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Ⅰ 総 則 

 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、茅ヶ崎市（以下、「発注者」という。）が発注する「茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業

務委託（以下「本業務」という。）」について必要な事項を定める。 

 

 

２ 業務委託の内容 

(1) 業務名 

    茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委託 

 (2) 業務期間 

   契約締結日の翌日から令和５年３月３１日まで 

(3) 業務内容 

   業務内容は、「p.５ Ⅱ 業務内容」以降を参照 

 

 

３ 準拠する関係法令等 

 本業務は、仕様書のほか、以下の法令等に準拠して実施することとする。 

(1) 地理空間情報活用推進基本法（平成 19年法律第 63号） 

(2) 統合型ＧＩＳ推進指針（総務省平成 14 年） 

(3) 航空法（昭和 27年法律第 231号） 

(4) 測量法（昭和 24年法律第 188号） 

(5) 道路法（昭和 27年法律第 180号） 

(6) 下水道法（昭和 33年法律第 79 号） 

(7) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100号） 

(8) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201号） 

(9) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号） 

(10) 著作権法（昭和 45年法律第 48 号） 

(11) 個人情報保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(12) 国土交通省公共測量作業規程（平成 28年 3月 31日国国地第 190号） 

(13) 作業規定の準則（国土交通省告示第 565号 平成 28年 3月 31日一部改正） 

(14) 地理空間情報活用推進基本計画（平成 29年 3月国土地理院） 

(15) 地理情報標準プロファイル（JPＧＩＳ）2014（平成 26年 4月国土地理院） 

(16) 日本版メタデータプロファイル（JMP2.0仕様書）（国土地理院） 

(17) 地理空間データ製品仕様書作成マニュアル（JPＧＩＳ 2014版）（国土地理院） 

(18) 茅ヶ崎市関係法規 

(19) その他関係法令及び諸規則 
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４ 環境配慮事項 

発注者の環境方針の趣旨をふまえ、業務の履行においては別紙１「Ｃ－ＥＭＳ活動方針｣に掲げる取

組項目に準じて、省エネルギー、省資源、廃棄物等の削減に配慮するとともに、環境関連法令、条例等

を遵守すること。また、発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用するこ

と。 

 

 

５ 個人情報の取扱い 

受注者は、本業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別紙２「個人情報取扱特記事項」を遵

守すること。 

 

 

６ 業務計画 

 受注者は、契約締結後 7 日以内に次の書類を作成し、発注者に提出しなければならない。 
(1) 委託業務着手届 
(2) 委託業務工程表 
(3) 業務実施計画書 

(4) 技術者選任届  ※技術者経歴書、資格証の写しを添付すること。 
(5) 情報管理及び品質管理に係る取得認証の写し 
(6) その他、発注者が必要と認める書類 

 

 

７ 業務計画書 

 業務計画書には、契約図書に基づき以下の事項を記載するものとする。また、業務実施期間中は、進捗

状況等を随時報告する。なお、その内容を変更しようとするときも同様とする。 

ア 業務実施計画 イ 実施方針 ウ 業務工程 エ 業務実施体制 オ 打合せ計画書 

カ 成果品の内容及び部数 キ 使用する主な資料等 ク 緊急連絡先 ケ その他必要とするもの 

 

８ 業務実施体制 

(1) 管理技術者は、統合型ＧＩＳ及び窓口のシステム開発及び実装に係る実績を有するもので、プロ

ジェクトマネージャ（ＰＭ）の資格を有する者としなければならない。 

(2) 本事業の管理技術者事業責任者は、受注者が提出した茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委

託企画提案書に記述した配置予定の者でなければならない。 

(3)  照査技術者は、統合型ＧＩＳ及び窓口のシステム開発及び実装に係る実績を有するもので、空間

情報総括監理技術者の資格を有する者としなければならない。 

 (4) 担当技術者は、業務等の履行にあたり、統合型ＧＩＳ及び窓口のシステム開発及び実装に係る実

績を有するものでなければならない。 
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９ 守秘義務及び品質及び情報セキュリティ等の確保 

