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ふれあい緑地１街区の調査・自然環境啓発業務委託仕様書 

 

第１条 目的 

当業務では、ふれあい緑地 1街区（ビオトープ）に生息する様々な生物や植生などを

季節ごとに調査し、ビオトープの現状を把握するとともに、地域やより多くの市民に

「知ってもらう」「触れてもらう」「親しんでもらう」ことをテーマとした学習会やイベ

ントなどの啓発事業を定期的に実施し、その内容や生きもの調査の結果、地域住民の意

見などから、今後の効果的な活用並びに運営管理のあり方を検討するものである。 

 

第２条 ふれあい緑地概要 

ふれあい緑地は、大阪国際空港を離発着する航空機の騒音等の著しい区域を対象

に、昭和 62 年（1987 年）に都市計画決定された大阪国際空港周辺緑地（計画面積

50ha）の利用緑地部分（約 13ha）である。平成 9年（1997 年）10 月に一部がオープ

ンした後も整備が進められ、平成 25 年度（2013 年度）にすべての整備事業が完了し

ている。 

緑地内には温水プール等のスポーツ施設、長いローラー滑り台等を備えた遊戯広

場、健康遊具を備えた広大な芝生広場があるほか、有料駐車場（3か所、合計 237 台

駐車可能）や公衆トイレ（3か所）も設置されている。 

中でも 1街区は、植栽により整備された里山ゾーンや草地ゾーン等に加えて、汲み

上げた地下水を利用した水辺ゾーン（池や水路）、水田を有するのが大きな特徴であ

る。平成 25 年度（2013 年度）末の完成以来、水辺のビオトープとして様々な植物や

昆虫、水生生物、野鳥等、多様な動物や植物にとっての生育の場となっている。 

 

第３条 適用 

本仕様書は、豊中市環境部公園みどり推進課（以下「市」という）が発注する「ふれ

あい緑地１街区の調査・自然環境啓発業務」（以下「業務」という。）に係る委託契約書

及び設計書の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図る

ためのものである。 

 

第４条 履行場所 

豊中市服部西町 5丁目 12番および利倉東 2丁目 12番他 ふれあい緑地１街区 

（約 1.1ha、本仕様書 10ページ参照） 
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第５条 業務委託期間 

業務の履行期間は、平成 31 年（2019 年）7月 1日～平成 32 年（2020 年）12 月 28 日

とする。 

 

第６条 委託料の支払い 

1． 委託料は、年度ごと２回に分けて支払うものとする。 

2． 契約金額（全期間分）のうち平成 31 年度は約 40%、平成 32 年度は約 60％を年度ごと

の期間終了後又は業務完了後に支払うものとする。 

3． 年度ごとの履行期間は、次のとおりとする。 

・平成 31年（2019 年）7月 1日～平成 32 年（2020 年） 3 月 31 日（9 か月） 

・平成 32年（2020 年）4月 1日～平成 32 年（2020 年）12 月 28 日（9か月） 

 

第７条 一般事項 

1． 業務の実施にあたっては、都市公園法をはじめとした各種関連法令・条項等を遵守す

ること。 

2． 業務を行うにあたり、業務責任者を定め、担当職員と常に連絡調整ができるよう、体

制を整えること。 

3． 業務を行うにあたり、仕様書の内容を熟知し担当職員と十分に協議を行い、誠意をも

って業務にあたるものとする。また、仕様書等に明記していないもので、業務を行う上で

必要と判断した場合は、速やかに市と協議すること。 

4． 業務中における委託者の瑕疵以外の傷害事故等については、委託者はその責任を負わ

ないものとする。 

5． 受託者の過失による施設、車両、備品等の破損については、受託者の責任において修

繕をおこなうものとする。 

6． 業務に伴って発生した廃棄物については、受託者の責任で処理すること。 

 

第８条 委託業務の内容 

以下の項目について企画、運営、実施をすること。 

 

1． 生きもの調査について 

・ふれあい緑地 1 街区全体における生物・植生等の調査を実施すること。 

・生きもの調査は、水の生きもの、陸の生きもの、鳥類など調査の主となる動植物を挙げ

て行ない、結果として種の偏りが無いよう広く調査すること。 

・業務期間中、すべての季節において実施すること。季節は概ね、春（4～6月）、夏（７

～９月）、秋（10～12 月）、冬（1～3月）（以下「季節毎」という。）を目安とする。 

・ふれあい緑地 1街区の植栽管理は、市が造園業者に委託して実施している。植栽の管理
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作業（除草、剪定等）が生きもの調査に影響を及ぼす可能性が考えられる場合は、市

