
 

参考見積募集要領 

 

次のとおり、早明浦ダム地すべり観測システム改造業務（仮称）に係わる歩掛及び材料

の参考見積を募集します。 

 

令和４年９月１６日 

 

独立行政法人 水資源機構 

池田総合管理所長 岩本 浩 

 

1．目的 

この参考見積募集は､池田総合管理所で予定している業務発注の積算の参考とするため

の作業歩掛及び材料の単価見積を募集するものです。 

なお、この参考見積募集に対してご応募いただくことをもって、業務発注の指名（若し

くは競争参加資格）をお約束するものではありませんのであらかじめご承知ください。 

 

2．参考見積書提出の資格 

(1) 水資源機構における令和３･４年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受け

ていることとします。 

(2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

(3) 当機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成 6 年 5月 31 日付け 6

経契第 443 号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないことと

します。 

 

3．参考見積書の提出等 

(1) 参考見積書は､作業項目毎に必要な作業員(技術者)、資機材の員数等を記載してご提

出ください。 

なお､参考見積書の様式は問いません。 

(2) 提出期間：令和 4年 9 月 27 日（火）から令和 4 年 10 月 3 日（月）まで。 

ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前 9時から午後 4時までの間に(3)の提出先にご提出ください。 

(3) 提出先 

独立行政法人 水資源機構 池田総合管理所 所長 岩本 浩 宛 

【 担 当 】総務課 森田（もりた）、丸山（まるやま） 

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻 4235-1 

電話 0883-72-2050 ＦＡＸ 0883-72-0727 

 



 

(4) 提出方法 

書面は持参、郵送、ＦＡＸ（印影のあるものに限る）のいずれかの方法によりご提出

ください。 

(5) 見積有効期限 

令和 5年 3月 31 日までとし、必ず記載してください。 

 

4．参考見積内容 

(1) 業務内容 

本業務は、早明浦ダム・高知分水管理所の既存地すべり観測システムについて、シス

テムの統合・改造を行うと共に、観測計器および通信機器の更新を行うものです。 

(2) 業務作業項目及び数量 

別添資料－１「業務内容」 

別添資料－２「歩掛見積内容」 

別添資料－３「材料見積対象と観測計器仕様」  

別添資料－４「システム改造の概略」 

別添資料－５「表示画面イメージ図」 

別添資料－６「更新対象計器」 

別添資料－７「観測計器等設置位置図」 

(3) 業務費の構成と歩掛参考見積範囲 

1) 本歩掛参考見積を適用する業務費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び

積算資料(各編)」(以下「基準書」という。)によるものとします。 

2) 歩掛参考見積範囲は、基準書で定義されている直接人件費のうち、上記(2)「業務作

業項目及び数量」を実施するために必要な作業員または技術者の人数とします。 

(4) 作業員(技術者)の職種と定義 

国土交通省が公表している「令和 4 年度設計業務委託等技術者単価」における「技術

者の職種区分定義」、及び「令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」におけ

る「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。 

 

5．募集要領に対する質問 

この募集要領に対してご質問がある場合は、次のとおり、書面(様式は自由)によりご提

出ください。 

(1) 提出期間：令和 4年 9 月 16 日（金）から令和 4 年 9月 22 日（木）まで 

ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前 9時から午後 4時まで 

(2) 提出場所：3．(3)に同じ。 

(3) 提出方法：3．(4)に同じ。 

 



 

6．質問に対する回答 

質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。 

(1) 閲覧期間：令和 4年 9 月 27 日（火）から令和 4 年 10 月 3 日（月）まで 

(2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

7．参考見積書作成及び提出に要する費用 

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせて頂きます。 

 

8．問い合わせ 

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂くこと

があります。 

 

