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設計書

～ まで 日間

業 務 概 要

別紙のとおり

１
－
５
　
設
計
書
様
式

一級河川北上川水系真野川外

年度 平成29年度長契県河管06011-C01号

実施

平成30年3月16日 平成31年3月22日

石巻市大瓜地内外

平成

真 野 川 外 河 川 海 岸 管 理 業 務 委 託

委託業務番号事業年度

河川名

委託業務名

委託業務の場所

履行期間

仕様書



河川海岸管理 一 式 ( 旧石巻市，旧牡鹿町の県管理河川・海岸)

河川巡視 一 式

堤防除草 A= 87,000 m2

伐木除根 Ａ= 1,000 m2

堤防天端補修 Ａ= 2,000 m2

河床整正 V= 1,500 m3

業　務　概　要



東部

旧
牡
鹿
町

旧
石
巻
市

平成29年度 長契県河管06011-C01号
真野川外河川海岸管理業務委託 管内図



（完成予定年月日）
自 平成30年3月16日 ・ 日間

入札公告のとおり

入札公告のとおり

1）

2）

3) 質問書提出期限 

4）

5）  回答日

6） 回答場所

宮城県東部土木事務所　経理班

４　現場説明日時 

  　（閲覧期間）

５　現場説明（閲覧）場所    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(現場説明書－1ページ)

及び宮城県物品等電子調達システム入札情報サービス

宮城県東部土木事務所　１階　掲示板

入札公告のとおり

入札公告のとおり

質問書提出先 　

　1)の質問に対して，工事契約書及び変更契約書の様式（平成18年11月6日改正）の第1条第3項
に沿わない場合は回答しません。

６　現場説明に対する質問及び回答について（契約書　別紙様式１号）

入札公告のとおり

本現場説明書､仕様書､特記仕様書及び図面等に対する質問は､設計図書等に関する質問書･回
答書により提出して下さい｡電子入札の場合は､電子入札ｼｽﾃﾑの質問欄への入力により行ってくだ
さい｡

３　工　　　　期 ： 平成31年3月22日～至

変更完成予定年月日

 現　　場　　説　　明　　書

２　工事名  ：

平成29年度長契県河管06011-C01号

真野川外河川海岸管理業務委託

１　工事番号  ：



７　説　　明　　事　　項

（１）　契約保証金の取扱いについて

1）

2）

3）

4）

5）

6）

（３）　建設労働者の雇用について

1）

2）

3）

4）

（４）　宮城県内企業の活用について

（５）　建設業法第３１条の規定による立入検査について

（６）　建設業退職金共済制度について

　契約保証金については、「工事請負契約における契約保証に関する取扱要領」及び「契約保証に関する説明事
項」に基づき行うこと。

　工事の実施にあたって下請契約を締結する場合は「宮城県建設工事元請・下請適正化要綱（以下「要綱」とい
う。）」を遵守し、特に次の事項に留意するとともに下請業者に対しても適切に指導すること。

　建設業法に違反する一括下請を禁止するとともに、要綱第３条の規定に定める下請発注の適正に努めるこ
と。
　特に、下請発注にあたっては建設工事標準下請契約約款又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書によ
り契約を締結すること。

（２）　宮城県建設工事元請・下請適正化要綱の遵守について

　下請負人の選定にあたっては要綱第４条の規定に定める事項を勘案して選定すること。

　建設労働者の雇用にあたっては、労働条件及び福祉向上を図るため、次の事項に留意するとともに、下請業者に
対しても適切に指導すること。

　労働基準法第８９条に定める就業規則及び同法第１０８条に定める賃金台帳を整備するとともに、適正な賃金
の確保を図ること。

　法定労働時間(週４０時間)を遵守し、休日の確保及び労働時間の短縮に配慮すること。

　元請負人及び下請負人はそれぞれの立場で要綱第５条・第６条に定める義務を徹底すること。
　特に、下請代金の支払い等については適正に行うこと。

　直接元請負人は工事現場ごとに要綱第７条に定める下請指導責任者を置き、所定の様式により「下請契約に
係る書面の写し」、「下請負人指導責任者届」、「下請契約書確認書」及び「工事作業所災害防止協議会兼施
工体系図」を速やかに提出すること。
　なお、「下請契約に係る書面の写し」については提出時に発注者による原本照合を受けること。
　提出後、下請契約等に変更が生じた場合も変更の内容について速やかに提出すること。

　施工中あるいは工事完成時に下請契約その他関係資料の提出を求められた場合は速やかに提出すること。

　不適切な下請業者を選定したり、不適切な契約を締結した場合は工事成績評定に反映するとともに、指導、
助言、指名停止等の措置を講ずることがある。

　退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

　宮城県では「富県宮城の実現」に向けて、地場産業育成対策に取り組んでいるところであり、下請負、資材調達
（生コンクリート等）においては出来る限り県内企業及び県内産製品の活用に努めること。

　県では、建設工事元請・下請の適正化の徹底について要請しているところであり、適正な施工の確認と元請負人・
下請負人の取引内容について建設業法第３１条に基づく立入検査を実施しております。立入検査を実施する場合
は、施工状況、下請契約内容、下請代金支払状況等について確認し、不適正な場合は規定により指導・勧告等を
することがありますので承知願います。

　工事等の実施にあたり，東北地方太平洋沖地震による被災者等の積極的な雇用に努めること。被災者等の
雇用においては，上記１）～３）に留意するとともに，賃金の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮するこ
と。



1）

2）

3）

4)

5)

（７）　労働災害防止について

1）

2）

3)

（８）　ダンプトラック等による過積載の防止等について

1）

2）

3）

4）

5）

6)

7)
（９）　下水汚泥焼却灰入りアスファルト合材の利用によるリサイクル推進について

（10）　現場代理人監督員支援システムについて

参考：

　工事着手後は、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て安全訓練・研修等を
実施すること。

　工事の施工にあたり建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）の対象となる労働者を雇用する場
合は、共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に貼付すること。

　下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度
の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により支給、又は建退共制度の掛金相当額を下請代
金中に算入し、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。

