
仕 様 書 

 

１ 名称 

  海浜幕張駅・蘇我駅周辺における防犯カメラ等賃貸借 

 

２ 業務の目的 

ＪＲ海浜幕張駅及びＪＲ蘇我駅周辺において、防犯カメラ等を設置することで犯罪の

抑止に寄与し、また捜査機関へ協力することを目的とする。 

 

３ 賃貸借期間 

令和２年１月１日 ～ 令和６年１２月３１日（６０か月） 

 

４ 賃借料の支払い 

（１）支払い期間及び回数 

   月ごとに完了払いとする。 

（２）支払額 

本契約に要する費用の総額を６０等分した額とする。 

 

５ 賃貸借物件 

物品（防犯カメラ等） 略称 数量 

防犯カメラ 二眼タイプ（2方向撮影） 防犯カメラ ７基 

無線ＬＡＮアクセスポイント 

（カメラ一眼につき 1か所） 

（防犯カメラへの内蔵可） 

無線ＬＡＮ １４か所 

ＳＤカード等の画像記録媒体 記録媒体 １４個 

モニター用タブレット端末 タブレット ２台 

その他防犯カメラの設置に必要なもの 

（変圧器、取付け金具、配管パイプ等） 
その他設備 １式 

 

６ 履行内容 

（１）リースによる防犯カメラ等の調達、設置 

（２）防犯カメラ等の保守 

（３）各種手続きの代行 

（４）発注者への必要書類の提出 

（５）契約期間満了時の防犯カメラ等の撤去 

 

７ 運用開始 

運用開始は令和２年１月１日とするが、運用開始前に防犯カメラ等が設置された場合に

は、発注者は試験運用することができるものとし、試験運用期間の賃借料は発生しないも



のとする。 

 

８ 納品・設置箇所 

（１）タブレット以外 

   千葉市美浜区ひび野 1丁目地先、他（別図１および２のとおり） 

（２）タブレット 

   地域安全課（千葉市中央区千葉港１－１ 市役所本庁舎８階） 

 

