
新潟市測量・調査・設計業務委託共通仕様書の一部改定の概要 
 

○適用時期：平成 31 年 2 月 1 日以降 

改定対象は下記のとおり。 

・測量業務委託共通仕様書 

・設計及び解析業務委託共通仕様書 

※地質・土質調査業務委託共通仕様書の改定はありません。 

 

＜以下、改定内容＞ 

［測量業務委託共通仕様書］ 

現 新 

第 106 条 業務の実施 

 測量業務は「規定」により実施するものとする。な

お、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕

様書によるものとし、定めのない場合は、規定第５条

第３項第一号及び第二号によるものとする。 

第 106 条 業務の実施 

 測量業務は「規定」により実施するものとする。な

お、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕

様書によるものとし、定めのない場合は、規定第５条

第３項第一号及び第二号によるものとする。また、公

共測量の実施にあたっては「規定」の定めの他、別途

地理院より定めるマニュアルによるものとする。 

 

 

［設計及び解析業務委託共通仕様書］ 

１．第１編 共通編 

現 新 

 「第４章 水文観測業務」を追加。 

 

２．第２編 河川編 

現 新 

 「第４章 水文観測業務」を追加。 

 

３．第４編 砂防および地すべり対策編 

現 新 

第 106 条 砂防堰堤及び床固工予備設計 

2) 基礎工検討 

 砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及

びパイピングの危険性について検討し、その対策につ

いて工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が

考えられるような場合には、コンソリデーショングラ

ウチング及びカーテングラウチングについて検討を

行う。 

第 106 条 砂防堰堤及び床固工予備設計 

2) 基礎工検討 

 砂防堰堤計画地点の地質に基づき、支持力不足、及

びパイピングの危険性について検討し、その対策につ

いて工法を選定する。堰堤高が高く、長期的な湛水が

考えられるような場合には、必要に応じた対策工の検

討を行う。 

 

別紙 



４．第６編 道路編 

現 新 

第 6806 条 橋梁拡幅予備設計 

(10) 拡幅工法比較一覧表の作成 

 受託者は、拡幅工法比較案に関する検討結果をまと

め、拡幅工法一覧表を作成するものとする。拡幅工法

一覧表には、拡幅に関する部材の主要断面形状を記入

するほか、(5)で実施した技術的特徴、課題を列記し、

各比較案の評価を行い、最適拡幅工法案を明示するも

のとする。 

第 6806 条 橋梁拡幅予備設計 

(10) 拡幅工法比較一覧表の作成 

 受託者は、拡幅工法比較案に関する検討結果をまと

め、拡幅工法比較一覧表を作成するものとする。拡幅

工法比較一覧表には、拡幅に関する部材の主要断面形

状を記入するほか、(5)で実施した技術的特徴、課題を

列記し、各比較案の評価を行い、最適拡幅工法案を明

示するものとする。 

第 6807 条 橋梁拡幅詳細設計 

(6) 設計図 

 受託者は、既設部・新設部を明示した橋梁位置図、

一般図、線形図、構造詳細図、構造一般図、支承、高

欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設計図を作成するも

のとする。 

第 6807 条 橋梁拡幅詳細設計 

(6) 設計図 

 受託者は、橋梁位置図、既設部・新設部を明示した

一般図、線形図、構造詳細図、構造一般図、支承、高

欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設計図を作成するも

のとする。 

第 6809 条 橋梁補強予備設計 

(11) 補強工法比較一覧表の作成 

 受託者は補強工法比較案に関する検討結果をまと

め、補強工法一覧表を作成するものとする。補強工法

一覧表には補強部材の主要断面形状を記入するほか、

(6)で実施した技術的特徴、課題を列記し、各比較案の

評価を行い、最適補強工法案を明示するものとする。

第 6809 条 橋梁補強予備設計 

(11) 補強工法比較一覧表の作成 

 受託者は補強工法比較案に関する検討結果をまと

め、補強工法比較一覧表を作成するものとする。補強

工法比較一覧表には補強部材の主要断面形状を記入

するほか、(6)で実施した技術的特徴、課題を列記し、

各比較案の評価を行い、最適補強工法案を明示するも

のとする。 

第 6810 条 橋梁補強詳細設計 

3. 貸与資料 

 (8) 橋梁補強予備設計等設計協議書 

第 6810 条 橋梁補強詳細設計 

3. 貸与資料 

 (8) 橋梁補強予備設計等設計協議資料 

 表 6.8.1 橋梁設計成果物一覧表 

橋梁詳細設計に「参考図（縮尺：適宜）架設計画図」

を追加 

 表 6.8.2 橋梁拡幅設計成果物一覧表 

橋梁拡幅詳細設計に「参考図（縮尺：適宜）施工計画

図」を追加 

 表 6.8.3 橋梁補強設計成果物一覧表 

橋梁補強詳細設計に「参考図（縮尺：適宜）施工計画

図」を追加 

 

