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１ 本調達の概要 

1.1 件名 

札幌市防災情報システム構築業務 

1.2 本システム導入の背景と目的 

現行のシステムは、平成 21 年度に構築し、本市の災害対策における迅速な初動体制の確立、被害情報

の収集、各局区間での情報共有などを目的としたシステムである。 

構築から 10 年が経過し、機器のサポートが終了することによる機器の更新が必須であるとともに、土

砂災害危険度の情報や川の水位情報などの災害情報の細分化による、多くの情報を一元的に収集、リア

ルタイムでの情報共有、さらに、市民への迅速な情報発信などが課題となっている。 

本業務では、災害対応に関する課題に対応するため、様々な災害情報を一元的に収集し、迅速な意思

決定と市民への情報伝達の支援を行うシステムの整備を行うことを目的とする。 

1.3 業務期間 

業務期間は、契約締結日（令和２年４月頃を想定）の翌日から令和３年３月 25日までとする。システ

ムの稼働は令和３年４月とし、具体的な本番稼働日は本市との協議によりプロジェクト計画書で定める。

本番稼働後は稼働後フォローとして、運用・保守に係る支援を行う。 

なお、本契約終了後は、別途本システムのパッケージソフトウェアの利用及び運用保守に係る契約を

一年ごとに締結する想定である。 

２ 本調達の要件 

2.1 システム化方針 

2.1.1 対象となる業務 

システムの対象とする業務は下記のとおりとする。 

表１ システムの対象とする業務 

システム名 業務内容 

防災情報システム 避難情報管理、避難情報発令判断支援、避難所運営管理、救援物

資・備蓄物資管理、被害情報管理、職員参集状況管理、施設情報

管理、配備体制管理、災害名管理、地図情報管理、マスタ情報管

理等 

2.1.2 システムの要件 

システム全般に要求する事項を以下に示す。 

なお、詳細な要求事項については、「別紙 1 機能要件一覧」、「別紙 2 外部インタフェース要件一

覧」を参照すること。 

（１） 災害対応に係る情報収集、情報共有等の業務ができること。 

（２） パッケージシステムは、Ｗｅｂ型システムであること。 

（３） 各種のシステム障害に対応できるようにバックアップ・復旧が行えること。 

（４） システムで構築した業務データは本市の所有物であり、データの様態を問わず、本市が利用でき

るものとする。受託者は、業務データの活用に必要な情報提供及び技術指導を本市に対して行うこ
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と。また、本委託の成果物にはこの要件に関する設定書、手順書等を含めること。 

2.2 委託業務内容 

2.2.1 システム導入 

システム導入については、業務システム及びミドルウェアのインストール並びにシステムの開発を

本委託の範囲とすること。（データ移行、職員への教育・研修、稼働後フォローを含む） 

また、必要に応じて端末及び周辺機器等の初期設定や設定変更を行うこと。 

システムは、本仕様書の「３ 業務システム要件」、「４ 非機能要件」を満たすものであること。

導入するパッケージシステムの標準機能を使用した運用を原則とし、新規開発は行わないものとす 

る。但し、(1)の工程において、新たな開発やカスタマイズを行う必要が発生した場合には、次の総

合テストに先立って、次の(1)から(6)に示す工程を経るものとする。また、パッケージシステム標準

機能については(2)、(3)の工程はとらないが、パッケージシステム標準機能にカスタマイズを行った

場合に作成する各種設計書については、カスタマイズ部分だけではなくパッケージシステム標準機能

の内容も含めて記載すること。 

 なお、本システムの構築、稼働のために必要な OS 等基本ソフトウェア、サーバ等機器、ネットワ

ーク機器等の調達については、本市が別途調達するが、開発に必要になる機器及びミドルウェアの調

達、開発場所の確保は、受託者の負担とする。 

（１） 要件確認（業務分析） 

本市の担当者と十分な打合せを実施し、本調達の要件を基に業務分析を行うこと。なお、パッケ

ージ機能についても業務とパッケージ機能との適合性を分析・確認のうえ新業務フローを定義し、

カスタマイズの範囲や運用の変更を確定すること。 

（２） システム設計（基本設計） 

システム設計（基本設計）に関しては、本市の担当者と十分な打合せを実施し、要件確認（業務

分析）の結果を基に基本設計を行うこと。 

（３） 詳細設計 

開発箇所に関して詳細設計を実施し、文書を残すこと。なお、セキュリティ面や運用面に留意し

た設計を行うこと。（例：端末側でもアップデートが必要な Java ランタイムを使用しない。） 

（４） プログラム開発 

「詳細設計」の内容に従ってプログラムを開発すること。開発言語については要件を満たすもの

であれば特に制限は設けないが、将来にわたる継続的な保守性を想定し、メンテナンス性の高いも

のとすること。 

（５） 単体テスト 

単体テストは、プログラムの部品（モジュール）単位で、その動作が仕様書や設計書で定義され

た要件（機能や性能）を満たしていることを受託者において検証すること。 

（６） 結合テスト 

    結合テストは、総合テスト実施スケジュールに基づき、単体テスト終了後に受託者において実施

すること。 

（７） 総合テスト 

    総合テストは、結合テスト実施スケジュールに基づき、結合テスト終了後に受託者において実施

すること。 

総合テスト以後に実施する各種テストは本番環境を用い、本番移行では直近の本市が保有する最
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新のマスターデータを本番環境に移行する。ただし、総合テストよりも前に実施するＤＢ整合性検

証や、教育・研修等の、システム構築と並行して、異なる情報システム資産の利用が必要な作業を

実施する場合には、別に検証環境を構築し、その環境下で実施すること。 

  （８） 運用設計 

      システム運用について本市の要求する仕様を精査し、効率的な運用が可能になるよう設計を行

い、運用設計書を作成すること。緊急時案件、臨時案件等の対応にあたっては、システムについて

十分な知識のない本市職員でも必要な作業ができるよう、十分なドキュメントの整備や教育・研修

を設計に含めること。また、各業務は極力自動化をはかり、ＳＥによる運用支援を最小化できるよ

うにすること。自動化をはかるべき最小限のジョブについては、表２のとおり。 

表２ 自動化をはかるべき最小限のジョブ 

分類 作業 備考 

データバック

アップ 

月次（ＤＢ、マスタファイル、

業務データ） 

バックアップデータは、物理的な所在地が異な

るバック・アップデータセンタに格納するこ

と。 

監視 
業務アプリケーションの障

害、性能 

エラーの検知までを想定。エラー内容の把握は

職員もしくは運用支援ＳＥによるものとする。

（９） 職員教育・研修 

職員への教育・研修は本番環境で実施すること。研修の規模・方法については「７ 教育引継ぎ」

に詳述する。さらに効果的な方法がある場合は受託者が提案すること。 

（10） 運用テスト 

運用を想定したテストは本番環境を用いること。ただし、システム導入後プログラム資産の変更

等が発生した場合のテストは、検証環境において行うこと。なお、この場合のテスト結果について

は本市へ報告書を提出し、承認を得たうえで本番環境への資産移行を行うこと。 

2.2.2 プロジェクト管理 

本業務が適正に実施されるように、受託者は全ての工程におけるプロジェクト管理（各作業の進捗

状況の把握、課題・問題点の早期発見と解決策の検討、本市への迅速な状況報告等）を行いながらプ

ロジェクトを推進すること。 

（１） プロジェクト推進体制 

プロジェクト推進に係る本市の体制は以下のとおりである。 

     ア 統括管理者 ・・・ 主管部長 

     イ 執行責任者 ・・・ 主管課長 

     ウ 担当者   ・・・ 主管係長、担当      

（２）スケジュール 

本プロジェクトの具体的なスケジュールはプロジェクト計画書にて策定する。 

本市の想定スケジュールは下記のとおりである。 
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図１ プロジェクトの想定スケジュール 