９ 設置方法について 

（１）海浜幕張駅（別図３のとおり） 

  ア 幕張メッセ交番正面の壁面 

  （ア）交番側面にある分電盤から、必要な電源を分岐して取得すること 

（イ）分岐工事には東京電力パワーグリッド株式会社の立ち合いが必要なことから、

工事日程については東京電力パワーグリッド株式会社及び発注者と協議のうえ決

定すること 

  （ウ）分電盤のうち、適切な位置に必要最小限の穴を開け、そこから配管パイプ等を

設置して交番正面まで電源ケーブルを引き回すこと。なお、開けた穴については、

雨水等が浸入しないよう、十分な措置を講ずること 

  （エ）配管パイプについては、交番壁面と極力同色のものとし、発注者と協議のうえ

採用する品番を決定すること 

（オ）賃貸借契約期間の終了後、設置した機器等を撤去するときは、配管パイプや防

犯カメラを設置した際に壁面に開けた穴や分電盤に開けた穴は、ふさいで極力目

立たない形に復旧すること 

 イ 海浜幕張駅第 4自転車駐車場内の照明柱 

  （ア）照明柱に隣接する分電盤の予備回線があるため、そこから必要な電源を取得す

ること 

  （イ）分電盤の下部に、約 30mm径の既設の穴があるので、そこから電源ケーブルを取

り出し、照明柱にバンド等で固定のうえ防犯カメラまで引き回すこと 

  （ウ）電源ケーブルは、いたずら防止のため、容易に切断できないチューブ等で保護

すること 

ウ 南口シェルターの屋根 

  （ア）南口シェルターに新たに設置されたエスカレーターの下に分電盤の予備回線が

あるため、そこから必要な電源を取得すること 

  （イ）電源ケーブルは、分電盤直下から地下埋設管（40mm径）を通して、約 50メート

ル先の柱の下まで引き回すこと 

  （ウ）地下埋設管には既設のケーブルがあるため、一度既設のケーブルを引き抜き、

その後、既設のケーブルと電源ケーブルをまとめて、再度地下埋設管に敷設する

ことから、工事日程については、事前に発注者と協議のうえ決定すること 

  （エ）柱の下まで引き回した電源ケーブルを、柱中から柱に既設のプルボックスに必

要最低限の穴を開けて屋外に露出し、シェルター屋根側面の配線カバー内にころ



がし配線すること 

  （オ）プルボックスからシェルター屋根側面までは、白色のジャバラチューブ等を使

用して、配線が見えないようにするとともに、ジャバラチューブの固定には、白

色系のバンドを使用すること 

  （カ）ころがし配線の終端から防犯カメラまでは、白色のジャバラチューブ等を使用

して、配線が見えないようにするとともに、ジャバラチューブの固定には、白色

系のバンドを使用すること 

（キ）防犯カメラの固定には、白色系のバンドを使用すること 

（ク）プルボックスを除き、シェルターへの穴開けは行わないこと 

（ケ）賃貸借契約期間の終了後、設置した機器等を撤去するときは、新品のプルボッ

クスに交換するか、穴をふさいで極力目立たない形に復旧すること 

（２）蘇我駅 

 東電柱または NTT柱に共架すること 

 

10 物品の仕様について 

（１）防犯カメラ 

   ア 屋外用であること 

   イ 消費電力が 30W以下であること 

   ウ 無線ＬＡＮを内蔵していること 

   エ 有効画素数が 200万画素以上であること 

   オ 常時撮影・閲覧が可能であること 

   カ 記録媒体への接続（録画）が可能であること 

   キ 光学ズーム 3倍以上、デジタルズーム 10倍以上の機能を有すること 

（２）無線ＬＡＮ 

   ア 記録媒体にて録画された１時間分の画像データ（標準画質で撮影した画像で、

コマ数は１秒１コマ以上）を、タブレットに概ね１０分以内でダウンロードする

ことが可能な通信速度を有すること 

   イ 消費電力が防犯カメラと合わせて 30W以下であること 

（３）記録媒体 

   ア 容量は、防犯カメラにより標準画質で撮影した画像を１秒１コマ以上のコマ数

で録画した際に、画像データを７日間以上保存できるだけの容量であること 

   イ アの保存期間を経過したら、録画した画像データは自動で上書きされること 

（４）タブレット  

   ア ＯＳはＷｉｎｄｏｗｓ１０を搭載していること 

   イ ディスプレイは 10インチ以上であること 

   ウ 無線ＬＡＮと接続可能であること 

   エ 生活防水機能を有すること 

   オ 防犯カメラで撮影した画像を閲覧可能なソフトウェアを搭載していること 

   カ 記録媒体への接続・録画が可能であること 

   キ 記録媒体に録画された画像を閲覧する際に、遅滞なく閲覧できる程度のＣＰＵ



及びメモリの容量を有すること 

   ク ANY接続防止、WPA2-PSK(AES)、MAC アドレスフィルターの機能を有すること 

（５）その他設備 

   ア 電源電圧が２００Ｖの箇所については、１００Ｖへ変圧する機器を設置すること 

   イ 必要に応じて、無線ＬＡＮ等を格納するボックスを設置すること 

   ウ 防犯カメラの設置に際し、必要に応じてアームを取付けること 

   エ 「防犯カメラ作動中」「千葉市 地域安全課」「＊＊＊」（「＊＊＊」部分は通し番

号）等と記したプレート（材質は金属又は樹脂）若しくは耐水性のステッカーを防犯カ

メラごとに設置すること。プレート若しくはステッカーの文言及び取付位置の詳細につ

いては、発注者と協議し、決定すること。 

   オ 防犯カメラで撮影した画像を閲覧可能なソフトウェアについては、現在当課が管理し

ているタブレット端末 2台（Logitec 社製 型番：LT-WMT10H/BC92）にもインストール

するとともに、上記（４）のタブレット端末と同等の作業が可能となるよう、セットア

ップすること。また、発注者の要請があった場合は、同ソフトウェアのアンインストー

ルのうえ、動作環境をインストール前の状態に戻すこととし、作業実施時期など詳細に

ついては、発注者と協議し、決定すること。 

（６）共通      

ア 各箇所に設置する防犯カメラ等は、総重量が 30kgを超えないこと。 

   イ 直射日光下で以下の使用条件で異常なく動作すること 

      周囲温度  －１０℃～５０℃ 

      周囲湿度  １０％～８０％（結露しないこと） 

      風速    ４０ｍ/Ｓ以下 

 

