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（別紙１）   三好市森林経営管理制度実施計画策定支援業務 仕様書 

 

第１章 総則 

（適用範囲） 

第1条  この仕様書は、三好市（以下「発注者」という。）が発注する森林経営管理制度実

施計画策定支援業務（以下「本業務」という。）について適用され，本業務を受託す

る者（以下「受注者」という。）が実施しなければならない事項を定めたものである。 

（業務の目的） 

第2条  森林の有する公益的機能は、地気球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の

涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくこ

とは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分

からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっている。 

このような現状の下、喫緊の課題である森林整備に対応するため、２０１９年４

月には森林経営管理法が施行され、森林の経営や管理の確保を図る「新たな森林経

営管理制度」の運用が開始された。本制度において市町村は、法に基づく措置とし

て、経営管理意向調査を実施するほか、その区域内の森林において経営管理が円滑

に行われるよう必要な措置を講ずるように努めることとなり、その制度運用等に係

る財源として、新たに創設された森林環境譲与税が市町村や都道府県に対して譲与

されることとなった。 

本市では、２０１９年６月に制定した「三好市森づくり条例」また２０２０年３

月に策定した「三好市森づくり基本計画」において、２０２０年度から２０２９年

度を計画期間とし、森づくりに関する基本施策“長期軸の資源基盤づくり”として、

森林ゾーニングの検討また森林経営管理制度の方向性の確定等を実行（検討）項目

として定めている。また、森林の公益的機能を発揮するための効率的な森林整備を

行うには、地域によって異なる森林・森林整備の状況等を定量的・定性的に整理し、

地域に合ったゾーニングや目標林型を設定して長期的な視点で取り組む必要がある。 

これら長期的な展望に立った協働による新たな森づくりに取り組んでいくには、

森林所有者並びに市民等の理解・協力を得ることが不可欠であり、制度運用に向け

ては本市における考え方をしっかりと整理・公表することから、意向調査並びに経

営管理等を計画的に実施していく必要がある。加えて、制度運用に係る計画書等の

作成に当たっては、市民にとってわかりやすく表現し、理解していただくことがで

きる成果物を作成することが必要となる。 

本業務では、受注事業者がもつ森林経営管理制度に関する実績やノウハウ、調査・

測量技術に関する幅広い知識と経験、専門性を活用することで、制度運用に係る具

体的な計画等を定め、地域の実態に即した森林整備を促進するものである。 
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（業務概要） 

