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第１章 事業概要 

１．１ 適用 

本調達仕様書（以下、「仕様書」という。）は、燕市統合型・公開型地理情報システム更改業

務（以下、「本業務」という。）に適用するものとする。 

 

１．２ 目的 

本業務は、燕市内に存在する様々な空間情報について GIS を使って集約・統合し、情報を

共有化することで多様なニーズへの対応や迅速な市民サービスの提供を行うことを目的とす

る。 

統合型・公開型地理情報システム（以下、「本システム」という。）は、庁内統合型と市民公

開型の２つのシステムで構成するものとし、職員業務の効率化・高度化への対応及び市民や

事業者、観光客などに利活用してもらうことを目指すものとする。 

 

１．３ 準拠する法令等 

本業務の受注者（以下、「受注者」という。）は、本業務の実施にあたり次の関係諸法令及

び条例等を遵守しなければならない。 

（１）測量法（昭和 24 年法律第 188 号） 

（２）測量法施行令（昭和 24 年政令第 322 号） 

（３）測量法施行規則（昭和 24 年建設省令第 16 号） 

（４）地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号） 

（５）地理空間情報活用推進基本計画(平成 24 年閣議決定) 

（６）地理空間情報の活用における個人情報の取り扱いに関するガイドライン（測量 

成果編）（平成 23 年 9 月測量行政懇談会） 

（７）総合行政ネットワーク ASP 登録及び接続資格審査要領（令和 3 年地方公共 

団体情報システム機構） 

（８）地理空間情報の活用における個人情報の取り扱いに関するガイドライン（測量 

成果編）（平成 23 年 9 月測量行政懇談会） 

   （９）地理情報システム 推進指針（平成 20 年 総務省） 

   （10）空間データ作成のための製品仕様書作成の手引き（平成 16 年度 国土地理院） 

（11）著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 

（12）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律 57 号） 

（13）燕市個人情報保護条例（平成 18 年条例第 12 号） 

（14）燕市財務規則（平成 18 年規則第 47 号） 

（15）その他関係法令、諸規定、通達等 

 

１．４ 疑義の協議 

受注者は、前条に示した関係法令等に定めのない事項や疑義が生じた場合は燕市（以下、

「発注者」または「本市」という。）と十分に協議のうえ、業務を実施するものとする。 

 

１．５ 監督員 

発注者は、本業務における監督員を定めるものとする。監督員は、本仕様書等に定められ

た事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 
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１．６ 実施体制及び技術者の配置 

受注者は、本業務を実施するにあたり、本業務の目的を十分に理解し、適切かつ効率的な

実施体制を整えなくてはならない。 

また、本業務に携わる技術者は、官公庁等でインターネットにより配信される地図情報の

構造を熟知した GIS 業務全般に精通した技術者を配置しなくてはならない。 

なお、管理技術者と照査技術者は兼任できないものとする。 

  （１）管理技術者 

管理技術者とは、業務の管理及び統括等を行う者とする。 

   管理技術者は、次の資格を 1 つ以上有していること。 

・GIS 上級技術者（公益社団法人日本測量調査技術協会） 

     ・地理空間情報専門技術認定の地理情報 GIS1 級（公益社団法人日本測量協会） 

  （２）照査技術者 

照査技術者とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者とする。 

   照査技術者は、次の資格を 1 つ以上有していること。 

     ・空間情報総括管理技術者（公益社団法人日本測量協会認定） 

・GIS 上級技術者（公益社団法人日本測量調査技術協会） 

  （３）担当技術者 

   担当技術者は、次の経済産業省認定資格を 1 つ以上有していること。 

     ・プロジェクトマネージャ 

     ・システムアーキテクト 

     ・IT ストラテジスト 

     ・応用情報技術者（第一種情報処理技術者、ソフトウェア開発技術者含む） 

 

