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1 委託業務の概要 

1.1 委託業務の目的 

岡山市開発許可管理システム構築・保守管理包括外部委託（以下「本業務委託」という。）は、

GIS を利用し、開発許可申請に関する情報とデジタル化した既存資料の関連付けを行い、検索･閲

覧･印刷ができる開発許可管理システムの構築を行うことを目的とする。 

 

（1）既存資料のデジタル化による劣化防止と省スペース化 

（2）開発許可申請に関する業務の効率化 

（3）窓口業務の迅速化など行政サービスの向上 

 

1.2 委託業務範囲 

本委託業務の業務範囲は次のとおりとし、開発許可管理システムの利用を含めたサービス調達

とする。なお、開発許可管理システムを使用するクライアント端末は、岡山市（以下、「委託者」

という。）が既に配備している現行のものとし、それ以外に必要となるものは受託者が調達し、契

約締結後に委託者が指定する場所に設置すること。詳細については「4.システム構築に関する業

務詳細」「5.システム保守管理に関する業務詳細」を参照すること。 

 

（1）開発許可管理システムの構築（令和 4 年度） 

（2）開発許可管理システムの保守管理（令和 5 年度～令和 9年度） 

 

1.3 関連法規 

本業務委託は、本仕様書によるほか、次に示す各種法令等に基づいて行うものとする。 

（1）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）（以下、「法」という。）、同施行令、同施行規則 

（2）岡山市都市計画法施行細則（平成 13 年市規則第 233 号） 

（3）岡山市開発行為の許可基準等に関する条例（平成 13 年市条例第 44 号） 

（4）宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

（5）岡山市埋立行為等の規制に関する条例（平成 17 年市条例第 90 号） 

（6）岡山市開発行為許可事務，宅地造成工事許可事務等手数料条例（平成 12年市条例第 17号） 

（7）測量法（昭和 24 年法律第 188 号）、同施行令、同施行規則 

（8）岡山市公共測量作業規程 

（9）その他関係法規、条例、要綱等 

 

なお、本仕様書に記載されていない事項については、その都度、委託者と協議し決定するもの

とする。 
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1.4 現行システムの概要 

現行システム（Microsoft Access データベース）は、岡山市庁舎内の開発指導課に設置した専

用端末でスタンドアロン方式にて稼働しているが、開発から長期間経過しており、管理について

も職員が実施している。 

 

表 1 現行システム概要図 

   

 

 
  

専用端末：2 台 
現行システム 

プリンター 

開 発 指 導 課 
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2 基本事項 

2.1 適用範囲 

本仕様書は、委託者が受託者に委託する本委託業務に適用する。なお、本仕様書は基本的内容

について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項でも、当然必要と思われるものに

ついては、委託者と協議のうえ、受託者の責任において誠実に履行すること。 

 

2.2 委託期間 

契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日とする。業務ごとでの委託期間は以下のとおりである。ス

ケジュールについては、「別紙 1 開発許可管理システム構築等スケジュール」に示す。 

（1）開発許可管理システムの構築 

  契約締結日から令和 5 年 3月 31 日まで 

（2）開発許可管理システムの保守管理 

  令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31 日まで 

 

2.3 担当課 

本委託業務における担当課は、都市整備局住宅・建築部開発指導課とする。 

所在地：岡山市北区大供一丁目 1番 1 号（岡山市役所本庁舎 6 階） 

電 話：086-803-1452 

e-mail：kaihatsushidouka @city.okayama.lg.jp 

 

2.4 協議 

（1）委託者が必要と認めたときは、作業の変更又は中止を指示することがある。この場合の変

更について委託契約書に明記されていない場合は、両者の協議により定めるものとする。

なお、変更による必要な工期は別に定めるものとする。 

（2）委託者は、業務責任者及びその他の従事者（業務の一部を委任された者、業務の一部を下

請けする者を含む。）について、業務の履行又は管理に関して著しく不適当と認められる

者があるときは、受託者に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求する

ことができるものとする。 
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2.5 法令･条例等の適用 

受託者は、本業務の実施にあたり、関係する法令･条例等を遵守すること。 

（1）岡山市契約規則（平成元年市規則第 63号） 

（2）岡山市個人情報保護条例（平成 12年市条例第 34号） 

（3）岡山市情報セキュリティポリシー 

（4）その他の関係法令 

 

2.6 品質管理･保証等 

受託者は、本委託業務の履行にあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行うとともに、

必要な企画立案能力、技術的能力の向上に努めなければならない。 
 

2.7 機密の保持 

（1）受託者は、業務上知り得た秘密･個人情報を本委託業務以外の目的に使用し、又は第三者に

漏らしてはならない。 

（2）受託者は、本委託業務の遂行にあたっては、「岡山市個人情報保護条例」及び「岡山市情報

セキュリティポリシー」を遵守し、取得した個人情報の取扱いに最大限の注意を払うこと。 

（3）受託者は受託情報を保護するため、委託者と岡山市個人情報保条例（平成 12 年市条例第

34 号）に基づき、市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書を締結しなければならな

い。 

（4）受託者が 本委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、（1）（2）（3） に

ついて当該委任又は、請負の相手方にも適用する。 

（5）受託者は、本委託業務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」※ を取り扱うすべての従事者（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委託者に報告すること。また、システム障害発生時その他の場合

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すること。 

※「機密性 3 の情報資産」とは、岡山市個人情報保護条例第 2 条第 1 号に規定する個人情報、法

令又は条例の定めにより守秘義務を課せられている行政情報（前述の個人情報を除く）、法人そ

の他の団体に関する行政情報で漏えいすることにより当該団体の利益を害するおそれのあるも

の、漏えいした場合、行政に対する信頼を著しく失墜するおそれのある行政情報、情報システ

ムに係るパスワード及びシステム設定情報のこと。 
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2.8 セキュリティ対策 

（1）受託者は、必要に応じて本委託業務で利用する情報システム等について、アクセス制御、

不正アクセスに対する防御及び監視等により、サイバー攻撃対策、情報流出対策、改ざん

防止対策等のセキュリティ対策を講ずること。 

（2）受託者は、本委託業務で利用する情報システム等について、技術的脆弱性に関する情報（OS、

その他ソフトウェアのパッチ発行情報等）を定期的に収集し、随時パッチ等を適用し、脆

弱性対策を講ずること。 

（3）受託者は、コンピューターウイルス等、悪意のあるプログラムの侵入を防止するため、信

頼性の高いウイルス対策ソフトを導入し、かつ、最新のバージョンのパターンファイルを

適用する等により、適切に本委託業務を履行すること。 

（4）受託者は、本委託業務で取り扱う情報を電子データとして送受信する場合は、必要に応じ

て、データの暗号化、ID・パスワード設定等の情報流出対策を適切に講ずること。 

（5）受託者は、本委託業務で取り扱う情報について、適切に保管・管理を行うこと。また、電

子データについては、定期的にバックアップを実施し、消失等することがないようにする

こと。 

（6）受託者は、本委託業務の終了後、委託者へ返却するものを除き、本委託業務で取り扱うす

べての情報について、その形式・媒体を問わず、適切に廃棄等すること。電子データにつ

いては、データ消去ソフト等を用いて復元不可能な形で消去すること。 ただし、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」の場合、受託者は当該データ

