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令和４年度岡山歴史のまちしるべ盤面作成等業務委託 仕様書 

 

 

１ 委託名 

令和４年度岡山歴史のまちしるべ盤面作成等業務委託 

 

２ 業務目的 

岡山市では、市内の埋もれた歴史資源を再認識し、由来等を現地で紹介することで、

市民や観光客が地域の歴史や文化に触れる機会を増やし、まち歩きを楽しめる環境を

整備するとともに、郷土への愛着や誇りを醸成するため、平成 27 年度より歴史案内看

板「岡山歴史のまちしるべ」を設置している。 

本業務は、歴史案内看板の整備を進めるため、地域団体からの企画提案により、市

が設置を予定している看板 7提案、7 基（すべて小看板。）について、看板盤面のデー

タ作成、提案団体への盤面内容の確認、設置に伴う関係権利者への説明・承諾等の調

整を行うもの。 

 

３ 作成予定内容及び設置予定場所 

別添資料のとおり。 

  別添資料① 対象説明看板一覧 

  別添資料② 令和 4年度提案概要 

  別添資料③ 設置候補地 

  別添資料④ 岡山市歴史文化由来現地説明名板設置整備基準 

‐岡山歴史のまちしるべ‐ 

 

４ 業務内容 

（１） 看板盤面データ作成 

地域団体からの企画提案に基づき、市が設置を予定している説明看板の盤面デー

タを作成すること。また、データの作成にあたっては、岡山市が別途契約する看板

設置事業者と十分な協議・調整を行い、速やかに看板が製作できる状態のものとす

ること。 

①  看板表示内容の作成 

市が提供する設置提案内容（契約後は提案時に地域団体から参考として添付さ

れた資料や盤面に掲載希望の絵図等がある場合は全て提示する。また、別表１に

示す市が保有する文献は必要に応じて貸与することができる。）を参考に、必要

に応じて文献の調査や郷土史等を研究する関係者からのヒアリング等も行い、設

置を予定している歴史的由来等について、案内板設置に関する資料の整理及び掲

載する写真、地図、データ等及び掲載文案の作成を行う。なお、掲載する写真等

は、古写真、イラスト（絵図）や一般公開されていないものなど、普段は見るこ

とができないものを基本とする。 
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また、対象の歴史的由来等は、時代別（古代、中世、近世、近代）および分野

別（建築、人物、地名など）により分類すること。 

② 看板に掲載する写真、地図、絵図等のデータ化 

ア データ化 

・スキャニング、写真撮影等により看板での紹介に耐えうる解像度で電子デー

タ化すること。 

・数量は概ね 7枚程度を想定。 

イ 使用許可手続き 

・市が保有していない写真、絵図、古地図等については、所有者に対し使用の

手続きを行うこと。 

③ 掲載する帯、アイコン、地図、絵図、古地図の作成 

ア 紹介する所在や内容などにより、グループ化するための、盤面に掲載する帯

（文字入り）、アイコンの作成（アイコンは１パターンを想定） 

イ 場所を紹介する看板に掲載する地図の作成 

・必要に応じて、現在地や歴史資源の場所を示す地図を新たに作成すること。

なお、現代の地図は、岡山市域図（1／2500）を使用すること。 

ウ 絵図、古地図への現在地の表示 

・絵図、古地図等を掲載する看板については、看板の設置場所に応じて、現在

地を表示すること。 

（２） 提案団体への盤面内容の確認 

提案内容をもとに、盤面に掲載する写真や絵図を選定し、盤面に掲載する文面案

を作成後、提案団体に対し、内容、盤面案の確認を行うこと。 

説明内容、承諾の状況について日時、確認者の役職・氏名、説明内容等を記録す

ること。（7団体に対し、各 2回程度を想定） 

（３） 看板設置候補地の選定及び権利関係者等への説明 

①  看板設置候補地の選定 

ア 看板設置場所の候補の選定 

・市があらかじめ示す候補地を参考に、目視による現地調査を行い、提案団体

とも協議の上、看板設置場所の候補を選定すること。 

・それぞれの看板について、カルテ形式で現況や近隣の状況を整理すること。

その際には現地で撮影した写真を使用すること。 

・現地の状況（設置する場所の状況、支障物件の有無など）を確認し、看板設

置場所ごとにふさわしい施工内容（設置後の路面補修など）、安全対策（衝

突防止など）等を整理すること。 

・提案③について、看板設置位置候補が樹木近辺であるため、専門家（樹木医）

への意見聴取により候補地への設置が可能かどうか検証すること。また、影

響がある場合は設置位置の代替案を提示すること。 
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②  設置に係る調整 

ア 看板で紹介する内容に関係する者への説明・承諾 

・看板で紹介する対象物の関係者に対して、看板の内容について承諾を得る

こと。（例えば、岡山県盲唖学校跡について岡山県教育庁に確認するなど） 

・説明内容、承諾の状況について日時、確認者の役職・氏名等を記録するこ 

と。 

イ 関係権利者への説明・承諾 

・設置場所及び設置場所に隣接する土地所有者及び建物所有者等を公図、登

記事項要約書（土地・建物）等により調査し、リストを作成すること。な

お、公図及び登記事項要約書等については、市から提供するものとする。 

・設置場所に隣接する土地所有者及び建物所有者に承諾を得るため個別説明 

等により説明を行い、承諾を得ること。 

・設置場所に隣接し、影響があると考えられる土地所有者及び建物所有者が 

市外へ居住する場合は、依頼文書等（設置場所の図面、設置する看板の内 

容など）の送付回収によって承諾を得ること。 

ウ 町内会長への説明 

・設置する町内会へ、発注者が提供する名簿に基づき、資料の郵送により概

要を説明すること。また、問い合わせ等に対応すること。概ね 7 町内会を

想定。 

エ 関係する連合町内会及び単位町内会への文書の送付 

・事業の概要について、関係する町内会で回覧するため、回覧文書の送付を

行うこと。なお送付については、各町内会の班数分の部数を送付すること。

また、関係する連合町内会長へも周知すること。 

（４）上記（１）～（３）で得た成果を記録し報告書として取りまとめること。 

 