本業務は、秘匿性の高い情報を含む貸与資料を取り扱うため、原則、受注者は業務遂行に必要な以下

の資格を有するものとし、各基準規程に基づく管理を行うものとし、業務着手前に資格証の写しを発注

者に提出しなければならない。 

（1） 品質の確保 

ア ISO9001：品質マネジメントシステム 

イ ISO20000-1：IT サービスマネジメントシステム 

（2）情報セキュリティ 

ア ISO27001：情報セキュリティマネジメントシステム 

イ プライバシーマーク 

 

 

１０ 打合せ等 
受注者は、発注者との業務上の打合せ事項について、打合せ記録簿をその都度作成し、相互に確認しな

ければならない。 
 

 

１１ 疑義の協議 

本仕様書に付随する業務に基づく作業において、受注者は発注者からの要求があれば適切に対応を行

うとともに、適切に報告を行うものとする。また、本仕様書に明示されていない事項又は疑義が生じた場

合は、その都度、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。 

 

 

１２ 資料の貸与 

 発注者は受注者に対し、業務の遂行上必要とされる資料等を貸与するものとするが、本業務の完了後

すみやかに返却するものとする。なお、発注者により貸与される資料等について、受注者はその重要性を

十分に認識した上で破損、紛失等のないように取扱い、管理するものとする。その他業務の遂行上必要な

資料については、受注者の責任と負担において収集する。 

 

 

１３ 機密の保持 

 受注者は、業務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。また、成果品はすべて発注者に帰属するも

とのし、発注者の許可なく公表、貸与及び使用してはならない。また、個人情報などのデータ保管規定を

定めて提出し、その内容と運用について発注者の許可を得て、貸与資料等の流出を防止しなければなら

ない。 
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１４ システムテスト 
 受注者は、本システムの総合的なテストを実施し、問題なく稼働することを検証すること。テスト内容

については、テストを実施する前に、発注者の承認を得るものとする。また、テスト内容、結果及び不都

合処理事項等について、報告すること。 

 
 
１５ 完了検査 

 受注者は、本業務の完了後、定められた形式の成果品をすみやかに提出し、管理技術者の立会いの上、

発注者の検査を受けるものとする。 

 成果品について発注者から補正の指示があった場合は、すみやかに補正を行い、再検査の合格をもっ

て作業の完了とする。また、受注者は作業完了後に関わる諸書類を発注者へ提出し、検査合格により業務

の完了とする。 
 
 
１６ 契約不適合責任   
 受注者は、本業務完了後において、本業務で開発したシステムに不良・不備が発見された場合には、発

注者が必要と認める修補を受注者の負担において実施しなければならない。 
 
 
１７ 権利の帰属 
 本業務により作成された成果物の所有権及び著作権は発注者に帰属する。ただし、本業務より前に受

注者及び第三者が保有していた著作権については発注者に帰属しない。なお、受注者は、発注者に、本シ

ステムの使用を許諾し、運用補助期間終了後も同様とする。 
 
 
１８ データの消去 
 受注者は、本業務の運用補助期間終了後に、発注者からシステムに搭載されているデータの消去を依

頼されたときは協力し、システムに搭載されているデータの消去を行い、消去が完了した旨の報告書を

提出すること。なお、データの消去の方法は機器が設置されている庁舎内での物理的破壊とするが、物理

的破壊が不可能な場合には、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。 
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Ⅱ 業 務 内 容 

 

 

