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１． 業務名

札幌市学校適正配置計画策定支援システム改修業務(以下「 本業務」 という) 

２． 目的

札幌市立小中学校の学校規模適正化を図るために導入した「 札幌市学校適正配置計画策定支援

システム」 (以下「 現システム」 という)は構築後７年以上経過し、現システムが搭載されたサー

バ(以下「 現サーバ」 という)の老朽化による動作不良のほか、現サーバOSのサポート終了、不

足するシステム機能の改善などへの対応が必要となっている。 

そのため、本業務では現システムの課題を解消するとともに、併せて機能の拡張を含めて現シ

ステムの刷新を図ることを目的とする。  

３． 情報セキュリティ

本業務は重要な情報を取り扱うため、個人情報保護法および関連法令に基づく管理を行うとと

もに、以下の内容を順守すること。  

(1)委託者が貸与するまたは本業務により作成する電子データおよび紙媒体による資料(以下「 本

業務における情報資産」という)の管理責任者を定め、情報セキュリティ (機密性、完全性、可

用性)を確保できる管理体制を整えること。 

(2)本業務における情報資産および本業務で知り得た内容は、個人情報の有無にかかわらず、許

可のない複製および第三者への公表、貸与、譲渡、提供、漏洩を行わないこと。  

(3)本業務における情報資産を漏洩または紛失した場合は、遅滞なく報告し、委託者の指示によ

る必要な対策を速やかに実施すること。  

(4)貸与を受けた情報資産は作業終了後速やかに返却するものとし、業務の都合により複製また

は複写した情報資産は完全に消去、削除を行うこと。  

４． 業務期間

契約締結日から令和２年３月２７日までとする。 

５． システムの使用者と環境

本業務で構築する「 札幌市学校適正配置計画策定支援システム」 (以下「 新システム」 という)

の使用者は、札幌市教育委員会生涯学習部学校施設課学校規模適正化担当(以下「 使用者」 とい

う)とする。  

また、システムの環境は庁内ネットワークとは異なるネットワークを経由してインターネット

接続する環境(以下「 仮想ブラウザ」 という)とする。  

６． 現システムの動作環境

現システムの動作環境は以下の通りである。  
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項目 使用ソフトウェア等の名称 備考 

GI S(地図表示) MapServer すべてオープンソース

ソフトウェア 

(無償・ 公開) 

システムデータベース PostgreSQL・ pgAdmi nⅢ 

地図データベース PostgreSQL・ pgAdmi nⅢ 

開発言語(基盤部) PHP 

開発言語(UI 部) JavaScri pt・ HTML 

地図表示支援 p. mapper 

７． 新システムの基本事項

新システムの基本事項は、以下の通りとする。  

(1)システム構築全般 

①新システムの構造 

新システムは、インターネット上で動作するGISアプリケーションとする。使用者が各自

のイントラネット PCの仮想ブラウザからインターネット上のサーバ(以下「 外部サーバ」 と

いう)にアクセスすることにより、新システムの各機能を使用できるようにする。地図等のデ

ータは原則として外部サーバで管理し、イントラネット PC側の負荷を軽減する。8台同時に

システムを使用しても、動作に不具合が出ないシステムを構築する。  

②ソフトウェア 

新システムの導入または運用の際、ライセンス料等の費用が発生するGISエンジン(パッケ

ージソフトウェアを含む)は不可とする。  

③開発言語 

サポートが終了している、または終了が予定されている開発言語は不可とする。  

④測地系および座標系 

新システムが準拠する測地系および座標系は以下の通りとする。  

(ア)測地系  ： 世界測地系(日本測地系2000) 

(イ)水平位置座標系 ： 平面直角座標系第XI I 系 

(2)ハードウェアの仕様 

本業務のシステムを構成するハードウェアの仕様は、以下の通りとする。  

①外部サーバ 

外部サーバは、以下を満たしたものを受託者が提案し、委託者が用意する。  

(ア)新システムの動作に必要なスペックを満たしたもの 

(イ)将来的な拡張が可能なもの 

(ウ)必要なセキュリティ対策を講じたもの  

②クライアント用コンピュータ(既存)  

クライアント用コンピュータは、既存のイントラネット PCを用いることを前提とし、本業

務の納品物には含めない。最低限として次の環境で動作するシステムを構築すること。 
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OS Wi ndows10

