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1 一般仕様                                                                
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1.1 調達内容                                                                      

1.1.1 件名                                                                        

上下水道管路情報WEB 公開システム構築業務委託 

1.1.2 履行期間                                                                     

契約の日から令和 3年 3月 31日までとする。 

1.1.3 本業務の背景                                                                

現在、家の新築や改築等を行うにあたり、上下水道管の引き込み工事を行う際に必要となる

「上下水道の本管及び取付管等の情報」（以下「上下水道管路情報」という。）を当局の給排水

設備課及び各営業所の窓口にて不動産関係業者や市指定工事業者等に情報提供している。

しかし、近年上下水道管路情報の提供件数が年々増加しており、当局の業務量増加の一因と

なっている。 

そこで、必要な上下水道管路情報を不動産関係業者や市指定工事店等に対して、WEB 公

開システムを構築し公開することにより利用者の利便性の向上と業務の削減を図っていく。この

ため、不動産業者等が操作することを考慮し、操作性や閲覧画像はシンプルにし、レスポンスの

優れたWEB公開システムの構築を目指す。 

ただし、今回公開する上下水道管路情報の中には水道メータ情報、下水管の民地内の桝等

の情報が含まれており、これらの情報は本市においては個人情報として取り扱っている。このた

め、WEB サイトのネットワーク環境の構築や利用者への情報提供にあたっては、高いセキュリテ

ィ性を確保する必要がある。 

1.1.4 本業務の目的                                                                  

本件は、前述に記載の状況を踏まえ、発注者が運用している上下水道マッピングシステムの

データを活用して不動産業者等向けの利用目的に適した上下水道管路情報の WEB 公開シス

テムとして構築するものである。 
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1.2 権利帰属                                                                         

1.2.1 成果物の所有権                                                                   

受注者が本契約に従い発注者に納入する成果物の所有権は、受注者から発注者へ当該成

果物が納入されたときに、受注者から発注者へ移転するものとする。 

1.2.2 成果物の著作権等                                                                

本契約にあたり作成されたドキュメントその他の本件業務の遂行に必要な書面及びプログラ

ム等の成果物の著作権等の取り扱いは、以下のとおりとする。 

本件成果物の著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条（複製権）、第 26 条の２（譲渡

権）、第 26 条の３（貸与権）、第 27 条（翻訳権、翻案権等）及び第 28 条（二次的著作物の利

用に関する原著作物の権利）に規定する権利を当該成果物が納入されたときに、発注者に無

償で譲渡するものとする。但し、本件成果物のうち受注者が本契約日前より保有するものの著

作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者の業務遂行上の必要な範囲で、発注

者に無償で複製、使用することを許諾するものとする。 

また、本件成果物のうち発注者に権利譲渡した部分につき、事前の書面による発注者の承

諾がある場合は、無償で著作権法に基づく諸権利（複製権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権

等、二次的著作物の権利に関する原著作物の権利）を行使することができるものとする。 

受注者は著作権法第 20 条（同一性保持権）については、権利を行使しないものとする。また、

当該権利不行使については、本業務委託終了後も継続するものとする。 

受注者は、発注者が本件業務の成果物を用いて業務を実施するにあたり、本件業務に関連

して受注者が保有する産業財産権により、発注者に対して、自らの権利侵害であると主張しな

いことを保証すること。また、受注者の従業員についても、権利侵害の主張をさせないことを保

証すること。さらに、受注者が当該産業財産権を第三者に継承させる場合は、受注者は、当該

継承人から発注者に対し、権利侵害の主張をさせないことを保証すること。 

本件成果物が第三者の著作権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合

は、受注者は発注者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。また、受注者

の責任と負担においてこれを解決しなければならない。但し、当該侵害が発注者の責に帰すべ

き事由による場合はこの限りではない。 

受注者は、本件業務の遂行にあたり、特許権の対象となるべき発明その他の産業財産権の

対象がある場合は、書面にて発注者に通知しなければならない。また、当該特許等の取得のた

めの手続及び権利の帰属等に関する詳細は、発注者と受注者と協議して定める。 
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受注者が従前から有していた特許権等をソフトウェアに利用したとき、又は前述した受注者に

帰属する特許権がソフトウェアに利用されたときは、発注者は当該ソフトウェアを利用するために

必要な範囲で、当該特許権等を利用することができる。また、利用することができるものについ

ては、本業務委託終了後も継続するものとする。 

本件業務を実施するにあたり、第三者の作成したソフトウェアを利用する必要が生じた場合は、

受注者の責任により、当該第三者との間でライセンス契約の締結等必要な措置を講じることと

する。また、当該契約等の不備で第三者との間に産業財産権の侵害に関する紛争が生じた場

合は、受注者は発注者に対し、その事実関係を速やかに報告しなければならない。また、受注

者の責任と負担においてこれを解決しなければならない。但し、当該侵害が発注者の責に帰す

べき事由による場合はこの限りではない。 
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1.3 保証及び責任                                                                        

1.3.1 第三者ソフトウェアの利用                                                                  

受注者は、本業務遂行の過程において、WEB 公開システムを構成する一部として第三者ソ

フトウェアを利用しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソ

フトウェア利用のメリット及びデメリット、その利用方法、並びに品質及び WEB 公開システムへの

適合性その他についての調査結果等の情報、さらにはそれらの情報を情報処理技術の専門家

として検討・評価した結果を書面により提供し、発注者に第三者ソフトウェアの利用を提案するも

のとする。なお、FOSS(Free Open Source Software)の利用についても同様の扱いとする。 

1.3.1.1 利用の採否                                                     

発注者は、「1.3.1 第三者ソフトウェアの利用」による所定の受注者の提案を基に、第三者ソフ

トウェアの採否を決定する。 

なお、FOSS(Free Open Source Software)の利用についても同様の扱いとする。 
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1.4 一般条項                                                                        

1.4.1 協議による紛争解決                                                                  

本契約に関し、発注者及び受注者間に紛争が生じた場合、発注者及び受注者は紛争解決

のため「1.4.4.4 会議体制」に示す臨時協議会を開催し協議を十分に行わなければならない。 

臨時協議会における協議で発注者及び受注者間の紛争を解決することができない場合、裁

判その他の紛争解決手続をとろうとする当事者は、相手方に対し紛争解決のための権限を有

する代表者又は代理権を有する役員その他の者との間の協議を申し入れ、誠実に協議を行う

ことにより紛争解決を図るものとする。 

1.4.2 合意管轄                                                                  

本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合には、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

1.4.3 定めのない事項等                                                                     

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い発注

者及び受注者で協議し、円満に解決を図るものとする。 

1.4.4 作業要件                                                                 

1.4.4.1 プロジェクト管理                                                

本業務の実施にあたり、以下の管理項目でプロジェクト管理を実施すること。 

プロジェクト管理体制の具体的な手順及び品質管理の進め方について提案すること。なお、

プロジェクトの進捗管理は、プロジェクトの作業項目や関連項目をわかりやすくするために

WBS(Work Breakdown Structure)を作成し、発注者に提出すること。なお、詳細な管理手順及

び報告様式については発注者と協議の上、決定すること。 

A 進捗管理  

プロジェクトが想定したスケジュールのとおりに進捗しているかを管理する。 
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B 調整事項管理  

調達仕様書、プロジェクト実施計画書、ＷＢＳ等に変更のない事項や定めのない事項で、

発注者と受注者の間で依頼、確認、ルール化した事項等に関し、調整事項として取りまとめ

て管理する。 

C 成果物管理  

プロジェクト実施計画書に定義された様々な成果物（プロジェクト計画書、ＷＢＳ、各種報告

書、システム設計書類、ソフトウェア等）が、どのような状態であるかを管理する。 

D 変更管理  

プロジェクトの実行において、一旦、完了した成果物（プロジェクト計画書、ＷＢＳ、各種報告

書、システム設計書類、ソフトウェア等）に変更を加える必要が発生した場合、当該変更が妥

当か、影響範囲はどの程度か管理する。 

E 情報セキュリティ管理  

情報の適切な保護及び管理のために必要な措置が講じられているか管理する。 

F リスク・課題管理  

プロジェクトを推進するにあたり、品質や、進捗を阻害するようなリスク・課題がないかどうか

を把握し、当初作成されたプロジェクト実施計画から、ずれることのないよう管理する。 

1 リスク 

今後プロジェクト推進の阻害要因になりうると想定される事象をいう。 

2 課題 

既にプロジェクト推進の阻害要因と認識された事象をいう。 

G 品質管理  

プロジェクトの成果物（プロジェクト計画書、WBS、各種報告書、システム設計書類、ソフトウ

ェア等）が、当初期待した品質のとおりに作成されているかを管理する。 
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H 貸与等管理  

業務マニュアル等プロジェクト推進に必要な文書を業者へ貸与した場合の貸与物を確実

に管理する。 

1.4.4.2 作業場所                                                     

A 会議、レビュー等  

設計等の打合せやレビュー、進捗会議及び研修等については、原則として、発注者の会議

室で実施すること。 

B アプリケーションの設計・開発  

受注者の事業所内で実施すること。 

C 検証環境及び本番環境におけるテスト  

本システムの検証環境及び本番環境のサーバは発注者が別途指定するデータセンター内

に設置する。検証環境及び本番環境における総合テスト、受入テスト支援及び運用テストの

作業場所については、発注者施設内に用意するが、これらの場所に物品等を設置する場合

は、発注者との協議を行うこと。ただし、局外ネットワークを利用した各種テストにおいては、

受注者にて必要な機器等を用意すること。 

1.4.4.3 本業務に必要な設備及び消耗品の負担                                

A 発注者が準備する設備及び消耗品等  

本業務に使用する設備及び消耗品等のうち、発注者が準備及び負担するものを以下に示

す。 

1 環境  

WEB 公開システム検証環境及び本番環境。 

2 使用料等 

発注者の提供する会議室や電気使用料金等。 
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B 受注者が準備する設備及び消耗品等  