消去後にデータ消去証明書を作成し、委託者に提出すること。 

（7）受託者が適切な対応を怠り、委託者又は第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責

任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。 

（8）受託者は、全従業員に対する情報セキュリティ教育を実施し、結果を委託者に報告するこ

と。なお、年次等で情報セキュリティ教育を実施している場合は、その結果報告をもって、

実施に代えることとする。 

（9）受託者は、委託者から情報セキュリティに関する立入りの監査・調査を求められた場合は、

受け入れること。 

※（2）（3）については、委託者が庁内 LAN（情報系ネットワーク）を介して提供するパッチ管

理（WindowsSever2016 のセキュリティパッチの配信）及びウイルス管理（ウイルス対策ソ

フトパターンファイルの配信）機能を利用すること。 詳細は、契約締結後に委託者が指

示する。 

 

  



  6

2.9 契約時等に提出する書類 

受託者は、本委託業務の履行にあたり、システム導入及び保守管理でそれぞれ表 2 に示す書類

を作成し、委託者の承諾を得なければならない。 

 

表 2 契約時等に提出する書類 

提 出 書 類 名 数量 提 出 期 限 

・委託業務着手届 

・委託作業表 

・業務責任者及び主任技術者届 

・実施体制図 

・下請負通知書 

（本委託業務の一部を再委託する場合に限る。） 

各 1 部 
本委託着手時 

（変更があった場合は随時） 

・委託業務完了通知書（システム構築分） 各 1 部 令和 4年度末 

・委託業務完了通知書（システム保守管理分） 各 1 部 令和 5年度以降の毎年度末 

・データ消去又はディスク破砕証明書 各 1 部 
本委託業務完了時 

（令和 9 年度末） 

 

2.10 業務責任者 

本委託業務を遂行する業務責任者は、以下に掲げる要件を満たす者であること。 

（1）自治体でのシステム構築及び保守管理に従事した経験を有する者であること。 

（2）システム開発業務の実務経験を 5 年以上有すること。 

 

2.11 損害の賠償 

本業務業務の履行中に、受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は、第三者から

損害を受けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責

任において処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わない。 

 

2.12 貸与資料 

（1）受託者が本委託業務を履行するうえで必要となる資料のうち委託者が提供することが可能

な資料は、委託者が受託者に貸与するものとする。また、貸与は業務責任者又は主任技術

者が受けるものとする。 

（2）貸与された資料は、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、本委

託業務において貸与した関係書類は、作業終了後若しくは契約を解除されたとき又は本委

託業務履行上不要になった場合、委託者に返還しなければならない。また、貸与資料の複

製物は適切に廃棄するなど、委託者の指示に従った処置を行うこと。 
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2.13 プロジェクト管理 

（1）受託者は、委託者の視点に立って、本委託業務が効率的かつ適正に実施されるように、ま

た、本委託業務の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように、すべて の

工程におけるプロジェクト管理（各作業の進捗状況の把握、委託者が見落としがちな要件

の指摘、品質レビューの実施、課題・問題点の早期発見と解決策の検討・実施、委託者へ

の迅速な状況報告等）を徹底すること。なお、令和 4 年度については、システム構築の進

捗に関する報告会を原則として、毎月 1回以上行うこと。ただし、委託者が不要と判断し

た場合は報告会を省略することができる。 

（2）プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力のみならず適切な課題解決

策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実にプロジェ

クトを推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業量を適

切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合は、早急に原因

を調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリプランを提示し、

委託者の承認を得た上でこれを実施すること。 

（3）本仕様書、機能要件一覧表から委託者の意図する要件、仕様を読み取れなかったことを理

由に有償の仕様変更とすることはできない。 

（4）受託者の要員の能力不足、経験不足、要件定義ミス、設計ミス、パッケージの完成度の低

さ、機能不足等による工数増大をもって、有償の仕様変更とすることはできない。 
（5）開発許可管理システム構築における検査完了後において、要件定義工程や設計工程におけ

る間違いは、本稼働後も契約終了時まで、業務遂行可能な開発許可管理システムを継続的

に提供するためのシステム改修等の履行義務を免れることはできない。 

 

2.14 作業経過の報告 

本業務業務の履行期間中において、受託者は委託者と緊密な連絡に努め作業を遂行すること。

また、委託者は必要に応じて本委託業務の実施状況を調査し、又は報告を求めることができるも

のとする。なお、打ち合わせで決定し、又は委託者が指示した事項等について、受託者は定期的

にその進捗を報告すること。 

 

2.15 第三者の権利･利益の対象となるものの利用等 

（1）本委託業務を実施するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、受託者の負担

により委託者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずること。 

（2）受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利･利益及び肖像権、バブリシティ権その他法的保護に値するとされ

ている第三者の権利･利益の対象となっている素材･材料、履行方法等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 
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2.16 その他 

（1）受託者は、「2.13 プロジェクト管理（1）」に規定する会議（報告会）終了後、速やかにそ

の打ち合わせ記録を作成・提出し、委託者の承認を得ること。 

（2）受託者は、作業の工程において確認事項がある場合、電子メール又は書面により委託者に

提出し、確認を行うことができるものとする。 
（3）受託者は、本委託業務の履行中に事故等の不測の事態が発生した場合は、所要の処置を講

ずるとともに事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに委託者

に報告すること。 
（4）受託者は、本委託業務が自治体からの委託を受けた業務であることを認識し、委託者の信

頼を失墜させることのないよう誠実に履行すること。 
（5）受託者は、本委託業務の全部又は大部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

また、受託者は、本委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、相手方

の名称、委任等の内容、その他委託者が必要と認める事項をあらかじめ委託者に書面によ

り通知しなければならない。 
（6）受託者は、委託者からの変更要望又は委託者の承認がない限り、業務責任者及び主任技術

者を変更してはならない。 
（7）受託者は、委託者が情報セキュリティに関連する調査、監査等に対応する場合には可能な

限り協力を行うこと。 
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3 成果品及び支払い方法 

3.1 成果品の納品 

受託者は、本委託業務の成果品について委託者の検査を受けるものとし、検査完了後に納品す

ること。 

 

3.2 成果品の帰属・著作権等 

成果品の帰属、著作権等については、別に定める場合を除き、次のとおりとする。 

（1）受託者は、委託の目的物が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 2 条第 1 項第 1 号に規定

する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の

著作権（著作権法第 21条から第 28条までに規定する権利をいい、第 27 条、第 28 条に定

める権利を含む。）を当該委託の目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

（2）委託者は、委託の目的物が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該委託の目的物内

容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。 

（3）受託者は、委託の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目

的の実現のためにその内容を改変するときには、その改変に同意する。また、委託者は、

委託の目的物が著作物に該当しない場合には、当該委託の目的物の内容を受託者の承諾な

く自由に改変することができる。 

（4）受託者は、委託の目的物が著作物に該当する場合において、委託者並びに委託者から正当

に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し著作者人格権（公表

権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しない。 

（5）受託者は、委託の目的物が著作物に該当するとしないにかかわらず、委託者が承諾した場

合には、当該委託の目的物を使用又は複製し、また、「2.7 機密の保持（1）」の規定にかか

わらず当該委託の目的物の内容を公表することができる。 

（6）委託者は、受託者が委託の目的物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10

条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第

12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。）について、受託者が承諾した場合に

は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 

（7）受託者は、委託の目的物が、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国

の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保

護に値するとされている第三者の権利・利益を侵害するものでないことを保証する。 

（8）委託の目的物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償請求等が生じたときは、受託者

の責任と負担によりこれを処理解決するとともに、委託者に損害が生じた場合にはその損

害を賠償しなければならない。 
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3.3 成果品の契約不適合責任 

（1）すべての成果品について、納品の後、委託期間中に受託者の責による不備が発見された場

合は、委託者の指示に従い必要な処理（関連する項目の再検査及び不良箇所の修正）を受

託者の負担において行うこと。 

（2）システム構築終了後 1 年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが

判明した場合は、委託者の指示に基づき受託者の責任において関連する項目を再検査し、

不良箇所を修正すること。 

 

