
 

 
令和５年度瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島） 

希少植生保全のための植生管理業務に係る業務請負条件 

 

瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島）は、ほぼ全域が環境省所管地であり、

海浜植物群落や暖帯性広葉樹林などの自然植生の観察場所として本公園の利用上重

要な地域となっている。また、島内では、特徴的な花を咲かせ利用者の目を楽しませ

る種、季観を構成する特徴的な種及び国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な

種（これらを総称して以下単に「希少植生」という）が見られ、こうした主として自

然植生で構成された景観が当該地の魅力であり、その維持は生物多様性の保全上も重

要である。 

一方、これらの希少植生は、四季により各構成種の生活史段階が移り変わるととも

に、希少種個体が植生内に点在しているため、単純で画一的な刈り取り作業では維持

ができない。 

本業務は、このような当該地の希少植生を保全し、来訪者が安全で快適に利用でき

る場とするため、園地内の適切な植生管理を行うものであり、その実施には、除草時

期毎に希少植生の生育状況を確認し、その特性を理解した上で保全に適切な配慮事項

を判断し、除草作業を行う必要がある。 

また、当該地は離島であり、大雨や強風、波浪等により渡船が運休になり、容易に交通

が遮断される環境であることから、作業員の安全確保を含めた円滑な業務履行のために

は、臨機応変に対応できる体制を有することが求められる。 

以上の観点から、請負者は下記業務請負条件にかかる確認書類を入札説明書記載の日

までに提出すること。 

 

記 

 

提出書類 

 1.組織の実績 

平成29年度以降公示日までに完了した業務において、希少植物や希少植生の保全又

は管理に係る業務の実績を１件以上有することを示す書類（業務の内容が分かる

契約書、仕様書又は報告書等の写し） 
 

 2.本店又は支店の所在 

  淡路島島内に本店又は支店を有することを示す書類 

 

２．提出期限等 
（１）提出期限 

入札説明書に記載のとおり 
（２）業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先 

     入札説明書に同じ 

別紙２ 業務請負条件 



 

（３） 提出部数 
２部 

（４） 提出方法 
入札説明書に記載のとおり 

（５） 提出に当たっての注意事項 
① 持参する場合の受付時間は、平日の１０時から１７時まで（１２時～１３時は除

く）とする。 
② 郵送する場合は、封書の表に「令和５年度瀬戸内海国立公園由良集団施設地区

（成ヶ島）希少植生保全のための植生管理業務請負条件資料在中」と明記するこ

と。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。 
③ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消し

を行うことはできない。また、返還も行わない。 
④ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指

名停止を行うことがある。 
⑤ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 
⑥ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目

的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した

業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１

１年法律第４２号）に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報（個人

情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合

がある。 

 

３．審査結果の回答 
入札説明書に記載のとおり 

 

 

以上  

 

 

 

  

 

  



 

（別添様式） 

 

令和  年  月  日 
支出負担行為担当官 
近畿地方環境事務所総務課長 殿 

所 在 地                 
商号又は名称                
代表者氏名               印 

 
 

令和５年度瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島） 
希少植生保全のための植生管理業務に係る業務請負条件資料の提出について 

 
 
標記の件について、次のとおり提出します。 
 

 平成 29 年度以降公示日までに完了した業務において、希少植物や希少植生の保全

又は管理に係る業務の実績を１件以上有することを示す書類（業務の内容が分か

る契約書、仕様書又は報告書等の写し） 

 淡路島島内に本店又は支店を有することを示す書類 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当者） 
所属部署： 
氏  名： 
TEL/FAX： 
E-mail： 



別添１ 

  

契   約   書 

 

 

 支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 ○○ ○○ （以下「甲」という。）

は、                     （以下「乙」という。）と令和５年

度瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島）希少植生保全のための植生管理業務

（以下「業務」という。）について、次の条項により契約を締結する。 

 

 

（契約の内容） 

第１条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 

 

（契約金額） 

第２条 契約金額は金        円(うち消費税及び地方消費税の額     円）

とする。 

 

（履行期間及び履行場所） 

第３条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。 

  履行期間 契約締結日から令和６年２月２３日 

    履行場所 仕様書のとおり 

 

（契約保証金） 

第４条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

 

（再委任等の制限） 

第５条 乙は、業務の処理を他人（乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２

条第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）に委託し、又は請け負わせ

てはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（監督） 

第６条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 

２ 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 

 

（検査及び引渡し） 

第７条  乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面によ

り甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から１０日以内に検査を行い、検査に合格

した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならな

い。 

３ 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな

い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日

から起算する。 



 

（契約金額の支払い） 

第８条 乙は、前条第２項の検査に合格したときは、契約金額（この契約の締結後、契約

金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。）の支払いを請求するも

のとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内（以下

「約定期間」という。）に契約金額を支払わなければならない。 

 

（支払遅延利息） 

第９条  甲は、第８条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の

日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延

に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額

を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないこと

が、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期

間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 

 

（仕様書等の変更） 

第１０条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様

書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるとき

は履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。 

 