第3条  本業務の概要は、以下のとおりとする。 

（1） 計画・準備 

（2） 資料収集 

（3） 経営管理意向調査の対象森林の抽出 

（4） 森林の所有者の確認 

（5） 経営管理意向調査の対象森林の選定 

（6） 経営管理意向調査の優先順位 

（7） ヒアリング調査 

（8） 森林経営管理制度の運用に係るコスト試算 

（9） 森林経営管理制度の実施方針（案）作成 

（10） 経営管理意向調査の実施計画（案）作成 

（業務範囲） 

第4条  業務範囲は、三好市の民有林面積 55,138ha を含む範囲とする。 

（履行期間） 

第5条  本業務の履行期間は、契約締結日から 2021 年 3月 22 日（予定）までとする。 

（関係法令等） 

第6条  本業務の実施にあたり，本仕様書に定めるほか，以下の関係法令に準拠して行う

ものとする。 

（1） 森林法（昭和 26 年 6 月 26 日法律第 249 号） 

（2） 森林法施行規則（昭和 26年 8月 1 日農林省令第 54号） 

（3） 森林経営管理法（平成 30年法律第 35 号） 

（4） 森林経営管理法施行令（平成 30 年政令第 320 号） 

（5） 森林経営管理法施行規則（平成 30年農林水産省令第 78号） 

（6） 森林経営管理制度に係る事務の手引（平成 30 年 12 月 林野庁計画課） 

（7） 林地台帳及び地図整備マニュアル（平成 28年 10 月公表、平成 29 年 3 月改訂） 

（8） 林地台帳及び地図運用マニュアル（平成 29年 3月） 

（9） 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号） 

（10） 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58 号） 

（11） 地理空間情報活用推進基本法 

（12） 地理情報標準プロファイル（国土交通省国土地理院） 

（13） 三好市森づくり条例（令和元年 6月条例第１号） 

（14） 三好市個人情報の保護に関する条例 

（15） その他関係法令，規則，通達等 
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（業務指示） 

第7条  本業務を実施するにあたり、受注者は当該契約に基づき発注者と綿密な連絡をと

り、その指示を受けなければならない。 

（業務計画） 

第8条  業務着手前に本仕様書に基づき、工程毎の業務方法及び内容についての計画を立

案し、業務計画書、着手届、工程表並びに管理技術者届を発注者に提出して発注者

の承認を得なければならない。 

（実施体制） 

第9条  本業務の円滑な進捗を図るため、必要な経験及び能力を有する技術者を以下のと

おり配置しなければならない。 

（1） 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門－森林部門）、技術士（森林部門）、森林

情報士、又はＲＣＣＭ（森林土木）の資格を有する技術者とする。 

（2） 照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を有する技術者とする。 

（3） 照査技術者は、第 1号に規定する管理技術者を兼ねることができない。 

2  情報保護と品質管理の確保の観点から、以下の承認・認証を作業拠点で取得して

いることが分かる証明書を契約時に提出するものとする。 

（1） 情報セキュリティマネジメントシステム 

ISO/IEC27001（JIS Q 27001) 

（2） 個人情報保護マネジメントシステム 

JIS Q 15001 (プライバシーマーク) 

（3） 品質マネジメントシステム 

ISO9001（JIS Q 9001) 

（関係官公署等への手続き等） 

第10条  受注者は、本業務実施のために関係官公署等への手続等が必要な場合は、発注者

と協議のうえその指示を受けて迅速に処理を行うものとする。また、関係官公署等

に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を発注者に申し

出て協議を行い、その指示に従うものとする。 

（貸与品等） 

第11条  本業務を遂行するにあたり、発注者は受注者に下記に掲げる資料を貸与するもの

とする。 

（1） 林地台帳データ（CSV 形式） 

（2） 林地台帳地図データ（Shape 形式） 

（3） 微地形表現図データ（TIFF 形式：公共座標付き） 
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（4） 林相区分図データ（TIFF 形式：公共座標付き） 

（5） 森林資源量解析データ（CSV 形式、SHP 形式） 

（6） 航空レーザ測量で得られた地形データ 

（7） 森林簿データ（CSV 形式） 

（8） 森林計画図データ（Shape 形式） 

（9） 施業履歴 

（10） 森林経営計画書 

（11） 土砂災害危険箇所・土砂災害危険区域・特別警戒区域データ（Shape 形式） 

（12） 市道網図（Shape 形式） 

（13） 林道網図（Shape 形式） 

（14） 地籍図（地番図）（Shape 形式） 

（15） 課税台帳（土地）データ（CSV 形式） 

（16） 航空写真画像データ 

（17） 徳島県令和 2年度森林整備事業（令和 2年度森林環境保全整備事業）標準単価表 

（18） その他発注者が必要と認める資料 

2  前項に掲げる貸与資料のうち三好市が所管する資料以外については、受注者にお

いて資料を取得するための諸手続きを行うものとする。 

3  貸与資料の取り扱いについては、善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・

流出及び滅失・き損等の事故を防止しなければならない。 

4  貸与資料については、発注者の許可なく複製してはならず、本業務以外での利用

を禁止する。 

5  本業務完了後は速やかに発注者に貸与資料を返却しなければならない。 

（秘密の保持） 

第12条  受注者は、本業務の遂行上知り得た業務内容（個人情報及びその他の情報をいう、

以下同じ。）の一切を他に漏らしてはならない。また、本契約の終了後又は解除後も

同様とする。 

2  本契約における業務内容の取り扱いについては、次の事項を遵守するとともに、

善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・き損等の事故を防止

しなければならない。 

（1） 第三者への提供の禁止 

 本業務の遂行上知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 

（2） 複写又は複製の禁止 

本業務の遂行上知り得た業務内容を発注者の許可なく複写又は複製してはならず、

本業務以外での利用を禁止する。 

（3） 施設設備の管理体制 
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 事務室、電子計算機室、データ保管室その他受注した業務を実施するために使用

