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特記仕様書（案） 

 

第１章 共通仕様書の適用範囲 

 

１)  本業務委託は、大阪市建設局作成による「業務委託共通仕様書 (平成 28年９月)」（以下、「共

通仕様書」とする。）のうち「Ⅰ 土木設計等業務委託共通仕様書」「Ⅴ 各種業務委託共通仕様書」、

｢Ⅵ 提出書類の様式｣、｢その他参考資料｣を適用する。 

２)  条文等については「大阪市建設局ホームページ（https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/）

入札契約情報＞入札・契約のお知らせ＞建設局入札・契約のお知らせ＞設計図書（仕様書）等の

入手方法等について」において入手すること。 

３)  共通仕様書「Ⅰ土木設計等業務委託共通仕様書」のうち適用する編、章については次のとおり

である。 

仕様書 編 章 

Ⅰ土木設計等業務委託 

共通仕様書 

第１編 総則 ― 

第３編 工事等に係る調査、計

画、設計に類する業務（下水道） 

第１章 設計等業務一般 

第３章 下水道計画策定 

４) 適用共通仕様書に基づくとともに特記仕様書（１）～（３）に基づき履行しなければならない。 

５) 特記仕様書の記載事項は共通仕様書より優先する。 

６) 本業務は、共通仕様書 I-3-1-1-4の「5 配置技術者の手持ち業務件数」及び「6 配置技術者手持

業務報告書の提出」は適用しない。 

 

 

第２章 気候変動の影響をふまえた新たな浸水対策計画検討業務 

 

１． 業務目的 

本市における浸水対策は、計画降雨を 60mm/h とし、昭和 50 年代に策定した計画「抜本的な浸水

対策」に基づき実施してきたところである。計画策定以降、なにわ大放水路等の大規模な雨水対策

施設の整備に順次着手してきた結果、令和３年度末時点で雨水対策整備率は 80.1％となっている。 

一方、令和３年５月に流域治水関連法が改正され、国土交通省からは気候変動の影響をふまえた

新たな計画降雨（現行計画降雨の 1.1 倍）に対応するための浸水対策の長期計画策定を求められて

いる。 

本業務委託は、こうした法改正や国からの要請をふまえ、本市における今後の浸水対策の長期計

画を策定するにあたっての基本方針を検討するものである。 

 

２．業務概要 

１) 整備目標（計画降雨、計画雨水量）並びに対策目標（照査降雨）の設定 

２) 整備方針の検討 

 

３．業務の対象範囲 

１）対象地区 

   対象地区は市内全域（19,716ha）とする。なお、処理区は別表のとおり。 
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４．業務内容 

１) 関連する資料・情報の収集、整理 

本業務委託を実施するにあたり必要となる以下の項目について、資料・情報の収集、整理を行

い、必要に応じて資料の修正を行うものとする。 

   ・降雨記録等の観測データに関すること 

   ・浸水被害の発生状況に関すること 

   ・これまでに本市が実施した内水浸水想定に関すること 

   ・気候変動の影響に関すること 

   ・既存下水道施設（整備状況、施設の健全度等）に関すること 

   ・本市における浸水対策（対策の考え方、変遷、取り組みの進捗状況等）に関すること 

・本市既計画（下水道事業計画、下水道事業経営戦略、地域防災計画等）に関すること 

   ・寝屋川流域総合治水対策に関すること 

   ・地形、地盤高、地下街の整備状況に関すること 

   ・その他、本業務委託の実施に必要と考えられる事項 

 

２) 整備目標（計画降雨、計画雨水量）並びに対策目標（照査降雨）の設定 

（１） 整備目標（計画降雨、計画雨水量）の検討 

「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）（令和３年 11月 国土交通省水管理・国土

保全局下水道部）」（以下、ガイドラインとする）に基づき、大阪管区気象台データをはじ

め、さまざまな降雨データから現計画降雨（60mm/h）の妥当性を確認したうえで、浸水被

害の発生を防止するための下水道整備（ハード対策）の目標として、気候変動の影響をふ

まえた計画降雨の設定を検討するものとする。また、気候変動の影響をふまえた計画降雨

に対する計画雨水量についても、その算定式（流出係数等の諸元の設定含む）の妥当性を

確認したうえで設定するものとする。 

 

（２） 対策目標（照査降雨）の検討 

ガイドラインに基づき、事前防災の観点から、ハード対策・ソフト対策（既存ストック

の活用、雨水流出抑制施設の整備など）を組み合わせた減災対策の目標として、照査降雨

の設定を検討するものとする。なお、照査降雨の設定にあたっては、既存の内水浸水想定

の結果を考慮するとともに、整備目標に対応した施設整備を実施した際の排水能力をふま

えたうえで検討することを想定している（図１参照）が、技術提案の内容をふまえて協議

のうえ、整理するものとする。 

 

３) 整備方針の検討 

新たな計画降雨に対応する施設整備（幹線管渠、ポンプ場）について、整備の方向性を定めた

うえで、その計画期間、必要施設規模、概算事業費等について概略検討を行うものとする。なお、

検討にあたっては、地区の特性や照査降雨に対する対策について十分考慮したうえで、施設配置

の最適化を図るものとし、モデル処理区にて検討プロセスを検証した上で、大阪市全域における

概略検討を行うこととする。また、検討フローについては参考として図１に示しているが、技術

提案の内容をふまえて協議のうえ、整理するものとする。 
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（図 1）検討フロー（参考） 

 

４) 計画の進行管理手法の検討 

計画した施設整備を着実に推進するため、計画期間に応じた進行管理手法（段階的な実施計画

の策定、進捗管理指標の設定等）について検討するものとする。 

 