（３） プロジェクト計画書の作成 

受託者は、業務履行開始にあたり、契約締結日から 2週間以内にプロジェクト計画書（案）を作

成し、本市の承認を得ること。 

プロジェクト計画書では作業方法、現場責任者の氏名及び連絡先、作業実施体制（業務従事者、

経歴、保有資格及び連絡先、役割分担を明記）及びスケジュールを明らかにすること。 

プロジェクト計画書を変更する必要があるときは、本市の承認を得た上で計画を変更し、変更後

のプロジェクト計画書を提出すること。 

プロジェクト計画書は、書面にて本市に提出するとともに、電子データもあわせて提出すること。 

（４） ＷＢＳ（Work Breakdown Structure）の作成 

受託者は、プロジェクト計画書を本市が承認した後、速やかにＷＢＳを作成し提出すること。 

（５） 委託業務実施報告書等の作成 

受託者は、定期的（２週に１回以上）に本業務の進捗状況に関する報告書を作成した上で、定例

報告会で報告すること。遅延等が発生した場合は、原因と対策も報告すること。 

進捗状況に問題がある場合は、その理由と今後の対策、回復見込み等について速やかに報告する

とともに、定期的（週１回以上）に書面等で経過について報告すること。 

定期的な報告書については、サマリのレポートをあわせて作成すること。 

（６） コミュニケーション管理 

定例報告会のほか、本業務を履行するにあたり必要な会議体を提案し実施すること。本市が想定

する会議体は下記のとおりである。 

表３ 札幌市が想定する会議体 

会議体 要素 実施内容 

札幌市の業務主管

組織の参加者 

担
当
者

執
行
責
任
者

統
括
管
理
者

稼 働 判 定

会議 

目的 
システム開発完了の確認及び本番移行の時期

や方法、本格稼働開始の是非を決定する。 

参 加

者 

札幌市 事業責任者、事業担当者、その他関係者 ○ ○ ○ 

受託者 
プロジェクト責任者、プロジェクト管理者、作

業グループリーダー、担当責任者等 

2
要件確認
基本設計
詳細設計
開発・単体テスト
結合テスト
総合テスト
操作研修・運用テスト
運用・保守

●最終成果物納品
●教育・研修

●本番データ移行
●本稼働

1 3 4
令和2年度 令和3年度

工
程

防災情報システム

想定するイベント

4 5 6 7 8 9 10 11 12
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会議体 要素 実施内容 

札幌市の業務主管

組織の参加者 

担
当
者

執
行
責
任
者

統
括
管
理
者

開催頻度 システム開発完了後、移行準備が整ったとき。

報告書類 
稼働判定報告書、テスト結果報告書、移行結果

報告書等の成果物等 

定 例 報 告

会 

目的 

プロジェクト計画策定時に定義したプロジェ

クト管理（進捗管理、品質管理、課題管理、変

更管理等）の実施状況を確認する。 

参 加

者 

札幌市 事業責任者、事業担当者、その他関係者 ○ ○ 

受託者 
プロジェクト管理者、作業グループリーダー

等 

開催頻度 

原則として２週に１回以上、定期的に開催す

ることとし、詳細は本市との協議のうえ決定

する。ただし、本市が必要と認める場合は、上

記によらず開催することとする。 

報告書類 
進捗報告書、ＷＢＳ、課題管理表、変更管理票、

その他必要な報告資料等 

各 作 業 部

会 

目的 

要件・仕様の調整、進捗管理、課題管理、デー

タ移行等に関する方策・作業内容の検討・調整

等を行う。 

参 加

者 

札幌市 事業担当者、その他関係者 ○ 

受託者 担当責任者、担当者等 

開催頻度 
必要な単位ごとに定期的に開催することと

し、詳細は本市との協議のうえ決定する。 

報告書類 検討資料、課題管理表等 

定例報告会のほか、本業務を履行するにあたり必要な会議に際しては、議事内容を事前に提示す

ること。 

会議体以外に本市と受託者間でコミュニケーションを円滑にする方法があれば提案し、その経費

は見積もりに含めること。なお、コミュニケーションに関する制約事項、推奨事項は下記のとおり。 

表４ コミュニケーションに関する制約事項、推奨事項 

制約 

・インターネット経由では機密性３以上の情報を授受できない。 

・本市では住民情報系のシステムをインターネット環境に接続することはできない。

このため、構築環境に取り込むことが必要なデータやドキュメント等の電子ファイル

のうち、個人情報を除くデータについては、受託者が媒体を用いて取り込みに必要な

作業を行うこと。 

・インターネット上のプロジェクト推進・管理用のソリューション（サービス）の利
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用を提案する場合は、本市での無害化環境を経由することから、その機能のすべてを

利用できない場合があることを考慮すること。 

推奨 
開発に伴う連絡手段を提案する場合は、本調達システム環境内部に必要となるソフト

ウェア等を構築するなどの方法によること。 

（８） 議事録の作成 

会議終了後は、受託者が議事録を作成し、会議開催後５日（札幌市の休日を定める条例で規定す

る休日を除く。）以内に提出して本市の承認を得ること。また、作成した議事録の内容に疑義が生

じた場合は協議を行い、補正の必要が生じた場合は速やかに補正し再提出すること。 

（９） 課題管理 

会議等で取り上げた課題については、議事録とは別に一覧にまとめた課題管理表を作成し、受託

者が管理すること。また、課題は受託者が対応・回答すべきもの、本市が対応・回答すべきものが

わかるようにするとともに、それぞれ対応・回答期限を明記して進行管理を行うこと。 

（１０） 構成管理 

ア 管理対象となるドキュメント等 

本システムに関するドキュメント、プログラム及びシステム構成品等は下記のとおりである。 

表５ 管理対象の分類 

分類 概要 

ドキュメント 設計書、マニュアル、各種計画、議事録、課題管理表等 

プログラム アプリケーションプログラム（システムを稼働させるのに必要となる

マクロ、スクリプト及び各種設定定義体を含む） 

システム構成品 本システムを構成するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの

うち、ドキュメント、プログラムを除いた物 

札幌市が貸与する

資料その他 

施設情報等の各種マスターデータレイアウト、現行帳票等 

イ 構成管理の基本的な考え方 

（ア） 仕様変更にあたっては、変更内容とその内容を記録したドキュメントとの不整合が生じな

いように、ドキュメントを適切に管理すること。 

（イ） システム構成品変更について、ドキュメントの改版をシステム構成品変更の前に実施する

ことができない場合には、システム構成品変更後速やかに必ずドキュメントを改版すること。 

（ウ） パッケージシステムのソースプログラム等、受託者の機密情報となる場合は、受託者の責

任において管理を行うこと。 

（エ） 本市が貸与する資料その他については、受託者において受け渡し簿を作成し、資料の内容、

受け渡し日、利用用途、返却予定、返却等の管理を行うこと。管理簿は貸与の都度、本市に

提示し、承認を受けること。 

（１１） 品質管理 

ア 受託者は、プロジェクト計画書を本市が承認した後、速やかに品質管理計画表を作成し提出す

ること。 
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イ 品質管理計画表には、受託者がプロジェクト及び成果物の品質を管理するための品質管理指

