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仕 様 書 

 

 

第１章 総 則 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は岡山市（以下、「本市」という。）が委託する「岡山市住居表示台帳整備及

び住居表示管理システム構築業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用し、受託者

は以下の関係法規及び岡山市契約事務規則によるほか、本仕様書により遂行するものとす

る。 

（１）住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号） 

（２）岡山市住居表示に関する条例（昭和３８年市条例第２２号） 

（３）岡山市住居表示整備実施要項 

（４）測量法（昭和２４年 法律第１８８号） 

（５）測量法施行規則（昭和２４年 建設省令第１６号） 

（６）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

（８）不動産登記法（平成１６年法律第１２３号） 

（９）不動産鑑定に関する法律（昭和３８年法律第１５２号） 

（10）街区方式による住居表示の実施基準 

（11）岡山市契約規則及び委託業務契約約款 

（12）その他関係法令、規定、通達 

 

２ 業務背景・目的 

本市では、住居表示事務を行うため、昭和39年度から住居表示台帳（マイラー等）を

整備してきたが、その後多くの建物が新規に建築等されるため、住居表示台帳への追

記・修正等は手書きで対応せざるを得ない。このことにより事務の効率化や市民サービ

スを低下させるだけでなく、住居表示台帳が原本のみであるため、経年劣化等により、

今後業務に支障がでることが想定されている。 

本委託は、本市が保有する住居表示台帳について、航空写真や現地調査等により現況

に合わせて台帳を整備し、これらのデータ等を新規に構築する住居表示管理システムで

利用することにより、正確かつ迅速な窓口サービスの向上を図ることを目的とする。 

 

３ 業務規定 

本業務は、本仕様書及び添付の別紙等に基づき行うものとする。ただし、本仕様書及

び添付の別紙等に定めない事項については、本市とその都度協議し、その指示に従うも

のとする。 

また、協議に当たっては、本市の意図及び目的を十分理解した上で、住居表示実施業

務等の実績に基づく各種事例や関係法令による、高度なコンサルタント等能力を本市に

提供するように努めなければならない。 
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４ 実施計画の承認 

受託者は、業務着手前に本仕様書に基づき、着手届・工程表・実施計画書・主任技術

者及び業務従事技術者届等を提出し、本市の承認を得るものとする。また、本業務実施

期間中は必要に応じて進捗状況を本市に報告するものとする。 

 

５ 業務従事技術者 

本業務を従事する技術者は次のものを配置しなければならない。業務着手前に各資格

者証の写し及び常勤社員（正規雇用・直近1年以上）であることを証明する保険証の写

しを添付すること。 

（１）主任技術者は、測量士の資格を有し、住居表示整備事業全般における知識及び業務

実績を有するものとする。 

（２）照査技術者は、不動産鑑定士の資格を有し、住居表示整備事業全般における知識及

び業務実績を有するものとする。 

（３）業務に従事する構成員には、文書情報管理士（１級以上）の資格を住居表示整備事

業全般における知識及び業務実績を有するものを２名以上配置するものとする。 

（４）その他の従事者についても本業務の知識・技術を有するもので構成するものとする。 

 

６ 業務遂行上の注意 

（１）受託者は、業務従事者の管理について一切の責任を負うこととする。 

（２）受託者は、業務従事者に本業務の遂行に十分な技術を修得させるなど、万全の措置

を講ずることとする。本業務の遂行に支障がある場合は、体制の見直し、要員の改善

等を実施する。 

 

７ 再委託の禁止 

本業務の再委託は、原則禁止とする。ただし、本委託の主たる業務である住居表示台帳整

備に係ることやシステムの構築、カスタマイズ等でないものについては、本市に申請し、承

諾した場合はこの限りではない。 

 

８ 成果品の品質保証 

業務の成果品は、定められた規定等の諸条件を満たしていなければならない。また、

作業完了後受託者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、受託者の負

担において速やかに補足・訂正及びその他必要な作業を行うものとする。 

 

