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水害監視カメラシステム構築業務委託 

仕様書 

 

１．業務名称 

水害監視カメラシステム構築業務委託（以下、「本業務」という） 

 

２．業務目的 

   近年、多発している豪雨災害等を踏まえ、浸水被害の可能性が高い場所等に監視カメラを

設置し、専用端末にてリアルタイムで監視を行うシステムを整備する。併せて、大分市ホー

ムページ等を通してカメラ映像を市民に対し提供することにより、自主避難の判断等、的確

な避難行動に結びつけること及び、関係部署との情報共有の向上を図り、排水ポンプの設置

等の適切な対応が可能となることを目的とする。 

 

３．業務場所 

  本業務の実施場所は以下のとおりとする。 

①大分市役所本庁（大分市荷揚町２番３１号） 

②市内一円（別紙 1参照） 

 

４．履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 

※可能な限り早期に完了すること。 

※監視カメラの設置が完了した箇所については、出水期（6月から 10月）までに随時、シ

ステムに接続し、市において視聴可能とすること。 

※契約締結は令和３年３月下旬を予定している。 

 

５．業務概要 

次の①～⑧を委託する。 

①監視カメラの調達及び設置（カメラ柱の設置を含む） 

 ア．大分市内で市が指定する 26箇所（26台）に監視カメラを設置する。 

 イ．設置する場所は別紙 1 のとおりとするが、周辺の状況を考慮し、市と協議のうえ決定

する。 

 ウ．建柱に際し、設置場所の管理者に対する占用許可の手続きおよび、それに係る経費は

受託者の負担とする。 

②サーバーの調達及び設置（設置場所の確保を含む） 

③監視カメラ操作用端末（パソコン）の調達及び設置 

④ネットワークの構築に係る配線、接続作業 

⑤各種機器の設定、調整 

⑥本システムの操作に関する職員向けの説明、操作研修 

 時間は２時間、回数は３回程度とし、研修場所、人数は市と協議のうえ決定する。 

⑦関係部署との協議、連絡調整 

⑧その他提案に基づく取り組みの実施 

 

６．監視カメラの仕様 

別紙 2 の仕様を満たしたうえで、応募者の提案によるものとする。また、下記について留意

すること。   
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（１）カメラ部の仕様 

①大分市役所本庁舎６階「河川・みなと振興課」に常時設置するパソコン（１台）、および、

「大分市災害対策本部」が設置された場合、本庁舎８階に設置されたパソコン（１台）で、

カメラの遠隔操作が可能であること。また、パソコン２台が同時使用可能であること。 

②撮影方式は原則として動画とするが、静止画とする場合も可能とする。 

  ③夜間視認可能な機能を有し、昼夜を問わず指定範囲を鮮明に撮影できること。また、夜間

の撮影において、必要に応じて赤外線照明や LED 照明等を追加で設置して、映像の品質を

確保すること。 

  ④防水防塵機能を有すること（カメラ本体の防水防塵性能は IP66を推奨とする。また、IP55

以上のものにおいても、ハウジング等を用い IP66 同等の性能を確保するものは可とする） 

  ⑤固定式および回転式のもの 

   監視カメラの設置場所別の固定式・回転式の区分は別紙 1のとおりとする。 

  ⑥動画撮影のものについては、ズーム機能を有すること 

  ⑦盗難等の防犯対策を施すこと 

  ⑧商用電源を使用するもの（ただし、別紙 1 のうち、No23「放生ため池」はソーラパネル等

の商用電源以外の電源も可能とする） 

（２）カメラ設置作業の概要 

   原則として支柱方式（溶融亜鉛メッキ鋼管製、JIS規格 HDZ45以上のもの）とする。監視カ

メラ本体およびカメラ柱の構造は、付近の状況及び荷重等を検討したうえ、十分な安全を

確保すること。また、地震、暴風雨、豪雪等の異常気象下においても確実に運用が行える

ものとすること。 

    