標、各品質管理指標に対する目標値、各品質管理指標に対する実績の評価・分析方法を定義し、

本市がプロジェクト及び成果物の品質を判断できるようにすること。 

ウ 受託者は品質管理計画表に基づき、各工程での実績を本市担当者に対し報告すること。 

エ 各工程の終了時には、受託者で成果物のレビューを実施すること。レビューに際しては、事前

に資料を提示し、事後にレビュー記録（レビュー結果報告書、レビュー指摘事項一覧表）を作成

し本市に報告すること。 

オ 課題管理表の対応が全て完了していること（完了しない課題は、影響範囲、期限等を明確に示

し、本市の承認を得ること）。 

2.3 成果物 

成果物を下記に示す。 

なお、下記に示す成果物は本市が想定するものであり、内容欄に示す内容を含む限りにおいて、名称

及び作成単位については、受託者において変更可能とする。ただし、変更を行う場合はプロジェクト計

画書で成果物の名称について、本市の名称と受託者の名称の相互参照が可能となるよう記載すること。 

成果物の最終版は、下記の納入時期に納品することとするが、成果物の初回提出は本市と協議の上、

決定した提出日に提出すること。 

表６ 成果物一覧 

成果物 内容 納入時期 

プロジェクト計

画書 

プロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、進

捗状況、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。 

契約締結後 

2 週間以内 

ＷＢＳ 

（Work 

 Breakdown 

Structure） 

プロジェクトで実施する必要のある作業を細分化したもの。

ＷＢＳは、作業項目の明確化とともに、スケジュール管理が

可能となる内容を記載したものとする。また、進捗管理にお

いては、進捗状況を把握するためのイナヅマ線もしくは二重

線を記載して運用する。 

プロジェクト計画書

を本市が承認してか

ら 1週間以内 

品質管理計画表 各テスト工程における品質を評価するための品質管理指標を

定めたもの。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

課題管理表 システム構築に伴う進捗管理にあたって課題となった案件を

管理するためのドキュメント 

プロジェクト計画書

で定めた日 

変更管理書 このプロジェクトでの要求仕様、設計（案を含む）及び決定事

項について変更があった案件を管理するためのドキュメント 

プロジェクト計画書

で定めた日 
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成果物 内容 納入時期 

要件確認書 機能要件一覧、帳票要件一覧、現行業務フローとパッケージ

システムの機能を比較・分析し、新システムを活用した業務

の運用方法を検討する。 

要件確認書には以下の①から⑦及びその他必要な内容を含む

ものとする。 

①新業務フロー 

②機能一覧 

③画面一覧 

④画面レイアウト 

⑤帳票一覧 

⑥帳票レイアウト 

⑦非機能要件対応表 

プロジェクト計画書

で定めた日 

基本設計書 実装すべき機能、画面や帳票などの操作や入出力に関する事

項、生成及び保管されるデータの概要など、基本的な事項を

まとめたもの。 

基本設計には以下の①から⑥及びその他必要な内容を含むも

のとする。 

①画面設計書 

②帳票設計書 

③データベース一覧、データベース設計書 

④システム構成図（システムフロー） 

⑤ミドルウェア一覧 

⑥非機能要件設計書 

なお、基本設計書の作成にあたっては作業に先立って、上記

①から⑥の記載項目を本市に提示し了承を得ること。 

システム開発及びパッケージシステムをカスタマイズした場

合には、それも含めること。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

詳細設計書 システム開発を行った場合及びパッケージシステムをカスタ

マイズした場合に作成したもの。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

テスト計画書 システムの品質を検査するために実施する試験の内容につい

て定義したもの。（総合テスト、運用テストを含む。） 

なお、パッケージシステムをカスタマイズした場合には、該

当部分に関する単体・結合テスト計画書を作成し、納品する

こと。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

テスト結果報告

書 

テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたも

の。 

プロジェクト計画書

で定めた日 
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成果物 内容 納入時期 

データ移行計画

書 

データ移行を実施するための内容・方法・スケジュール等を

まとめたもの。 

書式は問わないが下記の事項が満たされていること。 

①移行概要スケジュール 

②作業概要スケジュール 

③データ移行計画（範囲、方式、役割分担） 

④データ移行（範囲・対象、処理フロー、方式、検証方法、セ

キュリティ管理、役割分担） 

データ移行設計開始

日の 2 週間以上前ま

で 

データ移行結果

報告書 

データ移行計画書に基づき実施したデータ移行の結果をまと

めたもの。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

研修計画書 システム操作方法等について、利用部門と管理部門に対して

実施する研修の内容・方法等をまとめたもの。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

研修実施報告書 研修計画に基づく研修の実施内容についての報告をまとめた

もの。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

研修テキスト 研修に必要となるテキスト。 プロジェクト計画書

で定めた日 

打合せ議事録 毎回の打合せ内容をまとめたもの。 各打合せ後 

５営業日以内 

業務システムパ

ッケージ一式 

プログラムロードモジュール一式及び付属品一式。 プロジェクト計画書

で定めた日 

稼働時のロード

モジュール等 

・仕様書に基づき開発したプログラムロードモジュール一

式。 

・バックアップデータ（稼働前システムバックアップ及びデ

ータバックアップ） 

プロジェクト計画書

で定めた日 

パラメータ等設

定定義書 

業務システム及びミドルウェア等の一覧、設定ファイル及び

パラメータをまとめたもの。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

運用設計書 業務運用で必要となるドキュメントのうち、操作手順書及び

運用手順書を除いたすべてのドキュメント（発生する各種イ

ベント、スケジュール、役割分担等をまとめたもの。） 

プロジェクト計画書

で定めた日 

操作手順書及び

運用手順書 

システムの操作方法（一般利用者及びシステム管理者用）や

運用方法をまとめたもの。 

(注)操作手順書については、紙での納品ではなく、電子資料

での納品でも可とする。 

プロジェクト計画書

で定めた日 

障害対応マニュ

アル 

障害時における復旧手順等についてまとめたもの。 プロジェクト計画書

で定めた日 

保守マニュアル 保守内容を明確に示し、まとめたもの。 プロジェクト計画書

で定めた日 

完成図書 上記の成果物で最終的に確定したもの。 プロジェクト計画書

で定めた日 
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成果物 内容 納入時期 

稼働後フォロー

時の関連文書 

・障害対応実績 

・稼働後におけるフォロー内容の報告書 

完成図書と同日 

委託業務実施報

告書 

委託業務の進捗状況をまとめた報告資料。 進捗会議ごと 

納入成果物は、ワープロソフト(Microsoft Word2016 または互換性のあるバージョン、表計算ソフト

(Excel2016 形式、又は互換性のあるバージョン)、プレゼンテーションソフト(Microsoft PowerPoint2016，

又は互換性のあるバージョン)、若しくは PDF 形式で作成し、紙による印刷物及び磁気媒体(CD 又は DVD)に

格納したものを各 2部作成し、納入すること。 

３ 業務システム要件 

3.1 基本要件 

「別紙 1 機能要件一覧」に示す機能及び本市が指定したフォーマットにより集計した帳票類の出力機

能を有すること。詳細については本市と協議の上定めるものとする。 

帳票の出力に際しては、オンライン画面等から個別出力とする。また、システムへの取込みデータ及び

出力データ形式についても、詳細については本市と協議の上定めるものとする。 

3.2 システム構成(ハードウェア要件) 

3.2.1 全体構成 

（１） 本市が管理するデータセンターにシステムを格納し、インターネット上で利用できるシステム

とすること。また、受託者が管理するデータセンター又は受託者が利用契約を締結したデータセ

ンターにシステムを格納し、本市が管理するデータセンター上のシステムが利用できない場合

に、バックアップ機能を提供すること。概要図は以下のとおり 

図２ システム概要図 
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（２） 本システムの稼働環境は仮想化技術を活用し、仮想化されたサーバ OS 上に本業務で調達する

パッケージソフトウェア及び各種汎用ソフトウェア（ミドルウェア等）を導入し、本システムを

稼働させるものとする。本構成を採用することで、有事の際に当該データセンターそのものが被

災した場合やインターネット接続ができない状況が発生した場合に、外部のデータセンターでシ

ステムを稼働させ、災害時に業務継続性が確保できるシステムとする。 

（３） 本システムを稼働させるために必要となる稼働基盤は、本市の要求を実現するために適切な構

成とし設計すること。 

（４） 本システムは、本市が管理するデータセンターと外部データセンター（受託者が管理するデー

タセンター又は受託者が利用契約を締結したデータセンター）の 2拠点に設置し、システム全体

の機能停止を抑止する。メイン側とバックアップ側は、全く同一の構成とし、本業務で調達する

パッケージソフトウェア及び各種汎用ソフトウェア（ミドルウェア等）を導入すること。 

（５）  稼働環境は下記のとおりとする。 

表７ 稼働環境 

項番 稼働環境 

1 本番環境 

2 バックアップ環境 

3 検証環境（研修環境を含む） 

（６） 受託者は、業務システムで必要となるリソース情報（サーバ情報：サーバの用途、台数（仮想

マシン（ＶＭ）の数）、スペック（ｖＣＰＵ、メモリ））をプロジェクト計画書で提示すること。 

（７） 受託者は、本番環境及び検証環境用の仮想サーバに対して、業務システムのパッケージソフト

ウェアの稼働に必要なＯＳ、パッケージシステム、データベースソフトウェア及びミドルウェア

をインストールし、各種設定を行い、利用可能な状態にすること。 

（８） 受託者は、結合テスト工程までの必要な開発・準備は自社の環境にて行うこと。 

（９） 本システムは、端末機に特別な業務アプリケーションをインストールすることなく Webブラウ

ザのみで利用可能なシステムとすること。 

（10） 受託者は、パッケージソフトウェア及びミドルウェアの設定に問題がないことを検証するため

に、動作確認を行うこと。 

（11） 受託者は、パッケージソフトウェア及びミドルウェアの設定情報をソフトウェア環境設定書に

記載し、本市に提出すること。 

3.2.2 ハードウェア・ネットワーク機器 

本システムのハードウェア要件を以下に示す。なお、対象機器及び各仕様については現在の想定で

あり、より適切な構成があれば、これにより提案すること。 

外部からの侵入及び攻撃、不正接続への対策として、ファイアウォール等、セキュリティ対策を

講ずるために必要な機器を整備するものとする。 

また、ハードウェア等の調達にあたり、調達仕様書案の作成を行うこと。 
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システムサーバ（2 台：本番機、バックアップ機）

