
神戸学園南地区 平成 28年度環境影響評価事後調査業務

特記仕様書

第１条  目 的

  本業務は、独立行政法人都市再生機構が施行する神戸国際港都建設事業学園南土地区画整理事業の

完了に伴い、「神戸市環境影響評価等に関する条例」第 29 条に規定される事後調査計画書に基づき事

後調査を行い、調査結果を整理し、環境保全目標との適合状況について比較し検証を行うこと、及び

神戸市環境影響審査会において指摘された事項の検証等を行うこと、並びに貴重生物を保全する団体

の育成を目的とする。

   

第２条  適 用

本業務を実施するにあたっては、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）の定める契

約規則及び「神戸市環境影響評価等に関する条例」、「神戸国際港都建設計画学園南土地区画整理事業

（神戸学園南地区の整備）環境影響評価書（平成 12年 12月）兵庫県」、「神戸国際港都建設事業学園

南土地区画整理事業（神戸学園南地区の整備）事後調査計画書（平成 15 年 2 月）」、並びに本特記仕

様書によるほか監督員の指示による。

第３条  業務の範囲

  本業務の範囲として、別紙「位置図」に対象区域を示す。

第４条  履行期間

  本業務の履行期間は契約締結日の翌日から平成 28年 12月 20日までとする。

第５条  業務計画書

  請負者は、契約締結後 15日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

  業務計画書には下記事項を記載するものとする。

   ・業務概要            ・調査内容

   ・業務工程            ・成果品の内容、部数

・打合せ計画           ・業務実施体制

  ・使用する主な図書及び基準    ・連絡体制（緊急時含む）

  ・その他（特記事項）

第６条  提出書類

  請負者は、下記に定める書類を機構に提出するものとする。

   ・契約締結後 10日以内（各３部）

    (1)着手届  (2)管理技術者届及び経歴書 (3)工程表  (4)請負代金内訳書

   ・業務完了後（各３部）

    (1)完了届  (2)引渡書  (3)完了払請求書  (4)納品書





第７条 作業内容

１．平成 28年度事後調査

調 査 項 目 詳 細 内 容 調 査 範 囲 調 査 方 法 時  期

① 大気質 交通量・走行速度
舞子多聞線と学園多

聞線の 4箇所

時間毎に交通量及び走行速度の現地調査を行い、

評価書の予測結果等と比較検討する。
1回（24時間）

② 騒音・振動 騒音・振動

上記の内舞子多聞線

と学園多聞線の 2 箇

所

時間毎に交通量及び走行速度の現地調査を行い、

評価書の予測結果等と比較検討する。

上記交通量、走行速度調査と同時に行う。

1回（24時間）

③ 植物 モニタリング調査

（水辺空間の水質、

移植後の生存個体数

の確認等）

【別紙参照】

学園南緑地内

①環境調査：移植先の現地調査にて行う。

②施設調査：造成緑地・造成法面の緑化の状況を

写真撮影等により行う。

モニタリング調査結果は、その後の保全緑地内

の移植地及び水辺空間の管理に反映させるととも

に、施設調査は、環境保全目標と照合し、適合状

態について検討する。

①環境調査：2回

②施設調査：1回

④ 動物

⑤ 生態系
植生調査及びチョウ

類のライセンス調査

学園南緑地内及び学

園南緑地周辺区域内

植生：区域内の現況保全緑地に係る造成地との林

縁部の 1 箇所で、林縁部から林内にかけての環境

の変化に伴う消長の状況を把握する。

チョウ類：土地利用区分ごとに、区域内で調査ル

ートを設定し、一定の速度で歩きながら、出現し

たチョウ類の種、個体数、時刻及び環境を記録す

る。

植生：１回（６～８月）

チョウ類調査：１回（６～９

月）

⑥ 地球温暖化
造成緑地・造成法面

の緑化の状況等
事業区域内

造成緑地、造成法面について、写真撮影により緑

化の状況を確認する。
1回

⑦ 水質状況調査

水質調査（PH,ｸﾛﾛﾌｨﾙ
a,DO,T-N,T-P）
藻類光合成室内観

測,

事業区域内外の山田

川及び支流の 9地点

山田川の PH 上昇について開発との相関を検証す