A 以外の本業務に必要な設備及び消耗品等は受注者にて負担すること。 

1.4.4.4 会議体制                                                   

A 定例報告会  

原則として、月に 2回、作業状況の報告会を実施すること。 

B 臨時協議会  

緊急を要する報告及び協議に関しては必要に応じて実施すること。 

C レビュー  

設計、開発及びテストの各工程において、受注者の社内で適正なレビューを実施するととも

に、発注者にレビューを行うこと。 

D 会議の進行、議事録の作成等  

各報告会及びレビュー等の会議の進行、議事録の作成及び懸案事項等の管理は受注者

が行うこと。 

1.4.4.5 作業実施体制                                                  

A 発注者の体制  

発注者の体制は以下のとおりとする。 

担当 役割 

システム管理者 
（技術管理課長） 

プロジェクト計画、課題対応及び成果物等の確認と承認 

システム担当 
（技術管理課管路情報係） 

本業務におけるプロジェクトの進捗 
（作業状況管理、課題管理等） 
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B 情報セキュリティに関する資格  

情報セキュリティに関して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JlPDEC）が認定す

るプライバシーマークの付与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制

度（lSMS）に基づく lSO/lEC27001 認証を取得していること。 

C 品質マネジメントに関する資格  

品質マネジメントに関して、lSO9001 認証を取得又は、CMMl（能力成熟度モデル統合）のレ

ベル 2以上を達成していること。 

D 履行実績  

GlS を使用した上水道又は下水道のマッピングシステム構築業務を履行した実績を有する

こと。 

E 受注者の体制 

本業務の作業実施体制を提示し、発注者の承認を得ること。なお、受注者の体制は以下の

条件を満たすこと。 

1 プロジェクトチームの編成 

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（統括責任者、プロジェクト

マネージャ－）を置くこと。 

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し、チームとして編成し、

チームリーダーを置くこと。 

統括責任者、プロジェクトマネージャ－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化すること。 
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2 資格を持った要員の配置 

受注者は、情報システムの構築に関する高度な知識及び企画能力並びに高度な工程管

理能力を有するものであって、独立行政法人情報処理推進機構（lPA）が認定する情報処

理技術者試験レベル 4（lT ストラテジスト、システムアーキテクト又はプロジェクトマネージャ

ー）、プロジェクトマネジメント協会（PMl ）が認定する PMP（Project Management 

Professional）、特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）が認定する

PMR（Project Manager Registered）、PMS（Project Management Specialist）、一般社団

法人地理情報システム学会（GlSA）が認定する GlS 上級技術者、国家試験による技術士

（情報工学部門又は経営工学部門）又は一般社団法人建設コンサルタンツ協会（JCCA）

が認定する RCCM（Registered Civil Engineering Consulting Manager）（建設情報部門）の

何れかの資格を持ち、受注者と直接的な雇用関係にある要員を配置すること。 

3 体制の変更 

受注者は、原則プロジェクト完了まで継続して続けられる者をプロジェクトマネージャー、チ

ームリーダーとする。ただし、適切な業務が期待できないと発注者が判断した場合は、プロ

ジェクトマネージャー、チームリーダーの変更を要請することがある。 

プロジェクトマネージャー、チームリーダー変更の際は、発注者と協議した上、十分な引継

ぎ期間を設けて、プロジェクトに影響がないよう配慮すること。 

4 発注者とのコミュニケーション 

通常及び緊急時において迅速な連絡ができること。 

1.4.5 本業務の前提条件                                                              

1.4.5.1 契約前の説明                                                 

受注者は、本業務について、契約前に本仕様書に関し発注者の説明を受けるとともに、疑義

があるときは、発注者の指示を受けなければならない。 
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1.4.5.2 提出書類                                                  

A 着手時（各 2部）  

1 委託業務着手届（委託契約関係様式 1）  

2 委託業務工程表（委託契約関係様式 2）  

3 委託業務代理人・技術者選任届（委託契約関係様式 4）  

上記 3点を着手届として綴る。 

4 職務分担・連絡体制表  

B 委託期間中（発生の都度各 2部）  

1 委託業務工程表・現場代理人等変更届（委託契約関係様式 9）  

2 委託業務変更工程表（委託契約関係様式 10）  

3 委託業務代理人・技術者変更届（委託契約関係様式 12）  

4 職務分担・連絡体制表（変更時）  

5 出来高検査申請書（委託契約関係様式 14）  

6 出来高内訳書（委託契約関係様式 15）  

7 会議等議事録  

8 打合せ簿  

C 委託期間中（発生の都度各 1部）  

1 請求書  

2 業務実施計画書  

3 作業報告書及び成果物  

D 完了時（2 部）  

1 委託業務完了届（委託契約関係様式 16）  

E 完了時（1 部）  

1 請求書  

F その他  

1 監督員が指示する書類  
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1.4.5.3 受託条件                                                    

「2.1.1 本業務の範囲」に掲げた業務は全て本契約の範囲内であり、受注者の責任と負担で

全て行うものとする。 

1.4.5.4 プロジェクト計画書の提出                                          

受注者は、プロジェクト計画書を契約締結後すみやかに提出し、発注者の承認を得なければ

ならない。 

プロジェクト計画書に記載された事項を変更する場合についても同様とする。 

1.4.5.5 成果物の提出及び期限                                           

「1.5 成果物」を参照すること。 

1.4.5.6 業務進捗状況の報告等                                          

受注者は、本業務の進捗状況について定期的に発注者に報告するとともに、その進め方・手

法について、発注者と打合せを行わなければならない。 

1.4.5.7 規格の遵守                                                   

受注者は、本業務を行うにあたり JlS 規格等各規格を遵守しなければならない。ただし、あら

かじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

1.4.5.8 成果物等の説明                                                

受注者は、発注者の指定する担当職員に対し成果物等について十分な説明を行わなけれ

ばならない。 

1.4.5.9 立入検査                                                   

発注者は、受注者の管理状況について、受注者の事務所等に立入検査を行うことができる。 

立入検査により仕様に違反する事項が発見された場合は、受注者は発注者の指示に従い

直ちにこれを是正しなければならない。 

この立入検査に要する交通費以外の費用は全て受注者の負担とする。 
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1.5 成果物                                                                         

1.5.1 成果物一覧                                                                    

1.5.1.1 ソフトウェア等                                                  

受注者は、本業務において作成したWEB公開システムのソフトウェア及びソースコードを納入

すること。 

1.5.1.2 設計図書等                                                  

以下の設計図書等の文書又は同等のものを作成し、納入すること。 

項番 資料名 内容 

１ プロジェクト計画書 ・スケジュール 
・体制図 
・設計・開発実施計画 等 

２ 要件定義書 ・業務・機能要件定義 
・システム方式要件定義 
・データ要件定義 
・ユーザインターフェース要件定義 
・外部インターフェース要件定義 
・ネットワーク要件定義 
・ソフトウェア要件定義 
・ハードウェア要件定義 
・情報セキュリティ要件定義 等 

３ 基本設計書 ・システム機能設計 
・データベース論理設計 
・ファイル論理設計 
・コード設計 
・画面設計 
・出力設計 
・システムメッセージ設計 
・外部インターフェース論理設計 
・システム性能設計 
・セキュリティ設計 
・運用設計 等 

４ 詳細設計書 ・システム機能詳細設計 
・データベース物理設計 
・ファイル物理設計 
・画面詳細設計 
・出力詳細設計 
・システムメッセージ設計 
・システムメッセージ一覧 
・システム構成（物理モデル） 
・ネットワーク構成（物理モデル） 
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・外部インターフェース設計（物理モデル） 
・システム性能設計 
・セキュリティ設計 等 

５ テスト仕様書・報告書 ・テスト実施計画書（単体、結合、総合、受入） 
・テスト仕様書（単体、結合、総合、受入） 
・テスト結果報告書（単体、結合、総合、受入） 

６ 移行計画書・報告書 ・データ変換・移行計画書・報告書 
・教育・研修計画書・報告書 

７ 運用保守マニュアル ・体制、役割分担 
・監視 
・セキュリティ管理 
・バックアップ管理 
・システム操作管理 
・構成管理 
・変更管理 
・リソース管理 
・障害管理 等 

８ システムの運用管理に関する規定 ・管理体制及び管理者等の職務 
・運用手順 
・記録媒体の管理 
・ドキュメントの管理 等 

９ 操作マニュアル ・操作説明 
・画面説明 
・出力説明 等 

１0 議事録 ・各会議における議事録 

1.5.2 納品条件                                                                      

1.5.2.1 納入期限                                                   

最終納入期限は令和 3年 3月 31日とする。 

1.5.2.2 プログラム及びモジュールの受渡媒体、部数                                  

電子媒体（CD 又は DVD）で正本 1部、副本 1部とする。 

1.5.2.3 設計図書等の文書類の受渡媒体、部数                                  

正本 1部、副本 1部、電子媒体（CD 又は DVD）で 2 部とする。 

1.5.2.4 納品場所                                                   

名古屋市上下水道局技術本部計画部技術管理課とする。 
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1.5.3 検収                                                                       