７．サーバーの仕様 

  次の要件を満たしたうえで、応募者の提案によるものとする。 

    ①サーバーの設置場所 

    サーバーの設置場所は、大分市役所庁舎内には設置しないこととし、物理サーバーもし

くはクラウドサーバーとすること。 

  ②録画機能について 

   ア．撮影した映像データは、撮影方式により動画または静止画で保存すること。 

   イ．映像データの保存期間は３０日とし、古い映像から自動で上書き削除されるものであ

ること。 

  ③サーバーの容量について 

   ア．サーバーの容量は、監視カメラを将来増設する可能性があることを考慮し、十分に確

保すること。なお、増設後の監視カメラの数量は４０台とする。 

   イ．災害の発生前後はアクセスが短期間に集中することを考慮し、サーバーがダウンする

ことがないよう、対策を講じること。なお、1日当たりのアクセス数は 10万回を想定

した仕様とすること。 

  ④保存した映像データは、監視カメラ操作用端末へ転送及び保存が可能であること。 

  ⑤監視カメラ操作用パソコン（２台）をもって、サーバーの管理を行う。 

  ⑥プライバシーへの配慮手段 

   必要に応じて、マスキング処理等が可能な仕様であること。 

 

８．セキュリティー等について 

  次の要件を満たしたうえで、応募者の提案によるものとする。 

  ①本カメラシステムは、インターネットセキュリティー対策を備えるものとする。 
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  ②サーバーの設置場所は地震や津波等による災害および停電等を考慮し、空調設備等の設置

環境の整った適切な場所とすること。 

 

９．通信方式（ネットワーク回線） 

  ①応募者の提案によるものとする。また、ネットワーク回線は有線・無線の別は問わないが、

映像のフリーズ等の、ネットワーク回線の性能不足に起因する不具合が発生しない性能を有

するものであること。 

  ②無線方式とする場合は、通信環境（通信可能エリア、通信速度等）について本委託の仕様

を満たすものか確認のうえ実施すること。 

 

１０．大分市役所本庁舎内の配線について 

  ①庁内ネットワーク（LAN）は使用せず、庁舎内に本システム専用の通信ケーブルを新規に敷

設し、インターネット回線として整備すること。また、通信ケーブルの通信速度の規格は

1Gbps以上のものとすること。 

  ②配線場所は以下のとおりとする。 

   ア．河川・みなと振興課（本庁舎６階） 

   イ．大会議室（本庁舎８階） 

   ウ．大研修室（第２庁舎６階） 

  ②通信ケーブルの敷設の実施に当たっては、庁舎管理担当部署と協議のうえ行うこと。 

 

１１．監視カメラ操作用端末（パソコン）の仕様 

  別紙 3の仕様のとおりとするが、下記について留意すること。 

  ①デスクトップ型とし、数量は２セットとする。（本体・ディスプレイ（２台）・キーボード・

マウス等付属品をもって１セットとする） 

  ②カメラ映像の監視及びカメラ操作が可能であること。 

  ③２台のディスプレイを使用し、すべてのカメラ映像が同時に表示できることを推奨するが、

それが不可能の場合は代替案を市に提案し、協議のうえ承認を得たうえ実施すること。 

④サーバーより映像データをダウンロードし、パソコン本体へ保存並びに USB メモリまたは

DVD-R等への書き込みが可能であること。 

⑤設置場所は大分市役所本庁舎 6 階河川・みなと振興課に１セットを常設とするが、災害時

において、本庁舎８階に大分市災害対策本部が設置された場合は、臨時的に１セットを追

加として設置する。この場合の設置は市が行うものとする。 

 

１２.市民への公開 

  撮影したカメラ映像は、以下の要件に基づき公開する。 

  ①監視カメラで撮影した映像は、原則としてすべて公開とするが、設置した監視カメラの周

囲の状況等を考慮したうえで、非公開とすることがあるので留意すること。 

  ②公開の場は、応募者の提案によるものとするが、大分市ホームページを含めることを必須

とする。なお、詳細な内容は市と協議のうえ決定する。 

  ③情報バリアフリーに配慮した内容とすること。（情報バリアフリーの詳細については総務省

のホームページを参照すること） 

  ④公開方法の一つとして市が有する SNS（Facebook,Twitter,YouTube）を利用することが可能

である。利用する場合は市に提案し、協議のうえ承認を得たうえで利用すること。 

  ⑤上記の外に、応募者による提案に基づく取り組みがあれば市に提案し、協議のうえ承認を

得た後、実施すること。 
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１３．保守要件 

  本委託に係る保守要件は以下のとおりとする。 

  ①市内に保守拠点を有し、原則として２時間程度で対応できること。 

  ②大分市役所開庁日の 8:30 から 17:15 までは、市からの問い合わせに対応すること。ただ

し、気象庁からの気象警報発表の恐れがある場合は、この限りではなく、市からの事前の

依頼に応じて対応可能な体制を整えること。 

  ③保守拠点には常時、予備機を保管し、障害発生時に迅速に対応できること。ただし、予備

機の内容および数量は、別途市と協議のうえ決定する。 

  ④定期保守点検（清掃を含む）を年 1 回行うこととし、保守点検終了後は速やかに点検報告

書を作成のうえ、市に提出すること。 

 

