






















































































































































































































































































































































































設計

大阪府／令和元年度･平成31年度(2019年度)

直接工事費

共通仮設費

共通仮設費

現場環境改善費(率計上)

共通仮設費(率計上)

純工事費

現場管理費

機器間接費

技術者間接費

機器管理費

工事原価

一般管理費等

金額調整欄

工事価格

消費税相当額

設計価格

諸経費対象外

事業損失防止施設費

安全費

役務費

技術管理費

営繕費

現場環境改善費

金　　　額

大阪府／令和元年度･平成31年度(2019年度)

直接工事費

(処分費等)

運搬費

準備費

経費一覧表
令和2年度　市内一円舗装補修工事（その1）

集　　計　　表　　項　　目 集　計　表　金　額 費　　　　　　目 経　費　率



設計

契約保証に係る補正 補正なし 【一般管理費率＋0.00%】

舗装工事 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 【現場管理費率＋0%】

計上しない 緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし 【現場管理費率＋0%】

｢施工地域･工事場所による補正｣で選択 技術者間接費率(電気通信) 計上しない

市街地(DID補正)(1)(2) 【共通仮設費率×1.2又は×1.3､
現場管理費率×1.1】

工事価格丸め 一千円丸め切捨一般管理調整

5%以下 【一般管理費率×1.05】 消費税率 10

設計価格

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

現場管理費

機器管理費

工事原価

共通仮設費

共通仮設費(率計上)

純工事費

前払金支出割合区分

費　目　名 計　算　式　内　容

大阪府／令和元年度･平成31年度(2019年度)

補　正　内　容

大阪府／令和元年度･平成31年度(2019年度)

工種区分

現場環境改善（率分）計上区分

現場環境改善（率分）補正

施工地域･工事場所による補正

経費一覧表
令和2年度　市内一円舗装補修工事（その1）

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目



設計

補正なし 【共通仮設費率×1.00､現場管理費率×1.00】

費　目　名 計　算　式　内　容

週休2日補正

経費一覧表
令和2年度　市内一円舗装補修工事（その1）

補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容



番号 単位 金額(消費税抜き) 数量

1 （A）掘削　【昼間】 土砂 小規模 小規模(標準) m3 6.5

2 （B）掘削　【昼間】 土砂 小規模 小規模(標準以外) m3 3.6

3 （C）掘削　【昼間】 土砂 現場制約あり m3 5.0

4 （A）掘削　【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準) m3 8.3

5 （B）掘削　【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外) m3 3.6

6 （C）掘削　【夜間】 土砂 現場制約あり m3 1.8

7 （A）土砂等運搬　【昼間】
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉
石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好

m3 52.7

8 （B）土砂等運搬　【昼間】
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉
石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好

m3 3.6

9 （C）土砂等運搬　【昼間】
現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID
有り 6.0km以下 良好

m3 5.0

10 （A）土砂等運搬　【夜間】
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉
石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好

m3 8.3

11 （B）土砂等運搬　【夜間】
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉
石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好

m3 3.6

12 （C）土砂等運搬　【夜間】
現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID
有り 4.5km以下 良好

m3 1.8

13 廃路盤材　処分費　【昼間】 m3 12.1

14 廃路盤材　処分費　【夜間】 m3 9.9

15 投棄料 砂質土　【昼間】 m3 3.0

16 投棄料 砂質土　【夜間】 m3 3.8

17 （A・B・C）舗装版切断　【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 ｍ 366.0

18 （A・B・C）舗装版切断　【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cmを超え30cm以下 ｍ 14.0

19 （A・B・C）舗装版切断　【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 ｍ 61.0

20 （A・B・C）舗装版切断　【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cmを超え30cm以下 ｍ 14.0