受注者は、「1.5.1 成果物一覧」に示した各成果物について「1.5.2.1 納入期限」に示す納入

期限までに成果品リストとともに提出すること。その際、受注者の社内において実施した検査報

告書も併せて提出すること。発注者は、提出された成果物又はドキュメント類等を速やかに精査

し、書面にて受理した旨を受注者に通知すること。 

発注者は成果物の内、本件ソフトウェアについて本仕様書と合致するか否かを点検し、これ

に適合する場合、検査合格書に記名押印の上、受注者に交付するものとする。また、発注者は、

本件ソフトウェアが本仕様書と合致しない場合、受注者に対し具体的な理由を明示した書面を

速やかに交付し、修正又は追完を求めるものとし、その理由が認められるときには、受注者は協

議の上定めた期限内に無償で修正して発注者に納入し、発注者は必要となる範囲で所定の検

査を再度行うものとする。なお、検査合格書の交付をもって、本件ソフトウェアの検収完了とす

る。 
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2 システム仕様                                                               
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2.1 委託内容                                                                  

2.1.1 本業務の範囲                                                                

本業務の委託範囲は、以下のとおりとする。 

なお、各内容の詳細については、本仕様書の該当箇所を参照すること。また、本業務範囲内

で本仕様書、発注者と受注者の協議の上で決定された事項に基づき実施された作業並びに成

果物について明らかな瑕疵がある場合、一部又は全部が履行されない場合及びサービスレベ

ルに満たない場合は、速やかに原因を究明し無償にて対応を行うこと。なお、原因が本業務以

外の外的なものである場合は、その理由及び対策案を可能な限り発注者に提示し、発注者の

指示を受けること。 

2.1.1.1 システム開発                                                   

A システム開発に必要となる業務  

発注者が運用している上下水道マッピングシステムが保有するデータを抽出、加工し、「２シ

ステム仕様」に示す各項目において発注者が提示する機能及び WEB 公開システムの構築

に係る基本設計及び詳細設計、システム開発及びシステムテスト等、本システムの開発工

程において必要な業務を行うこと。発注者が運用している上下水道マッピングシステムの仕

様は以下のとおりである。 

GlS エンジン Smallworld myWorld 

用途 クライアントサーバ WEB系 

同時使用ライセンス 参照系：19 

更新系：12 

110 

トポロジー構造 トポロジー構造 非トポロジー構造 

画像オブジェクト ベクター形式 ベクター形式、ラスター形式混在 

プログラミング言語 magik,C 言語 Java スプリクト、Python 

データベース Smallworld データベース PostgreSQL 

B 調整  

開発にあたっては、必要に応じて給排水設備課、各営業所へのヒアリングを実施し、本市の

状況及び意向を十分理解したうえで機能の実現を図ること。 
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C 法改正及び制度改正への対応  

開発期間中において生じる法改正・制度改正等について、情報収集に努めて対応するこ

と。 

D 受注者負担  

設計、開発及び開発環境と検証環境におけるテストに必要となる作業場所、ハードウェア及

びソフトウェア、消耗品及び通信等に係る費用については、受注者の負担とする。 

2.1.1.2 環境構築                                                   

以下の項目は分離調達とし、発注者において別途発注予定の機器賃貸借業務の受注者に

て実施することとする。 

A 機器類の設置及び設定  

機器賃貸借業務において調達したハードウェアの設置、接続及び設定、正常動作の確認。 

B ソフトウェアのインストール及び設定  

機器賃貸借業務において調達したソフトウェアのインストール及び設定、正常動作の確認。 

C 保守計画及びマニュアルの作成  

機器賃貸借業務において調達したハードウェア及びソフトウェアの保守計画及びマニュアル

の作成。

2.1.1.3 システム導入                                                      

AWEB 公開システム安定稼働の確保  

今後の保守業務において、不具合時における要因の所在分析、プログラム修正、ログの取

得・解析などWEB公開システムの安定稼動を確保すること。 

B データ抽出、加工及び導入調整  

発注者が上下水道マッピングシステムから抽出した全てのデータのうち、「2.3.6.3 閲覧デー

タ」に示す必要なデータのみが閲覧できるように加工を行うプログラムを作成し、システム導

入調整を行うこと。 
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2.1.1.4 マニュアル作成及び研修                                            

AWEB 公開システム利用マニュアルの作成  

WEB 公開システムの一般利用ユーザがシステムを容易に利用できるように操作マニュアル

を作成し、別ウインドウ又は別タブで立ち上げ表示できるようにすること。また、ユーザ管理者

用と職員内部利用ユーザ用にも別途操作マニュアルを作成すること。 

BWEB 公開システム運用保守マニュアルの作成  

WEB 公開システムのシステム管理者がシステムの運用保守を円滑に実施できるように、運

用保守マニュアルを作成すること。 

C 操作及び運用研修  

職員利用者向けに WEB 公開システムの操作及び運用管理方法等に関する研修を行うこ

と。 
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2.2 本業務の基本方針                                                              

2.2.1 システム化の基本方針                                                         

WEB 公開システムを構築する上での基本方針を以下に示す。 

2.2.1.1 パッケージソフトウェアの活用                                       

品質、安定性、納期等の観点からパッケージソフトウェアを最大限活用し、WEB 公開システ

ムを構築する。 

2.2.1.2 カスタマイズ等                                                

機能の実現にあたりカスタマイズを要する場合、開発に係る費用が最小となり、かつ運用開

始後の保守費用も最小となるシステムとする。 

2.2.1.3 オープンな標準規格の採用                                        

メーカー独自の技術は最小とし、可能な限り国際規格・日本産業規格等のオープンな標準

規格に基づく技術を採用したシステムとする。 

2.2.1.4 ウェブアクセシビリティ                                                

A 適合レベル  

本件において作成するウェブコンテンツは、「上下水道局公式ウェブサイトのウェブアクセシビリ

ティ方針」に従い JlS X 8341-3:2016 のレベル AA に準拠すること。なお、発注者が別途提供

する「名古屋市ウェブサイトアクセシビリティガイドライン」を参考とすること。詳細・正確な内容に

ついては、「JlS X 8341-3:2016」、「WCAG2.0 解説書」、「WCAG2.0 実装方法集」も併せて参

照すること。 

B 確認の実施  

HTML,CSS の雛形作成段階において、受注者にて達成基準への対応状況の確認を実施し

すること。ツールによる判定が可能な項目については、ツールを用いた上で、そのツール名を記

録すること。 
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C 試験の実施  

導入前に JlS X 8341-3:2016 に基づく試験を受注者にて実施すること。受注者は試験結果

について発注者に説明を行い、その了承を得ること。試験の実施においては、ツールによる判定

だけでなく人間による判断も行うこと。 

D チェックリストの提出  

ウェブアクセシビリティ基盤委員会（https://waic.jp/）が公開している「JlS X 8341-3:2016

試験実施カイドライン2016年4月版」の「3.1達成方法及びその検証方法を特定できる技術的

根拠を示す方法の例」、「3.2 達成基準チェックリストの例」を参考にして受注者が実施した、実

装チェックリスト及び達成基準チェックリストを発注者へ提出すること。 

2.2.1.5 操作・利便性                                                 

A システム全体  

操作しやすく、誤動作させにくい画面構成とする。 

B 一般利用ユーザ用  

複数の属性データを表示させたまま PDF等で出力できるようにすること。またタブレット端末で

も使用できるようにWEB ページ及びWEB公開システムは、レスポンシブデザインとすること。 

C 職員内部利用ユーザ用  

局内ネットワーク上においても局職員が WEB 公開システムと同様のシステムが利用できるよ

うにすること。 

2.2.1.6 安定したレスポンスの維持                                         

繁忙期及び稼動数年後においても安定したレスポンスを維持するシステムとする。 

2.2.1.7 ライフサイクルコストの抑制                                         

業務内容や運用体制の変更に対し、柔軟性、拡張性及び保守運用性の高いWEB公開シス

テムとすることにより、運用開始以降の運用保守費用及びシステム改修費用等のライフサイク

ルコストの抑制を図る。 

2.2.1.8WEB 公開システムの運用期間                                         

上下水道マッピングシステムからデータの抽出及び加工を行うことから、上下水道マッピング

システムと同期間（令和１４年３月３１日まで）以上の継続的なサポートを保証すること。 
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2.3 システムの概要                                                               

2.3.1 上下水道マッピングシステムから加工及び移行する主なデータ

上水 メータ 約 80 万件 

給水管 約 78万件 

メータ以降管 約 9.3 万件 

配水管 約 8044ｋｍ 

消火栓 約 4.5 万件 

仕切弁 約 13.5 万件 

空気弁 約 300 件 

オフセットデプス 約 28 万件 

下水 人孔（汚水） 約 21.3 万件 

管渠（汚水） 約 7787ｋｍ 

桝（取付桝） 約 47.6 万件 

取付管（取付桝） 約 47.6 万件 

オフセットデプス 約 37 万件 

家形 家形 約 77 万件 
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2.3.2 システム関連図                                                                

本システムの構成及び本業務の対象の範囲を以下に示す。 

2.3.3 出力想定件数                                                               

 上下水道管路情報の出力想定件数は、年間 60,000件とする。これは、年間の複写枚
数とＦＡＸ件数より算出した値である。
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2.3.4 システムの利用要件                                                             

閲覧システムで想定する端末、利用者区分等を以下に示す。 

ユーザ 
区分 

管理ユーザ 
登録ユーザ

職員内部 
利用ユーザ

一般利用ユーザ 
(不動産業者等) 

利用端末
職員用個人デスクトップ端末 
職員用個人ノート端末 

デスクトップ端末 
ノート端末、タブレット端末 

システム 
運用 

局内ネットワーク運用 インターネット利用

WEB 
ブラウザ 

lnternet Explorer 
Google Chrome 
Microsoft Edge 
Ｓａｆａｒｉ 

利用場所
技術管理課 
給排水設備課 

技術管理課 
営業部 

登録ユーザ住所 
タブレット端末使用場所 

閲覧同時
アクセス 

 5 アクセス 20 アクセス 

利用 
時間帯 

平日の 
8:45～17:30 

8：45～19：00（予定） 
（土日祝日・年末・年始除く） 
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2.3.5 管路等表示の例                                                                 