CPU I ntel corei 5、動作周波数2. 70GHz

メモリ 3. 84GB 

ディスプレイ 解像度1920×1080ドット

ブラウザ 以下のブラウザが正常に動作すること。  

・ Mi crosoft I nternet Expl orer ver. 11

(3)セキュリティ要件 

本業務を実施するにあたり、委託者の「 情報セキュリティ対策ガイドライン」 を順守し、以下

項目について対策を講じること。  

①開発および運用環境の分離 

システム開発を行う環境は、現行稼働している運用環境、他の情報システムおよびネット

ワークに影響を与えないよう、可能な限り、物理的に別の環境を受託者が用意し実施するこ

と。 

②セキュリティテストの計画・ 実施 

開発工程ごとの単体テスト、結合テストおよび総合テストなどの段階で、プログラムの実

行権、関連ファイルのアクセス制御機能、入出力チェック機能等セキュリティに関わる項目を

テスト計画書に明記し実施すること。 

③テストデータの保護 

テストデータは、個人情報が含まれる情報の使用は不可とする。使用する場合はその都度、

委託者の承認を得ること。また、使用後は直ちに開発環境から削除すること。  

④ユーザ認証に関する要件 

新システムへのアクセスは、ユーザIDおよびパスワード（ 英数字混在、ランダム、16桁

以上） により行うものとすること。  

⑤アクセスログに関する要件 

ログ収集機能を搭載し、サーバのログ出力機能を用いて、新システムの運用に必要なログ

を収集すること。  

⑥アクセス端末の制御に関する要件 

不特定多数の端末からアクセスするのを避けるため、IPアドレスによるアクセス制御を行

うこと。  

８． 本業務の実施内容

受託者は以下の全ての項目に対応し、新システムの構築を実施すること。なお、本業務に必要

な現システムは受託者が現サーバから収集および解析し、必要なソフトウェアは受託者が用意す

ること。 

(1)新システムの基本条件・ 機能要件 

本業務の新システムの要件は、別紙1に定める現システムの内容を全て満たすものとし、不

足する要件がある場合は、要件に適合するようカスタマイズ等の対策を施した上で納入するこ

と。 
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(2)処理速度の向上 

現システム以上の処理速度の向上を図ること。  

(3)ユーザーインターフェイス 

使いやすいユーザーインターフェイスをデザインすること。  

(4)現システムのデータ移行 

現システムの以下に示すレイヤーは、SHAPE形式のデータまたはPostgreSQL によるデータ

ベースで保存されている。受託者の責において新システムで確実に動作するよう移行すること。 

また、年度別に新たに追加することがあるため、追加更新できるようにすること。  

分類 レイヤー データ形式 
ファイル名 

テーブル名 
作成年度 

一般 小学校、中学校 PostgreSQL 

school データ

ベース 

school  2011～2018

通学区域(小学校) 

通学区域(中学校) 

tsuku 2011～2018

指定変更区域(小学校)

指定変更区域(中学校)

shi hen 2011～2018

単位町内会、連合町内

会 

chonai  2011 

施設、公園 publ i c 2011 

背景図 道路網 PostgreSQL 

school データ

ベース 

roadl i nk 2011～2018

道路網構成点 node 2011～2018

街区代表点 gai ku 2011～2018

条丁目 j ochokai  2011 

信号 si gnal  2011 

区界 SHAPE形式 regi on_ku. shp 2011 

条丁目 poi nt_ j ocho. shp 2011 

信号 poi nt_si gnal . shp 2011 

境界 l i ne_border. shp 2011～2013

街区境界 l i ne_ town. shp 2011～2013

建築物 regi on_bui l di ng. shp 2011～2013

ラスタ図(1/7500) 

ラスタ図(1/15000) 

ラスタ図(1/25000) 

TI F形式 map_7500a. ti f  

map_7500b. ti f  

map_15000. ti f  

map_25000. ti f  

2011～2013

主題図 人口集計 PostgreSQL 

school データ

ベース 

pop 2011～2018

児童生徒数 tsuku 2011～2018

学級数 tsuku 2011～2018

※popには、住民基本台帳データの住所、年齢、性別、外国人可否の付加情報を有している。  
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９． 新システムの追加機能