21 （A）舗装版破砕積込　【昼間】 m2 945.0

22
（B）舗装版破砕積込(小規模土工)
【昼間】

m2 9.0

23 （C）舗装版破砕　【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り m2 50.0

24 （C）舗装版破砕　【昼間】
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積
込有り

m2 27.0

25 （A）舗装版破砕積込　【夜間】 m2 50.0

26
（B）舗装版破砕積込(小規模土工)
【夜間】

m2 9.0

項　目

令和2年度　市内一円舗装補修工事（その1）予定数量表



27 （C）舗装版破砕　【夜間】
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下
積込有り

m2 12.0

28 （A・B・C）路面切削　【昼間】 全面切削(4,000㎡以下)・6cm以下　無し m2 36.0

29 （A・B・C）路面切削　【昼間】 全面切削6cmを超え12cm以下　無し m2 27.0

30 （A・B・C）路面切削　【夜間】 全面切削(4,000㎡以下)・6cm以下　無し m2 27.0

31 （A・B・C）路面切削　【夜間】 全面切削6cmを超え12cm以下　無し m2 18.0

32 （A）殻運搬　【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有 6.0km以下 良好 m3 87.3

33 （B）殻運搬　【昼間】
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り
5.0km以下 良好

m3 1.8

34 （C）殻運搬　【昼間】 舗装版破砕 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好 m3 2.0

35
（A・B・C）殻運搬(路面切削)
【昼間】

DID有り　5.0km以下　良好 m3 4.5

36 （A）殻運搬　【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有 6.0km以下 良好 m3 5.5

37 （B）殻運搬　【夜間】
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り
5.0km以下 良好

m3 0.9

38 （C）殻運搬　【夜間】 舗装版破砕 人力積込 DID有り 6.0km以下 良好 m3 1.2

39
（A・B・C）殻運搬(路面切削)
【夜間】

DID有り　5.0km以下　良好 m3 3.2

40 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　処分費　【昼間】 m3 91.0

41 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　処分費　【夜間】 m3 7.6

42 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)　処分費　【昼間】 m3 4.5

43 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)　処分費　【夜間】 m3 3.2

44 （A・B・C）不陸整正　【昼間】
補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕
石RM-30

m2 950.0

45 （A・B・C）不陸整正　【夜間】
補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕
石RM-30

m2 15.0

46
（A・B・C）下層路盤(車道･路肩
部)　【昼間】

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30 m2 10.0

47
（A・B・C）下層路盤(車道･路肩
部)　【昼間】

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30 m2 9.0

48
（A・B・C）下層路盤(車道･路肩
部)　【夜間】

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30 m2 10.0

49
（A・B・C）下層路盤(車道･路肩
部)　【夜間】

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30 m2 9.0

50
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【昼間】

再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工 m2 30.0

51
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【昼間】

再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工 m2 9.0

52
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【昼間】

再生粒度調整砕石RM-30 250mm 2層施工 m2 12.0

53
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【昼間】

水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS-25 150mm
1層施工

m2 10.0

54
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【夜間】

再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工 m2 10.0



55
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【夜間】

再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工 m2 21.0

56
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【夜間】

再生粒度調整砕石RM-30 250mm 2層施工 m2 15.0

57
（A・B・C）上層路盤(車道･路肩
部)　【夜間】

水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS-25 150mm
1層施工

m2 10.0

58 （A・B・C）上層路盤（歩道部）【昼間】 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30 m2 20.0

59 （A）基層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m以上 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 787.0

60 （A）基層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m以上 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

61 （B・C）基層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 24.0

62 （B・C）基層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 15.0

63 （A）基層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m以上 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 38.0

64 （A）基層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m以上 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

65 （B・C）基層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 36.0

66 （B・C）基層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 15.0

67 （A）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 140.0

68 （A）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 760.0

69 （A）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン改質II型
(20)DS3000 ｺﾞﾑ入り(PKR-T)

m2 15.0

70 （A）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m以上 50mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

71
（A）排水性舗装・表層
(車道･路肩部)　【昼間】

2.4m以上 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)

m2 27.0

72 （B・C）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 15.0

73 （B・C）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 9.0

74 （B・C）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)  50mm 再生密粒度
アスコン改質II型(20)DS3000 ｺﾞﾑ入り(PKR-T)

m2 12.0

75 （B・C）表層(車道･路肩部)　【昼間】
1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

76
（B・C）排水性舗装・表層
(車道･路肩部)　【昼間】

1.4m未満 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)

m2 36.0

77 （A）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 45.0

78 （A）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

79 （A）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン改質II型
(20)DS3000 ｺﾞﾑ入り(PKR-T)

m2 15.0

80 （A）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m以上 50mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