CPU Intel Xeon プロセッサ 16 コア以上 2.10GHz 以上

メモリ 64GB 以上

HDD SAS 600GB 以上×6 以上

（RAID5 構築を含む）

NIC 1000BASE-T×4 ポート以上

ドライブ 光学 DVD-ROM 

OS 本システムを構成するために必要な仮想化ソフトウェア

WEB/AP サーバ：Red Hat Enterprise Linux7 又は Windows Server2016 

Standard Edition(64bit)以上で稼働に必要な CAL を含む

DB サーバ：同上

型式 ラックマウント型(1U) 

その他 電源部は冗長化すること

L2 スイッチ（2台） 

制御 レイヤー2 コントロ－ル（ハードウェア制御）

収容ポート数 24 ポート以上

機能 ・QoS 設定

・SNMP 

サイズ ラックマウント型

42U ラック、コンソール、キーボード等（各 1台）、その他、システム構成に必要な機器 

※ 外部データセンター（受託者が管理するデータセンター又は受託者が利用契約を締結したデータ

センター）にあっては、外部データセンター側でネットワーク機器が既設されている場合は、その

ネットワーク機器及びネットワーク回線を利用することを可とするが、ネットワーク機器及びネッ

トワーク回線がない場合には、機器及び回線の費用を調達費用に計上すること。 

3.2.3 外部データセンター 

本システムで利用する外部データセンターの設備要件は下記のとおりとする。 

（１） 設備の分散配置を行う場合、対応できる拠点を国内に有すること。地震による被害の恐れの少

ない地域であること。（文献で指摘された活断層直近にないこと、及び文献に記載された過去に

液状化被害を受けた地域でないこと。） 

（２） 国土交通省や自治体が公開しているハザードマップ等の情報で危険地域と指定された場所にな

いこと。津波、高潮、集中豪雨等による出水の危険性を指摘されていない地域であること。 

（３） 半径 100m 以内に消防法における指定数量以上の危険物製造施設や高圧ガス製造施設がないこ

と。 

（４） 障害発生の際に、機器等の保守業者のサポート拠点から原則 30 分以内でアクセス可能である

こと。 

（５） 建物構造がその地域で想定される最大震度に耐えうる耐震、あるいは免震等の構造を備えてい

ること。 

（６） 日本データセンター協会（JDCC）の定める Tier3 相当以上であること。 

（７） 建築基準法及び消防法に適合した火災報知(防災)システムが設置されていること。 
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（８） 通信回線については、特定の通信事業者に依存しない経路の異なった２系統以上の回線の引き

込みができること。 

（９） マシンルームは、防火区画されていること。 

（10） セキュリティ管理上、ほかの iDC 利用者と混在しない独立した区画を提供すること、あるいは

ほかの iDC 利用者と混在しないようラック単位に施錠できること。 

（11） 受電設備は法定点検時も完全無停止であること。 

（12） 無停電電源装置（UPS）や定電圧定周波数装置（CVCF）、自家発電装置を備えていること。また、

発電設備使用中も燃料補給にて継続運転を可能とし、完全無停止であること。 

（13） 電源経路・方式について、施設内は二重化等の冗長性を確保していること。 

（14） 建物への入館とマシンルームへの入室に係るセキュリティ認証機能がそれぞれ独立した仕組み

であること。また、建物の入り口においてセキュリティ対策が施されていること。 

（15） 侵入検知センサー、監視カメラ、入退室管理システム等による機械警備システムが導入されて

いること。 

（16） ISMS 認証を取得している施設であること。 

（17） Dos 攻撃等のネットワークに影響をあたえるアクセスについて、アクセス回線に影響を与えな

いような対応を行えること。セキュリティ侵害を検知した場合、迅速かつ的確に対処が可能であ

ること。 

（18） インターネットからのトラフィックを監視し、プロトコル異常、バックドア、トラフィック異

常、IP スプーフィング、DoS 攻撃、レイヤ 2攻撃などの不正な通信を検知できること。 

（19） 不正な通信を検知した場合、速やかにあらかじめ定められた方法で通知を行えること。不正な

通信に対して、ファイアウォール等と連携し、パケットの破棄、接続の遮断等が実行できること。

不正アクセスの状況について、監視レポートを作成すること。 

3.2.4 ネットワーク 

本業務システムはインターネット上で接続し、システム機能を利用する。ネットワークのイメージ

は下記のとおりである。 

図３ システム概要図（再掲） 
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（１）  外部 DC 側のインターネットへの接続帯域は上り下りともに占有線で 1Gbps 以上のベストエフ

ォート回線を用意すること。 

（２） メインサーバとバックアップサーバのデータ同期を行うため、本市 DC と VPN 接続が可能なこ

と。 

（３） ゲートウェイなど主なネットワーク機器を二重化していること。 

（４） 通信線の施設への引き込みは複数系統であること。複数の回線事業者を利用できること。 

3.2.5 端末 

業務パッケージで使用する端末については、特定の製品に依存しないこととし、端末については、

Windows 10、Android OS、iOS 等の基本的な機能要件のみで対応できること。 

防災情報システムは最大同時利用台数として 6,000 台（本市職員端末 PC、スマートフォン、タブレ

ット等）を予定している。 

本システムを上記端末で稼働させるために必要な端末側での設定作業（ブラウザの設定変更等）はシ

ステム構築にかかる委託業務に含むものとし、必要費用は見積りに含むものとする。 

端末で使用するＯＳ、アプリケーションは以下のとおりとする。 

ＯＳ        Windows 10 Pro、Android OS 4.0 以上、iOS 9.0 以上 

ブラウザ    Microsoft Internet Explorer 11（Windows 版） 

  Mozilla Firefox（Windows 版） 

  Google Chrome（Windows 版及び Android 版） 

  Apple Safari (iOS 版) 

オフィスソフト Microsoft Office Standard 2016 

3.3 システム構成(ソフトウェア要件) 

3.3.1 基本方針 

本仕様書の業務処理を行うソフトウェア(業務システム)は、原則としてパッケージ製品とする。要

件を満たせない場合、カスタマイズや追加開発を認めるが、十分なテストを行い品質の向上に努める

ことが認められるものであること。 

本業務システムの構成はＷｅｂ型のシステムとし、業務処理はサーバ上で行い、端末ではＷｅｂブ

ラウザにより、表示・入力等のみが行われるものとする。 

業務システム標準のＷｅｂブラウザは端末ＯＳで保守可能な最新の版を想定しているが、他のブラ

ウザでの利用可否等については本市と協議の上決定するものとする。 

Ｗｅｂブラウザは、ＯＳベンダ等によるサポート中のものであり、サポートが打ち切られる場合、

業務システムは保守対象の新版への移行を行うことが可能であるものとする。（この場合の経費は経

常の運用保守に含むものとする。） 

本業務システムのクラウド基盤構築作業についてはシステム構築に係る委託業務に含むものとし、

必要費用は構築経費の見積りに含むものとする。 

3.3.2 文字環境 

文字コードは UTF-8 等、特定の企業等のライセンスに依存しないものとする。 

フォントは、汎用的かつＯＳ以外の特定のライセンスに依存しないものとする。 
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端末での表示及び帳票印刷では外字が含まれる場合があるが、端末での外字の取扱いの仕組みはＯ

