
監視カメラ設置保守管理業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

  監視カメラ設置保守管理業務委託 

 

２ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和４年３月３１日まで 

  ただし、本件に係る予算について、市議会での次年度への繰越承認がされたときは、令和４年５

月 31 日までとする履行期間の延長を行う予定である。 

 

３ 目的 

本業務は、市域海岸沿いに監視カメラを設置し、市民等が安全に安心して海岸を利用できるよう

にすることを目的とする。 

 

４ 業務場所 

明石市松江アクセス通路  明石市林崎町３丁目地内ほか 

（別紙「監視カメラ設置場所一覧」参照） 

 

５ 機器構成・仕様 

  設置する各機器の内、次のものは記載する機種と同等品以上のものとする。詳細な機能・性能に

ついてはインターネット等によりメーカーHP などで必ず確認すること。 

  ①監視カメラ Panasonic WV-X６５１１NJ ハウジング一体型 

   ※監視カメラとハウジングは一体型でなくても良いものとする。 

この場合、ハウジングは重耐塩塗装がされており、防塵防水等級は IP６６以上の性能を有する

屋外用を取り付けること。 

  ②インジェクター TP-LINK TL―POE１０６S 

  ③SIM ルーター RX２２０ 

  ④アンテナ（上記SIMルーターであれば１台に対し２台接続）  １P１８４－FMM－８００W－５M5 

 

  （参考）機器接続想定 

    AC１００V⇒UPS 機能付き OA タップ⇒インジェクターもしくは PoE 給電対応 HUB⇒SIM ル

ーター⇒アンテナ 

   ※その他、接続にゲートウェイ機器が必要な場合は設置すること。 

 

６ 業務内容 

 ⑴ 監視カメラ設置業務 

    ①指定の場所に重耐塩塗装したスチール製の支柱・引込柱を建て、電気（AC１００V）を引込み、



監視カメラを設置すること。 

    監視カメラの撮影範囲・角度、ズームなど詳細設定は委託者立会の上、決定するものとする。 

    ②電気引込に際し、電力会社に申請が必要な場合は、書類作成費等を含め受託者が費用を負

担すること。ただし、申請手続き完了後より発生する電気代については、委託者の負担とする。 

    ③監視カメラへの電源供給は PoE 給電とする。 

④監視カメラを設置する支柱には防塵・防水対応収納ボックスを設置すること。ボックス内には

電気の引込に必要な遮断器等の設備を設けるほか、露出型コンセント（２口）、UPS 機能付き

OA タップ、PoE 給電用装置（インジェクターもしくは PoE 給電対応 HUB）、SIM ルーター、ゲ

ートウェイ機器（必要な場合）、LAN ケーブルを格納すること。ボックスは施錠できるタイプのも

のとする。 

    ⑤SIM ルーターに接続するアンテナは、電波感度等を考慮し適切な場所に設置すること。 

    ⑥監視カメラが設置されていることがわかるように、（例）「監視カメラ作動中 明石市」と明示

した看板を委託者と協議の上、各支柱に設置すること。（松江海岸休憩施設は看板設置済み

のため除く） 

 

 ⑵ 保守管理業務 

    ①監視カメラは２４時間３６５日録画するため、これに対応するクラウドで保存・管理すること。

データの保存期間は３０日間とし、必要なデータは 1 ヶ月に最低７２時間以上ダウンロードでき

るものとする。クラウドサービスにはタイムラプス映像を作成できる機能を有すること。 

    ②データ通信は LTE 通信とし、上り回線は１Mbps 程度の速度が出る上りデータ量無制限

（実質無制限利用可能）の SIM カードとする。 

    ③監視カメラの映像を映し出すために必要なスペックを兼ね備えたノートパソコン１台と 50 イ

ンチモニター１台を受託者の負担により準備し、各カメラの映像を同時に監視できるように明

石市役所海岸・治水課内に設置すること。この際、配線は原則モール等で処理すること。 

    ④監視カメラの映像は、複数ユーザーが同時に閲覧できること。また、スマートフォンからも閲

覧できること。ユーザーアカウント数は 30 個以上設定できること。 

    ⑤カメラや通信に関する故障等のサポートについて、３６５日電話やメールによる受付体制を

図ること。また、操作方法や利用方法の問い合わせについても迅速に対応すること。監視カメラ

とクラウドの接続が切れた場合など、すぐに委託者に連絡すること。トラブル時の原因について、

クラウドから状況を確認し遠隔にて切り分け、改善や解決方法を提示すること。 

 

７ 完成図書等の提出 

   ・監視カメラ設置前、設置後など施工写真 

   ・回線情報一覧 

   ・サポート体制表 

   ・その他、委託者が作成を指示する図書 

    



８ 保証期間 

   ・業務範囲全体については、完成後１年間とする。 

   ・本業務にて導入する機器の補償はメーカーの保守範囲のものとする。  

   ・保証期間中のトラブル対応は工賃・部品代等、原則無償対応とする。 

   ・保証期間以降であっても、設計・施工・材質等に起因すると考えられる問題が生じた場合は、

速やかに受託者が無償で修復するものとする。 

 