81
（A）排水性舗装・表層
(車道･路肩部)　【夜間】

2.4m以上 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)

m2 18.0

82 （B・C）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 9.0



83 （B・C）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

84 （B・C）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度
アスコン改質II型(20)DS3000 ｺﾞﾑ入り(PKR-T)

m2 12.0

85 （B・C）表層(車道･路肩部)　【夜間】
1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

m2 10.0

86
（B・C）排水性舗装・表層
(車道･路肩部)　【夜間】

1.4m未満 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)

m2 27.0

87 （A・B・C）ｱｽｶｰﾌﾞ【昼間】 195cm2以上215cm2未満
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 良好

m 5.0

88 （A・B・C）ｱｽｶｰﾌﾞ【夜間】
195cm2以上215cm2未満
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 良好

m 5.0

89 （A）表層(歩道部)　【昼間】
1.4m以上 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 30.0

90 （B・C）表層(歩道部)　【昼間】
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2 20.0

91 公共汚水桝蓋取替工　【昼間】 材料支給 箇所 1.0

92 公共汚水桝蓋取替工　【夜間】 材料支給 箇所 1.0

93 人孔蓋取替工　【昼間】 材料支給 箇所 1.0

94 人孔蓋取替工　【夜間】 材料支給 箇所 1.0

95 街渠補修工 m 4.0

96 交通誘導警備員A 昼間勤務　実働8h(交替要員無) 人日 1.0

97 交通誘導警備員A 夜間勤務　実働8h(交替要員無) 人日 1.0

98 交通誘導警備員B 昼間勤務　実働8h(交替要員無) 人日 85.0

99 交通誘導警備員B 夜間勤務　実働8h(交替要員無) 人日 32.0

合計



特 記 仕 様 書 

枚方市 土木部 

みち・みどり室 整備管理担当課 



１．適用範囲 

(1) この特記仕様書は、枚方市土木部みち・みどり室整備管理担当課が発注する「令和 2年度 市内一円舗装

補修工事（その 1）」（以下「本工事」という。）に適用する。

(2) 本工事の施工にあたっては、本特記仕様書、図面表記の他、枚方市の『請負工事監督規程』及び『請負工

事監督基準』を標準とし、大阪府都市整備部の『土木請負工事必携』、『土木工事共通仕様書（案）』（以下

「府仕様書」という。）、『土木工事共通仕様書附則（案）』、『土木工事施工管理基準』、国土交通省都市局

公園緑地・景観課の『公園緑地工事共通仕様書』の各最新版等に準じて補足するものとする。

(3) (2)の各資料内容に記載のない事項等については、監督職員と協議し定めるものとする。 

２．疑義 

設計図書（設計書（数量総括表）、図面、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をい

う。）に疑義のある場合、又は、工事上必要な事項で記載のないものについては、発注者と受注者が協議

し定める。 

３．適用年月日 

(1) 本工事の積算については、令和元年度建設工事積算基準（大阪府都市整備部）を参考に計上している。 

(2) 労務単価については、令和 2年 3月適用公共工事設計労務単価を採用している。 

(3) 材料・資材・機械リースの単価は令和 2年 4月の物価資料及び、令和 2年度大阪府資材調査単価を参考に

計上している。 

４．近隣対策 

(1)監督職員と協議の上、現場出入口及び安全を確保するのに必要な箇所に工事看板・交通誘導員配置等を配

置し、安全確保に努めなければならない。 

(2)隣接、地元関係者及び関係機関等への工事広報については、周知ビラや週間工程表等を作成し、それを配

布する等により行うものとし、工事内容及び工事協力への理解を得るよう努めること。また、意見及び要