１．７ 情報管理 

受注者は、本業務を履行するにあたり、取り扱う情報等を適切に取り扱わなくてはならない。

そのため、受注者は JISQ27001 準拠の ISMS 認定（ISO/IEC27001）又は、JISQ15001 準拠の

プライバシーマーク（P マーク）の認定のいずれかひとつを必ず取得していなければならない。 

 

１．８ 情報管理 

本業務を適切かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、

業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面

（打合せ記録簿）に記録し、電子メール等を利用し、相互に確認しなければならない。 

監督員と受注者は円滑な実施に配慮し「ワンデーレスポンス※」に務めるものとする。 

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応するこ

とをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、

速やかに何らかの対応をすることをいう。 

 

１．９ 関係機関への諸手続き 

受注者は、発注者と協議のうえ、本業務を履行するにあたり必要となる、関連ソフトウェア

等のライセンス契約等、関係機関への諸手続きを迅速に処理代行するものとする。 

 

１．１０ 検査 

発注者は、受注者に対し本業務の成果品等の検査するものとする。受注者は、検査に必

要な書類、資料等を用意し発注者に提供しなければならない。検査員は、監督員及び管理技
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術者の立会のうえ、つぎの項目について検査を行うものとする。 

（１）納入成果物の検査 

（２）システムの機能の検査 

 

１．１１ 成果物の使用等 

成果物はすべて発注者の所有とし、受注者は発注者の承諾を得ないでほかに公表、貸与、

使用してはならない。 

受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用した場合、成果物

にそのことを明示するものとする。 

 

１．１２ 守秘義務 

受注者は、本業務を履行するにあたり知り得た秘密等を第三者へ漏洩してはならない。 

 

１．１３ 個人情報の取り扱い 

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り

得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと

など、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

なお、市民公開型 GIS においては、「１．３ 準拠する法令等 (7)地理空間情報の活用にお

ける個人情報の取り扱いに関するガイドライン（測量成果編）」において定義する個人情報は

取り扱わないものとする。 

 

１．１４ 履行進捗状況の報告 

受注者は、着手時に提出した「業務実施計画書」及び「２．３ スケジュール概要」に基づい

て本業務を履行するが、業務の履行進捗状況について電子メール等を利用し、発注者へ適

時報告しなければならない。 

 

１．１５ 事故発生時の措置 

受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について情報流出事故にあった場合

は、速やかに発注者に届けなければならない。 

また、受注者は速やかに事故の原因を特定し、再発防止の措置を講じなければならない。 

発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じて報告を求め検査を行

うことができる。 

 

１．１６ 著作権の帰属 

本業務で貸与し変換された地図データ等の著作権は、発注者に帰属するものとし、受注者

は発注者の許可なく外部に貸与、使用又は公表してはならない。 

なお、GIS エンジン（操作マニュアル含む）、基盤地図データの一部において著作権、特許

権その他第三者の権利の対象となっているものは、本条の対象外とする。 

 

 

１．１７ システムの権利関係 

本システムの権利関係は次のとおりとする。 

（１）譲渡不能非独占的使用権の取得 

本システムの原本及び複製物の所有権は全て本システムを開発した者に帰属するも
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のとする。発注者はそれらから、本システムを利用した業務遂行の目的だけに使用する

譲渡不能非独占的使用権（以下、「使用権」という。）を取得することとする。 

（２）本システムの譲渡転貸の禁止 

発注者は使用権に基づき再使用権を設定、あるいは第三者に譲渡し、又は本システ

ムあるいはその複製物を第三者に譲渡転貸、占有の移転をすることができない。また、

本業務の地位を第三者に譲渡することができない。 

 

１．１８ 契約不適合責任等 

発注者は、引き渡された成果品（各種地図データ及びシステム等）が契約の内容に適合し

ないもの（以下、「契約不適合」という。）であると認められたとき、受注者に対し成果品の補修

または代替品の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。 

また、受注者は、発注者より契約不適合の責任等を問われた場合、速やかに誠意をもって

成果品を是正しなければならない。 

 