　共通仕様書に基づき、工事契約締結後1か月以内に発注者用掛金収納書を提出すること。
　なお、当該工事で建退共制度の対象労働者を雇用しない場合や期限内に収納書を提出できない事情がある
場合（契約当初は工場製作の段階で建退共制度の対象労働者を雇用しない等）には、その理由及び共済証
紙の購入予定時期等を文書で提出すること。

　前号の場合又は工事請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入したときは、当該
共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
　なお、追加購入しなかったときは、その理由を文書で提出すること。

　共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求められた場合は速やかに提出すること。

　工事の施工にあたっては、労働災害を防止するため、次の事項に留意するとともに下請業者に対しても適切に指
導すること。

　社内、関係機関と十分協議・打ち合わせを行い安全管理の徹底に努め、労働安全に配慮した施工に努める
こと。

　労働者の不安全行動防止の観点から、労働者が守らなければならない事項等を周知徹底するため、外部機
関を利用して、建設従事者に対する安全衛生教育を積極的に実施するよう努めること。

　工事用資材等の運搬にあたっては積載超過のないようにすること。

　過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと。

　資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害すること
のないようにすること。

　さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造したダンプカー等が工事現場に出入りすることのないようにする
こと。

　「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法１２条に規
定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

○工事請負契約における契約保証に関する取扱要領：出納局契約課＞工事関連様式集(必読)
○宮城県建設工事元請・下請適正化要綱：土木部事業管理課＞宮城県建設工事元請・下請適正化要綱

　下請契約の相手方又は資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に
関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

　不法無線局を搭載したトラックやダンプカー等が工事現場に出入りすることのないようにすること。

　宮城県ではリサイクル推進の一環として、アスファルト舗装工事における下水汚泥焼却灰入りアスファルト合材（以
下、「灰入り合材」という。）利用への取り組みを行っています。建設リサイクルの趣旨をご理解の上この取り組みにご
協力願います。
　また、合材の調達予定工場が灰入り合材を製造可能である場合は、原則灰入り合材を調達するようお願いいたし
ます。
　なお、一件の工事において、灰入り合材と標準品は一緒に使用しないこととします。

　「ワンデーレスポンスに向けた取り組みとして」，現場代理人監督員支援システムを運用しています。受注者は工事
執行上の諸事案について「工事相談票」を用い相談できるものとしております。
　なお，「工事相談票」に関する詳細及び様式は事業管理課ホームページに掲載しております。

説明事項中に記載の要領、要綱等については宮城県のホームページに掲載しておりますので、ご覧下さい。



 

 

 

 

県発注業務（測量設計調査，道路・河川等管理業務（応急対策業務含む））の 

入札参加業者の皆様へ 

 

 

平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震による未曾有の大災害に際し，県では災害

復旧・復興対策に全力を挙げて取り組むこととしておりますが，被災地域のみならず数多くの

方々が職を失っている状況にあります。 

つきましては，業務等の実施にあたり，被災者等の積極的な雇用に努めていただきますよ

うよろしくお願いします。なお，被災者等の雇用においては，賃金の支払いが適正かつ遅滞な

く行われるよう配慮願います。 

 

 

 

 

 

 

 

重 要 



別添資料 
 

特記仕様書（追加資料） 

 

 

業務委託等技術者単価の適用について 

入札の際に使用する業務委託等技術者単価は平成３０年１月３１

日以前の単価としておりますが，契約後において，別途協議のうえ

平成３０年２月１日から適用の業務委託等技術者単価への設計変更

を行うものとします。 

 

 



共通仕様書（土木工事編・委託編）の適用

        
共通仕様書に対する特記事項

第１条  他官庁等からの要請連絡

        
第２条  完了検査

        
第３条  施工管理

        
第４条  河川等パトロール

        
第５条  休日又は夜間における作業

　休日又は夜間における作業の届け出は必要としない。
        
第６条  提出書類

　別に示す様式については，監督職員の指定した期日までに提出のこと。（別添３）
        
その他特記事項

第７条　暴力団等の排除について

　施工管理基準による施工管理の工種は，監督職員の指示したものについて行い，その記録を
提出しなければならない。

          平成29年度河川海岸管理業務委託 特記仕様書

本業務については，「宮城県土木部制定共通仕様書（土木工事編・委託編）」（以下「共通仕様書」
という）に基づき実施するものとする。

共通仕様書（土木工事編・委託編）に対する特記事項および，河川海岸管理業務委託説明書（別
添1）は次のとおりである。

　所轄警察署，当該市町，当該地域等から河川管理に関して要請，苦情，連絡等を受けた場合
は，監督職員と協議の上，早急にパトロール等を実施し，適切な措置を講ずるものとする。

　完了検査は書類検査とし，現場検査は，河川砂防第一班長等が実施するパトロール等によっ
て，個々の箇所については完成を確認するものとする。

　大雨，洪水に関する警報及び津波注意報以上（高潮警報を含む）の発令並びに震度４以上の地
震があった場合は，別添2「河川等臨時パトロールの実施について」に基づき，河川または海岸パ
トロールを実施し，所定の様式により速やかに報告するものとする。また，異常があった場合には
監督職員等の指示に従い，復旧等を実施しなければならない。

(1) 受注者が，この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月1日
施行。以下「排除要項」という。）別表各号に該当すると認められたときは，契約を解除することが
ある。

(2) 受注者は，排除要綱別表各号に該当し，本県から指名停止措置を受けている者にこの契約
の全部又は一部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは
受託をさせた者が，排除要綱別表各号に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除
を求めることがある。

(3) 受注者は，この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」とい
う。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力
を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力
団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。
　　なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，捜査協力及び発注者への
報告が適切に行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生するおそれがあると認められると
きは，必要に応じて，工程の調整，工期の延長等の措置を講じる。



別表

1

2

3

4

5

 注） 使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。

　登録業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。

　登録業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不
当に利用していると認められるとき。

措　　置　　要　　件

　登録業者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代
表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の
場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員である場
合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

　登録業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認
められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運
営に協力し、又は関与していると認められるとき。

　登録業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団等」とい
う。）の威力を利用するなどしていたと認められるとき。