3.4 報告書等の作成 

受託者は、会議内容等のまとめ、各業務の管理表、報告書及び本業務において作成したデータ

等を、委託者の指示に基づき提出すること。 

 

3.5 成果品の納品方法 

成果品の納品方法は、特に定めがなければ次のとおりとする。 

（1）規格・数量 

ア 紙として提出する成果品は、原則として日本産業規格 A 列 4 番（一部 A列 3 番可）にて

作成すること。なお、提出部数は各 1 部とする。 

イ 電子データとして提出する成果品は、特に指定のない場合は「Microsoft Office 

Professional Edition 2016」で利用可能な保存形式によって 1 部提出すること。なお、 

わかりやすく分類したフォルダを作成 し、すべてのデータがどのように保存されている

かわかるように一覧表を添付すること。 

ウ 成果品の受渡しは、当課執務室等の委託者の指定する場所で業務責任者又は主任技術者

が行う。なお、その運搬費用は受託者が負担するものとする。 

（2）ウイルスチェック 

電子記録媒体によるデータ納品については、すべて最新のパターンファイルを適用したウ

イルス対策ソフトにより検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感染しているこ

とにより、 委託者又は第三者が損害を受けた場合は、受託者の責任と負担により、信頼回

復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。 

 

3.6 支払い方法 

令和 4 年度のシステム構築費の支払いについては、システム構築後一括払いとし、令和 5 年度

以降のシステム保守管理費（サービス対価のことをいう。以下同様。）の支払いについては、シス

テム保守管理完了後、保守管理年度数（5 年）で除した金額を完了後払いとする。 

ただし、各年度の支払額は、受託者から提出された入札内訳書をもとに、委託者と協議の上、

決定するので留意すること。また、令和 4 年度の支払限度額は契約額の 75.1％以下とする。なお、

支払額の詳細については、契約書に従うこと。  
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表 3 支払い方法 

費  目 令和 4年度 令和 5～9年度 

システム構築費 システム構築後一括払い － 

システム保守管理費 － 年度ごとでの完了後払い 
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4 システム構築に関する業務詳細 

4.1 開発許可管理システム構築の基本方針 

GIS を搭載し、開発許可申請に関係する情報等（参照：「4.7 業務機能要件」）を一元管理でき

るシステムを開発するものとする。また、既存資料について電子化を行い、開発したシステムと

連携するものとする。パッケージシステムを利用し、一部パッケージにない仕様部分についてカ

スタマイズする構築方法でも可能とする。なお、開発許可申請に関する情報等は委託者が電子デ

ータで提供するものとし、データ形式は CSV ファイル又は Microsoft Excel ファイル（以下、「CSV

ファイル等」という。）とする。 

 

4.2 システム範囲 

本委託については、本システム開発導入から運用保守までを包括した一体的なサービスとして

提供を受ける「サービス提供契約」として調達する。 

また、システムライフサイクルに係る必要な作業すべてを委託範囲とする。 

なお、受託者の想定する作業は下記のとおりとする。 

(1)システム構築 

(2)開発許可申請に関する資料の電子化 

(3)GIS データ作成 

(4)各種テスト 

(5)サービスレベル報告会 

(6)システム利用者への研修 

(7)本番稼働作業 

(8)データ更新 

(9)システム運用保守 

(10)次期システム移行 

(11)データ消去・機器の破棄等 

 

4.3 開発許可申請に関する資料の電子化 

開発許可申請に関する既存資料についてスキャニングを行い、電子化を行う。 

受託者は、委託者が受理する開発許可申請図書等の添付書類である図面に関して、スキャニン

グを行うため、委託者から資料を借り受けるものとする。 

（1）対象資料 

開発許可申請図書 図面類 

電子化予定枚数 

ア 昭和 46 年度から令和 3 年度までの 50 年間分（開発許可件数：約 16,800 件） 

イ 単年度当たりの枚数(参考年度：平成 19 年度抽出) 

  B3 判以上：140 枚、A3 判以下：860 枚 程度 

  ただし、年度により枚数、用紙規格は増減があることは想定しておくこと。 
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（2）想定スケジュール 

資料の受け渡し･スキャニング作業の想定スケジュールは、「別紙 1開発許可管理システ

ム構築等スケジュール」を参照すること。なお、詳細は契約締結後に委託者と受託者で協

議の上、決定する。 

（3）スキャニング作業 

ア スキャニング方法については、構築する開発許可管理システムの仕様によるため、詳細

は契約締結後に委託者と受託者で協議の上、決定する。 

イ スキャニングした画像データの正確性を期すために、内容及び枚数等のミスがないか、

複数人体制による確認しながら作業すること。 

（4）資料の受取･返却･管理 

ア 資料の受取及び返却にあたっては、委託者が指定する日時に、受託者が出向き行うこと。

委託者と受託者双方が資料の数量の確認を十分行うものとし、運搬する際は適切な管理

体制のもとに行うこと。なお、下記の受取・返却日時を想定しているが、委託者と協議

の上、決定すること。 

  受取：金曜 16 時から 17 時までの間 

  返却：月曜 9 時から 10 時までの間 

イ 受託者は、委託者から貸与された資料に係る作業場所及び保管室を、委託者側からの返

却等の要望に速やかに対応できる範囲内に確保すること。なお、作業場所及び保管室の

場所については、契約締結後に委託者に届け出ること。 

ウ 資料の紛失、破損、汚損等がないよう厳重な対策を講じ、万一事故があった場合には受

託者の費用負担により現状に復さなければならない。 

エ 受託者は、委託者が業務上必要となった場合に、貸与中の資料の照会又は返却を要望す

ることがあるので、機密保持に十分注意の上応じること。 

オ 受託者は、資料を作業場所及び保管室から持ち出さないこととし、資料に記載された事

項及び成果品に記載された情報に関する秘密が必ず守れるよう関係者以外への立ち入り

を禁止する等の対応を講じなければならない。なお、作業場所及び保管室への入退室に

ついては施錠管理をすること。 

カ 資料に記載された事項及び成果品に記載された情報については、いかなる理由によって

も他に漏洩してはならない。委託期間終了後についても同様とする。また、委託者が機

密保持について、作業場所及び保管室の確認を要請したときには応じること。 

（5）内容確認 

ア 受託者は、資料の返却時に作成した画像データを委託者に提出し、委託者が内容の確認

を随時行う。 

イ 委託者の確認にて、画像データ作成上の不具合が見つかれば、委託者は受託者に対して

修正を指示するものとし、受託者は、指示から 1 週間以内に委託者の指示に従い修正す

ること。 
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4.4 GIS データ作成 

GIS データの作成は、「4.1 開発許可管理システム構築の基本方針」のデータ（CSV ファイル等）

について、次の作業により実施すること。 

（1）項目の整理 

「4.1 開発許可管理システム構築の基本方針」のデータ（CSV ファイル等）には、登録番

号、申請者氏名、申請者住所等多くの情報が格納されており、様々な方面から情報収集して

用いることから、全データについてデータクレンジングを実施すること。 

[システム項目] 「別紙 2 システムの項目」参照 

（その他詳細な項目については、帳票の各項目を参照） 

データクレンジング（想定）：全半角、地番、区名、不要余白、予定建築物用途名称統一等 

（2）図形データの登録 

委託者より貸与を受ける既存資料（申請図書等）、開発許可情報（CSV データ）より位置

を特定し、図形データ（シンボル等）の登録を行うとともに、開発許可情報（CSV データ）

をシステムで利用できるデータベースに変換するものとする。不明な位置等は委託者の確認

を受けた後位置修正を行うこと。令和 4 年度分のデータ登録は委託者と協議により決定する。 

 