９ 成果品管理及び帰属 

本業務の成果品は、検査終了後全て本市の管理及び帰属とし、受託者が成果品等を第

三者に公表又は貸与してはならない。 

 

１０ 履行期間 

本業務の履行期間は、システム保守も含め契約締結日から令和９年１２月３１日まで

とする。なお、システムの稼働及び運用保守開始予定は令和７年１月６日とし、同時に

保守管理を開始するものとする。 

 

１１ 個人情報保護及び情報セキュリティ 

（１）個人情報保護及び情報セキュリティ（以下、「セキュリティ」という。）について
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は、岡山市個人情報保護条例、岡山市情報セキュリティポリシー及び関係法令等を遵

守すること。 

（２）受託者は、個人情報に関わるデータ等について不正アクセス、紛失、破壊、改ざん

及び漏えい等のリスクに関して合理的な安全対策を講じなければならない。 

 

１２ 労働基準法等の遵守 

（１）受託者は、労働基準法等の関連法令を遵守し、従業員の労働条件、給与等に配慮し

なければならない。 

（２）受託者が賃金等の債務の支払いを遅延したときには、本市の求めに応じて事情を報

告しなければならない。 

（３）前項に関して経営状況の確認が必要なときには、本市は財務状況等の報告を求める

ことができる。 

（４）本契約は請負契約であり、業務従事者の作業中の事故等の労災保険の適用は受託者

において行うこと。 

 

１３ その他 

本業務は、昭和39年から順次作成された住居表示台帳を基に行うため、現況との多く

の不整合が発生している。現況に沿った新しい住居表示台帳を作成するのが基本だが、

長年付定業務を行ってきた経緯もあり、多くの不正合箇所が予測される。これらの不正

合箇所については、本市と受託者で協議をしながら工程を進めていかなければならない。 

また、受託者は本業務の遂行にあたり、本市へ適切な提案をすること。 

 

 

第２章 業務内容（システム構築等） 

 

１ 業務概要及び数量 

本業務は，現在本市が保有する住居表示台帳を現地調査等も実施したうえで整備し、

新たに本市所有の住居表示台帳の整備及び住居表示管理システムを構築し、窓口サービ

スの向上及び事務の効率化を図ることを目的とする。 

本業務の概要及び概ねの数量は、次のとおりとする。 

（１）業務名称：岡山市住居表示台帳整備及び住居表示管理システム構築業務委託 

（２）作業区域：岡山市住居表示実施区域全域 

（３）住居表示台帳枚数：約7,500枚 

（４）面 積：52.06k㎡ 

（５）街 区 数：約5,500街区 

（６）町丁目数：405町 

（７）世 帯 数：約135,000世帯 

（８）年間付定件数：付定約900件 

（９）新旧対照表：21冊・約6,500ページ 

（10）旧新対照表：21冊・約6,500ページ 

（11）街区表示板枚数：約15,000枚 

 

２ 貸与資料 

本業務の貸与資料は次のとおりとする。また、貸与資料も含め業務期間中、個人情報
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を含む資料を多く取り扱うため、それらについては受託者により物理媒体を運搬するこ

