
 平成29年度　実施設計書　（　当初　）

所長 建設企画課長 課長 係長 設計者 検算

工　事　番　号 越国環整第1号の1

工　　事　　名 えひめ国体関連道路等環境整備委託業務

河川名、路線名等 (国）３１７号　他

工　事　箇　所 今治市              別宮町　他                              

設　計　金　額
円

変更による増減額 円

　円

入札に附すべき金額
円

変更による増減額 円

　円

請　負　代　金　額
円

変更による増減額 円

　円

変更請負代金額
　(当初請負代金額)                  　 × 　(変更入札に附すべき金額)                  

                  
計　　算　　式 (当初入札に附すべき金額)                  

　上段：前回　　　下段：今回 愛媛県



工　　事　　概　　要

今　　　　　　　　　　　　　回

道路除草工　Ａ＝60,800ｍ2

河川除草工　Ａ＝50,000ｍ2

起　　工　　理　　由

または

変　　更　　理　　由

事　　務　　所　　名 今治土木事務所 単　　価　　地　　区 今治（０８）

単　価  使  用  年  月 平成29年 6月 歩  掛  適  用  年  月 平成29年 6月

基  準  適  用  年  月 平成29年 6月 適    用    工    種 道路維持工事

調　　整    区    分 率指定調整

愛媛県



設計内訳書（本01）
工事名 えひめ国体関連道路等環境整備委託業務 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

道路維持

式 1    

除草工

式 1    

道路除草工

式 1    

除草

m2 60,800    

単   1号

河川除草工

式 1    

除 草

m2 50,000    

単   2号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A（道路）

人日 10    

単   3号

交通誘導警備員 Ｂ(道路）

人日 18    

単   4号

交通誘導警備員 Ｂ（河川）

人日 10    

単   5号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

愛媛県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 えひめ国体関連道路等環境整備委託業務 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

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    

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    

愛媛県- 2 -



越国環整第1号の1 　　数　　量　　集　　計　　表
名　　　　　称 規　格 計　　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　　量 摘　　　要

道路除草工
肩掛け式、防護無 別紙　数量計算表のとおり

除草 運搬 L=6.5km以下 60,810.0 ｍ 2 60,800

河川除草工
肩掛け式、梱包無 別紙　数量計算表のとおり

除草 運搬 L=6.0km以下 50,000.0 ｍ 2 50,000

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 Ａ 人日 10 道路

交通誘導警備員 Ｂ 人日 18 道路

交通誘導警備員 Ｂ 人日 10 河川

単位



国体関連除草数量表（陸地部・島嶼部）

路　線　名 区　間 延　長（ｍ） 除草面積（ｍ2）

（国）317号　 （主）大西波止浜港線～呑吐樋交差点 5,416 200
呑吐樋交差点～旧市町界（今治・玉川） 4,982 200
旧市町界（今治・玉川）～（主）北条玉川線 7,656 4,600
（主）北条玉川線～水ヶ峠トンネル 5,441 3,800
大島　　吉海町臥間～宮窪町宮窪 15,716 9,430
大三島　　上浦町瀬戸～上浦町井口　 5,111 4,090

（主）大西波止浜港線 （国）196号～（国）317号 7,961 790
（主）今治波方港線　 呑吐樋交差点～（国）196号 8,639 400
（一）今治丹原線 国）317号～（主）今治波方港線 3,205 1,130
（一）玉川菊間線 玉川中学校～（国）196号 1,853 600
（主）大三島環状線 大三島　　大三島町宗方～宗方 42,690 34,150
（一）横浜生名港線 （一）横浜生名港線起点～立石港 3,481 1,300
（一）岩城弓削線 （一）横浜生名港線三叉路～生名橋取付道路手前 422 120

合計 112,573 60,810



国体関連除草数量表（陸地部・島嶼部）

河川名（二級河川） 箇所 除草面積（ｍ2）
1 長坂川 今治市菊間町浜 （20m×100m） 2,000
2 菊間川 今治市菊間町浜 （20m×100m） 2,000
3 今治市菊間町池原 （20m×100m） 2,000
4 種川 今治市菊間町種 （20m×100m） 2,000
5 天満川 今治市大西町種 （20m×100m） 2,000
6 山之内川 今治市大西町宮脇 （20m×100m） 2,000
7 宮脇川 今治市大西町宮脇 （20m×100m） 2,000
8 品部川 今治市大西町新町 （20m×100m） 2,000
9 一心川 今治市大西町新町 （20m×100m） 2,000
10 品部川 今治市野間 （20m×100m） 2,000
11 野間川 今治市野間 （20m×100m） 2,000
12 樋ノ口川 今治市波方町樋ノ口 （20m×100m） 2,000
13 杣田川 今治市杣田 （20m×100m） 2,000
14 中井出川 今治市石井町 （20m×100m） 2,000
15 鴨川 今治市大新田町 （20m×100m） 2,000
16 浅川 今治市別宮町 （20m×100m） 2,000
17 今治市矢田 （20m×100m） 2,000
18 大野川 今治市玉川町中村 （20m×100m） 2,000
19 蒼社川 今治市小泉 （20m×100m） 2,000
20 竜登川 今治市松木 （20m×100m） 2,000
21 銅川 今治市町谷 （20m×100m） 2,000
22 頓田川 今治市高市 （20m×100m） 2,000
23 三反地川 今治市吉海町名 （15m×100m） 1,500
24 航大川 今治市吉海町名 （15m×100m） 1,500
25 仁江川 今治市吉海町仁江 （15m×100m） 1,500
26 大川 今治市宮窪町宮窪 （15m×100m） 1,500