Ｓ標準によるものとし、特定ベンダのプロダクトに依存しないものであること。 

3.3.3 ミドルウェア 

本業務システムの稼働に際して必要となるソフトウェアについては、市場において汎用性が認めら

れるものとする。特殊な仕様のミドルウェアは認められない。 

各サーバの障害監視、ログ監視等については DC 側で標準で用意されているソフトウェアの利用を

想定している。 

地図情報の表示については、Google Maps のようなインターネット経由でのみ利用できるサービス

を利用した場合には、インターネットが使えない場合にシステムが利用できなくなってしまうため、

専用の地図情報管理(GIS)ソフトウェアを本システム内に導入し、大規模災害発生時にも活用できる

システムとする。 

また、ミドルウェアについては、本システムのライフサイクル期間内に、開発ベンダ等のサポート

契約を継続して利用できるものとすること。 

なお、外字の表示・印刷は、ＯＳの標準機能を用いて実現することとし、特定ミドルウェアは導入

しないこと。ただし、データ移行時の文字変換に必要なツールとして特定ミドルウェアを使用するこ

とは妨げない。 

本システムの構築において前提となるミドルウェアを以下に記載する。 

表８ 想定ミドルウェア 

ソフトウェア名称 機能詳細 

Web サーバソフトウェア HTTP をプロトコルとして通信し、Web ブラ

ウザなどからのリクエストに応じて HTML フ

ァイルや画像ファイルなどを送信する。 

Web アプリケーションサーバソフトウェア J2EE の Web アプリケーションを稼動させる

ための基盤となる機能を提供する。 

データベース管理ソフトウェア 各種登録機能で収集された情報をデータベ

ースとして一元的に管理する機能を提供す

る。 

Excel 帳票ソフトウェア Excel をシステムに取り込んだり、データベ

ースに格納された情報から Excel 帳票を出

力する。 

地図情報管理ソフトウェア 地図上に表示するデータを配信したり、地

図データそのものの編集・作成を行う。 

3.3.4 データ抽出 

サーバで保管する業務データについては、全ての項目について、ＣＳＶ、ＸＭＬ、ＰＤＦ等で外部へ

抽出する機能を構築すること。 

構築した機能での抽出レイアウトは本市に提示すること。 

データ抽出は本市が必要とする時点で自由に抽出できるものとすること。 

稼動当初の機能構築及びレイアウト提示等は構築期間に実施することとし、構築経費も本契約に含む

ものとする。 

稼働後の運用期間においては、業務パッケージで保有している項目に変更があった場合は、運用保守

の範囲内で抽出機能の改修やレイアウト変更等の対応を行うこと。 
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3.3.5 他システム連携 

「別紙 2 外部インタフェース要件一覧」に示す外部インタフェースと連携すること。 

今後、様々な外部システムと連携することを想定し、拡張性のあるシステム構成とすること。 

４ 非機能要件 

4.1 非機能要件定義の前提条件 

4.1.1 システム稼働時間 

本システムの稼働時間は、24 時間 365 日とする。但し、主管課が事前に承認した計画停止やメン

テナンスによる停止時間(以下「非稼働時間」という。)を除くものとする。 

4.1.2 システム利用者 

防災情報システムの利用者数は約 19,000 名を予定している。 

4.1.3 データ量 

防災情報システムで想定される取扱データ容量を以下に示す。 

なお、ライフサイクル期間において、データ量増大率に示す拡張性を有するものとする。 

表９ 防災情報システムのデータ量 

項番 分類 
詳細 データ量 

(導入時) 

データ量 

(5 年後) 

1 トランザクションデータ 

災害名、被害情報、避難所開設情

報、避難情報、救援物資・備蓄物資

情報、職員参集状況等 

0.1GB 1TB

2 

設定情報(マスターデータ) 

組織情報 0.5GB 0.5GB

3 ユーザ情報 

4 権限情報 

5 
避難地区情報（土砂災害警戒区域

に係る地域の GIS データ含む） 

6 施設情報(避難所含む) 

4.1.4 性能要件 

利用者にとって快適な作業を実現でき、かつシステムの日常運用を円滑に進めることができるため

に下記の処理速度を目標とすること。 

表 10 防災情報システムの性能要件 

システム状態 内訳 情報登録、情報参照画面等 システムの設定やメンテ

ナンスに係る画面等 

平常時 画面レスポンス 2.0 秒 3.0 秒 

サーバ内処理 1.0 秒 1.0 秒 

災害時(ピーク時) 画面レスポンス 3.0 秒 4.0 秒 

サーバ内処理 1.5 秒 2.0 秒 
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4.2 セキュリティ要件 

本システムは、セキュリティについては特に留意し、次の機能を有すること。 

4.2.1 不正アクセスの防止 

権限管理  

本システムの機能及びデータは、アクセス権限を持つ者のみが利用可能とすること。 

（１）利用者の権限管理 

ア 利用資格の明確化 

受託者は、本市と協議の上、業務上のセキュリティ要件及び防災情報システムを利用する者

の利用資格及び利用条件を取りまとめ、アクセス権限の付与、停止、変更及び抹消手順を整理

したマニュアルを作成すること。 

イ アクセス権限の管理  

アクセス権限は、本市が利用資格及び利用条件を確認の上、条件に合ったものを付与する。

また、本市が行うアクセス権限の付与に際しては、次の点に留意する。 

（ア） 人事異動、休職、退職等による利用資格の停止、変更及び抹消の機能があること。 

（イ） 本システム利用資格及び利用条件は定期的に検証を行い、必要に応じて見直しを行う。 

また、システムはアクセス権限の管理を適切に行えるよう、次の要件を満たしたシス

テムとする。 

① 利用状況を適切に管理するため、業務アプリケーション上では原則として個人単位で

ユーザＩＤを発行できるものとする。 

② アクセス権限は、原則として機能ごとに詳細に設定できるものとする。 

（２）業務アプリケーションでの管理者の権限管理 

ア 利用資格の明確化 

受託者は、本市と協議の上、業務上のセキュリティ要件を取りまとめ、管理者アクセス権限

の付与、停止、変更及び抹消手順を整理したマニュアルを作成する。 

イ 管理者アカウントの管理  

管理者のアカウント付与は、定期的に確認し必要に応じて見直しを行う。 

なお、ユーザ登録・変更・削除等を行える権限を持つ管理者アカウントを複数立てられる仕

組みとすること。 

※上記管理者権限に加え、ベンダ使用のアカウント等に関しても同様の管理が必要となる。

不正アクセス防止の観点から、これらの管理方法についての提案を記載すること。 

 受託者の提案を基に要件確認で協議し、本市の承認を受けシステム設計に反映すること。 

4.2.2 認証機能 

本システムへのログインは、Windows ログオンとは別に本システム固有のユーザＩＤ、パスワード

によるログイン方式とする。 

4.2.3 ログ管理 

不正アクセス及びシステム障害等について、その原因解明のために必要なログ等の証跡を記録する

ものとし、必要に応じて解析を行う。ログは一定期間（半年）管理できること。ログ管理の要件は次

のとおりであり、解析のためにソフトウェアが必要な場合のライセンスは本委託の見積りに含むもの

とする。 
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（１） システムは、サーバ環境を含めた全操作履歴（アクセスログ、操作ログ）を記録し、システム