別添１

   （業務の履行義務）

   （業務の履行区域）
  ２．業務の区域は別添管内図のとおりとする。

   （業務の内容）
  ３．業務の内容は、数量内訳書のとおりとする。

   （現場代理人等の責務）

   （情報の収集と作業の開始）

   （現場管理）
  ７．現場における安全の確保に努めなければならない。

   （実績報告）
  ８．作業内容を月毎にとりまとめ、監督職員に提出すること。

   （写真管理）
  ９．写真管理は抽出管理とし、項目・頻度は監督職員の指示に従うこと。

   （その他）
  １０．契約最終日については、委託時間を午前８：３０までとする。

河川海岸管理業務委託説明書

  １．受注者は、河川の管理が適正に保持できるよう契約書、特記仕様書、本説明書等に基づき
業務を迅速、能率的、経済的に履行しなければならない。

  ４．現場代理人等は、契約後速やかに履行区域内の対象河川の現地調査を実施し、危険箇
所・要経過観察箇所等を網羅したパトロール計画を作成し、業務計画書とともに監督職員に提出
すること。

  ５．緊急時の現場での処理は自主責任施工となるので、常に施工の熟練度の向上、確保資材
の点検維持、機器車両の維持管理、作業員の研修に努めなければならない。

  ６．異常気象時の情報を早期に入手し、状況に応じてパトロール、作業班の出動に努めなけれ
ばならない。



別添２
 

                                           

番号 市町村名 地震観測地点名 水系 河川名 地区名
1 東松島市 東松島市矢本 定川 定川 大曲外地先

2 石巻市 石巻市大瓜 北上川 真野川 真野地先
3 石巻市 石巻市大瓜 北上川 八津川 大瓜地先
4 石巻市 石巻市相野谷 北上川 富士川 針岡地先
5 石巻市 石巻市門脇 定川 北北上運河 釜地先

河川等臨時パトロールの実施について

１ 大雨警報、洪水警報が発令された場合で事務所の配備職員等から指示等があった場合は、
直ちに河川パトロールを実施するものとする。なお、パトロール時間は、日の出から日没までを原
則とする。

２ 管内の観測地点で震度４以上地震が観測された場合は、下記の基準でパトロールを実施する
　　こと。
　（1）震度４の地震が観測された場合は、該当市町(旧市町毎)の下記「震度４の地震時緊急点
　　　検実施箇所一覧表」の河川と海岸を直ちにパトロールすること。
　（2）震度５（弱）以上の地震が観測された場合は、該当市町(旧市町毎)の河川と海岸を直ちに
　　　　パトロールすること。
　 また、津波注意報や警報が同時に発令された時は、海岸を優先してパトロールを実施するも
のとする。この時、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ等の情報収集に努め、海岸に
近づくことが危険と判断した場合にはこの限りではない。

３ パトロール班は、原則２個班以上の編成とし、事前に連絡担当者とパトロール者を決めておく
ものとする(様式１参照)。また、パトロール経路についても事前に決めておくものとする。

針岡橋～釜谷水門
明神橋～石井閘門

事務所名：東部土木事務所

　自動的に配備する場合は、配備職員に連絡し、配備の計画（配備開始時間、対象市町（旧市町
毎）、対象河川、終了見込み時間）を連絡すること。

パトロール区間
定川橋～佐太夫橋

真野川水門～真野大橋
八津川樋門～八津橋

４ パトロール終了後は、直ちに異常の有無にかかわらず事務所の配備職員や担当者へ報告の
こと。その後、パトロール日誌により報告のこと(様式２参照)。

震度４の地震時緊急点検実施箇所一覧表（河川課指定）



別添３

様式1　河川海岸パトロール連絡系統図及び連絡者名簿       契約後

様式2  河川海岸パトロール日誌       随時

様式3  工事出来高報告書1・2   毎月

様式4  業務実績表（月報）           毎月

様式5  電話等指示整理書（指示書）              随時

河川海岸管理業務委託提出書類



（様式 １）

     ・パトロール時の連絡体制は、下記のとおりとする。

 受注業者
   ①第１連絡担当者(氏名、電話番号、携帯番号）
   ②第２連絡担当者(氏名、電話番号、携帯番号）

 パトロール者
   ①第１パトロール者(氏名、携帯番号）
   ②第２パトロール者(氏名、携帯番号）
   ③第３パトロール者(氏名、携帯番号）

                   

業者名〔                       〕
          

氏  名 電話番号 携帯番号 備 考  
第1連絡担当者  
第2連絡担当者

氏  名 電話番号 携帯番号 備 考  
第1パトロール者  
第2パトロール者
第3パトロール者

河川海岸パトロール連絡系統図

事          務           所

↓指示・連絡     ↑報告

↓連絡           ↑報告

連 絡 者 名 簿



（様式 ２）

会社名：              

　　　　巡　　回　　者

天候： パト車番：

km

平成２９年度　河川海岸パトロール日誌

平成　　　年　　　月　　　日　（　　　）

氏　　　　　　名

出発時間 帰所時間 走行距離 〃

： ： 運 転 者 氏 名

河川・海岸名 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時刻 点検結果
異　　常　　箇　　所

備　考
地　　名 目　標　物 状　　　況

～
 □異常あり
 □異常なし

～
 □異常あり
 □異常なし

～
 □異常あり
 □異常なし

～
 □異常あり
 □異常なし

～
 □異常あり
 □異常なし

～
 □異常あり
 □異常なし

～
 □異常あり
 □異常なし



（様式 ３-1）

会社名：              

月 請負額 出来高 出来高×経費率 累計 残高

◯月 ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯

◯月 ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯

◯月 ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯ ◯，◯◯◯，◯◯◯

工事出来高報告書1



（様式 ３-２）

会社名：              

年　月　日 作業場所・作業内容 作業内容内訳 種目 単位 数量 単価 金額 作業日合計金額 累計金額 処分場 備考

◯年◯月◯日 ◯◯川 土木一般世話役 労務 h 0.5 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

土のう設置 普通作業員 労務 h 0.5 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯ 一人×0.5h