現システムに搭載されている機能のほか、以下の機能を新システムに新たに搭載すること。 

(1)通学区域等のレイヤーに統計区を重ねて表示する。  

※統計区は、公開されている統計区の範囲と委託者が貸与する統計区域図から、受託者が 

作成すること。 

(2)統計区別の児童生徒数から推計人口を算出する。  

※算出方法は、委託者が指示する算出方法を用いること。  

(3)統計区と通学区域の不一致箇所(例：「 山の手小学校」かつ「 統計区7002」 )の児童生徒数を集

計する。 

(4)通学区域等のレイヤーにWebサイト上で提供されている地図(別紙2ラスタ図のような外観)

を重ねて表示する。 

※地図は、ライセンス料等の継続費用が発生しないものを受託者が選定し、委託者の承認を 

得ること。  

(5)通学区域等のレイヤーに航空写真を重ねて表示する。 

※航空写真は、ライセンス料等の継続費用が発生しないものを受託者が選定し、委託者の承 

認を得ること。  

(6)クリックした地点の現地写真を360度見渡すことができるようにする。 

※実現方法は、ライセンス料等の継続費用が発生しないものを受託者が選定し、委託者の承 

認を得ること。  

(7)表示されている地図の中心がどの通学区域に該当するかを表示する。  

(8)学校の築年数や統廃合等の付加情報を表示する。  

※付加情報は、委託者が貸与する学校施設管理台帳(Excel 形式)から受託者が作成すること。 

(1学校あたり 50項目程度、小学校201校、中学校97校) 

(9)学校の築年数別に通学区域を色分け表示する。 

(10)小学校および中学校の通学区域を同時に表示した場合、重なった線を見やすくする。  

(11)通学区域の表示色について、全部または一部を選択可能とし、着色状態を保存できるように

する。  

(12)通学区域の強調表示の表示色について、全部または一部を選択可能とし、着色状態を保存で

きるようにする。  

(13)通学路の表示色について、全部または一部を選択可能とし、着色状態を保存できるようにす

る。 

(14)同心円距離の表示色について、全部または一部を選択可能とし、着色状態を保存できるよう

にする。 

(15)主題図(児童生徒数、学級数)のレンジ(数値的範囲)および表示色を選択可能とし、着色状態

を保存できるようにする。また、着色状態の凡例を動的に生成する。  

(16)選択した学校(クリックした地点)から、道のり 2km(任意の距離以上)以降の範囲を着色する。 
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１０．システムセットアップ

新システムを稼動させるための必要事項を以下に記載する。  

(1)データ加工調整 

新システムに投入するための貸与するデータ、ならびに本業務において使用するデータに

ついて、フォーマット変換、座標系や測地系の統一、図郭関連の調整、データ項目の調整、デ

ータベース設定など、新システムにデータを投入できるよう、必要な調整･加工作業を行うこ

と。  

(2)システムインストールおよび環境設定 

本業務で使用する機器について、新システムを運用可能な状態にするために次の各種設定作

業を行うこと。  

①オペレーティングシステムの初期設定(外部サーバ)  

②ユーザの登録及びアクセス権の設定 

③データ投入 

(3)動作確認 

環境設定を終えた新システムが正しく動作するかどうか、次の観点で確認を行い、不具合が

生じた場合には速やかに修正すること。  

①各パソコンのソフトウェアの起動、終了 

②サーバクライアント間の接続状態及びユーザ認証 

③システムの表示状態 

④ソフトウェアの各機能の動作状況 

１１．作業場所

システムの設計・ 開発等の作業は、原則として受託者の事務所内で実施すること。  

１２．作業実施体制

(1)本業務の作業実施体制を提示し、委託者の承認を得ること。 

(2)本業務の責任者として、プロジェクト全体を十分に管理可能な者を置くこと。  

(3)本業務を円滑に遂行させることが可能な能力のある担当者を配置すること。  

(4)プロジェクト責任者及び担当者の責任及び権限を明確にし、本業務への参画度、参画時期に

ついて明確にすること。  

(5)通常および緊急時において迅速な連絡を可能とすること。  

１３．各種テストの実施

開発状況、成果品の確認のために、以下に示す各種テストを実施すること。  
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工程 
実施主体 

