
岡山市都市公園マップ作成業務委託仕様書 
 

第１章 総則 

 

第１条（適用範囲） 

本特記仕様書は、岡山市（以下「発注者」という。）が実施する「岡山市都市公園マップ作

成業務委託」（以下「本業務」という。）に適用するものとする。 

 

第２条（業務の目的） 

本業務は、岡山市が新たに整備する都市公園マップの作成に向け、主要となる73公園につい

て基礎的情報を整理した上で現地にて基礎調査を行い、既存の公園基本情報データベースの更

新を行うものである。また、更新したデータについては、「岡山市公園地図情報ＡＳＰサービ

ス」を通じて、一般に公開する地図情報としてシステム構築を行うことを目的とする。 

 

第３条（業務対象範囲） 

業務の対象範囲は、以下のとおりとする。詳細については、巻末資料1に示す。 

 

第４条（定義） 

特記仕様書において、「発注者」とは、委託者である岡山市、「受注者」とは受託者を、担

当職員とは、「発注者」が指定する本業務の岡山市担当職員をいうものとする。 

 

第５条（準拠すべき法令、基準等） 

本業務は、本特記仕様書によるほか、以下の各種法令及び基準等に準拠して実施する。 

（１）岡山市契約規則（平成元年岡山市規則第63号） 

（２）岡山市個人情報保護条例 

種類 種別 数量（公園） 面積（ha） 備考 

住区基幹公園 街区公園 10 8.06  

 近隣公園 30 56.06  

 地区公園 15 217.55  

都市基幹公園 総合公園 5 94.37  

 運動公園 2 13.13  

緩衝緑地等 歴史公園 2 24.23  

 植物園 1 11.00  

 緑道 4 8.27  

 緑地 2 98.56  

 都計外公園 2 37.87  

合計 73 569.10  



（３）岡山市調査、設計、測量業務共通仕様書 

（４）その他の関係法令 

 

第６条（疑義） 

本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ発注者の

指示に従い、業務を遂行するものとする。 

発注者において必要と認めたときは、作業の変更、又は中止をすることがある。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、発注者、受注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。 

 

第７条（提出書類） 

受注者は、本業務の契約締結後、速やかに担当職員と打合せを行い、次に掲げる事項を明確

に記載した業務計画書等を発注者に提出し、承認を得るものとする。また、これを変更する場

合も同様とする。 

（１）業務計画書 

（２）業務着手届 

（３）管理技術者、照査技術者、担当技術者通知書 

（４）ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）登録証の写し 

（５）ISQ15001（プライバシーマーク：個人情報保護マネジメントシステム）登録証の写し 

（６）ISO27017（ISMS：クラウドセキュリティ）登録証の写し 

（７）その他発注者が必要と認める書類 

 

第８条（管理技術者） 

管理技術者は発注者に対し、当該業務の技術上の管理及び成果品の品質確保を行う者とし、

以下の資格のいずれかを有するものとする。 

（１）測量士 

 

第９条（照査技術者） 

照査技術者は発注者に対し、当該業務の技術上の管理及び成果品の品質確保を行う者とし、

以下の資格のいずれかを有するものとする。 

（１）空間情報総括監理技術者 

 なお、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできない。 

 

 

第10条（貸与資料） 

本事業を実施するうえで必要な資料は、発注者より認められた技術者が資料の貸与を受ける

ものとする。貸与された資料については、その重要性を認識し取り扱い及び保管を慎重に行う

ものとする。また、本業務にて貸与した関係書類は、業務終了後又は発注者の申し出があった



場合は速やかに発注者へ返還しなければならない。 

 

第11条（作業経過の報告） 

本事業の実施期間中において、受注者は発注者と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければなら

ない。打合せ事項について受注者は、その都度別に定める「打ち合わせ記録簿」を提出するも

のとする。 

 

第12条（関係官公署との折衝） 

本業務遂行のために関係官公署との折衝が必要な場合で、発注者との協議を要するものにつ

いては指示を受けて折衝するものとする。 

 

第13条（損害の賠償） 

本業務遂行中に受注者が発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状

況及び内容を報告し、発注者の指示に従うものとする。損害賠償などの責任は受注者が負うも

のとする。 

 

第14条（成果品の検査・納品） 

本業務の成果品については、管理技術者又は照査技術者立会いのうえ発注者の検査を受ける

ものとする。前項の成果品は、発注者の検査完了後、納品するものとする。 

 