10tユニック 機械 h 0.5 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

2tダンプ 機械 h 0.5 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

◯年◯月◯日 ◯◯川 土木一般世話役 労務 人 1 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

土のう手直し 特殊作業員 労務 人 1 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

普通作業員 労務 人 1 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

0.45バックホウ 機械 日 1 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

軽油 動力 L 40 ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯ ◯◯，◯◯◯

工事出来高報告書2



（様式　４）

作業人数・職種 単位 数量 摘要・作業時間
土木一般世話役 h ◯ ◯◯h×◯◯人=◯◯h・人
特殊運転手 h ◯ ◯◯h×◯◯人=◯◯h・人
特殊作業員 h ◯ ◯◯h×◯◯人=◯◯h・人
普通作業員 h ◯ ◯◯h×◯◯人=◯◯h・人

使用機械・仕様 単位 数量 摘要・作業時間
2tダンプ 台 ◯ ◯◯h×◯◯台=◯◯台・人
10tユニック 台 ◯ ◯◯h×◯◯台=◯◯台・人

使用材料・処分 単位 数量 摘要・作業時間

2ｔダンプ　　　◯◯　◯◯
10tユニック　◯◯　◯◯
作業員　　　　◯◯　◯◯
作業指揮者　◯◯　◯◯

完了年月日
平成◯◯年◯月◯日

受信者名 ◯◯　◯◯　　TEL受信時刻

指示内容

◯◯地先の大型土のうが崩れている。土のうを再
設置して頂きたい。

協議内容

早急に直します。

処理内容

大型土のうを再設置する。

危険対策
設置時、手指を挟まない様声を掛け合い作業する。

指揮者・有資格者

項目 内　　容

指示年月日 平成◯◯年◯月◯日

発信者名 東部土木事務所　河川砂防第一班　◯◯

業務実績表

委託番号
委託名

平成29年度　長契県河管06011-C01号
真野川外河川海岸管理業務委託

作　業　内　容　内　訳

会社名 ◯◯◯会社　　　氏名　◯◯　◯◯



（様式　５）

委託番号
委託名

平成29年度　長契県河管06011-C01号
真野川外河川海岸管理業務委託

会社名 ◯◯◯会社　　氏名　◯◯　◯◯

項目 内　　容

指示年月日 平成◯◯年◯月◯日

発信者名 東部土木事務所　河川砂防第一班　◯◯

受信者名 ◯◯　◯◯　　TEL受信時刻

2ｔダンプ　　　◯◯　◯◯
10tユニック　◯◯　◯◯
作業員　　　　◯◯　◯◯
作業指揮者　◯◯　◯◯

完了年月日
平成◯◯年◯月◯日

大型土のうを再設置する。

危険対策

設置時、手指を挟まない様声を掛け合い作業する。

指揮者・有資格者

電話等指示書・整理書（指示書・協議書）

写
真
添
付

（
施
工
前

）

写真の貼り付け

指示内容

◯◯地先の大型土のうが崩れている。土のうを再
設置して頂きたい。

協議内容

早急に直します。

写
真
添
付

（
施
工
後

）

写真の貼り付け

処理内容



■１　適用 

■２　作業フロー 
　主な作業フローを「別紙１」に示す。

■３　作業内容 
3-1）業務計画書の作成
　業務計画書は、業務内容を勘案し共通仕様書（土木工事編）に則り作成する。
　特に除草区間と除草時期を十分に吟味した工程で計画・実施すること（「５作業工程」参照）。

3-2）外来植物調査

3-3)事前測量

　測点は、河川下流から追番号で100m間隔の測点を設け、変化点でも適宜管理する。

3-4）外来植物防除対応

3-5）道路占用許可申請等

除草業務に関する特記仕様書

　この特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、東部土木事務所管内の主要河川で実施する除
草業務に於いて適用される。

　除草作業に先立ち、外来植物調査を実施すること。現地踏査や事前測量と併せて実施するこ
とで厭わない。対象植物の繁茂状況（位置、規模）を把握し、監督職員に報告すること（対象植物
の有無に関わらず）。
　外来植物の対象植物は、１．オオキンケイギク（キク科）、２．オオハンゴンソウ（キク科）、３．ナ
ルトサワギク（キク科）、４．アレチウリ（ウリ科）、５．オオカワヂシャ（ゴマノハグサ科）の５種とす
　業務区間内に対象植物があった場合は、当所から特定外来生物防除実施者証（以下「証明
書」という。）を発行するので防除作業に従事する作業員名簿を作成し、身分証明書交付願を提
出すること。なお、発行された証明書は外来植物の処理中は常時携帯し、また作業終了後は速
やかに全ての証明書を当所に返却すること。

　業務受注後、遅滞なく現地測量を実施すること。実測延長、施工面積に設計数量と差異がある
場合は、必要に応じ設計変更の対象とする。

　測量杭は通行、その他支障がない位置に打設すること。なお、測点杭は業務完了後速やかに
撤去すること。
　作業前に法面の状態を点検し、安全に作業を履行できることを確認すること。また、法勾配、不
陸及び障害物の有無等は監督職員に報告するとともに展開図へ表示すること。その際に、既設
護岸構造物がある場合、その取付部が洗掘されている恐れがあるため重点的に調査すること。

　作業中は、3-2）で発行された証明書を携帯するとともに、地域への周知として立て看板（別紙
２）を設置すること。
　防除方法は、原則引き抜き後、放置乾燥、焼却を行い適切に処分する（詳細は「別紙３」及び東
北地方整備局東北技術事務所発行の「河川管理者のための外来植物ハンドブック」参照。受注
者には後日配布）。それら処分量は適切に管理し監督職員に報告すること。

　除草作業中（除草、積込、梱包の作業内容如何に関わらず）に国県市道を占用する場合、当所
が道路管理者から道路占用許可を得た後に、請負者が交通管理者から道路使用許可を受けな
ければならない。請負者は占用申請に必要な資料（道路工事保安施設設置計画書）を3部、当所
へ提出すること。占用申請から許可があるまで10日前後の日数を要するため、業務計画書作成
後速やかに資料を作成すること。