にその旨を申し入れること。 

 

2． 自然環境啓発業務について 

（1）講座型自然環境学習の開催 

・生物多様性や自然環境に係る講座型の環境学習を実施すること。（履行期間中に 4 回

以上） 

・内容に偏りがなく参加者が自然環境に興味を持てるような講座を実施すること。 

・幅広い世代に対応する講座を実施すること。 

・原則、ふれあい緑地ビジターセンター（以後「ビジターセンター」と言う）を活用する

こと。 

・参加者の募集等は、受託者が行うこと。 

（2）体験型自然環境学習の開催 

・ふれあい緑地 1 街区（ビオトープ）の里山、草地、水辺ゾーン、水田等を活用した体

験型の環境学習を実施すること。（履行期間中に 6回以上） 

・幅広い世代に対応する体験学習を実施すること。 

・原則、季節毎に 1回以上実施すること。ただし、夏の開催にあたっては、小中学校の

夏季休業期間中（7月 20 日前後から 8月 24 日前後）に行うこと。 

・参加者の募集等は、受託者が行うこと。 

 

※．講座・イベント等の実施毎に実施内容を、ホームページ等の媒体を活用し、広く公

表すること（写真等、個人情報の取り扱いに配慮すること）。 

 

3． ワークショップの開催 

・ふれあい緑地 1 街区（ビオトープ）が開かれた公園として多くの市民等が利用し、ま

た、地域住民が親しみを持ち、地域コミュニティの活性化につながるような効果的な活

用・運営方法について、地域住民等とのワークショップを実施すること。（必要回数） 

・受託者が提案した企画提案書を元に、事前に市と協議のうえ、開催日時、場所、テーマ、

対象者、運営方法などを決定し、ワークショップを実施すること。 

・ふれあい緑地 1街区（ビジターセンター）以外でワークショップを開催する場合は、受

託者が場所等を確保すること。 

・ワークショップ参加者の募集は、受託者が行うこと。ただし、特定の地域住民等に対し

ては、市が参加要請等を行う。 

・ワークショップの運営にあたり、ファシリテーターなど必要な人員は、受託者が用意す

ること。 

・ワークショップの運営に必要な資料は、受託者が用意すること。なお、資料の作成にあ
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たり、市が保有し、かつ必要性が認められるデータ等については受託者からの要請に応

じて市から提供する。 

 

※．業務の連動 

・同条 1 から 3 項のそれぞれの業務を可能な限り連動させて相乗効果を発揮できるよう

検討し実施すること。 

 

4.   ふれあい緑地 1街区（ビオトープ）の広報・周知について 

・ふれあい緑地 1 街区（ビオトープ）の認知度向上及びより多くの市民等に利用しても

らうための広報・ＰＲを適宜行うこと。 

・学習会等への参加者を募るため、原則、学習会・イベント等の開催毎に広報・ＰＲを行

うこと。 

なお、市内公共施設へのチラシ配架や、市広報誌、市ホームページへの掲載が必要な

場合は、市にその旨を申し入れること。 

 

5． 今後のふれあい緑地 1街区（ビオトープ）の効果的な活用及び運営方法について 

・同条 1 から 3 項の業務実施結果などを踏まえて、ふれあい緑地 1 街区をビオトープと

して保全し、地域住民をはじめ、より多くの市民等に利用してもらえるよう効果的な

活用及び運営方法について提案すること。 

・平成 32年（2020 年）9月頃を目途に中間報告を行うこと。 

 

第９条 報告 

1． 生きもの調査に関する報告 

季節毎に生物・植生等の調査を行い、調査終了後に結果をまとめ、遅滞なく市に提出す

ること。 

2． 自然環境啓発業務（学習会等）に関する報告 

年間計画に基づき、1回毎の学習会等の実施日時・参加人数、実施内容、考察内容等に

ついてまとめ、翌月 10日までに市に提出すること。 

3． ワークショップに関する報告 

ワークショップ開催毎に参加者の意見や結果を整理し、遅滞なく市に提出すること。ま

た、本業務終了時に全ワークショップの実施内容を整理し、遅滞なく市に提出すること。 

4． ふれあい緑地 1 街区（ビオトープ）の効果的な活用及び運営方法の提案 

  前条 1～3項の実施結果及びその考察などをまとめ、その提案内容を業務終了後に遅滞

なく市に提出すること。また、平成 32年（2020 年）9月頃に中間報告を行うこと。 

5．その他、市が必要と認める事項について 

市が必要とする資料等の作成のために、受託者と臨時に協議を行った上で業務資料の
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提出を求めることがある。 

