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仕様書のとおり

札　　　　　　幌　　　　　市

契約締結日から令和4年3月18日（金）まで

仕様書

別紙のとおり

提出物

委託期間

［
委　　　託　　　費

消費税等相当額

業　務　説　明
業務の概要

本業務は、当部の業務で使用しているA-0判の札幌市公園緑地図を令和4年4月1
日時点の情報で作成するものである。

役務の名称 令和3年度　公園緑地図作成業務

一　金
総　委　託　費

内　訳



仕様書 

【一般事項】 

１ 適用範囲 

 (1) この仕様書は「令和 3年度 札幌市公園緑地図作成業務（以下、「本業務」という。）」

に適用する。 

 (2) この仕様書に定めのない事項については、契約図書及び札幌市土木設計業務共通仕

様書によるほか、本市の指示によるものとする。 

(3) 契約図書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。 

２ 用語の定義 

  この仕様書において「指示」「承諾」及び「協議」とは次の定義による。 

 (1) 「指示」とは、業務担当職員が受託者に対して指導助言することをいう。 

 (2) 「承諾」とは、受託者が業務担当職員を経由して本市の承諾を得ることをいう。 

(3) 「協議」とは、本市と受託者の間に業務に関して疑義等が生じた場合に、業務担 

当職員と受託者が話し合い、疑義等を解決することをいう。 

３ 留意事項 

受託者は契約の履行にあたって、次の各事項に留意のうえ、本業務を行わなければな

らない。 

(1) 契約金額には、必要経費一切を含む。 

(2) 定められた期間内に業務を完了するよう、作業の効率化・円滑化に努めること。 

(3) 契約図書及び本市の指示に従い、本業務の意図・目的を十分に理解したうえで、本

業務にあたること。 

(4) 関係法規、規則等諸法令を遵守すること。 

 (5) 受託者は、本市に対し、本件契約に基づく成果物（印刷物、提出された原稿・デ

ータなど全て）に関連する著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 27条及び

第 28条に規定する権利を含む。）を譲渡するものとする。 

(6) 受託者は成果物に関する著作者人格権を、本市又は本市が指定する第三者に対し

て将来にわたり行使しないこと。 

(7) 受託者は、本市に対し、第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権、

肖像権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証すること。第三

者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は自己の費用及び責任に

おいてこれを解決するものとし、かつ本市に何らかの損害を与えたときは、その損害

を賠償するものとする。 

 (8) 本業務に関して生じる問題点は、本市、受託者の双方が協議し、処理すること。 

(9) 本業務の履行においては、使用する製品等を含め、環境負荷の低減に努めること。 

４ 疑義の解釈 

  この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合の本業務の細目については、本市

と協議を行うこと。 

５ 業務担当職員 

本市は、本業務の処理について必要な連絡指導にあたる業務担当職員を定め、受託者

に通知する。業務担当職員を変更した場合も同様とする。 



６ 業務主任者 

(1) 受託者は、本業務の処理について業務主任者を定め、本市に契約締結後速やかに通

知すること。業務主任者を変更した場合も同様とする。 

(2) 業務主任者は、本業務を運営・管理するうえで必要な能力と経験を有する者でなけ

ればならない。 

(3) 業務主任者は、本市との連携を密とし、適宜、協議等を行いながら、誠実に業務を

進めるものとする。 



【業務内容】 

１ 業務名 

令和 3年度 札幌市公園緑地図作成業務 

２ 業務概要 

  本業務は、本市が貸与する資料を基に、製図、校正、製版、印刷を行い、令和 4 年 4

月 1日現在での公園緑地図(A0 判、縮尺 1/30,000)を作成するものである。 

３ 業務詳細 

（1）作業条件 

  ・印刷(9色)と装飾、表現は平成 27年 4月 1日現在の公園緑地図と同程度とする。 

  ・正確な精度を保つために、測量士の資格を有する者（軽易な作業においては測量士 

       補の資格を有する者も可）が製図及び校正、各工程の検査を行うこと。 

（2）作業要領

ア 製図（基図） 

基図は本市が貸与する札幌市共有基図 SDF データ（札幌市空間データフォーマッ

ト）、近隣都市の現況図 DMデータを、正確な精度を保ちながら、縮尺・表現を 1/2500

から 1/30000 に調整すること。また、A0判に合わせて編集すること。 

※SDF データ、DMデータを編集する際には以下の作業を施す。 

    ①交通施設のデータについては、真幅道路、高速道路、普通鉄道、地下鉄地上部、

路面電車を表示する。 

    ②建物等のデータについては、普通建物、堅牢建物を表示する。 

    ③水部については、河川、細流のみを表示する。 

    ④土地利用については、さく（道路形状を補完するもの）のみ表示する。 

    ⑤地形等については、等高線（計曲線）のみを表示する。 

イ 製図（主題） 

各主題は、当課が貸与するシェイプファイル及び紙図面を基図に合わせて、正確な

精度を保ちながら、編集すること(下記一覧の通り)。なお、紙図面による一部の主

題（公共空地・砂防河川・街路樹・令和 4年告示予定データ）については、電子デ

ータ化して使用する。また、下記一覧において、該当する主題に関しては、注記デ

ータを作成し、地図上に表示させること。 

                                《主題一覧》 

主題名 注記
都市計画公園・緑地・墓園 公園番号
都市公園 名称
公共空地
公園予定地 名称
特別緑地保全地区 注記番号
地域のみどり 注記番号
風致地区 注記番号、名称
鳥獣保護区 注記番号
保安林 注記番号
道条例保護地区 注記番号
道条例記念樹木 注記番号
保存樹木（法律、条例） 注記番号
都市環境林 注記番号
自然歩道 注記番号、名称
市民の森 注記番号、名称

