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仕  様  書 

 

１ 業務名 令和３年度外来種対策事業（両生類・爬虫類対策） 

 

２ 業務目的 
沖縄県が平成 21 年度に策定・公表した「沖縄 21 世紀ビジョン」では、めざすべき将来像として、

「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」を目標の１つとしており、多くの固有種や

希少種が生息する生物多様性に富んだ自然環境が守られていることを県民が望む将来の姿としてい

る。しかしながら、県内においては、既に様々な外来種が侵入し、一部定着が確認されている。そ

れらの状況を踏まえ、令和元年度までに、「沖縄県外来種対策指針」（以下「指針」という。）、

「沖縄県対策外来種リスト」（以下「リスト」という。）及び「沖縄県外来種対策行動計画」（以

下「行動計画」という。）を策定し、本県の外来種対策を推進するための基盤整備を図った。  
本業務は、本県の生態系を保全するため、指針や行動計画等に基づき、外来種（両生類・爬虫類）

への対策を実施するものである。 

  

３ 業務期間 
契約を締結した日から令和４年３月 31 日までとする。 

 

４ 業務実施地域 
沖縄県内 

 

５ 業務内容 
(1) グリーンアノールの捕獲等実施 

沖縄島において、行動計画及び「沖縄県外来種対策行動計画に基づくグリーンアノール防除計

画」（以下「グリーンアノール防除計画」という。）に定められた防除目標の達成のため、わな

による捕獲及び排除を行う。 
ア 捕獲実施計画書等の作成 

請負者は、業務目的を達成するため沖縄県環境部自然保護課担当職員（以下「担当職員」と

いう。）と協議の上、業務実施計画書及び安全管理計画書を作成する。 
イ 捕獲実施地域 

グリーンアノール防除計画に基づき、沖縄島において実施する。詳細については、本仕様書

及び担当職員の指示に従うものとする。 
ウ 捕獲状況報告     

３月に１回程度、捕獲結果等をとりまとめて提出し、改善点等必要に応じて協議する。その

際、管理技術者は全ての協議に原則参加することとする。 
エ 捕獲作業等 
 (ア) 定着地域での防除 
    グリーンアノールが高密度で分布している地域を中心として、粘着トラップや遮断フェン

ス等を活用した捕獲を実施すること。実施場所や設置数等については、別添「グリーンアノ

ール設置場所及びトラップ数一覧」の NO.１～23 のとおりとする。 
    また、指定した実施場所以外でも高密度生息地域が判明した場合は、担当職員と協議の上、

捕獲を実施するものとする。 



 

2 

 

 
(イ) 分布調査 
   目撃情報等により、未確認地域等への定着・侵入が疑われる場合は、担当職員と協議の上、

速やかに粘着トラップを活用した分布調査を実施するものとする。実施場所や設置数等につ

いては、別添「グリーンアノール設置場所及びトラップ数一覧」の NO.26～28 のとおりと

する。 
  (ウ) 拡散の防止 
     定着地域周辺における物流拠点等、拡散リスクが高い施設を把握するための調査を実施す

るものとする。また、必要に応じて当該施設での捕獲も実施するものとする。実施場所や設

置数等については、別添「グリーンアノール設置場所及びトラップ数一覧」の NO.24～25
のとおりとする。 

  (エ) 地域の防除体制構築 
     効果的な防除実施にあたっては、地域住民の理解・協力が必要不可欠であるため、普及啓

発に努める。また、住民が主体的に捕獲作業に参加できるよう、グリーンアノールの捕獲キ

ット（トラップ及び説明資料）の開発・配布を検討すること。 
(2) タイワンスジオの捕獲等実施 

沖縄島において、行動計画及び「沖縄県外来種対策行動計画に基づくタイワンスジオ防除計画」

（以下「タイワンスジオ防除計画」という。）に定められた防除目標の達成のため、わなによる

捕獲・排除等を行う。 
ア 捕獲実施計画書等の作成 

請負者は、業務目的を達成するため沖縄県環境部自然保護課担当職員（以下「担当職員」と

いう。）と協議の上、業務実施計画書及び安全管理計画書を作成する。 
イ 捕獲実施地域 

タイワンスジオ防除計画に基づき、沖縄島において実施する。詳細については、本仕様書及

び担当職員の指示に従うものとする。 
ウ 捕獲状況報告     

３月に１回程度、捕獲結果等をとりまとめて提出し、改善点等必要に応じて協議する。その

際、管理技術者は全ての会議に原則参加することとする。 
エ 捕獲作業等 
 (ア) 定着地域での防除 
    タイワンスジオが高密度で分布している地域である沖縄島中部（恩納村、宜野座村、金武

