリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。

３）期限内に、このマニュアルに定める調査票の提出がないときまたは調

査票等に虚偽の記載があることが判明したときは、業務成績評定を最大

１０点減点し、更に業務実績と認めない。

第 19条 履行確実性の確認

予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務につ
いては、業務実施中及び業務完了後において、開札後に追加提出された資料（業

務完了後においては業務実施状況を踏まえた実施額に修正した資料を求める。）

により、履行状況や成果等について下記の確認項目等により確認を行い、これ
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らの結果を業務成績評価に厳格に反映させる場合がある。

【確認項目】

１．審査項目(1)～(3)において審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回
った場合

２．審査項目(4)において審査時に比較して正当な理由無く再委託額が下回っ
た場合

３．その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問

題が生じた場合

４．業務成果品のミス、不備等

なお、審査項目①～④とは以下のとおりである。

①業務内容に対応した費用が計上されているか

②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか

③品質管理体制が確保されているか

④再委託先への支払いは適正か

第 20条 品質確保基準価格

１．予定価格が 500万円以上 1,000万円以下の業務においては、品質確保の観点
から中部地方整備局が定めた価格（以下「品質確保基準価格」という）によ

り、その価格を下回った場合は、特仕第 18 条「低入札価格調査に該当した場
合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものである。

２．特仕第 18 条「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」、特仕第 19
条「履行確実性の確認」に記載されている調査基準価格を品質確保基準価格

と読み替えて適用する。

３．品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準
じて算出するものとする。

４．「品質確保基準価格」を下回る場合の特仕第 18 条「低入札価格調査に該当
した場合の受注者の義務３．再委託」の確認については、「低入札価格調査に

該当した場合の受注者の義務」確認時及び履行確実性に関するヒアリング前

段に確認するものとする。

第 21条 条件明示

本業務における設計条件は、以下のとおりとする。

名 称 条 件

安全費 計上していない

伐採 当初は見込んでいない

成果検定費 航空レーザ測量検定料（1/500） 数量：34km
2

点検図の目視点検、グリッドデータの論理点検

旅費交通費 積算上の基地：津市役所

（打合せ） ・基地から打ち合わせ場所までの移動

津駅～津新町駅（近鉄）
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第 22条 地下埋設物の調査

１．測量箇所における地下埋設物の有無については、貸与された資料等を確認

の上、詳細について調査するものとする。

２．測量箇所に地下埋設物があると認められる場合は、埋設物の管理者に対し

て調査及び確認を行い、埋設物件平面図等に反映するものとする。ただし、

成果納品前に監督職員に確認を求めることとする。

３．上記により、貸与資料と相違が生じた場合は、監督職員と協議するものと

する。

４．埋蔵文化財を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告するもの

とする。その後の措置については、監督職員の指示に従う。

第 23条 成果物の帰属

本業務で得られた全ての成果物の権利は発注者に帰属するものとし、受注者は

発注者の承認を受けないで公表又は貸与、使用してはならない。

第 24条 受発注者の責務

受発注者の責務は、共仕第１０３条に定めるものに加え、受発注者の責務について以下の

とおりとする。

１．本業務を履行するにあたり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行い、

成果は所定の条件を満足しなければならない。なお、受注者は本特記仕様書に明記し

ていない事項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、

調整等を行うこと。

２．受注者は、業務内容の変更において、監督職員から不適切な指示等あった場合は、発

注者に対し書面で報告ができるものとする

３．発注者は、前項の報告を受けた場合は、５日以内（休日等を含む）に受注者と協議し

適切な措置を講じなければならない。

第25条 経費の負担

土地への立ち入り等は、共仕第１１７条第３項に定めるものに加え、経費の負担について

以下のとおりとする。

業務の実施に伴う植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する

際のうち、経費が発生する必要が生じた場合については、別途監督職員と協議するものとす

る。

第26条 技術提案の履行確保

１．受注者は 、 採用された技術提案に基づき適切に業務を遂行するものとする。なお、採

用された技術提案については、業務計画書に記載するものとする。参加表明書、技術提
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案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。