4.5 サーバ要件 

（1）本委託業務で必要なサーバは、委託者が指定する場所（岡山市庁舎内のサーバ室）に受託

者が構築すること。サーバ機器及びサーバ構築・接続に際し必要な外部機器等は受託者が

調達すること。 

（2）サーバ機器は、庁内 LAN（情報系ネットワーク）回線に接続すること。 

（3）サーバ機器調達及び設置の際には、将来的なデータ量の増加等を考慮して、資源を効率的

に利用できる構成を検討すること。 

（4）サーバ機器等の設置については、「別紙 3 サーバ機器設置要件」を参照することとし、サ

ーバ室の所在地や連絡先等は契約締結後に委託者が提示する。 

（5）サーバ室の利用料については、委託者が負担するため、本委託業務には含まれない。 

（6）令和 8 年度に新庁舎建替による移転がある計画のため、新庁舎への移転に伴う作業（サー

バ移設、IP アドレス変更等）に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 

4.6 ネットワーク要件 

周辺機器の仕様等を以下に示す。なお、周辺機器のファームウェアについても、基本的に適宜

最新のものを適用すること。 

（1）サーバ及びクライアント端末（プリンター含む）の接続は、庁内 LAN（情報系ネットワー

ク）回線により行う。 

（2）受託者は、開発許可管理システムを庁内 LAN（情報系ネットワーク）へ接続する場合は、

テスト項目、役割分担及びスケジュールについて委託者と調整の上、必要に応じて庁内 LAN

（情報系ネットワーク）で必要となる機器設定の作業指示書を作成するとともに、機器設

定、通信テスト及び疎通確認を行う。 

（3）インターネット等の外部への接続を行わないこと。  
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表 5 ネットワーク構成図 

   

サーバ 

サーバ室 

 庁内 LAN 

都市整備局開発指導課 

専用端末 1 台 

職員端末 12 台 

来客用端末 1 台 

※手動によるデータ更新 

職員端末 
タブレット 2 台 

プリンター 

A0 複合機 
（プリンター＆スキャナー） 

・・・庁内 LAN 接続機器 

・・・受託者調達機器 

・・・開発指導課内設置機器 

・・・サーバ室内設置機器 

開発許可管理システム 
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4.7 業務機能要件 

開発許可管理システムで実現する機能要件は、「別紙 4 機能要件一覧表」の要件を満たすものと

する。各機能要件について、本仕様書に明記されていない場合であっても、開発許可管理システ

ムを構成する上で必要なものについては、システムに含むものとする。また、大まかな機能ごと

での想定業務及び現行において提出される届出や利用している帳票等の様式、システム項目は次

のとおりである。 

（1）開発行為事前指導関係（既存申請件数 約 16,800 件） 

ア 事前指導内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①開発行為事前指導申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②同意協議指示書：「通知番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 開発行為事前指導関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（2）開発行為許可関係（既存申請件数 約 16,800 件） 

ア 許可内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①開発行為許可申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②開発行為許可書：「許可番号、登録番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 開発行為許可関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（3）開発登録簿（調書）関係（年間処理件数 約 800 件） 

ア 開発関係内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

  各種情報登録、書類･図面（画像データ）格納 

イ 調書出力機能 

  開発登録簿（調書）作成 [様式第 19 号（第 16 号関係）] 

ウ 納付書出力機能 

  納付書作成 

エ 開発登録簿のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（4）建築許可関係（都市計画法第 43 条第 1項関係）（既存申請件数 約 9,000 件） 

ア 許可内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①建築許可申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②建築許可書：「許可番号、登録番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 建築許可関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 
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（5）宅地造成許可関係（既存申請件数 約 1,800 件） 

ア 許可内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①宅造許可申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②宅造許可書：「許可番号、登録番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 宅造許可関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（6）埋立条例事前協議関係（年間申請件数 約 10 件） 

ア 事前協議内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①埋立条例事前協議申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②事前協議終了通知書：「通知番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 埋立条例事前協議関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（7）埋立条例許可関係（年間申請件数 約 10 件） 

ア 許可内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①埋立条例許可申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②埋立条例許可書：「許可番号、登録番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 埋立条例許可関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（8）開発行為又は建築等に関する証明書交付申請関係（年間申請件数 約 250 件） 

ア 証明内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

①証明申請書：「受付番号」の登録、書類（画像データ）格納 

②証明書：「証明番号」の登録、書類（画像データ）格納 

イ 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請関係のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（9）既存宅地の確認申請関係（既存確認件数 約 5,700 件） 

ア 既存宅地確認申請関係内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

  各種情報登録、書類･図面（画像データ）格納 

イ 既存宅地の確認申請のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（10）事前審査承認地申請関係（既存件数 約 300 件） 

ア 事前審査承認地関係内容登録機能及び書類（画像データ）格納機能 

  各種情報登録、書類･図面（画像データ）格納 

イ 事前審査承認地のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 
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（11）一般証明書関係（年間処理件数 約 150 件） 

ア 調書出力機能 

  開発登録簿（調書）作成 [様式第 19 号（第 16 号関係）] 

イ 納付書出力機能 

  納付書作成 

ウ 一般証明書のリスト出力 

  リスト出力（Excel 形式） 

 

（12）許可書類等倉庫格納関係 

ア 許可書類等文書保存箱割り当て機能 

許可書類等の文書保存箱 No.の割り当て記録 

イ 文書保存箱リスト出力 

  文書保存箱リスト出力 

 

（13）GIS 関係 

地図情報を用いて開発許可関係業務の総合的な支援を行う。 

ア 空間検索機能 

  開発許可の場所がすぐに特定できない場合に、登録情報の曖昧検索により候補リストを

抽出し、場所の特定を支援する。 

イ 各種災害の想定区域表示機能 

  各種災害の想定区域を地図上に表示することで、瞬時に災害等の区域を確認することを

可能とする。 

 

（14）システム項目 

システム項目については、「別紙 2 システムの項目」を参照 

（その他詳細な項目については、帳票の各項目を参照） 
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4.8 システム構築工程 

プロジェクトの実施については、工程別に管理を行うものとする。表 4 にシステム構築工程ご

との概要を示す。 

 

