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提案仕様書 

（明石市建築確認及び指定道路管理システム再構築業務委託） 

 

第 1 章 総則 

 

第１条（適用範囲） 

本特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、明石市（以下「委託者」という。）が

発注する「明石市建築確認及び指定道路管理システム再構築業務委託」（以下「本業務」

という。）について適用し、受託者が履行しなければならない事項を定めたものである。 

 

第２条（業務の目的） 

  本業務は、現行の建築確認システムの更新に伴い、最新 OSへの対応等を実現し、更な

る行政事務の適正化、日常業務の効率化、窓口業務の迅速化、住民サービスの向上を目

指すことを目的とする。 

 

第３条（準拠する法令等） 

  本業務は、本仕様書によるほか、下記の各関連法令等に基づき実施するものとする。 

（１）建築基準法及び同施行規則 

（２）測量法及び同施行規則 

（３）都市計画法及び同施行規則 

（４）著作権法 

（５）地理空間情報活用推進基本法 

（６）作業規程の準則 

（７）地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014 

（８）地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS 2019 版 

（９）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

（１０）兵庫県測量業務共通仕様書 

（１１）明石市個人情報保護条例及び同施行規則 

（１２）明石市環境の保全及び創造に関する基本条例 

（１３）明石市契約規則 

（１４）その他関係法令及び諸規定等 

 

第４条（納期及び納入場所） 

本業務の納期及び納入場所は､下記に示すとおりとする｡ 

（１）業務期間：２０２９年３月３１日まで（システム構築は２０２３年３月３１日まで） 
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（２）納入場所：明石市役所 都市局住宅・建築室建築安全課 

 

第５条（会社実績要件） 

  受託者は、２０１２年４月１日から２０２２年４月３０日までの間に国、地方公共団

体又はそれに準じる機関（公社、公団、事業団等）の発注に係る建築確認システム構築

又は再構築・移行に関する業務を元請として完了した業務実績を有すること。 

 

第６条（会社資格要件） 

 受託者は、本業務の安全を確保することから、下記に示す資格を有していなければな

らない。 

（１）品質マネジメントシステム（ISO9001） 

（２）環境マネジメントシステム（ISO14001） 

 

第７条（配置技術者要件） 

 受託者は、本業務における管理技術者、照査技術者及び担当技術者を定め、委託者に

通知するものとする。 

（１）管理技術者 

   ２０１２年４月１日から２０２２年４月３０日までの間に国、地方公共団体又はそ

れに準じる機関（公社、公団、事業団等）の発注に係る建築確認システム構築又は再

構築・移行に関する業務の実績があり、測量法（昭和２４年６月３日法律第１８８号）

に基づく測量士の資格を有する者でなければならない。 

（２）照査技術者 

公営社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有する者で

なければならない。 

（３）担当技術者 

   測量法（昭和２４年６月３日法律第１８８号）に基づく測量士の資格を有する者で

なければならない。 

 

第８条（着手・納品提出資料） 

契約締結後、速やかに下記に示す書類を委託者に提出しなければならない｡ 

（１）業務着手届 

（２）業務実施計画書 

（３）業務工程表 

（４）管理技術者届（経歴書及び資格証明書を含む） 

（５）照査技術者届（経歴書及び資格証明書を含む） 

（６）担当技術者届（経歴書及び資格証明書を含む） 
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（７）会社実績を証明する書類（契約書の表紙）の写し 

（８）各種資格の登録証の写し 

（９）TECRIS 登録に関する書類 

２ 受託者は、本業務完了時、下記に示す書類等を委託者に提出しなければならない。 

（１）成果物資料 

（２）納品書 

（３）業務完了届 

 

第９条（疑義の解決） 

  本特記仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議を行い、

受託者は速やかに委託者の指示に従わなければならない。 

 

第１０条（契約不適合責任） 

 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は

代替物の引渡しによる履行追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過

分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。 

２ 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から２年以内でなけ

れば、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求

又は契約の解除をすることができない。 

 

第１１条（再委託の禁止） 

受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三

者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

第１２条（成果物の帰属） 

  長期継続契約期間満了後、システムの構築により作成された成果物の所有権は、全て

委託者に帰属する。ただし、システムの構築により作成したソフトウェアの著作権はそ

のシステム構築業者に帰属し、システム構築業者は、委託者に当該ソフトウェアの使用

を許諾するものとする。 

 

第１３条（業務カルテ作成・登録） 

受託者は、本業務の契約時、完了時又は登録内容の変更があった場合において、測量

調査設計業務実施情報サービス（TECRIS）に基づき、受注、変更、完了及び訂正時に業

務実施情報として「業務実績データ」を作成し、委託者の確認を受けたうえ、受注時は

契約後土曜日、日曜日及び祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があっ
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た日から土曜日、日曜日及び祝日を除き１０日以内に、完了時は業務完了後１０日以内

に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。また、登録機関発行の「登

録内容確認書」が届いた時点で、その写しを直ちに委託者に提出しなければならない。 

 

 

第２章 業務概要 

 

第１４条（業務概要） 

  本業務の概要は、下記に示すとおりとする。 

（１）業務場所：明石市全域 

（２）業務概要 

   １）計画準備 

   ２）資料収集整理 

   ３）システム構築 

   ４）システム及びデータセットアップ 

   ５）打合せ 

   ※システム保守契約については令和５年度以降、受託者（共同事業体の場合は共同

事業体構成表（様式４－２－１）に記載された構成員に限る。）との一者随意契約

を予定しており、契約金額は様式１２－１又は様式１２－２で提出された参考見

積金額を上限とする。 

 

第３章 業務内容 

 

第１５条（計画準備） 

受託者は、作業手法、実施体制、工程計画等を検討し、円滑に業務を遂行するための

実施計画を立案し、業務実施計画書としてとりまとめ、委託者の承諾を得るものとする。 

 