以  上 



別添資料-1  業務内容

１.業務目的

　本業務は、早明浦ダム・高知分水管理所で既に設置している地すべり観測システムについて、観測結果表示部の

改造と、観測計器のデータ通信部における装置の更新を行うものである。

２.業務内容

　本業務の業務内容は以下のとおり。

　1) 計画準備

　　業務目的、早明浦ダム既存の地すべり観測計器や観測システムに関する情報を把握・整理し、本業務の実施計

　画書を作成する。

　2) システム改造検討

　　早明浦ダム・高知分水管理所に設置している地すべり観測システム3種（GPS、地すべり観測システム、i-SENSOR）

　について、別添資料-4の概要に示すとおり、早明浦ダムで現在利用しているi-SENSORシステムを改造するための

　検討を行う。

　　早明浦ダムで利用しているi-SENSORシステムは、観測計器の変位および電圧の時系列変化を数値とグラフに

　より表示させるものであり、現在は地表伸縮計、地下水位計、設置型孔内傾斜計等が対応しており、GPSには対

　応していない。

　　また、i-SENSORシステムの警報機能については、設定した管理基準値の超過に対し、画面上における警報表示

　と、指定した携帯電話にメールで送付する機能を有している。

　　2)-1 表示機能

　　　①観測ブロック配置図画面

　　　　ホーム画面として、貯水池平面図に、観測計器を設置している地すべりブロック（以下、「観測ブロック」という）

　　　をアイコン化し、配置したものを設定する。観測ブロックアイコンには、観測計器の位置を表示させるものとする。

　　　　設定する観測ブロックは18ブロックを想定している。

　　　②観測計器選択画面

　　　　①で設定した各観測ブロックにおいて、選択後の画面として、そのブロックの平面図（観測計器の配置と地形

　　　を示したもの）を表示させる。

　　　　平面図には、各観測ブロックにおいて、今回システムで観測データを表示させる観測計器毎にアイコンを設定

　　　する。

　　　　各観測計器において表示させる観測データ表示画面の種類は下表のとおり。

　　　また、対象とする観測計器数は下表のとおり。

GPS 地盤伸縮計 地下水位計
設置型孔内
傾斜計

7 24 15 1



　　　③観測データ表示画面

　　　　観測データ表示画面における表示内容は以下のとおりとする。

　　　(1)時系列変化図

　　　　・GPS：X軸、Y軸、Z軸における基線解析結果の時系列変化を表示したものとする。

　　　　・GPS以外：各観測計器の変位と、同時刻に対応した貯水位、雨量を並列表示する。

　　　(2)平面移動量図

   　　 ・X軸およびY軸の変位量を平面的なグラフに示す。

　　　なお、(1)(2)ともGPSにおいては、X軸、Y軸の示す方位について表示する。

　　2)-2 保存機能

　　　　各観測計器における観測データを取得し保存する。観測間隔、取得方法は下表のとおり

　　　　なお、既設のGPS観測システムの仕様は以下のとおり。

　　　　　ソフトウェア名  GNSSリアルタイム変動監視システム（ジオサーフ社製）

　　　　　観測解析方法　　スタティック解析（24時間毎）

　　　　　データ形式　　　CSV

　　2)-3 警報表示機能

　　　　各観測計器における観測データが、設定された管理基準値を超過した場合、観測ブロック配置図画面、観測

　　　計器選択画面、観測データ表示画面において、警報を示す表示を行う。

　　　　警報の表示内容は、警報の段階、警報対象となった観測ブロックと観測計器名、該当観測計器の観測データ

　　　（数値）とする。