（業務の中止） 

第１１条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、

乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除するときは、第７条から９条までの規定に準じ精算する。 

 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は

一部を解除することができる。 

一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがない

と認められるとき。 

二 乙が第５条、第１９条又は第１９条の２若しくは第２０条の規定に違反したとき。 

三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の

職務の執行を妨げたとき。 

四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約

を解除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害



を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき。 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

３ 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催

告することなくこの契約を解除することができる。 

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

（再受任者等に関する契約解除） 

第１３条 乙は、契約後に再受任者等（再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同

事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手

方をいう。以下同じ。）が第１２条第２項及び第３項の一に該当する者（以下「解除対

象者」という。）であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除

し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任

者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任

者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講

じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 

 

（違約金等） 

第１４条 甲が第１２条又は前条第２項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合

は、乙は契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に

支払わなければならない。 

２ 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の１００分の１０に相当する額

を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

 二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

 三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約

金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」



という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止

法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」と

いう。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に

対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当

該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、こ

の契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行とし

ての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分

野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命

令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札

（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも

のであるとき。 

四 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

４ 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経

過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を甲に支払わなければならない。 

５ 第１項、第２項及び第３項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超え

る場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 

 

（損害賠償） 

第１５条 甲は、第１２条又は第１３条第２項の規定によりこの契約を解除した場合は、

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

 

（表明確約） 

第１６条 乙は、第１２条第２項及び第３項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第１７条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとと

もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要

な協力を行うものとする。 

 

（担保責任） 

第１８条 甲は、第７条の規定により引渡しを受けた後１年以内に契約の内容に適合しな

いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に

支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。 



 

（秘密の保全） 

第１９条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の

目的に利用してはならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１９条の２ 乙は、甲から預託された個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その

他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情

報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。）

及び特定個人情報（マイナンバー（個人番号）をその内容に含む個人情報をいう。）（以

下、「個人情報」という。）については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなけ

ればならない。 

２ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に

甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のため

に必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等

が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更

及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする（以下、承認を得た再受

任者等を単に「再受任者等」という。）。 

３ 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なけ

ればならない。 

４ 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派

遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 

５ 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものと

する。 

６ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合

はこの限りでない。 

一 甲から預託された個人情報を第三者（前項記載の書面の合意をした再受任者等を除

く。）に提供し、又はその内容を知らせること。 

二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的（特に明示がない場合は

本契約の目的）の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 

三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙（再受任者等があるときは再受任者等を

含む。）の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。 

７ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び

実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について

定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個

人情報の適切な管理（再受任者等による管理を含む。）のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

８ 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、

所属の職員に、乙（再受任者等があるときは再受任者等を含む。）の事務所、事業場等

において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等

の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 

９ 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及

び電子媒体（これらの複製を含む。）が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は

破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃



棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別

段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 

１０ 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に

違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止

等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、

復旧等の措置及び本人（個人情報により識別されることとなる特定の個人）への対応等

について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・

対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 

１１ 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人

情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び行政手

続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従う

ものとする。 

１２ 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報（甲

から預託された個人情報を含む。）の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係

る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償

の責めを負う。 

１３ 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又

は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約

が終了した後であっても、なおその効力を有する。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第２０条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を

得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及

び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融

機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の

効力は、甲が、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２に基づ

き、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第２１条  この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲

乙協議して解決するものとする。 

 



 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

   令和５年 月 日 

 

 

     甲  住 所    大阪府大阪市北区天満橋１－８－７５ 桜ノ宮合同庁舎４階 

         氏 名    支出負担行為担当官 

                 近畿地方環境事務所総務課長 ○○ ○○      印 

 

 

 

          乙    住 所   

           氏 名   

                          印 



 

別添２ 

令和５年度瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島） 

希少植生保全のための植生管理業務 仕様書 

 

１．業務の目的 

  瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島）は、ほぼ全域が環境省所管地であり、

海浜植物群落や暖帯性広葉樹林などの自然植生の観察場所として公園利用上重要な

地域となっている。また、島内では、特徴的な花を咲かせ利用者の目を楽しませる種、

季観を構成する特徴的な種及び国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種（こ

れらを総称して以下単に「希少植生」という。代表的な種について別紙２参照。）が見

られる。 

本業務は、このような当該地の希少植生を保全し、来訪者が安全で快適に利用でき

る場とするため、園地内の適切な植生管理を行うものである。 

 

２．業務の内容 

（１）業務対象地域（作業実施位置） 

兵庫県洲本市由良町由良（成ヶ島）（別紙１参照） 

 

