
道路橋梁及び河川の維持管理業務処理要領 

 

１ 適用範囲 

（１）この業務処理要領は、清里町が発注した指定管理者の道路橋梁及び河川の維持管理業務

処理に適用する。 

（２）道路橋梁及び河川の維持管理業務処理に係る事項は、協定書並びにこの要領によるもの

とする。 

 

２ 法令の遵守 

指定管理業務にあたっては、道路法、道路交通法、労働安全衛生法、地方自治法、清里町 

普通河川条例、清里町管理の道路橋梁及び河川の維持管理条例、清里町個人情報保護条例、

清里町行政手続条例、清里町情報公開条例、清里町情報公開条例その他関係法令を遵守する

こと。 

 

３ 業務路線等 

  道路橋梁及び河川維持管理業務箇所の区間、種別、実施工種は、下記のとおりとする。 

  ① 道 路  道路現況調書並びに町道等級別路線図のとおり 

  ② 橋 梁  橋梁現況台帳並びに橋梁所在図のとおり 

  ③ 河 川  清里町管理河川一覧表のとおり 

 

４ 事業計画書 

（１） 基本協定書第 10 条に定める事業計画書には,次の事項を記載し提出しなければならな

い。 

① 業務命令系統 

② 緊急時の体制及び連絡方法 

③ 維持機械運転員、作業員等の免許資格及び氏名 

④ 安全管理、訓練、講習等の具体的計画 

⑤ その他 

（２） 事業計画書の内容に変更が生じた場合は、変更計画書を提出しなければならない。 

（３） 仮設物及び保安施設は、指定管理者の責任において決定するものとし、保安施設は、 

「北海道建設部土木工事共通仕様書（令和３年度１０月版）」に示す「安全管理」に準じ 

たものとする。 

 

５ 事前準備 

（１） 指定管理者は協定書締結後すみやかに業務路線の路面及び施設等、河川及び附帯施設 

の状況を調査把握し、必要に応じて業務担当者と作業内容、執行方法等について協議を行

うこと。 

（２） 作業に使用する車両 

道路上で作業を行い道路交通法で定める車両については、道路交通法で定める措置を行

った車両でなければならない。（道路交通法４１条第４項参照） 

道路交通法施行令第１４条の２第２号に該当する車両については、必要事項を業務担当 

者に提出すること。 

 

 



（３） 図面等の作成 

業務担当員は、必要があると認めるときは、指定管理者に業務現場の調査を行わせ、

図面、数量調書、その他必要な図書等の作成及び提出を求めることができる。 

 

６ 道路橋梁及び河川情報等の通知 

発注者の収集した道路橋梁及び河川の附帯施設の状況に関する情報の内、指定管理者が業

務を処理するために必要と認められるものは、遅滞なく指定管理者に通知するものとする。 

指定管理者は通知された情報について、この要領に基づき遅滞なく業務を処理することと

する。 

 

７ 用地等の使用 

発注者から業務用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持管理す

るものとする。 

 

８ 運転員等 

（１）建設機械の運転に必要な免許・資格は下表のとおりとする。 

（２）建設機械の運転にあたっては、その構造形状、機能等を十分に熟知していなければなら

ない。 

（３）所有する免許・資格 

 

機 械 名 所有すべき免許 資格の種類 

グレーダ 大型特殊免許 
車両系建設機械技能講習修了技術検定 

（２級建設機械施工第３種）合格 

ドーザショベル 大型特殊免許 
車両系建設機械技能講習修了者技術検定 

（２級建設機械施工第１種）合格 

パトロール車 普通免許  

 
 

