
岡山駅西口地下自転車駐車場監視カメラ賃貸借仕様書 

 

1 件名 岡山駅西口地下自転車駐車場監視カメラ賃貸借 

 

2 場所 岡山市北区駅元町地内 

 

3 賃貸借物件 

賃貸借に係る監視カメラの仕様及び数量は、別表１「賃貸借機器一覧表」及び別紙１

「機械設備仕様書」のとおりとする。 

 賃貸者は、落札決定後、契約締結までに機器を特定した賃貸借物件明細書（様式第４

号）を提出すること。 

 

4 期間 準備期間   契約日から平成 29 年 11 月 30 日まで 

賃貸借期間  平成 29 年 12 月 1 日から平成 36 年 11 月 30 日 

 

5 機器の構成と配置 

（1） 機器の構成 

別表１「賃貸借機器一覧表」及び別紙１「機械設備仕様書」を参照のこと。 

賃貸借機器は、最新の製品又は同等のもので、かつ未使用のものであること。 

（2） 機器の配置 

       別紙配置図を参照のこと。 

 

6 据付工事等 

（1）カメラ等の据付は、受注者の標準施工の他、次の事項を充足すること。 

（2）カメラ等の設置には、電源と各機器の配線工事及び設置工事を含むものとする。 

（3）設置に必要な金具等についても本調達に含むこと。 

（4）カメラ等設置時にカメラ本体の動作確認や色彩調整及び録画設置やモニターとの連携

確認等を実施すること。 

（5）既設のカメラ、録画装置を撤去し、適法に処分すること。 

（6）カメラ等の搬入及び据付に当たって、作業場の事故により機器その他物件等に損害を

与えた場合は、受注者の責任において直ちに修理又は、交換を行うこと。 

（7）市営駐車場管理事務所係員に対して、カメラ等の操作方法を指導すること。 

（8）これらに係る費用は、当初契約時の賃借料に含むものとする。 

 

7 機器設置、保守管理、緊急対応など 

（1） 賃借料には、保守管理の他、機器の設置及び撤去費用を含む。 

（2） 賃貸借期間中は、以下の点検及び対応を行うこと。 

 （ア）定期点検 年 4 回 

 （イ）故障対応 

 駐車場管理者等から緊急出動要請に基づく臨時点検、必要な調整修理作業（部品

交換、修理費用等を含むフルメンテナンス）以上の業務を迅速に対応すること。ま

た機器にかかる岡山市及び駐車場管理者から問合せにも速やかに対応すること。 

 （ウ）画像点検 本市に設置した管理用 PC により画像の確認及び録画データの管理を行

うため不具合発生時には、随時対応すること。また、回線利用料等も賃貸者の負担

とする。 



（3）これらに係る費用はすべて当初契約時の賃貸料に含むものとする。 

 

8 賃貸料の支払方法 

（1） 賃貸料は 2 ヶ月払いとする。 

（2） 当初契約額を 84 で除して得た金額月額賃借料とし 2 ヶ月分を請求すること。 

（3） （2）で計算した月額賃借料に１円未満の端数が生じるときは、最初の支払回に 

支払う。 

 

9 その他 

（1）機器設置等の現場作業に際しては、施設利用者の安全を確保するものとともに、利用

者への工事告知を十分に行うこと。施設の指定管理者とは、本市の承認を受けた上、

工事日程等についてよく協議し作業を行うこと。これらに係る費用は当初契約時の賃

借料に含むものとする。 

（2）本業務に関する利用者等からの苦情・トラブルに対し、施設の指定管理者と連携し、

即時に対応すること。また、必要がある場合は、本市へ速やかに報告しその指示に従

うこと。 

（3）本業務の施行にあたっては、関係法令等を遵守すること。 

（4）契約時に賃貸借機器一覧表を提出すること。 

（5）契約書に合わせて個人情報の取扱委託に関する覚書を締結すること。 

（6）その他この仕様書に定めのない事項については、随時担当課と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ソフトウェアの賃貸借に係る特記事項 