　　　　また、上記内容を、指定した携帯電話にメールで送付する機能を設定する。

　3)システムの改造

　　2)で検討を行ったシステム（表示機能、保存機能、警報機能）を構築する。

観測計器種 観測間隔 データ取得方法

GPS 1日1回
既設GPS観測システムより、インター

ネット回線を通じて取得

地盤伸縮計、地下水位
計、設置型孔内傾斜計

1時間に1回
各観測計器に設置したLTE回線より直

接取得

貯水位、雨量 1時間に1回
水資源機構HP等より該当データをイ
ンターネット回線を通じて取得



　4)通信設備および観測計器の更新

　　　新システムに対応した観測計器および通信機器の更新として、以下の作業を実施する。

　　　なお、対象となる計器および実施数は別添資料-6に、設置位置は別添資料-7に示すとおりである。

　　　①GPS

　　　　既存の光回線ルータを撤去し、携帯電話回線（LTE）を用いた無線モバイルルータを設置し、通信設定を行う。

　　　　撤去した光回線ルータは廃棄処分とする。

　　　　無線モバイルルータの仕様については、別添資料-3 設置計器仕様表による。

　　　　既存の回線数は7箇所である。

　　　②地表伸縮計（旧自動観測システム、i-SENSER接続）

　　　　既存の地表伸縮計のセンサー部を撤去し、携帯電話回線（LTE）に対応した伸縮計センサー部を設置する。

　　　　なお、更新はセンサー部のみとし、既設センサーは廃棄処分とする。

　　　　設置する伸縮計の仕様については、別添資料-3に示す。

　　　③地下水位計（旧自動観測システム接続）

　　　　既存の地下水位計のセンサー部とケーブルを撤去し、携帯電話回線（LTE）に対応したセンサー部とケーブ

　　　ルを設置する。

　　　　なお、更新はセンサー部のみとし、既設センサーは廃棄処分とする。

　　　　地下水位計の測定範囲は10m、20m、35mとする。

　　　　水位計の仕様については、別添資料-3に示す。

　　　④設置型孔内傾斜計（旧自動観測システム接続）

　　　　既存の設置型孔内傾斜計のセンサー部とロッドを撤去し、携帯電話回線（LTE）に対応したセンサー部

　　　とロッドを設置する。

　　　　なお、観測孔は既設の物を使用する。

　　　　設置型孔内傾斜計傾斜計の仕様については、別添資料-3に示す。

　5)動作確認

　　3)、4)で構築・更新したシステムおよび観測計器を用いて観測結果の表示を行い、不具合が生じていないことを確認

　する。

　6)報告書作成

　　1)～5)の成果を報告書にとりまとめる。



別添資料-2  歩掛見積内容（1/3）

1) 計画準備 1業務当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

主任技師 人

技師A 人

技師B 人

技師C 人

技術員 人

2)  システム改造検討

　　※システム改造検討にかかる期間の見積もお願いいたします。 1式当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

表示機能の設計検討

　主任技師 人

　技師A 人

　技師B 人

　技師C 人

　技術員 人

保存機能の設計検討

　主任技師 人

　技師A 人

　技師B 人

　技師C 人

　技術員 人

警報機能の設計検討

　主任技師 人

　技師A 人

　技師B 人

　技師C 人

　技術員 人



別添資料-2  歩掛見積内容（2/3）

3)システム改造

　　※システム改造にかかる期間の見積もお願いいたします。 1式当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