2.3.5.1 上水道                                                                     

WEB 公開システムの上水道管路において使用する、栓弁類等の代表的なシンボル仕様を

以下に示す。ただし、寸法はすべて縮尺 1/500 で扱う際のものである（単位：m）。 
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2.3.5.2 下水道                                                    

A 管路シンボル

WEB公開システムの下水道管路において使用する代表的なシンボル仕様を以下に示す。た

だし、寸法はすべて縮尺 1/500 で表示した際のものである（単位：mm）。 

種別 名称 記号

枝線管渠

幹線管渠

真形管渠
（内径1500mm以上）

起点管渠

上乗せ管渠

管渠

ライン仕様　0.5（線幅）

1.4
2.5

0.7
3.0

内径幅
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B マンホールシンボル  

WEB 公開システムにおいて使用する代表的なマンホールのシンボル仕様を以下に示す。た

だし、寸法はすべて縮尺 1/500 で扱う際のものである（単位：mm）。 
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2.3.6 出力図面の例                                                                 

2.3.6.1 上水道                                                                     

1.40
1.2 0

1
.40
1.0 0

1.20
1
.0
0

1.1 0
1 .00

1.30
1.101.30

1.10

1.50
1.00

1.40
0.90

1. 20
1.10

1 .40
0
.9
0

1.3 0
1
.1
0

1.70
0.80

1 .20
0.8 01.1 0
1
.10

58 DAL

58 DAL 150

58
DA L

1 50

58
DAL

1 00

H 14
DK LP

100

H1 DKL

H 1
D KL

1 00

58 DAL 100

58 DAL 100

0 5 10 15 20   m25

1:500

出図年月日：
名古屋市上下水道局

Ｌ－ソ－１４ 3564／ Ｌ－ソ－１４ 3564／

Ｌ－ソ－１４ 3564／Ｌ－ソ－１４ 3564／

2019年08月05日
※これはイメージ図です

L-ｻ‐99/8888  L-ｻ‐99/8888 

 L-ｻ‐99/8888  

不許複製
利用規約より：名古屋市上下水道局は、利用者が本図面の利用
したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与
えた損害について、その損害が直接的又は間接的かを問わず、
一切の責任を負いません。

上水本管
口径：100mm
管種：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　

水道メーター
口径：50mm

給水管
管種(道路部)：20mm
口径(道路部)：PP

利用者：〇〇設備工業　

水道

  L-ｻ‐99/8888  

×

×

×
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2.3.6.2 下水道                                                                     
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（
1 .32）

（1 .45 ）
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（1 .36
）

（1 .36）

（ 1. 30 ）
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（1.41）

（1.41）
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（1.46）

（ 1.41 ）

（1.08）

（ 1.57）

（1 .4

（1.24）
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1:500

出図年月日：
名古屋市上下水道局

Ｌ－ソ－１４ 3564／ Ｌ－ソ－１４ 3564／

Ｌ－ソ－１４ 3564／Ｌ－ソ－１４ 3564／

2019年08月05日

L-ｻ‐99/8888 L-ｻ‐99/8888 

L-ｻ‐99/8888 L-ｻ‐99/8888 

下水道

不許複製
利用規約より：名古屋市上下水道局は、利用者が本図面の利用
したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与
えた損害について、その損害が直接的又は間接的かを問わず、
一切の責任を負いません。 利用者：〇〇ホーム　△△支店　

※これはイメージ図です

下水取付管
口径：150mm
管材質：陶管

下水本管
口径：300mm
管材質：陶管
上流土被り：1.32ｍ
下流土被り：1.36ｍ
排水区分：合流式(1)

×

最終桝
ﾏﾝﾎｰﾙの方位：南
ﾏﾝﾎｰﾙまでの距離：1.3ｍ

×

×
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2.3.6.3 閲覧データ                                                                     

表示するシンボルは、原則上下水道マッピングシステムの縮尺 1/500 で扱うものと同様とす

る。一般利用ユーザと職員内部利用ユーザが閲覧できるデータは以下のとおりである。ただし、

表示方法・データ移行の有無について発注者と調整すること。なお、これら以外のマッピングデ

ータは外部サーバで保持しないものとする。 

種別１ 種別２ 種別３ データ移行 表示方法 

給水装置

メータ 

不明栓、不明栓（籍のみ）、廃止

栓、装置使用区分【廃止】、装置

使用区分【営業データなし】、水

栓番号【0】 

しない  

上記以外のメータ する 全てシンボルコード

を普通メータ（屋

外）として表示 

給水管
メータをデータ移行しない給水管 しない  

上記以外の給水管 する 1/500 と同様 

メータ 

以降管

 する 1/500 と同様 

その他 

乙止水栓、甲止水栓、BP・MB、

給水仕切弁、貯水槽調査無、モ

ニュメント、廃止栓、放水栓、散水

栓、私設消火栓、その他注記、建

物名注記 

しない  
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種別１ 種別２ 種別３ データ移行 表示方法 

管路 

配水管

用途【配水管、仮設配水管】かつ

分岐可能な口径【４００以下】 

※分岐不可のものについては、発

注者にて別途指定する 

する 1/500 と同様 

上記以外の配水管 しない  

配水管

注記 

データ移行する配水管注記 する 管種・口径のみ 

上記以外の配水管注記 しない  

弁栓 

仕切弁

消火栓

空気弁

用途【配水管、仮設配水管】かつ

分岐可能な口径【４００以下】に接

続しているもの 

※分岐不可のものについては、発

注者にて別途指定する 

する 1/500 と同様 

上記以外の仕切弁、消火栓、空

気弁 

しない  

その他 帽・栓、口径変化点 しない  

補助図形

オフセッ

トデプス

 する 1/500 と同様 

その他 

簡易図形、学区、行政区、緊急

輸送道路、国県道、標準メッシ

ュ、ポイント注記 

しない  

その他   しない  
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種別１ 種別２ 種別３ データ移行 表示方法 

下水道 

施設 

人孔 

管渠 

排水区分【公共下水道合流、公

共下水道合流区域内汚水、公共

下水道分流汚水】 

する 管渠は管種、口

径、上流土被り、

下流土被りのみ

表示し、排水区

分により色分けを

する 

排水区分【公共下水道合流区域

内雨水、公共下水道分流雨水

（幹枝区分：幹線）、その他上記

以外のもの】、民地内通過等【民

地内通過】 

しない  

桝 

接続している取付管をデータ移行

するもの 

する 1/500 と同様 

接続している取付管をデータ移行

しないもの 

しない  

取付管

排水区分【公共下水道合流、公

共下水道合流区域内汚水、公共

下水道分流汚水】、種別（分類）

【取付桝、事業場桝、採水桝Ａ

型、採水桝Ｂ型】 

する 1/500 と同様 

上記以外の取付管または、接続

している人孔や管渠をデータ移行

しないもの 

しない  

オフセッ

ト・デプス

接続する施設をデータ移行するも

の 

する 1/500 と同様 

接続する施設をデータ移行しない

もの 

しない  
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種別１ 種別２ データ移行 表示方法 

家形 家形、家形補助線、DM家形 する 1/500 と同様 

地形 

局独自地形、境界、注記、鉄道、鉄道名称、

水部、河川名称、政令指定都市の区界、市町

村界、河川、町丁目名１、地形道路（仮置）、

地形道路 

する 1/500 と同様 

その他 しない  

道路 

道路、道路施設、道路名称、橋梁名称、整理

組合用（中志段味）、整理組合（土田）道路、

整理組合（上志段味）道路注記、その他名称 

する 1/500 と同様 

その他 しない  
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2.4WEB 公開システムの開発・導入スケジュール                                                   

本業務の作業スケジュール（想定）を以下に示す。 
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2.5 本業務の要件                                                                   

2.5.1 設計・開発要件                                                                

2.5.1.1 設計・開発実施計画の作成                                                    

受注者は設計・開発実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、開発環境、開

発方法、開発ツール等に関する設計・開発実施計画を作成の上、設計・開発を実施すること。 

2.5.1.2 開発環境                                                   

本業務におけるアプリケーションの開発に必要な開発環境は受注者が整備し、開発用ハード

ウェア及びソフトウェアの賃貸借又は買取及び保守は受注者が負担すること。 

開発用ハードウェア及びソフトウェアについては、本仕様書のシステム仕様を踏まえて整備す

ること。 

2.5.1.3 開発方法                                                                        

システムの納期や品質を適切に確保するため、システムの特性等に応じた開発手法及びプ

ロジェクト管理手法に基づき開発を行うこと。 

2.5.2 テスト要件                                                                        

2.5.2.1 テスト実施計画の作成                                            

受注者はテスト体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、テスト環境、テストツール、

合否判定基準等に関するテスト実施計画を作成の上、テストを実施すること。 

2.5.2.2 テスト環境                                                    

単体テスト及び結合テストについては、開発環境においてテストを実施すること。 

総合テストについては、開発環境及び検証環境又は本番環境において実施すること。検証

環境又は本番環境におけるテストは、開発環境におけるテスト終了後に行うこと。 

受入テスト及び運用テストについては、検証環境又は本番環境において実施する。 
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2.5.2.3 テスト方法                                                    