１．１９ 事業期間及び契約 

（１）システム構築期間 

契約締結日から令和５年１月 31 日まで 

（２）システム運用期間 

令和５年 2 月 1 日から令和 10 年 1 月 31 日まで（６０ヶ月） 

（３）契約 

本業務は、プロポーザルにて選出された優先委託候補者と随意契約にて締結する。 

なお優先委託候補者が辞退した場合、次点候補者と提案内容の確認を行い、その結

果に基づき契約を実施する。 
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第２章 業務概要 

２．１ 業務計画書 

受注者は、契約締結後１４日（休日等を含む）以内に次の事項を記載した業務計画書を作

成し、監督員に提出しなければならない。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果物の内容、部数 

（７）使用する主な図書及び基準 

（８）連絡体制（緊急時含む） 

（９）使用するソフトウェア及びハードウェア 

（10）システムの構成 

（11）その他 

 

２．２ 業務概要 

本業務の業務概要は次のとおりとする。 

（１）計画準備・資料収集整理・データ検証 

（２）データ構築・変換・導入 

（３）市民公開型 GIS 構築・導入 

（４）庁内統合型 GIS 構築・導入 

（５）空き家情報データ構築 

（６）空き家情報管理機能 

（７）操作研修及び操作マニュアル作成 

（８）仮運用・テスト 

（９）成果品取りまとめ 

（10）打合せ協議 

（11）システム保守 

（12）システム運用支援 

 

２．３ スケジュール概要 

詳細は、本市と受注者が別途協議し決定する。ただし、「１．１９ 事業期間及び契約」に合

わせたスケジュール管理を行うこと。 

職員のシステムへの習熟を図るための職員研修やデータ移行のスケジューリングを含め、

最適な方法を提案すること。 
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２．４ 資料等の貸与及び返却 

本業務の履行にあたり、発注者は次の資料を貸与する。受注者は資料の貸借状況等を記

録し、適切に管理しなければならない。また、受注者は発注者の許可なく本業務以外に使用

してはならない。 

（１）現運用 GIS データ（「別表 1 データ移行及び構築一覧表」参照） 

（２）新運用データ 

ア．AED 設置位置情報(ペーパー形式) ------------------------------- 1 式 

イ．工場見学マップ(ペーパー形式) ---------------------------------- 1 式 

（３）基盤図データ（「別表 2 システム設定基盤図データ一覧」参照） 

ア．燕市地形図【地図情報レベル 2,500・10,000・25,000】（DM 形式） -------- 1 式 

イ．燕市地番図【地図情報レベル 1,000】(Shape 形式) ------------------- 1 式 

ウ．燕市航空デジタルオルソ画像【地上解像度 15 ㎝】（TIFF 形式） -------- １式 

（４）空き家情報 

ア．空き家情報（Excel 形式/写真データ貼付） ------------------- 約 1,000 件 

イ．空き家位置図（ペーパー形式） ----------------------------- 約 1,000 件 

 

２．５ システム導入費用 

導入費用は、本システムの構築から運用開始までに必要な次の経費を含むものとし、可能

な限りで見積明細に以下の各経費を記載し、明瞭な積算に努めること。 

（１）本システムの構築費用あるいは本システムの調達費用 

（２）本システムの運用拠点となるデータセンターあるいはクラウド環境に係る一切の経費 

（３）本システムの運用サーバとサーバ環境設定に係る一切の経費 

（４）住宅地図データベース Zmap-TOWNⅡ（新潟県燕市）使用料 

（５）公開する地図データ等の構築、変換・調整に係る一切の経費 

（６）本システムの運用保守経費（詳細は「２．７ システム運用保守」に記載のとおり） 

 