する施設設備の保安体制を確保するものとする。 

（4） 情報の消去等 

本業務の終了後又は解除後、発注者に返納又は納入する物もしくは特に保管を要

する物を除き、受注業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、

溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去もしくは廃棄するものとする。

また、その旨書面により提出しなければならない。 

（5） 情報の取扱いに関する教育の履行 

本業務を取り扱う従事者に対しては、情報セキュリティ教育の実施並びに指導を

徹底すること。また、発注者の請求があったときは、情報セキュリティ教育等の実

施状況について、書面により提出しなければならない。 

（作業状況の報告） 

第13条  本業務の各工程が終了する毎に、作業状況及び作業内容の報告を文書により行い、

次の工程に進むものとする。 

（諸事故の処理） 

第14条  受注者は、本業務実施中に生じた諸事故や第三者に与えた損害について、受注者

の責任において解決するとともに、発生原因、経過、損害の内容を速やかに発注者

へ報告しなければならない。 

（疑義） 

第15条  本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のう

え、発注者の指示に従い、業務を遂行するものとする。 

（打合せ協議） 

第16条  本業務における打合せ協議は、着手前、成果納入時及び中間時（2 回）の延べ 4

回を標準とし、ヒアリング調査の時期等については監督職員と打合せして決定する

こととする。なお、業務の実施状況については、監督職員と密接な連絡をとり、そ

の都度打合せ記録簿を作成し、相互に確認するものとする。 

2  前項における打合せ協議については、マスク着用等のほかリモート会議システム

を活用するなど、新型コロナウイルス等感染症の予防対策に努めるものとする。 

（納入場所） 

第17条  本業務における成果品の納入場所は 三好市産業観光部農林政策課とする。 
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第２章 実施計画等策定 

（計画・準備） 

第18条  本業務の実施に当たり，業務の目的及び趣旨を十分に理解した上で，適切な工程

計画・使用機器・技術者の配置等を立案し，発注者の承認を得るものとする。 

2  この章では、特に断りのない限り「森林経営管理制度に係る事務の手引（以下、

「事務の手引」という）」に準拠して業務を行うものとする。 

3  本業務により得られた情報等については、必要に応じて地理情報システム（以下、

「GIS」という。）を利用できる形式に変換し、情報の見える化及びデータベース化

を行い、本業務の各工程において円滑に作業ができるようにすること。 

（資料収集） 

第19条  資料収集については、発注者と協議のうえ、経営管理意向調査の準備作業として

必要となる情報について収集整理を行う。 

2  貸与資料については、過不足・不具合が無いか確認のうえ発注者に報告し、収集

整理を行う。 

3  前各項で収集整理した資料については、必要に応じてデータベース化並びに加

工・編集処理を行い、本業務の各工程において円滑に作業ができるようにすること。

ただし、原則として既存資料の修正等は含まない。 

（経営管理意向調査の対象森林の抽出） 

第20条  次に掲げる項目を参考に、発注者と協議の上、森林の施業履歴、森林の状況等の

確認、整理を行い、意向調査の対象とする森林を抽出する。 

（1） 都道府県が所有する森林簿の情報や補助実績 

（2） 森林経営計画の策定の有無 

（3） 伐採及び造林届 

（4） 森林経営管理制度の実施等に係るコスト試算資料 

（5） その他、確認が必要とされる情報等 

2  前項の森林の施業履歴等の整理に当たっては、GIS を利用して効率的に作業を行

うものとする。 

3  第 1 項の意向調査の対象とする森林の抽出するに当たっては、森林経営管理法を

地域一体となって円滑に運用していくとの観点から、森林組合や林業事業体また関

係官公署等、地域の関係者との情報共有や意見交換に努めるものとする。 

（森林の所有者の確認） 

第21条  前条で抽出した森林について、当該森林の所有者を林地台帳等で確認し、整理す

る。 
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2  前項の整理に当たっては、林地台帳及び地図運用マニュアルに基づく「登記簿上