 

（ソフトウェアの定義） 

第 1 条 本契約においてソフトウェアとは、物件の賃貸に伴い乙が甲に提供するプログラ

ム上で作動し得る個別プログラム及びこれらに関連する資料をいう。 

（使用権） 

第 2 条 本契約に基づき、乙は、使用権設定者からソフトウェアの非独占的な使用権を取

得し、これに基づいて、甲にソフトウェアの使用権を許諾する。 

２ 物件以外の機器でソフトウェアを使用する場合は、本契約により甲に許諾された使用

権とは別の使用権の設定を必要とする。 

３ 前項にかかわらず、物件において次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、

甲は乙の承認を得て、その事由が消滅するまでの間、一時的にソフトウェアを物件以外

の機器で使用することができる。 

（1） 物件の設置が完了していないとき。 

（2） 物件の故障、装置その他の変更作業のため物件を使用できないとき。 

（ソフトウェアの複製） 

第 3 条 甲は、物件を使用するうえで必要な場合に限り、乙の承認を得て、ソフトウェア

を複製できる。 

２ ソフトウェア又はその複製物を設置場所以外の場所で保管する場合は、甲は、当該保

管場所を乙に通知する。 

（使用権の消滅） 

第 4 条 甲のソフトウェアの使用権については、この契約の賃貸借期間が満了したとき、

又は解除により終了したときをもって消滅するものとする。 

２ 甲は、使用権消滅後、ソフトウェア及びその複製物を乙に返還する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1 

賃貸借機器一覧表 

（監視カメラシステム） 

 

No. 設置位置 項目 台数 仕様 

 

1 

 

岡山駅西口地下自転車駐車場 

 

 

監視カメラ 

その他 

 

 

25 台 

 

4 台 

 

 

屋外用カメラ 

 

カメラ電源 

 

 

2 

 

同 上 

 

録画装置 

その他 

 

2 台 

 

 

2 台 

 

 

ハイブリッド 

デジタルレコーダー 

 

液晶モニター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1 機 械 設 備 仕 様 書 

 
以下に記す仕様のものと同等品とするが、機械設備が使用できる構成とすること。 

入札公告文に記載しているとおり、以下に示す参考品以外の製品を賃貸借物件とする場合

には、入札公告文に示す期限までに同等品申請を行い、承認を受けなければならない。 

また、使用機材の取付場所及び方法を契約締結後、2 週間以内に書類にて提出し、本市の 

承認を得ること。 

 

①屋外用カメラ 

（1）撮像素子       1／2.8 型 

              2 ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞｽｷｬﾝ C-MOS ｾﾝｻｰ 

（2）画素数        総画素数 ：1945（H）×1109（V）（約 216 万画素） 

              有効画素数：1945（H）×1104（V）（約 214 万画素） 

（3）解像度        1920×1080 

（4）ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ        ﾌﾙ HD（1080ｐ）：30fps 

（5）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像出力    EX-SDI／HD-SDI（SMPTE292M 準拠） 切替 

              75Ω（BNC ｺﾈｸﾀ） 

（6）ｱﾅﾛｸﾞ映像出力     VBS1.0V（ｐ-ｐ）75Ω（BNC ｺﾈｸﾀ） 

（7）調整用ｱﾅﾛｸﾞ映像出力  VBS1.0V（ｐ-ｐ）75Ω（2P ｺﾈｸﾀ） 

（8）装着ﾚﾝｽﾞ       ﾃﾞｲﾅｲﾄ型ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙｵｰﾄｱｲﾘｽﾚﾝｽﾞ 

              広角ｆ＝3mm、 F：1.8 水平：105° 垂直：56° 

              標準ｆ＝12mm、 F：3.1 水平 34°  垂直：19° 

（9）推奨照度       5lx  （ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ、 F：1.8） 