合計 50,000

陸
地
部

島
嶼
部



今治土木事務所発注工事特記仕様書 

 

第１条 本工事の実施にあたっては、工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び愛媛県土木工事共通仕様

書（以下「共通仕様書」という。）によるほか、愛媛県土木部発注工事特記仕様書（以下「土木部特記仕様書」

という。）によらなければならない。なお、愛媛県土木部発注工事特記仕様書は、次のホームページに掲載す

るものとする。 

http://www.pref.ehime.jp/h40180/5739/spec/tokki.html 

 

第２条 本工事について、土木部特記仕様書第２条第２項に定める特記仕様書の適用は、次表のとおりとする。 

特記仕様書 対象 対象外 

総合評価落札方式における技術提案等の履行確認に関する特記仕様書 ☐ ☑ 

余裕工期設定工事の試行に関する特記仕様書 ☐ ☑ 

愛媛県土木部発注工事における三者会議対象工事特記仕様書 ☐ ☑ 

 

第３条 受注者は、建設副産物の搬出並びに建設発生土及びその他の資材の搬入にあたっては、別表１及び別表

２によらなければならない。 

２ 受注者は、本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」第９条に規定

する対象建設工事の場合、同法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措

置を講じなければならない。 

 

第４条 前２条のほか、本工事の実施に当たっては、添付する特記仕様書によらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.ehime.jp/h40180/5739/spec/tokki.html


 

別表－１ 

１．建設副産物（建設発生土）の搬出については、次の場所に搬出すること。 
（１）土砂 
    住所及び工事名  

受入れ時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、     ｋｍを見込んでいる。 

２．建設副産物（建設発生土以外）の搬出については、次の場所への搬出を見込んでいる。 
（１）コンクリート塊 

住所及び営業所名    
営業時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、     ｋｍを見込んでいる。 

（２）アスファルトコンクリート塊 
住所及び営業所名    
営業時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、   ｋｍを見込んでいる。 

（３）建設発生木材 
住所及び営業所名 
営業時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、   ｋｍを見込んでいる。 

（４）建設汚泥 
住所及び営業所名 
営業時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、   ｋｍを見込んでいる。 

（５）その他（    ） 
住所及び工事名  
受入れ時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、   ｋｍを見込んでいる。 

※上記２については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは 
ない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象と 
しない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事 
項についてはこの限りではない。 

 

別表－２ 

建設発生土及びその他の資材の搬入については、次の場所から搬入すること。 
（１）土砂 

住所及び工事名    
搬出時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、   ｋｍを見込んでいる。 

（２）その他（     ） 
住所及び工事名 
搬出時間 ＡＭ８：００～ＰＭ５：００ 
また、運搬距離は、   ｋｍを見込んでいる。 

 



えひめ国体関連道路等環境整備委託業務 特記仕様書 

 

（適用） 

第１条 本仕様書は、越国環整第 1 号の 1 （国）３１７号他 えひめ国体関連道路等環

境整備委託業務に適用する。 

 

（出来形等の管理） 

第２条 受注者は、次の各号のとおり、写真撮影や出来形の管理を行うものとする。また、

業務完了時に、業務完了届と併せて、写真及びマニュフェスト（一般廃棄物の伝票含む）

を発注者に提出しなければならない。 

一 写真は、業務区間の全てにおいて、除草していることが確認できる程度の頻度で、

着手前と除草伐木作業完了後の状況を撮影する。また、刈草の処分状況が確認でき

る写真も撮影する。 

二 除草面積については、展開図及び数量集計表を作成し算出する。ただし、出来形

展開図の作成は不要とする。 

 

（業務計画書の提出） 

第３条 受注者は、着手までに、別紙様式により現場責任者を届け出するとともに、安全

管理や緊急時の体制・対応方法、作業班（構成員等）ごとの分担箇所及び作業期間の予

定が分かる業務計画書を発注者に提出しなければならない。 

 

（再委託） 

第４条 契約書第６条に規定する「発注者が設計図書において指定した軽微な部分」とは、

コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理などの簡易な業務を

いう。 

２ 組合が本業務を受注した場合において、受注者である組合が、受注者の組合員に再委

託しようとする場合は、再委託履行承認申請書に、受注者の組合員であることが確認で

きる書類を添付しなければならない。 

 

（安全対策等） 

第５条 受注者は、作業の実施に当たっては必要な安全措置を講じて安全確保に努めると

ともに、近隣住民からの苦情や事故等の無いよう十分配慮しなければならない。 

 