第15条（成果品の契約不適合） 

納品の後、成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであった場合は、修

補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

 

第16条（成果品の帰属） 

本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく使

用、流用してはならない。 

 

第17条（個人情報及び守秘義務） 

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。 

本業務で使用する資料や成果品等、業務上知り得た事項については、発注者の了解なく外部

に開示せぬよう秘密の保持に十分留意しなければならない。特に個人情報の漏洩が起きないよ

う細心の注意を払うものとし、企業としてセキュリティ管理システムが十分に確立されている

ことの証明として、全社・全部門において、下記（1）（2）の承認・認証を取得していること

が分かる証明書（写し）を業務着手前に提出する者とする。 

なお、受注者の認証取得が不十分と判断した場合は、落札者であっても契約を解除するもの

とする。 

(1) 情報システムセキュリティ管理適合性評価制度による公的外部機関の承認 



 JISQ27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム） 

(2) （財）情報処理開発協会「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証 

 JISQ15001（プライバシーマーク） 

 

第18条（履行期間） 

本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和 ５年 ３月３１日までとする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

第19条（業務概要） 

本業務における業務概要は、以下のとおりとする。 

（１）計画準備 1業務 

（２）資料収集整理 1式 

（３）都市公園基礎調査 

１）現地調査 1式 

２）公園基本情報データベースの更新 1式 

（４）岡山市地図情報システムＡＳＰサービス構築 

１）都市公園マップの作成 1式 

 ２）公園レイヤの作成 1式 

３）テスト・本番サイトの準備及びデータ搭載 1式 

（５）報告書作成 1式 

（６）打合せ協議 1式 

 

第20条（計画準備） 

本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施にあたっての

技術的実施方針及び業務スケジュールを検討し、業務計画書を作成するものとする。 

 

第21条（資料収集整理） 

業務を円滑に進めるために、以下の資料をはじめ、本業務に必要となる資料を収集、整理す

るものとする。 

（１）対象施設一覧表 

（２）公園施設長寿命化調書（Excel形式） 

（３）公園基本情報データベース 

 

第22条（都市公園基礎調査） 

（１）現地調査 

本作業は、対象となる公園の全景写真：1～3枚を撮影するとともに、遊具施設、トイレ



及び駐車場について、各1～3枚の現地状況がわかるよう写真撮影するものとする。なお、

撮影にあたっては、調査員が手持ち撮影できる範囲でよいものとする。 

また、以下の項目について確認を行い、写真台帳（任意様式）にとりまとめるものとす

る。 

 ■遊具の種類及び数量 

 ■男女別の有無及び多目的トイレの有無 

 ■駐車場の枠数及び車椅子マークの枠数 

 なお、写真を撮影する際には、公園利用者や周辺住民等に対して、プライバシーに配

慮するものとする。 

 

 （２）公園基本情報データベースの更新 

現地調査結果及び公園施設長寿命化調書に基づき、（１）現地調査の項目についてデー

タベースの更新を行うものとする。 

 

第23条（岡山市公園地図情報システムＡＳＰサービス構築（庁内GIS・公開GIS））  

（１）公園マップの作成 

 構築するシステムはクラウド型のＬＧＷＡＮ-ＡＳＰサービスとし、セキュリティの確保さ

れた通信手段を用いて運用するものとする。 

マップ設置にあたっては、監督職員から指示を受けたマップ名、利用許諾文章をもとに、

作成を行う。マップを設置するマップカテゴリは、必要に応じてＩＣＴ推進課への確認・調

整を行うものとする。必要となるサムネイル画像は、主題描画設定を行った後に、受注者に

て準備することとする。本業務の実施にあたり各作業が円滑に行われるように、業務の詳

細、作業工程等について作業計画の立案を行うものとする。また、資料収集の範囲や関係各

所との連絡調整、業務の全体工程と報告・協議の体制及び内容、時期等について計画のう

え、業務計画書を提出し、監督職員の承認を得るものとする。 

なお、当該計画を変更する場合については、監督職員に通知し、承認を得るものとする。 

前条までに整理した結果に基づき、現状を把握するとともに将来の劣化予測を行った上

で、今後に向けた課題の整理を行うものとする。 

 

