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世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託仕様書
文化市民局　元離宮二条城事務所
(担当　管理係　電話841-0096)
(件　　名)　世界遺産二条城庭園他維持管理業務
(契約期間)　契約締結の日から平成31年 3月31日まで
(契約条件)
第１節　一般事項
1  元離宮二条城の概要
（1）所在地　　京都市中京区二条通堀川西入二条城町541番地
（2）開城時間　　午前8時45分から午後5時まで（入城は午後4時まで）
（3）休城日　  12月29日から12月31日まで
（4）委託内容
　 　特別名勝二条城二の丸庭園，本丸庭園，清流園及び外苑部（東側空間及び外堀周辺を含む）における以下の維持管理業務を実施し，二条城の景観を維持するものである。
	松樹の剪定(芽摘み・葉むしり・鋏透かしを含む)
	常緑広葉樹・落葉樹の剪定
	灌木(株物・寄植)や生垣の刈込み
	外堀周囲のピラカンサ生垣刈込み及び草刈り(生垣・松樹他の根元周りの下草除草含む)，根元下草除草及びひこばえ切り
	土手草刈り
	石垣除草剤散布及び除草
	庭園除草及び庭園等清掃
	城内通路不陸整正等
	二の丸庭園池掃除
	外堀藻上げ処理
	東側空間作業
	第2駐車場付近作業
	危険木・支障木処理
	イチョウ夏季剪定
	清流園の芝生，茶垣等植替え


2　提出書類
（1）本業務着手前に業務関係者の名簿（入城証交付申請書）を提出し，入城証の交付を受
けること。
（2）受託者は，契約締結後速やかに以下の必要書類を提出，監督員の承認を受けること。
　①　作業工程表　　　　1式
　②　施工計画書　　　　1式　　
③　統括責任者届(主任技術者届)，経歴書(住所，氏名，生年月日，最終学歴，資格，職歴，同種・類似業務実績)及び資格証明書写し　　　　　　1式　　
	 担当主任技術者届(現場代理人届)，経歴書(住所，氏名，生年月日，最終学歴，資格，職歴，同種・類似業務実績) 及び資格証明書写し　　　　1式
	着工届 　　　　　 1式
	就業者名簿　　　　1式

	統括責任者(主任技術者)とは，技術的責任者として統括を行う者をいう。
	担当主任技術者(現場代理人)とは，業務を主任として担当する技術者を言い，国家資格一級(二級)造園施工管理技士又は一級(二級)造園技能士の資格を有するものとすること。

　
3　入退城について
（1）城内業務時間は午前8時30分から午後5時までとする。早出・残業の場合は，事前に業務
　　内容・予定時間・人員を監督員に届出ること。業務が観覧等に支障を来す場合には，監督員
　　と事前に協議のうえ，時間外に行うこと。
(2) 入退城については，必ず入城証を提示し，警備員又は職員の検札を受けること。
なお，業務に関係のない同伴者の入城は認めない。
（3）城内で車輌を使用する場合は事前に届出ること。　　　　　
（4）車で来城の際，午前7時30分から8時30分までは，東大手門木柵前にて警備員又は
職員に必ず入城証を提示し，検札を受けたのち，車輌入城証を受取り入城すること。9時以降車輌で入城する際は，北大手門木柵前にて必ず入城証を提示し，警備員又は職員の検札を受けたのち，車輌入城証を受取ること。
（5）車輌の入退城の時間は，東大手門が午前7時30分から8時30分まで，北大手門が
午前9時から5時までとし，退城時間は北大手門より午後5時から5時20分までとする。
なお，作業等の都合により，上記時間以外に入退城する必要がある場合は，事前に監督員と協議すること。
特に，城内での走行は走行時速10キロ以下（最徐行）を厳守すること。
（6）事務所東側の職員通路は通行しないこと。