（完了検査） 

第６条 発注者による業務完了の確認は、現地において実施するものとする。 

 

（監督員の立会） 

第７条 発注者は、除草作業から完了検査までの間に再び草の繁茂が予想されるなど、必

要と認めた場合は、監督員の立会による確認を適宜行うものとする。 

 

 

（諸経費） 

第８条 本業務の積算は、土木工事標準積算基準（平成２９年６月）による。ただし、諸

経費のうち、現場管理費の率については、１／２としている。 

 

以上 

 

 

 



（別紙様式） 

平成  年  月  日  

 

 

（発注者） 宛て 

 

 

（受注者）     印 

 

 

 

現 場 責 任 者 通 知 書 
 

 

えひめ国体関連道路等環境整備委託業務（業務番号：越国環整第 1号の 1  

 

 

上記業務の現場責任者を下記のとおり決定しましたので、通知します。 

 

記 
 

項 目 現場責任者 備 考 

氏 名   

連絡先   

 



（一）玉川菊間線 玉川中学校～（国）196号 

 Ｌ＝1,853ｍ  Ａ＝600ｍ2 

（主）大西波止浜港線（国）196号～（国）317号 

 Ｌ＝7,961ｍ Ａ＝790ｍ2 

（一）今治丹原線（国）317号～（主）今治波方港線 

 Ｌ＝3,205ｍ Ａ＝1,130ｍ2 

（国）317号 （主）大西波止浜港線～呑吐樋交差点 

 Ｌ＝5,416ｍ Ａ＝200ｍ2 

 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 （地図画像）及び数値地

図 50000 （地図画像）を使用した。（承認番号 平26情使、第440号） 

 この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 （地図画像）及び数値地図 50000 （地図画



（主）今治波方港線 呑吐樋交差点～（国）196号 

 Ｌ＝8,639ｍ Ａ＝400ｍ2 

（国）317号 呑吐樋交差点～旧市町界（今治・玉川） 

 Ｌ＝4,982ｍ Ａ＝200ｍ2 

（国）317号 旧市町界（今治・玉川）～（主）北条玉川線 

 Ｌ＝7,656ｍ Ａ＝4,600ｍ2 

（国）317号 （主）北条玉川線～水ヶ峠トンネル 

 Ｌ＝5,441ｍ Ａ＝3,800ｍ2 

標準断面図   除草幅 

Ｗ＝1.0ｍ Ｗ＝1.0ｍ 

 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 （地図画像）及び数値地

図 50000 （地図画像）を使用した。（承認番号 平26情使、第440号） 

 この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 （地図画像）及び数値地図 50000 （地図画



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 
数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を使用した。 
（承認番号 平２６情使、第４４０号）」 
「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 
（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。 
（承認番号 平２６情複、第５２３号）」 

大島 （国）317号 

施工延長L=4,715ｍ 

施工面積A=9,430m2 



大三島 （主）大三島環状線 

施工延長L=17,076ｍ 

施工面積A=34,152m2 

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 
数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を使用した。 
（承認番号 平２６情使、第４４０号）」 
「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 
（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。 
（承認番号 平２６情複、第５２３号）」 

大三島 （国）317号 

施工延長L=2,044ｍ 

施工面積



（一）横浜生名港線三叉路～生名橋取付道路手前

（一）岩城弓削線  （一）横浜生名港線三叉路～生名橋取付道路

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を使用した。

（承認番号 平26情史、第440号）」 

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。     

（承認番号 平26情複、第523号） 

（一）横浜生名港線  （一）横浜生名港線起点～立石港 

 Ｌ＝3,481ｍ Ａ＝1,300ｍ2 

（一）岩城弓削線  （一）横浜生名港線三叉路～生名橋取付道路 

 Ｌ＝422ｍ Ａ＝120ｍ2 



①(二)長坂川 

②③(二)菊間川 

④(二)種川 

⑤(二)天満川 

⑥(二)山之内川 

⑬(二)杣田川 ⑫(二)樋之口川 

⑦(二)宮脇川 

⑧(二)品部川 

⑨(二)一心川 

⑳(二)竜登川 

⑭(二)中井出川 

㉑(二)銅川 

⑲(二)蒼社川 

⑮(二)鴨川 

⑯⑰(二)浅川 ⑩(二)品部川 

⑪(二)野間川 

㉒(二)頓田川 

⑱(二)大野川 

河川草刈 位置図（陸地部） 

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 
数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を使用した。 
（承認番号 平２６情使、第４４０号）」 
「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 
（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。 
（承認番号 平２６情複、第５２３号）」 

大島 二級河川 22箇所 

 施工面積A=44,000m2 

（20m×100m×22箇所） 



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 
数値地図 200000（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を使用した。 
（承認番号 平２６情使、第４４０号）」 
「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000 
（地図画像）及び数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。 
（承認番号 平２６情複、第５２３号）」 

㉓ (二)三反地

㉔ (二)航大川 

㉕(二)仁江川 

㉖ (二)大川 

大島 二級河川 4箇所 

 施工面積A=6,000m2 

（15m×100m×4箇所） 