１ 目的 

 これまで都市計画や道路、防災その他さまざまな情報を個別に収集、蓄積、利用をしている。個別に

蓄積された情報は、分野ごとに様々な事業活動に活用されている一方で、市民への情報提供や都市づく

りの政策策定時の活用においては、十分に有効活用しきれていない状況である。 

本業務では、個別に保有していた「都市づくり情報のプラットフォームとなる地理情報システム（以

下、「都市づくりＧＩＳ」という。）」の構築と来庁者向けの窓口のシステム整備を行う。 

ＧＩＳに建築、都市計画などに関する情報を搭載することで、都市づくりに関する行政情報のプラッ

トフォームを構築し、都市づくりのＥＢＰＭの推進はもとより、市民のニーズに合わせた土地利用など

の都市づくりに関する相談にワンストップでの対応を実現する。 

併せて、窓口のシステムは、来庁者が職員の立ち会いなく、情報検索から交付、金銭授受までができ

るシステム構成とすることで、非接触での安全・安心なサービスの提供を行い、市民の満足度の向上を

実現することを目的とする。 

さらに、本業務では、将来的に庁内の他のＧＩＳ等と統合・連携し、全庁的な情報のプラットフォー

ムとなることを企図していることから、WEBブラウザで稼働する汎用的かつ拡張性の高いＧＩＳの構築

を目指す。 

 ※ＥＢＰＭ（Evidence Based Policy Making「証拠に基づく政策立案」）とは、政策の企画立案をその

場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで政策効果の測定に重要な関連

を持つ情報やデータ（エビデンス）に基づくものとすること 

 

 

２ 履行要件 

(1) 期間 

システム構築期間は、契約締結日の翌日から令和５年３月３０日までとする。 

システム運用補助期間は、令和５年３月３１日から令和７年３月３１日（約２４ヶ月）とし、受

注者は令和５年２月末までには新システム運用に必要な環境を構築し、約１ヶ月の仮稼働を行うも

のとする。 

なお、公共下水道台帳管理システムについては、現行システムのリース期間に合わせ、令和４年

１２月２７日から稼働できるよう調整を行うこと。仮稼働の時期については、発注者と協議のうえ

決定するものとする。 

 

(2) 提案上限額 

   提案上限額は、９０，０００，０００円とする。 
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３ 内容 

  本業務の内容については、主に以下の事項を行うものとする。 

(1) 都市づくりＧＩＳの構築 

(2) 窓口のシステム整備 

(3) LAN の配線及び設定 

(4) 運用補助 

 

 

４ 都市づくりＧＩＳの構築 

  都市づくりＧＩＳは、都市づくりに関する情報を統合し、本市既存端末（クライアント PC）から閲

覧・更新ができるものとする。また、データの更新等が可能な同時接続数は、３０ユーザー以上とし、

機能拡張性や保守性の高いものとすること。    

機能要件の詳細については、別表「機能一覧」を参照のこと。 

 

(1) 構築方式 

都市づくりＧＩＳは、オンプレミス方式やクラウド方式等の方式で構築することとする。なお、構

築方式に応じて、都市づくりＧＩＳを動作することに足りるスペックを有する必要機器を調達し、イ

ンストールが必要な場合には、本市既存端末を含めインストールまで行うこと。また、必要機器に

は、発注者が承認したウイルス対策ソフトを設けること。ただし、Windows OSの場合は本市にて、

ライセンスを用意する。 

都市づくりＧＩＳの運用について、オンプレミス方式を選択しサーバを調達する場合は、発注者の

指示に従い、茅ヶ崎市役所サーバ室の既設のサーバラック（5U 以内）に設置し、ラック内の配線を

行うこと。コンソールについては不要とする。なお、配線内容については、適宜、発注者と調整を行

うこと。また、サーバには、職員用ネットワークと窓口システム用ネットワークからアクセスされる

ことが想定されるため、ネットワークインターフェイスカードを２枚準備し、IP アドレスを２つ設

定すること。 

都市づくりＧＩＳの運用について、クラウド方式を選択する場合は、LGWAN-ASP方式に限る。また、

必用なサービス等については、受注者が選定すること。 

 