4　城内での諸注意
（1）二条城は全域史跡地に指定されており，なかでも二の丸御殿等は国宝・重要文化財に，
二の丸庭園は特別名勝に指定されている。業務に当たっては文化財価値及びその保護を
念頭において特に細心の注意をもって実施すること。また，入城者の観覧や施設利用の妨げにならないよう慎重に業務に当たること。
（2）車輌は予め指定した場所に駐車し，城内の美観を損なうことのないようにすること。
（3）車輌は唐門をくぐらないこと。また，鳴子門から桃山門の間についても基本的に車輌
は進入せず，やむをえない場合，監督員の許可を受けること。
（4）人止め柵などの締切箇所の通行の際は，必ず後締りすること。また，人止め柵やロー
プはまたがないこと。出来る限り通行止の通路を避けること。
（5）業務以外で建物及び施設内には許可なくして立ち入らないこと。
(6) 「業務中のくわえたばこは厳禁」とする。必ず指定の場所で喫煙すること。


5　その他
（1）受託者は監督員との連絡を密にし，委託業務の進捗を図ること。また，災害防止その他管理上必要な緊急措置についても二条城事務所と協議して，適切な管理に当たること。
（2）受託者は,二条城の施設や物品などに損傷を生じさせた場合，速やかに監督員に報告するとともに，復旧等に関する指示を仰ぐこと。
（3）軽微な業務の変更を行う場合は，二条城側とその都度協議を行い実施すること。
(4) 城内の施設や道具等は，監督員の許可なくして使用しないこと。
(5) 原則，城内での火気の使用は禁止とする。
(6) 受託者は善良なる管理者の注意義務をもって業務を実施すること。
　　なお，受託者の故意又は過失により生じた損害は，全て受託者の処理及び負担とする。
 (7) 剪定した枝は城外搬出とし，適法に処理すること。
　　 業務で発生した資源化可能な剪定枝及び刈草については，京都市の再生処分の許可を持つ資　　
　　 源化施設に可能な限り搬入し，リサイクルすること。
  なお，民間資源化施設によって，搬入物，条件等が異なるので，事前に搬入施設に確認する  　 
  こと。

第2節　安全管理
1　受託者は，常に安全に留意して現場の管理に努めること。
2　業務中は，統括責任者(主任技術者)若しくは担当主任技術者(現場代理人)が必ず現場に
   立ち合うこと。
3　二条城は，市内有数の観光施設であるため，観光客に対する安全対策を十分に講じること。
   観覧通路や道路沿いなどで，業務する場合には，景観及び安全に配慮したバリケード(例：緑コーン，草刈り時の飛び石除けのコンパネ)等を必ず設置すること。
4　二条城周辺での路上駐車等は厳禁とする。
5　受注者は，労働安全衛生規則等の関係法令を熟知し，業務における労働災害防止に努めなけれ　　　　　　　　　
　 ばならない。
6　剪定した枝は城外搬出とし，適法に処理すること。
　 業務で発生した資源化可能な剪定枝及び刈草については，京都市の再生処分の許可を持つ資源化施設に可能な限り搬入し，リサイクルすること。
なお，民間資源化施設によって，搬入物，条件等が異なるので，事前に搬入施設に確認すること。
第3節　業務内容
1　業務の目的
世界遺産二条城は，江戸時代の二の丸庭園，明治時代の本丸庭園，昭和時代の清流園を抱え，
城内全域が国の史跡に，二の丸御殿が国宝，本丸御殿を含む22棟が重要文化財，二の丸庭園は特別名勝に指定され，年間約200万人が訪れる京都を代表する文化観光施設である。そこで世界遺産に相応しい二条城の景観を維持するため，二条城庭園及び外苑部（東側空間及び外堀周辺を含む）の維持管理業務を行う。
2　業務の範囲
二条城内全域 (別紙平面図参照)
3　業務内容
（1）松樹芽摘み　(図面－１参照)           　　 
①　数量
347本(Ａ219本，Ｂ95本，Ｃ26本，Ｄ4本，Ｅ3本)
	作業回数　

年1回以上
③　作業方法　
ア　松樹芽摘みは伸長した芽の2/3程度を手で摘むこと。
イ　摘んだ芽には必ず新葉となる葉が5～6枚程度残るようにすること。
ウ　摘んだ芽が堅すぎる場合には，道具(竹へら)等の使用を認めるが，基本的には手で摘むこと。鋏を使用しないこと。
エ　摘んだ芽に繊維が残らないようにすること。
オ　芽が全て取り除かれないように芽摘みを行うこと。
カ　混みすぎている枝については，剪定してもよい。
キ　作業時のシートの使用は良いが，芽摘み後，樹木周りの掃除は行うこと(片付け共)。
ク　芽摘み後の芽や枝葉は城外処分とする。
（2）松樹葉むしり　(図面－２参照)　 
①　数量
265本(Ａ167本，Ｂ72本，Ｃ22本，Ｄ4本)
	作業回数　

