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第１章  細則 

第1条 適用範囲 

１ 本仕様書は、岡山市（以下「発注者」という。）が受注者に委託する「岡山市公共物使用許可

管理システム更新業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用するものである。 

第2条 目的 

１ 本業務は、現在稼働中の公共物使用許可管理システムPC機器等の更新に伴う最新OSへの移行及

び環境等の変更に適合するために、必要なシステム改修及びデータ移行を実施し、システム安定

稼働及び行政業務の更なる効率化および行政サービスの向上をはかることを目的とする。 

第3条 履行期間 

１ 契約締結日から令和元年１０月３１日までとする。 

第4条 準拠法令 

１ 本業務にあたっては、本仕様書によるほか関係法令に準拠して行うものとする。 

(1)測量法 

(2)国土交通省公共測量作業規程（国土交通省大臣官房技術調査課監修） 

(3)地理空間情報活用推進基本法 

(4)地理情報標準プロファイル2014 

(5)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

(6)地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS 2014版 

(7)岡山市個人情報保護条例 

(8)岡山市庁内システム管理運用規程 

(9)その他関係法令，規定，通達等 

第5条 業務責任者

１ 本業務に従事する作業責任者及び主任技術者については、十分な技能と経験を有するもの

を充てるももとする。ただし、本市監督員が不適当と認めたものについては、速やかに適

格者と交代させなければならない。 

第6条 疑義

１ 本仕様書に記載のない事項および疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、受注

者は発注者の指示に従い、業務を遂行するものとする。 

第7条 打合せ協議 

１ 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とり、業務の

方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録

簿に記録し、相互に確認するものとする。 
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第8条 作業場所 

１ 受託者は、受託者の直接の管轄下にある場所を「作業場所」とし、同所にて本業務に関する作

業を、受託者自ら、並びに受託者の命令監督下において本業務に従事する技術者及び作業者（以

下、合わせて「受託者等」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の作業場所は、「作業場所に関する報告書」によって、着手届の提出と同時に報告するこ

とを要する。 

第9条 検査 

１ 本仕様書等に基づき作業が完了した後、発注者の検査員の検査を受けなければならない。 

２ この検査において成果品に不備な点が発見された場合は、受注者は速やかに自己の負担で指定

期日までに、この成果品を修正し納入しなければならない。又、検査完了後においても、成果品

に不備な点が発見された場合は、受注者は同様の処置をしなければならない。 

第10条 成果品の瑕疵 

１ 業務完了後、受注者の過失、疎漏による不良箇所が発見された場合は、発注者の指示により、

受注者の負担において速やかに修正ならびに補足するものとする。 

第11条 成果品の帰属

１ 本業務による成果品の著作権・所有権は、受注者及び第三者が保有する著作権・所有権を除き、

全て発注者に帰属するものとする。

第12条 守秘義務

１ 受注者は、本業務の遂行上知り得た内容について第三者に漏洩してはならない。

第13条 工期

１ 本業務の工期は、令和元年10月31日とする。

第２章  細則 

第14条 計画準備 

１ 本業務を実施するにあたり、システム要件の確認、搭載する既存地図データ等の収集を実施し、

工程計画の立案、業務体制の構築を行い作業実施計画書としてとりまとめを行うものとする。 

２ 本システムの構築に際しては、以下の要件を満たすとともに、既存の公共物使用許可管理システ

ム（以下、「既存システム」という。）の仕様に準拠し、本市の行政事務の効率化及び行政サー

ビスの向上を実現することとする。 

３ 本システムの機能要件は別紙1.に記載する機能要件一覧のとおりとし、受注者は本システム稼

働までに機能要件一覧記載の全ての機能を提供すること。 

４ サーバ機器は、別途発注される機器を利用するものとする。 
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第15条 データ移行 