 

第１０条 成果品  

1． 業務終了後、第８条 4 項の規定による提案書及び前条の規定による報告書をまとめ、

成果品として、遅滞なく市に提出すること。 

2． 書類はすべてパイプファイル２穴Ａ４サイズ青色に収納し提出すること。 

3． 書類のサイズはＡ４サイズを基本とし、Ａ３サイズの場合はＡ４サイズに折込むこと。 

4． データを入力した電子記憶媒体も同時に提出すること。 

 

第１１条 業務実施にあたっての留意事項 

1． ふれあい緑地 1 街区内に受託者の所有する機材や備品の常設・保管をしないこと。た

だし、臨時的に保管することは可能とする。その際は事前に市と協議すること。 

2． 業務実施に係りビジターセンターの使用は可能とする。また、使用料は減免とする。 

3． ビジターセンターを使用する際は、事前に市と調整を行うこと。 

4． 業務実施に係る必要な機材等は、受託者が負担する。 

5． 業務実施に係る施設の電気、水道の使用料は市が負担する。 

6． 学習会等の実施に際し、参加者から受講料・教材費等を徴収してはならない。 

7． 事業で飲食物を伴う場合や事業に関する各種申請を必要とする場合には、事前に市に

相談し受託者が続きを行うこと。 

8． 業務を行う際、参加者や他の公園利用者等に受託者とわかるよう、名札を着用するこ

と。 

9． 業務実施の際、他の公園利用者等の妨げにならないよう配慮すること。 

10． ふれあい緑地 1街区において施設利用時間外に業務を行う時は、事前に市と調整を行

うこと。 

   利用時間（4月～9月） 7 時 ～ 18 時  ※ 7 月、8 月は、日没 

       （10 月～3月）7時 ～ 17 時 

 

第１２条 各種管理 

1. スケジュール管理について 

業務スケジュールについては年間計画表・管理方法・管理体制に基づき、適切に管

理すること。また、平成 31 年 7 月当初及び平成 32 年 4 月当初に当該年度の年間計

画表を市に提出すること。 

2. 安全管理について 

①  業務に伴う園内での焚き火や火器類の使用は不可とする。また、ビジターセンタ

ー内での火器類の使用については、事前に市に相談し調整を行うこと。 

②  業務実施中に不法投棄物や不審物等を発見した場合は、ただちに市に報告し、そ
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の指示に従うこと。 

③  業務実施中に施設の損傷や樹木類等の異常を発見した場合は、速やかに市に報告

し、その指示に従うこと。 

④  業務実施中に学習会等参加者や他の公園利用者への迷惑行為を行なう者を発見

した場合は、ただちに市に報告し、その指示に従うこと。 

⑤  業務実施に係り、風水害や地震による自然災害発生時もしくは気象警報等で災

害が予想される場合は、速やかに市に報告し、その指示に従って参加者及び業務従

事者の安全確保に努めること。 

⑥  事故、事件、火災等で緊急を要すると判断した場合は速やかに警察・消防等関係

機関へ通報し、その旨を遅滞なく市に報告すること。 

 

第１３条 個人情報の取り扱い及び守秘義務について 

1.  業務において収集した個人情報については本市個人情報保護条例の趣旨に従い、適

正に行うこと。 

2.  受託者は契約の終了と同時に、本市の指示に従い、得られた情報（個人情報を含む）

等を本市に引渡、又は破棄すること。 

3.  受託者は、業務で知りえた業務上の秘密を第３者に漏らしてはならない。契約期間満

了後もしくは契約解除後においても同様とする 

 

第１４条 不当介入に対する報告・届出等 

1.  受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領（平成

24 年 2 月 1 日制定）」の定めるところにより、暴力団員等から不当若しくは違法な要求

又は契約の適切な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断

固としてこれを拒否するとともに、本市への報告及び管轄警察署への届出（以下「報告・

届出」という。）を行うこと。 

2.  報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに本市に報告するとともに、

管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届け出るものとする。ただし、緊急を要するた

め時間的余裕がなく、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により

報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書により報告し、及

び届け出ること。 

3.  受注者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届

出を行うよう当該下請負人等に指導すること。 

4.  報告・届出を怠った場合は、当該受注者等に対し、注意の喚起を行うことがある。 
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第１５条 一括再委託等の禁止 

業務の全部または主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせないこと。なお、

「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的

判断等をいうものとする。 

 