3-6）除草
　河川断面に於ける除草範囲は、「別紙４」のとおり。

3-7）出来形管理

　出来形は、肩掛式・自走式機械の別を明確にし管理すること。

■４　写真管理 
　写真撮影頻度等は、「別紙６」に示す。
　植物の生育が早い時期なので、出来形管理と併せて完成写真を撮影しておくこと。

■５　作業工程 

■６　その他 

　その他、疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議すること。

　当該業務では、対象区域内に生育する除草機械で除草可能な草木を対象とする。対象区域内
にチェーンソー等でしか除去できない雑木等が繁茂する範囲があった場合には、「別紙５」により
監督職員に報告する。

　対象河川に於いて住宅が近接している区間は、帰省時期（盆期間）を迎える前に刈草を完了さ
せること。

　対象河川に於いて付近に水田を有する区間では、水稲斑点米カメムシ類による被害を防止す
るため、７月下旬～８月下旬は除草作業は行わないこと。７月中旬までの除草竣工が望ましい
が、やむを得ず完了できなかった場合は、９月から業務を再開すること。なお、カメムシ対策につ
いては毎年の天候により出穂期に違いがあるので、監督職員・その他関係機関との連絡を密に
取り、十分な作業工程を組むこと。

　作業に当たっては、当日の作業範囲前後に工事看板を設置すること。これは、作業日毎に転
置して差し支えない。この工事看板の表示内容及び設置箇所は事前に監督職員と協議するこ
　現地で不法投棄物及び堤体漏水等異常箇所を発見した場合、また、燃料や機械油の流出を起
こした場合は、遅滞なく監督職員へ報告すること。なお、油流出については、速やかに適正な臨
機の処置をとること。

　現地踏査、外来植物調査、事前測量での調査結果を踏まえ、作業中の安全（特に足下）確保に
十分留意すること。
　作業に当たっては、河川管理施設を傷めないよう実施すること。もし、施工中堤防等を傷めた
場合には、早急に同等以上の材料で補修すること。
　周辺住民・景観への配慮から、除草してから集草まで（現地放置）の期間は１週間程度とし、刈
草が乾燥に至らなかった場合には、同一河川内の梱包作業場所等にて引き続き乾燥作業を実
施すること。

　外来植物の刈草梱包は、目立つ位置にいたずら等を防止するための警告板を設置して保管す
ることとし、また、刈草が堤防から滑落しないような対策を講じること。なお、長期にわたり広範囲
に点在させる行為はいたずらを助長させるだけでなく、放火等犯罪の誘発も招きかねないため、
早めに梱包するよう留意する。やむを得ない場合は、堤防天端のような目立つ場所を避け、堤防
下部にある程度まとめて仮置きするなどの策を講じ、随時巡視点検を行うこと。

　植物の生育が早い時期での作業となるため、出来形は除草完了後速やかに測定し、併せて写
真による管理を徹底させ、検査時に不備のないよう留意すること。
　刈高は「10cm以下」、法長は「設計値-100mm」を管理基準として設定してよい。管理頻度は測
点毎、変化点、起終点で適切に管理すること。



別紙１

作 業 フ ロ ー

Yes

 No

スタート

・業務計画書作成

・交通安全施設設置計
画書等の作成、提出

・外来植物防除従事者
証の交付

・道路占用許可申請
・外来植物調査結果の

報告（提出書）

・事前測量

外来植物が生
息していたか？

・外来植物調査
・現地踏査

・事前測量

・除草
（除草・集草・梱包・引渡し）
（除草・集草・運搬・処分）

・出来形確認

・外来植物防除従事者
証の返却

・完成書類の作成

エンド

・外来植物防除対応



（別紙２）

地域への周知　：　立て看板（案）

お 知 ら せ

除草を実施しています。当除草区域には、オオキンケイギク
等の外来生物が含まれていますので、飛散等により拡散しないよ
う注意して実施しておりますが、お気づきの点がありましたら、
下記東部土木事務所河川砂防第一班までご連絡ください。

委託業務の名称：

履 行 期 間：平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 ま
で

会 社 名：

責 任 者：

対象特定外来生物名：
コレオプスィス・ランケオラタ（オオキンケイギク）
ルドベキア・ラキニアタ（オオハンゴウソウ）
セネキオ・ナダガスカリエンスィス（ナルトサワギク）
スィキュオス・アングラトゥス（アレチウリ）
ヴェロニカ・アナガルリス‐アクアティカ（オオカワヂシャ）

（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律１８条に
基づき、主務大臣による確認を受け防除を実施）

連絡先 ： 東部土木事務所 河川砂防第一班
ＴＥＬ ０２２５―９８―３３６０



別紙３

特定外来生物防除フロー

ビニルシート上での放置など、拡散を防止する。
アスファルト上での放置では交通の支障とならないよう措置。

トラック露天積みでの運搬は厳禁。

備考
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
特定外来生物同定マニュアル
河川管理者のための外来植物ハンドブック

スタート

・外来植物調査

外来植物が生
息していたか？

・調 査 結 果 の 報 告
・特定外来生物防除実施

者証の交付

・調査結果の報告

・立て看板の設置

除草
（原則、引き抜き）

現地放置（乾燥処理）
（拡散しない場所にて）

運搬
（パッカー運搬、ビニール

袋梱包）

焼却処理施設
（焼却処分）

特定外来生物防除実施
者証の返却

エンド



別紙４

備考

設計に於ける除草機械の選定については、法勾配1:1.8を境に自走式、肩掛式を区別している。

水際から法長1.0～2.0m区間は、1:1.8以上であっても先行除草として肩掛式で除草を行う。なお、川裏側を走る水路の場合にあっても同様とする。

水際から法長1.0mの区間は、作業中の安全の確保のため除草区間から控除する。

堤防天端が国道、県道、市道に認定されている（兼用堤である）場合、道路管理者が管理すべき区間であることから天端及び法肩から1.0mの区間は除草区間から控除する。

実作業に当たっては、自走式機械の性能を十分勘案し、作業中の滑落等ないよう施工区分（施工範囲、施工方法）を選定すること。

自走式除草機械で作業する場合、法面上での方向転換は行わないこと。



別紙５

：
□ 左  岸     □ 右  岸
： 自

至

： 市 地内

：
高さ ｍ
胸高直径 cm
概数 本

下流側より撮影

測点 より
上流側を望む

撮影月日：
（写真貼付）

上流側より撮影

測点 より
下流側を望む

撮影月日：
（写真貼付）

河 川 名

測点番号

所 在

対象樹木



別紙６

施工前 施工後
起点・終点 ○ ○ ○ ○

測点（100m毎） × × × ○

変化点（適宜） × × × ○

10測点（1.0km毎） × × ○ ○

代表断面（任意点） ○ ○ ○ ○

○ 範囲の起点・終点は、施工前に監督員と確認する。なお、下流端を起点、上流端を終点とする。
○ 測点は100m毎に設定する。下流端をNo.0とし、100m毎に追番号で測点を設ける。
○ 変化点は、橋梁・護岸など構造物の前後、雑木繁茂範囲など、法長の変化点で適宜設ける。
○ 10測点では、十分な精度を以て管理に当たること。
○ 代表断面は、１河川１点以上を設定する。設定にあっては、前後見通しのいい位置を設定すること。