１４．本業務実施に当たっての留意事項について 

  ①現地作業では、作業員、通行人等の安全対策を十分に講じること。 

  ②本業務に係る手続き（電源の引き込み等）については、受託者が行うこと。 

  ③何らかの都合により設置場所に監視カメラが設置できないと市が判断した場合は、受託者

と協議のうえ、別の場所に設置することがある。 

  ④本業務の実施に当たり、市が主催する住民説明会等が発生する場合は、必要に応じて関係

者として同席すること。 

⑤本業務に係る電気料金及び通信料金、サーバーレンタル料については、市が負担する。 

⑥機器等の運搬費、設置費、調整費については委託金額に含めるものとする。 

⑦本委託に係る機器一式については、設置の完了を確認するための検査を行った後、大分市

に引き渡すものとする。 

 

１５．見積りについて 

   提出する見積りの内容については「５．業務概要」に掲げたすべてを含めたものとするこ

と。また、見積りに含まれる項目ではあるが、手続上、本委託業務契約とは別途契約が必要

なものについては、市と協議のうえ決定する。 

   

１６．業務委託金額（上限額） 

 ８３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

１７．契約の締結 

   本業務に係る仕様を確定させたうえで、契約候補者と委託契約を締結する。 

 

１８．委託成果品 

    受託者は本業務の実施状況について確認できる写真等を整備しておくこと。また、予定し

ている検査予定時期に合わせ、必要書類を市に電子納品とすること。 

 

１９．検査 

本業務完了後において、担当者等による立会及び検査を実施する。 

 

２０．契約に関する条件等 

  ①再委託の制限 

    受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請け負わせてはならない。ただし、
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事前に書面にて、市の承諾を得た場合は、この限りではない。 

  ②業務の履行に関する措置 

    市は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められる場合は、

受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求する

ことができる。受託者は、上記要求があった場合は、当該要求に係る事項について対応措

置を決定し、その結果を要求があった日から起算して 10日以内に市に書面にて通知しなけ

ればならない。 

 

２１．その他 

  ①協議事項 

本仕様書に定めのない事項については市と受託者が協議のうえ、これを定めることとする。 

  ②損害賠償 

    本業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、市の責に帰するものを除き、全て受託者の

責任において処理すること。 

  ③著作権の取扱い 

    本業務の円滑な実施及び成果の普及を図るため、本業務により生じた著作権（著作権法

第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む）については、原則として発注者に帰属す

るものとし、これらの著作物を使用した二次的な制作等を妨げないものとする。 

  ④個人情報等の保護 

    受託者は、本業務によって知り得た個人情報及び通常秘密とされる企業情報を本業務の

目的以外に使用してはならない。これは本業務の履行期間終了後も同様とする。 

 

 

２２．問い合わせ 

〒８７０－８５０４ 大分県大分市荷揚町２番３１号 

大分市土木建築部河川・みなと振興課庶務みなと振興担当班 安藤、三重野 

電話番号  ０９７－５３７－５６３２（直通） 

ＦＡＸ番号 ０９７－５３２－７５４５ 

電子メール kasen@city.oita.oita.jp 
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（別紙 1） 