単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テスト及び運用テストにおけるテスト実施方法を以

下に示す。なお、各テストにおけるテスト項目については、受注者が検討し、発注者の承認を受

けること。 

テスト工程 
実施主体 

テスト内容 成果物等 
発注者 受注者 

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。 

単体テスト仕様書 
単体テスト結果報告書 

結合テスト 監理 実施 
プログラム間のテストを行
う。 

結合テスト仕様書 
結合テスト結果報告書 

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
ティ及び運用等）を行う。

総合テスト仕様書 
総合テスト結果報告書 

受入テスト 実施 支援 
総合テストのテスト項目
の一部を発注者が実施
する 

受入テスト仕様書 
受入テスト結果報告書 

運用テスト 支援 実施 
運用保守マニュアル等に
基づき、運用が行えるこ
とを確認する。 

運用テスト仕様書 
運用テスト結果報告書 

2.5.2.4 テストデータ                                                  

発注者は上下水道マッピングシステムのデータについて、必要なデータを受注者に貸与す

る。 

2.5.2.5 受入テストの支援                                                

受注者は発注者と協議の上、受入テスト仕様書を作成すること。また、受入テストの実施支

援（テストへの立会い、操作補助等）を行うこと。 

受入テスト結果報告書を作成し、テストで明らかになった不具合等は、原因を特定し早急に

修正を行うこと。 

2.5.3 移行要件                                                                      

2.5.3.1 データ移行                                                     

A 移行実施計画の作成  

受注者は、移行実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、移行の環境、方法、

ツール等に関する移行実施計画を作成の上、上下水道マッピングシステムからの移行を実

施すること。移行については、発注者が上下水道マッピングシステムから抽出した shape 形

式のデータ等を受注者に貸与して行うものとする。また、図形データと属性データは関連付

けて移行することとする。 
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B 移行方法  

受注者は以下の作業を含め、本システムへの移行に必要な作業を実施すること。 

1 移行データの調査  

加工及び移行データの調査（上下水道マッピングシステムのファイル・データレイアウトの調

査、外字利用の調査、不備データの調査等）を行うこと。 

2 移行データの整備  

発注者が抽出した移行データの整備（不備データの訂正、必要データの確認、本システム

で変更されるデータ項目への値設定等）を行うこと。 

3 加工及び移行プログラム  

必要に応じて、加工及び移行プログラムの開発を行うこと。 

4 リハーサル  

移行リハーサル（移行データの検証、加工及び移行時間の測定等）の実施後、移行を行

い、移行結果の検証を行うこと。 

C 発注者による作業  

発注者は、上下水道マッピングシステムからshape形式の移行データ抽出を行い、受注者

に提供する。なお、ドキュメントや shape 形式以外のデータが移行にあたり必要な場合にお

いては、契約後に発注者から受注者へ別途提供する。 

D 移行対象データ  

上下水道マッピングシステムで管理されている最新データの一部を移行対象とする。詳細は、

「2.3.1上下水道マッピングシステムから加工及び移行する主なデータ」に示す主なデータ及

び「2.3.6 出力図面の例」を参照すること。その他のデータについては、発注者と調整して移

行すること。 
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2.5.4 教育・研修                                                                      

2.5.4.1 教育・研修方法等                                                       

A 教育・研修実施計画の作成  

受注者は、教育・研修体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、教育・研修環境、

教育・研修方法等に関する教育・研修実施計画を作成の上、教育・研修を実施すること。 

B 教育・研修環境  

教育・研修用のシステム環境は、本番環境を利用すること。また、原則として、研修に必要

な会議室は発注者の施設を利用する。研修に必要な機材（プロジェクター、スクリーン、端

末等）は、原則として、発注者のものを使用する。 

C 教育・研修の方法  

教育・研修の方法を以下に示す。 

教育・研修の内容 
対象者 

（想定受講者数） 
方式 想定人数 想定回数 

システム管理者研修 運用担当者 集合研修 9 人 1 回 

登録ユーザ研修 登録ユーザ 集合研修 10 人 1 回 

職員内部利用ユーザ研修 業務担当者 集合研修 40 人 4 回 

D 教育・研修用教材の作成  

Ｃに示した研修に必要な運用保守マニュアル及び操作マニュアル等の資料の作成、必要な

部数のコピー等を行うこと。 

E 教育・研修の報告  

C に示した研修の実施報告及び評価を行うこと。 
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2.6 業務・機能要件                                                                  

2.6.1 システム要件                                                                   

2.6.1.1 管路情報WEB 公開システム                                        

発注者が運用する上下水道マッピングシステムを用いてインターネット上で閲覧・出力できる

システムを構築すること。また、局内ネットワークにおいても同一のものが閲覧・出力できるシス

テムを構築すること。 

2.6.1.2 ライセンス形態                                                

本システムにおけるライセンスは、複数の端末からの同時使用が可能な形態とすること。局

内ネットワークで閲覧・出力可能なシステムにおいても同様とする。 

2.6.1.3 ソフト等のバージョンへの依存度                                     

OS 及び上下水道マッピングシステムで使用するブラウザ、アプリケーションソフト類のバージョ

ンへの依存度を可能な限り低くすること。なお、本業務委託の契約期間内にこれらのバージョン

アップにより WEB 公開システムの動作に影響を及ぼす恐れのある場合は、受注者が構築する

テスト環境における事前の動作検証を行い、必要な修正等の対応を実施すること。 

2.6.1.4 電子情報保護対策                                             

発注者は、WEB 公開システム開発中及び運用中に局保有のクライアント機器及びサーバ類

にインストールされている Microsoft 社製品に対して随時 WSUS(Windows Server Update 

Services)による修正プログラム（更新）の配布を実施し、OS 等の脆弱性解消を目的に電子情

報保護対策を講じる。また、最低年間 2 回以上の頻度で Microsoft 社製品以外のソフトウェア

においても手動によるパッチあてを行う。 

受注者はこれらの電子情報保護対策による影響を可能な限り受けないシステムを構築し、

不具合が発生した場合は、本業務委託の契約期間内において、事前の検証及び不具合が発

生した場合における改修を、新たに経費の発生することなく行うこととする。 

  通信プロトコルは、SSL を利用した https とすること。SSL サーバ証明書は、局保有のロードバ

ランサーから発行する予定だが、必要に応じて発注者が別途契約する機器賃貸借契約業者と

設定についての調整を行うこと。 
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2.6.1.7GlS エンジンに求める要件                                        

WEB 公開システムの開発、運用に用いる GlS エンジンには、パッケージを用いること。 

2.6.1.8 プログラム等の更新方法                                          

WEB公開システムのバージョンアップ及び更新モジュール等の配信は、発注者のイントラネッ

ト経由で、システム管理者用 PC から配信できること。また、プログラムの更新にあたっては、発

注者の了解を得た上で実施すること。 

2.6.1.9 運用保守性                                                 

運用保守性に優れたシステムとし、システムに関わるソフトウェアの保守を適切に行い、正常

動作を保証する。 

2.6.1.10 ネットワーク負荷への対策                                          

データ更新及びシステムバージョンアップ等で必要となるデータ配信は発注者のイントラネット

経由で受注者において実施することとし、ネットワークへの負荷を最小限となるよう考慮した方法

とする。ただし、サーバ群拠点とシステム管理公所とのネットワーク通信速度（理論値）は 1Gbps

である。

2.6.1.11 データのバックアップ                                             

発注者が指定する任意の頻度で、外部記憶媒体等へ暗号化等データ流出防止対策を行っ

たデータのバックアップ作業ができること。なお、災害を含むシステム障害発生等の緊急時にお

いては、任意のバックアップデータを用いることで発注者における復元ができること。

2.6.1.12 データの利用                                                

データベースに格納されたユーザのデータは、csv 形式等で任意に出力ができること。 

2.6.1.13 データベース要件                                                

データベースは、オープンソースのものを検証し問題がないことを確認した上で使用し、ライセ

ンス料、保守サポート費用等の維持コストの縮減に努めること。 

2.6.1.1４プログラミング言語                                                

プログラミング言語は、オープンソースのものを検証し問題がないことを確認した上で使用す

ること。 
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2.6.2 ネットワーク要件                                                            

WEB 公開システムのネットワーク構成を以下に示す。WEB 公開システムは、発注者が別途

用意する環境に対してインストールを行う。 
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2.6.3 機能要件                                                                      