○ 完成写真の施工前写真は、現地踏査または測点打設時に撮影し、周辺の草木の繁茂状況を把握できる写真
であること。

○ 完成写真の施工後写真は、業務完了後にとらわれず、撮影断面での除草完了後速やかに撮影し、施工前との
対比が明確である写真であること。

○ 検査提出用写真には以下の項目を撮影し貼付する。
施工状況
刈草引渡し状況（積込み～確認印押印状況～運搬）
梱包状況
10測点毎の 刈高確認
10測点毎の 法長確認
梱包重量の確認状況
工事看板等設置状況

○ バックデータ写真は以下の項目を撮影し、A4ファイルに綴ることでよい（A4版１ページ当たり写真8枚程度可）。
測点毎の 刈高確認
測点毎の 法長確認
安全訓練等実施状況（安全訓練等実施報告書より抜粋したもので可）
その他検査提出用写真

○ 出来形を確認するための写真は、原則として上流側から撮影すること。

完成写真
検査提出 バックデータ 摘要



伐木業務に関する特記仕様書

     伐木除根工に関する特記仕様書は除草業務を準用するものとするが、伐木利用者の募集や

　　外来植物調査は行わないものとする。

　　伐木材の処分で、処分場の都合による処分場所の変更は、設計変更の対象として、運搬距離、

　　処分費を変更するものとする。また、伐木の処分量は変更の対象とする。

　　処分場所は、石巻森林組合（運搬距離3.0km以下）を想定している。

　　出来高の確認は、伐木する前に面積及び100m2当たりの伐木する木の本数を確認する。



管理番号：
工事番号：平成29年度長契県河管06011-C01号 設計内訳書（本01）
工事名 真野川外河川海岸管理業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

巡視･巡回工

式 1    

河川巡視工

式 1    

緊急巡視

回 25    

除草工

式 1    

堤防除草工

式 1    

堤防除草(複合)
川表：北北上運河左岸

m2 45,700    

堤防除草(複合)
川裏：北北上運河左岸

m2 4,700    

堤防除草(複合)
真野水防倉庫

m2 1,100    

堤防除草(複合)
川裏：真野川（右岸）

m2 27,400    

堤防除草(複合)
川表：真野川（右岸）

m2 8,100    

運搬(堤防除草) 運搬距離：10㎞以下

千m2 87    

除草処分

m2 87,000    

宮城県- 1 -



管理番号：
工事番号：平成29年度長契県河管06011-C01号 設計内訳書（本01）
工事名 真野川外河川海岸管理業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防養生工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木･伐竹(複合) 樹木･竹の区分 樹木密集度:伐木(中
)

m2 1,000    

伐木伐竹運搬 運搬距離：2Km以下

m2 1,000    

処分費

m3 10    

河川修繕

式 1    

河川土工

式 1    

堤防天端工

式 1    

天端敷砂利 砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,敷厚:
100ｍｍ

m2 2,000    

河床整正工

式 1    

河床整正 運搬距離：6.5㎞以下

m3 1,500    

残土処理

m3 1,500    

仮設工

式 1    

宮城県- 2 -



管理番号：
工事番号：平成29年度長契県河管06011-C01号 設計内訳書（本01）
工事名 真野川外河川海岸管理業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 区分A

人日

交通誘導警備員 区分B

人日

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 16    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

宮城県- 3 -



管理番号：
工事番号：平成29年度長契県河管06011-C01号 設計内訳書（本01）
工事名 真野川外河川海岸管理業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

宮城県- 4 -



委託業務番号： 平成29年度長契県河管06011-C01号

委託業務名称： 真野川外河川海岸管理業務委託

発 注 機 関 ： 宮城県東部土木事務所

数 量 集 計 表 （ 参 考 図 書 ）



工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 備考

河川維持 式 1

　巡視・巡回工 式 1

　河川巡視工　 式 1

　　緊急巡視 昼間 回 25 ２個班体制

　堤防除草工 式 1

　　除草：川表(北北上運河左岸) 肩掛け式　条件：持込 ㎡ 45,700 除草展開図による

　　除草：川裏(北北上運河左右岸) 肩掛け式　条件：持込 ㎡ 4,700 〃

　　除草：(真野水防倉庫) 肩掛け式　条件：持込 ㎡ 1,100 過年度除草実績による

　　除草：川裏(真野川右岸) 肩掛け式　条件：持込 ㎡ 27,400 除草展開図による

　　除草：川表(真野川右岸) 肩掛け式　条件：持込 ㎡ 8,100 〃

　　運搬：(堤防除草) 千㎡ 87

　　刈草処分費 運搬距離：L=10.0㎞以下 ㎡ 87,000 処分先：ﾏﾙﾀﾞｲ

　伐木除根工 式 1

　　伐木除根
樹木・竹の区分,
樹林密集度：伐木（密） ㎡ 1,000

　　伐木処分費 運搬距離：L=2.0㎞以下 m3 10 処分先：ｳｯﾄﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