年1回以上
③　作業方法
ア　松樹葉むしりは，片むしりにならないように丁寧に行うこと。
イ　樹姿の調整のため，重なり枝などを切透かし，枯損不全弱枝の伐除等の作業を丁寧に施工すること(片付け共)。
ウ　将来的に縮めやすいように送り枝を大事に手入れすること。
エ　観覧通路沿いや危険と思われる枝については，不自然にならないように極力切りつめること。
オ　松樹の樹勢を観察しながら，作業を行うこと。
カ　特別な理由のない限り，手入れした後の仕上がりは，周囲の松樹と同様な濃さで仕上げること。
キ　不明な点については，現場係員に確認すること。
ク　剪定後の枝葉は城外処分とする。
（3）松樹鋏透かし　(図面－３参照)
①　数量
395本(Ａ222本，Ｂ106本，Ｃ64本，Ｄ3本)
	作業回数　年1回以上
	作業方法

　　剪定の仕方は(2) 松樹葉むしりに準ずる。
（4）常緑樹の剪定　(図面－４①～⑩参照) 
  ①  数量
　　  モチノキ他常緑樹(362本)，ツバキ(314本)
	作業回数

年1回以上
	作業方法

ア　常緑樹は基本的に中芽を打たず，図示区域を現場係員の指示に従い，樹姿の調整のため，重なり枝などを切り透かし，枯損不全弱の伐除等の作業を丁寧に施工すること(片付け共)。
イ　常緑樹・落葉樹の剪定後，切口の大きいものには殺菌剤・防腐剤を塗布すること。
ウ　剪定時期については現場係員の指示に従うこと。
エ　剪定後の枝葉は城外処分とする。
（5）落葉樹の剪定　(図面－４①③④⑤⑩参照)
　①　数量
　　　サクラ他落葉樹(13本)，ウメ(100本)，シダレエンジュ(64本) 
　②　作業回数
　　年1回以上（ウメ，シダレエンジュの剪定は平成３０年１２月までに終えること。）
　③　作業方法
　　　剪定の仕方は(4)常緑樹の剪定に準ずる。
（6）株物刈込み，ツツジ類寄植刈込み，ツツジ類他生垣刈込み(図面－５①～③参照)
  ①　数量
　　　株物刈込み133株(Ａ96株，Ｂ32株，Ｃ5株))，ツツジ類寄植刈込み(90.53㎡) ，ツツジ類他生垣刈込み(489.8ｍ(ツツジ類生垣488ｍ，アセビ生垣1.8ｍ))
	作業回数