９ 作業工種 

道路橋梁及び河川維持管理業務の作業工種は概ね次のとおり区分することとし、作業箇所

については必要に応じて発注者と協議しておこなうものとする。 

（１）路面整正（未舗装路） 

グレーダにより路面のわだち、穴ぼこ等を均一に整地する作業 

路面砂利が不足している場合において、砂利を同時に補充する作業 

（２）舗装補修 

舗装路面のわだちぼれ、段差、穴ぼこ等を常温合材等を用い応急的な補修を行う作業 

（３）防塵処理 

塩カル等を用い砂利道の粉塵の発生を押さえる作業 

（４）路肩法面補修 

小規模な路肩や法面崩壊の復旧、崩土の除去などを行う作業 

（５）作工物修理 

排水施設、防護柵、標識などの損傷を修理する作業 

（６）路面清掃 

路面上に堆積した塵芥、土砂などを人力又は路面清掃車等により除去する作業 



（７）排水施設清掃 

排水管、側溝、排水桝に堆積した土砂などを人力又は機械により除去する作業 

（８）法面等清掃 

法面、中央分離帯などに散乱している塵芥、空き缶等を人力で収集する作業 

（９）草刈り 

路肩、法面の草を人力又は草刈車により刈り取る作業 

（10）枝払い 

   路肩、法面の立木の枝を人力又は機材により刈り払う作業 

（11）植栽管理 

樹木の剪定、倒木の恐れのある樹木の処理などを行う作業 

（12）道路路肩草根鋤土 

   道路路肩の草根の除去作業 

（13）橋梁、河川及び附帯施設の維持補修 

（14）雑工 

上記以外の作業で、主として人力で行う小作業 

（鳥獣死骸処理、標識等の修正、不法投棄物の処理、部分的清掃等） 

（15）巡回 

道路橋梁及び河川、付帯施設の状況把握を行うとともに、一般の交通に支障が生じてい

る場合についは直ちに補修又は応急処置を行う（交通事故等に係る応急対応を含む） 

 

１０ 災害時等の対応 

（１）台風、地震、火災等の発生時における出動 

（２）その他緊急を要する場合 

 

１１ 作業の準備 

（１）指定管理者は、常に気象情報に留意し異常気象等に備えること。 

（２）指定管理者は、常に作業を実施できるよう準備体制を整えておかなければならない。 

（３）指定管理者は、業務を効率的に実施するため、必要がある場合には道路橋梁及び河川の

状況を調査し把握しなければならない。 

（４）指定管理者は隣接及び関連する業務又は工事の施工業者と相互に協力し、業務の支障に

ならないよう処理しなければならない。 

 

１２ 業務処理状況報告書並びに事業実績報告書の提出 

（１）指定管理者は、毎月の業務処理状況報告書（別記第１号様式）を翌月の５日までに提出

し、業務担当者の確認を受けなければならない。添付する書類は下記のとおりとする。 
 

提出様式 名    称 摘   要 

別記第１号様式２ 業務処理状況報告書  

別記第２号様式 道路橋梁及び河川維持作業日報  

別記第３号様式 巡回業務日報  

別記第４号様式 収支報告書  

別記第５号様式 業務実施状況写真 業務完了後 



別記第６号様式 業務処理協議書 協議の都度 

 

（２）指定管理者は、事業実績報告書（別記第７号様式）を毎年度事業終了後、２ケ月以内に 

  提出しなければならない。添付する書類は下記のとおりとする。 
 

提出様式 名    称 摘   要 

別記第７号様式２ 事業実績報告書  

別記第４号様式２ 収支報告書  

 