望等が出された場合には、監督職員に報告し、その指示のもと作業に反映させること。 

(3)工事用機械の搬入出及び作業中に際しては、既設構造物及び民有財産等に損傷・破損がないよう十分留意

すること。万一損傷・破損が生じた場合は、速やかに監督職員に報告しその指示に従うこと。なお、これ

に要する費用は受注者の負担とする。 

(4)本工事区域において、測量杭及び境界杭（境界プレート）等を発見した場合は速やかに監督職員に報告す

ること。測量杭及び境界杭（境界プレート）等の確認については、発注者及び受注者の両者において行う

が、工事中の管理及び工事完了後の復元については、受注者の責任において行うこと。 

５．関係機関への手続 

(1) 受注者は、施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を法令、条例また

は設計図書の定めにより実施しなければならない。また、届出等を行った書類の写しを監督職員に提出す

ること。 

(2) 建設機械を使用する特定建設作業を行う場合は、作業実施の 7日前までに、本市担当課窓口へ「特定建設

作業実施届出書」を届け出ること。 

６．作業時間及び安全対策 

(1) 作業時間は、昼間施工を 9時 00 分から 17 時 00 分、夜間施工を 22 時 00 分から 6時 00 分（準備・後片付

けそれぞれ 30分程度の時間については含まない。）を標準とし、周辺施設の利用形態及び管理者との協議

により調整すること。 

(2) 受注者は、警察との協議が必要となる場合、協議書類（交通管理に関する添付資料等）を監督職員及び警

察と調整し作成すること。



(3) 作業の都合上、施工時間の変更又は休日作業等を行う場合は、事前に監督職員と協議し、事前に書面で作

業内容等を報告するものとする。 

(4) 交通誘導警備員の配置人数は、監督職員の指示により決定するが、現場状況等から指示された人数での施

工が困難な場合は、別途協議の上決定することとする。なお、複数現場を 1日で施工する場合は、必要な

人数のみ計上することとする。 

(5) 施工により路面標示（道路標示・区画線）が消失した場合は、仮標示を行うこと。 

７．建設発生土・産業廃棄物等の処分 

(1) 産業廃棄物等の処分について、工事着手前に収集運搬業者及び処分業者との契約書、承諾書、許可書、及

び経路図等の処理計画書を作成して提出すること。また、産業廃棄物管理表（以下「マニフェスト」とい

う。）により適正に処理し、その写しを提出すること。なお、契約金額が 500 万円（税込）未満の場合は、

監督職員と協議のうえ、マニフェストの写しを７．（３）の集計表のみに省略することができる。 

(2) 工事により発生する土砂（建設発生土）について、現場内流用土を除く土砂に関しては、環境保全上支障

のない場所を選び、当該処分地の残土受入承諾書及び経路図を施工計画書に添付すること。また、処理場

への搬入が完了すれば、残土受入証明書を提出すること。 

(3) マニフェストの交付状況、産業廃棄物及び建設発生土の搬出数量、運搬日数等を集計表等により整理する

こと。 

(4) 写真管理について、運搬車のナンバープレートが確認できるようにしたうえで、本工事現場からの搬出状

況及び中間処理または最終処分地への搬入状況写真を撮影すること。また、撮影頻度は監督職員と協議し

て定めるものとする。 

(5) 受注者の都合により処分地を変更する場合は、設計変更しないものとする。 

(6) 産業廃棄物及び建設発生土の搬出先は下記を見込んでいる。 

項目 昼夜区分 処分地または搬出先 
運搬距離

（片道） 

土砂（発生

土） 

昼 
枚方市大峰東町地区 3.7 ㎞ 

夜 

アスファル

ト塊（掘削）

昼 
高槻市西大樋町地区 5.0 ㎞ 

夜 

廃路盤材 
昼 枚方市北山地区 6.5 ㎞ 

夜 高槻市西大樋町地区 5.0 ㎞ 

コンクリー

ト塊（無筋）
昼 枚方市北山地区 6.5 ㎞ 

８．再生資源の利用 

再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書を作成すること。なお、書類は「建設

リサイクル報告様式」（国土交通省のリサイクルホームページを参照）を用いて作成するものとし、工事

完了時に提出用ファイルを作成し CD-R に格納し、監督職員に提出すること。 

９．施工関係 

(1)  施工継ぎ目及び鉄板設置部は入念にすり付けを行い、路面に振動の原因となる段差や不陸を発生させな

いよう特に注意すること。 

(2)  本工事区域に存在する人孔について、高さ調整等の必要がある場合は監督職員に報告すること。 