　　年1回以上
	作業方法

ア　刈込み機等の使用後,切り口が乱れているものについては,剪定鋏などで切り戻しを
  行うこと。
イ　徒長枝は,根元から切り戻すこと。
　ウ　枯枝,枯葉があった場合は切除すること。
エ　ツツジ類の刈込みは花ガラや実生木，蔓草等を取り除いた後，作業にかかること。
オ　刈込み後の枝葉は城外処分とする。　
（7）ウバメガシ寄植刈込み(図面－５①参照)
①　数量
50.6㎡
　②　作業回数
　　　年2回以上
　③　作業方法
　　刈込みの仕方は(6) 株物刈込み，ツツジ類寄植刈込み，ツツジ類生垣刈込みに準ずる。
（8）カシ他生垣刈込み(図面－５①②参照)
　①　数量
　　　1,153.8ｍ(アラカシ生垣303ｍ，カナメモチ生垣17.2ｍ，チャノキ生垣833.6ｍ)
　②　作業回数
　　　年2回以上
　③　作業方法
ア　徒長枝等不要枝を剪定し,枝の整理を行ったあと,一定の幅を定めて両面を刈込み,
天端をそろえる。
　イ　枯枝,枯葉があった場合は切除し,処分すること。
　ウ　刈込み機等の使用後,切り口が乱れているものや節間で切除したものについては,
　　切戻しを行うこと。
　エ　刈込み後の仕上がりが垂直，水平であること。
　オ　刈込み前には実生木，蔓草等を取り除いた後，作業にかかること。
カ　刈込み後の枝葉は城外処分とする。
（9）外堀ピラカンサ生垣刈込み及び外堀草刈り他 (図面－６①②参照) 
  ①　数量
　ア　ピラカンサ生垣刈込み(9,600ｍ)
　イ　ピラカンサ生垣の根元下草除草(1,920㎡)
ウ　ハンドガイド等機械刈り(58，752㎡)
エ　肩掛け式草刈り(6，528㎡)
オ　松樹等根元下草除草(1，302㎡)　
カ　ひこばえ切り(サクラ26本)
②　作業回数
　　　年6回以上
　③　作業方法
ア　草刈り高は2cm以内とし，図示区域を現場係員の指示に従い作業すること(片付け共)。
イ　草刈りは乗用草刈機ハンドガイド等によって大刈りしたのち，肩掛式草刈機で残りの草　
　刈りを行うこと。草刈り高は現場係員の指示に従い作業すること。
  ウ　草刈りを行う際にはピラカンサ生垣等の根元には十分に気をつけること。
　エ　作業時にひこばえ等が発生していた場合には切除すること。
　オ　草刈り区域に施工されている電気配線には十分に気をつけること。電気配線等を切断し
　　た場合には必ず現場係員に報告し，復旧を図ること。
カ　ピラカンサ生垣の天端は基準棒などを利用し水平に，また側面は垂直に刈り込むこと 　
　(片付け共)。また離れた所から全体が水平になっているか等を確認しながら作業を行う
　こと。凹凸のないように刈込むこと。
　　なお，仕上がり高さについては，北西第2駐車場北側部分については，3.７mを目安と　
　し，その他については1.1mを目安とする。
キ　ピラカンサ生垣の刈り込み後の刈込んだ枝は，その日のうちに集積して一般歩行者に迷　
　　惑がかからないように処置すること。
ク　休憩時間中(特に昼休み)には，歩道側に刈込んだ枝をそのままにせずに，風などによっ
　て飛散するようなことのないようにすること。
ケ　作業中防護柵からはみ出した枝等で，走行中の自転車がパンクしないように，十分気を
　つけて作業すること。万一トラブルがあった場合には対処すること。
コ　ピラカンサ生垣の根元下草を0.2ｍ巾で除草すること。　
サ　作業場所が歩道に面しているので，作業中歩行者に危害をおよぼさないよう十分に注意
　しバリケード・ロープ等の防護柵等を必ず設置すること。
シ　作業中にピラカンサ生垣内の番線を切断した場合は補修すること。
　ス　清掃時に出札付近，仕切竹付近，東大手門南北側にあげられた落葉がある場合には清掃すること。
　セ　歩道側で刈草や枝積み込みなどを行う場合には，通行人には十分気をつけ作業を行うこと。
　ソ　東大手門両脇，仕切竹付近，放水口(南便所東)側に落葉などがあった場合には処理すること。
タ　刈込み後の枝葉は城外処分とする。
（10）土手草刈り (図面－７参照) 
　①　数量
　　　8,200㎡
　②　作業回数
　　　年1回以上
　③　作業方法
ア　土手草刈りは肩掛式草刈機等によって作業を行うこと。
イ　草刈り高は3cm以内とし，図示区域を現場係員の指示に従い作業すること(片付け共)。
ウ　堀側の土手斜面にある落葉は刈草と共に清掃すること。
エ　土手草刈りを行う際には落葉等で滑りやすくなっていることから十分気をつけること。
オ　作業場所が観覧通路である場合には，作業中は歩行者または車輌に危害をおよぼさないよう十分注意し作業を行うこと。特に石が飛ぶ事のないよう十分注意すること。必要に応じて周囲にバリケード・ロープ等の防護柵を張って施工すること。
カ　草刈り区域に施工されている電気配線等には十分気をつけること。電気配線等を切断した場合には必ず現場係員に報告し，復旧を図ること。
キ　堀に落ちた刈草はボート及び網などですくい綺麗にすること。
ク　作業期間中は現場代理人若しくは主任技術者が必ず立会うこと。
ケ　刈込み後の刈草は城外処分とする。
（11）石垣除草剤散布及び除草 (図面－８①参照) 
　　　石垣に使用する除草剤については，外堀の石垣や魚類に影響の少ない薬剤を使用すること。
　①　数量
　　　66,600㎡(内堀・外堀)
　②　作業回数
　　　除草剤散布　年3回以上　5月下旬，７月中旬，9月下旬
　　　石垣除草　　年3回以上　６月下旬，8月中旬，10月下旬
③　作業方法
ア　石垣から生えている雑木及び草などが，石垣から約20㎝伸びた場合，第1回目の除草剤散布をすること。ただし，時期等については,監督員と協議の上作業すること。
イ　除草剤散布後一定期間をおき，枯れた雑木及び草などを剪定鋏やのこぎり，手などを利
用して作業を行うこと。また根元から除去すること (片付け共)。
ウ　石垣に登る際には石垣が崩れないように作業すること。また，作業に当たっては，怪我等のないよう十分に気をつけること。
エ　基本的に除去した刈草等はその日のうちに片付けること。
オ　石垣除草を行うにあたり，石垣除草に必要な道具(ボート，網等)は持参すること。
カ　堀に落ちた刈草はボート及び網等ですくい綺麗にすること。
キ　雑木や除草後の草を車輌積み込みの際には，通行人などに十分気をつけること。必要な場合は，交通誘導員を配置すること。
ク　除草後の雑木や草は城外処分とする。
（12）石垣除草 (東側空間部分　図面－８②参照)
①　数量
4,400㎡(外堀北門東側～東南隅仕切竹までの間)
	作業回数