２．６ データ移行 

現行システムで運用しているデータはすべて、本システムへ移行させるものとする。移行 

データの詳細は「別表 1 データ移行及び構築一覧表」に記載のとおりとする。 

本業務において、新規レイヤを作成にあたり、本システムに取り込むためにデータ変換を

必要とする場合、前条のとおりその費用を含むものとする。 

 

２．７ システム運用保守 

受注者は、発注者が提供する地理空間情報を適切に公開し、本システムの利用者にとっ

て有益な活用が保持できるようシステム運用保守を実施するものとする。 

（１）住宅地図データベース Zmap-TOWNⅡ（新潟県燕市）更新設定（概ね１回/２年） 

（２）基盤地図データが更新された場合の本システムへの更新設定（概ね１回/年） 

（３）公開中の位置情報の更新費用（概ね 1 回/月） 

（４）ブラウザ並びにスマートフォン等 OS のバージョンアップに対応するための 

本システムの調整経費 

（５）本システムの運用全般にかかるサポート（問い合わせ、GIS 運用の助言、提案） 

（６）職員が編集した情報の公開（アップロード）の代行等 

（７）職員への操作説明会開催（概ね 1～２回/年） 
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２．８ 職員への操作研修会開催 

システムの本運用にシステム操作研修を実施すること。実施内容については「一般利用者

研修」「システム管理者向け研修」を原則とするが、庁内での利用状況に応じて協議のうえ決

定するものとする。また操作研修はシステム運用開始後も運用保守期間内において継続的

に実施すること。 

システム操作に必要となるマニュアル類を整備し、冊子として提供することのほかオンライ

ンヘルプとして提供すること。マニュアルは、画面のハードコピー等を利用して、わかりやすい

内容にて作成するものとする。 

 

２．９ ハードウェアのメーカー保証等（オンプレミス型導入に該当する場合） 

本業務において、調達するサーバ等その他ハードウェアに関するメーカー保証期間は５年

とする。それらにトラブルが発生したと思われる場合は、受注者はソフトウェアとハードウェア

の動作を確認し、必要に応じてハードウェアのメーカーに連絡をとり処置するものとする。そ

れらの経緯について監督員に報告するものとする。 

 

２．１０ ハードウェア調達に係るリース（オンプレミス型導入に該当する場合） 

本業務において、調達するサーバ等その他ハードウェア（以下、本条において「リース物

件」という。）について、受注者は発注者をエンドユーザとし、リース契約により調達するものと

する。リース期間は５年とし、「購入選択権付リース※」による契約とする。 

※購入選択権付リースとは…リース期間満了時（またはリース期間の中途）において、発注

者がリース物件を買取るか、二次リースによりリース契約を継続するのかのいずれかを選択

できる取引。  
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第 3 章 市民公開型 GIS 

３．１ 市民公開型 GIS 概要 

 市民公開型 GIS（以下、本章において「本システム」という。）は、市が所有する独自の情報

について、サービスを受けようとする利用者と対応する職員それぞれが効率的かつ対等にメ

リットを得られるような仕組みを目指すものとし、デジタル窓口としての役割を果たすべく多様

なニーズに応じた総合的な行政サービスの向上が実現される GIS とする。 

 

３．２ 運用環境セキュリティ 

本システムを運用するにあたり次の運用環境セキュリティ要件を満たすものとする。受注

者は次の SaaS か ASP かのいずれかの運用環境においてそれぞれ次の要件をすべて満た

すものとする。 

（１）SaaS 運用 

情報セキュリティ管理体制を明確にするため ISMS 認証（ISO/IEC27001）を取得したクラ

ウド・プロバイダを利用していること。 

（２）ASP 運用 

ア．使用するデータセンターは日本国内の地盤強固な場所に立地し、耐震構造基準を満

たした総 SRC 造（鉄骨・鉄筋コンクリート構造）であることとし、 ISMS 認証

（ISO/IEC27001）の取得設備であること 

イ．空調機は 24 時間 365 日連続稼働であること 

ウ．受電設備は二重化構造とし、UPS（無停電電源装置）を設備していること 

エ．守衛等による入退室管理がされていて、技術者が 24 時間 365 日体制で常駐してい

ること 

オ．物理的セキュリティ（電気錠、セキュリティゲート、アンンチパスパック、監視カメラ等）

対策により許可のない入室者を防止できること 

カ．不正アクセスなどの自動監視を 24 時間 365 日連続実施していること 

キ．適時サーバ OS の更新を行うこと 

 