第24条（公園レイヤの作成）  

公園基本情報データに含まれる位置情報の搭載、及びその地図表現の調製を行うものとす

る。公園レイヤ設定にあたっては、公園レイヤ設定案を作成の上、監督職員と設定内容を調整

した結果を元に、作業を実施する。公園レイヤ設定案は、データ仕様に関する資料、監督職員

から提示された資料、また他自治体の例を元に公園レイヤ設定案を作成するものとする。公園

レイヤ設定案には、データ仕様に定義された分類毎に、形、色、大きさを定義する。なお、起

終点ポイントの表現は、属性情報に格納された回転角度を使用して表現を行うこと。 

公園レイヤ設定と並行して、地図上をクリックした際に表示する属性を設定する。属性表示

内容は、公園基本情報データに含まれる属性情報のうち、監督職員の指示を受けたものとす



る。 

 

第25条（テスト・本番サイトの準備及びデータ搭載）  

マップ搭載後に受注者環境下での動作確認を行うのと同時に、試行環境を提供し、監督職員

の確認を得るものとする。 

試行環境は「岡山市公園地図情報ＡＳＰサービス」の試行環境を使用し、公開予定日から14

日前までに提供を開始するものとする 

さらに、市民がインターネット経由で閲覧可能な本番環境にマップの公開設定を行うものと

する。 作業実施においては、本番環境の設置されたインターネットデータセンター（ＩＤ

Ｃ）におけるISO27017（ISMSクラウドセキュリティセキュリティ）基準に則り実施を行うもの

とする。 

なお、岡山市公園地図情報ＡＳＰサービス（庁内GIS・公開GIS）はパッケージ商品とし個別

の機能改修は本業務では行わないものとする。 

 

第26条（報告書作成） 

本業務による「資料収集整理」から「地図情報システム設定」までの内容について、わかり

やすく報告書としてとりまとめるものとする。 

また、それらの内容を電子データとしてとりまとめ、CD-R等の電子媒体を作成するものとす

る。 

 

第27条（打合せ協議） 

打合せ協議は、業務着手時、中間時：1回、成果納品時の計3回を行うものとし、業務着手時

及び成果品納品時には管理技術者が立ち会うものとする。なお、各関係機関との打合わせにお

いては協議内容をその都度記録し、発注者と確認をとるものとする。 

また、地元関係者等との協議が必要な場合は、発注者と事前に協議するものとする。 

 

 

第３章 成果品 

 

第28条（成果品） 

本業務の成果品は、次のとおりとする。 

（１）業務報告書（A4版チューブファイル） ............................ 1部 

（２）公園基本情報データベース（Excel） ............................. 1部 

（３）岡山市公園地図情報システムＡＳＰサービス庁内GIS設定 ........... 1部 

（４）岡山市公園地図情報システムＡＳＰサービス公開GIS設定 ........... 1式 

（５）上記の電子データ(CD-R等) ...................................... 1部 

（６）打合せ記録簿 ................................................. 1式 

（７）その他発注者及び受注者との協議により決定したもの .............. 1式 



なお、電子成果品の提出にあたっては、ウィルス対策を実施した上で、提出を行うものと

する。  



■街区公園（7,000m2 以上）    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 佐山１号公園 北区 佐山２２２８ 0.7 

2 下石井公園 北区 幸町１０－１００１ 0.88 

3 上道丸山公園 東区 南古都７１５ 0.74 

4 高雄公園 東区 邑久郷３９１６－２ 0.76 

5 田中西公園 北区 田中１８０－１０１ 0.81 

6 谷尻奥池公園 東区 谷尻 0.7 

7 西紅陽台近隣公園 南区 西紅陽台三丁目１－１１９ 0.82 

8 芳賀佐山中央公園 北区 芳賀５１１２－１０１ 0.93 

9 福浜南公園 南区 若葉町７－１ 0.96 

10 馬屋上公園 北区   0.767 

  計   10 公園 8.067 

 

■近隣公園    

番

号 
名称 区 所在地 面積(ha) 