(2) 既存データの整備及び移行 

  都市づくりＧＩＳは、都市づくりのＥＢＰＭの推進に寄与することが見込めるＧＩＳを統合する

ものとする。なお、以下に掲げる事項については、既存データの移行及び整備を必ず行うこと。 

ア 都市計画図等（都市計画概要図データ） 

イ 指定道路図 

ウ 建築計画概要書 

エ 下水道台帳 

オ 洪水・土砂災害ハザードマップ 
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カ 津波ハザードマップ 

キ 液状化ハザードマップ 

 

 (3) 新規データ作成 

都市づくりＧＩＳは、都市づくりのＥＢＰＭの推進に寄与することが見込めるＧＩＳを統合する

ものとし、現状、ＧＩＳ化されていない情報に関しては、新たにデータを作成するものとする。な

お、以下に掲げる事項については、新たにデータの作成を必ず行うこと。 

 ア 開発登録簿 

  令和４年６月末までに都市計画法に基づく許可申請がされた開発許可等のＧＩＳデータを、

発注者が貸与した地図をもとに作成する。また、開発登録簿（PDF）をＧＩＳに関連付けられ

るものとする。 

 

(4) 庁内他システムとの連携への対応 

都市づくりＧＩＳは、市民のニーズに合わせた都市づくりに関する相談にワンストップでの対応

が可能となるよう、庁内の他システムとの連携が図れるものとする。 

なお、都市づくりＧＩＳを構築するにあたり、以下に掲げるシステムとの連携内容（地図機能の呼

び出し及び表示等）に対応できるものとする。連携方法については、新たに以下のシステムを構築

し、連携を図ることも可能とする。 

   ア 道路情報管理システム 

建設総務課が所有している「道路情報管理システム」。 

道路情報管理システムと連携し、データおよび関連ファイルを表示可能とすること。連携は

リアルタイム連携が望ましいが、バッチによる日次連携でも可とする。 

なお、道路情報管理システムからは、以下の形式でデータおよび関連ファイルの連携を想定

している。 

・WMSおよび WFS による連携 

（ただし、構築する GISではレイヤおよび属性の権限を制御できること。） 

・Shape ファイルを特定のフォルダに出力 

・関連ファイルの格納フォルダを直接参照（Windows認証） 

また、連携仕様等については、受託後に発注者と調整するものとし、必要となる経費につい

ては受注者の負担とする。 

   イ カンパック 

下水道河川管理課が所有している「カンパック」。 

連携については都市づくりＧＩＳとカンパック相互から呼出しを行えるものとし、 

指定した下水道施設情報を呼び出せるものとする。 

また、連携仕様等については、受託後に発注者と調整するものとし、必要となる経費につい

ては受注者の負担とする。 
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(5) 貸与品 

発注者は、都市づくりＧＩＳの構築にあたり、以下の事項に掲げる資料等（以下、「貸与品等」と

いう。）を受注者に貸与する。その他の貸与については、必要に応じて、別途、発注者と調整を行う

こととする。 

ア 都市計画図データ（Shape形式） 

イ 開発登録簿データ 

（PDF 約 3,600 件、区域が記載された紙地図 201枚、索引台帳 CSV形式） 

ウ 指定道路図データ（Shape形式、PDF 約 3,207 件） 

エ 建築計画概要書データ 

（ICBA データ 約 182,000件（PDF 約 91,000件含む）、位置情報データ shape形式） 

オ 下水道台帳データ（Shape形式、管理区分に応じた 14レイヤ） 

カ 洪水・土砂災害ハザードマップデータ（Shape 形式） 

キ 津波ハザードマップデータ（Shape形式） 

ク 液状化ハザードマップデータ（Shape 形式） 

 

 (6) 本市既存端末の仕様 

   既存端末（クライアント PC）の仕様は、以下のとおりである。（一例） 

   ・分類       ノートパソコン 

   ・ＣＰＵ      Intel®Core-ｉ５ ４２１０Ｍ 

   ・メモリ      ４GB 

   ・ディスプレイ   1７インチ 

・ＨＤＤ      300GB 

・ＯＳ       Windows10 Pro 

・使用ブラウザ   Edge 88以降 

 