１３ 実施基準 

業務の実施は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、原則として下記の基準による 

ものとし、実施にあたっては必要に応じて業務担当者と協議を行うものとする。 

協議が必要な場合は業務処理協議書（別記第６号様式）により協議することとする。 
 

（１）路面整正（未舗装路） 

①路面に不陸やわだち等が発生し、一般の交通に支障がある場合 

②路面砂利が不足し路面が泥濘化する兆候がある場合 

（２）舗装補修 

①舗装路面に段差、穴ぼこ等が発生し一般の交通に支障がある場合 

②路面のひび割れ等で段差、穴ぼこ等の兆候がある場合 

（３）防塵処理 

未舗装路において、ほこりが舞い上がり、一般の交通に支障がある場合 

（４）路肩法面補修 

路肩及び法面などが損壊した場合、またその兆候がある場合 

（５）作工物修理 

橋梁の高欄・伸縮継手、排水施設、防護柵、標識等の構造物が破損した場合 

（６）路面清掃 

業務処理計画によるほか、路面に土砂又は塵芥等の散乱があった場合 

（７）排水施設清掃 

業務処理計画によるほか、排水管、桝、側溝等において土砂等が堆積し、施設の流下

能力が発揮されない場合 

（８）法面等清掃 

業務処理計画によるほか、法面等に著しい塵芥の散乱がある場合 

（９）草刈り 

業務処理計画によるほか、草丈が伸び施設物の機能が阻害されている場合、又交差点、

カーブ等の見通しが悪くなっている場合 

（10）枝払い 

業務処理計画によるほか、枝が伸び施設物の機能が阻害されている場合、又交差点、 

カーブ等の見通しが悪くなっている場合 

（11）植栽管理 

①枝、葉が繁茂し、標識灯の視認性が悪化している場合 

②不良樹、枯損樹、支柱の破損により一般の交通に支障がある場合、またその兆候があ

る場合 



（12）道路路肩草根鋤土 

業務処理計画によるほか、草根が著しく繁茂している場合 

（13）橋梁、河川及び付帯施設の維持補修  

（14）雑工 

上記以外の作業で、主として人力で行う小作業 

（鳥獣死骸処理、標識等の修正、不法投棄物の処理、部分的清掃等） 

（15）巡回 

道路橋梁及び河川、附帯施設の状況把握を行うとともに、一般の交通に支障が生じてい 

る場合については直ちに補修又は応急処置を行う（交通事故等に係る応急対応を含む） 

 

１４ 施工管理 

原則として業務実施部分の完成をもって行うものとする。 

指定管理者は、各作業の施工管理の方法について以下の項目によることを標準とするほ

か、作業前に必要に応じて業務担当者の指示を受けることとする。 

（１）路面整正（未舗装路） 

①所要の幅員を確保すること 

②一般の交通に支障がないよう平坦性を確保すること 

（２）舗装補修 

①一般の交通に支障がない程度に平坦に仕上げるものとする 

②舗装の破損した部分で遊離しているもの、動いているものは取り除くものとする 

③必要に応じ路盤材を補充し、既設の舗装と馴染みよく仕上げること 

（３）防塵処理 

薬剤は所定の量を均一に散布するものとし、過剰散布とならないよう留意すること 

（４）路肩法面補修 

①法面は安定勾配にて施工し張り芝等の法覆を行い原形に復旧すること 

②湧水、土質、基礎地盤の状況を十分把握し適切な工法により実施すること 

（５）作工物修理 

①施設の破損状況、破損原因を十分調査のうえ適切な処置を行うこと 

②各施設物の機能を回復すること 

（６）路面清掃 

①掃き残しの無いように仕上げること 

②塵芥、土砂が桝、側溝等に入り込まないよう収集すること 

③収集した塵芥、土砂は適切に処理すること 

（７）排水施設清掃 

①土砂等の取り残しが無いよう仕上げること 

②清掃により発生した土砂、汚泥は道路上に散逸させてはならない 

③取り外した蓋などは、作業終了後すみやかにがたつきのないよう完全に据え付けること 

④収集した塵芥は、適切に処理すること 

（８）法面等清掃 

①塵芥等の拾い残しがないよう仕上げること 

②収集した塵芥は、適切に処理すること 

（９）草刈り 

①作業に支障のある塵芥、空き缶、コンクリート殻などは事前に撤去すること 

②草丈は概ね機械刈り１０cm 以下（補助作業含む）、手刈り５cm以下に仕上げること 

 