監視カメラ設置場所 

監視カメラの設置箇所については以下のとおりとし、設置位置（建柱位置）については、

設置箇所周辺の状況を考慮したうえで、本市と協議のうえ、決定するものとする。 

№ 

カメラ名称 

（仮称） 

監視対象 所在地 

回転

式・固

定式の

区分 

カメラ

の取付

位置の

高さ

（m） 

監視対

象まで

の最大

距離 

（m） 

備考 

1 毛井 北鼻川 大分市大字毛井 回転式 4.0 200  

2 津守 津守都市下水路 大分市大字津守 固定式 4.0 100  

3 賀来（国分） 馬入川 大分市大字賀来 回転式 5.0 100  

4 八幡 祓川 大分市大字八幡 回転式 4.0 200  

5 常行 鶴瀬排水路 大分市大字常行 回転式 5.0 200  

6 荏隈 尼ケ瀬川 大分市大字荏隈 回転式 4.0 200  

7 皆春 皆春１号・乙津川 大分市大字皆春 回転式 4.0 100  

8 下判田 判田川（裏） 大分市大字下判田 回転式 4.0 50  

9 下田尻 光吉谷川 大分市大字光吉 回転式 4.0 100  

10 宮崎 下郡宮崎大通り線 大分市大字宮崎 固定式 4.0 100  

11 廻栖 七瀬川（裏） 大分市大字廻栖野 回転式 4.0 100  

12 花園 羽屋雨水 大分市大字古国府 回転式 4.0 100  

13 鴛野 寒田川（裏） 大分市大字鴛野 回転式 5.0 100  

14 
北下郡（滝尾

橋南） 
大分川（裏） 大分市大字下郡 回転式 4.0 100 

 

15 金の手 鴨園川 大分市大字横尾 回転式 4.0 200  

16 明磧 明磧雨水 大分市明磧２丁目 固定式 4.0 100  

17 畑中 大分川（裏） 大分市大字畑中 回転式 4.0 100  

18 三佐 三佐雨水 大分市大字三佐 回転式 4.0 100  

19 賀来（中島） 大分川（裏） 大分市大字賀来 固定式 4.0 100  

20 片島 下郡宮崎大通り線 大分市大字片島 回転式 4.0 100  

21 下郡南 下郡東西大通り線 大分市大字下郡 固定式 4.0 100  

22 志村 志村北８号線 大分市志村２丁目 固定式 4.0 50  

23 
放生ため池

（八幡） 
洪水吐 大分市大字八幡 固定式 4.0 50 

・電源は商用

電源以外も可

能 

・撮影方式は

静止画とする 

24 宮河内 宮谷川 大分市大字宮河内 回転式 4.0 100  

25 川床 市道 大分市大字中戸次 固定式 4.0 100  

26 内稙田 七瀬川（裏） 大分市大字木上 回転式 4.0 100  
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（別紙２） 

監視カメラの仕様 

（１）回転式で動画撮影のもの 

項目 内容 備考 

カメラ・

レンズ機

能 

・有効画素数  ：200万画素以上 

・最低被写体照度：0.3lx以下 

・ズーム機能  ：有するもの（別紙 1 のうち、No23「放生ため

池」はズーム不要） 

 

回転部機

能 

・水平回転範囲 ：300°相当 

・垂直回転範囲 ：0～90°以上 
 

ネットワ

ーク機能 

【有線回線で使用する場合】 

・インターフェース：10/100BASE-TX 

・画像解像度   ：1280×720 以上 

・フレームレート ：30fps 相当 

・画像圧縮方式  ：H.264/JPEG（MJPEG） 

 

【無線回線で使用する場合】 

・インターフェース：10/100BASE-TX 

・画像解像度   ：1280×720 相当 

・フレームレート ：5fps以上 

・画像圧縮方式  ：H.264/JPEG 相当 

 

基本機能 

・電源     ：AC100V以下および PoE+（IEEE802.3at 準拠）

または PoE給電 

・使用環境   ：－20℃～＋60℃、10％RH～100％RH（結露し

ないこと） 

・暗視機能   ：仕様書 P2「6.監視カメラの仕様（1）③」参

照 

・防水防塵性能 ：仕様書 P2「6.監視カメラの仕様（1）④」参

照 

・材 質    ：十分な強度及び耐候性・耐食性能を有してい

ること 

・その他    ：盗難防止対策を施すこと 

 

カ メ ラ 設

置 工 事 概

要 

①設置方法 

・P2「6.監視カメラの仕様（2）」参照 

②受電 

・単相 2 線 100V 

 

参考品 
Panasonic WV-S6530NJ 

AXIS P5654-E PTZ Network Camera 
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（別紙２） 

（２）固定式で動画撮影のもの 

項目 内容 備考 

カメラ・

レンズ機

能 

・有効画素数  ：200万画素以上 

・最低被写体照度：0.3lx以下 

・ズーム機能  ：有するもの（別紙 1 のうち、No23「放生ため

池」はズーム不要） 

 