11 設置工事について 

（１）受注者は、機器の設置工事に関し、関係法令を厳守し、工事の円滑な進捗を図ると

ともに、関係法令の適用及び運用は受注者の責任において行わなければならない。 

（２）防犯カメラ等を道路上に設置する際に、歩道上の場合は底部が２．５ｍ以上、その

他の場合は底部が４．５ｍ以上の高さに位置するように設置すること。 

（３）防犯カメラの撮影範囲（画角、マスキング処理）を発注者と事前に協議し、実際の

撮影画像をもって、発注者が画角を確認すること。 

（４）発注者と受注者で協議した結果、別図１及び２の位置に防犯カメラを共架できない

と判断した場合、発注者と協議の上、別の箇所へ設置することとする。 

（６）受注者は、機器の設置がすべて完了したときは、遅滞なく履行の完了を証明する図書を発

注者に提出するものとし、発注者は図書及び現地等を確認し検査するものとする。 

 

12  保守業務 

（１）受注者は、防犯カメラ等の設置後から契約終了までの間、防犯カメラ等が正常な状

態で使用できるように管理すること。 

（２）受注者は、年１回以上、防犯カメラ等の清掃及び点検（時刻の補正を含む）を行い、

報告書により発注者に報告すること。 



（３）受注者は、発注者からの求めがあったときは、年度で３基までに限り、受注者の負

担により設置箇所の変更又は角度の調整、並びにマスキング処理を施すこと。 

（４）受注者は、防犯カメラ等の不具合について発注者から連絡を受けたときは、速やか

に状況を確認し、発注者へ報告すること。その確認の結果又は（２）の点検の結果、防

犯カメラ等の修繕や交換（修繕等）の工事が必要になった場合は、工事の期間について

その都度発注者と協議し、速やかに着手するものとする。 

（５）受注者は、（４）の修繕等が完了した時は、報告書により発注者に報告すること。 

（６）（４）の修繕等について、発注者と受注者との協議において、防犯カメラ等の不具合

が地震、津波、戦争、暴動、想定を超える風水害など、不可抗力によるものと判断した

場合は、発注者の負担により修繕等を行うこととし、それ以外の場合は、受注者の負担

により修繕等を行うものとする。なお、落雷、原因不明の事故による不具合は、受注者

の負担おいて修繕等を行うものとする。 

（７）業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、発注者が負担する。 

 

13 各種手続きの代行について 

   以下の手続きを代行すること。ただし、法令上、発注者でないと手続きを行うこと

ができない場合は、その手続きを補助すること。 

（１）電気の使用に関する電力会社への必要な手続き 

（２）道路占用に関する道路管理者への必要な手続き 

（３）道路使用に関する警察署への必要な手続き 

（４）その他、当該業務の履行に必要な手続き 

 

14 発注者への必要書類の提出について 

提出時期 提出物（様式は原則として任意とする） 
提出 

部数 

設置前 

ア 作業計画書       

イ 取付図 

ウ 位置図、撮影方向図 

エ 防犯カメラ等の仕様書 

オ 取扱説明書 

カ 主任技術者選任届及び主任技術者経歴書 

ア～オ：５部 

カ：１部 

設置後 
・設置完了図書 

（設置前後の写真、工事時の写真含む） 
５部 

毎月 ・完了報告書 １部 

年に１回 

以上 
・点検報告書（点検時の写真含む） ２部 



適宜 
・契約書に記載されたその他書類 

・その他、必要に応じて発注者が指示する書類 
－ 

 

15 契約期間満了時の防犯カメラ等の撤去 

（１）契約期間満了に際し、本契約で設置した防犯カメラ等を全て撤去すること。ただし、

発注者との契約により本契約で設置した防犯カメラをそのまま使用する場合は、この

限りでない。 

（２）（１）で撤去した防犯カメラ等を処分する際には、法令に則り適切に処分すること。 

 

16 共通事項 

（１）秘密の保全 

   本賃貸借に係る一連の業務において知り得た情報は、本件事業以外の目的で利用し、

または第三者に漏らしてはならない。また、事業終了後も同様とする。 

（２）法の遵守 

   本事業の実施に当たっては、本仕様書に基づくほか、国内法及び次に示す基準等を 

  遵守すること。 

   また、これらの適用を受けないものであっても、他に基準規定があるものいついて 

  は、当該規定に準拠すること。 

   ア 日本工業規格（ＪＩＳ）、国際基準規格（ＩＳＯ） 

   イ 日本電気規格調査会基準規格（ＪＥＣ） 

   ウ 電気設備技術基準 

（３）その他 

この仕様書に定めのない事項については、発注者と協議し、決定する。 

 

 