の所有者」、「現に所有している者・所有者とみなされる者」、また「固定資産税課税

台帳」等の情報をもとに、経営管理意向調査に必要とされる情報をリスト化する。 

（経営管理意向調査の対象森林の選定の検討） 

第22条  第 20 条及び第 21 条の森林情報をもとに、意向調査対象森林を選定するための評

価項目の検討を行う。 

2  前項における評価項目については、発注者と協議の上、以下の項目を参考に設定

する。 

（1） 林業経営に適した森林 

積雪深、傾斜、土壌等の条件の良い森林のうち、まとまりや、緩傾斜、林道から

の距離が近い木材生産林など 

（2） 自然的条件に照らして林業経営に適さない森林 

前号を除く森林のうち、水源保全や災害防止等の公益性が優先される環境保全林、

またはイノシシ等の野生動物や、雪害等の気象災害などから生活環境を守るための

生活保全林、または道路沿いなど地域の観光資源として期待できる観光景観林など 

（3） その他、必要とされる評価項目 

（経営管理意向調査の優先順位の検討） 

第23条  前条における評価項目については、項目毎に分析評価をするため、評価指標の設

定を行う。 

2  前項における評価指標については、発注者と協議の上、以下の項目を参考に設定

する。 

（1） 「間伐が遅れている」など経営管理がおこなわれていない森林 

（2） 人工林資源が多い林班や林道の近接地、効率的かつ安定的に経営管理が行うことが

できるまとまりのある森林 

（3） 森林経営計画対象森林に介在又は隣接する森林 

（4） 森林所有者から市町村に経営管理権の設定の申出のあった森林の周辺森林 

（5） 森林の状況、所有者情報の整理、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者の有

無、林道の状況や整備の見通し等 

（6） 対象地の調査や所有者意向確認、その後の手続き、整備等に係るコスト試算 

（7） その他、必要とされる評価方法 

3  第 1 項における分析評価については、設定した評価指標及び第 18 条から第 21 条

までの作業に用いた資料、その他法規制等における情報等を組み合わせて、GIS に

よる解析からゾーニング素案を作成する。 
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（ヒアリング調査） 

第24条  第 20 条第 3項に基づき、前条にて作成したゾーニング素案を参考資料とし、対象

地や優先順位、意向調査の予定等について、森林組合や林業事業体また関係官公署

等、地域の関係者との情報共有や意見交換を実施し、記録簿を作成する。 

2  前項における意見交換等を踏まえつつ、必要に応じて評価項目、評価指標、ゾー

ニング素案等の整理を行うものとする。 

（コスト試算） 

第25条  意向調査、森林整備等をはじめとする森林経営管理制度の運用に係るコスト試算

を実施し、毎年の実施規模や森林環境譲与税の使途等の検討並びに実施計画等の作

成に関する指標として利用する。 

2  前項におけるコスト試算については、発注者と協議の上、実施するものとする。 

（森林経営管理制度の実施方針（案）の作成） 

第26条  前条までに得られた結果をもとに、森林現況等に関する課題整理を行い、地域特

性を生かした「実施方針（案）」を作成する。 

2  前項における「実施方針（案）」については、発注者と協議の上、次の項目を参考

に、森林経営管理制度の基本的な考え方について整理する。 

（1） 意向調査対象森林 

地区別、林班別 

（2） 対象森林面積等 

樹種別、林齢別、人天別等面積及び材積データ「森林資源構成表」、筆数、所有者

数、図面等の情報 

（3） 対象森林の整備コスト別等 

樹種別、林齢別、人天別等面積及び材積データ「森林資源構成表」、筆数、図面等

の情報 

（4） 経営森林として除外する森林 

林班別、公有林、団体有林、保安林のうち治山事業で整備計画がある保安林等の

面積 

（5） その他、必要とする項目 

（経営管理意向調査の実施計画（案）の作成） 

第27条  前条までに得られた結果をもとに、コスト試算等を踏まえた「実施計画（案）」を

作成する。 

2  前項における「実施計画（案）」については、発注者と協議の上、意向調査の基本

的な考え方について整理する。 

（1） 年度別意向調査の実施予定 
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年度別、対象林班別、樹種別、林齢別、人天別等面積及び材積データ「森林資源

構成表」、筆数、所有者別、図面等の情報 

（2） 森林環境譲与税交付予定額 

 年度別、額別 

（3） 当面 10 年間の経営管理制度に要する費用（見込） 

意向調査別、経営管理集積計画の作成別、森林整備別、年度別等の金額 

（4） その他、必要とする項目 

 

第３章 成果品 

（報告書の作成） 

第28条  作業の実施内容や協議記録簿等をとりまとめ、業務報告書を作成する。 

（納入成果品） 

第29条  業務の成果品は、次のとおりとする。 

（1） 意向調査の対象森林の抽出データ 

（2） 所有者リストデータ      

（3） 評価項目、評価指標等のゾーニング素案データ 

（4） ヒアリング記録簿 

（5） コスト試算データ 

（6） 森林経営管理制度の実施方針（案） 

（7） 経営管理意向調査の実施計画（案） 

（8） 業務報告書 

（9） 上記電子データ 

（10） その他発注者が必要とみとめたもの 

（電子納品） 

 本業務は電子納品対象業務とする。成果品は，電子媒体で２部（正副各 1 部）納品する

こととし，ウイルスチェックを実施した上で提出すること。 