　　伐木運搬 ㎡ 1,000

河川修繕

　堤防天端工 式 1

　　敷砂利補修 RC-40,敷厚：100mm ㎡ 2,000

　河床整正工 式 1

　　河床整正（機械掘削） ㎥ 1,500

　残土処理工 式 1

　　残土処理 運搬距離：L=6.5㎞以下 m3 1,500

交通管理工 式 1

　　交通誘導員 区分A 人日 8 北北上運河（45号線沿い）

区分Ｂ 人日 15

建設機械運搬 台 16

数 量 総 括 表



参考資料

緊急巡視工について

１回当たり２班（４名）で計上している

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役
人 0.25

運転手（一般）
人 0.25

パトロ－ルカ－（４×４
G）

1500cc
時間 2.0

燃料
ガソリン
レギュラ－ ㍑ 9.8

合計 円/回



委託業務番号： 平成29年度長契県河管06011-C01号

委託業務名称： 真野川外河川海岸管理業務委託

発 注 機 関 ： 宮城県東部土木事務所

過年度除草工実績（ 参 考 図 書 ）

実施



除 草 箇 所 （ 真 野 川 右 岸）



除 草 範 囲 図

除草箇所（北北上運河）



№1 位置： 北北上運河　右岸　川表

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

№8+13 0 3.0

+50 37 4.0 3.5 129.50

№9+79 0 4.0

№10 21 4.5 4.25 89.25

№11 100 4.5 4.5 450.00

№12 100 4.5 4.5 450.00

+80 100 4.0 4.25 425.00

№14+10 0 3.0

№15 90 5.0 4 360.00

№16 100 6.0 5.5 550.00

№17 100 7.0 6.5 650.00

№18 100 6.0 6.5 650.00

№19 100 8.0 7 700.00

№20 100 9.0 8.5 850.00

№21 100 9.0 9 900.00

№22 100 9.0 9 900.00

+50 50 9.0 9 450.00

№23 50 14.0 11.5 575.00

+50 50 7.0 10.5 525.00

№24 50 7.0 7 350.00

+94 94 8.0 7.5 705.00

№25 0 1.0

+18 18 5.0 3 54.00

計 1460.0m

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積

9762.75㎡

備　考
自走式除草面積

測　点 単距離



№2 位置： 北北上運河　右岸　川表

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

№25+46 0 2.0

+55 9 9.0 5.5 49.50

№26 45 10.0 9.5 427.50

№27 100 10.0 10 1,000.00

+18 18 9.0 9.5 171.00

№28+26 0 5.5

№29 74 6.0 5.75 425.50

№30 100 7.0 6.5 650.00

№31 100 9.0 8 800.00

№32 100 7.0 8 800.00

№33 100 7.0 7 700.00

+50 50 7.0 7 350.00

№33+85 0 7.0

№34 15 7.0 7 105.00

№35 100 7.0 7 700.00

№36 100 7.0 7 700.00

№37 100 7.0 7 700.00

№38 100 5.0 6 600.00

№39 100 5.0 5 500.00

№40 100 5.0 5 500.00

№41 100 5.0 5 500.00

№42 100 5.0 5 500.00

№43 100 4.0 4.5 450.00

№44 100 4.0 4 400.00

№45 100 6.0 5 500.00

№46 100 5.0 5.5 550.00

№47 100 2.0 3.5 350.00

計 2011.0m

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積

12428.50㎡

備　考
自走式除草面積

測　点 単距離



№1 位置： 北北上運河　右岸　川裏

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

№8 0 10.0

+50 50 10.0 10.0 500.00

計 50.0m

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積

500.00㎡ 0.00㎡

備　考
自走式除草面積

測　点 単距離



№1 位置： 北北上運河　左岸　川裏

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

№12 0 1.0

+42 42 12.0 6.50 273.00

№13 58 13.0 12.50 725.00

+73 73 16.0 14.50 1,058.50

№14 0 16.0

№15 100 8.0 12.00 1,200.00

+97 97 5.0 6.50 630.50

№16+9 0 5.5

+71 62 5.0 5.25 325.50

計 432.0m

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積

4212.50㎡

備　考
自走式除草面積

測　点 単距離



№1 位置： 北北上運河　左岸　川表

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

№8 0 9.0

№9 100 6.0 7.5 750.00

№9 0 5.0

№10 100 1.5 3.3 325.00

№11 100 1.5 1.5 150.00

№12 100 3.0 2.3 225.00

№13 100 9.0 6.0 600.00

+70 70 5.0 7.0 490.00

№13+93 0 8.0

№14 7 10.0 9.0 63.00

№15 100 9.0 9.5 950.00

№16 100 5.5 7.3 725.00

№17 100 5.5 5.5 550.00

№18 100 6.0 5.8 575.00

№19 100 6.0 6.0 600.00

№20 100 7.0 6.5 650.00

№21 100 6.0 6.5 650.00

№22 100 6.0 6.0 600.00

№23 100 6.0 6.0 600.00

№24 100 6.0 6.0 600.00

+30 30 5.0 5.5 165.00

№25+6 0 2.5

+12 6 9.0 5.8 34.50

№26 88 3.5 6.3 550.00

№27 100 4.5 4.0 400.00

+15 15 4.5 4.5 67.50

計 1816.0m

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積

10320.00㎡

備　考
自走式除草面積

測　点 単距離



№2 位置： 北北上運河　左岸　川表

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

№27+92 0 2.0

№28 8 6.5 4.3 34.00

+13 13 6.5 6.5 84.50

№29 87 8.5 7.5 652.50

№30 100 8.5 8.5 850.00

№31 100 7.5 8.0 800.00

№32 100 7.5 7.5 750.00

№33 100 8.0 7.8 775.00

№33+30 0 8.0

№34 70 8.5 8.3 577.50

№35 100 8.5 8.5 850.00

№36 100 10.0 9.3 925.00