５ 業務手順及び実施体制 

（１） 受注者は、本業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人員を確保したうえ

で、適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な業務を遂行できる体制を構築

すること。 

（２） 初回打ち合わせを、契約締結日から 10 日以内に行うこと。 

（３） 打合せ協議は、業務着手時、業務中間時、業務完了時の計３回を予定している。

なお、業務遂行中に疑義が発生した場合は、その都度、監督員と協議の上、解

決すること。 

 

６ 履行期間 

契約締結日から令和 5年 3月 31 日（金）まで 
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７ 成果品 

（１） 提出成果品 

委託業務内容に係るすべての関係資料（収集資料、作成資料、記録資料等） 

（２） 成果品の内容 

提出する書類は、原則としてすべて日本産業規格 A列 4番（一部 A列 3番可）に

て作成し、提出（1部）すること。また、電子資料として CD-R（又は DVD-R）に記

録し提出（ 1 組）することとし、容易に利用できるよう原則として

「MicrosoftOfficeProfessionalEdition2016」で利用可能な保存形式とすること。

ただし、看板盤面のデータ及び看板盤面貼付用シールデータについては、イラスト

レーター等により作成し、イラストレーターファイルと PDF ファイルを作成し保存

すること。 

電子媒体の保存にあたっては、わかりやすいよう分類等でフォルダを構成して保

存し、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一覧表を作成し添

付すること。 

なお、契約不適合責任期間に発生した問題については、印刷物及び CD-R に反映

し改訂版を再提出すること。 

（３） 成果品の提出 

受注者は、業務が完了したときは速やかに前項（１）の成果品及び完了届を市に 

提出し、検査を受けなければならない。提出があった成果品に訂正事項等があった

場合は、市の指示に従い、速やかに訂正し再提出しなければならない。成果品の提

出は契約履行期間内とするが、令和 4 年 11 月中を目途に看板製作及びパンフレッ

ト印刷を別途発注する予定があることから、各成果品のうち４－（１）看板盤面デ

ータ作成、４－（３）－①に示すカルテ形式の資料及び４－（４）パンフレット修

正データについては、10 月末を目途に市と協議の上、成果品を暫定的に提出する

こと。 

（４） 帰属 

①  成果品（作業工程において作成された資料等を含む。）に関するすべての著

作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条に規定する権

利をいい、第 27条及び第 28 条に定める権利を含む。）は市に帰属する。 

②  受注者は、市に対して著作者人格権（公表権、氏名表示権及び同一性保持）

を行使しない。 
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８ 提出書類 

（１） 委託契約締結後 

① 工程表 

② 業務責任者届 

③ 業務計画書 

④ 一部委任（又は下請負）届（一部委任又は下請負する場合に限る。） 

（２）業務着手届 

① 着手届 

（３）業務完了後 

① 完了通知書 

 

※上記の提出資料（（１）③ 業務実施体制図は除く）は、市所定の様式とする。 

 

９ 変更後業務委託料の算出について 

業務委託料に変更があった場合の変更後業務委託料の算出は、次の式による。 

変更後業務委託料 

                当初業務委託料(税込) 

＝（変更後設計金額(税抜)×                      )×（1＋消費税率） 

                当初設計金額(税込) 

上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てる。  

 

１０ 特記事項 

（１） 法令等の遵守 

受注者は業務の履行にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

（２） 費用の負担 

業務に伴う必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受 

託者の負担とする。 

（３） 秘密の保持 

受注者は、業務上知り得た秘密・個人情報を他の目的に使用し、又は第三者に 

漏らしてはならない。 

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、取得した個人情報は、その取扱いに最大限の注意

を払うこと。受託情報を保護するため、岡山市と岡山市個人情報保護条例（平成

12 年市条例第 34 号）に基づく「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） 資料の貸与及び返還 

受注者は、市から貸与された資料等を業務完了後速やかに市に返還しなければ 

ならない。 
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（５） 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等 

本業務を実施するにあたり、第三者の所有する写真等の利用が必要となる場合 

は、受注者の負担により岡山市と当該第三者との間で使用許諾契約の締結等、必

要な措置を講ずるものとする。 

（６） 疑義 

仕様書記載事項に疑義が生じた場合または定めのない事項については、受注者 

は市と十分な協議を行い、業務の遂行に支障のないように努めなければならない。 

（７）その他 

本業務の実施にあたり、現地調査等に際して他人の占有する土地に立ち入る場 

合はあらかじめ市へ通知し、受注者は身分証明書を常時携帯し、地元関係者との 

係争を生じないように留意しなければならない。万一、損害を与えた場合は、市 

に状況を報告し、受注者の責任においてこれを解決すること。 

 

別表１  

 

市が保有する文献 

・岡山市百年史 上巻 発行：岡山市 平成元年 

・岡山市百年史 下巻 発行：岡山市 平成 3年 

・岡山市史（政治編） 発行：岡山市 昭和 39年 

・岡山市の地名    発行：岡山市 平成 3年 

・岡山城史      発行：岡山市 昭和 58年 

・岡山県の近代化遺産 発行：岡山県教育委員会 平成 17年 


