
倉吉市水害ハザードマップ作成業務

委託仕様書

平成 31 年４月 23 日

鳥取県倉吉市



1

倉吉市水害ハザードマップ作成業務委託仕様書

第１章 総則

第１ 適用
本仕様書は、倉吉市（以下「甲」という。）が委託する「倉吉市水害ハザードマップ作成業務」

（以下「本業務」という。）に適用するものであり、受託者（以下「乙」という。）が本業務を
実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

第２ 目的
本業務は、平常時から市民等が大雨による水害のリスクと適切な避難行動を理解し、災害時

には、市民自らが主体的に迅速かつ安全な避難を実施することにより、洪水等による人的被害
の軽減を図り、もって公共の安全を保持するため、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条
第３項の規定に基づき、水害ハザードマップ作成の手引き（平成 28 年４月改定）、倉吉市地域
防災計画等との整合性を図りつつ、国土交通省及び鳥取県が同法第 14 条第１項の規定により
指定した想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域その他市民自らが主体的に迅速かつ安全
な避難を実施するために必要な情報を掲載した「市民目線」の水害ハザードマップ（以下「マ
ップ」という。）を作成することを目的とする。

第３ 履行期間
本業務の履行期間は、契約締結日から令和２年１月 31 日までとする。

第４ 履行範囲
１ 本業務の履行範囲は、倉吉市の全域とする。
２ 対象とする洪水浸水想定区域は、倉吉市の区域内に位置する天神川水系及び由良川水系の
河川並びに「鳥取方式」洪水浸水リスク図に掲載された 15 河川によるものとする。

第５ 準拠する法令等
本業務の実施にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、次に掲げる法令等に準拠するも

のとする。
(１) 災害対策基本法
(２) 水防法
(３) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(４) 河川法
(５) 都市計画法
(６) 倉吉市地域防災計画
(７) 鳥取県地域防災計画
(８) 水害ハザードマップ作成の手引き
(９) 土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説（案）
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(10) 災害時要援護者の避難支援ガイドライン
(11) 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン
(12) 平成 30 年７月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方（同研究会報告書）
(13) 倉吉市個人情報保護条例
(14) 倉吉市財務規則
(15) その他関係法令及び通達等

第６ 提出書類
乙は、本業務の着手に先立ち、本業務に係る契約の締結後 14 日以内に、次に掲げる書類を

甲に提出し、承認を得るものとする。
(１) 業務着手届
(２) 技術者選任届及び経歴書
(３) 業務工程表
(４) 業務計画書
(５) 貸与資料に関する誓約書
(６) その他甲が必要と認める書類

第７ 管理技術者等の選任
乙は、本業務の管理技術者及び照査技術者として、技術士（河川、砂防及び海岸・海洋）又

は RCCM（河川、砂防及び海岸・海洋）の資格を有する者を選任するものとする。

第８ 担当技術者の選任
１ 乙は、本業務における担当技術者を選任するものとする。
２ 担当技術者は、本仕様書に基づき、適正に業務を実施しなければならない。

第９ 打合せ協議
本業務の実施にあたり、乙は、本業務の円滑な遂行を図るため、甲と密接な連絡を取るとと

もに、本業務の着手時及び本業務の主要な区切りに打合せを行うものとし、その都度、乙にお
いて記録し、甲と乙との間で相互にその内容を確認するものとする。なお、承諾及び協議に関
しては、原則として書面でこれを行うものとする。

第 10 関係官公署等への手続き
本業務の実施に必要な関係官公署等に対する諸手続きについては、甲と乙が協議の上、乙に

おいて迅速かつ正確に処理するものとする。ただし、甲において申請すべき手続きについては、
甲がこれを行うものとする。

第 11 秘密の保持
乙は、本業務の遂行により知り得た情報を甲の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。

また、本業務の完了後においても同様とする。
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第 12 情報の保護
乙は、本業務に係る情報の漏洩、紛失又は改ざんの防止のため、適切な情報管理体制とセキ

ュリティ体制を担保し、業務を遂行しなければならない。

第 13 損害賠償
本業務の遂行中に生じた事故等や第三者に与えた損害については、速やかに乙の責任と負担

においてこれを解決するとともに、直ちに甲にその顛末を報告するものとする。

第 14 検査
乙は、本業務を完了した場合には、速やかにその旨を甲に通知するとともに、その通知を受

けた日から 10 日以内で甲が定める日に検査を受けるものとする。ただし、検査に合格しない
場合には、直ちに修正等を行い、再検査を受けるものとする。

第 15 成果物の帰属
本業務の成果物（本業務の遂行中に乙が成果物を作成するために生成したデータ等を含む。）

は、全て甲の所有とし、甲の承諾を得ずに他に公表、貸与又は使用してはならないものとする。

第 16 成果物の瑕疵
乙が甲に成果物を納めた後、成果物に瑕疵が発見された場合には、甲の指示に従い、直ちに

必要な処理を行なわなければならない。なお、瑕疵の処理に要する経費は、全て乙が負担する
ものとする。

第 17 貸与資料
乙は、本業務に必要と認められる資料を甲等から借用できるものとし、借用した資料は、乙

の責任においてこれを保管し、紛失、汚損等を生じないように十分注意するとともに、本業務
が完了した場合には、速やかに甲に返却するものとする。また、乙が複製した資料については、
本業務の完了後、速やかに廃棄処分を行うものとする。