（10）最低被写体照度     0.1lx （ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ、 F：1.8、 電子感度 UP：ｵﾌ） 

              0.004lx（ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ、 F：1.8、電子感度 UP：32 倍） 

              0lx  （白黒ﾓｰﾄﾞ、F：1.8、赤外線照明点灯時） 

（11）ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ     ｵｰﾄ／ﾏﾆｭｱﾙ（1／30～1／30,000 秒） 切替 

（12）ﾌﾘｯｶｰﾚｽ       あり（FLICKER） 

（13）ｵｰﾄｹﾞｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ    あり（ﾚﾍﾞﾙ調整可） 

（14）ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾛｰｼｬｯﾀｰ    ｵﾌ／ｵｰﾄ（2／4／8／16／32 倍） 切替 

（15）ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ      ｵｰﾄ／ｵｰﾄ 2／ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ／ﾏﾆｭｱﾙ 切替 

（16）逆光補正       ｵﾌ／WDR／ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ補正／ﾊｲﾗｲﾄ補正 切替 

（17）ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝ     ｵﾌ／低／中／高 切替 

（18）ﾃﾞｲﾅｲﾄ機能      ｵｰﾄ／ｶﾗｰ固定／白黒固定 切替 

（19）赤外線照明      自動（最大照射距離：40m） 

（20）ﾊﾚｰｼｮﾝ低減      あり（ﾚﾍﾞﾙ調整可） 

（21）反転機能       ﾐﾗｰ（水平反転）、ﾌﾘｯﾌﾟ（垂直反転） 

（22）輪郭補正       あり（ﾚﾍﾞﾙ調整可） 

（23）揺れ低減機能（DIS） ｵﾝ／ｵﾌ 切替 

（24）曇り除去機能         ｵﾝ／ｵﾌ 切替 

（25）ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ      ｵﾝ／ｵﾌ（最大 16 倍） 切替 

（26）ﾓｰｼｮﾝ検知      ｵﾝ／ｵﾌ 切替 4 ｴﾘｱ ｸｲｯｸｽﾞｰﾑ機能対応 

（27）ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｽｸ     ｵﾝ／ｵﾌ 切替 24 ｴﾘｱ 

（28）通信機能       RS-485 対応(Pelco-D) 



（29）設定方式       OSD 方式 日本語対応 

（30）電源電圧       DC12V（DC10.5～15V）極性あり 

（31）消費電流       ｽﾞｰﾑ／ﾌｫｰｶｽ停止時：550mA 

ｽﾞｰﾑ／ﾌｫｰｶｽ動作時：最大 800mA（DC12V 入力時） 

（32）使用可能周囲温度     －10℃～＋50℃（結露なきこと） 

（33）防麈・防水性         IEC 規格 IP66 準拠 

（34）設置場所       屋外／屋内 

【参考品】竹中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)VHC-IR930EX 

 

②カメラ電源 

（1）電源         AC100V 50／60Hz 

（2）電源入力       135VA 

（3）消費電力       80W 

（4）定格電力       5.25A（DC12V 時） 

（5）電圧可変範囲     約 DC12～14.4V（出荷時約 DC13V） 

（6）DC12V 側保護回路   過電流保護（自動復帰） 

（7）ｻｰﾋﾞｽｺﾝｾﾝﾄ      最大 200W まで（電源ｽｲｯﾁの ON／OFF に連動） 

（8）使用可能周囲温度   －10℃～＋50℃ 

【参考品】竹中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)PS-1270S 

 

③ハイブリッドデジタルレコーダー（16ch） 

（1）ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ容量     8TB（4TB×2）(SATA)   