（２）作業内容 

   環境省神戸自然保護官事務所担当官（以下「担当官」という）と詳細を調整の上、

以下の作業を実施する。 

①希少植生の生育状況を確認し、その保全に適切な配慮事項を判断した上で刈払機

による除草（水路沿いのヨシを含む）作業を行う（作業実施位置は別紙１参照）。

なお、各作業位置での作業間隔を原則として 1か月程度あけるものとし、全体の

作業スケジュールについて業務開始時に担当官の承諾を得ること。 

歩道沿いについては、歩道（総延長 1,400ｍ、幅員 2ｍ）に侵入している植物を

作業対象とし、歩道に隣接する草地、林地等への踏み込みは必要最低限に留める

こと。また、舗装された歩道上に散乱している小石、落ち葉や枝を歩道上から除

去すること。 

②除草作業の対象範囲は、山上広場、平野部野草広場、平野部芝生広場、歩道沿い

とし、それぞれの作業面積及び回数は以下のとおり。 

   

作業位置 作業対象面積 作業回数 合計作業面積 

山上広場 2,000 ㎡ 5 回 10,000 ㎡ 

平野部野草広場 10,000 ㎡ 3 回 30,000 ㎡ 



平野部芝生広場 3,200 ㎡ 5 回 16,000 ㎡ 

歩道沿い 2,800 ㎡ 3 回 8,400 ㎡ 

 

③刈り払った雑草等の廃棄物は、担当官の指示に従い、成ヶ島内の目立ちにくい場

所へ運搬及び残置し、写真（残置前・後）を提出すること。 

 

（３）作業の要件 

①作業場所である成ヶ島は、土日祝日は利用者が多いため、原則として作業は平日

に行うこと。 

②作業場所である成ヶ島は離島であり、通常の交通手段は成ヶ島渡船（定期運航

日：月、金、土、日）のみであるが、不定期に運休するため、本業務実施にあた

っては渡船業者と連絡を密に行うこと。 

③成ヶ島渡船に載せることができる機械は、肩掛式草刈機やブロアー等の人が持っ

て使用する小型の機械程度であり、手押し式草刈機等自走する機械は渡船に載せ

ることができない。また、一般の利用客への配慮も必要であることから、機械の

運搬にあたっては事前に渡船業者と調整すること。 

④作業場所である成ヶ島には、近畿地方環境事務所が所有する自走式草刈機（ホン

ダ UM2460）が 1 台、刈草等の運搬に使用する大型クローラ運搬車（アテックス

社大型乗用クローラ XG850DM）が 1台あり、これを無償で貸与することができる。

利用する場合、燃料は受注者負担となる他、故意又は過失により貸与品が滅失若

しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内

に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しな

ければならない。 

⑤除草作業時には、以下の実績を有する者を配置し、希少植生の生育状況の確認、

その保全に適切な配慮事項の検討を行うとともに、除草作業を管理すること。 

・希少植物や希少植生の保全又は管理に係る業務 

 

３．業務履行期限 

契約締結日から令和 6年 2月 23 日（金）まで 

 

４．成果物  

 受注者は、業務の開始時に業務計画書（工程表、作業体制等）を担当官に提出し、

確認を受けるとともに、業務結果の詳細（日付、作業時間、作業人員）がわかるも

の及び各作業箇所における作業前後の写真（作業成果がわかるもの）を添付した報

告書を下記に提出すること。 

紙媒体：報告書 2 部（Ａ４版 200 頁程度） 



提出場所：環境省神戸自然保護官事務所（神戸市中央区海岸通 29 神戸地方合同庁舎７F） 

 

５．その他 

（１）請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、

あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指

示に従うこと。 

 

（２）成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償

で速やかに必要な措置を講ずること。 

 



別紙１・作業位置図

歩道①

歩道②

歩道③

歩道④

山上広場

平野部芝生広場
（柵の裏側も可能な範
囲は実施すること）

平野部野草広場
（マツの下、ネットの裏側も可能な範囲は
実施すること）

作業場所 面積 作業回数

山上広場 2000㎡ 5回

10000㎡ 3回

3200㎡ 5回

歩道沿い（①～④） 2800㎡ 3回

歩道沿い距離内訳

歩道① 280m

歩道② 210m

歩道③ 385m

歩道④ 525m

合計 1400ｍ



種名 備考

1 クスドイゲ 特徴的な形態で利用者の目を楽しませる種

2 フサスゲ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

3 フウトウカヅラ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

4 メハジキ 季観を構成する特徴的な種

5 オニユリ 季観を構成する特徴的な種

6 ヤブカンゾウ 季観を構成する特徴的な種

7 スイセン 季観を構成する特徴的な種

8 ツルボ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

9 オギ 季観を構成する特徴的な種

10 クララ 特徴的な花を咲かせ利用者の目を楽しませる種

11 ススキ 季観を構成する特徴的な種

12 ハマダイコン 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

13 ハマボウ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

14 ハマウド 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

15 コナミキ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

16 アイアシ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

17 ハママツナ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

18 ホソバハマアカザ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

19 ハマオモト 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

20 ハマサジ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

21 ウラシマソウ 特徴的な形態で利用者の目を楽しませる種

22 ハマウツボ 国内でも数が希少で生物多様性の保全上重要な種

23 カワラヨモギ ハマウツボの保全に重要な種

令和５年度瀬戸内海国立公園由良集団施設地区（成ヶ島）
希少植生保全のための植生管理業務

代表的な希少植生リスト

別紙②