１ 移行するデータは、別紙２のレイヤ一覧以下のデータとする。

２ データの搭載に際しては表示縮尺に応じて線種、線色、線の太さ等を既存システムと同様に設

定することとする。 

３ 既存システムのレイヤ構成を調査、整理し、発注者・受注者協議の上、既存レイヤの統合等の

調整を行うこととする。 

４ 本システムに移行されたデータが、システム上で正常稼働するよう検証を行い、発注者にデー

タ検証結果を報告すること。

５ データ検証は発注者が指示する指定期日までにデータ検証を受け、合格しなければならない。 

６ 検証結果によりデータ不備が見受けられる場合には、受注者の責任により本システム運用でき

るまでデータ修正を行い、発注者の指定する期日迄に再検証を受け、その承諾を得るものとする。 

第16条 システム導入調整 

１ 既存システム移行について、移行計画を立案し安全で確実なシステム移行を実施すること。 

２ 既存システムとの併用運用や切替え時期について、不都合が生じた場合のリスク対策も含めて

計画すること。 

３ 本ステム運用環境へのデータ設定、運用テストを行うこと。 

４ 本システムを運用するために必要なID、パスワードの設定、権限設定、セキュリティ設定を行

うこと。 

５ システム本稼動前に、本システムの仮稼働（テスト環境の構築）を行い、表示時間、表示内容、

機能要件について確認し、発注者の仕様を満たすよう各種調整を実施すること。なお、確認項目

の詳細は発注者と協議し、決定するものとする。 

６ 本システムの同時アクセス数は、基本機能の同時アクセス数は6ライセンスとし、4区役所、北

区土木農林分室、農村整備課の6箇所でも閲覧可能なシステムとする。但し、北区土木農林分室は、

通信回線を考慮しスタンドアロン運用とする。 

７ システム移行に際し不具合が生じた場合は、受注者の負担によりその解消を行い、発注者が指

定する期日までに再検証を受け、その承諾を得るものとする。 

第17条 システム操作研修 

１ 本システムに対し、以下の操作研修を実施するものとする。 

対象項目 検討項目 研修内容 

共物使用許可管理シス

テム 

対象者 一般利用ユーザ、管理者ユーザ 

実施時期・時間

【実施時期】：本システム稼働時 

【実施回数】：一般ユーザ研修：1回、管理者ユーザ研修：1回 

【実施時間】：各2時間程度を想定 

実施場所 発注者が指定する場所とする。 

研修内容 

・システム概要説明 

・一般ユーザ向け機能研修 

・管理者ユーザ向け機能研修 
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２ システム操作研修時には、研修用のテキストを受注者側で用意すること。なお、操作説明会に

必要な機材、会場は発注者において提供する。 

第18条 システム操作マニュアル作成 

１ システム操作マニュアルは、管理者向け及び一般職員向けにマニュアルを作成するものとする。 

２ 作成したシステム操作マニュアルは、システムで閲覧できるようにすることとする。 

第３章  成果品 

第19条 成果品 

１ 本業務の納品物は以下の通りとする。

(1)作業実施計画書    1式
(2)共物使用許可管理システム     1式
(3)システム操作マニュアル    1式

第４章  セキュリティ要件 

第20条 セキュリティ要件 

１ 本契約におけるセキュリティの対象範囲は、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、ド

キュメント、記録媒体等の情報資産並びに構築・運用する人員とする。

２ 乙は、記録媒体を内蔵する機器を外部の事業者に修理させる場合、修理を委託する事業者との

間で守秘義務の遵守及び秘密保持体制の確認などを行うこと。

３ 本契約において、記録媒体等を破棄する場合、データの完全消去（物理フォーマット等）又は

物理的に粉砕する等、復元不可能な処理を施して破棄すること。廃棄後には、データ消去又は粉

砕を証明する書類を甲へ提出すること。本契約の終了後など、貸与機器を本契約以外へ転用する

際にも同様とする。

４ 乙は、甲の許可のない機器を、ネットワークに接続してはならない。

５ 乙は、本契約において岡山市情報セキュリティポリシーにおける機密性３の情報資産を取り扱

う全ての従事者（再委託先等も含む）の所属、氏名、作業内容、取り扱う情報資産を書面で甲に

報告すること。また、保守時その他の場合において当初報告していない者が業務に従事する必要

を生じたとき、又は報告した従事者が従事しなくなったときは、改めて報告をすること。

６ 乙は、業務上知り得た設定情報等の秘密・個人情報を本契約以外の目的に使用し、又は第三者

に漏らしてはならない。

７ 乙は、業務上知り得た甲の情報資産に係る情報の不正利用又は廃棄等を行うことはできない。

また乙以外に提供することも禁止する。
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８ 乙は、業務上知り得た甲の情報資産に係る情報を収集する場合は、受託業務の範囲を超えて収