内容 テスト環境 
委託者 受託者 

単体テスト  監理 実施 
作成したプログラムを対象とし

たテストを行う。  
受託者の開発環境 

結合テスト  監理 実施 プログラム間のテストを行う。 受託者の開発環境 

総合テスト  監理 実施 

システム機能全体のテスト (機

能、性能、セキュリティおよび

運用等)を行う。  

受託者の開発環境 

および本格運用環

境 

受入テスト  実施 支援 
総合テストのテスト項目の一部

を委託者が実施する。  
本格運用環境 

１４．操作マニュアルの作成

使用者が新システムの利用方法を習得できるように、新システムの取り扱いに関する操作マニ

ュアル作成すること。  

１５．操作研修会の開催

新システムの運用体制を円滑に移行できるように、マニュアル等を用いて以下に示す研修を実

施すること。  

内容 対象者(想定受講者) 方式 想定回数 

システム操作研修 一般職員(8人) 集合方式 1回 

研修は委託者が提供する会場で実施することとし、機材(プロジェクター、スクリーン、レーザ

ーポインター等)は、委託者からの貸出を可能とする。パソコン(デモ実演を行う場合)、各種資

料(研修人数分)は受託者が用意すること。  

１６．運用保守マニュアルの作成

各種データの更新やバックアップ等のメンテナンス作業が行えるよう運用保守マニュアルを

作成すること。 

なお、新システムの運用および保守業務については、別途委託予定である運用保守業者が実施

する。  

１７．打合せ協議

受託者は、以下の報告会とともに適宜打合せ協議を実施することとし、議事録の作成及び懸案

事項の管理は受託者が行うこと。  

(1)定例報告会 

原則として、月に1回、作業状況の報告会を実施すること。  

(2)臨時報告会 
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緊急を要する報告に関しては必要に応じて実施すること。  

１８．貸与品

本業務の貸与品は以下の通りとする。 

(1)現システム 一式(受託者が現サーバから収集する) 

(2)統計区域図 

(3)学校施設管理台帳(Excel 形式) 

１９．成果品

本業務の成果品は以下の通りとする。 

なお、成果品のうち委託者が適当と認める場合はその提出を省略することができる。 

(1)ソフトウェア  

①地理情報システム基本ソフトウェア  ： 一式 

②学校適正配置支援アプリケーションソフトウェア ： 一式 

③プログラムソースファイル   ： 一式 

④ソフトウェアの操作説明書   ： 一式 

⑤その他システムに係る操作説明書  ： 一式 

(2)札幌市学校適正配置計画策定支援システム 

①札幌市学校適正配置計画策定支援システム ： 一式 

②操作マニュアル    ： 1部 

③運用保守マニュアル    ： 1部 

(3)その他協議により定めたもの   ： 一式 

以 上 



(別紙1)

全般 ① システムを改変することなく 、Wi ndows7、Wi ndows8、Wi ndows10の各OSで稼働するよう開
発すること。

② 開発言語は、開発元によるサポートが終了または終了が予定されている言語を採用しない
こと。

汎用性 ① 動作する機器が特定のメーカや機種に限定されないこと。

② 他の地理情報システムとデータ交換が可能であること。

動作環境 ① 別記の使用予定のハードウェアの性能で動作すること。

② クライアント側のOSはWi ndows7、Wi ndows8、Wi ndows10のいずれでも動作すること。

③ 将来的に技術の進展やOSのアップグレードに沿ったバージョンアップ対応が可能なシステ
ム構成であること。

④ クライアント／サーバ構成のデータ管理に対応できること。

導入実績 ① 官公庁で利用実績のある基本ソフトウェアであること。

② 継続的にバージョンアップによる改良が行われている製品であること。

拡張性 ① データ量や、端末数・ 利用者が増加した場合に、基本ソフトを変更することなくシステム
の規模を柔軟に拡大できる製品構成であること。

② 配布可能な無償のデータビューアソフトが用意されていること。

③ 他分野の業務へ応用できる汎用性のあるシステムであること。

サポート ① 基本ソフトに関して、インターネット上に仕様、データ定義及び利用方法が公開されてい
ること。

セキュリティ
対策

① アプリケーション上で、ログイン・ 機能制限等の認証処理の設定すること。

保守料 ① 次年度以降の保守サポートは下記内容を想定しており、本業務の受託者と別途協議して決
定する。

ア）操作質問対応（ 電話・ 電子メールを基本とし、必要に応じて訪問）

イ）システム障害発生時の原因特定及び復旧処置（ ハードウェアの修理代金を除く ）

ウ）個人情報を除くデータとシステム環境のバックアップ

エ）住民基本台帳から抽出する約230, 000件のアドレスマッチング（ 建物位置を表す号レベル
で年1回）

オ）背景とする札幌市現況図の更新(年1回)

