
仕様書（水上巡視業務）

（作業区域）

１ 作業対象区域

水上巡視及び集積業務を行う作業区域は、「別紙位置図１」に示すとおり飯尾川（徳

島市不動西町～国府町、旧飯尾川を含む）、逆瀬川及び西大堀川並びに東大堀川とす

る。

（水草巡視・収集業務）

２ 水草巡視・収集業務業務内容

（１）目的

水草が上流から流入することや下流へ流出することを防ぐことを目的とし、水草巡

視業務を行うとともに、監督員が指示する場所に水草を集積する。

（２）水上巡視業務

「水上巡視業務」とは、船に２名（普通船員１名、軽作業員１名）が乗船し、水

上巡視を行うものであり、巡視回数は延べ 15 回（１回当り半日）を見込んでいる。

（３）水草集積業務

「水草集積業務」とは、船に３名（普通船員１名、普通作業員２名）が乗船し、水

草の集積運搬・積卸作業を行うものであり、集積回数は延べ 6回（１回当り１日）

を見込んでいる。

（４）業務上の留意事項

水草が下流へ流出する恐れがあるときは、速やかに発注者と協議し流出対策を行

うものとし、相当な理由がなく水草が下流へ流出した場合は、請負者の責任におい

て水草を除去しなければならない。

（５）設計変更

「水上巡視業務」及び「水草集積業務」において、作業量の増減及び人員構成等に

変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

３ 水草の集積方法

（１） 作業期間当初に作業区域内全ての水草を集積する。

（２） 定期的に作業区域内を水上巡視により監視する。

（３） 水上巡視により水草を発見した場合は、直ちに水草を集積する。

（４） 巡視及び集積作業は１日１隻を基本とし、１日２隻以上で作業行う場合は事前

に監督員の承諾を得なければならない。



（５） 祝日、土日は、原則として巡視及び集積業務は行わないこととするが、発注者

が指示する場合は業務を実施するものとする。

（作業報告）

６．作業報告義務

業務を行う日は、事前に別紙様式１号「委託業務作業日報報告書」をメールまたはフ

ァクシミリにより、発注者に報告すると伴に、作業完了後速やかに別紙様式１号「委託

業務作業日報報告書」及び別紙様式２号「委託業務日報写真」をメールまたはファクシ

ミリにより報告しなければならない。ただし，事前報告については、電話にて監督員の

了解が得られた場合、事後報告に併せて提出できるものとする。

なお、作業報告義務を履行できていない業務については、業務委託の対象に含めるこ

とができないものとする。

別紙様式３号「委託業務集計報告書」により、作業実績を発注者に毎月毎に集計し、

業務完了時に提出しなければならない。

７．業務書類

業務完了時には、全ての書類を整理し発注者に提出するとともに、作業日毎に作業状

況が分かる写真を別紙様式２号「委託業務日報写真」により最低３枚（１日のうち午前

１回、午後１回、終了後１回、写真は日付入り）添付し、別紙様式２号「委託業務作業

日報報告書」と一対になるよう整理する。

また写真のオリジナルデータは別途電子データで納品しなければならない。



様式１号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞河川・砂防整備第二担当 宛

委託業務作業日報報告書

委託業務名 Ｒ２徳土 飯尾川他 徳・国府他 河川維持業務（１）

報告番号 No.
事前報告日時 令和 年 月 日（ ）時刻 AM・PM 完了報告日時 令和 年 月 日（ ）時刻 AM・PM
事前報告者 完了報告者

事前報告 業務完了報告

作業予定日 令和 年 月 日（ ） 作業日 令和 年 月 日（ ）

作業予定時間 作業実働時間

業務予定場所 業務場所

作業予定者人数 船員 人 作業員 人 作業者人数 船員 人 作業員 人

①作業船運転者名 ①作業船運転者名

②巡視・集積作業者名 ②巡視・集積作業者名

予定作業内容 作業内容

浮草の状況



様式２号

委託業務日報写真

作業日：令和 年 月 日（ ）

撮影場所：

撮影時刻：

撮 影 者：

作業内容：

撮影場所：

撮影時刻：

撮 影 者：

作業内容：

撮影場所：

撮影時刻：

撮 影 者：

作業内容：



（記載例）事前報告 様式１号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞河川・砂防整備第二担当 宛

委託業務作業日報報告書

委託業務名 Ｒ２徳土 飯尾川他 徳・国府他 河川維持業務（１）

報告番号 No. ７
事前報告日時 令和●年●月●日（●）時刻 PM4:00 完了報告日時 令和 年 月 日（ ）時刻 AM ・ PM
事前報告者 徳島 太郎 完了報告者

事前報告 業務完了報告

作業予定日 令和●年●月●日（●） 作業日 令和 年 月 日（ ）

作業予定時間 ８：００～１７：００ 作業実働時間

業務予定場所 上飯尾川大橋右岸 他 業務場所

作業予定者人数 船員 １人 作業員 ２人 作業者人数 船員 人 作業員 人

①作業船運転者名 徳島 太郎 ①作業船運転者名

②巡視・集積作業者名 徳島 次郎 ②巡視・集積作業者名
徳島 三郎

予定作業内容 作業内容

午前 上飯尾川大橋上流右岸にて集積作業予定

午後 川原田橋上流左岸にて陸揚げ予定
その後、全域巡視予定

浮草の状況



（記載例）作業完了後報告 様式１号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞河川・砂防整備第二担当 宛

委託業務作業日報報告書

委託業務名 Ｒ２徳土 飯尾川他 徳・国府他 河川維持業務（１）

報告番号 No. ７
事前報告日時 令和●年●月●日（●）時刻 PM4:00 完了報告日時 令和●年●月●日（●）時刻 AM10:00
事前報告者 徳島 太郎 完了報告者 徳島 花子

事前報告 業務完了報告

作業予定日 令和●年●月●日（●） 作業日 令和●年●月●日（●）

作業予定時間 ８：００～１７：００ 作業実働時間 ８：００～１７：００

業務予定場所 上飯尾川大橋右岸 他 業務場所 上飯尾川大橋右岸 他

作業予定者人数 船員 １人 作業員 ２人 作業者人数 船員 １人 作業員 ２人

①作業船運転者名 徳島 太郎 ①作業船運転者名 徳島 太郎

②巡視・集積作業者名 徳島 次郎 ②巡視・集積作業者名 徳島 三郎
徳島 三郎 徳島 史郎

予定作業内容 作業内容

午前 上飯尾川大橋上流右岸にて集積作業予定 午前 上飯尾川大橋右岸にて集積作業
飯尾川大橋右岸に陸揚げ

午後 川原田橋上流左岸にて陸揚げ予定
その後、巡視予定 午後 全域巡視

浮草の状況
巡視の結果、逆瀬川合流点で小さいホテイアオイを確認し集積

した。



（記入例） 様式２号

委託業務日報写真

作業日：令和●年●月●日（●）

撮影場所：

上飯尾川大橋付近

撮影時刻：１０時頃

撮 影 者：徳島 三郎

作業内容：

集積作業を行う。

撮影場所：

逆瀬川合流点付近

撮影時刻：１４時頃

撮 影 者：飯尾 一郎

作業内容：

巡視状況

撮影場所：

飯尾川大橋付近

撮影時刻：１７時前

撮 影 者：徳島 太郎

作業内容：

業務完了、本日の集積状況