表 4 システム構築工程概要 

工程名 工程の定義（主な作業内容） 

プロジェクト計画 

プロジェクト体制、スケジュール、委託業務範囲のほかプロジェクトの

管理方法全般を取りまとめた「プロジェクト計画書」を作成するととも

に、プロジェクトに着手する最初の会議において、当該計画書の内容を

説明し、プロジェクト関係者全員がその内容を的確に共有できるように

留意する。 

要件定義 

本仕様書及びヒアリング等（委託者がシステムに対して要求する事項）

をもとに、システム開発者側の視点から開発許可管理システムで実現し

たい要件を分析、定義、確定する。 

基本設計 

要件定義書に基づいて、利用者の立場から見たシステムの動き（画面、

帳票、論理データベース、処理ルール等）を明確にし、開発許可管理シ

ステム全体の仕様を明らかにする。 

詳細設計 

基本設計の内容をコンピュータに実装するための設計を行う。システム

をプログラム単位に分割し、データベース構成を示し、システムの内部

構造を設計する。 

プログラミング 

（パッケージ等の 

適用含む） 

詳細設計書に基づいて実際にコンピュータ上にシステムを実現するプロ

セス、プログラム定義書を作成しプログラムを作成する（パッケージ、

サーバ機器、ネットワーク機器等の設定・適用作業も行う。）。 

単体テスト 
システム開発者(プログラム作成者）が中心になって、作成されたプログ

ラムをモジュール単位でテストを行う。 

結合テスト 
単体テストを終了したプログラムを組み合わせて、利用者から見て意味

のあるシステムの機能単位でテストを行う。 

総合テスト 
基本設計書に記載されている内容が実現されているか標準機能及びカス

タマイズ機能についてシステム全体としてテストを行う。 

運用テスト 
実運用環境で本番業務レベルのテストを行う。要件定義の内容がすべて

実現されているか確認を行い、情報システム稼働の最終判断を行う。 

データ移行 
データ移行計画の策定、データ移行リハーサル、本番データ移行等デー

タ移行作業全般 

システム移行 
システム移行作業、端末環境の設定等、業務で使用できる環境の整備作

業全般 

研修 
システム管理者及び利用者に対して、各種マニュアルを作成するととも

に、研修会を実施する。 

※受託者は、各工程に着手する時点で作業計画書を作成し、委託者に作業スケジュール、作業内

容等の説明を行う。また、各工程完了後においては委託者に工程完了報告を行い、承認を得る

こと。 
※受託者は、要件定義において、システムの機能、処理画面、出力帳票及び運用方法等を説明し、

委託者とともに機能要件等のすり合わせを行う。ヒアリングにあたっては、デモ機を用いる等、

齟齬が生じないよう工夫して臨むこと。要件定義の結果、当初予定外のカスタマイズが発生し

た場合においては、基本的には契約の範囲内での対応とする。 
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4.9 ソフトウェア要件 

（1）開発許可管理システム（パッケージシステムを利用して構築する場合） 

ア パッケージシステムは信頼性が高いものを用いること。 

イ システム利用期間中に、パッケージシステムの開発元からのサポートが受けられなくな

った場合は、委託者と協議の上、受託者の責任でシステム保守管理の範囲内で適切な対

応を行うこと。 

ウ 委託期間中にパッケージシステムの OS・ソフトウェアのバージョンアップが行われる場

合は、基本設計工程終了時までにリリースされた最新のバージョンを適用できるものと

する。以後の OS・ソフトウェアのバージョンアップについては、委託者と受託者が協議

して実施の可否を決定し、受託者が必要な対応を行うものとする。なお、バージョンア

ップによる不具合が発生した場合は、受託者の責任において、速やかに対応するものと

する。 

（2）背景図 

ア 住宅地図 

開発許可管理システムに導入する住宅地図は、株式会社ゼンリン製の ZMap-TOWNⅡ（岡

山市版）とし、委託者が調達後受託者に提供し、受託者が必要に応じて開発許可管理シ

ステムに適した形式に変換後導入するものとする。なお、本委託業務に係る受託者の住

宅地図の利用については、受託者の負担により株式会社ゼンリンとの間でライセンス契

約の締結等、必要な措置を講ずること。 

※住宅地図のライセンス数が「4」であることから、住宅地図の利用については十分 

注意すること。 

  

イ 都市計画図 

開発許可管理システムに導入する都市計画図は、岡山市都市計画課が有するデータ（DM

データ：1/10,000、1/2,500）とし、委託者が調達後受託者に提供し、受託者が必要に応

じて開発許可管理システムに適した形式に変換後導入するものとする。 

ウ 地番図 

開発許可管理システムに導入する地番図は、岡山市課税管理課が有するデータ（Shape

ファイル）とし、委託者が調達後受託者に提供し、受託者が必要に応じて開発許可管理

システムに適した形式に変換後導入するものとする。 

エ 航空写真 

開発許可管理システムに導入する航空写真は、岡山市課税管理課が有するデータ（画

像データ（TIFF ファイル）＋座標データ）とし、委託者が調達後受託者に提供し、受託

者が必要に応じて開発許可管理システムに適した形式に変換後導入するものとする。 
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（3）その他 

ア 委託期間終了後の次期システムへのデータ移行を想定し、汎用的なファイル形式等を利

用するものとし、開発許可管理システムで利用する全データを容易に抜き取りができる

ものとする。 

イ 「4.10（1）クライアント端末」において、現時点でのブラウザは Microsoft Edge とな

っている。動作確認等行っておくこと。 

ウ 開発許可管理システムでは外字の利用を想定しており、サーバ及びクライアント端末に

委託者が提供する外字ファイル（EUDC.TTE）を適用して、外字の利用を可能とすること。 

※外字ファイルの参考仕様 

文字フォント ：MS 明朝 Version2004 

文字エンコード：UTF-8 

文字集合   ：JIS×0213:2004 
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4.10 クライアント要件 

開発許可管理システムを使用するクライアント端末は、委託者がすでに配備している現行のも

の（岡山市情報システム課が一括調達して職員に配布した個人用端末）、開発許可に関するデータ

の登録用（職員用_新規導入端末）、既発許可に関するデータ閲覧用（来客用_新規導入端末）とす

る。クライアント端末の OS 等を以下に示す。なお、クライアント端末（新規導入以外）の OS・

ソフトウェアのバージョンアップについては、基本的に適宜最新のものを適用するものとし、令

和 6 年度にクライアント端末の更新がある計画のため、「5.2 保守管理の業務範囲」内において、

必要に応じて対応すること。 

（1）クライアント端末（現行：令和 4年 4 月時点） 

メーカー名 NEC 社製 

CPU Intel Core i3-7100U（2.40GHz） 

メモリ 4GB 

内蔵ディスプレイ 15.6 型ﾜｲﾄﾞ TFT ｶﾗｰ液晶 

画面解像度 FWXGA（1366×768） 

ストレージ 500GB HDD 

OS Windows10Pro（64bit） 

ブラウザ Microsoft Edge 

アプリケーションソフト Microsoft office Professional 2016 

 

（2）クライアント端末設置場所 

  岡山市北区大供一丁目 1番 1 号 

  岡山市役所本庁舎 6階 都市整備局住宅・建築部開発指導課 

  ※令和 8 年度に新庁舎建替による開発指導課移転がある計画のため、「5.2 保守管理の業 

務範囲」内において、必要に応じて対応すること。 

（3）利用者数 

  想定利用者数：約 16人 

  想定同時利用者数：約 10人 

※住宅地図のライセンス数が「4」であることから、住宅地図の利用については十分注意

すること。 
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4.11 周辺機器要件 

周辺機器の仕様等を以下に示す。なお、周辺機器のファームウェアについても、基本的に適宜

最新のものを適用すること。 

（1）A0 ダブルロール複合機（現行：令和 4年 4月時点） 

メーカー名 日本 HP 社製 

モデル HP DesignJet XL 3600 dr MFP A0 ﾓﾃﾞﾙ 

インク 6 色 HP Bright Office Ink（染料：C,M,Y,Pk,G,顔料：Mk） 

印刷解像度 最高 2,400×1,200dpi 

インターフェイス 
1000BASE-T Ethernet（TCP/IP のみ対応） 

USB2.0 Type-A host port（USB ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾟﾘﾝﾄ用） 

メモリ 128GB 

ハードディスク 500GB 

スキャナー仕様 

センサー 光学：600dpi、読み取り：200/300/600dpi 

スキャニングモード 24bit RGB ｶﾗｰ/8bit ｸﾞﾚｰｽｹｰﾙ/1bit ﾓﾉｸﾛ 

スキャン機能 

自動原稿ｻｲｽﾞ検知/ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ/ｽｷｭｰの除去/青写真の反転/ 

背景の除去/圧縮率の変更/黒強調/ｽﾄﾚｰｼﾞﾓｰﾄﾞ/ 

ﾌｧｲﾙ名ﾌﾟﾘﾌｨｯｸｽ/ｸｲｯｸｾｯﾄ 

保存可能ファイル形式 TIFF、JPEG、PDF（PS オプション使用） 

コピー仕様 

コピー機能 
自動原稿ｻｲｽﾞ検知/ｽｷｭｰの除去/背景の除去/ｺﾝﾄﾗｽﾄ/ 

黒強調/ｶﾗｰｵﾌﾟｼｮﾝ/ｽﾄﾚｰｼﾞﾓｰﾄﾞ 

※上記の仕様を参考に、同等以上の A0複合機を導入すること。 

 

