
令和元年度 一般会計歳出　第　９　款　２　項　２　目　１３　節　委託料

種目番号 委託担当 施設計画課技術監理係

－ TEL 671-2528

設　計　書
1 　委　　託　　名 アパーチュアカードスキャニング業務委託

2 　履　行　場　所 資源循環局施設計画課

3 　履　行　期　間 □期間

　又　は　期　限 □期限 契約締結日から令和２年３月31日まで

4 　契　約　区　分 □確定契約 □概算契約

5 なし

6  現　場　説　明 □　不要

□　要 （　　月　　日　　時　　分、場所　　　　　　）

7  委　託　概　要 　本委託は、資源循環局所管のアパーチュアカードをスキャニ

ングし、電子データ化を行うものです。

横浜市資源循環局 Ｐ　　1　　　　

受付番号
連絡先

 その他特約事項

レ

レ

レ



8 　部分払

□する （　　 回以内）

□しない

部分払の基準

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価 金額

＊　単価及び金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

＊　概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む。

委託代金額 \

内訳 業務価格 \

消費税及び地方消費税相当額 \

横浜市資源循環局 Ｐ　　２　　　　

レ



委託内訳書

業務価格

アパーチュアカード
スキャニング

A2、400dpi ( 72,000 ) 枚 ( )
納品用
メディア代含む

計 ( )

消費税及び
地方消費税相当額

1 式 ( )

合計 ( )

委託代金額 ( )

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む

横浜市資源循環局 Ｐ　　３　　　　

名称 形状寸法等 数量 単位
単価
(円)

金額(円) 摘要



委託仕様書 
 
１ ⽬的 
  本委託は資源循環局所管のアパーチュアカード約 72,000 枚を電⼦化するものです。 
  なお、本委託は概算数量契約とする。 
   
２ 委託履⾏場所 
  中区住吉町 1-13 松村ビル７階 
 
３ 出⼒形式 
  データ出⼒形式及びスキャンに使⽤するスキャナは次のとおりとする。 

スキャナ C-400 ScanStation (㈱マイクロテック製) 
出⼒サイズ A2 
解像度 400dpi 
出⼒形式 以下の２つの形式で出⼒ 

・⽩⿊ 2 値(TIFF 形式) 
・グレースケール(JPEG 形式) 

  なお、スキャン前に委託担当者にサンプルデータを提出し、仕上がり品質について確認を⾏うこと。 
 
４ フォルダ構成及びファイル名 
 (1) フォルダ構成 

フォルダ構成は次のとおりとする。 
第１階層_ 
分類 

第２階層_ 
施設名称 

第３階層_ 
⼯種 

第４階層_ 
⼯事名称 

第 5 階層_ 
データ 

⼯場 
輸送事務所 
選別施設 
収集事務所 
トイレ 
余熱 
処分地 
リサイクルプラザ 
その他施設 

※１ ⼟⽊ 
建築 
機械 
電気 

※２ 0001.jpeg 
0002.jpeg 
0003.jpeg 
0004.jpeg 
0005.jpeg 
… 

 
  



ア 第１階層_分類 
分類は⼯場、輸送事務所、選別施設、収集事務所、トイレ、余熱、処分地、リサイクルプラザ及びその

他施設の９分類とする。 
イ 第２階層_施設名称（※１） 

施設名称は次のとおりとするが、追加及び変更があった場合は委託担当者の指⽰に従うこと。 

 
ウ 第３分類_⼯種 

⼯種は⼟⽊、建築、機械及び電気の４⼯種とする。 
エ 第４階層_⼯事名称（※２） 

⼯事名称は設計年度＋⼯事名称のフォルダ構成とする。なお、設計年度は⻄暦表記とする。 
例：XXXX_●●⼯場建築⼯事 → 1982_都筑⼯場建築⼯事 

オ 第５階層_データ 
データは次の通りとする。なお、下記の YYYY は 0001〜の通し番号とし、⼯事名称毎に 0001 から名称

を設定すること。 
例：YYYY.jpeg 

(2) フォルダの作成及びデータ格納先の指定 
ア スキャンデータを格納するフォルダは第４階層の⼯事名称フォルダを含め、本市委託担当者がフォルダ
のツリー構造を作成し、受託者にフォルダデータを貸与する。 

イ アパーチュアカードの仕分け及びスキャンデータの格納フォルダの指定は本市委託担当者が事前に実施
する。 

５ データ貸出⽅法及び提出⽅法 
(1) アパーチュアカードは約 1700 枚毎に保管箱にて格納されているので箱単位で貸出及び返却を⾏うこと。 
(2) 電⼦化したデータは⻑期保存⽤DVD-R 及び SSD(1TB)×２基で納品すること。 