第１６条（資料収集整理） 

受託者は、委託者より現在運用中の建築確認システムのデータ一式を借用し、本業務

で構築するシステムにデータ搭載できるよう、データ確認及び変換を行うものとする。

また、資料借用の際は、受託者は、委託者に借用書を提出するものとし、資料等の取扱

い及び保管に当たっては、損傷、紛失等のないよう十分注意する。なお、返却に当たっ

ては、返却書を委託者に提出するものとする。なお、貸与する資料は下記のとおりとす

る。 

（１）建築確認概要書データ 

（２）建築確認概要画像データ 
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（３）指定道路管理データ 

（４）都市計画基本図データ 

（５）航空写真データ 

（６）地籍地番図データ 

（７）その他本業務で必要となる資料 

 

第１７条（システム構築） 

 受託者は、別紙１機能一覧、別紙２機能一覧に基づき、オンプレミス方式（窓口シス

テムにおける課金機はスタンドアロン）の建築確認システムを構築するものとする。 

２ システム機能の要件定義・データベース設計等を実施するものとし、パッケージソフ

トで条件が満たせない場合は、要件定義等に沿って機能構築を実施するものとする。 

３ システム構成については、下記のとおりとする。 

 （１）建築確認システム：職員端末（２０ライセンス）、課金機（１ライセンス） 

 （２）指定道路システム：職員端末（２０ライセンス）、課金機（１ライセンス） 

  なお、課金機は調達した課金機 1 台に、建築確認システムと指定道路システムを搭載

するものとし、課金機用プリンター及びレシートプリンターに接続して、無人での資料

の印刷に伴う料金徴収や領収書発行を可能とすること。 

４ ハードウェア調達 

（１）サーバ ２台（入替１回分含む） 

OS Windows Server® 2016,スタンダード,16 コア, メディア キット 

メモリ 8GB UDIMM, 2400MT/s, シングル ランク, x8 データ Width x 2 

プロセッサー インテル Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 8M キャッシュ, 4C/8T, ターボ (72W) 

HDD 8GB UDIMM, 2400MT/s, シングル ランク, x8 データ Width x 2 

RAID RAID 10, S130, ケーブル シャーシ 

ドライブ DVD ROM, SATA, 内蔵, ケーブル シャーシ用 

モニター 1U KMM（日本語キーボード＆ワイドスクリーン 18.5 インチ LED） 

保守 5 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日 9-17 時) 

（２）窓口システム用端末及びタッチパネルモニタ ２組（入替１回分含む） 

OS Windows 10 Pro (64 ビット) 日本語 

メモリ 8GB (2x4GB)  

プロセッサー インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー (8M キャッシュ, up to 

4.60GHz) 

HDD 2.5 インチ 500GB SATA 7200 RPM 

OFFICE Microsoft® Office Professional 2019 

モニター 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ 

10 点マルチタッチ対応 
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解像度：1920×1080 

オンサイト保守 ５年 

課金機 富士ゼロックス coinkit9 相当（新札対応改修含む） 

10 円、50 円、100円、500 円（新硬貨含む）、1000 円札対応 

 

（３）課金機用プリンター及びレシートプリンター ２組（入替１回分含む） 

プリンター A3 カラー出力対応１台（課金機用）、モノクロ出力対応１台（レシート用） 

各プリンターには５年保守含む 

  なお、購入するハードウェアには、受託者がウイルス対策ソフトを購入し搭載するも

のとする。サーバ調達時期については、委託者と受託者で協議の上、設定するものとす

る。 

５ システム利用者及び管理者を対象とした操作マニュアルを作成し、システム稼働前に

操作研修を行うものとする。なお、時期や時間帯については、委託者と協議の上、設定

するものとする。 

６ 購入した機器類は本業務内で入替を想定することを考慮し、構築を行うものとする。

なお、課金機の入替については、今後発行される新貨幣への対応を考慮したものとする。 

７ システムダウンした場合を考え、明石市が保有している既存サーバをバックアップサ

ーバとして使うものとする。 

８ 明石市が管理する指定道路データ（地図データ）を明石市のホームページからも閲覧

できるよう、既存システム（GIS）の活用又は新システム構築（GIS）を行うものとする。 

 なお、システム機能については、別紙３機能に基づき、構築を行うものとする。 

 

第１８条（システム及びデータセットアップ） 

  受託者は、本業務で調達するハードウェアに、システム及びデータセットアップを行

い、円滑に稼働するよう調整を行うものとする。作業完了後は、速やかに委託者に報告

し、委託者立ち合いによる検査を受け承認を得るものとする。 

 

第１９条（打合せ等） 

本業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と受託者は常に密接に連絡をとり、業

務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面

（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。また、打合せは､初回､中

間時､納品時の 3回を基本とするが､業務の進歩状況に応じて適宜行うものとする｡ 

 

第４章 成果物 

 

第２０条（成果物） 
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本業務の成果物は、下記に示すとおりとする。 

【ハードウェア】 

（１）サーバ          ２台（入替１回分含む） 

（２）窓口システム用端末及びタッチパネルモニタ    ２組（入替 1回分含む） 

（３）課金機用プリンター及びレシートプリンター ２組（入替 1回分含む） 

【ソフトウェア】 

（１）建築確認システム           １式 

（２）指定道路管理システム               １式 

（３）窓口システム              １式 

（４）ウイルス対策ソフト           １式 

【データ】 

（１）本業務で搭載したデータ     １式 

【その他】 

（１）業務報告書（PDF 形式、紙媒体１部）  １式 

（２）システム操作マニュアル（PDF 形式、紙媒体 1部）   １式 

（３）打合せ記録簿            １式 

 

以上 

 