(3)路盤の打換えを行う場合は、施工範囲全体の掘削・床付状況（深さ等）がわかるように工事写真の撮影を

行うこと。 



１０．工事写真について 

(1) 工事写真の撮影は、デジタルカメラと 35mm カメラ、APS カメラ等、複数の機器を用いてはならない。 

(2) 工事完了後に、工事写真と共に、ネガアルバム又は、写真データを CD-R 等に格納して提出すること。 

(3) 写真データを CD-R にて提出する場合は、本市の「デジタル工事写真の取扱い」を参照し、作成すること。 

１１．指示の流れ 

指示毎の作業の流れについては、別紙 1「単価契約指示フロー」を参照すること。 

１２．工種の選択 

工種の選択にあたっては、別紙 2「工種選択フロー」により行うこと。 

１３．指示当りの限度額 

(1) 指示当りの限度額は 30 万円以上 130 万円未満（税込）とする。なお、限度額は契約単価により算出した

額とする。 

(2) 指示当りの現場数は監督職員の指示によるものとする。 

１４．現場当りの限度額（下限額） 

現場当りの限度額（下限額）は 30 万円（税込）とする。なお、限度額は契約単価により算出した額とす

る。 

１５．数量等の提出 

監督職員との現場立会後 7日以内に、統括数量集計表、図面及び数量集計表（所定様式）を監督職員に提

出すること。 

１６．提出書類 

受注者は、別に定める「提出書類一覧表」に示す書類を、提出期限に応じて速やかに提出すること。また、

監督職員が必要と判断する場合、一覧表に記載のない書類の提出を求める場合がある。 

１７．環境への配慮 

本市は、地球環境問題に対処するため、自ら実施する事業や事務活動について環境への影響を把握し、環

境の改善と保全に取組むため、独自の環境マネジメントシステムを運用している。業務に際しては、別紙

3『枚方市環境方針』を参考に十分環境に配慮され執行されたい。



別紙 1 

単価契約指示フロー 

 現場立会 ・施工範囲、規模等の協議 

↓ 

「統括数量集計表」及び、 

「図面及び数量集計表」の提出
・受注者より、施工現場立会後 7日以内に提出。 

↓

 「指示書」による施工指示 ・発注者より受注者へ施工指示。 

↓

 「請書」の提出 ・受注者より発注者へ提出。 

↓

 着 工 ・着工関係書類の提出 

↓

 施 工 ・施工時関係書類の提出 

↓

 完 成 ・竣工関係書類の提出 

↓

 指示検査（指示ごと） ・検査合格後、引渡書・請求書の提出 



別紙２ 

工種選択フロー 

工種の選択にあたっては、次表（適用記号一覧表）を原則とするが、監督職員と協議のうえ現場条件に適した

工種を選択することができる。なお、人力施工（C）については、構造物や建造物の障害、施工規模等により

施工条件が制限され機械施工を行えない場合に限り選択することができるものとする。 

＜適用記号一覧表＞ 

施工幅員

（ｂ） 
土砂掘削 残土処理

舗装版破

砕 

殻運搬処

理 
不陸整正

上層路盤

下層路盤

表層 

基層 
参考機種 

1.4m≦ｂ （A） （A） （A） （A） （A） （A） （A） 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

級 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 

ｂ＜1.4m （B） （B） （B） （B） （B） （B） （B） 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

級 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t 

人力施工 （C） （C） （C） （C） （C） （C） （C） 
人力 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t 

工種組合せ例（※参考） 

条件： 

全層打換（As5cm／上層路盤 25cm）、昼間施工、施工幅員 1.4m 以上、施工面積 100m2（幅員 5m、延長 20m） 

工 法 工種・種別・細別 規     格 単位 数量 

（A） 

5/25 

【昼間】

掘削工 （A）掘削  

【昼間】 

土砂 小規模 小規模(標準) m3 25 

残土処理工 （A）土砂等運搬 

【昼間】 

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) m3 25 

残土処理工 ｽﾗｸﾞ(路盤材) 