 

 



５．第７編 下水道編 

現 新 

第 7110 条 管理技術者及び技術者 

(2) 管理技術者は、総合技術監理部門技術士（下水道）、

技術士（下水道）又は下水道法に規定された資格を有

するものとし、業務の全般にわたり技術的監理を行わ

なければならない。 

第 7110 条 管理技術者及び技術者 

(2) 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水

道）、上下水道部門（下水道）又は下水道法に規定さ

れた資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術

的管理を行わなければならない。なお、主要な設計協

議ならびに現地調査に出席しなければならない。 

第 7113 条 引渡し 

成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図

書一式を納品し、委託者の検査員の検査をもって、業

務の完了とする。 

第 7113 条 納品 

(1) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、委託

者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。

(2) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う

業務のかしが発見された場合、受託者はただちに

当該業務の修正を行わなければならない。 

第 7212 条 引渡し 

成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図

書一式を納品し、委託者の検査員の検査をもって、業

務の完了とする。 

第 7212 条 納品 

(1) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、委託

者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。

(2) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う

業務のかしが発見された場合、受託者はただちに

当該業務の修正を行わなければならない。 

 

６．主要技術基準及び参考図書 

現 新 

土木工事共通仕様書 （国土交通省 H27.3） 土木工事共通仕様書 （国土交通省 H30.3） 

地盤調査の方法と開設 （地盤工学会 H16.6） 地盤調査の方法と開設 （地盤工学会 H29.3） 

公共測量 作業規定の準則 （国土交通省 H25.3） 公共測量 作業規定の準則 （国土交通省 H28.3） 

公共測量 作業規定の準則 解説と運用 

（日本測量協会 H24.10） 

公共測量 作業規定の準則 基準点測量記載要領 

（日本測量協会 H29.4） 

公共測量 作業規定の準則  解説と運用（平成 25 年

改正 追補版）（日本測量協会 H26.7） 

公共測量 作業規定の準則  解説と運用（「地形測量

及び写真測量編」、「基準点測量編、応用測量編」） 

（日本測量協会 H28.3） 

電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 

（国土交通省 H28.12） 

電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 

（国土交通省 H30.3） 

2006 年制定 トンネル標準示方書 山岳工法・同解説

（土木学会 H18.7） 

2016 年制定 トンネル標準示方書 山岳工法・同解説

（土木学会 H28.8） 

2006 年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・

同解説（土木学会 H18.7） 

2016 年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・

同解説（土木学会 H28.8） 

2006 年制定 トンネル標準示方書 開削工法・同解説

（土木学会 H18.7） 

2016 年制定 トンネル標準示方書 開削工法・同解説

（土木学会 H28.8） 



現 新 

基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品

仕様書（案）【数値地形図編】第 2.1 版 

（国土地理院 H21.10） 

基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品

仕様書（案）【数値地形図編】第 2.3 版 

（国土地理院 H26.4） 

猛禽類保護の進め方（特にイヌワシ、クマタカ、オオ

タカについて）（日本鳥類保護連盟 H15.7） 

「猛禽類保護の進め方（改訂版）－特にイヌワシ、ク

マタカ、オオタカ－」（環境省 H24.12） 

面的評価支援システム操作マニュアル（本編）Ver.3.0

（環境省 水・大気環境局 H23.10） 

面的評価支援システム操作マニュアル(本編)Ver.4.0.1

（環境省 水・大気環境局 H29.3） 

基準点測量製品仕様書等サンプル 

（国土地理院 H26.4） 

製品仕様書等サンプル 基準点測量 

（国土地理院 H28.4） 

 製品仕様書等サンプル 三次元データ群作成 

（国土地理院 H29.10） 

土木工事数量算出要領（案）（国土交通省 最新版） 土木工事数量算出要領（案）（国土交通省 H30） 

土木工事数量算出要領 数量集計表様式（案） 

（国土交通省 最新版） 

土木工事数量算出要領 数量集計表様式（案） 

（国土交通省 H30） 

現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋

継手工法ガイドライン（機械式鉄筋定着工法技術検討

委員会 H29.3） 

現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋

継手工法ガイドライン（機械式鉄筋継手工法技術検討

委員会 H29.3） 

港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（日本港湾協会 H19.9） 

港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（日本港湾協会 H30.3） 

数字でみる港湾 2014（日本港湾協会 H26.7） 数字でみる港湾 2017（日本港湾協会 H29.7） 

漁港・漁場の施設の設計の手引き 2003 年版(上・下巻)