集することを禁止する。また甲の承諾を得ずに甲の情報資産に係る情報を複写又は複製をしては

ならない。

９ 乙は、甲の情報資産に係る情報を搬送等する場合は、盗難、紛失等のセキュリティ事故を未然

に防止する措置をとること。

１０ 乙は、本契約履行上甲から提供を受けた情報等については、使用する必要がなくなった場合は、

本契約完了前であっても速やかに甲に返却しなければならない。また乙が使用するコンピュータ

等に電子データとして保存した情報等で返却が困難であるものについては、データ破棄に関して

報告書により甲に当該情報等を確実に破棄したことを報告すること。

１１ 乙は、本契約に関して使用するコンピュータ等に対し、ウイルス対策を万全に行うこと。乙が、

設定場所又は作業場所で行う作業のために持ち込む外部記録媒体は作業のために必要な情報等を

複写した後、乙が使用するコンピュータ等で使用しているウイルス対策ソフトにて、最新のパ

ターンファイルを使用してウイルスチェックを行うものとする。甲が所管するコンピュータ等に

対しウイルス等を感染させた場合には、乙の従事者の故意又は過失の如何にかかわらず、また、

当該ウイルス感染による被害の相手が甲又は第三者の如何にかかわらず、乙はその復旧及び賠償

の全責任を負うものとする。
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（別紙 1）

基本機能要件一覧

分類 機能 内容

管理者

機能

（ユーザ

管理）

ユーザ

認証

ユーザ/パス
ワード認証

ユーザとパスワードによりシステム利用者を認証する機能。

システム管理

グループ指定
ユーザグループの上位グループとしてシステム管理グループを指定する。

パスワード パスワード変更 ユーザがパスワードを変更できること。

アクセス

制限

機能アクセス

制限
システム単位で機能利用可否を定義する機能。

データアクセ

ス制限

ログインユーザにより、利用可能なデータを制限する機能。データのアクセ

ス制限は表示不可/表示のみ/選択可能/編集可能のレベルに分類すること。
属性情報は項目ごとのアクセスレベル設定を可能とすること。

レイヤ群

アクセス制御
レイヤ群の同時利用者数のアクセス制御が行えること。

レイヤ

追加
レイヤ追加

管理者によるレイヤ追加ができること。

管理者以外の一般ユーザが一時的なメモレイヤの追加ができること。

履歴管理 履歴管理 ログイン～ログアウトまでの操作履歴をログとしてサーバーに記録する機能。

地図

表示

ズーム

定率拡大縮小表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小する機能。

矩形拡大 表示地図領域内でマウス操作により矩形領域を指定し拡大する機能。

矩形縮小 表示地図領域内でマウス操作により矩形領域を指定し縮小する機能。

縮尺指定 指定の縮尺で地図を画面に表示する機能。

拡大縮小 マウスホイールの操作により地図を拡大・縮小する機能。

移動

指定位置中心

表示

マウス操作により表示地図の任意の箇所１点を指定し、指定した箇所を画面

の中心に表示する機能。

ドラッグ移動 マウス操作により地図をつかんだようにして移動させる機能。

座標指定 座標値を任意に入力して、座標位置を中心に地図を画面表示する機能。

自動

スクロール
地図画面の周辺にマウスを置くことで、その方向に自動スクロールする機能

地図回転

表示

回転表示 北を上で表示する以外に、任意の方角を上に地図表示する機能。

回転角度入力地図を回転表示させる角度を任意に指定する機能。

地図サイ

ズ変更

地図サイズ

変更
地図画面がウィンドウサイズに連動。

地図

表現

ラスター ラスター表示 ラスターデータをレイヤとして重ね合わせ可能。

ベクター

ベクター表示 ベクターデータをレイヤとして重ね合わせ可能。

アンチエイリアス ベクターデータをアンチエイリアスして表示する機能。

透過表示 ベクターデータを透過して重ね合わせ表示する機能。

レイヤ

管理

主題変更 主題変更 レイヤツリーを束ねた主題を変更する機能。

レイヤ

表示

レイヤの

ON/OFF 画面上に表示させるレイヤを任意にON/OFFする機能。

分類表示

（ツリー表示）
管理されるレイヤを階層的に分類してレイヤツリーとして表示する機能。

スタイル設定 レイヤごとに、線種、線色、塗りつぶし色等の表現を設定･変更する機能。

表示縮尺範囲

の設定
レイヤの表示を任意の縮尺範囲でのみ表示するように設定･変更する機能。

レイヤ

セット

レイヤセット

保存

レイヤ表示の ON/OFF や、スタイルを記憶し、名前をつけてレイヤセットとし
て保存する機能。複数のレイヤセットが保存可能。

レイヤセット呼

び出し

保存されているレイヤセットを呼び出す事で、瞬時に多数のレイヤの

ON/OFFやスタイルを切り替える機能。
レイヤセット記録 ログアウト時にチェックONしたレイヤセットを、次回起動時に自動的に適用する。
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分類 機能 内容