５) 関係機関との協議・調整に係る資料作成、会議の運営 

今後の浸水対策の長期計画の策定にあたっては、流域治水の観点をふまえ総合的に検討する

ため、関係部署との調整や有識者からの意見聴取を行うものとし、これに要する資料作成並びに

会議の運営を行うものとする。なお、会議は１年あたり３回の開催を予定している。 

 

５．検討スケジュール 

検討は、以下のスケジュールを想定している。詳細は、技術提案内容をふまえ整理するものとす

るが、予算編成やパブリックコメントの実施を見据え、以下の３点について考慮のうえ、検討の工

程管理を行うこと。 

・令和４年 12月下旬までに、整備目標・対策目標の案（気候変動の影響をふまえた計画降雨、計

画雨水量、照査降雨）を作成 

・令和５年３月下旬までに、モデル処理区において整備の方向性について素案を作成 

・令和５年 12月までに、市域全域の整備方針（案）を作成 
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６．成果品の提出方法 

本業務における成果品は次のとおりとする。 

 種類 部数 摘要 

１ 業務データ一式 ２部 CD-Rまたは DVD-R 

２ 業務報告書 ２部 A4判 金文字黒表紙製本 

３ 履行書類一式（業務計画書、議事録等） １式 A4判 パイプ式ファイル綴 

※成果品の編集は、監督職員との協議による。 

 

７．参考図書 

本業務では、共通仕様書Ⅰ-2-添付 3 主要技術基準及び参考図書に記載される参考図書に加

え、下記図書を参考に業務を行うものとする。その他監督職員の指示する図書についても業務の参

考とすること。 

 

１） 中浜処理区他浸水対策計画策定業務委託 報告書（平成 24 年度） 

平成 23 年の集中豪雨により浸水被害を受けた地区において、浸水被害軽減効果の早期発現に向

けた局地的な浸水対策の動的水理解析による評価、検討業務。 

２） 局地的な浸水対策計画策定業務委託 報告書（平成 25 年度） 

平成 23,24 年の集中豪雨により浸水被害を受けた地区において、浸水被害軽減効果の早期発現に

向けた局地的な浸水対策の動的水理解析による評価、検討業務。 

３） 平成 26 年度 局地的な浸水対策計画策定業務委託 報告書（平成 26 年度） 

平成 25 年の集中豪雨により浸水被害を受けた地区において、浸水被害軽減効果の早期発現に向

けた局地的な浸水対策の動的水理解析による評価、検討業務。 

４） 浸水対策計画推進調査業務委託 報告書（平成 26 年度） 

これまでの大阪市の浸水対策事業における計画の取りまとめ及び、本市の計画降雨への対応に向

けた事業推進のための資料整理ならびに簡易分析業務。 

５） 浸水対策における他事業連携その他検討業務委託 報告書（平成 30 年度） 

公園、道路など他事業との連携により浸水対策事業を効率的・効果的に行う施策や手法の検討並

びに動的推理解析による浸水対策効果の評価及び施設能力の検討業務。 

６） 既存ストック等を最大限活用した浸水対策検討業務委託 報告書（令和元年度） 

大野処理区・十八条処理区における、新たな浸水対策の評価手法である等危険度線を用いた「ま

ちの浸水安全度」の検証や下水道施設及び他事業（公園、民間）関連施設などの既存ストック等を

最大限活用した浸水対策の検討業務。 

７） 既存ストック等を最大限活用した浸水対策検討業務委託-2 報告書（令和 2 年度） 

中浜処理区・放出処理区における、新たな浸水対策の評価手法である等危険度線を用いた「浸水

安全度」の検証や下水道施設及び他事業（公園、民間）関連施設などの既存ストック等を最大限活

用した浸水対策の検討業務。また、想定最大規模降雨を対象とした内水浸水想定に係わる検討を併

せて実施。 

 

また、必要に応じて過年度業務で作成した既往流出解析モデルデータ（下水道網モデル等）の

貸与が可能であり、モデル構築の際にはこれを適宜活用できるが、その際には、最新の下水道台

帳等より管網モデルを更新するとともに、施工中路線等、下水道台帳に反映されていない箇所に

ついても市提供の竣工図等よりモデル化を行うこと。なお、使用ソフトは InfoWorks CSもしくは

InfoWorks ICMとしている。 
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８．再委託 

本業務において、共通仕様書Ⅰ‐1-1-1-29 再委託 1 に規定する「主たる部分」とは、本特記仕

様書の第 2章 気候変動の影響をふまえた浸水対策計画検討業務における全ての業務とする。 

 

９．設計業務委託等技術者単価について 

本設計書の積算に用いている公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、国

土交通省より令和４年２月 28日付で示された「令和４年度 設計業務委託等技術者単価」を適用して

いる。 

 

第３章 その他の事項 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行

の確保に関する条例」（平成18年大阪市条例第16号）（以下「条例」という。）第5条に規定する責

務を果たさなければならない。 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務の履行について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、

速やかに、公益通報の内容を発注者（建設局総務部総務課）へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条

例第12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（建設局総務部総

務課）へ報告しなければならない。 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調

査に協力しなければならない。 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処

理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の

規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 

（発注者：大阪市 受注者：請負者） 
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処 理 区 の 名 称 
面          積 

（単位ヘクタール ） 

大野処理区 1,859 

十八条処理区 1,254 

今福処理区 1,616 

中浜処理区 1,869 

放出処理区 540 

平野処理区 2,486 

住之江処理区 3,231 

千島処理区 736 

市岡処理区 821 

此花処理区 1,387 

海老江処理区 1,215 

津守処理区 1,962 

寝屋川北部処理区 426 

寝屋川南部処理区 259 

大和川下流西部処理区 55 

 

（別表） 