（2）A3 カラープリンター（現行：令和 4年 4 月時点） 

メーカー名 日本 HP 社製 

モデル HP LaserJet Pro Color CP5225dn 

印刷方式 乾式電子写真方式（ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑ） 

解像度 HP lmageREt3600（3,600dpi 相当） 

CPU 540MHz 

標準メモリ 標準:192MB 最大:448MB 

インターフェイス 
10BASE-T/100Base-TX ｲｰｻﾈｯﾄ 

Hi-Speed USB2.0 ﾃﾞﾊﾞｲｽﾎﾟｰﾄ 

トナー 4 色 HP 307A 純正 LaserJet ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

※上記の仕様を参考に、同等以上の A3カラープリンターを導入すること。 

（3）周辺機器設置場所 

  岡山市北区大供一丁目 1番 1 号 

  岡山市役所本庁舎 6階 都市整備局住宅・建設部開発指導課 

  ※令和 8 年度に新庁舎建替による開発指導課移転がある計画のため、「5.2 保守管理の業 

務範囲」内において、必要に応じて対応すること。 
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4.12 画面要件 

開発許可管理システムは、来客用（閲覧）と職員用（登録･編集）で異なる画面表示とすること

から、具体的な画面デザイン及び遷移等の決定は、設計時において委託者と受託者で協議の上行

うこととする。 

 

4.13 帳票要件 

帳票の種類については、「4.7 業務機能要件」のとおり現行の帳票を基本とするが、これ以外の

帳票でも、委託者と受託者の協議により業務に必要であると認めたものは、システム構築及び保

守管理時ともに導入すること。また、別紙様式で示した現行の帳票様式は、契約締結時までに変

更が生じる可能性があるため、詳細な帳票種類・レイアウト・イメージ、印字項目、出力条件、

出力順序、出力書式等の決定は、設計時において委託者と受託者で協議の上行うこととする。 

 

4.14 性能要件 

開発許可管理システムの利用者にストレスを与えず快適な作業ができ、かつシステムの日常運

用を円滑に進めることを可能とするため、次の性能を実現すること。 

（1）システムの起動については、起動操作から概ね「3秒以内」とすること。 

（2）情報入力及び画面遷移のレスポンス時間については、概ね「0.5 秒以内」とすること。 

（3）検索結果の表示については、検索操作から概ね「3秒以内」とすること。 

（4）帳票の出力（プレビュー画面を含む）及びイメージデータの呼び出しのレスポンス時間に

ついては、概ね「2秒以内」とすること。 

（5）GIS の地物及びレイヤの表示･切り替えのレスポンス時間については、概ね「1 秒以内」と

すること。 

（6）同時アクセスが発生した場合や、今後データが増大した場合においても、(1)(2)(3)(4)(5)

の性能を確保するものとする。なお、開発許可管理システム以外の要因で、これらの性能

を満たさない場合はこの限りではない。 

（7）GIS の地図の縮小拡大及び中心点移動については、地図表示が途切れることなくスムーズ

に行うことができること。 

（8）開発許可管理システムの利用時には、庁内 LAN（情報系ネットワーク）回線の帯域に負荷

をかけないよう考慮すること。 

 

4.15 セキュリティの技術的対策 

情報の不正な利用、閲覧、盗聴、不正コピー、改ざん、破壊、不正な削除等の不正アクセス対

策、システム停止等の障害対策として以下の技術的事項について実施できること。 

（1）認証･権限管理 

ア 開発許可管理システムのユーザー認証方法は、ID 及びパスワードの入力とすること。 

イ ユーザー情報を管理できること。また、ユーザー情報をもとに、機能やメニューの利用

可否にかかる権限を個人レベルで設定できること。 
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ウ アカウント 

管理者（職員用）：1 アカウント（住宅地図の利用可 1） 

利用者（職員用）：約 14アカウント（住宅地図の利用可 2＋利用不可 12） 

利用者（来客用）：1 アカウント（住宅地図の利用可 1） 

エ ユーザー情報の管理について、数人の定期的（年１回程度）な人事異動に効率的な対応

ができること。 

 

（2）ログ管理 

ア ユーザーアカウントごとに、ログイン履歴や各操作内容に関する操作ログを取得し、一

定期間保持できること。 

イ 操作ログ情報を確認できること。確認内容は、「日付、時刻、操作者、操作内容、操作対

象等」を含むこと。 

 

（3）セキュリティパッチ管理･ウイルス対策管理 

ア ウイルス対策ソフトは委託者が提供するものを利用し、受託者がサーバへのインストー

ル作業を行うこと。 

イ 委託者が庁内 LAN（情報系ネットワーク）を介して提供するパッチ管理（Windows Sever 

2016 のセキュリティパッチの配信）及びウイルス管理（ウイルス対策ソフトパターンフ

ァイルの配信）機能を利用できるよう設定すること。 

ウ 作業方法、設定方法等の詳細は、契約締結後に委託者が指示する。 

 

 

4.16 運用テスト 

開発許可管理システムの本運用開始日は令和 5 年 4 月 3 日（月）とするが、令和 5 年 1 月頃か

ら運用テストを行う予定とする。運用テストで使用する端末は、委託者が調達するものとするが、

運用テスト計画作成、テスト環境構築、ネットワークの負荷の低減、クライアント端末の作動状

況、セキュリティ対策の実施状況等の確認作業、問題の解決等は受託者が行うものとする。詳細

な内容については、委託者と協議の上、決定するものとする。 

（1）実施時期 

令和 5年 1月 ～ 令和 5年 3 月を予定 

（2）実施場所 

岡山市役所本庁舎 6階 都市整備局住宅・建設部開発指導課 

（3）使用端末 

委託者が通常業務で使用するクライアント端末を想定（「4.10 クライアント要件」参照） 
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4.17 データ移行 

令和 4年度中に作成･収集したデータのデータ移行を行う。移行するデータは開発許可管理シス

テムで利用するすべての内容を想定している。なお、データ移行の前後に、データ移行計画書及

び結果報告書を作成すること。 

（1）受託者において、データ（データベース構成、マスタ体系、コード体系、ファイル形式、

標記方法等）を分析し、必要なデータ変換を行った上で開発許可管理システムにデータ移

行を行うこと。 

（2）データ移行完了後、データ差異がないことを確認すること。 

 

4.18 システム移行 

（1）受託者は、サーバ機器設定作業、システム移行作業、端末環境の設定、庁内 LAN（情報系

ネットワーク）回線の接続設定等を実施し、業務で使用できる環境の整備作業を行うこと。 

（2）受託者は、令和 5 年 3 月 31 日までに開発許可管理システムを構築すること 。 

 

4.19 研修 

開発許可管理システムの研修を次のとおり「1 回」実施すること 。 

（1）実施時期 

令和 5年 3月下旬を予定 

（2）実施場所 

岡山市役所本庁舎内の会議室（委託者が手配） 

（3）対象者 

当課職員（5 人程度を想定） 

（4）研修内容 

受託者が作成したマニュアルをもとに行う開発許可管理システムの操作方法・管理方法等 

（5）使用端末 

委託者が通常業務で使用するクライアント端末 

 