№37 100 7.0 8.5 850.00

№38 100 9.0 8.0 800.00

№39 100 6.0 7.5 750.00

№40 100 7.0 6.5 650.00

№41 100 7.0 7.0 700.00

№42 100 6.0 6.5 650.00

№43 100 7.5 6.8 675.00

№44 100 7.0 7.3 725.00

№45 100 7.0 7.0 700.00

№45+67 67 6.0 6.5 435.50

計 1745.0m

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積

13234.00㎡

備　考
自走式除草面積

測　点 単距離



№1 位置：

測　点 単距離 幅員 平均 面積 測　点 単距離 幅員 平均 面積

№0 0 9.4 №0+6 0 5.0

+56 56 5.0 7.20 403.20 +40 34 4.7 4.85 164.90

+86 30 0.0 2.50 75.00 +65 25 2.0 3.35 83.75

№1 0 5.8 №0+65 0 4.2

№2 100 5.7 5.75 575.00 №1 35 3.4 3.80 133.00

+52 52 5.2 5.45 283.40 №2 100 3.0 3.20 320.00

+40 40 3.0 3.00 120.00

№2+62 0 5.8

№3 38 6.0 5.90 224.20 №2+62 0 2.0

№4 100 6.0 6.00 600.00 №3 38 2.4 2.20 83.60

№4+70 70 5.5 5.75 402.50 №4 100 3.2 2.80 280.00

+79 79 3.0 3.10 244.90

№4+78 0 2.6

+96 18 0.0 1.30 23.40 №4+92 0 3.8

№5 8 3.8 3.80 30.40

№5+5 0 5.0 №6 100 3.1 3.45 345.00

№6 95 5.5 5.25 498.75 №7 100 3.5 3.30 330.00

№7 100 4.8 5.15 515.00 №8 100 3.3 3.40 340.00

№8 100 4.8 4.80 480.00 №9 100 2.0 2.65 265.00

№9 100 5.0 4.90 490.00 №10 100 1.9 1.95 195.00

№10 100 5.0 5.00 500.00 №11 100 2.5 2.20 220.00

№11 100 4.8 4.90 490.00 ＋2 2 2.5 2.50 5.00

+17 17 4.8 4.80 81.60

№11+26 0 2.5

№11+26 0 4.8 №12 74 3.0 2.75 203.50

№12 74 4.3 4.55 336.70 №13 100 2.6 2.80 280.00

№13 100 4.5 4.40 440.00 №14 100 2.0 2.30 230.00

№14 100 5.0 4.75 475.00 №15 100 2.0 2.00 200.00

№15 100 4.0 4.50 450.00 №16 100 2.2 2.10 210.00

計 1450.0m 計 1535.0m7343.75㎡ 4284.05㎡

面　積　計　算　書　

備　考
自走式除草面積(川裏) 肩掛除草面積 (川表)

真野川　右岸



№2 位置：

測　点 単距離 幅員 平均 面積 測　点 単距離 幅員 平均 面積

№15 0 4.0 №16 0 2.2

№16 100 4.4 4.20 420.00 №16+37 37 2.2 2.20 81.40

+48 48 4.6 4.50 216.00

№16+61 0 3.2

№19+48 0 0.0 №17 39 3.5 3.35 130.65

№20 52 3.0 1.50 78.00 №18 100 3.1 3.30 330.00

№21 100 4.0 3.50 350.00 №19 100 4.0 3.55 355.00

№22 100 5.0 4.50 450.00 №19+10 10 4.2 4.10 41.00

№23 100 5.5 5.25 525.00

№24 100 5.3 5.40 540.00 №19+30 0 4.2

№25 100 4.3 4.80 480.00 №20 70 4.2 4.20 294.00

№26 100 4.4 4.35 435.00 №21 100 4.1 4.15 415.00

+41 41 0.0 2.20 90.20 №22 100 4.3 4.20 420.00

№23 100 4.5 4.40 440.00

№26+84 0 4.3 №24 100 3.4 3.95 395.00

№27 16 6.0 5.15 82.40 №25 100 4.8 4.10 410.00

+62 62 5.0 5.50 341.00 №26 100 4.2 4.50 450.00

№28 38 5.0 5.00 190.00 №26+37 37 1.5 2.85 105.45

+45 45 5.0 5.00 225.00

№29 55 9.0 7.00 385.00 計 993.0m

№30 100 9.0 9.00 900.00

№31 100 10.0 9.50 950.00

№32 100 11.0 10.50 1,050.00

+50 50 6.5 8.75 437.50

+79 29 1.5 4.00 116.00

№16+97 0 0.5 川裏

№33 0 2.0 №17 3 0.5 0.50 1.50 〃

+8 8 5.0 3.50 28.00 №18 100 1.7 1.10 110.00 〃

№34 92 9.5 7.25 667.00 №18+91 91 1.3 1.50 136.50 〃

№35 100 9.0 9.25 925.00

計 1636.0m 計 194.0m

備　考

面　積　計　算　書　
肩掛除草面積 (川表)

真野川　右岸

9881.10㎡ 248.00㎡

肩掛除草面積 (川表)

3867.50㎡



№3 位置：

測　点 単距離 幅員 平均 面積 測　点 単距離 幅員 平均 面積

№35 0 9.0

+95 95 10.0 9.50 902.50 Ａ 24 12.0 6.00 288.00

№36 5 1.0 5.50 27.50 Ｂ 20 7.5 9.75 150.00

№37 100 1.0 1.00 100.00 Ｃ 88.5 3.5 5.50 309.75

№38 100 1.0 1.00 100.00 Ｄ 32 4.0 3.75 128.00

+42 42 1.0 1.00 42.00 Ｅ 61 4.0 4.00 244.00

+50 8 8.0 4.50 36.00

№39 50 8.5 8.25 412.50 1,119.75

№40 100 8.5 8.50 850.00

№41 100 9.0 8.75 875.00

+94 94 9.5 9.25 869.50

№42+6 0 9.5

№43 94 8.7 9.10 855.40

+43 43 12.0 10.35 445.05

№43+54 0 12.0

№44 46 7.0 9.50 437.00

№45 100 7.0 7.00 700.00

№46 100 4.0 5.50 550.00

№47 100 4.0 4.00 400.00

№48 100 4.0 4.00 400.00

+7 7 7.0 5.50 38.50

№49 93 6.0 6.50 604.50

№50 100 8.0 7.00 700.00

+56 56 1.0 4.50 252.00

№51 44 1.0 1.00 44.00

№52 100 1.0 1.00 100.00

№53 100 1.0 1.00 100.00

№54 100 1.0 1.00 100.00

№54+16 16 1.0 1.00 16.00

計 1893.0m

備　考

真野川　右岸

9957.45㎡

水防倉庫自走式除草面積(川裏)
面　積　計　算　書　