とで行うものとする。物理媒体の運搬に替わる、LG-WAN回線を利用したデータ転送サ

ービスの利用については、本市が許可した場合にのみ行えるものとする。物理媒体の運

搬、LG-WAN回線を利用したデータ転送サービスの利用のいずれも、必要となる費用は

全て受託者の負担とする。 

（１）住居表示台帳 

（２）1/2,500地形図：岡山市・DMデータ（以下、「DMデータ」という。） 

（３）航空写真データ 

（４）新旧・旧新対照表 

（５）岡山市住居表示実施基準 

（６）住居番号板在庫管理データ 

（７）付定簿データ（MS-Access2016データで保存） 

（８）その他必要とする資料 

※1 業務終了後、貸与した資料及びメディアは返却すること。 

※2 個人情報については、業務終了後、または、業務上当該個人情報が不要となった

場合には、速やかに適切な方法で廃棄、消去すること。消去したデータはどのよ

うな手段を用いても復元できないようにすること。 

※3 （２）の使用にあたっては、測量法及び本市の指示する条件を遵守すること。 

※4 受託者は、貸与資料の受け渡し時に借用書を提出すること。 

※5 貸与資料の多くは個人情報を含んでいるため、取り扱いには十分注意するこ

と。なお取り扱い方法は、JIS Z 6016に準拠するものとする。 

※6 貸与資料について、費用が発生する場合は受託者負担とする。 

※7 受託者は、貸与された資料について、資料の紛失、破損等の事故があった場

合には、受託者の責任において現状に復さなければならない。 

 

３ 作業の流れ 

（１）計画準備 

本業務の実施にあたり、受託者は全体の作業計画及び作業員の配置について立案及

び準備を行うものとする。 

（２）打ち合わせ・協議 

本業務の実施にあたり、本市の主管課、関係各課と打ち合わせ及び協議を行う。回

数は必要に応じて複数回行うものとする。また、付定についての不明箇所の発生が考

えられ、その際の外部機関との協議においては、受託者は住居表示新規実施業務の知

識と経験を持つものを配置しなければならない。 

（３）資料収集・整理 

作業に必要な資料を収集し、効率的な作業が行えるように資料の分類整理を行うこ

と。 

住居表示台帳についてはJIS Z 6016の規格に準じて画像データ化（カラーもしくは

グレースケール）を行うものとする。住居表示台帳は窓口業務で使用しているため、

スキャニング等の取り込み作業は市庁舎内で行うことを原則とするが、貸与が必要な

場合は開庁時のみ可能とする。なお、これらに必要な機器類は受託者の負担とする。

また、この業務の作業者には本仕様書第１章５（３）で提出された文書情報管理士

（１級以上）を配置すること。 

画像データについてはシステムの機能により、表示させるため、システム内に格納
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すること。 