4.20 委託業務場所 

各作業の実施場所を表 6 に示す。なお、状況により、委託者と受託者で協議の上、変更するも

のとする。 

 

表 6 想定する業務場所一覧表 

工    程 業 務 場 所 

プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理  

要件定義  

基本設計・詳細設計 

プログラミング  

単体テスト・結合テスト・総合テスト  

受託者内 

 

※打合せ協議は、 

委託者指定の 

場所とする。 
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GIS データ作成  

運用テスト 

データ移行･システム移行 

研修 

委託者内 

 

※岡山市庁舎 

又はサーバ室 

 

4.21 検査 

委託者は、受託者からの完了の通知（委託業務完了通知書）に基づき、完成検査を実施する。 

 

4.22 成果品 

システム構築に係る提出成果品及び提出期限は、表 7 のとおりとする。なお、開発許可管理シ

ステム構築完了時には、既に提出済みの成果品を含めたすべての成果品について、表紙･目次･イ

ンデックス･ページ番号等を付した冊子にまとめて、「紙 1部」又は電子データで納品すること。 

 

表 7 システム構築に係る提出成果品及び提出期限一覧表 

提 出 成 果 品 提 出 期 限 

シ

ス

テ

ム

構

築 

・プロジェクト計画書 契約後 14 日以内 

・要件定義書 

・システム概要（前提条件、用語集、業務フロー図、 

 機器･ネットワーク構成図等） 

・機器等一覧表（ハードウェア、ソフトウェア、ライセンス等） 

契約後 40 日以内 

・画面設計（画面一覧、画面レイアウト、入出力設計、 
画面遷移等） 

・帳票設計（帳票一覧、帳票レイアウト、出力設計等） 

基本設計時 

・処理設計（処理概要、メニュー階層、処理一覧、処理フロー等） 詳細設計時 

・システム導入手順書、マスタ一覧 

・プログラム一覧及び概要 

環境構築、 

プログラミング時 

・管理方針（品質管理、セキュリティ設計、 

情報セキュリティ教育実施報告、ウイルス対策、障害対策等） 
必要時 

・各種テスト資料（テスト計画書、テスト結果報告書等） テスト時 

・GIS データ、GIS データ作成資料 GIS データ作成時 

・データ移行資料（データ移行計画書、移行結果表等） データ移行時 

・現地作業計画書、現地作業報告書 現地作業時 

・システム操作マニュアル（利用者向けマニュアル） 

・システム運用マニュアル（管理者向けマニュアル） 
操作研修時 

・本仕様書の要件及び機能を満たすシステム 

（各種ソフトウェア、プログラム等） 
システム稼働時 

・協議記録簿 協議後 1 週間以内 

・その他本委託業務の履行にあたり必要なもの 適時 
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5 システム保守管理に関する業務詳細 

5.1 保守管理の基本方針 

（1）開発許可管理システムを正常に作動させるため、ハードウェア、ソフトウェア等のシステ

ム全般を保守管理する。 

（2）開発許可管理システムの利用が不可となるリスクを避けるため、システム運用、障害対応

等の必要な作業を適宜実施する。 

（3）受託者は、開発許可管理システムに関する各種管理資料を作成･保管し、適時修正･更新を

行い、保守管理業務を適切に実施すること。 

（4）本委託業務は、開発許可管理システムの構築から保守管理･運用までを包括的に委託するも

のであることから、受託者から提供されるサービスを一定レベル以上で維持することが必

要である。そこで、開発許可管理システムが提供する機能･性能をサービスとしてとらえ、

そのサービスを利用する対価として支払いを行う。サービス提供期間は、システム本稼働

後 5 年間を基本とする。 

（5）契約締結後からシステム本稼働前までに、委託者と受託者で協議の上、サービスレベル管

理項目及び指標を設定し、定期的に評価･検証することで、受託者が提供するサービスの

品質を継続的に維持･改善することとする。 

（6）システム本稼働後、保守管理を行う中で、次期システムにおける改良点等を蓄積し、年度

毎に提案を行うこととする。 

 

5.2 保守管理の業務範囲 

構築した開発許可管理システムの保守管理の対象業務の範囲にて、想定する作業は次のとおり

とする。ただし、次の想定作業以外に、別途定めるサービス提供レベルを維持するために必要と

なる作業は、受託者の責任において実施するものとする。 

※委託者が調達した機器（クライアント端末等）の修理等は、本委託業務の対象外とする。 

（1）システム運用定期保守、システム故障･障害対応、セキュリティ管理、バックアップ、問合

せ対応等 

（2）ソフトウェア保守（クライアント端末の OS等のバージョンアップ対応等） 

（3）データ更新 

（4）次期システムへのデータ移行 

 

5.3 保守管理業務共通事項 

（1）システム稼働時間 

   開発許可管理システムの稼働時間は、原則として平日（祝祭日を除く、月曜日から金曜日

のこと。以下同様。）8:30～18:00 とする。ただし、バックアップ処理や予定された各種メ

ンテナンス作業を行う場合はこの限りではない。 
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（2）保守管理対応時間 

   通常の保守管理対応時間は、原則として、平日の 8:30～18:00 とする。ただし、別途定め

るサービス提供レベルを維持するために必要となる作業や保守管理計画等により予定さ

れている時間外作業に関しては、必要とされる対応を行うこと。システム障害等の緊急時

に関する連絡窓口は、平日の 8:30～18:00 対応とし、必要な電話連絡が取れる体制を整備

すること。 

（3）保守管理作業実施方法 

   受託者は、必要に応じて当課又は委託者が指定するサーバ室（現地）で各種作業を実施す

ること。市役所庁舎内の別室や外部等からのリモート保守は不可とする。 

 

5.4 システム運用 

（1）定期保守 

   開発許可管理システムを安定して稼働させるため、システムの保守を 1 年に 1回以上行う

こと。なお、「5.6 データ更新」における現地作業と同時に実施すること。点検項目は、別

途、委託者と受託者で協議の上、様式を定めて「保守管理記録簿」を作成し、その内容に

従って実施すること。機器等の異常が判明した場合、委託者が調達した機器等（ハードウ

ェア、ソフトウェア、ライセンス等）を含めて原因の切り分けを行い、必要となる修理及

び部品交換等の内容を委託者に報告すること。委託者が調達した機器等に関する修理等の

実施は委託者が行うものとし、実施の日程については、事前に委託者と受託者で協議を行

うものとする。 

（2）障害対応･誤操作による復旧作業 

   開発許可管理システムが正常に動作しない等の場合には、「連絡体制図」に基づき委託者

が受託者に連絡を行うので、適切に受け付け、対応準備を行うこと。受託者は、速やかに

原因の切り分けを行い、必要な保守対応を実施した上で、障害内容、問い合わせ内容、要

望、調査依頼等の内容を「故障対応及び問い合わせ対応記録簿」により管理すること。実

施の日程については、事前に委託者と受託者で協議を行うこととし、早急な復旧に努める

こと。 

（3）セキュリティ管理 

   セキュリティパッチ管理については、「4.15（3）セキュリティパッチ管理･ウイルス対策

管理」のとおり、庁内 LAN（情報系ネットワーク）回線を介して委託者が提供するパッチ

管理（Windows Sever2016 のセキュリティパッチの配信）機能を利用して、開発許可管理

システム稼働中に自動配信によるパッチ適用を行うものとする。また、同様にウイルス対

策管理についても、自動配信によるパターンファイルの適用を行うものとする。 なお、

受託者は、上記のセキュリティパッチ又はウイルス対策管理に伴うパターンファイルの適

用がシステムに不具合を起こす可能性があるとの情報を事前に得ている場合は、委託者に

対してこれらの情報及びその対応方法を通知し、システムの安定稼働に可能な限り努める

こと。 
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（4）バックアップ 

   障害時に速やかにシステムを復旧させるためのバックアップを取得すること。サーバのバ

ックアップは月次メンテナンス前後のバックアップを 2世代以上保存すること。なお、SLA

に記載した復旧時間に対応できるようにすること。 

（5）その他運用 

   その他システム運用に必要となる作業を実施すること。 

ア 年度替わりの人事異動により、開発許可管理システムのアカウントの変更が必要になる

場合の対応 

イ 情報セキュリティ監査への協力等 

 