表示機能の構築

　主任技師 人

　技師A 人

　技師B 人

　技師C 人

　技術員 人

保存機能の構築

　主任技師 人

　技師A 人

　技師B 人

　技師C 人

　技術員 人

警報機能の構築

　主任技師 人

　技師A 人

　技師B 人

　技師C 人

　技術員 人

4)通信設備および観測計器の更新

4)-1　GPS回線の更新 1箇所当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

光回線用機材撤去 対象は7箇所を予定

　電気通信技術者 人

　電気通信技術員 人

　電工 人

　普通作業員 人

　諸雑費 式 直接人件費の○％

LTE回線用機材設置 対象は7箇所を予定

　電気通信技術者 人

　電気通信技術員 人

　電工 人

　普通作業員 人

　諸雑費 式 直接人件費の○％



別添資料-2  歩掛見積内容（3/3）

地下水位計の設置撤去に係わる歩掛見積は不要です。

4)-2　地表伸縮計の更新 1箇所当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

地表伸縮計撤去 対象は24箇所を予定

　地質調査技師 人

　主任地質調査員 人

　地質調査員 人

　普通作業員 人

　諸雑費 式 直接人件費の○％

地表伸縮計設置 対象は24箇所を予定

　地質調査技師 人

　主任地質調査員 人

　地質調査員 人

　普通作業員 人

　諸雑費 式 直接人件費の○％

4)-3　設置型孔内傾斜計の更新 1箇所当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

孔内傾斜計撤去 対象は1箇所を予定

　地質調査技師 人

　主任地質調査員 人

　地質調査員 人

　普通作業員 人

　諸雑費 式 直接人件費の○％

孔内傾斜計設置 対象は1箇所を予定

　地質調査技師 人

　主任地質調査員 人

　地質調査員 人

　普通作業員 人

　諸雑費 式 直接人件費の○％

5)動作確認 1業務当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

主任技師 人

技師A 人

技師B 人

技師C 人

技術員 人

6)報告書作成 1業務当り

項目 単位 数量 単価 金額 備考

主任技師 人

技師A 人

技師B 人

技師C 人

技術員 人



1) 無線モバイルルータ

  納入予定7基

仕様

CPU内部動作周波数 120MHz以上

内蔵メモリ 1MB以上

通信インターフェース

　　Ethernetインターフェイス数 4ポートHUB

　　RS-232Cインターフェイス数 1ポート

無線通信モード
LTE
Band1(2.1GHz帯)、Band8(900MHz帯)、
Band18(800MHz帯)、Band19(800MHz帯)

動作環境

　温度 　-20℃～＋60℃

　湿度 10％～95%（結露無きこと）

2) 地表伸縮計センサー部　仕様

  納入予定24基

仕様

測定範囲 800mm以上

精度 1mm以下

分解能 0.1mm以下

測定間隔 10分以下

データフォーマット csv

データ通信 LTE回線以上に適応

3) 地下水位計センサー部・ケーブル　仕様

  納入予定15基

仕様

測定範囲 10、20m、35m※1

ケーブル長 7m～34m※2

精度 ±0.1%FS

測定間隔 10分以下

データフォーマット csv

プローブ外径 φ30mm以下

データ通信 LTE回線以上に適応

※１　測定範囲が異なる機種で単価が異なる場合は、それぞれの機種における

　　　単価を見積いただくようお願いします。

※２　ケーブル長は1mあたりの単価を見積もりいただくようお願いします。

別添資料-3 材料見積対象と観測計器仕様（1/2）



4) 設置型孔内傾斜計センサー部・ロッド　仕様

  納入予定1基

仕様

測定成分 １軸以上

測定範囲 ±15°

精度 0.001°

測定間隔 10分以下

データフォーマット csv

プローブ外径
φ60mm以下
ガイドローラー除く

データ通信 LTE回線以上に適応

ロッド長 10m

別添資料-3 材料見積対象と観測計器仕様（2/2）



現在の早明浦ダム地すべり観測システム

（3つのシステムを併用して使用）

改造後の地すべり観測システム

GPS、旧自動観測システム対応計器、旧i-SENSOR対応計器による観測結果を一
つのクラウドサービスの表示画面で表示する。
データの受信は、GPSは早明浦ダムに既往のGPS自動監視システムからの読み込