（2）圧縮方式       映像：H.264 音声：G.711 

（3）録画解像度      1920×1080（480 枚／秒） 

    （総記録ﾚｰﾄ）   1280×720（480 枚／秒） 

              960×480（480 枚／秒） 

              704×480（480 枚／秒） 

              704×240（480 枚／秒） 

              352×240（480 枚／秒） 

              *ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗは 960×480 まで 

（4）記録画質       5 段階（最高、高、標準、低、最低） 

（5）記録ﾚｰﾄ        6 段階（30、15、7、3、2、1 枚／秒） 

（6）録画ﾓｰﾄﾞ       通常録画、ﾓｰｼｮﾝ録画、ｱﾗｰﾑ録画、緊急録画 

（7）ｻｰﾁﾓｰﾄﾞ        日時ｻｰﾁ、ｻﾑﾈｲﾙｻｰﾁ、ｲﾍﾞﾝﾄｻｰﾁ 

（8）日付・時刻表示     年、月、日、時、分、秒 

（9）ｶﾒﾗﾀｲﾄﾙ表示      各ﾁｬﾝﾈﾙ 最大 16 文字まで 

（10）ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ       USB ﾒﾓﾘｰ 

（11）映像入力       EX-SDI、HD-SDI ｶﾒﾗ            75Ω 

              AHD、TVI ｶﾒﾗ      1.0V（ｐ-ｐ）  75Ω 

              ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ     VBS／VS1.0V（ｐ-ｐ）   75Ω 

              ｶﾒﾗ選択は手動設定 BNC×16 

              ※ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗを除き、弊社製以外の互換性を保証するものでは 

有りません。 

（12）ﾓﾆﾀｰ入力       出力解像度：1920×1080、1280×720、 

   （HDMI）            1280×1024 



              HDMI（ﾀｲﾌﾟ A）ｺﾈｸﾀｰ ×1 

（13）ﾓﾆﾀｰ出力       出力解像度：1920×1080、1280×720、 

   （VGA）             1280×1024 

              D ｻﾌﾞ 15 ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀｰ ×1 

（14）ｽﾎﾟｯﾄ出力      VBS1.0V(p－p) 75Ω BNC×2 

（15）音声入力       RCA×16 

（16）音声出力       RCA×1 

（17）USB 端子       USB2.0 ｼﾘｰｽﾞ A 端子 ×3 

（18）LAN 端子       10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T 

RJ-45 ×1 

（19）RS-485 端子          PTZ ｶﾒﾗの制御用 ×1 

（20）ｱﾗｰﾑ入力        無電圧 a／b 接点切替式 ×16 

（21）ｱﾗｰﾑ出力        ｵｰﾌﾟﾝｺﾈｸﾀ（5V ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ）×8 

              各出力毎に、ｲﾍﾞﾝﾄ出力（ﾓｰｼｮﾝ／ｱﾗｰﾑ入力）、 

機器異常出力（HDD 異常／ﾌｧﾝ異常／ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ／ 

内部温度異常／録画停止）兼用（選択可） 

（22）ﾘﾚｰ出力        無電圧 a 接点 ×4 

              無電圧 b 接点 ×4 

              各出力毎に、ｲﾍﾞﾝﾄ出力（ﾓｰｼｮﾝ／ｱﾗｰﾑ入力）、 

機器異常出力（HDD 異常／ﾌｧﾝ異常／ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ／ 

内部温度異常／録画停止）兼用（選択可） 

（23）電源電圧       AC100V、50／60Hz（付属品 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ） 

（24）使用可能周囲温度   5～40℃ 

（25）使用可能周囲湿度   10～80％ 

（26）ｶﾒﾗ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞｰについては、同一ﾒｰｶｰ使用とすること。 

【参考品】竹中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)HDVR-1600 

 

④液晶モニター 

（1）画面ｻｲｽﾞ       31.5 型・ﾜｲﾄﾞ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

（2）解像度        1920×1080 ｻｲｽﾞが表示可能なもの 

【参考品】(株)ｱｲ・ｵｰ・ﾃﾞｰﾀ機器 LCD-MF321XDB 

 

 