２．業務計画書の作成にあたっては、共仕第１１３条に示されたものによるほか、本業務の

技術提案書に記載された技術提案内容に基づき作成するものとする。

３．業務計画書提出時の打合せにおいて、履行を義務づける技術提案内容を特定することと

し、受注者は、その技術提案を適切に履行しなければならない。

４．契約書に明記された技術提案書に内容が受注者の責により実施されなかった場合は、契

約書に基づき修補の請求、または修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の請求を

行うことができる。

また、業務成績評定を３点減ずる等の措置を行う。

第27条 関連業務等との調整

１．本業務の実施にあたっては、関連する別途発注業務と密に調整を行い、円滑に業務を

進めること。

２．本業務の実施にあたっては、関連工事と調整を密に行い、円滑に業務を進

めること。

第28条 各種調査に対する協力

受注者は、本業務が発注者の実施する各種調査の対象業務に選定された場合には、調査等

に必要な協力をしなければならない。

なお、本業務が各種調査の対象となった場合には、発注者はその旨を通知し、契約変更の

対象とする

第 29条 業務に携わった技術者名簿の提出

業務の条件は、共通仕様書に定めるものに加え、業務に携わった技術者名簿の

提出について以下のとおりとする。

報告書に担当者一覧表をつけるものとし、その場所は設計等報告書の表紙の次のページに、

担当者一覧表として以下の内容にて主任技術者及び担当技術者等を連名で記載するものとす

る。

・会社名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号

・主任技術者名

・担当技術者名（※担当技術者については複数可。）

第 30条 配置技術者の確認

１．受注者は、業務計画書（測量調査業務等共通仕様書 共通編第 113 条）の業

務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。なお、変

更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。

２．業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者については、以下の
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とおりとする。

１）業務打合せ（電話等打合せを含む）において、監督職員と業務に関する報

告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者

２）現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写

真等で確認できる者

３．業務実績情報システム（テクリス）に登録する技術者は、業務完了までに、

受発注者双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確

認のお願い」の提出にあたり、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、

個々の技術者の署名を付すものとする。なお、「登録のための確認のお願い」

の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同等

とみなす。

４．発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事

していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。

また、配置技術者以外が業務実績情報システム（テクリス）へ登録された場合

についても、同様とする。

第 31条 新技術の活用について

受注者は、新技術情報提供システム（NETIS)等を利用することにより、活用することが有

用と思われるNETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。

受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づきNETIS に登録されている

技術を活用して業務を実施する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。

受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」（平成26 年3 月28日、国官

総第344 号、国官技第319 号）、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領につ

いて」（平成26 年3 月28 日、国官総第３４５号、国官技第３２０号、国営施第１７号、国

総施第１４１号）による必要な措置をとるものとする。

１．受注者は、発注者指定型によりNETIS 登録技術の活用が設計図書で指定されている場合

は、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、

活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」

とされている技術）は活用効果調査表の提出を要しない。

２．受注者は、施工者希望型によりNETIS 登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用

計画書を発注者に提出しなければならない。また、当該業務が完了次第活用効果調査

表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不

要と判断された技術（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術）は活用効果

調査表の提出を要しない。

第 32条 落石、落水、毒蛇対策

安全等の確保は、共仕第１３３条に定めるものに加え、落石、落水、毒蛇対策について以

下のとおりとする。
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現地調査を実施する場合にあたっては、落石、落水及び毒蛇等による危険性について調査

員に周知させるとともに万一の場合の対応策も策定しておくこと。

第 33条 電子計算機用プログラムの検定

測量業務の条件は、共通仕様書に定めるものに加え、電子計算機用プログラムの検定につ

いて以下のとおりとする。

本業務に使用する電子計算機用プログラム使用承認を受ける場合は、別に定める電子計算

機用プログラム検定要領（案）に基づき、必要書類を提出するものとする。

第 34条 疑義

設計図書、共仕、特仕に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やか

に監督職員と協議して定めるものとする。

以 上
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<別紙１＞

：航空レーザ測量範囲 13k㎡

：河川縦横断測量箇所

凡 例

鈴鹿川
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＜別紙２＞

：航空レーザ測量範囲 10k㎡

：航空レーザ測量範囲 11k㎡

：河川縦横断測量箇所

凡 例

雲出川