町、読谷村、嘉手納町、北谷町、沖縄市、うるま市等）を中心に、16 メッシュ（1 メッシュ

は約１k ㎡）以上に、１メッシュあたり 25 個以上のトラップを設置して年間６回以上点検

するものとする。使用するトラップは改良型ハブ用トラップやグアム型トラップ等とする。 
    なお、トラップは必要数を作成するものとする。 
    また、指定した実施場所以外でも高密度生息地域が判明した場合は、担当職員と協議の上、

捕獲を実施するものとする。 
(イ)  拡散の防止及び分布調査 
   未定着地域への拡散リスクの低減のため、生息地域に所在する資材の集積地や物流拠点等

及びその周辺において、８メッシュ（1 メッシュは約１k ㎡）以上に、１メッシュあたり 25
個以上のトラップを設置して年間６回以上点検するものとする。使用するトラップは改良型

ハブ用トラップやグアム型トラップ等とする。なお、トラップは必要数を作成するものとす

る。また、調査実施にあたっては、本種について周辺の関係事業者への周知に努めること。 
   また、目撃情報等により、未確認地域への定着・侵入が疑われる場合は、担当職員と協議

の上、速やかにトラップを活用した分布調査を実施するものとする。 
実施箇所は合計で３メッシュ（1 メッシュは約１k ㎡）以上を想定し、１メッシュあたり

25 個以上のトラップを設置して、３回以上点検する方法で実施する。 
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(ウ) 防蛇フェンスの検討 
     やんばる地域への自力での北上を予防するために、防蛇フェンス設置の検討を行う。マング

ース第三北上防止柵に外来ヘビ類の防蛇柵としての機能を付加することを想定し、柵の改良

案の検討、樹上性の強いヘビを用いた柵の機能試験等を行う。専門家意見等を踏まえて実施

し、試験や検討結果を元にマングース第三北上防止柵を活用した対策の素案をとりまとめる

こと。 
  （エ）保全上重要な地域への侵入監視 
     目撃情報等により、やんばる地域への侵入等が疑われる場合は、担当職員と協議の上、探索

犬やトラップを活用したモニタリングを行うものとする。また、本種について地域住民や関

係事業者への普及啓発に努めるともに目撃情報の収集等を行い、生息状況等を調査すること。 
 
(3) 他の両生類・爬虫類の緊急防除 

リストに定める他の両生類・爬虫類や生態系への影響が大きい両生類・爬虫類の侵入・定着が

確認された場合は、有識者の意見も踏まえて担当職員と協議し、必要に応じて緊急的な防除の検

討等を行うものとする。 

(4)  データの集計・解析等 
捕獲状況、分布密度及び捕獲効率について、以下のことを考慮し調査検討するとともにその結

果について評価すること。 
データの分析にあたっては、沖縄県の実施した過去のデータ等と比較検討すること。 

ア 捕獲努力量、捕獲数、捕獲効率等の基本的事項を区域単位等で取りまとめること。 
イ 捕獲個体の変化、生息密度変化、ワナ設置位置と捕獲数の関連等の検討を行い、課題点を抽

出するとともに捕獲手法に反映させ、捕獲事業全般を取りまとめること。 

(5)  検討委員会の設置・運営、普及啓発 
ア  作業部会 

両生類・爬虫類対策の評価にあたっては、４名以上の専門家を含めた作業部会を年２回開催

して検討するものとする。 
なお、作業部会委員の人選については、担当職員と協議の上、決定するものとする。 
また、別途設置される外来種対策事業検討委員会において、本事業の実施状況を報告するこ

と。 
イ 普及啓発 
(ｱ) 本事業の成果については、可能な限り学会等で成果を公表すること。 

(ｲ) 以下の行事等において、一般向けの普及啓発も積極的に行うこと。 
・環境フェア等の環境に関するイベントにおける出展やパネル展示 
・テレビや新聞等メディア取材対応 