管理者によって確認できるものとする。 

（２） ログは、年月日と時刻を合わせて所属ごとに抽出可能とし、抽出した情報はＣＳＶ形式に出力

できるものとする。 

（３） インシデント発生時には端末管理ソフトウェアで取得している操作ログも含めて解析するこ

と。 

4.2.4 監視 

業務システム及び業務システムが稼働するサーバのＯＳ及び業務アプリケーション等の稼働状況に

ついて十分なセキュリティを確保した上で効率的に監視できる方法を構築し、必要となるミドルウェア

の経費についても見積りに含めること。なお、監視結果を本市職員及び運用支援ＳＥが容易に把握する

ための機能（例：システム管理用端末画面への警告ポップアップ等）の構築を含むこと。 

4.2.5 時刻同期 

監視情報及びログの適切な解析のために、本システムでのサーバは時刻同期を行うものとする。 

4.3 運用保守要件 

4.3.1 データバックアップ 

バックアップは原則１日に１回取得する。トラブル発生時には前回のバックアップ時点の状態に復

元できる仕組みとすること。ＤＢについて、トランザクションログが取得できている場合は、当該ロ

グを用いて障害発生直前時点の状態に復旧するものとする。 

経常運用のバックアップデータの取得は３世代とするが、年次の大規模バッチ処理やシステム変更

作業の前後には随時バックアップを取得する。（システム変更作業にはシステムデータも取得するこ

と。） 

このほか、特定の大規模バッチ処理時のＤＢ等については、以後の業務処理上の調査対象となるこ

とが考えられることから、経常的なバックアップ以外に別途データを確保できる余地（３世代分）を

含めることとする。 

4.3.2 データのリストア 

システム障害の発生時にはバックアップデータによりリストアを行う。この際、サーバ側のトラン

ザクションログが正常に取得できる場合は、障害発生時まで復旧できるものとする。 

また、業務上の理由により過去分のＤＢの状態を参照する必要が発生した場合、当該バックアップ

が保存されている場合は、検証環境へのリストアを運用保守にて実施すること。 

５ 移行 

5.1 データ移行 

本業務システムによる提供開始にあたり、本市が保有する以下のデータについて、本業務システムに

取込み、利用可能とすること。本業務システムに移行するデータは、「4.1.3 データ量」に一覧のとおり。

稼働時点でデータ移行が完了していることを原則とする。 
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5.1.1 初期データ設定について 

（１） システム稼働にあたって必要となる初期データの設定は、データ移行と合わせ完了すること。 

（２） 受託者が初期データ設定等、システムの稼動に必要な初期設定を行うこと。 

（３） 現在システム化していない業務のデータセットアップについては、件数に応じた初期データ設

定方法を提案すること。 

（４） 受託者がシステム構築手順書等を作成し、本市の承認を得ること。 

（５） 初期設定完了後、マスタ一覧、登録データ一覧等、設定内容を明記した資料を本市に提出する

こと。 

６ テスト 

テスト工程においては、システム全体の要件を満たすために、機能及び非機能を合わせてテストを実施す

ることを前提とする。 

本調達ではパッケージシステムの導入を行うが、要件確認の段階でカスタマイズが必要となることも想定

される。特にカスタマイズに伴う開発が発生した場合は、十分に品質に対する考慮が行われる必要がある。

想定されるテスト、役割分担及び作業場所は下記のとおりである。 

表 11 想定されるテスト・役割分担・作業場所 

テスト内容 

対象 

 役割 

(○:参加 △:必要に応じて参加 

 ―:情報共有のみ ) 

作業場所 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
標
準
機
能

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

札
幌
市

受
託
者

単体・結合テスト － 
実

施 
－ ○ 受託者の事業所 

総合テスト 
実

施 

実

施 
－ ○ 札幌市役所 

運用テスト 
実

施 

実

施 
○ ○ 札幌市役所 

6.1 単体テスト・結合テスト 

カスタマイズに係る開発を行う場合にそのプログラム及び機能に対するテストを実施する。結合テス

トにおいては、テスト仕様書、テスト結果を提出すること。 

6.2 総合テスト 

パッケージ及びカスタマイズに係る開発分を含めてシステム全体として予定どおりの機能を満たして

いるか確認すること。本テスト工程は本番環境サーバでの環境を使用し、実施する。 

また、作業場所は本市の指定する場所とする。本テストについては、テスト仕様書、テスト結果、課
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題管理表を提出すること。テストデータは実際の移行データと同等のものを用いる。 

6.3 運用テスト 

システムの運用者が実際の業務の流れに沿って利用し、システムが問題なく動作するか検証する。業

務によってはテストに必要なデータが特定の時期にのみ発生するものがあることから、受託者は運用テ

ストの時期にかかわらず、必要な情報を確保するようプロジェクト計画書作成のタイミングで関係者の

調整を図り本市にデータ確保の依頼を行うこととする。 

テスト仕様書（シナリオ）は業務主管担当者及びシステム管理者と協議し策定すること。 

本テストについては、テスト仕様書、テスト結果、課題管理表を提出すること。 

6.4 テストの評価 

各テスト工程においては、品質管理計画表に定めた品質管理指標に対する実績の評価、分析を行い、そ

の結果を報告すること。また、進捗の遅延等の把握ができるよう、途中経過を会議体に適宜提出すること。 

＜定性的基準による品質判定＞ 

・各テストが完了しており、不具合（バグ）がないこと。 

・全ての障害に対する対応について、電子的・論理的に検証し、テスト結果が正しく実証されていること。

（テスト前及びテスト後のデータコンペア等） 

・課題管理表の対応が全て完了していること（完了しない課題は、影響範囲、期限等を明確に示し、 

本市の承認を得ること）。 

・総合テスト時の指摘事項、対応内容に対して、各種設計書、操作マニュアル等必要な成果物への反映が

完了していること（設計品質の確保）。 

７ 教育引継ぎ 

本業務システムの運用開始にあたり、利用する本市の職員（委託先なども含む。）について、利用者教育

を実施すること。研修に係る作業項目は最低限下記を想定している。 

研修内容については、研修計画書にて決定する。なお、研修計画書には「7.1 業務操作研修」にある研修

及び開催回数、対象人数は必ず記載すること。 

なお、研修は本市が指定する場所で開催することとし、場所は本市が提供する。 

研修機材は受託者が準備すること。 

研修に係る作業及び本市が想定する最低限度の研修を下記に示す。 

表 12 研修に係る作業項目 

項番 作業項目 

1 研修計画書の作成 

2 操作手順書の作成 

3 研修テキストの作成 

4 研修環境の設定及び資料準備 
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項番 作業項目 

5 研修の実施 

6 研修環境の撤去 

7 
研修実施報告書の作成 

研修計画書等の更新 

7.1 業務操作研修 

    業務操作研修の想定は以下のとおり。 

表 13 業務操作研修 

事項 内容 

主旨 

利用者は業務のオンライン画面の操作方法を実習する。 

受託者は円滑な指導を可能にする人数の講師を用意し、業務に必要

な操作を説明した上で、受託者の実習を支援する。 

基本的な利用方法（ログオン、登録、検索、帳票の出力等）に加え、

運用を想定した操作方法を説明 

利用環境 

システムを用い、会議室又は事務室等に設置した端末を使用する。研

修用資料には、納入成果物（案段階でも可）である操作手順書及び運

用手順書を使用する。 

対象業務 災害対応業務のほか、システム担当者が行う必要がある管理業務 

対象者 約 100 名 

実施回数 利用者研修 5回(約 20 名/回)、管理者研修 1 回(約 10 名/回) 

実施場所 本庁舎は事務室内もしくは会議室を想定。 

実施時期 令和 3年 2月に実施することを想定している。 

研修用資料 受講する対象者全員分の資料を受託者が用意し、配布すること。 

８ 作業の実施にあたっての遵守事項 

8.1 機密保持、資料の取り扱い 

  （１） 受託者は、本業務の実施の過程で本市が開示した情報（公知の情報を除く、以下同じ。）、他の

情報及び受託者が作成した情報を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいし

てはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 

  （２） 機密保持及び資料の取り扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、本

市が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。 

8.2 遵守する法令等 

  （１） 本業務の遂行にあたっては、民法、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、

著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等を遵守し履行すること。 

  （２） 本システムが対象とする業務に関わる本市の条例、規則、規程及び要綱を準拠すること。 

  （３） 本業務の遂行にあたっては、札幌市情報セキュリティポリシー（情報セキュリティ基本方針、

情報セキュリティ対策基準）に記載された事項を遵守すること。また、札幌市情報セキュリティ
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ポリシー以外でも本業務の遂行に際して遵守すべき文書等が決定された場合には、それらに記載