5.5 ソフトウェア保守 

受託者は、提供するサービスにおいて使用するすべてのソフトウェアの保守を行うこと。 

（1）ソフトウェア変更情報の収集･適用 

   受託者は、機能強化に対応するバージョンアッププログラム、不具合修正に対応するリビ

ジョンアッププログラム等に関する情報を収集し、収集した情報について、定期的に内容

を分析し、適用の可否を検討の上、委託者へ報告すること。委託者との協議の結果、適用

可と判断された場合は、実施スケジュールを定め、事前に検証環境において影響を検証し

た上で、本番環境への適用作業を行うこと。 

（2）クライアント端末更改等に伴う保守作業 

   クライアント端末の更改（OS 等）やブラウザのサポート期限終了等に伴い、システム設

定変更等が必要な場合は、本委託業務の範囲内でその作業を行うこと。 

（3）その他保守 

   受託者は、クライアント端末等のハードウェアの追加、移設、ネットワーク変更等に伴い

開発許可管理システムの各種設定変更･追加等のシステム環境設定の必要があれば、保守

の範囲内でその作業を行うこと。なお、システムに接続する端末数が最大接続数の範囲内

で増加しても追加のライセンス費用等を発生させることなく、保守に含めて対応すること。

また、開発許可管理システムを保守･運用･維持管理する上で必要な作業については、本仕

様書に明記されていない場合においても、本委託業務の範囲に含む。 

  ※令和 8 年度中に岡山市役所新庁舎整備に伴う都市整備局住宅・建設部開発指導課等の引越

しが予定されている。 
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5.6 データ更新 

次のデータについて開発許可管理システムに更新することとし、データ更新の前後に、データ

更新計画書及び結果報告書を作成すること。なお、更新頻度･時期等の想定スケジュールは、「別

紙 1 開発許可管理システム構築等スケジュール」を参照することとするが、詳細は、契約締結後

に、委託者と受託者で協議の上、決定する。 

 

（1）背景図 

   「4.9（2）背景図」で導入した背景図について、委託者が調達する最新のソフトウェア

に 1 年に 1回（航空写真についてのみ 5年に 1 回 ※令和 6 年度を予定）、定期的に更新す

ること。 

 

（2）帳票様式（不定期） 

   「4.13 帳票要件」において、開発許可管理システムに設定した帳票について、軽微な様

式変更を、1 年に 1 回程度実施すること。なお、関係法規の改正に係る様式変更について

は、必要に応じて対応すること。 

 

5.7 次期システムへのデータ移行 

受託者は、本委託業務の契約終了時に次期システム受託者に対して、開発許可管理システムで

管理するすべてのデータを抽出し提供すること。移行データはデータベースから単純に抽出し、

汎用的に使用できる状態で提供するものとする。なお、受託者は移行データに関する説明資料を

提供し、求めに応じて説明をすること。 

 

5.8 委託期間終了時の対応 

本委託業務において、受託者が構築したサーバ等の機器類については、委託期間終了時に受託

者の負担で委託者が指定するサーバ室から撤去すること。また、委託期間終了時には、受託者が

サーバ等からソフトウェアを消去すること。 

 

5.9 サービスレベル管理 

委託者と受託者との間で、提供されるサービスの利用･保守管理に関して、相互の役割や基準と

なる管理指標を設定･合意し、それらを遵守することによって、サービス品質を継続的に維持、向

上、改善していくことを目的に、サービスレベル合意書（以下「SLA」という。）を締結する。 

（1）適用期間は、開発許可管理システムの本稼働後、サービス利用開始時から契約終了日まで

とする。 

（2）サービス管理指標として、サービスレベル管理項目（稼働率、レスポンス時間、障害復旧

時間等）、管理項目に対する要求水準･目標値･測定方法を設定する。なお、詳細について

は、委託者と受託者で協議の上、確認･決定するものとする。 
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（3）半年ごとに SLA 報告会を開催し、設定した管理指標の目標値と実測値を比較して評価を行

い、サービスレベル未達成の場合は、改善の可能性、改善方法等について総合的に検討し、

対応策等を委託者と受託者で協議により決定する。SLA 報告会は、受託者が作成する「SLA

報告資料」を利用するものとし、議事録は受託者が作成する。なお、委託者が不要と判断

した場合は、1年に 2 回のうち最初の SLA 報告会を省略することができる。 

（4）指標の見直し等、SLA の見直しが必要と考えられる場合は、その理由及び変更の内容につ

いて、委託者と受託者で協議の上、決定するものとする。 

（5）受託者は、以下の事項に該当する場合は、サービスレベル維持における責任を負わないも

のとし、関連する各指標の実測値からは除外し、評価の対象としない。 

ア 受託者が提供するサービス（システム）に由来しないシステム障害によるもの。 

イ 災害等、受託者に帰責性のない障害によるもの。 

ウ 受託者以外が提供するハードウェア又はソフトウェアに起因する障害によるもの。ただ

し、その原因や対応策、運用回避策等が公表されている既知のものは除く。 

エ 委託者の過失及び故意による障害によるもの。 

オ 障害の原因所在とその責任究明につき明確に確定できないもの。 

 

5.10 検査 

委託者は、「5 システム保守管理に関する業務詳細」に規定する作業項目及び SLA で合意したサ

ービス管理指標が適正に実現され、状況の変化に応じて、柔軟に運用されているかを検査する。 

（1）検査対象 

   ソフトウェア及びハードウェア（サーバ機器等）が適正に稼働していることの稼働確認、

それらの保守管理業務の実施状況（システム障害管理、バージョンアップ、修正プログラ

ムの適用ほか）等とする。 

（2）検査方法 

   委託者は、受託者から提出される「SLA 報告資料」に基づき検査を行う。 

（3）検査頻度 

   検査については、年度ごとに年度末時点で SLA 報告･評価について行う。 
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5.11 成果品 

システム保守管理に係る提出成果品及び提出期限は、表 8 のとおりとする。なお、紙･目次･イ

ンデックス･ページ番号等を付した冊子にまとめて、紙 1部又は電子データで納品すること。 

表 8 システム保守管理に係る提出成果品及び提出期限一覧表 

提 出 成 果 品 提 出 期 限 

シ

ス

テ

ム

保

守

管

理 

・保守管理資料（システム保守管理計画書、保守･連絡体制図、 

 情報資産台帳、保守管理記録簿雛形、データ更新計画書 

令和 5～9年度の 

何度当初（毎年度） 

・保守管理記録簿 保守管理作業ごと 

・データ更新結果報告書 
令和 5～9年度の 

データ更新時（毎年度） 

・SLA 報告資料 

令和 5～9 年度の 

SLA 評価時 

※半年（又は 1年） 

ごとの評価期間終了日 

から 14 日以内を想定。 

・SLA 報告会議事録 
SLA 報告会議後 1 週間 

以内 

・次期システムへのデータ移行にかかる抽出資料 

（データ抽出計画書、データ抽出結果表等） 
委託期間終了時 

・故障対応及び問合せ対応記録簿 

・その他本委託業務の履行にあたり必要なもの 
適時 

 


