
委託業務特記仕様書（令和元年5月1日以降適用）

（共通仕様書の適用）

第１条 本業務は，「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」，「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１

年４月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に基づき実施しなければならない。

なお，これらに定めのないもので，港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共

通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。

２ ただし，共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書，指針等は改定された最新のも

のとする。なお，業務途中で改定された場合はこの限りでない。

（共通仕様書の変更・追加事項）

第２条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」，「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は，

次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書（変更・追加事項）」のとおりとする。なお，入札公告日又

は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

（徳島県ＨＰ)：「委託業務共通仕様書について」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099

（共通仕様書の読み替え）

第３条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」，「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」において，「徳島県電子納品運用ガイドライ

ン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と，読み

替えるものとする。

（ウィークリースタンス）

第４条 本業務は，ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）を目標として定め，計画的

に業務を履行する）の対象業務であり，次の各号に取り組まなければならない。

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）

（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

２ 前項第１号は必ず実施するものとし，第２号及び第３号についてはどちらか一方は必ず実施しなければなら

ない。なお，前項第１号から第３号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

３ ウィークリースタンスとして取り組む内容は，初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した

内容は打合せ記録簿に整理し，受発注者間で共有する。

４ 受発注者は，中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

５ ウィークリースタンスの取組は，業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

（本業務の特記仕様事項）

第５条 本業務における特記仕様事項は，次のとおりとする。



令和元年度 孤立集落現況調査業務（南部圏域） 特記仕様書

１ 目的及び適用
この仕様書は、徳島県が委託する「孤立集落現況調査業務」を円滑かつ効果的に実

施するために必要な事項を定めることとし、「令和元年度 孤立集落現況調査業務
（南部圏域）」に適用する。

２ 業務内容及び実施方法
(1) 業務内容

平成 25年度に実施した内閣府の『「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発
生の可能性に関する状況調査」のフォローアップ調査』（以下、「内閣府調査」という。）
において、孤立の可能性があるとされた集落について、必要な資料の収集及び現地調
査を行い、平成 22年度「孤立集落現況調査（南部圏域）」で作成した電子台帳を更新
する。