された事項も遵守すること。 

９ システム保守要件 

   以下については、現時点で予定しているシステム運用後の保守要件に関する考え方を参考に示すこと

とする。 

9.1 通常時保守 

システム操作の問い合わせ先としてヘルプデスクを提供し、本市からの問い合わせに対応すること。 

システムのレベルアップ(バージョンアップ)、不具合修正等については担当ＳＥが対応すること。 

本市が運用に必要なマニュアルの整備と本市への引継ぎ・訓練を行い、運用時には問い合わせ等に対

応すること。 

連絡窓口は、土・日曜日及び国民の祝日に関する法律で規定する日並びに 12 月 29 日から翌年の 1月

3 日までを除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで受付を行い、問合せに応じて、迅速に対応を行う

こと。 

システムで利用する端末についての稼働支援も運用・保守対象とする。 

「7.1 業務操作研修」で実施する研修と同様の研修を、最低年一回開催すること。なお、実施時期につ

いては、本市担当者と協議の上、決定するものとする。 

制度改正に対する情報提供や、障害発生後の報告等、必要に応じて打ち合わせを開催すること。 

システムの緊急時対応訓練を年 1 回、本市と協力して実施すること。なお、本市ではバックアップデ

ータからのリストア等を想定しているが、具体的な内容について提案を行うこと。 

9.2 障害発生時 

障害が発生した場合、一次切り分けは職員が行い、その内容に合わせて構築事業者への連絡を行う。

連絡を受けた場合は、障害対応を行うこと。 

なお、一次切り分けを行うにあたり必要となる手順書の作成と本市への引継ぎ・訓練は本稼働までに

受託者が実施することとし、これに必要な費用は構築経費に含む。 

また、システム利用中（24 時間 365 日）に発生し、連絡を行った障害については、午後 5 時 30 分以

降も継続して障害対応を行うこととし、詳細は本市と協議の上決定する。 

障害対応終了後は本市への報告を行うこと。障害の原因によっては再発防止策を含んだ報告とするこ

と。 

9.3 サーバ環境等変更 

本稼働後、データ連携先の変更に伴う設定変更作業は運用保守の範囲内で実施すること。 

ユーザ、端末機器の追加、変更に伴うサーバ環境の変更は運用保守の範囲内で実施すること。 



（別紙１）

機能要件一覧

PC スマホ タブレット

1. 情報統合

1.1. 防災情報統合
防災情報（避難情報、避難所状況、被害状況等）を統合して地図と関連づけて表
示できること。

必須 ◯ ◯ ◯

1.2. 統合メニューポータル 各種機能にアクセスするためのポータル機能を提供すること。 必須 ◯ ◯ ◯

2. 避難所状況管理

2.1. 避難所状況登録
避難所の状況（避難者数や避難者の構成、電気・水道・ガス・電話などのライフラ
インの状況等）を登録できること。

必須 ◯ ◯ ◯

2.2. 避難所状況参照 開設された避難所の状況を参照できること。 必須 ◯ ◯ ◯

2.3. 避難所状況帳票出力 全避難所の状況を集計した帳票をExcel形式で出力できること。 必須 ◯

3. 被害情報管理

3.1. 被害情報管理
発生した被害の情報（発災日時、場所、登録者名、災害種別等）を災害ごとに管理
（登録・参照・修正・削除）できること。

必須 ◯ ◯ ◯

3.2. 通報情報管理
住民、関係機関からの被災情報（日時、場所、通報者名、負傷者名等）を事案とし
て管理できること。

必須 ◯ ◯ ◯

3.3. 要請情報管理
登録した被災情報に対する要請情報（要請日時、要請者、要請先、要請内容等）
を管理できること。

提案 ◯ ◯ ◯

3.4. 対応状況管理
登録した被災情報に対する対応状況（対応者、対応状況、対応内容等）を管理で
きること。

必須 ◯ ◯ ◯

3.5. 被害情報帳票出力 登録した被害情報を集計した帳票をExcel形式で出力できること。 必須 ◯

3.6. 被害情報一括登録 Excelに登録された複数の被害情報を一括でシステムに登録できること。 提案 ◯

3.7. 画像情報登録 被災情報に関連付けて撮影された画像ファイルを登録・参照できること。 必須 ◯ ◯ ◯

3.8. 位置情報付き画像登録
位置情報を含んだ画像情報を取り込むことができ、その位置情報に対応した地点
へ反映できること。

提案 ◯ ◯ ◯

3.9. 通知
対応依頼された組織に対応依頼があることを通知（ポップアップ表示など）するこ
と。

提案 ◯ ◯ ◯

3.10. 推移状況表示
時間経過による被害の推移状況を地図上にアニメーション（自動で連続表示）で
表示すること。

提案 ◯ ◯

3.11. 線、面情報登録
被災情報を登録する際に、地図上に自由に線、面の情報を作図し、登録できるこ
と。線、面を作図する際には、線の色、線の太さ、面の網掛けの色、透過率を自由
に設定できること(最低40色以上)。

必須 ◯ ◯

3.12. アイコン登録
被災情報を登録する際に、指定した点の位置に自由にアイコン画像を選択して登
録できること。

必須 ◯ ◯

3.13. 作図情報の変更
登録されたアイコン、線、面の位置情報（線、面の形も含む)及び各種スタイル情報
(線の色、線の太さ、面の網掛けの色、透過率等)を登録された後に編集でき、再
度被災情報として登録できること。

必須 ◯ ◯

3.14. 面積自動計算
地図上で作図された図形の距離、面積を自動的に計算し、地図上に表示できるこ
と。

必須 ◯ ◯

3.15. 被災情報の統合 複数の被害情報を地図上から選択し、被害情報を統合できること。 提案 ◯

3.16. 続報管理
被害情報を続報として管理でき、一つ前の報告情報と異なっている項目が黄色で
網掛け表示される等、一目でわかるようになっていること。

提案 ◯ ◯ ◯

4. 避難情報管理

4.1. 避難情報登録
避難情報(避難準備（高齢者等避難開始）、避難勧告、避難指示)を地図又はチェッ
クボックスで指定して、発令、解除の情報登録ができること。

必須 ◯ ◯

4.2. 地区選択 事前に設定された地区を選択して、避難情報の発令地域として登録できること。 提案 ◯ ◯

4.3. 避難情報参照 登録された避難情報を参照できること。 必須 ◯ ◯

4.4. 避難情報帳票出力 発令された避難情報を集計した帳票をExcel形式で出力できること。 必須 ◯

5. 避難情報発令判断支援

5.1. 避難情報発令判断情報表示
土砂災害警戒情報メッシュ、気象注意報・警報、雨量・水位・潮位等の観測情報等
の複数の避難情報発令判断条件を満たした場合に、ポップアップやメール等のア
ラート通知を行い、地図上で該当地域を視覚的に表示できること。

必須 ◯
メッシュ情報については、５キロ四方、
１キロ四方に切り替えができること。

5.2. 避難情報発令連携
通知された内容から、避難情報発令対象地域が選択された避難情報発令画面に
遷移し、そのまま発令できること。

必須 ◯

5.3. 発令判断条件設定 避難情報発令判断の各種条件をユーザ側で設定できること。 必須 ◯

5.4
土砂災害危険度分布判定スネークラ
イン表示

土砂災害警戒情報メッシュにおけるスネークライン図の表示 必須 ○
スネークライン図は、メッシュ情報と連
動し、５キロ四方、１キロ四方に切り替
えができること。

6. 職員参集状況管理

6.1. 職員参集状況登録 各部署ごとの職員の参集状況を登録できること。 必須 ◯ ◯

6.2. 職員参集状況参照 各部署ごとの職員の参集状況を参照できること。 必須 ◯ ◯

6.3. 職員参集状況帳票出力 各部署ごとの職員の参集状況を集計した帳票をExcel形式で出力できること。 必須 ◯ ◯

7. 施設情報管理

7.1. 施設情報登録
災害対策本部代替施設、物資拠点、病院、警察等、地図上に表示する公共施設
の住所・種類などを基本情報として登録できること。

必須 ◯ ◯

7.2. 施設情報参照 登録された施設情報を参照できること。 必須 ◯ ◯

7.3. 施設種別登録
避難所、病院、備蓄倉庫等の施設の種別をWeb画面から新規登録、更新、削除で
きること。新規登録された施設種別は施設登録時に選択できること。