第 18 疑義
本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲と乙が協議の上、これを

定めるものとする。
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第２章 業務内容

本業務の内容は、概ね次のとおりとするが、乙は、本業務の企画、作業手順等に関し、技術
的かつ経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合には、甲に積極的
に提案するように努めるものとする。

第１ 本業務の概要は、次に掲げる事項を基本とする。
(１) 計画準備
(２) 資料収集・整理
(３) 地域特性の把握
(４) 避難計画の検討
(５) マップ（地図面：ハザード情報）の検討
(６) マップ（情報面：防災学習情報）の検討
(７) マップ印刷用のデータ作成
(８) ホームページ掲載用のデータ作成
(９) GIS 用のデータ作成
(10) 打ち合わせ協議
(11) 報告書の作成、成果物の納品準備
(12) 成果物の納品

第２ 計画準備
１ 計画準備は、業務の手順、甲と乙の役割分担等を含む全体的な業務計画の立案、業務に必
要な資料の検討、機器の準備等、本業務の遂行にあたり、事前に行うべき予備的業務である。

２ 乙は、一連の業務が円滑に実施できるように業務の手順、人員配置等を十分に考慮しつつ、
業務計画書にその内容を反映するものとする。

第３ 資料収集・整理
乙は、業務内容を熟知した上で、本業務の遂行上必要となる資料を収集するとともに、関係

法令、地域防災計画等との整合性を図りつつ、これを整理するものとする。
表１ 予定している収集資料及び収集先

収集資料 収集先
デジタルマップ 倉吉市
浸水想定区域図（浸水深、家屋倒壊等危険区域、浸水継続時間等） 国土交通省・鳥取県
土砂災害警戒区域等区域図 鳥取県
「鳥取方式」洪水浸水リスク図 鳥取県
地域防災計画 倉吉市・鳥取県
避難所、防災関連施設等に関する資料 倉吉市
その他本業務の遂行に必要な資料 倉吉市等
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第４ 地域特性の把握
洪水等による人的被害の軽減に実効性のある避難計画を検討し、それを踏まえた「市民目線」

のマップを作成するため、乙は、収集・整理した資料を基に、倉吉市の水害特性、社会特性等
の地域特性を十分に把握するものとする。

第５ 避難計画の検討
１ 災害時に市民等が主体的に迅速かつ安全な避難を実施するため、乙は、把握した倉吉市の
地域特性を踏まえた具体的かつ実効性のある避難計画を検討するものとする。

２ 乙は、避難計画のマップへの反映を検討するものとする。

第６ マップ（地図面：ハザード情報）の検討
１ 乙は、地図面に使用する地図として、国土地理院の承認を得ている縮尺 1/10,000 程度以
上の背景地図を基本に、市民等が家の位置、道路等を確認しながら、水害のリスクの有無、
避難計画に基づく避難の要否、具体的な避難経路、避難先等を検討できるようなものを用い
るものとする。

２ 乙は、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等のハザードに関する情報のほか、避難所、
警察署、消防署、主要な病院等の防災関連施設、要配慮者利用施設等の迅速かつ安全な避難
行動に必要な情報の掲載を念頭に置き、地図面のデザインを検討し、作成するものとする。

表２ マップ（地図面）の掲載情報の一例

３ マップ（地図面）の想定貢数は、42 頁（21 図郭）である。

項目 内容

地
図
面

基本情報 市境、地区境、地区名、鉄道、主要道路等を図示

施
設
情
報

防災関連施設 倉吉市、県、国の防災関連施設の名称、位置等を図示
避難関連施設 倉吉市地域防災計画に定められた指定緊急避難場所及び

指定避難所の名称、位置等を図示
消防関連施設 消防局、消防署、消防団詰所の名称、位置等を図示
水防関連施設 水防倉庫の名称、位置等を図示
警察関連施設 警察署、交番の名称、位置等を図示
医療関連施設 病院の名称、位置等を図示
要配慮者利用施設 倉吉市地域防災計画で指定された要配慮者利用施設の名

称、位置等を図示
ハ
ザ
ー
ド
情
報

洪水浸水想定区域 洪水による浸水が想定される区域（浸水深表示）
家屋倒壊等危険区域 洪水による早期の立退き避難の必要な区域
土砂災害警戒区域等 急傾斜地の崩壊等に対する警戒避難体制を整備すべき区域
浸水実績区域 近年の大雨で浸水が発生した区域
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第７ マップ（情報面：防災学習情報）の検討
１ 平常時から市民等が大雨による水害のリスクと避難計画を理解し、災害時には、市民自ら
がマップを確認しながら主体的に迅速かつ安全な避難を実施できるようにするため、乙は、
マップが家庭、地域等における具体的な避難計画を示したものとなるよう、配布後の家庭、
地域等におけるマップの活用を念頭に置いた創意工夫を凝らした構成等を検討し、作成する
ものとする。