るため、適切な箇所での水質調査及び原因が有力

視されている藻類の光合成の影響を図るため、室

内で現地の水・藻類を用いて遮光及び日光を当て

3時間ごとの PH測定を行う。

水質調査：4回（季節ごと）

室内実験：1 点を選び 1 回（12
時間）

⑧ H27・28事後調査結果のとりまとめ

平成 27・28 年度環境影響評価事後調査報告書作成に必要な資料・データ

収集を行い、平成 27 年度学園南緑地生物調査の結果および都市再生機構

より提供する報告書作成のための基礎資料を合わせて整理、とりまとめを

行う。なお、最終報告書とするためまとめ方等を市と調整を行う。

H27.6～H28.11



２．平成 27･28年度環境影響評価事後調査 報告書作成

   ・平成 27･28年度環境影響評価事後調査報告書の作成

   ・平成 27.28 年度の事後調査結果をまとめ、神戸市と協議を行い、報告書および概要書を作成する。

  ・平成 27年度環境影響評価事後調査審査会対応

神戸市審査会対応について、神戸市と協議および協議資料等の作成を行うものとする。

（２回予定）

神戸市との協議内容は請負者が打合せ記録簿を作成するものとする。

３．打合せ等

   ・業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡を取り、業務の方針

及び条件等の疑問を正すものとする。

   ・管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑問が生じた場合は、速やかに監督員と協議す

るものとする。

・上記、協議、及び打合せを行った場合は、その内容についてはその都度請負者が打合せ記録簿を

作成し、相互に確認するものとする。

第８条  使用する技術基準等

   本業務で使用する技術基準等は、次のとおりとする。

   １．関連法令等

    ・環境影響評価法

    ・神戸市環境影響評価等に関する条例

    ・兵庫県環境の保全と創造に関する条例

   ２．技術基準等

    ・環境影響評価マニュアル（事後調査編）(案)（神戸市環境局 平成 8年 11月）

・神戸市環境影響評価等技術指針（平成 13年 6月）

第９条  貸与する資料等

   本業務で使用するため貸与する関係資料は、次のとおりとする。

    ・神戸国際港都建設計画学園南土地区画整理事業（神戸学園南地区の整備）

     環境影響評価書（平成 12年 12月）兵庫県

    ・神戸国際港都建設事業学園南土地区画整理事業（神戸学園南地区の整備）

     事後調査計画書（平成 15年 2月）

    ・神戸学園南地区 環境影響評価事後調査報告書（過年度報告書）

    ・神戸学園南地区 平成 27年度学園南地区学園南緑地生物調査資料一式

    ・その他資料

第１０条  成果品

  １．提出する成果品（電子データ含む）は、次のとおりとする。

① 平成 27･28年度事後調査結果資料 ： 一式

② 平成 27･28年度環境影響評価事後調査業務報告書 ： ２部（A4版）

③ 平成 27･28年度環境影響評価事後調査報告書（審査会用） ： ６部（A4版）

④ 平成 27･28年度環境影響評価事後調査概要書（審査会用） ：５４部（A4版）

⑤ その他監督員が指示したもの。

   なお、上記③、④の納入時期は監督員と協議のうえ決定する。

２．本業務に使用するＯＳは「Windows 形式」とし、ワープロソフトは「Word 形式」、表計算ソフ

トは「Excel 形式」とし、成果品に関するデータは電子媒体に保存し提出するものとする。電子

媒体については監督員と協議し決定する。

    その他、成果データにおける疑義等については、監督員と協議し決定する。

第１１条 誤謬

    本業務の成果品の引渡し後といえども、成果品等に誤謬が発見された場合は、請負者の責任にお

いて補正するものとする。



第１２条 下請負等

  １．契約書第４条第１項に規定する「主体的部分」とは、次の各号に揚げるものをいい、請負者は、

これを再委託することはできない。

    ・総合調整マネジメント  ・設計業務等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  ・解析業務における手法の決定及び技術的判断  ・設計の中核となる図面等