主題名 注記
札幌市管理街路樹
国管理街路樹
砂防河川
DID区域
自然公園 注記番号、名称
緑化推進地区 注記番号、名称
天然記念物 注記番号、名称
札幌圏都市計画区域
市街化区域
市域
区界
都市計画道路 番号、名称
立体交差
広場
地下歩道



ウ 校正 

出力図による校正を 2回行う。また、本市が必要と認めたときは、前述にかかわら

ず、校正を行うこと。また、平成 27年度版と今回作成する令和 4年度版との間で、

大きく異なる点について、報告すること。 

 エ 製版・印刷 

   成果品の仕様に従い、製版・印刷を行うこと。A0判対応の CTP 環境にて刷版を行い、

版ズレやモアレ等が生じないように十分に注意すること。 

 オ 電子データ 

   作成した公園緑地図の電子データを作成すること。（TIFF 形式・AI 形式 解像度

200pdi 以上）なお、電子データについてはウイルスチェックを行うこと。 

（3）成果品 

   以下の仕様による成果品を提出すること。 

規  格  A0 判、縮尺 1/30,000 

印刷手法  オフセット印刷 

色  数  9 色 

       基図：ネズ 

       加色：赤、青、黄、黒、緑、茶、オレンジ、ピンク 

       ※色の仕上がりについては、業務担当職員と確認すること。  

印刷用紙  地図専用紙 A0 判 115kg 

数  量  公園緑地図 印刷図 500 枚 

       公園緑地図 電子データ CD-ROM 1 枚 

 折  り  A4 仕上げ（500 枚）、経本折 

(4) 貸与資料 

 ・札幌市公園緑地図（平成 27年 4月 1日現在） 

・札幌市 SDF データ 

・近隣市 DMデータ 

・shape 形式主題データ 

・紙図面による主題データ 

・その他、資料、原稿       一式 



【履行】 

１ 提出書類 

(1) 受託者は、契約締結後速やかに業務着手届、業務主任者指定通知書、業務主任者経

歴書、業務日程表を提出すること。 

(2) 承諾及び協議は、原則として書面により行うものとする。また、本市の行う指示に

ついても同様とする。 

２ 業務受託者と委託者の連絡体制 

本業務の実施にあたって、業務担当職員と業務主任者は十分な連絡を取り、その連

絡事項を記録し、相互に確認するものとする。また、随時、簡易な連絡事項や進捗状

況を電話やメールでやり取りし、相互に調整するものとする。 

３ 事故及びトラブル報告 

受託者は、業務の履行中に事故やトラブルが発生した場合、被災者がいる場合には被

災者に対し適切、迅速に誠意をもって対応することとし、直ちに本市に報告するととも

に、業務事故報告書を速やかに提出すること。 

４ データの取り扱い 

 (1)受託者は、紛失、第三者への情報の漏洩等がないようにデータの管理及び取り扱いに 

  十分に注意を払わなければならない。 

 (2)委託者より、データ等の管理状況及び取り扱い状況について検査の申し出があった

場合、受託者はこれを受け入れなければならない。 

 (3)受託者は、事故等によりデータが紛失、第三者への情報の漏洩等があった場合には、

遅滞なく委託者に報告しなければならない。 

(4)受託者は、貸与されたデータ等を本業務終了後、成果品納入時に委託者に返却しな

ければならない。 

５ 業務の完了 

(1) 受託者は本業務を完了したときは、速やかに業務完了届、その他成果品一式を提出

すること。なお、成果品の提出にあたり、事前に内容について本市と協議し、本市指

示事項を含めた内容で作成し、承諾を得ること。なお、成果品の詳細は、上記業務内

容のとおり。 

(2) 受託者は、本業務が完了したとき、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良

箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他必要な措置を講じること。 

６ 業務の履行期間 

契約締結日から令和 4年 3月 18 日（金）まで 

７ 納入・検査場所 

  札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課 

（札幌市中央区南 1条東 1丁目大通バスセンタービル 1号館 6階） 



工種 種別 細目 単位 数量 単価 金額 摘要

1 第１号内訳書

1 直接作業費×諸経費率

千円未満切捨て

10％

諸経費 式

業務委託費内訳書

直接作業費 式

消費税相当額

業務委託費

小計

業務価格



一金

名　　称 形　　質 単位 摘要

計画準備 1 式 円 円

基図データ編集、検査 1 式 円 円

主題データ編集、注記データ作成、 1 式 円 円

校正後修正、検査

インクジェット出力、検査 1 式 円 円

地図データ調製、CTP刷版、 1 式 円 円

版面検査

印刷料、用紙、用紙（予備紙） 1 式 円 円

断裁、折り加工、検査

メディア書込み、ラベル書込み、 1 式 円 円

ウイルスチェック

成果品検査、荷造・発送準備、 1 式 円 円

送料

円
円

合　　　　　計

電子データ

納品

企画

製図（基図）

製図（主題）

校正

製版

印刷

直接作業費一式内訳書 第１号内訳書

円也

数　　量 単価 金額