９ 特記事項 

   ・業務の実施にあたっては、関係法令を遵守するとともに契約書及び仕様書によるほか、以下の

図書の最新版及び本特記仕様書によらなければならない。 

土木工事共通仕様書 （兵庫県県土整備部） 

土木工事施工管理基準 （兵庫県県土整備部） 

土木請負工事必携 （兵庫県県土整備部） 

小型構造物標準図集 （兵庫県県土整備部） 

・業務に必要な図面等の資料は受託者において作成し、本市担当者へ提出すること。 

・施工計画書、材料承諾願については、施工前に本市担当者の承諾を得た後、着手すること 

・監視カメラを設置する支柱の位置や条件は、別紙「監視カメラ設置場所一覧」に記載のとおり

とする。 

・監視カメラの設置については、施工可能な場所から迅速に着手することとし、原則、設置が完了

した監視カメラから利用できるようにすること。 

・仕様書の中で納まり、又は取り合いで生じた軽微な変更、並びに仕様書に明記がない事

項でも機能上、当然必要な事項は本市担当者の指示に従い施工すること。この場合、原

則として委託料の増額は行わない。 

・本業務においてあらかじめ本市担当者の指示した工程に達した時は、立会検査を受ける

こと。 

・業務着手に先立ち、現地踏査を十分に行い、現場状況を把握するとともに、仕様書の照

査、現場条件に適した施工等について十分に検討すること。また現地との違いがあれば

速やかに本市担当者に報告し、その指示を受けること。 

・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

に委任し、又は請け負わせてはならない。 

※本業務における主たる部分は、本仕様書の「６ 業務内容」の内、下記のとおりとする。 

 ア ⑴監視カメラ設置業務において発生するカメラの設定および SIM ルーターなどの

ネットワーク設定にかかる部分 

イ ⑵保守管理業務の全部 

・受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ

め、委託者の承諾を得なければならない。 



監視カメラ設置場所全体図
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監視カメラ設置場所一覧 

 

№ 名称 住所（明石市） 
電力会社 

申請 

備考（AC100V） 

支線柱は適宜設けること 

カメラ設置

支柱 
備考 

１ 松江アクセス通路 林崎町３丁目地内 必要 電柱より引込み 必要  

２ 松江アクセス階段 松江字西野地内 必要 電柱より引込み 必要  

３ 松江海岸休憩施設 松江 445 番地 不要 既設監視カメラ有り 

支柱まで LAN 配線有 

不要 既設防災無線用支柱に

取付 

４ 藤江海岸休憩施設 藤江字今崎野地内 不要 施設内の分電盤から電源

を取ること 

不要 施設内の既設照明柱に

取付 

５ 藤江アクセス階段 藤江字今崎野地内 必要 電柱より引込み 必要  

６ 谷八木斜面地 大久保町谷八木 749 番地 必要 電柱より引込み 必要  

７ 八木海岸休憩施設 大久保町八木 73 番地の６ 必要 電柱より引込み 必要  

８ 江井島海岸（東） 大久保町江井島地先 ※原則不要 照明用の分電盤から電源

を取ること 

※ただし、電源が取れな

い場合は電柱より引込み 

不要 既設照明柱に取付 

９ 江井島海岸（西） 大久保町江井島地先 ※原則不要 照明用の分電盤から電源

を取ること 

※ただし、電源が取れな

い場合は電柱より引込み 

不要 既設照明柱に取付 

10 西岡アクセス通路 魚住町西岡地内 必要 電柱より引込み 不要 既設防災無線用支柱に

取付 



監視カメラ設置場所位置図 

 

１ 松江アクセス通路 

  ・支柱（Φ89×H6300）の設置は階段の一番下 

 



２ 松江アクセス階段 

  ・支柱（Φ89×H6300）の設置は階段の一番下 

 

  



３ 松江海岸休憩施設 

  ・支柱は既設の防災無線用を使用するため設置不要 

・既設監視カメラ有り 

（監視カメラの交換および SIM ルーター等の設置が必要） 

 

  



４ 藤江海岸休憩施設 

  ・監視カメラは既設の照明支柱に取り付け 

  ・電気はトイレ内の分電盤もしくは照明用分電盤から引込み 

 

  



５ 藤江アクセス階段 

  ・支柱（Φ89×H6300）の設置は階段の一番下 

 

  



６ 谷八木斜面地 

  ・支柱（Φ89×H6300）の設置は市有地内とする 

  ※現地は雑木等が繁茂しているため、監視カメラの設置および撮影に支障

が生じる範囲ついて伐採するものとする 

 

  



７ 八木海岸休憩施設 

・支柱（Φ89×H6300）の設置は通路西端の階段付近 

 

  



８ 江井島海岸（東） 

  ・監視カメラは既設の照明支柱に取り付け 

  ・照明用の分電盤 から電源を取ること 

※ただし、電源が取れない場合は電柱より引込み 

 

  



９ 江井島海岸（西） 

  ・監視カメラは既設の照明支柱に取り付け 

  ・照明用の分電盤 から電源を取ること 

※ただし、電源が取れない場合は電柱より引込み 

 

  



10 西岡アクセス通路 

  ・支柱は既設の防災無線用を使用するため設置不要 

  ・監視カメラは既設の支柱に取り付け 

 

 