 

５ 窓口のシステム整備 

来庁者に対して、「４ 都市づくりＧＩＳの構築」で管理している情報の一部を市役所本庁舎３階の

１ヶ所で情報検索から交付、金銭授受までを行えるシステムを整備する。（以下、「窓口システム」とす

る。）窓口システムは、誰もが、直感的かつ簡単に操作することができるものとし、職員の立ち会いが

なく、オートメーション化された機器で行うことができるものとする。なお、窓口システムは、３名以

上が同時利用できるものとする。 

窓口システムを運用するためにネットワーク接続をする場合は、ファイヤーウォール（１機以上）を

設置し、サーバと窓口システムの機器のみが接続するローカルネットワークとすること。また、職員の

立ち会いがなくても、悪用されることが無いよう、盗難防止用セキュリティワイヤーの設置、外部記録

媒体の無効化、LANケーブルの保護等、窓口システムに設置する機器の防犯対策を行うものとする。 

機能要件の詳細については、別表「機能一覧」を参照のこと。 
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 (1）窓口システムにおける導入予定機器の台数及び性能 

   導入予定の機器の性能は、受注者が整備するシステムが、ストレスなく稼働するものであり、以下

の性能以上のものとすること。なお、発注者が運用に支障が生じると判断した場合には、受注者の負

担にて、再調達すること。 

ア PC・・・３台以上 

 ・型           デスクトップ型 PC 

 ・メモリ       8GB以上 

・保守サポート  翌営業日オンサイト保守（2年間以上） 

イ ディスプレイ・・・３台以上 

 ・型       タッチパネル対応 23型モニタ 

・保守サポート  翌営業日オンサイト保守（2年間以上） 

ウ カラープリンター・・・３台以上 

 ・解像度     600dpi 以上 

 ・用紙サイズ   A3、B4、A4、B5 

 ・メモリ     256 MB 

 ・保守サポート 翌営業日オンサイト保守（2年間以上） 

エ 大判カラープリンター・・・１台以上 

・解像度     600dpi以上 

 ・用紙サイズ   A1、A2、A3 

 ・保守サポート  翌営業日オンサイト保守（2年間以上） 

オ 課金装置・・・３台以上 

 ・使用可能硬貨及び紙幣  10 円，50 円，100 円，500 円, 1,000円 

 ・金額表示 7セグメント LED5 桁表示  各金種 10 円，100 円 

 ・つり銭機能  有 

カ レシートプリンター・・・３台以上 

・紙幅     80mm/58mm 

 ・印字機能   市章イメージ印字、購入物印字 

 ・設置タイプ  課金機一体型 

キ その他 

・窓口システムにおける機器を設置する架台  

・各課への問い合わせ連絡機等の無線通信機 等 

（2）窓口支援端末における導入予定機器の台数  

  各課の窓口にも、本業務で整備する窓口システムで参照できる情報と同様のものが、閲覧できる

機器を設けること。また、機器は有線 LANでの運用ができるものとすること。なお、機器には、ウ

イルス対策ソフトである SKY SEA 及び Apex Oneをインストールすること。SKY SEAについてはライ

センスについても受注者にて用意すること。また、市が指定するドメインに参加すること。 

ア PC・・・５台以上 
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６ LAN等の配線及び設定 

受注者は、窓口システムの整備にあたり、必要に応じて LAN等の配線及び設定を行うこと。LAN等

の整備作業については、発注者及び発注者が指示する事業者と調整を行うこと。なお、窓口システム

端末の電源については、既存のコンセントを利用すること。 

 

 