の作成  ・打合せ等  ・成果物の照査

  ２．請負者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作などの簡

易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

  ３．請負者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なけ

ればならない。

  ４．請負者は、設計業務等を再委託に付する場合は、書面により協力者との契約関係を明確にしてお

くと共に、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施し

なければならない。

    なお、協力者は、都市機構の建設コンサルタント業務指名競争参加資格者である場合は、指名停

止期間中であってはならない。

第１３条 業務カルテの作成

    請負者は、業務請負代金額１００万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス

（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、(一財)日本建設情

報総合センターにフロッピーディスクにより、又は公衆回線を通じてオンラインで提出するととも

に、(一財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなけれ

ばならない。提出の期限は、以下のとおりとする。尚、業務カルテの作成にあたっては、別に定め

る「テクリス登録要領」を参考とする。

    ① 受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内とする。

    ② 完了時登録データの提出期限は、業務完了後１０日以内とする。

    ③ なお、履行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日

以内に変更データを提出しなければならない。

第１４条 業務成績評定

    本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付

与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。

第１５条 不当要求等を受けた場合の報告

    契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出

又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を

受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実を

報告すること。

以 上



【別紙】動物・植物調査及び地元保全団体の育成について

１．保全緑地に自生している貴重動植物及び移植試験を行った貴重植物のモニタリング調査

過年度に保全緑地内に移植試験（本移植）を行った貴重動植物および保全緑地内に自生している貴

重動植物について生育調査を行う。（調査：２回）

対象種はヒメカンアオイ、ミズギボウシ、ミズユキノシタ、ヒメコヌカグサ、キキョウ、ウキクサ、

ヒメガマ、メダカ、カスミサンショウウオ、ヌマガヤ、カキラン、トウカイコモウセンゴケとする。

調査時期及び個体数は下表参照。

１～５．調査時期・調査内容

対象種 調査時期 保全緑地個体数

ﾄｳｶｲｺﾓｳｾﾝｺﾞｹ ５～９月 H25年度移植試験後 17

ﾋﾒｶﾝｱｵｲ ３～４月
保全緑地自生

H17年度移植試験後
270

ﾐｽﾞｷﾞﾎﾞｳｼ ６～９月 H21、H22年度移植試験後 62

ｶｷﾗﾝ ５～８月 H18年度移植試験後 12

ﾐｽﾞﾕｷﾉｼﾀ ５～９月 H18年度移植試験後 165

ﾋﾒｺﾇｶｸﾞｻ ５～６月
H18 年度本移植

(H21 調査時１個体確認)
0

ﾇﾏｶﾞﾔ ８～10 月 H17年度移植試験後 20

ｷｷｮｳ ５～８月
H18､H21､H22年度

移植試験後
27

ｳｷｸｻ ７～８月 保全緑地自生 群落

ﾋﾒｶﾞﾏ ５～10 月 保全緑地自生 群落

ﾒﾀﾞｶ 適宜 H26年度調査時 群生

ｶｽﾐｻﾝｼｮｳｳｵ ３～7 月 H26.6 幼生多数確認 多数

※個体数は平成27年3月時点の概数、保全緑地における貴重種の保全作業面積：約2,600㎡

２．ヘイケボタル保全対策

事業区域内に生息するヘイケボタルについて、以下の作業を行う。（実施時期：６月～７月）

  ①生息調査 ： 生息域（中ノ池付近：約5,700㎡、学園南緑地：約2,600㎡）のヘイケボタル

の生息状況について、定量的に調査する。（２回）

②避難移植 ： 生息域のヘイケボタルを捕獲して人工繁殖（２齢幼虫まで）を行い適切な箇

所へ放流する。

規模：成虫30匹(うち、15匹は雌とする)を人工繁殖する。

なお、人工繁殖及び放流は下記の保全団体が行う。

３．舞多聞地区保全団体への保全技術等の継承

  舞多聞地区に創設された舞多聞の自然環境維持保全活動団体「(1社)舞多聞エコ倶楽部(以下エコ倶

楽部)」（第143回神戸市環境影響評価審議会に報告済み）に対し、舞多聞に生存生息する貴重生物

等の維持保全技術及び調査観察等の技術を、研修会を実施することにより継承する。

① 事後調査実地研修会

事後調査③植物④動物⑤生態系の現地調査時に当該団体を同行(1～2名)させ実地研修を行う。

② 貴重種及び環境維持保全のための研修会の実施

5回程度、半日の日程で現地の維持管理活動及び座学としての講義を実施。

内容や開催時期等はエコ倶楽部役員と事前に調整し、年間計画書を作成し、実施する。

（1回に5～20人程度が参加予定）

研修会に活用するパネル3枚を作成する。

③ 住民参加型の貴重動植物等の保全活動先進地の現地見学会（１回：20名程度）

※謝礼または入園料等含む。移動手段はＵＲ都市機構のマイクロバスを使用予定

④ 里山環境体験

住民の家族単位の参加者とツリークライミングを行い里山遊びを伝承する。また里山を上部から

観察することによって里山保全活動の啓発の動機づけを行う。（1回10人で概ね1時間×4回）



事業区域

神戸学園南地区

平成28年度環境影響評価事後調査業務 位置図

中の池

寺池川

学園南緑
学園南公園

学園多聞線

舞子多聞線

山田川

三ツ池川



業 務 概 要
　　環境影響評価事後調査

・大気、騒音、振動（交通量・走行速度の計測・騒音振動計測）

・植物、動物　（モニタリング調査）

・生態系　（植生調査、チョウ類のライセンス調査）

・水質調査　（山田川のPH計測、PH上昇原因検証調査）

・貴重種保全管理団体の育成(研修会実施）

・H27・28年度事後調査報告書の作成及び行政対応

競争参加資格確認日

工 期

位   置   図

　　　　　　　　　　　設　　計　　概    要    書

業務件名

履行場所

27-神戸学園地区　平成28年度環境影響評価事後調査業務

兵庫県神戸市垂水区

     契約締結の翌日   ～    平成28年12月20日

概算金額

入札予定日平成28年　1月　28日 平成28年　3月　9日

8,000 千円