なお、市庁舎内で行うスキャニング等の取り込み作業については、作業開始は契約

締結後約２週間後からとし、作業期間は概ね２週間以内、最長でも３週間以内とす

る。詳細な開始時期や期間は本市と調整の上決定する。 

（４）下図作成 

1:2500地形図（以下、「DMデータ」という）を基図とし、下図の作成を次のとお

り行うものとする。なお、住居表示台帳は昭和39年から順次作成されたものであり、

実施当時の地図精度が低く、及び経年変化により、DMデータとの相違が多く発生す

ることを想定して作業を行わなければならない。 

（ア）DMデータを出力したものもしくはデータ上に住居表示台帳上の情報を記入(入

力)すること。 

①町名、街区番号、街区界、フロンテージ、基礎番号 

②道路形状、河川、水路、鉄道等の地物 

③建物形状、主要な出入口、出入口線 

④地下街、ガード下等の建物 

⑤住居番号、部屋番号、枝番号 

⑥公共施設名、建物名称、共同住宅名、個人名、法人名 

 （個人情報（個人名など）と個人情報でないもの（建物名称、法人名）で入力する

レイヤを分けること。行政情報の開示請求等の際、個人情報のみ非表示とすること

を想定） 

⑦メモ書き、その他注記 

⑧その他本市が必要とする情報 

（イ）不明箇所について、本市が提供する航空写真等を使用し机上調査を行う。 

（ウ）机上調査後の不明箇所を現地調査対象箇所とし、現地調査用図面及びリストを作

成する。 

（エ）主な不明箇所事由 

①地形が大きく変わっていてDMデータ上で街区界、フロンテージ、基礎番号、建

物位置等の特定が出来ない箇所。 

②地図精度の違いにより建物位置等の特定が出来ない箇所。 

③DMデータ作成時以降に建築された建物で、位置の特定が出来ない箇所。 

④DMデータ上にあるが住居表示台帳上にない建物。 

⑤住居表示台帳上にあるがDMデータ上にない建物。 

⑥建物形状の相違による出入口の不明箇所。 

⑦付属屋、車庫等DMデータ上では判断できない箇所。 

⑧地下街、ガード下等DMデータ上では判断できない建物。 

（５）現地調査 

現地調査用図面及びリストを基に現地調査を次のとおり行うものとする。 

（ア）現地調査対象箇所を精査し調査計画を立て、各不明事由に基づいた現地調査を行

う。 

（イ）調査前に現地調査リストを本市に提出し、調査計画を報告する。 

（ウ）調査員は調査員証及び腕章を携帯し、住民とのトラブルの無いように細心の注意

を払わなければならない。 

（エ）道路形状等現地調査用図面と現況との相違がある場合、計測を行うものとする。

調査に使用する機器、車両等については受託者が用意するものとする。 
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（オ）現地調査により、街区・道路形状が大きく変わっている箇所が確認された場合に

ついては、住居表示台帳を確認のうえ、隣接街区の形状等を考慮し、街区割・街区

界・フロンテージ等の適正な変更案の作成を行い、本市に提出するものとする。 

（カ）必要に応じて登記所の公図、測量図及び登記情報等の確認調査を行うものとする。 

（キ）調査結果より必要に応じて再調査を行う。 

（ク）調査結果を図面に記入し、（４）の下図に反映させる。 

（ケ）不明が解消しなかった箇所についてはその事由を図面に記入し、（１１）の不明

リスト作成用の基礎資料とする。 

（コ）（エ、オ、カ)の調査結果等資料を作成し、本市と協議を行う。受託者は住民の

不利益及び不動産価値が低下するようなことが無いように留意し、提案を行うこ

と。 

（６）住居表示台帳基礎データ入力 

住居表示台帳のデータの入力を次のとおり行うものとする。 

（ア）作成した下図を基に住居表示台帳基礎データの入力作業及びデータベースの作成

を行うこと。 

①本市が指定する分類地区名、町名、街区番号、街区界、フロンテージ、基礎番号 

②道路形状、河川、水路、鉄道等の地物 

③建物形状、主要な出入口、出入口線 

④地下街、ガード下等の建物 

⑤住居番号、枝番号 

（イ）基準座標系は空間参照系識別子JGD2000/9(X.Y)、時間参照系識別子GC/JSTとするこ

と。 

（７）建物名称・個人名等付定情報データ入力 

建物名称・個人名等のデータの入力を次のとおり行うものとする。受託者は作業に

おいて個人情報の管理を徹底しなければならない。作業前にデータのセキュリティ対

策について本市に説明し、承認を得たうえで作業を行うものとする。 

（ア）（６）で作成したデータベースに建物名称・個人名等データの入力作業を行う。

名称区分については本市の指示に従うものとする。 

①公共施設名、建物名称、共同住宅名、個人名、法人名、部屋番号、付定日 

②メモ書き、その他注記 

③その他本市が必要とする情報 

（８）新旧対照表・旧新対照表データ作成・入力 

現在、本市が冊子で管理している新旧・旧新対照表において、新→旧・旧→新の町

名街区番号及び地番範囲検索・表示をシステム上で行うためのファイリングデータを

作成する。なお、紙の劣化が著しいものも多くあり、取り扱いには十分に注意するこ

と。 

（ア）冊子を解体し、ページの端まで読み込めるようにスキャナー入力の作業準備を行

う。解体は、原状回復が可能となるよう専用機器により行うものとし、原状回復が

困難な簿冊については、協議を行う。 

（イ）住居表示新旧・旧新対照表のスキャナー入力を JIS Z 6016の規格に準じて行い、

画像データの作成を作成する。 

①白黒２値・300dpi以上もしくはグレースケール（またはフルカラー）・TIFFデータ 

②汚損、破損、ゴミ、ホコリの混入、折れ等の無いように細心の注意を払う。 

（ウ）画像チェックを行い、ゴミやホコリの混入、折れ、不鮮明箇所等があった場合は
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再入力を行う。 