③車道、歩道面への飛散防止に努めるものとし、飛散した刈草はすみやかに処理すること 

④収集した刈草は、適切に処理すること 

（10）枝払い 

①車道、歩道面への飛散防止に努めるものとし、飛散した刈枝はすみやかに処理すること 

②収集した刈枝は、適切に処理すること 

（11）植栽管理 

①樹木の生育の障害にならないよう仕上げること 

②不良樹、枯損樹などはすみやかに処理すること 

③作業中は枝等を落下させないよう十分留意すること 

④刈枝等は適切に処理すること 

（12）道路路肩草根鋤土 

草根鋤土残しの無いように仕上げること 

（13）橋梁、河川及び附帯施設の維持補修 

（14）雑工 

①当該作業の目的に応じ、一般の交通に支障がないように仕上げるものとする 

②不法投棄物の処理 

③その他必要に応じて業務担当者の指示によること 

（15）巡回 

①巡回に従事する者は、道路橋梁及び河川、附帯施設の状況の把握を行うとともに、維持

管理に精通し、適切かつ迅速に判断できる者でなければならない 

②道路橋梁及び河川、附帯施設に支障が生じている場合又は危険な場合は（交通事故含む）、

電話等により必要に応じて業務担当者に報告し指示を受けるとともに、適切な処置を講

ずるものとする。但し、閉庁時においては必要に応じて報告し指示を受けるものとする 

③危険箇所に指定されている箇所は特に注意し観察すること 

④通常巡回は、日中に行うものとする 

⑤道路橋梁及び河川、附帯施設の破損について、明らかに原因が判明（占用工事等による）

するものについては、安全対策（バリケード等）のみを行い、直ちに業務担当者へ報告

すること 

 

１５ 出来高管理 

出来高の管理方法については、原則として設計図書によるものとし、必要に応じ事前に

業務担当者の指示を受けること。 

 

１６ 確認写真の撮影 

写真は、日付、時間を入れ時間経過及び施工範囲、作業員の人数使用機材等が確認でき

るように撮影することとし、業務実施状況写真（別記第５号様式）により区分ごとに整理

し、業務処理状況報告書に添付して提出しなければならない。 

 

１７ 安全管理 

（１）指定管理者は作業に従事する者全員に対し安全講習、訓練等を事前に実施しなければな

らない。 

（２）作業にあたっては、通行人、通行車両に十分注意を払い、一般の交通安全を確保しなけ

ればならない。特に道路橋梁で一般交通を遮断せず行う場合は、必ず交通誘導員を配置し、

一般交通に障害を及ぼさないとともに、作業の安全を確保すること。 

 



（３）指定管理者は業務の実施に影響を及ぼす事故あるいは人身にけがを負わせとき、また第

三者に損害を与えた事故が発生したときは、遅滞なくその状況を業務担当者に報告しなけ

ればならない。 

（４）道路維持作業に従事する車両及び機械は、道路交通法施行令第 14 条 3に基づき黄色の灯

火をつけなければならない。 

（５）路面清掃車、散水車等の清掃機械には、作業を明示する標識を設け通行人、通行車両等

に作業中の危険を標示しなければならない。 

（６）作業に伴い交通規制が必要な場合は、事前に業務担当者に報告すること。 

 