本業務で構築するWEB公開システムに搭載する機能について以下に示す。なお、特に指定

の無い限り、利用者において操作可能な機能とする。 

2.6.3.1 閲覧基本機能                                                      

WEB 公開システムにおいて上下水道管路情報を閲覧する上で必要とする基本的な操作機

能を以下に示す。 

A 住所検索機能  

位置参照情報ダウンロードサービスを用いて区（市・町）＞大字・町丁目＞街区・番地での住

所検索を可能とすること。検索画面については、発注者と協議のもと決定することとする。名

古屋市独自の漢数字や英数字表記への変更は不要とする。また情報収集に努め、位置参

照情報ダウンロードサービスが更新された場合は、速やかに最新のものへ更新するものとす

る。なお、新たに属性が追加された場合においても住所以外の検索項目が追加できるように

拡張性を持たせておくこと。

B 属性表示機能  

1 表示する属性  

表示する属性は以下のとおりである。太字の属性については、注記を表示することとする。 

上水本管属性 下水本管属性 メータ 

給水管属性 

取付管属性 桝属性 

管種 

口径 

口径 

管材質 

排水区分 

上流土被り 

下流土被り 

メータ口径 

給水管口径 

（道路） 

給水管管種 

（道路） 

取付管口径 

取付管材質 

方位 

距離 
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2 複数属性同時表示  

シンボルを選択すると選択したシンボルが強調表示され、クリックしたポイントを起点とした

吹き出し等により属性を表示すること。表示した属性は、マウスドラックによる自由な移動が

でき、不要な場合は、「×」ボタンで閉じることを可能にすること。属性は複数同時に表示で

きるものとし、表示している属性の強調表示は継続すること。また、その他の方法により属

性を複数表示させる場合は、発注者との協議により決定すること。 

C レイヤ切替機能  

表示できるレイヤは以下の三種類とする。 

水道台帳レイヤ 下水道台帳レイヤ 

水道本管 

栓弁類 

メータ 

給水管 

水道本管注記 

オフセット 

下水道本管 

人孔 

取付桝 

取付管 

下水道本管注記 

オフセット 

共通レイヤ 

地形 

家形 

ログイン直後のレイヤは水道台帳レイヤを表示し、容易に下水道台帳レイヤへ切り替えでき

るボタンを画面上表示すること。両レイヤについては、共通レイヤも同時表示すること。レイ

ヤを切り替えると表示している属性は閉じること。なお、それぞれの台帳レイヤでどの属性

のオブジェクトを表示するかの詳細な指示は、発注者が別途行う。 

D 拡大、縮小、移動機能  

画面に表示された部分の既定の縮尺での拡大、縮小にあわせ、マウスドラッグによる自由な

移動やマウスホイールやスクロールバーによるズーム・フェードを行う。 

E 距離計測機能  

任意のポイントからマウスのポイント位置までの距離を実寸変換して計測できる機能を有する

こと。また複数ポイントした場合は、ポイント間の累計距離の測定ができること。表示画面にス

ケールを表示させること。 
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F 凡例表示機能  

一般利用ユーザ向けに凡例ボタンから別途用意するＰＤＦファイルを別ウインドウにより呼び出

しができること。 

G 操作説明ページ  

一般利用ユーザ向けの操作説明用Ｗｅｂページを作成し、操作説明ボタンがクリックされた

場合には、別ウインドウで操作説明用Ｗｅｂページを立ち上げること。操作説明用のＷｅｂペー

ジは、管理ユーザにおいて編集可能とすること。 

H 職員内部利用ユーザ機能  

局内ネットワーク内において、窓口で同様の図面が提供できるように職員内部利用ユーザが

利用できるシステムを構築すること。システム内のデータや操作機能、出力機能等は、一般

利用ユーザが利用できるものと同様のものにすること。ただし、二段階認証は不要とする。 

2.6.3.2 出図・出力機能                                                  

一般利用ユーザ及び職員内部利用ユーザがWEB 公開システムにおいて上下水道管路情

報を出図・出力する上で必要とする機能を以下に示す。 

A 図面出力機能  

画面に表示されている領域や矩形で指定した領域を、画面表示の縮尺でA4又はA３サイ

ズから、図面の回転等を指定したうえでＰＤＦ形式の出力ができること。縮尺 1/1000、

1/500、1/250 においては、表示している属性や注記をＰＤＦ出力した際に判読しやすい

大きさのフォントで表示させること。 

B スケールバー、局メッシュ表示機能  

ＰＤＦ出力時に、出力画面内距離から実測値へ変換するのためのスケールバーを表示す

ること。また出力枠４隅に水道及び下水道のメッシュ番号を表示すること。 
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C 出力年月日、出力者表示機能  

ＰＤＦ出力時に枠外に上水か下水のどちらかが判別できるもの、出力日時 yyyymmdd 

hhmmss、利用ユーザ会社名、利用ユーザ支店名、不許複製、別途指定する利用規約の

一部を表示すること。 

2.6.3.3 アカウント管理機能                                                

管理ユーザ及び登録ユーザがアカウントを管理する上で必要とする情報及び機能を以下に

示す。 

A アカウント管理  

1 アカウント種別・権限内容 

システムに関係するアカウント種別とその権限内容は以下の通りである。 

種別 権限内容 

管理ユーザ 登録ユーザ及び職員内部利用ユーザの登録及び削除 

WEB ページの編集 

登録ユーザ 一般利用ユーザの登録 

職員内部利用ユーザ 局内ネットワークからのシステム利用（二段階認証なし） 

一般利用ユーザと同一の閲覧権限 

一般利用ユーザ インターネットからのシステム利用 

（二段階認証あり） 

2 アカウント管理項目 

一般利用ユーザの管理項目は表１、管理及び登録ユーザの管理項目は表２、職員内部

利用ユーザの管理項目は表３のとおりである。職員内部利用ユーザは、所属が計画部技

術管理課、営業部給排水設備課、営業部各営業所の職員とし、発注者にて追加や修正

が行えるものとする。 
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表１ 一般利用ユーザ管理項目 

項目名 登録区分 備考 

1-1 Email アドレス（必須） ユーザ  

1-2 業種（必須） ユーザ 宅地建物取引業 or 不動産鑑定

業 or 建築士事務所 or 指定工事

店 

1-3 区分（必須） ユーザ 法人 or 個人事業主 

1-4 会社名（必須） ユーザ  

1-5 支店名（必須） ユーザ 支店が無い場合は、無しと入力す

る 

1-6 郵便番号（必須） ユーザ  

1-7 住所（必須） ユーザ  

1-8 担当部署（任意） ユーザ  

1-9 担当者名（任意） ユーザ 

1-10 会社の電話番号（必須） ユーザ  

1-11 lD 
 自動発番 

8 ケタ半角数字 

1-12 lD 登録・更新年月日時   

1-13 lD 有効期限  1-12 から 5年間とする 

1-14 パスワード 

 閲覧不可 10 ケタ以上 

半角大小英数字３種混合 

ハッシュ値にて保存 

1-15 ハッシュ化前パスワード 

 仮パスワード変更時のみ使用 

アカウント管理サーバに同期後 

自動削除 

1-16 パスワード設定年月日時   

1-17 最終ログイン年月日時   

1-18 登録進捗 

 仮登録前 or 仮登録 or 

変更申請 or 承認待 or 

登録済 

1-19 lD ステータス 
 「空欄」or パスワード忘失申請中

or 仮パスワード or 有効期限切れ 
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表２ 管理及び登録ユーザ管理項目 

項目名 登録区分 備考 

2-1 lD ユーザ 職員番号（7 ケタ）＋名前 

2-2 氏名 ユーザ  

2-3 所属 ユーザ  

2-4 権限 ユーザ 管理 or 登録 

2-5 パスワード  

閲覧不可 

10 ケタ以上 

半角大小英数字３種混合 

2-6 パスワード設定年月日時   

表３ 職員内部利用ユーザ管理項目 

項目名 登録区分 備考 

3-1 lD  
職員番号（7 ケタ）＋名前 

Active Directory より取得 

3-2 氏名  Active Directory より取得 

3-3 所属  Active Directory より取得 

3-4 役職  Active Directory より取得 

3-5 パスワード  Active Directory より取得 

B 一般利用ユーザ個別登録・削除・機能  

1 一般利用ユーザ仮登録ページ  

一般利用ユーザ仮登録用に「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の 1-1 から 1-10 までを

入力し、仮登録申請できる Web ページを作成すること。登録のフローは、図-１を参照する

こと。「内容確認」ボタンを作成し、申請者が登録内容を確認した後、「申請」ボタンをクリッ

クすると 1-1 宛に仮登録申請通知メールを SMTP サーバより自動送信し、メールに記載さ

れたURLのWebページにアクセスして再度内容確認をした後「登録申請」ボタン押すとDB

サーバへ入力内容が仮登録される仕組みとすること。入力項目が不正なものや未入力の

もの、既に登録済のメールアドレスについては、「内容確認」ボタンがクリックされた場合に

「申請」ボタンの画面を表示させず、入力項目を強調表示し、修正入力を促すコメントを表

示すること。DB サーバへ登録された内容は、一定時間ごとにアカウント管理サーバへ同期

した後、DB サーバ上の仮登録情報は削除すること。また、仮登録前の状態から一定時間

経過しても仮登録が完了しないものについては、DB サーバから自動で削除すること。仮登

録完了後、SMTP サーバより仮登録完了メールを自動送信できること。メールのテキストに

ついては、別途発注者が指示した内容とすること。 
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図-１ 新規利用ユーザ登録フロー 
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2 アカウント管理ページ  

管理ユーザと登録ユーザのみが利用できるアカウント管理専用ページを作成すること。管

理ユーザは、登録ユーザの登録を行えることとし、登録ユーザは、専用ページにて仮登録

状態のアカウントの検索を可能とし、選択したアカウントに対する「利用ユーザ登録許可申

請書」をPDFで出力するとともに「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の1-18登録進捗を仮

登録から承認待へ変更できるようにすること。また、専用ページにて同様に承認待のアカウ

ントの検索を可能とし、選択したアカウントに対する「利用ユーザ本登録完了通知」を PDF

で出力するとともに、1-18 を承認待から登録済に変更すること。「登録済」に変更した際に

は、1-14 に規則性のない仮パスワードを自動登録し、1-19 を「仮パスワード」へ変更した

後 DB サーバへ同期する。また、アカウント管理専用ページにおいては、仮登録完了後本

申請がないものや登録許可しない一般利用ユーザの削除ができるものとする。 

3ｃｓｖ出力 

管理ユーザと登録ユーザは、「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の 1-14、1-15 以外をｃ

ｓｖファイルに出力可能とする。 

4 一般利用ユーザ情報同期  

DB サーバとアカウント管理サーバの同期する情報は、図-2 のとおりである。DB サーバから

アカウント管理サーバの情報は、一定時間で同期すること。時間については発注者が指示

する時間とすること。アカウント管理サーバから DB サーバへの同期は、アカウント管理サー

バからのリクエストにおいて随時行えること。 

5 重複検索機能  

アカウント管理専用ページにおいて「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の 1-18 が「仮登録」