処分費【昼間】 

m3 25 

構造物撤去

工

（A・B・C） 

舗装版切断【昼間】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm 以下 ｍ 10 

構造物撤去

工

（A）舗装版破砕積

込 

【昼間】 

m2 100 

構造物撤去

工

（A）殻運搬 

【昼間】 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有 6.0km 以下 良好 m3 5 

構造物撤去

工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削) 

処分費【昼間】 

m3 5 

上層路盤 

（車道） 

（A・B・C）上層路

盤 

(車道･路肩部)【夜

間】 

再生粒度調整砕石 RM-30  

250mm 2 層施工 

m2 100 

表層 

（車道） 

（A）表層 

(車道･路肩部)【昼

間】 

1.4m 以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)  

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 

m2 100 

安全費 交通誘導警備員 B   人 3 



 別紙 3 

枚方市環境方針 

＜基本理念＞

枚方市は大阪と京都の中間に位置し、東部に生駒山地から男山丘陵に伸びる森林等

が広がり、西部は古くからの交通の要衝として、人と自然がかかわる長い歴史の中で

豊かな自然と文化を育んできました。

私たちの日常生活や経済活動は、こうした身近な環境だけでなく、地球温暖化をは

じめとする地球環境にも大きな影響を及ぼしており、可能な限り環境負荷を低減し、

持続可能な社会を実現することが重要な課題となっています。

本市は、多くの先人たちによって築き上げ、守られてきた恵み豊かな環境を将来の

世代に引き継ぐために、第 2 次枚方市環境基本計画のめざすべき環境像「みんなでつ

くる、環境を守りはぐくむまち 枚方」の実現に向けて、市民・事業者と連携・協力

を図りながら、積極的に環境保全の取り組みを進めていきます。

＜基本方針＞

１．本市独自の環境マネジメントシステムの運用により、環境負荷の継続的な低減を

図ります。

２．第 2 次枚方市環境基本計画に基づき、環境の保全と創造に関する施策を総合的・

計画的に推進します。

３．事業活動のあらゆる面において、環境に配慮を行い、すべての組織で率先した環

境保全の取り組みを追求していきます。

４．環境に関連する法令や協定等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。

５．職員の環境意識を高め、自ら考え、環境に配慮した行動が実践できるように研修

を実施します。

６．環境方針は、すべての職員に周知するとともに、市民等に公表します。

平成 27 年 10 月 1 日

枚方市長 伏見  隆



様式第１号 

指 示 書 

 

令和 年   月   日付で単価契約を締結した令和 2 年度 市内一円舗装補修工事（その 1）について、契約

書に基づき、下記のとおり指示します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

受注者 

               御中  

 

発注者 大阪府枚方市大垣内町 2 丁目 1 番 20 号 

                   枚方市 市長  伏見 隆   

 

 

 

件        名：令和 2 年度 市内一円舗装補修工事（その 1） 

指  示  番  号：第     号 

   指  示  内  容：別紙のとおり 

工      期：自     指示日より 

至 令和  年  月  日 

契  約  金  額：金            円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金          円） 

支  払  条  件：1 指示毎の出来高に対して、契約単価を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消

費税の額を加算した額を支払う。 

契 約 保 証 金：枚方市契約規則第 43 条第 1 項第 6 号の規定により免除 

 

 

 

 

  



様式第２号 

請 書 
 

件 名 ： 令和2年度 市内一円舗装補修工事（その1） 

指示番号 ： 第     号 

指示内容 ： 指示書別紙のとおり 

工 期 ： 自     指示日より 

至 令和  年  月  日 

契約金額 ： 金            円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金          円） 

支払条件 ： 1 指示毎の出来高に対して、契約単価を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税の額

を加算した額を支払う。 

契約保証金： 枚方市契約規則第43条第1項第６号の規定により免除 

 