  (6)  その他 

ア 捕獲及び管理体制 
作業従事者の管理・指導、関係機関や地元住民との調整、データ管理等のために監督員を

１名置くこと。 
監督員は、両生類・爬虫類の捕獲作業を効率的に進めるために、作業員への指導、技術力

の向上、効率的な捕獲やモニタリング法の開発や導入試験、現場ミィーティングの資料作成

なども同時に行うこととする。 
なお、台風の接近等野外での作業実施が極めて危険（警報発令等）と考えられる場合は、

作業を中止するものとする。 
  イ 捕獲手法の改良等 

新たに得られた知見や技術等があった場合は、捕獲手法改良を行うものとするが、実施に

あたっては担当職員と十分協議するものとする。なお、捕獲手法改良にあたっては、必要に

応じて室内実験を実施することがある。 
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ウ 回収、処分方法及び記録 
捕獲された個体は、必要に応じて捕獲場所、性別、発育段階及び生体計測値、写真等を記

録後、適正に処理する。 
  エ 住民への周知 

地域住民に対して業務実施前に業務内容等について周知を行う等十分配慮するとともに、

捕獲作業実施期間中は、常時身分証を携帯する。 
  オ 作業従事者 

作業従事者については、これまで野生動物の捕獲事業に従事した経験のある者を半数以上

雇用するとともに、在来希少野生動物の混獲防止及び安全対策のための知識と技術の習得の

ための講習を行うものとする。 
わなの設置に係る私有地、市町村有地等への立入に必要な調整を行うものとする。 

 

6 業務実施結果の取りまとめ 
  上記５の業務実施結果について取りまとめること。 

 

7 再委託について 
  上記業務の一部については再委託を可能とするが、業務を実施する 10 日前までに再委託承認申請

書を県に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けるものとする。 ただし、以下の簡易

かつ容易な業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときはこの限りではない。 

  ○ 資料の収集・整理 

  ○ 複写・印刷・製本 

  ○ 原稿・データの入力及び集計 

  また、以下の契約の主たる部分については、再委託をしてはならない。 

   ○ 契約金額の 50％を越える業務 

   ○ 企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務 

   

8 留意事項（業務実施に必要な事項） 
(1) 事業実施にあたり、地域住民や関係者に十分な周知を行うとともに、作業従事者に対して、捕獲

技術や希少生物の生態、安全対策の講習会を行うこととする。 

   また、作業実施時には身分証を携帯すること。 

(2) 土地への立ち入り等、捕獲等実施に関して必要な調整・手続きを行うものとする。 

(3) 管理技術者は沖縄に常駐し、両生類や爬虫類等の野生動物に関する生態学分野等において大学を

修了した者、もしくは、グリーンアノールやタイワンスジオ等の外来の両生類や爬虫類の防除事業

に技術者として従事した実績（３年以上）を有する者を１名以上配置すること。 

(4)  現場監督員として、作業従事者を管理し、捕獲指導や安全管理、ミィーティング資料の作成等の

能力があり、業務全体を指導・管理するため、捕獲作業等について熟知している者を１名置くこと。 

(5)  安全管理については十分に留意し、年１回以上の安全講習会を実施する。 

(6)  作業従事者の半数は、これまで外来の両生類や爬虫類の捕獲作業に従事し、捕獲を経験したもの

とする。 

(7) 捕獲等の実施にあたって使用する捕獲器（わな）等の消耗品については、適正に管理するものと

し、使用不能になったものについては、速やかに修繕・廃棄等を行うこと。また、業務期間終了後

は、担当職員と協議の上、沖縄県へ返却すること。 

(8) 事業実施にあたって、備品（３万円以上の物品）及び１万円以上の図書を購入する場合は、事前

に担当職員と協議するものとする。 

(9) 本仕様書に明記されていない事項で、当然具備されなければならない事項は、これを省略しては
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ならない。 

   また、業務実施にあたり、疑義が生じた場合は、県及び請負者で協議の上、決定する。 

 

9  成果品 
(1) 最終成果報告書（2 部、簡易版 20 部） 
(2) 原稿一式（電子媒体） 

電子媒体は、以下の扱いによるものとする。 
ア  OS は Microsoft 社 Windows10 形式で表示可能とする。 
イ  文字については、ワープロソフト（Justsystem 社一太郎 2008 以上、Microsoft 社 Word2008 以上）

で作成されたものとする。 
・計算表については、表計算ソフト（Microsoft 社 Excel2008 以上）で作成されたものとする。 
・画像については、BMP 形式又は JPEG 形式とする。 
・GIS については、Arc View 10.2（Environmental Systems Research Institute 社）を用いるものと