み、他の観測計器は、観測計器に付随のLTE回線から直接受信とする。
GPS以外の観測計器のグラフは、雨量と、貯水位と併記することとし、その

データは機構HP等から読み込みを行う。

別添資料-4 システム改造の概略

①GPS自動観測システム（旧GPSシステム）

②地すべり自動観測システム

③i-SENSOR自動観測システム
i-senserクラウドサービス

（表示機能、警報機能を改造

保存機能を追加）※1

早明浦ダム管理所GPS自動監視シス

テム（既設）

（解析、データ記録）

L

T

E

回

線

GPS観測局、

固定局

インターネット回線

閲覧用PC（既設）

L

T

E

回

線

L

T

E

回

線

旧自動観測システム

対応計器※2

旧i-SENSOR対

応計器※2

※1 クラウドサービスの各種機能は以
下のとおり

・表示機能：別添表示機能イメージの
とおり。

・保存機能：クラウドサーバー内に観
測計器のデータを保存する。
・警報機能：管理基準値超過計器につ

いて、警報内容を表示画面と携帯メー
ル送信で行う。

機構HP等

（早明浦地点雨量、早明浦

ダム貯水位データ）

インターネット回線

※2 旧自動観測システム対応計器、旧
i-SENSOR対応計器は、通信回線の変更
に伴い、センサー部分も取替を行う。

データ読み込み



①観測ブロック配置図

②観測計器選択画面

③観測データ表示画面

別添資料-5  表示画面イメージ図

観測計器クリック後

（伸縮計 時系列変位図）

早明浦ダム地すべり観測計器観測システム

観測ブロック

観測ブロッククリック後

地盤伸縮計S-1

地下水位計No.1

観測計器クリック後

（GPS 平面移動量図）

時系列変位図

地下水位変動図

GPS

時系列変位図

平面移動量図

伸縮計変位

貯水位

雨量（日当たり）

・貯水池平面図をベースに、観測計器を

設置している観測ブロックをアイコン化

し、配置したものを設定する。

・観測ブロックアイコンには、観測計器

の位置を表示させるものとする。

・ブロックの平面図（観測計器の配置と

地形を示したもの）を表示させる。

・平面図には、各観測ブロックにおいて、

今回システムで観測データを表示させる

観測計器毎にアイコンを設定する。

・各観測計器の変位と、同時刻に対応した貯水

位、雨量を並列表示する。

・地下水位計、設置式孔内傾斜計も同様の表記

とする。

・観測計器の表示は1種類のみとする。

・GPSの時系列変化図は、X軸、Y軸、Z軸における

基線解析結果の時系列変化を表示したものとする。

・X軸およびY軸の変位量を平面的なグラフに示す。

・時系列変化図、平面移動量図とも、軸の示す方

位について表記する。

X軸

Y軸

＋：北

＋：東



ブロック名 計器種 ブロック名 計器種 計器番号 地下水位計規格
ケーブル長（概

算）
ブロック名 計器種 計器番号

船戸 GPS観測局 高野 地表伸縮計 S-1 － － 川崎 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

中切 GPS観測局 高野 地表伸縮計 S-2 － － 船戸 地表伸縮計 S-1（i-SENSOR）

下中切(3) GPS観測局 船戸 地下水位計 No.2 20m 21m 大渕(3) 地表伸縮計 Si-1(i-SENSOR)

下中切(2) GPS観測局 井尻 地下水位計 No.3-1 20m 17m 大渕 地表伸縮計 Si-1(i-SENSOR)

早明浦 GPS観測局 井尻 地下水位計 No.4-2 20m 10m 大渕(5) 地表伸縮計 Si-1(i-SENSOR)

早明浦ダム GPS固定局 井尻 地下水位計 No.5 10m 26m ちの瀬 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

朝谷 GPS固定局 井尻 地下水位計 No.6 20m 7m 上中切 地表伸縮計 S-1（KLG200A）

川崎 GPS観測局 井尻 地下水位計 No.7-2 20m 12m 上中切 地表伸縮計 S-2（KLG200A)

小松 GPS観測局 井尻 地下水位計 No.8-1 20m 16m 下中切 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

井尻 地下水位計 No.8-2 10m 8m 下中切 地表伸縮計 Si-2（i-SENSOR）

井尻 地表伸縮計 S-1 － － 細野 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

井尻 地表伸縮計 S-3 － － 細野 地表伸縮計 Si-2（i-SENSOR）

中切 地下水位計 BV4-1 20m 32m 程野 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

中切 地下水位計 BV-5 20m 34m 程野 地表伸縮計 Si-2（i-SENSOR）

中切 地下水位計 BV8-3 35m 31m 程野(2) 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

中切 地表伸縮計 S-1 － － 桐谷 地表伸縮計 Si-1（i-SENSOR）

中切 地表伸縮計 S-2 － －

中切 地表伸縮計 S-3 － －

下中切(3) 地下水位計 No.1 35m 22m

下中切(3) 地下水位計 No.6 10m 17m

下中切(3) 地下水位計 No.7’ 20m 30m

下中切(3) 地表伸縮計 S-1 － －

下中切(3) 地表伸縮計 S-2 － －

下中切(2) 地下水位計 No.1 20m 26m

下中切(2) 設置型孔内傾斜計 No.2 － 12m

船戸 間隙水圧計 Pp-2 －

船戸 地表伸縮計 S-2 － －

船戸 地表伸縮計 S-3 － －

下中切(3) 孔内傾斜計(自動） No.6 － 25m

18

更新対象計器合計

7

24

15

1

47

自動観測システム

別添資料-6    更新対象計器

表は現在設置されている自動観測計器を示しており、灰着色部は今回の更新業務では更新しない予定のもの

GPS i-SENSOR

地表伸縮計

地下水位計

設置型孔内傾斜計

合計

設定ブロック数

GPS
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