ネットワ

ーク機能 

【有線回線で使用する場合】 

・インターフェース：10/100BASE-TX 

・画像解像度   ：1280×720 以上 

・フレームレート ：30fps 程度 

・画像圧縮方式  ：H.264/JPEG（MJPEG） 

 

【無線回線で使用する場合】 

・インターフェース：10/100BASE-TX 

・画像解像度   ：1280×720 相当 

・フレームレート ：5fps以上 

・画像圧縮方式  ：H.264/JPEG 相当 

 

基本機能 

・電源     ：AC100V以下および PoE+（IEEE802.3at 準拠）

または PoE給電 

・使用環境   ：－20℃～＋50℃、10％RH～100％RH（結露し

ないこと） 

・暗視機能   ：仕様書 P2「6.監視カメラの仕様（1）③」参

照 

・防水防塵性能 ：仕様書 P2「6.監視カメラの仕様（1）④」参

照 

・材 質    ：十分な強度及び耐候性・耐食性能を有してい

ること 

・その他    ：盗難防止対策を施すこと 

 

カメラ設

置工事概

要 

①設置方法 

・P2「6.監視カメラの仕様（2）」参照 

②受電  

・単相 2 線 100V 

 

参考品 Panasonic WV-S1510  
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（別紙２） 

（３）静止画の場合（有線・無線共通）（回転式・固定式共通） 

項目 内容 備考 

カメラ・

レンズ機

能 

・有効画素数  ：200万画素以上 

・最低被写体照度：0.3lx以下 
 

【回転式

の場合】 

回転部機

能 

・水平回転範囲 ：300°相当 

・垂直回転範囲 ：0～90°以上 
 

ネットワ

ーク機能 

・インターフェース：10/100BASE-T 

・画像解像度   ：640×360 以上 

・画像圧縮方式  ：JPEG相当 

・撮影間隔    ：５分以内 

 

基本機能 

・電源     ：①AC100V 以下および PoE+（IEEE802.3at

準拠）または PoE給電 

         ②（バッテリー電源の場合）充電式バッ

テリーによる給電 

・電源が充電式バッテリーの場合： 

         ①ソーラーパネルによる発電によるも

の 

         ②不日照の状態で、5 日間以上画像伝送

が可能なものであること 

         ③バッテリーの寿命は 2年程度とする 

・使用環境   ：－10℃～＋50℃、20％RH～80％RH（結露

しないこと） 

・防水防塵性能 ：保護等級 IP55以上 

・材 質    ：十分な強度及び耐候性・耐食性能を有し

ていること 

・その他    ：盗難防止対策を施すこと 
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（別紙３） 

パソコンの仕様 

１．品名および数量 

品名 数量 規格・仕様 備考 

本体（タワー型） 2 

下記「２．」のとおり 

付属品含む 

モニター（ディスプレイ） 4 
本体１台にモニター２台使

用 

キーボード 2  

マウス 2  

アンチウイルスソフト 2  

その他アプリケーション

ソフト 
1 

河川・みなと振興課（6 階）

に設置するパソコンに使用

する 

２．上記、「規格・仕様」の詳細 

項目 内容 備考 

ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ Ｈｏｍｅ（６４ビット日本語）  

ＣＰＵ Ｃｏｒｅ－ｉ７（第９世代以降,８コア以上） 同等品可 

メモリ １６ＧＢ以上  

ビデオカード 

専用メモリ３ＧＢ以上のグラフィックスカード 

拡張スロットに搭載されていること 

ＨＤＭＩまたはＤＰポート２個以上 

 

ストレージ容量 
２ＴＢ以上（すべてＳＳＤまたは、起動ドライブがＳＳＤであ

ること） 
 

モニター ２７インチ以上、フルＨＤ以上、ＨＤＭＩまたはＤＰ接続  

その他 

ＤＶＤドライブ  

ＵＳＢポート５個以上（USB3.0対応ポート 3個以上）  

ＬＡＮポート（1000ＢＡＳＥ－Ｔ対応）  

Ｗｉ-Ｆｉ（IEEE802.11ac 対応）  

キーボード（テンキー付）  

光学マウス（マウスパッド含む）  

アンチウイルスソフト（３年版）  

その他アプリケ

ーションソフト 

Microsoft Office Home & Business 2019 同等品不可 

Adobe Photoshop Elements（2018以降） 同等品不可 

DocuWorks9 同等品不可 

 