（エ）画像データごとに傾き及び歪み補正処理を行う。 

（オ）作成したTIFFデータよりデータ変換を行い、PDFデータを作成する。変換に不備

が無いか検査を行う。 

  ※新旧
．．

対照表のPDFデータ作成は令和５年３月３１日までとする。 

（カ）作成したファイリングデータのページごとに検索用のインデックスを作成し、シ

ステムに搭載する。 

（キ）冊子の原状回復（再製本）を行う。解体の際にインデックス等取り除いた場合は

元のとおり貼付等を行う。 

（９）付定簿データ入力 

付定簿を次のとおり入力を行いデータの作成を行う。 

(ア）付定業務で管理されている本市の付定簿データについて、住居表示台帳データベ

ースと照合を行い、不突合リストを作成する。 

（イ）不突合及び不明箇所について、協議を行う。 

（ウ）協議結果に基づき、作成されたデータからシステム管理用データベースを作成す

る。別紙１「構造化フォーマット定義表」中にある項目と本市が所有している付定簿

データの内容が同じものについては、原則的にデータベースに取り込むこと。 

（１０）追録データ入力 

作業期間中において発生した新築付番等の情報については追録データとして入力を

行うものとする。なお追録データの入力期日は作業工程を踏まえ、協議し決定するも

のとする。 

 （１１）不明リスト作成 

現地調査により解消されなかった不明箇所等については、不明事由を記載したリス

ト及び各箇所の図面作成を行うこと。 

 （１２）住居表示管理システムの構築 

住居表示管理システムの構築にあたって必要な条件は次のとおりとする。機能やネッ

トワーク、機器、セキュリティ設定等については、次項（４ システム機能、ネット

ワーク、機器、ライセンス等）を参照のこと。 

（ア）本市職員と協議を行い、現在の付定業務に沿って、システムを構築すること。 

（イ）本市職員が簡易な操作でデータ入力・編集・更新等が行えること。 

（ウ）構造化データの構成は別紙１「構造化フォーマット定義表」に基づいて作成するこ

と。 

（エ）システムの構築、カスタマイズ等は受託者の自社開発とする。業務着手前に受託者

社名が表記された、本業務履行期間に有効な開発用ライセンス証を着手前に発注者

に提出すること。（運用ライセンス証でないことに注意） 

（オ）本市が作業場の視察を依頼した場合、受託者は受け入れなければならない。 

 （１３）納品と設定 

成果品の作成終了後、本市職員立ち会いのもと、納品と設定を行うものとする。な

お、本市に納品する前には必ず最新のウイルス定義ファイルを適用したウイルス対策

ソフトによるウイルスチェックを行うとともに、納品時にウイルス検査済証を添付す

ること。 

（ア）住居表示管理システム及び使用される図形データ及びデータベースを納入するサ

ーバーへ格納し、本市の指示に従い、指定場所への設置、配線、設定を行う。 
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（イ）本市指定の端末のサーバーへのアクセス及び設定に必要な項目を本市に示す。 

（ウ）すべての機能の動作確認を行い、使用可能な状態とする。 

 （１４）操作研修 

成果品納入スケジュールに合わせ、本市に操作研修を行うものとする。回数、時間

については、別途協議を行う。 

 （１５）検査 

成果品については充分な検査を行い、納入しなければならない。受託者の責に帰す

る誤りや、不良箇所が出た場合は速やかに必要な処置を受託者の責任において行わな

ければならない。 

  