画面

表示

索引図

表示

案内図表示
メインの地図画面とは別に全体図（索引図）を表示し、メイン地図画面の表示

領域を示す機能。

索引図指定

移動

索引図上をマウス操作でクリックし、メイン地図画面の表示位置を案内図上

でクリックした位置に移動する機能。

縮尺表示 縮尺表示 表示中の地図の縮尺を表示する機能。

座標表示 座標表示 画面上に表示している地図の中心座標を表示する機能。

スケール

バー表示

スケールバー

表示
表示中の地図縮尺に対応したスケールバーを表示する機能。

コンパス

表示
コンパス表示 方位を示すコンパスを表示する機能。

画面連動 連動表示
複数画面を表示し、同期しながら地図連動が行えること。

また、同期のON/OFF設定が行えること。

属性

管理
基本属性

基本属性情報図形に対するテキスト情報などを属性情報として関連付けて管理する機能。

属性データ型
属性情報として各種のデータ型を利用できる（整数型、実数型、文字列型、

日付型（西暦・和暦）、URL型（登録されたURL値はハイパーリンクとして表示可能））
属性登録 作図した図形に対して関連する属性を入力し付与する機能。

属性編集 指定した図形に関連付く任意の属性の値を編集し、更新する機能。

属性削除 指定した図形に関連付く任意の属性の値を削除する機能。

検索

地図検索
ツリービュー検索 住所、目標物等、ツリー上の検索が行えること。

キーワード検索 住所や目標物のキーワードを入力し、対象の位置を地図表示する機能。

属性表示

1点指定 マウス操作により地物をクリックし、対象地物の属性を表示する機能。

円入力指定
マウス操作により地図上に円を入力し、円内に含まれた地物の属性を抽出し

て表示する機能。

多角形入力

指定

マウス操作により地図上に多角形を入力し、入力した多角形内に含まれた地

物の属性を抽出して表示する機能。

属性検索

条件検索 検索条件を設定して属性データを検索し表示する機能。

対象図形表示
条件検索で表示された属性一覧より選択した属性情報に対応する地物を地

図表示する機能。

対象図形強調
条件検索で表示された属性一覧より選択した属性情報に対応する地物を強

調して地図表示する機能。

属性デー

タ処理
抽出結果

表示 属性検索結果を一覧表示する。

並べ替え 抽出結果の一覧表を昇順もしくは降順に並べ替え表示をする機能。

抽出結果出力検索した属性情報をEXCELに出力する。

印刷

地図印刷

地図印刷 画面表示した地図データを接続されているプリンタにて紙に印刷する機能。

印刷プレビュー 印刷状態をあらかじめ画面上で確認する機能。

縮尺指定 印刷する地図縮尺を指定する機能。

画面範囲印刷画面上で表示されている地図の範囲を印刷する機能。

印刷プレ

ビュー移動
プレビュー上で印刷範囲を調整する

レイアウト

印刷

印刷レイアウト

の変更

印刷レイアウト（印刷時の地図や装飾の配置や大きさ）を職員により、自由に

変更・設定できること。

印刷

テンプレート

職員により、印刷テンプレート作成を任意に行えること。

（タイトル、地図、画像、凡例、属性、スケール等）

印刷テンプレート保存した任意の印刷レイアウトを呼び出して印刷する機能。

印刷テ ン プ

レートの保存
設定した印刷レイアウトを印刷テンプレートとして保存できること。

印刷時の装飾

印刷する地図にタイトルや方位シンボル等の装飾を施す機能。

（タイトル、方位シンボル、スケールバー、縮尺文字列、索引図、地図凡例、

主題図凡例、任意のテキスト、任意のピクチャ、属性情報、注意文、四隅座

標等）