３．３ 公開する地図データ 

本システムにおいて公開する地図データは 本調達仕様書「別表 2 システム設定基盤図

データ一覧」に記載のデータすべてを満たすものとする。 

 公開後に発注者が希望する地図データの追加等がある場合は、発注者と受注者が協議の

うえ公開するものとする。 

 

３．４  システム機能要件 

本システムを運用するにあたり、必要とする機能等は「04_機能要件一覧表」のとおりとする。

なお、本システム上で対応が不可の場合はその代替方法などについて明示するものとする。 

また、職員が編集した GIS データを自らアップロードできる仕組みを構築するものとする。 
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３．５ 閲覧者利用環境 

可能な限りウェブサイト閲覧者の利用環境（デバイス、OS、ブラウザ、通信環境等）に依存

せず閲覧可能なこと。また、利用環境によるレイアウトの崩れ、表記のずれ等がないこと。 

なお、以下の OS、ブラウザに対応していること。 

OS：Windows、Mac OS、Android OS、iOS 

ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari 
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第４章 庁内統合型 GIS 

４．１ 庁内統合型 GIS 概要 

庁内統合型 GIS（以下、本章において「本システム」という。）は、市が所有する情報と、市

内のあらゆる位置情報を職員が共有することにより、様々な視点から得られる情報を用いた

適正な立案から実施までが図れるものとする。それにより、多様なニーズに応じた総合的な

行政サービスの向上が実現される GIS とする。 

また、GIS の知識がない職員でも操作し易く、地図表示や必要な情報表示をストレスなく実

施できるような動作速度に優れているものとする。 

また、職員が編集した GIS データをアップロードできる仕組みを構築するものとする。 

 

４．２ システム要件 

システムは、操作性に優れ、かつストレスなく地図遷移や画面展開が可能である等、動作

速度が優れているものとし、以下の要件に基づき構築するものとする。 

（１）システムは、LGWAN-ASP 方式によるサービス提供又はオンプレミス型にて実施する

ものとする。サービス提供とは、受注者のデータセンターにシステムを構築し、運用管

理を含むものとする。 

（２）LGWAN-ASP 方式のシステムは、ASP（SaaS）方式の情報公開型 GIS への連携・更新 

ができるものとする。オンプレミス型のシステムは、庁内に設置したサーバのデータを、 

情報公開型 GIS へ連携・更新ができるものとする。 

 

４．３ 利用環境 

（１）対象端末は、LGWAN 接続系ネットワークセグメントに接続された端末とする。 

（２）同時接続ライセンス数は、サイトライセンス（同時アクセスフリー）で提供できること。 

（３）住宅地図は、5 年間使用権契約にて同時 20 ライセンスを受託者が調達すること。 

 

４．４ ネットワークおよびクライアント環境 

発注者のネットワーク環境は次のとおりであり、本環境下での稼働を保証するものとする。 

（１）LGWAN 接続系ネットワーク帯域 ：100Mbps 

（２）クライアント PC 接続方法 ：有線 LAN、無線 LAN 

（３）既存ネットワーク利用プロトコル ：TCP/IP 

（４）OS：Windows10 

（５）CPU：Intel Core i5 

（６）メモリ：８GB 

（７）ブラウザ：Microsoft Edge ,Google Chrome 

 