地図表示 ① DMデータなどベクトル地図データの表示（ 点、線、面）

② ラスタデータの表示

③ あらかじめ指定した特定のレイヤに関する表示／非表示切り替え、表示順序の入れ替え

④ あらかじめ指定した特定のレイヤに関して表示縮尺に応じた表示／非表示の自動制御機能

⑤ 範囲指定による、任意範囲の地図表示

⑥ 縮尺または幅を指定した地図表示

⑦ メイン地図と全体図を対比させ、メイン地図の表示位置を全体図に表示する機能

⑧ あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、その属性値に応じた色分けを行う機
能

⑨ あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、その属性値に応じて表示設定（ 塗り
および線の色） を変更できる機能

基

本

条

件



ラベル表示 ① あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、地名や施設名、数字などを地図上に
文字・ 数値で表現するラベル表示

検索 ① あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、数値検索・ 文字データのあいまい検
索（ 部分一致） ・ AND及びORを用いた複数条件検索

② あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、地図上で1点指定または円、矩形に
よる範囲指定により、その範囲にかかる属性データの抽出表示

集計 ① あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、選択地物の数値属性をExcel で集計
できるようCSV形式でのデータ出力機能

計測 ① 地図画面上で指定する2点間で経路検索を行い、経路距離及び移動時間計測を行うことが
できる機能

印刷 ① 画面上で表示した状態を印刷

データ入出力 ① ベクトル形式の地図データインポート／エクスポート（ 中間ファイルの経由も可とす
る。） が可能なこと（ SHAPE形式）

② 総務省統計局の「 政府統計の総合窓口」 でダウンロード提供されている各種統計情報のイ
ンポート（ 中間ファイルを経由したインポートも可とする。） が可能なこと(SHAPE形式)

③ 画面表示している地図の選択した範囲を画像データで出力サイズを指定した上でエクス
ポートが可能なこと

④ あらかじめ指定した特定のレイヤと属性値に関して、属性テーブル上のレコードまたは絞
り込まれたレコードのエクスポート（ カンマ区切りテキストまたはCSV)が可能なこと

⑤ X, Yの座標値を持つテキストデータのインポート及び地図展開（ ポイントデータ） が可能
なこと

学校配置支援
機能

① 条丁目の指定による該当学区表示機能

② 学校名の指定による該当学区表示機能

③ 学校の築年数や統廃合等の付加情報の編集

④ 通学路の学校別色分け表示

⑤ 住所の指定による通学すべき学校の検索

⑥ 任意に指定した場所から、通学区域内の学校または任意に指定した学校までの最短ルート
の自動距離及び時間計測、並びに表示（ 通学路から外れた場所を選択した場合は、最も近
い通学路に進んだのち、通学路を進むルートを自動で選択し計算できる仕様とする。時間
の計測は速度を任意で選択し、計算できる仕様とする。）

⑦ 指定した学校を中心とする指定距離円の表示、及びそこに含まれる人口の年齢別集計（ 各
歳、児童•生徒・ 未就学児童ごと、5歳階級別、男女別をそれぞれExcel 形式またはで出力
できる仕様とし、表示地図上で分布状況が視覚的に把握しやすい表現とすること。別紙2
参照）

⑧ 任意に指定した範囲に含まれる人口の年齢別集計（ 各歳、児童•生徒・ 末就学児童ごと、5
歳階級別、男女別をエクスポート（ Excel形式またはCSV)できる仕様とし、表示地図上で
分布状況が視覚的に把握しやすい表現とすること。）

⑨ 上記の年齢別等の人口集計結果をもとに、規模によって色分け表示した学区単位のコロプ
レスマップの表示（ 色分け表示については、小中学校別に児童数、学級数2通りについて
対応できるようにすること。）

⑩ 各小中学校単位の通学区域内における、各歳ごと(15歳末満） 、児童•生徒・ 未就学児童ご
と、5歳階級別、男女別の人ロデータの一括集計

⑪ 過去複数年(3年以上） のデータ（ 背景及びユーザデータ） 管理

その他地域分
析機能

① 各小中学校からの、指定した一定距離ごとの同心円の作成

機

能
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