年1回以上
	作業方法

　ア　石垣から生えている雑木及び草などを剪定鋏やのこぎり，手などを利用して作業を行うこと。また根元から除去すること (片付け共)。
イ　石垣に登る際には石垣が崩れないように作業すること。また，作業に当たっては，怪我等のないよう十分に気をつけること。
ウ　基本的に除去した刈草等はその日のうちに片付けること。
エ　石垣除草を行うにあたり，石垣除草に必要な道具(ボート，網等)は持参すること。
オ　堀に落ちた刈草はボート及び網等ですくい綺麗にすること。
カ　雑木や除草後の草を車輌積み込みの際には，通行人などに十分気をつけること。必要な場合は，交通誘導員を配置すること。
キ　除草後の雑木や草は城外処分とする。
（13）庭園除草及び庭園等清掃 (図面－９参照)
　①　作業範囲
      二の丸庭園，本丸庭園，清流園他
	作業回数

年延べ360人工以上とする。
③　作業方法（除草）
ア　作業内容は，二条城内の苔地の除草，芝地の除草とする。
　(作業日は，日曜日及び12月27日～1月1日を除く。)
イ　作業時間は午前8時30分から午後5時までとする。
ウ　除草場所については，現場係員の指示する箇所の除草を行うこと。
エ　特に現場係員から指示のない限り，人力除草であるので厳守すること。
オ　除草に必要な用具については，全て受託者が用意すること。
カ　苔地及び芝地において，苔・芝等を傷めないように注意して施工すること。
キ　苔地の除草を行った時に苔が持ち上がってしまった時には復旧すること。
ク　地下茎で繁殖する雑草やシロツメクサ，スミレなどの多年生の雑草については，瓦釘などで苔・芝地を傷めないように丁寧に抜くこと。
ケ　城内庭園除草に際し，作業範囲内の刈草，落葉，落枝，子実体，紙くず，空き缶，瓶，ペットボトル等のゴミは，処分・清掃し，観覧者に支障がないように配慮すること。
コ　抜き取った草は，城内の指示箇所に運搬・集積し，刈跡はきれいに清掃すること。
サ　砂利地及び通路等での清掃後は，砂利を均一に敷き均すこと。
シ　休憩及び作業終了後，作業現場から離れる際には道具を片付けること。
④　作業方法（清掃）
ア　作業内容は，庭園等二条城内外のゴミ拾いをする。
　(作業日は，日曜日及び12月27日～1月1日を除く。)
イ　毎日城外東側及び第2駐車場付近の散策路のゴミ拾いをすること。この時東面の人止め
　柵付近の芝生の上のゴミ拾いもすること。
ウ　週1回は外堀ピランカサ生垣外周及び同箇所の内周(堀端側)のゴミ拾いを行うこと。