（全国漁港漁場協会 H15.10） 

漁港・漁場の施設の設計の設計参考図書 2015 年版 

（全国漁港漁場協会 H28.3） 

砂防関係法令例規集（全国治水砂防協会 毎年発行） 砂防関係法令例規集（全国治水砂防協会 H28.11） 

漁港海岸事業設計の手引 平成 8 年度版 

（全国漁港漁場協会 H8.9） 

漁港海岸事業設計の手引（全国漁港漁場協会 H25.11）

 水文観測業務規定（国土交通省 H29.3） 

 水文観測業務規定細則 

（国土交通省 水管理・国土保全局 H29.3） 

 水文観測データ統計処理要領 

（国土交通省 水管理・国土保全局 H26.3） 

 水文観測データ品質照査要領 

（国土交通省 水管理・国土保全局 H26.3） 

 水文観測（全日本建設技術協会 H14） 

 絵でみる水文観測（中部建設協会 H13.9） 

 流量観測の高度化マニュアル（高水流量観測編） 

（土木研究所 H28.6） 

 河川結氷時の流量推定手法マニュアル（案） 

（寒地土木研究所 H24.3） 



現 新 

 河川構造物の耐震性能照査指針・解説 

（国土交通省 水管理・国土保全局治水課 H28.3） 

 高規格堤防盛土設計・施工マニュアル 

（（財）リバーフロント整備センター H12.3） 

道路構造令の解説と運用（日本道路協会 H16.2） 道路構造令の解説と運用（日本道路協会 H27.6） 

道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編） 

（日本道路協会 H24.3） 

道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート橋

編）（日本道路協会 H24.3） 

道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編） 

（日本道路協会 H24.3） 

道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） 

（日本道路協会 H29.11） 

道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） 

（日本道路協会 H29.11） 

道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリ

ート部材編）（日本道路協会 H29.11） 

道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） 

（日本道路協会 H29.11） 

道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） 

（日本道路協会 H24.3） 

道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） 

（日本道路協会 H29.11） 

鋼構造架設設計施工指針［2001 年版］ 

（土木学会 H14.4） 

鋼構造架設設計施工指針［2012 年版］ 

（土木学会 H24.6） 

排水性舗装技術指針（案）（日本道路協会 H8.11） （削除） 

転圧コンクリート舗装技術指針（案） 

（日本道路協会 H2.11） 

（削除） 

製鋼スラグ路盤設計施工指針(鐵鋼スラグ協会 S60.9) 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針(鐵鋼スラグ協会 H27.3)

路上再生路盤工法技術指針（案） 

（日本道路協会 S62.1） 

（削除） 

路上表層再生工法技術指針（案） 

（日本道路協会 S63.11） 

（削除） 

 舗装性能評価法－必須および主要な性能指標の評価

法編－（日本道路協会 H25.4） 

 舗装性能評価法－必要に応じ定める性能指標の評価

法編－（日本道路協会 H20.3） 

道路緑化技術基準・同解説（日本道路協会 H27.3） 道路緑化技術基準・同解説（日本道路協会 H28.3） 

道路のデザイン 道路デザイン指針（案）とその解説

（道路環境研究所 H17.7） 

（補訂版）道路のデザイン 道路デザイン指針（案）

とその解説（日本みち研究所 H29.11） 

 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン 

（日本みち研究所 H29.11） 

内線規程 JEAC 8001-2011 

（日本電気協会 H24.2） 

内線規程 JEAC 8001-2018 

（日本電気協会 H28.10） 

電気通信設備工事共通仕様書 平成 28 年版 

（国土交通省 H29.3） 

電気通信設備工事共通仕様書 平成 29 年版 

（国土交通省 H30.3） 



現 新 

電気通信施設設計要領・同解説（電気編） 

（建設電気技術協会 H26.3） 

電気通信施設設計要領・同解説（電気編） 

（建設電気技術協会 H29.9） 

電気通信施設設計要領・同解説（通信編） 

（建設電気技術協会 H26.3） 

電気通信施設設計要領・同解説（通信編） 

（建設電気技術協会 H29.11） 

電気通信施設設計要領・同解説（情報通信システム編）

（建設電気技術協会 H26.3） 

電気通信施設設計要領・同解説（情報通信システム編）

（建設電気技術協会 H30.1） 

 機械工事共通仕様書（案）（国土交通省 H29.3） 

 機械工事管理基準（案）（国土交通省 H29.3） 

 河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル（案）

（国土交通省 H27.3） 

 河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案） 

（国土交通省 H27.3） 

 ダム用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル

（案）（国土交通省 H30.3） 

 道路機械設備点検・整備・更新マニュアル（案） 

（国土交通省 H28.3） 

 