第１６条 受託者の責務 

1. 遵守するべき法令等 

①  業務を受託するにあたり、コンプライアンス（法令遵守）の徹底は当然の責務と

なる。特に次の法令・条例等を参照し、その内容を十分に把握したうえで業務を行

うこと。 

・地方自治法 

・個人情報の保護に関する法律 

・労働関連法令（労働基準法・労働安全衛生法・職業安定法等） 

・消防法、水道法その他施設または設備の維持管理または保守点検に関する法令 

・豊中市自治基本条例 

・豊中市環境基本条例 

・豊中市環境保全等の推進に関する条例 

・豊中市個人情報保護条例 

・豊中市暴力団排除条例 

・その他業務に関わるすべての法令 

② 個人情報の保護 

前記のとおり「個人情報の保護に関する法律」「豊中市個人情報保護条例」を遵

守するとともに、個人情報保護のために必要な措置を講じること。 

③ 情報の公開 

「豊中市情報公開条例」の趣旨に則り、市民との信頼を高めるため情報公開につ

いて必要な措置を講じること。 

※ なお、本公募に対する提案書類等の市に提出された文書等についても、市の行

政情報として当該条例にもとづき公開対象となります。 

2. 人権の尊重 

①  受託者は業務の遂行に際し、人権を傷つけることのないよう留意すること。 

②  受託者は、基本的人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、履行

期間中 2回以上（前期・後期に各 1回以上）、人権啓発に係る研修を行い、その内容

を市に報告すること。 
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第１７条 豊中市暴力団排除条例の施行に伴う「誓約書」の提出 

豊中市暴力団排除条例の施行（平成２５年１０月１日）に伴い、受託者は契約金額

が５００万円以上となる元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者で

ない旨の「誓約書」の提出が必要となるので、該当する場合は提出すること。元請負人

の誓約書は、契約書提出時に提出すること。下請負人等の誓約書は、下請負契約等を締

結する際に元請負人を通じて提出すること。 

※（市の HP→入札・契約情報→入札・契約情報トピックス 参照） 

 

第１８条 その他 

1．  業務において、宗教・政治活動を目的とした活動は行わないこと。 

2．  業務の遂行に必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、委託者は契約金額以

外の費用を負担しない。 

3．  仕様書及び現場状況を十分に掌握し、不明な点があれば市に確認すること 

4．  学習会等の開催にあたり、市広報誌及び市ＨＰを活用することができる。ただし、

広報原稿については、学習会等の開催月の二ヵ月前の月初めまでに受託者が用意する

こと。また、内容については、事前に市と調整を行うこと。 

 

第１９条 備品 

  受託者は、ビジターセンターを使用する際、事前に市へ相談の上、備え付けの備品を使

用することができる。 

 

備品リスト 数量 備考 

会議机 20 台  

パイプ椅子 60 脚  

顕微鏡 2 台  

双眼鏡 1 台  

望遠鏡 1 台  

ホワイトボード 1 台  

受付カウンター 1 台  

プロジェクター 1 台  

スクリーン 1 台  

展示パネル 13 台  
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第２０条 提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式

No 
提出書類 部数 提出期日 必須 摘要 

１ 業務委託契約書 ２ 契約後１５日以内 ○  

２ 業務着手届 １ 業務着手時 ○  

３ 業務責任者届 １ 契約時 ○  

４ 
暴力団排除条例の 

施行に伴う誓約書 
１ 〃  

契約金額 500 万円 

以上の場合 

５ 再委託承諾申出書 ２ 〃  
申出用・承諾用提出 

１部（承諾用）返却 

６ 生物調査報告書 必要数 業務終了時 〇  

７ 
自然環境啓発業務 

学習会等報告書 
必要数 

学習会等実施の 

翌月１０日まで 
○  

８ 
ワークショップ 

実施報告書 
必要数 その都度 ○  

９ 
業務実施報告書 

（中間報告） 
１ 平成 32年（2020 年）9月頃 ○  

１０ 業務実施報告書 １ 業務終了時 ○ 
仕様書 第 10 条に 

記載する成果品 

１１ 
人権啓発研修 

実施報告書 
必要数 年度内 2月末まで ○ 

実施内容、日時、場

所、参加者、内容、等 

１２ 請求書 １ 
平成 31 年度：期間終了後 

平成 32 年度：業務完了後 
○ 2 回に分けて 

１３ 業務完了届 １ 業務完了後 ○ 
期間満了時の請求書に

添付すること 
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【参考】 

＜ふれあい緑地１街区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ふれあい緑地 1街区位置図＞ 