なお、⻑期保存⽤DVD-R は JIS X 6256 に準拠した試験で 30 年以上の寿命があるものとする。 
(3) ⻑期保存⽤DVD-R はアパーチュアカードの電⼦化済みデータ(600〜800 枚程度毎)にデータを格納し、貸

出したアパーチュアカードと⼀緒に本市委託担当者に提出し、確認を得ること。 
(4)  SSD は全てのアパーチュアカードの電⼦化が完了後にデータを格納し提出すること。すべてのデータを

SSD1 基に格納すること。なお、SSD は２基作成し提出すること。 

⼯場 輸送事務所 選別施設 収集事務所 トイレ 余熱 処分地 リサイクルプラザ その他施設
⾦沢⼯場 ⼾塚輸送事務所 緑資源選別センターＡ棟 北部事務所 横浜駅東⼝ リネツ⾦沢 南本牧 港南リサイクルプラザ 磯⼦検認所
旭⼯場 神明台輸送事務所 緑資源選別センターＢ棟 ⻘葉事務所 江⽥駅 旭プール 神明台 鶴⾒リサイクルプラザ 出⽥検認所
鶴⾒⼯場 神奈川輸送事務所 ⼾塚資源選別センター 都筑事務所 仲町台駅 リネツ ⻑坂⾕ ⻘葉リサイクルプラザ ⾞両課
都筑⼯場 クリーンセンター ⾦沢資源選別センター 港北事務所 ⼾塚駅前 ふれーゆ 下川井 神奈川RCC 南部特別事務所
保⼟ケ⾕⼯場 旧磯⼦輸送事務所 鶴⾒資源化センター 鶴⾒事務所 ⼋幡橋 あゆみ荘 東本郷 北部特別事務所
栄⼯場 旧港北輸送事務所 緑事務所 ⻨⽥ 緑⾵荘 川井 その他施設
港南⼯場 旧鶴⾒輸送事務所 神奈川事務所 ⼩港橋 翠⾵荘 新橋 ⻑坂⾕ストックヤード
旧磯⼦⼯場 旧緑中継所 瀬⾕事務所 弁天橋 蓬莱荘 隼⼈ 港南ストックヤード
旧鶴⾒⼯場 旧⻑坂⾕中継所 旭事務所 野⽑⼭ 福寿荘 川島
旧⼾塚⼯場 保⼟ケ⾕事務所 ⻑者橋 深⾕

⻄事務所 ⻩⾦橋 ⽮指
中事務所 平沼橋 ⽻沢
南事務所 浅間下 菅⽥
⼾塚事務所 洪福寺 上菅⽥
泉事務所 鶴巻橋 末広
栄事務所 弘明寺 ⼤⿊ふ頭２期
港南事務所 ⼀本橋 グリーンコンポスト
磯⼦事務所 ⾼島町
⾦沢事務所 ⾦港橋
旧⾦沢事務所 東神奈川駅⻄⼝

⽇吉駅
⽣⻨
新⼦安
・・・



平成31年４月19日版

１　適用する仕様書等

　　資源循環局が発注する委託等に適用する仕様書、特記仕様書、適用図書及び遵守事項は、下記の共通

　仕様書等のうち☑が印されたものとします。

適用 名称 改定年月

☑ 委託共通仕様書 平成30年12月

□ 資源循環局工場構内作業基準 平成30年 4月

□ 資源循環局処分場・排水管理構内作業基準 平成30年 4月

□ 資源循環局各施設構内作業基準 平成30年 4月

□ 横浜市土木設計業務共通仕様書 平成28年 7月

□ 横浜市測量業務共通仕様書 平成28年 7月

□ 横浜市地質調査業務共通仕様書 平成28年 7月

□ 横浜市建築局建築設計委託業務共通仕様書 平成25年10月

□ 横浜市建築局建築工事監理委託業務共通仕様書 平成22年 4月

□ 個人情報取扱特記事項 平成27年10月

受託者は、この契約に基づき個人情報を取り扱う事務を行う場合には、「個人情報取扱特

記事項」を遵守し、業務着手にあたっては「個人情報取扱特記事項」に基づく研修を実施

し、個人情報保護に関する誓約書及び研修実施報告書を提出すること。

☑ 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項

□ 前金払に関する特記事項

本委託業務については、契約代金額が、設計・調査業務の場合300万円以上、測量業務の場

合200万円以上（設計・調査業務と測量業務が含まれる場合は200万円以上）となった場合

は、前払金を請求することができます。

２　入手先

　　仕様書は以下の市ホームページ上にて公開していますのでダウンロードしてください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/shigen/shiyousyo

適用する仕様書等(委託)


	設計書
	委託仕様書
	適用する仕様書等(委託)