上記工事について、次の事項を遵守し、誠実に履行することを誓約してお請けします。 

１ 頭書の工期内に頭書の工事を完成します。 

２ 工事が完成したときは、貴職（検査職員）の検査を受け、その検査に合格した工事の目的物を引き渡しま

す。 

３ 施工については、貴職（監督職員）の監督に従います。 

４ 施工が頭書の工事内容に適合しない場合において、貴職（監督職員又は検査職員）から改造、補修その他

必要な措置をとることを請求されたときは、遅滞なく、これに応じます。この場合においては、頭書の契

約金額の増額又は工期の延長を請求しません。 

５ 災害その他その責めを負うことができない理由により、工期内に工事を完成することができないときは、

その理由を明らかにして、その工期の延長を請求することがあります。 

６ 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても異議はありません。この場合において、

発注者に損害が生じたときは、その賠償請求に応じます。 

(1) その責めを負うべき理由により、工期内に工事を完成する見込みがないとき。 

(2) 正当な理由がないのに、工事の着手期日を過ぎても着工しないとき。 

(3) 工事の大部分を承認なしに第三者に委任し、又は請け負わせたとき。 

(4) この契約において生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保に供したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の目的を達成することができなくなったとき。 

 

令和  年  月  日 

 

発注者 大阪府枚方市大垣内町２丁目１番２０号 

    枚方市 市長  伏見 隆 様 

 

受注者 住所  

商号又は名称                                 

    代表者名                                    ○印 

収 入 

 

印 紙 



様式第３号 

変 更 指 示 書 
 

令和  年  月  日付で契約を締結した下記工事（指示番号第      号）について、下記のとお

り指示します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

受注者 

                     様  

 

発注者 大阪府枚方市大垣内町 2丁目 1番 20 号 

                   枚方市 市長  伏見 隆   

 

 

 

件        名：令和 2 年度 市内一円舗装補修工事（その 1） 

指  示  番  号：第      号 

   指  示  内  容：別紙のとおり 

工      期：自      指示日より 

至 令和  年  月  日 延長 

契  約  金  額：金        円  増 減 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金        円） 

支  払  条  件：1 指示毎の出来高に対して、契約単価を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消

費税の額を加算した額を支払う。 

契 約 保 証 金：枚方市契約規則第 43 条第 1項第 6号の規定により免除 

  



様式第４号 

変 更 請 書 
 

件 名 ： 令和2年度 市内一円舗装補修工事（その1） 

指 示 番 号 ： 第     号 

指 示 内 容 ： 指示書別紙のとおり 

変 更 工 期 ： 自      指示日より 

至 令和  年  月  日  延長 

契約金額 ： 金        円  増 減 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金        円） 

支払条件 ： 1 指示毎の出来高に対して、契約単価を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税の額

を加算した額を支払う。 

契約保証金： 枚方市契約規則第43条第1項第６号の規定により免除 

 

上記工事について、次の事項を遵守し、誠実に履行することを誓約してお請けします。 

１ 頭書の工期内に頭書の工事を完成します。 

２ 工事が完成したときは、貴職（検査職員）の検査を受け、その検査に合格した工事の目的物を引き渡しま

す。 

３ 施工については、貴職（監督職員）の監督に従います。 

４ 施工が頭書の工事内容に適合しない場合において、貴職（監督職員又は検査職員）から改造、補修その他

必要な措置をとることを請求されたときは、遅滞なく、これに応じます。この場合においては、頭書の契

約金額の増額又は工期の延長を請求しません。 

５ 災害その他その責めを負うことができない理由により、工期内に工事を完成することができないときは、

その理由を明らかにして、その工期の延長を請求することがあります。 

６ 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても異議はありません。この場合において、

発注者に損害が生じたときは、その賠償請求に応じます。 

(1) その責めを負うべき理由により、工期内に工事を完成する見込みがないとき。 

(2) 正当な理由がないのに、工事の着手期日を過ぎても着工しないとき。 

(3) 工事の大部分を承認なしに第三者に委任し、又は請け負わせたとき。 

(4) この契約において生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保に供したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の目的を達成することができなくなったとき。 

 

令和  年  月  日 

 

発注者 大阪府枚方市大垣内町２丁目１番２０号 

    枚方市 市長  伏見 隆 様 

 

受注者 住所  

商号又は名称                                 

    代表者名                                    ○印 

収 入 

 

印 紙 
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