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和泉市信太山丘陵里山自然公園管理運営及び活用手法検討業務委託（R4.7～R6.7） 

 

仕様書 

 

 

1. 運用 

本仕様書は、和泉市（以下「発注者」という）が委託する和泉市信太山丘陵里山

自然公園管理運営及び活用手法検討業務委託（R4.7～R6.7）（以下「本業務委

託」という）に適用する。 

2. 業務の目的 

和泉市では、「和泉市信太山丘陵市有地保全・活用基本構想」（以下「基本構想」

という）を平成 27 年 2 月に策定し、信太山丘陵里山自然公園計画地について里山

的環境と生物多様性を公民協働で守り育て、市民の憩いの場、自然体験の場、環境

学習の場として活用できる都市緑地（都市林）の整備を進めていくものとし、平成

31 年 4 月に 15.6ha を信太山丘陵里山自然公園として都市計画決定している。 

整備にあたっては、和泉市信太山丘陵里山自然公園協議会（以下「協議会」とい

う）を設立し、公民協働の環境保全活動、公園の整備計画や維持管理の方向性等を

検討・協議していくものとしている。 

本業務では、協議会に係る活動や講座等の運営補助業務に加えて、令和 6 年度の

一部開園に向けた管理運営ガイドラインをはじめとした水準書及び手引書案等の検

討・作成をすすめていくとともに、開園を見据えた広報活動の実施や各種イベント

等の企画・実践などを行うことを目的とする。 

3. 受注者の義務 

受注者は、契約の履行にあたっては本業務の意図および目的を十分理解した上で、

本業務を実施するように最高の技術を発揮しなければならない。 

4. 履行期間 

契約締結日から令和 6 年 7 月 31 日までの期間とする。 

5. 管理技術者及び担当技術者 

管理技術者は、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に基づく技術士（建設部門

「都市及び地方計画」又は総合技術管理部門「都市及び地方計画」）もしくは RCCM

（造園）の資格を有する技術者でなければならない。なお、担当技術者には技術士

法（昭和 58 年法律第 25 号）に基づく技術士（建設部門「都市及び地方計画」又

は総合技術管理部門「都市及び地方計画」）もしくは RCCM（造園）（建設部門）の

資格を有する技術者を配置すること。 
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6. 業務対象地 

・ 業務対象箇所  ： 和泉市信太山丘陵里山自然公園 

・ 業務対象地面積 ： 約 15.6ha 

7. 業務の内容 

本業務委託においては、和泉市信太山丘陵里山自然公園協議会での意見集約を行

い、それを反映した業務遂行を行うものとする。 

（１）総会（2 回【R5 年度、R6 年度 各１回】）の運営補助 

①総会の資料作成 

総会で必要な資料を作成する。 

②総会の運営補助 

総会に参加し運営を補助する。 

（２）企画運営会議（4 回程度【R4 年度 2 回、R5 年度 2 回】）の運営補助 

①企画運営会議の資料作成 

企画運営会議で必要な資料を作成する。 

②企画運営会議の運営補助 

企画運営会議に参加し運営を補助する。 

③関係部署等との協議資料の作成 

関係する庁内会議や会長等に対する事前説明、資料作成等に係わる補助作

業を行う。 

（３）環境保全活動の実施補助 

（履行期間中 46 回程度【R4 年度 16 回、R5 年度 22 回 R6 年度 8 回】） 

   ①環境保全活動への参加（平日活動含む） 

現地での環境保全活動や活動前後のミーティング等に参加し、活動した内

容を記録する。 

②環境保全活動に関する資料作成及び報告 

活動関係の資料作成等に係る補助作業及び活動内容の報告を行う。 

（4）利用調整会議の運営補助 

（履行期間 27 回程度【R4 年度 10 回、R5 年度 13 回 R6 年度 4 回】） 

①利用調整会議の資料作成 

環境保全活動、保全管理講座などに関する利用調整会議の資料を作成する。 

②利用調整会議の実施補助 

  資料説明、記録、報告などを行う。 

     ※利用調整会議（保全活動ミーティング）は、原則として環境保全活動のあ
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った日の午後に行う。 

     ※利用調整会議（事業計画ミーティング）は、原則として企画運営会議の事

前に行う。 

（5）保全管理講座の実施補助（8 回程度【R4 年度 4 回、R5 年度 4 回】） 

①保全管理講座の内容検討 

公園づくりや環境保全活動の担い手となる市民などの育成を目的として、

計画地の環境やその保全、公園づくりの方法、安全管理等に関する講座につ

いて、実施案を検討する。また、当公園の魅力をより知って頂き、愛着を持

ってもらえるような内容となるようにプログラムの提案を行う。 

②保全管理講座の実施補助 

講座の開催に向け資料を作成し、講座の開催、運営、記録、報告などを実

施する。 

※講座の開催、運営等に伴う費用を含むものとする。又、開催場所は基本

現地で行うため、会場のレンタル費は含まれない。 

（6）公園管理運営ガイドラインの作成 

公園開園後、管理者が取り組む「維持管理」「運営管理」「公民協働」の指針

や指標となるよう、公園管理運営ガイドラインを作成する。 

特に西側エリアについては、今後作成する公園管理運営水準書の基礎資料と

なるよう、以下について検討する。 

①維持管理 

開園区域の公園実施設計図をもとに、管理者が行う維持管理の内容や、公

民協働による維持管理の内容を検討する。その際、対象となる場所やその面

積、管理数量、頻度などを整理するとともに、公民協働による維持管理の範

囲について検討する。 

②運営管理 

個人・団体などを対象とした公園利用の受け入れに関する内容を検討する。

その中で、管理者が行う公園利用プログラムと、公民協働によるプログラム

の内容を整理・検討したうえで、これまでの公園協議会の活動実績を踏まえ、

公園利用者が参加できる実施内容や年間スケジュールなどを検討する。 

③開園後の公民協働の活動を取り入れた管理運営体制  

信太山丘陵里山自然公園協議会や市民、ＮＰＯ・活動団体、企業、学校な

どを対象とした維持管理や利用プログラムを活用すべく、コーディネーター

の配置や連携体制等に関する具体的な管理運営体制について検討する。 

 