１８ 建設機械センター事務所並びに備品類の貸与 

（１）建設機械センター事務所並びに備品等の貸与期間は、清里町管理の道路橋梁及び河川の 

維持管理に関する基本協定書に定める指定管理者として指定する期間とする。 

（２）貸与に関する賃料は無償とし、施設使用に必要な光熱水費、電話料、テレビ受信料は指 

定管理者の負担とする。 

（３）指定管理者は、貸与施設の管理責任者を定め、火気の始末、施錠等の施設の保安管理に

努めなければならない。 

（４）指定管理者は、貸与施設を常に良好な状態で使用しなければならない。また、指定管理 

者の責めに帰すべき理由により必要となった修繕費用は、指定管理者が負担するものとす 

る。 

（５）貸与施設を改造し、又は改築若しくは模様替えしてはならない。また、敷地内に工作物

を設置してはならない。但し、町の承認を受けた場合はこの限りでない。 

（６）貸与備品を修繕しようとするときは、必要に応じて業務担当者に報告しその指示を受け 

なければならない。この場合における費用の負担は、指定管理者が負担するものとする。 

（７）清里町が施設の管理上必要があるとき、又は、災害等により使用する場合は、これを拒

むことができない。 

（８）貸与期間が終了した場合、本物件を明渡さなければならない、この場合において指定管

理者は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を現状回復しなければなら

ない。 

（９）指定管理者は清里町の承諾を得ることなく、本物件の賃借権を譲渡し、又は転貸しては

ならない。 

 

１９ 貸与機械 

（１）貸与機械の貸与期間は、清里町管理の道路橋梁及び河川の維持管理に関する基本協定書 

に定める指定管理者として指定する期間とする。 

（２）貸与機械の運転は、その性能、機能、特性、操作方法などを熟知して行わなければなら

ない。 

（３）貸与機械の点検整備は、道路運送車両法の自動車点検基準及び当該機械の取扱説明書に

より運行前後の点検を必ず行わなければならない。 

（４）指定管理者は、常に整備、清掃を行い機械を良好な状態に保持しなければならない。 

（５）貸与機械の通常の使用に係る費用（消耗品、油脂類等）は指定管理者の負担とする。 

（６）指定管理者の責めに帰すべき理由により貸与機械を破損した場合、又これに付随して発

生した動力伝達系、機関、除雪装置等の故障にかかる修理費用は指定管理者が負担するも

のとする。 

（７）油脂類、作動油の交換にあたっては、当該機械のメーカーが指定する規格、品質のもの 

を使用し、取扱説明書に基づき行うものとする。 



（８）指定管理者は、貸与機械を修理しようとするときは、必要に応じて業務担当者に報告し

その指示を受けなければならない。 

（９）指定管理者は清里町の承諾を得ることなく、貸与機械の賃借権を譲渡し、又は転貸して

はならない。また、貸与機械は他の用途に使用してはならない。 

 

２０ 損害賠償保険等 

（１）指定管理者は、施設に係る第三者への損害賠償責任を担保するために想定される損害賠

償等保険契約を締結しなければならない。締結後は契約書の写しを業務担当者に提出し確

認を受けること。 

（２）指定管理者は、貸与機械について、下記の保険金額以上の任意自動車損害賠償保険契約

を締結しなければならない。 

また、締結後は契約書の写しを業務担当者に提出し確認を受けること。 

対人賠償 対物賠償 

無制限 無制限 

（３）この業務の処理に公道上で使用する機械及び車両（貸与機械を除く）は、全て任意自動 

車賠償保険契約を締結しているものでなければならない。 

なお、契約内容は上記の保険と同程度とする。 

 

２１ 支給品 

指定管理者は支給品を他の用途に使用してはならない。 

 

２２ その他 

（１）本業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、独立した経理区分 

をしなければならない。 

（２）町長は、担当職員に本業務に関わる会計諸帳簿類、支出伝票等を定期的に検査させるもの 

とする。 

（３）指定管理者は、本業務について監査委員が監査を実施することを決定した場合は、これを 

受け入れなければならない。 

（４）本業務推進に要する原材料類、機械・器具類、労務者等使役する者は、可能な限り地元で

調達しなければならない。ただし、調達不可能な場合、又は地元調達が著しく不利な場合は

この限りでない。 

（５）建設機械センター事務所には職員を常駐させ、電話、来訪者の対応をさせなければならな

い。 

 

２３ この要領に定められていない事項については、清里町と指定管理者が協議して定めるこ

ととする。 