7 運用補助 

(1) 対象 

  運用補助の対象は、都市づくりＧＩＳ及び窓口システム等のシステム及び機器、本業務にて配線

したケーブルやネットワーク機器、全般とする。 

  なお、既設の庁内 LAN及び電源については、運用対象には含めない。 

(2) 補助全般 

都市づくりＧＩＳ及び窓口システムの安定稼働を実現するため、以下に記載した障害発生時の緊

急対応や利用継続のためのサポート体制を設けること。また、受注者は、保守運用に先立ち、保守計

画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。 

補助期間は、令和５年３月３１日から、令和７年３月３１日まで（約２４ヶ月）とする。 

ア 障害復旧対応 

都市づくりＧＩＳ及び窓口システムに障害が発生した場合には、原因を調査し、問題の切り分け

を行い、解決策の提案を行うものとする。ソフトウェアの障害復旧が必要な場合は、受注者が復旧

対応を行うものとする。 

なお、ハードウェアに由来する障害と判明した際は、メーカーへその内容を報告し、庁舎内にて

復旧対応を図ることとする。その際、データが保存されている部品について、交換対応等により、

取り外しを行う場合は「p.４ １８ データの消去」に記載されている方法でデータの消去を行う

こと。 

イ サポート窓口 

操作方法等の電話／メール／ファックスによる問合せ、並びに、緊急受付対応を行うものとする。 

※月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）の 9：00～17：00を原則とするが、発注者が要請し受

注者が承諾した場合及び障害が発生した場合等の緊急時はこの限りではない。 

ウ ユーザー情報更新 

人事異動等によるユーザーの新規登録や変更を行う。時期は発注者の指示により決定するものと

する。 

    エ システム更新 

    都市づくりＧＩＳ及び窓口システムに関連する機器に、ソフトウェアのライセンス更新やバージ

ョンアップ等が生じた際には、関連機器の更新後も有効に都市づくりＧＩＳ及び窓口システムの運
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用ができるよう対応すること。 

オ バックアップ 

障害発生時の速やかなシステムの復元を目的として、年に２回以上、システムデータのバックア

ップを行うものとする。バックアップ用のメディアは複数作成し、発注者・受注者各々で保管するも

のとする。 

なお、受注者はデータ預かり証を発注者に提出し、データ漏えい等の事故が起こらないよう取扱

いに十分注意することとする。 

 

(3) データ更新 

  受注者は、以下の事項に掲げるデータに関して、最新のデータが提供された場合には、更新を行

うこととする。なお、更新時期については、発注者と協議の上、決定すること。 

  ア 住宅地図データ 

  イ 地番図・航空写真データ 

 

(4) 操作研修及びマニュアル作成 

導入するシステムの利用者（市職員）に対して、操作研修を行うこととする。操作研修は、業務担

当者向けとシステム運用管理者向けに区分して実施すること。実施回数については、発注者と受注者

が協議のうえ、決定すること。 

また、ＧＩＳを利用したことがない利用者でも操作手順等がわかるように、画像等を利用した運用

マニュアル及び研修マニュアルを準備し、利用者に配布すること。 

 

 

８ その他特記事項 

 (1) 次期システム移行対応 

    次回、都市づくりＧＩＳの見直しが行われた際の他事業者への移行データ用の抽出は、無償で

実施できる運用とすること。 

 

 

 

９ 成果品 

成果品の仕様、数量等については以下、「納入成果品一覧」のとおりとする。なお、成果品の媒体は

紙及び電子データとし、データ形式については発注者との協議にて決定するものとする。 

表：納入成果品一覧 

No. 成 果 品 項 目 数量 

４ 都市づくりＧＩＳ 及び ５ 窓口のシステム 共通成果品 

(１) システム設定情報（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク） 1式 
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(２) プロジェクト計画書 1式 

(３) 要件定義書 1式 

(４) データ移行計画書 1式 

(５) データ定義書 1式 

(６) 各種移行データ 1式 

(７) 各種整備データ 1式 

(８) 導入機一覧 1式 

(９) 既存システム事業者から納入された抽出データ 1式 

(１０) システム操作マニュアル 1式 

(１１) 保守計画書（障害対応含む） 1式 

(１２) 運用試験計画書及び試験項目表 1式 

(１３) 運用試験結果報告書 1式 

(１４) 打合せ資料及び議事録 1式 

 