(2) 調査予定集落
別添「孤立の可能性のある農業・漁業集落一覧」参照

(3) 様式等
様式は「エクセル 2013 形式以下」で作成するものとし、原則として別添「孤立集

落箇所カード」を使用すること。
(4) 成果品

成果品は、電子媒体（ExcelファイルをＤＶＤに保存）での提出とすること。



Ｎｏ 市町村名 集落名 農業・漁業の別
1 阿南市　　　　　　　　　　　　南谷　　　　　　　　　　　　　 農業
2 阿南市　　　　　　　　　　　　土佐谷　　　　　　　　　　　　 農業
3 阿南市　　　　　　　　　　　　熊谷　　　　　　　　　　　　　 農業
4 阿南市　　　　　　　　　　　　辺川　　　　　　　　　　　　　 農業
5 那賀町 榎谷　　　　　　　　　　　　　 農業
6 那賀町 蔭谷　　　　　　　　　　　　　 農業
7 那賀町 井ノ谷　　　　　　　　　　　　 農業
8 那賀町 西納　　　　　　　　　　　　　 農業
9 那賀町 内山　　　　　　　　　　　　　 農業
10 那賀町 竹ケ谷　　　　　　　　　　　　 農業
11 那賀町 音谷　　　　　　　　　　　　　 農業
12 那賀町 檜曽根　　　　　　　　　　　　 農業
13 那賀町 菖蒲　　　　　　　　　　　　　 農業
14 那賀町 轟　　　　　　　　　　　　　　 農業
15 那賀町 拝宮　　　　　　　　　　　　　 農業
16 那賀町 白石　　　　　　　　　　　　　 農業
17 那賀町 古屋　　　　　　　　　　　　　 農業
18 那賀町 林谷　　　　　　　　　　　　　 農業
19 那賀町 深森　　　　　　　　　　　　　 農業
20 那賀町 川保　　　　　　　　　　　　　 農業
21 那賀町 谷山　　　　　　　　　　　　　 農業
22 那賀町 大用知　　　　　　　　　　　　 農業
23 那賀町 岩倉　　　　　　　　　　　　　 農業
24 那賀町 川成　　　　　　　　　　　　　 農業
25 那賀町 小畠　　　　　　　　　　　　　 農業
26 那賀町 下沢谷　　　　　　　　　　　　 農業
27 那賀町 上沢谷　　　　　　　　　　　　 農業
28 那賀町 木頭名　　　　　　　　　　　　 農業
29 那賀町 掛奥　　　　　　　　　　　　　 農業
30 那賀町 出羽　　　　　　　　　　　　　 農業
31 那賀町 掛下　　　　　　　　　　　　　 農業
32 那賀町 当山　　　　　　　　　　　　　 農業
33 那賀町 高泉寺　　　　　　　　　　　　 農業
34 那賀町 蝉谷　　　　　　　　　　　　　 農業
35 那賀町 日浦　　　　　　　　　　　　　 農業
36 那賀町 小見野々　　　　　　　　　　　 農業
37 那賀町 蔭　　　　　　　　　　　　　　 農業
38 那賀町 南川　　　　　　　　　　　　　 農業
39 那賀町 栩谷　　　　　　　　　　　　　 農業
40 美波町 白沢　　　　　　　　　　　　　 農業
41 美波町 府内　　　　　　　　　　　　　 農業
42 美波町 大越　　　　　　　　　　　　　 農業
43 美波町 原ケ野　　　　　　　　　　　　 農業
44 美波町 馬路　　　　　　　　　　　　　 農業
45 美波町 久望　　　　　　　　　　　　　 農業
46 美波町 大戸　　　　　　　　　　　　　 農業
47 美波町 耳瀬　　　　　　　　　　　　　 農業
48 美波町 遠野　　　　　　　　　　　　　 農業
49 美波町 原尻　　　　　　　　　　　　　 農業
50 美波町 栗作　　　　　　　　　　　　　 農業
51 美波町 日浦　　　　　　　　　　　　　 農業
52 海陽町 大比　　　　　　　　　　　　　 農業

孤立の可能性のある農業・漁業集落一覧



Ｎｏ 市町村名 集落名 農業・漁業の別

孤立の可能性のある農業・漁業集落一覧

53 海陽町 寒ケ瀬　　　　　　　　　　　　 農業
54 海陽町 平井　　　　　　　　　　　　　 農業
55 海陽町 皆ノ瀬　　　　　　　　　　　　 農業
56 海陽町 樫木屋　　　　　　　　　　　　 農業
57 海陽町 小川口　　　　　　　　　　　　 農業
58 海陽町 下小谷　　　　　　　　　　　　 農業
59 海陽町 上小谷　　　　　　　　　　　　 農業
60 海陽町 村山　　　　　　　　　　　　　 農業
61 海陽町 大内　　　　　　　　　　　　　 農業
62 海陽町 櫛川　　　　　　　　　　　　　 農業
63 海陽町 姫能山　　　　　　　　　　　　 農業
64 海陽町 芥附　　　　　　　　　　　　　 農業
65 海陽町 角坂　　　　　　　　　　　　　 農業
66 海陽町 塩深　　　　　　　　　　　　　 農業
67 海陽町 小谷東　　　　　　　　　　　　 農業
68 海陽町 小谷西　　　　　　　　　　　　 農業
69 海陽町 船津　　　　　　　　　　　　　 農業
70 海陽町 久尾　　　　　　　　　　　　　 農業
71 阿南市 泊 漁業
72 阿南市 蒲生田 漁業
73 阿南市 伊島 漁業
74 美波町 伊座利 漁業
75 美波町 阿部 漁業
76 美波町 志和岐 漁業
77 美波町 東由岐 漁業
78 美波町 西由岐・港町 漁業
79 美波町 木岐 漁業
80 美波町 恵比須浜 漁業
81 牟岐町 出羽 漁業
82 海陽町 鞆浦 漁業
83 海陽町 竹ヶ島 漁業
