（14）城内通路不陸整正 (図面－１０参照)
　①　作業範囲
      二の丸庭園，東大手門入口付近，事務所前付近，唐門前付近通路
②　作業回数及び面積
二の丸庭園　年１回，50㎡以上
　　　東大手門入口付近，事務所前付近，唐門前付近通路　年1回，800㎡以上
　※　作業が必要な範囲，回数及び面積については，来城者の動向等により変化するものであり，発注時点では不確定であるため，上記の範囲内で，監督員が区域等を決定し，指示するものとします。
③　作業方法
　ア　二の丸庭園通路，東大手門入口付近，事務所　
　　前付近，唐門前付近通路の玉砂利舗装の補修，不陸整正を行うこと。
　イ　二の丸庭園通路の土系舗装(現状はガンコマサ（株式会社ＹＢＫ商品を使用）)は，
既存の不良箇所を撤去し，路床整正した後に新たに土系舗装すること。
ウ　東大手門入口付近，事務所前付近，唐門前付近通路の玉砂利舗装の補修は，作業範囲の玉砂利を取り除いた後，凸凹を確認しながらバックホーの排土板等で路床整正した後，水溜りができないかの確認を行ったうえで転圧すること。玉砂利を復旧するときには，不足分を補充し均一に敷き均すこと。
エ　なお，上記作業面積の全部若しくは一部の履行がなかった場合には，履行しなかった㎡数に応じて委託料を減額する。
（15）二の丸庭園池掃除 (図面－１1参照)
　①　作業範囲
      二の丸庭園池
②　作業回数及び面積
　年１回，1,255㎡
	　作業方法及び日時

　　ア　作業時期は，7月から8月の間とし，作業日は一週間前までに指示する。二の丸庭園池　　
　　　掃除の前日午後3時頃から徐々に水をぬき始める。
　　イ　前日午後5時15分頃から動力ポンプで清政橋付近より排水口へ池の水を送り，ほぼ池の水がない状態にする。
　　ウ　池の水をぬいている時，鯉等は捕獲して内堀に放す。
　　エ　二の丸庭園池掃除当日は，午前7時頃から再度池の水ぬきをする。
　　オ　竹ほうきでヘドロをかき集める。
　　カ　ヘドロをバキュームで吸い取る。なお，作業に必要なバキューム車等の車両の調達及び費用については，請負者負担とする。（参考　バキューム車：4ｔ車　2台，2ｔ車2台）
　　キ　吸い取ったら消火栓を利用して池清掃する。
　　ク　池廻りの除草・スイレン取りをする。
　　ケ　作業が終わり次第池のひを入れ，水を入れる。
　　コ　使用した消火栓ホースは，きれいに洗い監督員の指示した場所に干すこと。
　　サ　池掃除の翌日の開城までに，池に浮いている魚の死がい等を取り除くこと。
（16）外堀藻刈り及びウキクサ処理 (図面－１2①参照)
　①　作業範囲
      外堀
②　作業回数及び面積
　　年１回（7月頃），27，650㎡　約50ｔ
③　作業方法
　　ア　本作業は，外堀に繁殖しているオオカナダモ及びウキクサ等を駆除し，乾燥させた後，城外へ搬出処分するものである。
　　イ　水草の駆除は，外堀水面で刈り取り船を用いて行い，深さ1.5mまでの水草を刈り取り，船上に揚収したのち監督員の指定する場所で陸揚げする。
　　ウ　水草の断片等が拡散しないように丁寧に作業すること。
　　エ　作業の支障となる水中の枝等については，事前に全て除去すること。
　　オ　水切り後の水草は，陸路にて京都市東北部クリーンセンターへ搬出すること。
（17）外堀ウキクサ処理 (図面－１2②参照)
　①　作業範囲
      外堀
②　作業回数及び面積
　　年１回（9月頃），7，550㎡　約2ｔ
③　作業方法
　　ア　本作業は，外堀に繁殖しているウキクサ等を駆除し，乾燥させた後，京都市東北部クリーンセンターへ搬出するものである。
　　イ　ウキクサはネット等で集める
　　ウ　ウキクサは残らないように丁寧に作業すること。
　　エ　作業の支障となる水中の枝等についても，除去すること。
（18）東側空間作業（図面－13参照）
　①　作業範囲
　　　二条城東側空間
　②作業内容
　　二条城外堀東側の人止め柵付近の芝生の芝刈り及び，サツキの刈り込みを行う。
　　ア　芝刈りは，年6回行うこと。5400㎡
イ　サツキの刈り込みは，年2回行うこと。北側1420㎡，南側280㎡
ウ　サツキ及び芝生の水やり　年2回以上（8月・9月）
エ　3週間以上降雨がない場合を水やりの目安とする。
（19）第2駐車場付近作業（図面－14参照）
　①　作業範囲
　　　第2駐車場付近
　②作業内容
　　第2駐車場付近の堀端の草刈り及びその周辺の草刈りや散策路のツバキ及び既存の生垣の剪定及び散策路周辺樹木の剪定を行う。
　　ア　草刈りは，年6回行うこと。2010㎡
イ　ツバキ・既存生垣剪定150m。
ウ　ツバキの水やりは年2回以上とし，平成３０年8月・9月で，それぞれ3週間以上，降雨がない場合を水やりの目安とする。
エ　散策路周辺樹木の剪定　年1回　55本
（20）危険木・支障木処理（図面－1５参照）
　　　来城者の安全確保，樹木の生育に支障がある樹木の伐採，枯枝剪定処理，及び国宝・重要文化財（建造物）周辺樹木，監視用外部カメラにかかる樹木の剪定及び伐採を行うものである。
　①　数量
　　　支障木伐採(10本)，高木枯れ枝剪定(20本)，
建造物周辺樹木，監視用外部カメラにかかる樹木の剪定(42本) 
　②　作業方法
　　　剪定の仕方は(4)常緑樹の剪定に準ずる。
	イチョウ夏季剪定（図面－1６参照）