提案 ◯ ◯

機能区分
機能の補足説明

（機能の目的、用語説明等）
機能の定義

対応端末

業務機能
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PC スマホ タブレット
機能区分

機能の補足説明
（機能の目的、用語説明等）

機能の定義
対応端末

7.4. 施設種別参照 登録された施設種別を参照できること。 提案 ◯ ◯

7.5. 施設情報帳票出力 登録された全施設の帳票をExcel形式で出力できること。 必須 ◯

8. 配備体制管理

8.1. 配備体制登録
災害対策本部等の各種配備体制の状況（体制種別、設置日時、廃止日時等)を登
録できること。

必須 ◯ ◯

8.2. 配備体制参照 災害対策本部等の各種配備体制の状況を参照できること。 必須 ◯ ◯

9. 情報配信

9.1. 情報配信
収集した避難情報やお知らせなどを複数の情報配信手段に対して、一括で配信
できること。情報配信先としては、Lアラート、防災ポータルサイト、緊急速報メー
ル、Twitter、Yahoo!防災速報、防災アプリを想定している。

必須 ◯

9.2. 配信履歴管理 配信した情報の配信履歴状況を参照できること。 必須 ◯

9.3. テンプレート管理 配信件名、配信内容をテンプレートとして複数登録できること。 必須 ◯

9.4. 防災ポータルサイト

　市民サイトのWebページに、以下に示す情報を一覧・地図表示し、市民向けに分
かり易い防災情報を提供できること。
　・災害対策本部設置情報　・避難勧告等発令情報
　・避難所情報（開設情報含む。）　　・ハザードマップ情報
　・緊急情報　・お知らせ　など

必須 ◯

9.5. 防災アプリ連携 札幌市防災アプリに情報配信できること。 必須 ◯

10. 災害名管理

10.1. 災害名登録
災害名称を登録できること。また、被害情報、避難所状況、避難情報、要請情報に
ついては、災害名単位で管理できること。

必須 ◯ ◯

10.2. 災害名参照 登録された災害名を参照できること。 必須 ◯ ◯ ◯

11. 地図情報管理

11.1. 背景地図切り替え
地理院地図、航空写真、道路地図等、表示される様々な背景地図を切り替えるこ
とができること。

必須 ◯ ◯ ◯

11.2. 表示レイヤー切り替え
各種レイヤー情報の表示/非表示を切り替え、複数のレイヤー重畳表示できるこ
と。

必須 ◯ ◯ ◯

11.3. グリッド表示
UTMグリッド、緯度経度グリッドを地図上に表示し、表示/非表示を切り替えられる
こと。

必須 ◯ ◯ ◯

11.4. 座標表示 指定した箇所のUTM座標、緯度経度を表示できること。 必須 ◯ ◯ ◯

11.5. 作図 点、線、面の情報をフリーハンドで作図できること。 必須 ◯ ◯

11.6. 計測
作図された情報をもとに、距離、面積を自動的に計算し、地図上に表示できるこ
と。

必須 ◯ ◯

11.7. 付箋 紙の付箋と同様に、入力した文字をそのまま地図に表示し、登録できること。 必須 ◯ ◯

11.8. 広域図表示
現在表示されている地図が広域で見た場合にどの位置にいるのかを表示できるこ
と。

提案 ◯ ◯

11.9. 位置情報付き画像ファイル登録
位置情報(EXIF)が付いた画像ファイルを登録し、地図上に表示できること。なお、
撮影された画像の縦横表示をシステム側で正しく補正して表示すること。

必須 ◯ ◯ ◯

11.10. SHAPE/KML/GeoJSON取り込み SHAPE/KML/GeoJSONファイルを取り込み地図上に表示できること。 提案 ◯

11.11. KML/GeoJSON出力 地図上に表示される情報をKML/GeoJSONファイルとして出力できること。 提案 ◯

12. 時系列情報管理

12.1. 時系列情報登録
本システムに登録される各種情報を時系列情報として、一覧で表示できること。ま
た、緊急度や情報登録元により、絞込みができること。

必須 ◯ ◯

12.2. 時系列情報参照 時系列情報を専用の画面から任意の情報を登録できること。 必須 ◯ ◯

13. タイムライン管理

13.1. タイムライン登録
地震、水害等の災害種別単位で、各部署ごとに実施する業務内容を時系列にタイ
ムラインとして登録できること。

必須 ◯ ◯

13.2. タイムライン実績登録
災害発生時に各部署毎に、タイムライン上で定義された業務の実施状況を登録で
きること。

必須 ◯ ◯

13.3. タイムライン表示 タイムラインの計画、実績を一覧で表示できること。 必須 ◯ ◯
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（機能の目的、用語説明等）
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対応端末

14. 防災ポータルサイト

14.1. 防災ポータルサイト
市民向けのWebコンテンツを作成し、緊急情報、気象情報、お知らせ、関連リンク
等を掲載することにより市民への情報提供を行えること。

必須 ◯ ◯ ◯

14.2. コンテンツ更新 緊急情報、お知らせ情報等を自動掲載、更新することができること。 必須 ◯ ◯ ◯

14.3. 端末対応 スマートフォン、タブレット用サイトへの対応ができること。 必須 ◯ ◯ ◯

15. ユーザ管理

15.1. ユーザ管理 当該システムのユーザ情報を登録・更新・削除できること。 必須 ◯ ◯

15.2. ユーザ追加 ユーザＩＤ、パスワードを利用者側で即時に発行できること。 必須 ◯ ◯

15.3. 組織変更 組織改変に伴う変更に容易に対応できること。 必須 ◯ ◯

16. 共通

16.1.
平時の訓練に利用できるよう、訓練モードへの切り替えが可能なこと。また訓練
モードへの切り替えは容易にできること。

必須 ◯ ◯ ◯

16.2. 本システムの全ての機能を訓練モードでも利用可能とすること。 必須 ◯ ◯ ◯

16.3. 当該訓練ごとにデータ管理ができること。 必須 ◯ ◯ ◯

16.4. 権限制御
ログインしたユーザによって、表示する画面や実行可能なメニューなどの実行権
限を制御できること。

必須 ◯ ◯ ◯

16.5. 操作履歴、アクセスログ 全ての処理についてログ管理され、その内容が確認できること。 必須 ◯ ◯ ◯

16.6. モバイル対応
スマートフォン向けユーザインターフェースの専用画面を用意し、有事の際に利用
できる端末が制限されないように、専用画面は各スマートフォンの標準Webブラウ
ザで稼働できるWeb画面とすること。

必須 ◯ ◯ ◯

訓練モード
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外部インタフェース要件一覧

1 気象業務支援センター 気象注意報・警報、地震・津波等の情報を受信する。 必須

2 河川情報センター 雨量、水位の情報を受信する。 必須

3 北海道防災情報システム
北海道防災情報システムと本部設置情報、避難所開設情報、避難情報等について連
携する。

必須

4 Lアラート
本部設置情報、避難所開設情報、避難情報等を連携する。
※　北海道防災情報システムで連携できる場合は、北海道防災情報システム経由で
の連携とする。

必須

5 北海道土砂災害警戒情報システム
北海道土砂災害警戒情報システムから土砂災害危険度情報を受信する。
※　北海道防災情報システムから受信できる場合は、北海道防災情報システム経由
での受信とする。

任意

6 Jアラート 国民保護情報等を受信する。※ソケット通信とする。 必須

7 緊急速報メール 緊急速報メールを配信する。 必須

8 防災アプリ 札幌市防災アプリに情報を送信する。 必須

9 ホームページ 札幌市ホームページに送信をする。 任意

10 Twitter Twitterに情報を送信する。 必須

11 Yahoo!防災速報 Yahoo!防災速報に情報を送信する。 必須

12 札幌市消防局　消防情報管理システム 消防情報管理システムから抽出した被害情報（ＣＳＶ）データをインポートする。 必須

13 DiMAPS 道路通行規制情報等を受信する。 任意

14 SIP４D 各種防災情報を受信する。 任意

※　【機能区分】必須：連携が必須である。
　　　　　　　　　　 任意：連携を前提としているが、接続先システムと協議のうえで決定する。

（別紙２）

項番 外部インタフェース名称 連携概要
機能
区分
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