 



4 

 

（7）管理運営水準書案の作成  

開園時に必要な管理運営水準書の基礎資料となるように、市民・ＮＰＯ、団体、

企業などによる公園利用や環境保全活動などの維持管理内容について検討を行

う。また、公園協議会の取組の実績を踏まえ、「維持管理」「運営管理」「公民協

働」についての具体的な内容を検討し、管理者が行う維持管理範囲も含めた公園

全体の管理水準書案として取りまとめる。 

（8）公民協働の管理運営の実践  

本公園における公民協働による維持管理及び、プログラム運営を行う部分に

関し、市民・ＮＰＯ、団体、企業などによる公園利用や環境保全活動などにつ

いての検討を行い、公民協働の管理運営計画に基づいたオープニングイベント

の企画検討およびプレイベントの開催を行う。なお、検討する場については「利

用調整会議」とする。 

① 公民協働によるプレイベントの実施補助及び市民等へのＰＲ 

すでに散策できる西側エリア等を活用し、公園協議会が取組む公民協働のプ

レイベントの実施補助や信太山丘陵市有地のプロジェクトの趣旨、環境保全活

動等の取組について、市民・ＮＰＯ、企業、学校などへのプロモーション活動

を継続する。 

②オープニングイベントの企画検討およびプレイベントの開催 

公園協議会とともに、令和６年度の公園開園時のオープニングイベントの企

画を公園協議会とともに検討し、イベント実施計画書としてとりまとめる。ま

た、あわせて 令和 5 年度に実施するプレイベントを企画し、開催の補助を行

う。 

（9）公民協働による維持管理部分に関する各種手引書の作成 

本公園における公民協働による維持管理及び、プログラム運営を行う部分に

関し、これまでの公園利用の促進に向けた取組及び、維持管理のための環境保

全活動の実績をとりまとめ、以下の手引書に案を作成する。 

〇環境保全活動実施手引書 

〇プログラム運営手引書 

〇自然観察会運営手引書（※管理者が行う場合も想定する） 

〇里山講座運営手引書（※管理者が行う場合も想定する） 

（10）広報・PR  

開園時に向けた広報・PR について以下の内容を検討する。 

①ホームページの立ち上げ 

将来的に信太山丘陵里山自然公園専用のホームページを開設できるよう、

公園の理念や活動内容について紹介する。また、環境保全活動や里山講座、
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観察会などのプログラムに関する情報提供や参加募集などをできるように

する。 

② 公園パンフレットの原稿作成 

   令和 6 年度に開園する西側エリア及び東側エリアを含めた公園パンフレ

ットの原稿を作成する。なお、作成にあたっては、これまで調査した動植

物などデータや環境保全活動内容、モニタリング調査結果などを活かすこ

と。 

③ 掲示板等の作成 

園内マップやルート案内及び、動植物等の情報発信に関する掲示板等を作

成し、開園までの散策利用者等への周知を図る。また、その中で QR コード

など、ICT の活用も検討する。 

 

（11）打合せ協議等 

各年度の打合せ協議は、業務着手時、中間時（2 ヶ月に 1 回程度）及び納品

時を原則とする。本業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は常

に密接な連絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、打合せの際相互に確認

するものとする。受注者は、発注者との打合せを行った場合又は電話･電子メ

ール等で連絡を取った場合は、その都度打合せ記録簿を作成し、担当者に提出

するものとする。 

  （12）その他 

本公園は、令和 6 年度中に第１期エリア開園（最短）を予定しており、状況

に応じて計画時期を見据えたスケジュール表の作成及び整備の実施を行う。ま

た、年間を通して使用するための仮設トイレの設置を行い、利用状況の把握及

びメンテナンスに係る管理･調整を行うこと。 

※仮設トイレについては、1 基設置を行うものとする。 

設置個所及び期間に関しては、監督員の指示のもと行うものとする。 

汲み取り及び清掃は月 1 回程度行うものとする。 

8. 成果品 

計画の内容や検討経緯などをわかりやすく報告書として整理し、成果品として以

下の内容を取りまとめ、A４サイズのドッジファイル製本にて納品する。納品部数

は 2 部とする。 

・報告書 

・上記のデータを収録した電子データファイル 

（データファイルについては、Ｍicrosoft Office シリーズ、Adobe illustrator 
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  CS2、AutoCAD2010 など市の保有するソフトウェアで取り扱うことのでき

る形式により納品するものとする。） 

9. その他 

全体のスケジュール 

令和 4 年 7 月初旬頃～令和 5 年 3 月末頃まで仮設トイレを設置 

※拠点施設の工事の進捗や協議会員との協議により上記のとおりでない場合もあり 

令和 4 年 10 月中旬頃 第 1 回企画運営会議 

令和 5 年  3 月中旬頃 第 2 回企画運営会議 

令和 5 年  6 月初旬頃 総会 

令和 5 年 10 月中旬頃 第 1 回企画運営会議 

令和 6 年  3 月中旬頃 第 2 回企画運営会議 

令和 6 年  6 月初旬頃 総会 

 

※HP に保全活動や総会・企画運営会議の議事録等を掲載していますので、ご参照下さ

い。 