又は、「変更申請」のものは、登録内容について1-4～1-10の項目で既に登録されている

ものがないか部分検索できる機能を設けること。 
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図-2 DB サーバとアカウント管理サーバの同期 



名古屋市上下水道局 55 

C 一般利用ユーザ一括登録・削除機能  

1 一般利用ユーザ一括登録・削除  

アカウント管理専用ページにおいて、「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の 1-18 が同一の

ものについては、登録ユーザが複数選択することにより同時に 1-18 の変更処理、削除処

理が行えるものとする。また、「利用ユーザ登録許可申請書」と「利用ユーザ本登録完了

通知」の PDF 出力についても複数同時に出力を行えること。加えて、一定期間ログインして

いない一般利用ユーザに対しても、発注者が別途定めるメールフォームにて利用継続の

意思を確認できるメールを複数同時に送信（BCC）できるものとする。 

2 一般利用ユーザ情報検索  

登録ユーザは、「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の 1-18 が「仮登録」以降のものをアカ

ウント管理専用ページから一般利用ユーザを E-mail アドレス（部分一致可）、業種、会社

名、ＩＤステータス、登録進捗などの項目で検索可能とすること。検索されたＩＤについては、Ｉ

Ｄの削除、パスワード再発行、ＩＤ有効期限の延長、登録情報の変更ができるものとする。 

D 一般利用ユーザ登録情報の変更 

一般利用ユーザが登録情報を変更するフローは「図-3 一般利用ユーザ登録情報変更

フロー」のとおりである。ログイン画面①において lD とパスワードの正しい組み合わせが入力

してある状態で「登録情報の変更」ボタンをクリックすると、登録情報変更ページへ遷移す

る。登録情報の変更は、登録情報の変更ページを作成し、「表１ 一般利用ユーザ管理項

目」の 1-1 から 1-10 までを入力した後、「内容確認」ボタンをにて、申請者が登録内容を

確認した後、「申請」ボタンをクリックすると 1-1 宛に「登録情報変更通知」メールを SMTP

サーバより自動送信し DB サーバへ登録されるものとする。入力項目が不正なものや既に

登録されているメールアドレスについては、「内容確認」ボタンがクリックされた場合に「申請」

ボタンの画面を表示させず、入力項目を強調表示し、修正入力を促すコメントを表示する

こと。DB サーバへ登録された内容は、一定時間ごとにアカウント管理サーバへ同期した後、

DB サーバ上の不要な情報は削除すること。ただし、メールアドレスが変更になる場合は、

以前登録されていたメールアドレスにも情報変更通知を送信するとともに、発注者による問

い合わせ確認を行うものとする。登録された変更項目は登録ユーザが確認した後承認す

る。また承認後、一般利用ユーザ宛に「登録情報変更完了通知」を発注者が指定するメ

ールフォームにて自動送信できるものとする。
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図-3 一般利用ユーザ登録情報変更フロー 
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ElD 有効期限の更新  

一般利用ユーザがＩＤ有効期限を更新するフローは「図-4 一般利用ユーザ lD 有効期限

の更新フロー」のとおりである。登録ユーザは、アカウント管理専用ページより複数の一般利

用ユーザに対して発注者が別途定めるメールフォームで「lD 有効期限の更新通知」を一

括して送信（ＢＣＣ）できるものとする。一般利用ユーザは、メールに記載されている必要書

類等を給排水設備課へ送付し、確認した登録ユーザが有効期限を５年後へ変更する。登

録内容が変更されているものは、一般利用ユーザにて変更手続きを行い、完了後に有効

期限を変更するものとする。有効期限を変更したものは、発注者が別途定める「lD 有効期

限の更新完了通知」を PDF で出力し一般利用ユーザへ送付する。有効期限が過ぎて一

定期間が経過したものについては、登録ユーザにて削除の処理を行う。 

図-4 一般利用ユーザ lD 有効期限の更新フロー 
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2.6.4 各機能の利用要件                                                                   

各機能の適用範囲を以下に示す。 

機能名称 
管理 
ユーザ 

登録 
ユーザ 

職員 
内部 
利用 
ユーザ 

一般 
利用 
ユーザ 

A 閲覧基本機能 ― ― ○ ○ 

Ｂ 出図・出力機能 ― ― ○ ○ 

Ｃ
登録ユーザ・職員内部利用ユ
ーザ管理機能 

○ ― ― ― 

Ｄ 一般利用ユーザ管理機能 ― ○ ― ― 

Ｅ 二段階認証機能 ― ― ― ○ 

Ｆ WEB ページ編集機能 ○ ― ― ― 

○：利用可  ―：利用不可 
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2.6.5 非機能要件                                                                   

WEB 公開システムにおける画面操作時における画面遷移レスポンスタイムの目標値を以下

に示す。ただし、特殊な条件下でのパフォーマンスはこの限りではない。 

番号 実行処理 平均 最大 

1 起動 5 秒以内 10 秒以内 

2 認証コード発行・送信 5 秒以内 10 秒以内 

3 住所検索 3 秒以内 6 秒以内 

4 属性表示 1 秒以内 3 秒以内 

5 水道・下水道図面切替 3 秒以内 6 秒以内 

6 
簡易図面出図 

（A4 サイズのプレビュー表示） 
1 秒以内 3 秒以内 

7 
簡易図面出図 

（A3 サイズのプレビュー表示） 
3 秒以内 6 秒以内 

8 登録用各種 PDF 出力 1 秒以内 3 秒以内 

9 登録用各種 PDF 一括出力 １分以内 3 分以内 

10 アカウント一覧出力 30 秒以内 1 分以内 

2.6.6 信頼性要件                                                                   

2.6.6.1 可用性                                                     

障害発生時には、速やかに復旧できる環境構築及び体制とすること。アカウントバックアップ

は日次、GlS バックアップは月次を計画しているが、変更が生じた場合は、速やかに対応するこ

と。 

2.6.6.2 復旧条件                                                    

WEB 公開システムのソフトウェア障害等による稼働停止は、１年間で合計１日以内とする。ま

た、稼働停止に至らない障害については、可能な限り発注者が連絡した当日に初期対応を行

い、翌日中に復旧を完了すること。 
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2.6.7 ユーザインターフェース要件                                                        

利用者の業務に適合する画面を提供するために、以下の点に考慮して、設計する画面の標

準を規定し、設計すること。 

2.6.7.1 一貫性                                                     

データの表示と入力に一貫性をもたせること。 

2.6.7.2 効果的な情報の取得                                                

画面及び出力図面等から、利用者が効果的に情報を得ることができること。 

2.6.7.3 情報量の極小化                                                

画面が遷移するときは、必要な情報は引き継ぐことを可能とし、利用者が再入力や記憶する

情報量を極小化すること。 

2.6.8 外部インターフェース要件                                                        

WEB 公開システムと上下水道マッピングシステム間でのデータの受け渡しを以下に示す。た

だし、受け渡しにあたってはセキュリティ対策や個人情報保護、効率性に十分配慮し、受け渡し

するシステムに極力影響を与えない方式で実装すること。また、将来的な他システム及びデー

タベース等との連携にも柔軟に対応ができること。 

基本機能 

属性表示機能 

システム 上下水道マッピングシステム 

連携方法 マッピングデータ及び属性データの更新 

ファイル形式等 Shape 形式、DXF 形式 

頻度 1 回／四半期（予定） 
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2.6.9 情報セキュリティ要件                                                            

2.6.9.1 ユーザ認証に関する要件                                                       

A 閲覧時の一般利用ユーザ認証  

一般利用ユーザが上下水道管路情報を閲覧・出力するために行う認証をフローは「図-5 閲

覧時の一般利用ユーザ認証フロー」のとおりである。詳細については、以下に示す。 

1 トップページ  

上下水道管路情報ＷＥＢ公開システムのトップページを作成し、トップページには一般利用

ユーザへのお知らせや利用規約、ログイン画面へのリンク、パスワード忘失時のリンク、よくあ

る質問へのリンク等を配置し、お知らせ内容や利用規約等については、管理ユーザが編集

できるものとする。 

2 利用規約同意  

トップページに表示した利用規約の下に、「利用規約に同意する」のチェックボックスを設け、

チェックボックスにチェックを入れるとログイン画面へのリンクが活性化され、ログイン画面①

への遷移を可能とすること。なお、発注者が設定する利用時間外やメンテナンス時は、一

般利用ユーザがログイン画面①へ遷移できないようにすること。 

3 ログイン画面①  

トップページから遷移したログイン画面①には、lD とパスワードの入力枠を配置する。また、

別途「認証コード発行」「パスワード変更」「登録情報の変更」のボタンを配置すること。lD とパ

スワードの正しい組み合わせが入力してある状態で「認証コード発行」ボタンをクリックすると、

lD のメールアドレスに対して毎回異なるランダムの 6桁数字の認証コードをメールにて自動

送信し、ログイン画面②へ遷移する。また、lD とパスワードが一致しない場合は、lD もしくはパ

スワードが違う旨を表示する。なお、初回ログインとパスワード忘失時の仮パスワード入力時

においては、パスワード変更画面に遷移すること。ログイン時に lD の有効期限が過ぎている

ものにつては、正しいパスワードが入力された場合でもログイン画面②へ遷移せず、有効期

限が切れている旨のコメントを表示すること。 

４認証コード  

ログイン毎に登録されているメールアドレスへ認証コードを送ることにより、二段階認証を行う

ものである。
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5 ログイン画面②  

ログイン画面②で N分以内に発行された認証コードを入力して「ログイン」ボタンをクリックす

ることで、システムへのログインを可能とする。なお、Ｎ分が経過した場合、Ｎ分以内に新しい

認証コードが発行された場合、認証コードを３回間違えて入力した場合は、「ログイン」ボタン

をクリックした直後にログイン画面①に遷移し、ログイン出来ない理由を強調表示して先に発

行された認証コードは無効とする。Ｎは 1～99 までの整数で発注者において任意に設定で

きるものとする。 

6 パスワード変更  

パスワード変更画面では、現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワードの確認の入

力項目及び「変更」「キャンセル」ボタンを配置すること。ＩD とパスワードの正しい組み合わせ

かつ新しいパスワードと新しいパスワードの確認が同一のものが入力された場合のみDB サ

ーバのパスワード、ハッシュ化前パスワード、パスワードの有効期限、パスワード設定年月日

時を更新すること。更新した項目は一定時間ごとにアカウント管理サーバへ同期すること。

ハッシュ化前パスワードにおいては、同期後に DBサーバから削除すること。また、lD と現在

のパスワードが一致しない場合は、lD もしくは現在のパスワードが違う旨を表示し、現在のパ

スワードと新しいパスワードが同じものについては、変更を不可とする。 
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図-5 閲覧時の一般利用ユーザ認証フロー 
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B パスワード忘失時仮パスワード発行機能  