1 青江公園 南区 青江六丁目９３１ 1.2 

2 池の内湖畔公園 中区 湊 2.4 

3 大元中央公園 北区 大元上町４－９０１ 2 

4 京山公園 北区 谷万成一丁目，伊島町三丁目，京山二丁目 0.83 

5 桑野スポーツ広場公園 中区 桑野 1.55 

6 郡公園 南区 郡 1.88 

7 国際児童年記念公園こどもの森 北区 学南町二丁目，学南町三丁目３０９－１ 2.7 

8 小串スポーツ広場公園 南区 小串 2.26 

9 財田スポーツ広場公園 中区 長岡 2.3 

10 桜ケ丘公園 中区 平井二丁目２５７３－１９ 2.29 

11 瀬戸町江尻レストパーク 東区 瀬戸町江尻９９０ 2.91 

12 高島公園 中区 八幡東町１及び２０ 1.3 

13 高松ヘルシーパーク 北区 高松田中 2.79 

14 竜之口スポーツ広場公園 中区 土田、雄町 1.22 

15 田益上池公園 北区 田益１７４１－１ 1.2 

16 塚山公園 北区 大内田７７０ 2.97 

17 撫川公園 北区 中撫川２８ 2.63 

18 日近花木園 北区 日近２０２５ 0.96 

19 福谷河川公園 北区 福谷 2.09 

20 福谷スポーツ広場公園 北区 東山内 0.84 
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21 福浜北公園 南区 福浜町１０ 1.08 

22 藤田都六区スポーツ広場公園 南区 藤田 1.75 

23 藤田都スポーツ広場公園 南区 藤田 2.44 

24 二日市公園 北区 二日市町、旭町（二日市町５６－１他） 1 

25 二日市スポーツ広場公園 北区 二日市町 1.21 

26 真星星の村公園 北区 真星 1.98 

27 御南公園 北区 今八丁目４－１０１ 1.47 

28 御休宮池公園 東区 西祖、浦間 1.97 

29 三野公園 北区 三野本町４０９－２ 3.63 

30 牟佐スポーツ広場公園 北区 牟佐 1.21 

  計   30 公園 56.06 

 

■地区公園    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 浅越スポーツパーク 東区 浅越 4.8 

2 犬島公園 東区 犬島２２１－８  4.29 

3 奥市公園 中区 奥市１０４５ 12.51 

4 近水公園 北区 足守８００ 1.8 

5 くさかべ大池公園 東区 草ヶ部 6.59 

6 西大寺一宮公園 東区 西大寺一宮４６ 4.66 

7 西大寺緑花公園 東区 西大寺南一丁目６２－３１他 4.04 

8 上道公園 東区 竹原４７４－３ 3.98 

9 当新田公園 南区 当新田４８７－１ 3.09 

10 なださきレークサイドパーク 南区 北七区地内 4.74 

11 日応寺自然の森公園 北区 日応寺 152.55 

12 日応寺寺前公園 北区 日応寺５２５－２  1.31 

13 東山公園 中区 東山一丁目、御成町 3.86 

14 松ヶ鼻ファミリーパーク 北区 高松田中 5.33 

15 向州公園 東区 向州１ 4 

  計   15 公園 217.55 

     

■総合公園    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 浦安総合公園 南区 浦安南町４９３－２ 18.04 

2 北長瀬未来ふれあい総合公園 北区 北長瀬表町一丁目１－１ 11.1 

3 瀬戸町総合運動公園 東区 瀬戸町南方１３１１ 23.84 

4 灘崎町総合公園 南区 片岡１１９－１他 9.73 



5 六番川水の公園 東区 升田６１４－６４ 31.66 

  計   5 公園 94.37 

     

■運動公園    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 神崎山公園 東区 東区神崎町 5.21 

2 山田グリーンパーク 南区 山田 2263-2 7.92 

  計   2 公園 13.13 

 

■歴史公園    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 烏城公園 北区 丸の内二丁目３  20.7 

2 高松城址公園 北区 高松５５８－２ 3.53 

  計  2 公園 24.23 

     

■植物園    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 半田山植物園 北区 法界院 11 

  計  1 公園 11 
     

■緑道    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 枝川緑道公園 北区 大供一丁目～清輝橋一丁目 0.8 

2 西川緑道公園 北区 南方一丁目～中央町 3.2 

3 福田緑道 南区 福田～浦安西町 0.9 

4 臨港グリ－ンアベニュ－ 南区 大元駅前～泉田 3.37 

  計  4 公園 8.27 
     

■緑地    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 百間川緑地 中区 竹田～沖元地先 91.81 

2 吉井川第一緑地 東区 西大寺射越～西大寺川口地先河川敷 6.75 

  計  2 公園 98.56 

     

■都計外公園    

番号 名称 区 所在地 面積(ha) 

1 たけべの森公園 北区 建部町田地子１５７１－４０ 34.43 

2 健康みつ 21 公園 北区 御津伊田 3.44 

  計   2 公園 37.87 