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分類 機能 内容

印刷サイズ 大判印刷 大判印刷に対応すること。（B5～A0までの対応を行うこと。）

計測

計測図形

距離計測 地図上でマウスクリックにより指定した多点間の距離を計算する機能。

面積計測 地図上でマウスクリックにより指定した多角形の面積を計測する機能。

図形選択 既存地物をマウスクリックにより選択し、その面積・周長を計測する機能。

同心円、角度 円の半径・ピッチ等を指定して、地図上に同心円を作図する機能。

計測結果

計測履歴 計測履歴をサブメニューに表示可能。

計測履歴の表

示、削除
計測履歴一覧の表示削除が可能。

作図

編集

図形登録

点（アイコン・

シンボル）

所定のレイヤにマウス操作により点（アイコン・シンボル）を記入して登録する

機能。

点（アイコン・シ

ンボル）座標値
座標値を指定して図形を入力する。

線 所定のレイヤにマウス操作により線を記入して登録する機能。

面（多角形） 所定のレイヤにマウス操作により多角形を記入して登録する機能。

面（円） 所定のレイヤにマウス操作により円を記入して登録する機能。

面（矩形） 所定のレイヤにマウス操作により矩形（長方形）を記入して登録する機能。

文字列 所定のレイヤにマウス操作により文字列を記入して登録する機能。

図形編集

削除 作図済みの図形を削除する機能。

移動 作図済みの図形をマウス操作により指定して移動する機能。

頂点追加 作図済みの線・多角形図形に頂点を追加する機能。

頂点移動 作図済みの線・多角形図形の頂点を移動する機能。

頂点削除 作図済みの線・多角形図形の頂点を削除する機能。

図形結合 2つ以上の多角形図形を選択し、飛地やドーナツ図形として結合する機能。
図形分離 飛び地図形やドーナツ図形を分離する機能。

シンボル変更 作図済みの点図形に割り当てられるアイコン・シンボルを変更する機能。

文字列変更 作図済みの文字列図形に割り当てられる文字列の内容を変更する機能。

サイズ変更 作図済みの点図形や文字列図形のサイズを変更する機能。

図形編集

補助

スナップ機能
図形の作図時に既存の図形の頂点や辺に吸着させる機能（頂点スナップ、

辺スナップ、角度スナップ、交点スナップ）。

円半径入力 半径を数値で入力して円図形を登録する機能。

入力時の長さ

半径指定
マウスによる図形入力時に線分の長さや半径を指定する機能。

図形回転 図形を回転する機能。

図形拡大縮小図形を拡大・縮小する機能。

主題図
主題図

機能

ラベル主題図 属性情報の値を地図上に文字表示する機能。

ランク主題図 属性情報の値の範囲で地図上の図形色分け、シンボル分け表示する機能。

個別値主題図属性情報の値で地図上の図形色分け、シンボルを表示する機能。

主題図凡例

表示
主題図の凡例を表示する機能。

主題図の記憶
ログアウト時にチェック ON していたレイヤセットを、次回起動時に自動的に
適用する。

出力

/入力

クリップ

ボードコ

ピー

クリップボード

コピー

地図画面上でマウス操作により矩形領域を指定して、指定範囲を画像として

クリップボードに取り込む機能。

出力

/入力

データの

出力

データのエクス

ポート
Shape、DXF形式等のデータをエクスポートできること。

画像ファイ

ル出力

画像ファイル

出力

表示中の地図を指定された用紙サイズで出力する機能(BMP 形式、JPG
形式、PNG形式、GIF形式)。
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公共物使用許可管理システムレイヤ一覧 (別紙2)