４ システム機能、ネットワーク、機器、ライセンス等 

 （１）住居表示管理システム機能 

本システムで実現する業務機能要件は、別紙２「住居表示管理システム機能要件一覧

表」に示すとおりである。 

当該表の「区分」欄が「必須」となっているものについては、システム稼働時に当該

機能が利用可能であること。「必須」とした項目が一つでも評価基準に満たしていない

場合は、当該提案書を「無効」として、その後の評価は行わない。 

当該表の「区分」欄が「提案」となっているものについては、提案時に「標準（実装

済）」、「標準（今後実装）」、「カスタマイズ」、「代替」とした機能はシステム稼

働時に利用可能であること。 

（２）運用ネットワーク及び機器、システムライセンス等 

本業務においてシステム及びデータを運用するネットワークは、「LG-WANを利用

したクラウドサービス（ただしサーバーの設置場所は日本国内であること）」もしく

は「本市施設内もしくは本市が契約している市内のデータセンター内（以下、「本市

施設内」という。）に設置する専用サーバー」での運用とし、これらに関わる機器及

び導入費、設置費等については受託者の負担とする。本業務において格納するハード

機器の仕様（専用サーバを設置する場合）及びシステムライセンス数は、次のもの以

上とする。また、データセンターへの機器設置は、別紙３「データセンターへの機器設

置要件について」に従うこと。設置スペースは、19インチラック内で４Ｕ以内（設置す

る機器間にスペースが必要な場合、当該スペースも含める）とする。  

（ア）専用サーバー（ラックマウント型１Ｕサーバー）（本市施設内に設置の場合） 

・CPU：Xeon Silver 4208 2.10GHz 8コア 16スレッド・同等 

・メモリ：DDR4-2933 レジスターメモリ 64GB・同等 

・ストレージ：960GB×4 SSD(高耐久型)  RAID6構成・同等 

・OS：Windows Server 2019 standard以上 

・CAL：5 User Client Access License 

・バックアップ：Arcserve UDP 8.0 Advanced Edition・同等 

・機器保守５年間 

 （イ）バックアップ用外付けハードディスク（本市施設内に設置の場合） 

・４ＴＢハードウェア暗号化 

（ウ）システムライセンス数（クラウドサービス利用、本市施設内に設置の場合いずれも） 

・５ライセンス以上（任意の５台以上の端末で同時使用が可能であること） 

 （３）セキュリティ設定 

本業務のセキュリティについては次のとおりとする。セキュリティの設定は本市と
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受託者で協議のうえ行うものとする。 

（ア）システム起動時のログイン認証。 

（イ）ユーザーレベルによる更新の制限を行う。 

（ウ）ユーザーの追加、変更及びパスワードの変更が行えること。 

 

５ 納入成果品 

住居表示台帳整備及び住居表示管理システム構築業務の成果品は次のとおりとする。納品

期限は、以下に特に記載がない場合には、システム構築完了時とする。 

（１）住居表示台帳データ   １式 

   ※「新旧
．．

対照表のPDFデータ」（新旧対照表PDFデータ作成）の納品期限のみ令和５年

３月３１日までとする。 

（２）住居表示管理システム  １式 

（３）住居表示システムライセンス  ５ライセンス 

（４）住居表示管理システム操作説明書  １式 

（５）運用ネットワーク  １式 

 

６ 支払い 

   システム構築等の費用の支払いは、以下の表に記載の各工程完了後の検収によるものとす

る。各工程の契約額に占める費用は、以下の表のとおりとする。 

年度 R4 R6 

工程 
システム構築のうち、 

新旧対照表PDFデータ作成 

システム構築 

（R4年度分を除く） 

費用 

システム構築費用の5.09％以内

とする。 

システム構築費用からR4年度分

支払額を除いたものとする。 

システム構築費用は、契約額の96.51％以内とする 

※各年度の支払額は、本市と協議の上、決定するものとする。 

 

第３章 業務内容（システム保守等） 

 