清流園において，銀杏ができ始める時期(7月下旬から8月中旬)にイチョウの夏季剪定を行うものである。
　①　数量
　　　イチョウ(22本) 
　②　作業回数
　　年1回以上
　③　作業方法
　　　剪定の仕方は(4)常緑樹の剪定に準ずる。
　
	清流園の芝生，茶垣等植替え（図面－1７参照）

清流園の庭園部分において芝生の補植，茶垣の植替え，杉苔張りを行うものである。
  ①　数量
　　　芝生の植替え（高麗芝）400ｍ２
茶垣の植替え（チャノキ植栽）250株(生垣支柱含む)，
杉苔張り（杉苔，黒土，京都府内産）10ｍ２
	作業回数

　　年1回以上
	作業方法

芝生，茶垣の植替え，杉苔張の時期，場所については監督員の指示に従って作業を行うこと。
4　その他の業務
本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合，又は，本仕様書に明記がなく，本業務遂行に必要な事項が生じた場合は，二条城事務所とその都度協議の上対応すること。
5　業務の報告，完了
(1) 業務の報告
受託者は，二条城事務所の求めに応じ，業務の進捗状況をその都度報告すること。また，業務が完了したときは，書面にて遅滞なく二条城事務所に報告すること。
(2) 成果物
作業完了時には以下のものを提出すること。
① 作業日報(天候，作業内容，作業人工，作業した場所及び累積人工等記入。) 　1式
② 工事写真帳(ネガは提出すること。デジタルデーターの場合は，CD-Rでデーターを焼付け提出すること。)　1式
③ 作業別人工図(二条城平面図に樹木剪定，松樹剪定，ピラカンサ生垣刈込み等の作業ごと地域別に要した人工を分かるように書き添えた図。)　1式
④ 処分伝票(写し)(ただし，自社の畑などで処分する場合には，事前に登録証，写真，場所を明確にできるような資料を提出すること。なお，3（16）(17)の業務については，処分伝票の提出を必須とし，他での処分は認めない。) 1式
　特に，クリーンセンターで処分する藻の処分伝票は，合計50ｔ以上を必須とする。
⑤ 京都市指定請求書  2枚
⑥ 完了届  2枚

6　委託料の支払い
(1) 前金払い
受託者は，業務委託契約後，前払い金の支払いを請求することができる。ただし，前払金額は委託料の3割以内とする。
(2) 完了払い
受託者は，京都市による完了確認検査に合格し，成果物を京都市二条城事務所に引き渡したときは，京都市元離宮二条城事務所に対して委託料の支払いを請求することができる。