一般利用ユーザがパスワードを忘失した場合のフローは「図-6 一般利用ユーザパスワー

ド忘失時フロー」のとおりである。トップページにおいて登録されている一般利用ユーザから

「パスワード忘失申請」のボタンがクリックされた場合、アカウント管理専用ページにおいて

「表１ 一般利用ユーザ管理項目」の1-19が「パスワード忘失申請中」に変更となり、登録

ユーザにおいて仮パスワードを再発行できるものとする。仮パスワードは、ランダムで発行さ

れた後 1-19 が「仮パスワード」に変更されると同時に当該メールアドレスへ仮パスワードを

送信できるものとする。

図-6 一般利用ユーザパスワード忘失時フロー
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C パスワードのハッシュ化  

DB サーバで保管する一般利用ユーザのパスワードについては、BCｒｙｐｔ又は SHA-256 の

ハッシュ関数を用いてハッシュ値へ変換して保存する。仮パスワード変更時のハッシュ化

前パスワードは一時的な保存とし、DB サーバとアカウント管理サーバが同期後に削除しす

ること。 

D 職員内部利用・登録・管理ユーザ認証  

局内ネットワークで閲覧可能なWEB公開システムとアカウント管理機能については、起動時

にADサーバを参照し、ユーザlD及び不可逆な暗号によるパスワード（10桁以上の大小英数

記号の混在）による認証を行えること。なお、複数回の入力誤りがあった場合にはロックアウト

（一時的停止）の処置ができること。 

2.6.9.2 アクセス制御に関する要件                                                       

システム管理者において、局職員利用者の利用権限を ADサーバのデータを参照及びグル

ープ等を作成することにより課公所単位及び個人単位で設定・管理ができること。 

職務に応じて管理ユーザ、登録ユーザ、職員内部利用ユーザ等複数の利用者区分を設定

できるものとし、WEB 公開システムで利用可能な機能へのアクセス制限設定ができること。 

2.6.9.3 サーバへの接続要件                                                           

A 利用継続確認通知  

システム起動後 N分毎経過後にシステム利用継続確認メッセージ及び「継続」ボタンを表示

し、「継続」ボタンをクリックした場合は、継続利用を可能とする。「継続」ボタンを１分以内にク

リックしない場合は強制的にログオフさせること。Ｎ分については、発注者が任意の整数に設

定できること。 

B システム利用終了時間通知  

発注者が別途定めるシステム利用終了時間Ｎ分前にログインしている一般利用ユーザに対

して、N分後に強制的にログオフとなるメッセージ及び「承諾」ボタンを表示し、「承諾」ボタンが

クリックされた場合は利用継続できるが、Ｎ分後に強制的にログオフさせること。Ｎ分について

は、発注者が任意の整数に設定できること。また、このメッセージを表示してから開始利用時

間までは、利用者がログインできないようにすること。 
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2.6.9.4 ウィルス対策に関する要件                                                      

各サーバに導入するウィルス対策ソフトは、常に最新の定義ファイルによるウィルスの検知及

び駆除が可能なシステムとすること。 

受注者は、発注者が調達したウィルス対策ソフトをインストールし、ウィルス定義配信機能を

整備すること。 

2.6.9.5 アクセスログ等の収集                                                           

A ログの収集  

システムの利用履歴として、開始ログ、失敗ログ、書き込みログ、更新ログ、閲覧ログ、出力ロ

グ等を、操作端末の識別番号、ユーザ lD、処理日時、処理内容、出力回数等とともに管理

し、システム管理者において csv 形式のデータ出力ができること。 

B 利用実績一覧の作成  

ユーザ別に、WEB公開システムに搭載する各機能の利用回数、利用時間、出力回数を月

報及び年報として管理、出力ができること。 

C 同時アクセスの監視  

システム管理者において、システムを利用しているユーザ及びその総数をリアルタイムでモ

ニタリングできること。 

2.6.9.6WEB ページセキュリティ要件                                                           

A ウェブページ作成  

本仕様書において作成するウェブページは、lPA の「安全なウェブサイトの作り方」に順じて作

成すること。 
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B 脆弱性対応  

情報収集に努め、使用しているソフトウェア等に脆弱性が発見された場合は、速やかに発注

者に報告するとともに、発注者が必要と認めた場合には、無償にてパッチ等のプログラムを

配布及び適用すること。また、発注者又は第三者が実施するシステム監査について、ウェブ

ページや運用保守業務に関する資料の提出、実査への立会いなどの協力を行うこと。なお、

監査の結果、ウェブページに脆弱性等の指摘があった場合は、発注者と協議して当該脆弱

性等の解消に向けた作業を行うこと。 

2.6.10 ソフトウェア要件                                                            

ＷＥＢ公開システムに使用する各ソフトウェアにおいては、安全性、信頼性、可用性、汎用性

及び拡張性を考慮すること。 

本業務契約期間中におけるソフトウェア保守に関する要件を以下に示す。 

2.6.10.1 保守対応時間等                                                                

本業務契約期間内におけるソフトウェア障害等の保守は、平日の8時45分～17時30分と

する。 

2.6.10.2 保守要員の確保                                                                 

ソフトウェア障害の回復又は応急処置が可能な保守要員を確保し、ソフトウェア障害発生後

迅速に復旧作業に着手すること。 

2.6.10.3 情報及びプログラム等の提供                                                           

納入ソフトウェアの技術的問題、ソフトウェアのバグ、パッチ及びバージョンアップ等の情報を

無償にて速やかに発注者に提供し、発注者が必要と認めた場合には、パッチ等のプログラムを

配布及び適用すること。 

2.6.11 保守要件                                                               

2.6.11.1 保守体制と役割                                                                 

ＷＥＢ公開システムの保守業務については、本番運用開始時点から契約を行うものとする。 
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2.6.11.2 運用時間                                                                    

一般利用ユーザが利用する WEB 公開システムの運用時間については、原則として、平日

（土日祝日年末年始を除く）の 8時45分から 19時を予定している。また職員内部利用ユーザ

が利用するWEBシステムの運用時間は、平日の8時45分から 17時30分までを予定してい

る。ただし、保守等のための計画停止はこの限りではなく、運用時間については、発注者の都合

により変更となる場合がある。 

2.6.11.3 監視                                                                         

監視 

稼働監視 

サーバ及びネットワーク機器の死活監視 

性能監視 

プロセス監視 

ログ監視 

セキュリティ監視 

2.6.11.4 バックアップ管理                                                               

バックアップ管理 

日次・月次 
管理 

バックアップ確認及び実施結果に記録 

2.6.11.5 セキュリティ管理                                                               

セキュリティ管理 

日次管理 

ウィルス定義ファイルの更新 

ウィルススキャンの実行 

不正侵入検知パターン確認 

週次管理 ウィルス定義ファイルの更新確認 

随時管理 セキュリティパッチ適用 

2.6.11.6 ログ管理                                                                     

ログ管理 

随時 ログの参照及び検索 

月次管理 ログファイルの管理 

2.6.11.7 マッピングデータ更新                                                                        

地形データ以外のマッピングデータの更新頻度は四半期一回を予定している。また、地形デ

ータの更新は年一回とする。マッピングデータ更新方法は、更新に掛かる時間が最短かつ保守

費が最小となる方法とする。 
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2.6.11.8 ヘルプデスク                                                                 

ヘルプデスクは、平日の 8時 45分～17時 30 分のオンサイトによる対応とする。なお、ヘル

プデスク要員については常駐の必要は無いが、可能な限り迅速に対応すること。また、ユーザか

らの WEB 公開システム利用に関する問い合わせは、原則として技術管理課を通して行うことと

する。 

2.6.11.9 障害対応                                                                     

障害対応は、原則として平日の 8時 45分～17時 30 分に行うものとする。障害発生時は、

迅速な障害復旧に向けて障害対応手順書を整備し、定期的に見直すこと。また、インシデント

内容は全て履歴管理し、進捗状況を把握できるようにすること。なお、発生したインシデントにつ

いては発生原因の究明を行い、再発防止策を検討し、必要に応じて障害対応手順書や運用マ

ニュアルに反映すること。 

2.6.11.10 研修                                                                        

WEB 公開システムが搭載する機能が追加又は変更した場合及び操作方法等が変更になり、

発注者が必要と認めた場合は、職員内部利用ユーザへの研修を実施すること。 

2.6.11.11 報告                                                                         

報告 

随時 
作業内容・作業時間等を記載した作業報告書 

保守内容・作業時間等を記載した保守報告書 

月次報告 作業報告書及び保守報告書を月報としてまとめた運用保守月報 