する。 
ウ  格納媒体は、CD-R 等とする。 

なお、成果物等には業務年度及び事業名称を格納ケース及び格納媒体に必ずラベルにより付記  

すること。 
 (3) その他 

ア 上記成果物に加え、 
・PDF ファイル形式としたもの。 
・写真・イラスト・グラフ等の画像部分は、GIF、JPEG 等のファイル形式としたもの 
を各々成果物として加える。 

  イ 最終成果報告書を取りまとめる際には、事前に内容について担当職員と協議すること。また、

簡易版ではない２部については、必要に応じて捕獲個体の写真及び捕獲場所の位置情報（Excel
データでの一覧表等）を掲載すること。 

ウ 業務実施に伴って得た写真、動画、位置情報については、電子媒体で提出すること。 

    

10 著作権等の扱い 
(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著作権等」  

という。）は、沖縄県が保有するものとする。 
(2)  成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等（以下、「既存著作物」という。）  

の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 
(3)  納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要  

な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 
 
11 その他 

(1) 経費の積算において、一般管理費は、 
（（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10／100）以内とする。 

(2) 上記(1)における再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、請負者（共同事業体構成員

を含む）が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委

任して行わせるために必要な経費を対象としており、再委託費のうち、仕事の完成を目的とした

外注（請負契約）に必要な経費は一般管理費の算定にあたって控除しないものとする。 
(3) 請負者独自の規定又は業種特有の理由等により上記(1)で定める一般管理費での受注が困難で

ある場合には、協議書等を県へ提出し、確認書の交付を受けた上で、確認を受けた一般管理費率

による積算を行うことができる。 



仕様書別添

実施場所

1 小禄金城公園 1,000 以上 1 ヶ月に１回以上 12,000 以上

2 赤嶺緑地 400 以上 1 ヶ月に１回以上 4,800 以上

3 田原公園 200 以上 1 ヶ月に１回以上 2,400 以上

4 小禄さくら公園 50 以上 1 ヶ月に１回以上 600 以上

5 宝口公園 30 以上 1 ヶ月に１回以上 360 以上

6 五月公園 100 以上 1 ヶ月に１回以上 1,200 以上

7 小禄星空公園 50 以上 1 ヶ月に１回以上 600 以上

8 小禄わかば公園 30 以上 1 ヶ月に１回以上 360 以上

9 山川西公園 20 以上 1 ヶ月に１回以上 240 以上

10 宇栄原北公園 20 以上 1 ヶ月に１回以上 240 以上

11 山下西公園 50 以上 1 ヶ月に１回以上 600 以上

12 山川公園 20 以上 1 ヶ月に１回以上 240 以上

13 くまあら公園 30 以上 1 ヶ月に１回以上 360 以上

14 小禄こすもす公園 15 以上 1 ヶ月に１回以上 180 以上

15 がじゃんびら公園 120 以上 1 ヶ月に１回以上 1,440 以上

16 さくのかわ公園 50 以上 1 ヶ月に１回以上 600 以上

17 小禄すみれ公園 15 以上 1 ヶ月に１回以上 180 以上

18 真嘉比遊水池 1,000 以上 1 ヶ月に１回以上 12,000 以上

19 金城小学校 300 以上 1 ヶ月に１回以上 3,600 以上

20 金城中学校 300 以上 1 ヶ月に１回以上 3,600 以上

21 那覇西高校 200 以上 1 ヶ月に１回以上 2,400 以上

22 小禄地区街路樹 150 以上 1 ヶ月に１回以上 1,800 以上

23 小禄地区民家 150 以上 1 ヶ月に１回以上 1,800 以上

小計 4,300 以上 51,600 以上

24 物流センター周辺 700 以上 1 ヶ月に１回以上 8,400 以上

25 豊見城総合公園 700 以上 1 ヶ月に１回以上 8,400 以上

小計 1,400 以上 16,800 以上

26 那覇市末吉公園及びその周辺 500 以上 1 ヶ月に１回以上 6,000 以上

27 目撃情報等での調査(50個×12カ所程度) 500 以上 2 ヶ月に１回以上(3回以上実施） 1,500 以上

28 県道・市道等 1,000 以上 1 ヶ月に１回以上(１ヶ月間） 1,000 以上

小計 1,500 以上 8,500 以上

7,200 以上 76,900 以上

 その他

合計

グリーンアノール設置場所及びトラップ数一覧

トラップ箇所 点検頻度
年間使用

トラップ数
 那覇市内

 豊見城市内