表３ マップ（情報面）の掲載情報の一例

２ マップ（情報面）の想定貢数は、14 頁である。

第８ マップ印刷用のデータ作成
１ 乙は、第６及び第７の検討結果を踏まえ、色覚障がい者や高齢者等に配慮したユニバーサ
ルデザインを採用し、マップ印刷用の原稿データを作成するものとする。

２ 印刷用データのマップの形式は、次のとおりとする。
(１) 家庭用 Ａ４冊子版（56 頁想定：※日本語版と英語版）
(２) 集落用 Ａ０版（※公民館への掲示、自主防災活動時の活動資料等の活用を想定）

３ 印刷用の原稿は、イラストレーター（AI 形式）で作成するものとする。

第９ ホームページ掲載用のデータ作成
１ インターネットを活用した市民への周知を図るため、乙は、ホームページ掲載用のデータ
を作成するものとする。なお、ホームページ掲載用のデータ作成にあたっては、地域、企業、
学校等の防災学習等で活用されることを念頭に、インターネットを通じて、マップに掲載さ
れた災害の危険性やマップの大切さ等がより伝わり易いような創意工夫を行うものとする。

２ データの形式は、PDF 形式を基本とする。

第 10 GIS 用のデータ作成
今後のマップデータの利活用を促進するため、乙は、shape 形式の GIS 用データを作成する

ものとする。

項目 内容

情
報
面
：
防
災
学
習
情
報

使い方等の解説 マップの見方、使い方、内容等の解説
防災の基礎知識 雨の降り方、風水害に対する心得、気象情報の種類と内容等
家庭の防災対策 非常持ち出し品等の家庭の備え、簡易的な浸水対策の方法、

時系列の避難行動の内容等
地域の防災対策 自主防災組織、消防団等の役割、時系列の防災活動の内容等
避難行動要支援者の支援 避難行動要支援者の支援方法、支え愛マップの推進等
避難情報等の入手方法 避難情報等の伝達経路及び入手方法、避難情報の種類と意味

の違い、取るべき行動等
避難カード 家族の氏名、連絡先、血液型、支援の要否とその内容、避難

所、安否確認の方法等
その他 災害情報等の連絡先、問い合わせ先、指定避難所一覧等
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表４ 作成する GIS 用データの一例

第 11 打ち合わせ協議
１ 打ち合わせ協議は、業務の円滑な遂行を図るため、５回を予定している。なお、そのうち
２回は、市民代表等との意見交換会等の開催支援（説明資料、議事録の作成等）を行うもの
とする。

２ 乙は、打ち合わせ協議の後、速やかに打ち合わせ記録簿を作成し、甲の承認を受けるもの
とする。

３ 乙は、上記の打ち合わせ協議以外の場合であっても、適宜、甲に本業務の進捗状況を電子
メール等を活用して報告するように努めるものとする。

第 12 報告書の作成、成果物の納品準備
１ 乙は、報告書の作成にあたり、根拠を明確に示しながら本業務で収集及び作成した資料、
マップ作成の経緯等を分かり易く記載するものとする。

２ 甲は、成果物の納品にあたり、納品後に成果物に瑕疵が発見されることのないよう、細心
の注意を払いながら納品の準備を行うものとする。

第 13 成果物の納品
１ 乙は、本業務の検討経緯、作業内容等を業務報告書としてとりまとめ、次に掲げる成果物
と一緒に乙に納入するものとする。
(１) 業務報告書
(２) マップ印刷用Ａ４冊子版データ（AI 形式：日本語版・英語版）
(３) マップ印刷用Ａ０版データ（AI 形式：日本語版）

項 目 内 容 例
ハザード情報 洪水浸水想定区域（最大想定規模）

家屋等倒壊危険区域（河岸浸食・氾濫流）
浸水継続時間
土砂災害（特別）警戒区域

施設情報 指定避難所・指定緊急避難場所
国、県、市の施設
消防機関
警察機関
医療施設（救急病院、病院、保健所など）
防災関連施設
水位・雨量観測所
要配慮者利用施設
主要道路
鉄道
アンダーパス
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(４) マップ公開用データ（PDF 形式：日本語版・英語版）
(５) GIS データ（shape 形式）
(６) その他必要な資料

２ 上記１の成果物の納品数量及び納品形態は、次のとおりとする。なお、上記１(２)から(５)
までの電子データ及び上記１(６)で電子データで納める資料に関しては、事前にウイルスチェ
ックを実施したものを納品するものとする。
(１) 上記１(１)の報告書 ２部（書面）
(２) 上記１(２)から(５)までのデータ １枚（ＣＤ－Ｒ）
(３) 上記１(６)の資料 甲乙が協議して定めた納品の数量及び形態