番号 第一階層 第二階層 第三階層 レイヤ内番号 備考

1 地形 地形 1 図形

2 名称 名称 2 図形

3 農道 農道 農道 1 属性、図形

4 境界 境界 境界 1 属性、図形、画像

5 橋梁（新設） 1 属性、図形、画像

6 橋梁（既設） 2 属性、図形、画像

7 橋梁（拡幅） 3 属性、図形、画像

8 橋梁（グレーチング） 4 属性、図形、画像

9 橋梁（仮設） 5 属性、図形、画像

10 橋梁（その他） 6 属性、図形、画像

11 管類（埋設） 7 属性、図形、画像

12 管類（架設） 8 属性、図形、画像

13 管類（伏越し） 9 属性、図形、画像

14 管類（仮設管） 10 属性、図形、画像

15 管類（その他） 11 属性、図形、画像

16 排水管（接続） 12 属性、図形、画像

17 排水管（埋設） 13 属性、図形、画像

18 排水管（仮設） 14 属性、図形、画像

19 桝・会所（設置・接続） 15 属性、図形、画像

20 排水管（その他）Ｓ 16 属性、図形、画像

21 排水管（その他）Ｌ 17 属性、図形、画像

22 ゴミステーション（設置） 18 属性、図形、画像

23 ゴミステーション（拡張） 19 属性、図形、画像

24 ゴミステーション（資源化物） 20 属性、図形、画像

25 ゴミステーション（その他） 21 属性、図形、画像

26 カーブミラー 22 属性、図形、画像

27 キングライト・デリネータ・街灯 23 属性、図形、画像

28 ガードレール・ガードパイプ等 24 属性、図形、画像

29 交通安全その他（シンボル） 25 属性、図形、画像

30 交通安全その他（面） 26 属性、図形、画像

31 仮設足場 27 属性、図形、画像

32 資材置場 28 属性、図形、画像

33 仮囲い 29 属性、図形、画像

占用占用

管内図
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34 その他 30 属性、図形、画像

35 その他（シンボル） 31 属性、図形、画像

36 その他（線） 32 属性、図形、画像

37 農道側溝設置 33 属性、図形、画像

38 改修その他（線） 34 属性、図形、画像

39 改修その他（面） 35 属性、図形、画像

40 工作物設置 36 属性、図形、画像

41 その他（面） 37 属性、図形、画像

42 水路改修 38 属性、図形、画像

43 道路改良 39 属性、図形、画像

44 浄化槽放流（単独） 40 属性、図形、画像

45 浄化槽放流（合併） 41 属性、図形、画像

46 ガス ガス 岡山ガス 1 図形

47 地番 詳細 地番図 1 図形

48 国調 1 属性、図形、画像

49 法定外 2 属性、図形、画像

50 受益 受益 受益 1 属性

51 図面枠500 1 図形

52 図面枠2500 2 図形

53 一般面 一般面 1 図形

54 家枠形状 家枠形状 2 図形

55 記号 記号 3 図形

56 行政界線 行政界線 4 図形

57 行政界面 行政界面 5 図形

58 水域線 水域線 6 図形

59 地形線 地形線 7 図形

60 地図形状 地図形状 8 図形

61 鉄道（交通） 鉄道（交通） 9 図形

62 道路 道路 10 図形

63 文字 文字 11 図形

64 行政界 行政界 1 図形

65 行政界名称 行政界名称 2 図形

66 字 字 1 図形

67 字名称 字名称 2 図形

68 市道路線網図 市道路線網図 市道路線網図 1 図形

69 索引図 索引図 索引図 1 図形

住宅地図（全体）

行政界

字

占用 占用

法定外 法定外

図面枠 図面枠