１ システム保守等 

（１）期間 

令和７年１月６日から令和９年１２月３１日まで 

（２）保守対応 

保守サポートの受付時間は、月～金曜日の9:00～17:15とする。（祝日、年末年始

は除く。）受付は、原則として電子メール・FAX及び電話により一時受付を行い、内

容確認後、受注者より折り返しの電話による確認と対応を行うものとする。（出張作

業の日程調整等を含む。） 

（３）保守業務内容 

住居表示台帳管理システムの正常な稼動維持及び円滑な運用のために、次のとお

り、システムの保守等を実施すること。 

（ア）本システムの範囲内における各種問い合わせに対する保守サポート 

（イ）本システムの運用上に関するアドバイス 
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（ウ）セキュリティパッチ等の適用（適用頻度等は本市と調整して決定すること） 

（エ）本システムの潜在的バグに起因する不具合の修正 

（オ）本システムの異常発生に対する対処 

（４）保守の除外 

保守サポートの除外事項及び除外事項の特例は次のとおりとする。 

（ア）除外事項は次のとおりとする。 

①予期されない転変地異、アプリケーション以外の基本システム等の瑕疵による故

障、説明書にない使い方等、受注者の責によらないトラブル発生に対する作業 

②委託者の人事異動等により担当者が交替したときの操作指導 

（イ）除外事項の特例として、障害状況により元の状態に戻らない場合もあることを認

識の上、次の保守に対しては出張保守を行うこと。 

①停電または節電により本システム関連ファイルの内容が壊れた場合の復旧作業。 

②職員の故意によるディスク棄損を除き、破損等により本システム関連ファイルの

内容が壊れた場合の復旧作業 

③誤作動によりファイル内容が破損等した場合の復旧作業 

④本市においてコンピュータの移動等が生じた場合の立会作業 

（５）情報セキュリティの確保 

（ア）受注者は、業務の遂行にあたり、次の事項を厳守しなければならない。 

①業務遂行の際は、許可された端末装置及び記憶媒体のみを使用すること。 

②端末装置は、委託された業務のみに使用すること。 

③「岡山市情報セキュリティポリシー」に従い、本市の情報セキュリティ対策の指示

に従うこと。 

（イ）上記の事項に違反し、本市または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償

すること。 

（ウ）業務上知り得た本市に関する情報及び秘密を外部に漏洩してはならない。 

（６）その他 

（ア）再委託は禁止とする。ただし、ハードウェア保守（修理等）に関するものはこれに

限らない。 

（イ）保守の責任者及び出張保守を行うものは、正規雇用の社員とすること。担当する

者の常勤社員（１年以上）であることを証明する保険証の写しを保守履行前に本市

に提出すること。 

（ウ）契約期間中に、本庁舎の移転（現本庁舎から新本庁舎へ移転）が実施される見込

みである（令和８年度を予定）。本市施設内にサーバを設置する場合は、新本庁舎

へ当該サーバを移転すること。移転作業は本契約内で実施するものとする。 

（エ）本仕様書に定めのない事項または本仕様書に疑義が生じた事項については、本市

と協議の上決定するものとする。 

（オ）本システム運用中に機能追加・機能変更等の要望が発生した場合は、軽微なもの

でない場合は別途見積りにより有償で行うものとする。 

（カ）本システム以外のオペレーションシステム（ＷＩＮＤＯＷＳ）等に起因する事象

については、原則として本契約の保守範囲外となるが、復旧等が可能な範囲は、作

業範囲や無償・有償等を本市と調整の上作業を行うものとする。 

 

２ 納入成果品 

本業務の成果品は次のとおりとする。納品期限は令和６～８年度の各年度末（３月３１
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日）および令和９年１２月３１日とする。 

（１）運用報告書   １式 

 

３ 支払い 

支払いは年度ごとの検収による分割払いとする。年度別の支払額については、本市と協

議の上、決定するものとするが、支払限度額（保守費の合計額）の契約額に占める費用

は、以下のとおりとする。 

年度 R6（R7年1月）～R9（R9年12月 契約終了まで） 

工程 システム保守等 

費用 

契約額からシステム構築費用を除いた額を36で除した金額

に各年度の月数を乗じたものを、各年度の支払額とする。

支払額に１円未満の端数が生じる場合は、令和6年度に支

払うものとする。 

 