４．５ 利用形態 

（１）システムは、利用者にとって簡便で分かりやすい操作体系と機能の配置により、 

マニュアルに頼らなくても利用可能なインターフェイスとすること。 

（２）システムは、同時に 30 ユーザ程度がアクセスした場合でも変わらないレスポンスを 

保つことが可能であること。 

（３）システム利用端末において、一定時間システムまたは端末の操作がない場合、 

自動的にログオフする等切断できること。 

（４）地図レイヤ・データは無制限に追加可能であること。 
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（５）地図データには、属性情報として文字で表示できるもののほか、関連ファイル等も 

含むものとする。 

（６）表示する地図の内容に応じて、背景図は任意に選択できること。 

（７）システムの構築、運用および保守作業は、受注者が行うこと。 

（８）データの正当性を担保するため、ID とパスワードによるユーザ認証とユーザの 

操作権限設定の仕組みを有すること。 

（９）外部からの攻撃や進入を防ぐため、ウイルス対策ソフトを導入する等のセキュリティ 

対策を講じること。 

（１０）利用ログを取得、管理および分析することにより、問題の検知や発生有無を 

判断できること。 

 

４．６ 機能要件 

「04_機能要件一覧表」に記述する機能をもとに、システムを納入するものとする。 

 

４．７ 計画準備 

受注者は、業務を円滑に遂行するため、作業ごとに作業手法、工程計画および作業体制

についての計画を立案し、作業実施計画書として取りまとめ発注者の承認を得るものとする。 

資料収集整理は、本業務にて必要となる資料について発注者より貸与を受け、整理するもの

とする。借用時には、目的と利用方法について発注者からの了承を得るものとし、借用書の

提出を必須とする。 

本業務は、パッケージをベースとしたシステム構築であるが、システム化領域の確定、制

約条件の整理、発注者が求める機能・非機能要件の整理を行うことのほか、搭載するレイヤ

構成・権限設定等についても発注者と協議の上、整理するものとする。 

 

４．８ システム環境設定 

受注者は、受注者作業場所においてシステム環境を構築する。構築する内容は次のとお

りとし、環境設定内容についてはシステム設定書として取りまとめ、納品するものとする。 

（１）レイヤ設定（図形表現範囲・属性管理項目および順序・関連ファイル設定等） 

（２）ユーザグループ設定（管理者ユーザ・一般ユーザ・所属グループ等） 

（３）図形レイヤ・属性テーブル権限設定（参照・編集・印刷・出力） 

（４）データベース設定（検索テーブル・印刷レイアウト・帳票フォーム等） 

 

４．９ LGWAN データセンターへのシステム設定 

LGWAN-ASP 方式によるサービス提供を選択する場合は、整備したシステム環境設定を、

受注者のデータセンターへ設定するものとする。なお、システムが発注者の求める機能・非機

能要件通りに設定されているかテストを行うものとする。 

発注者の利用端末を利用し、システム動作、機能、表現および権限設定について、受入テ

ストを実施するものとする。なお受入テストは発注者が立ち会いの上、行うものとする。 

 

４．１０ 準拠する座標系 

準拠する座標系は次のとおりとし、システムへのデータ登録時に統一を図るものとする。 

（１）準拠する測地系 ：世界測地系 2011 

（２）水平位置の座標系 ：平面直角座標系第Ⅷ系 
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４．１１ データの空間的範囲 

データを整備する地理的範囲は、燕市全域を対象とする。 

 

４．１２ 搭載データ 

本業務を実施するにあたり、システムに搭載するデータは「別表 1 データ移行及び構築一

覧表」のとおりとする。発注者は搭載データを Shape 形式等汎用的なデータ形式にて受注者

に貸与するものとする。貸与するデータは変換をおこなってもよいが、法規制情報等も含まれ

ることから、データの破損および改変等が起こらないよう細心の注意のもとに作業を行うこ

と。 

また、受注者はこれらの搭載データについて最終更新日のものをシステムにセットアップす

ること。 

 

４．１３ データセンター要件（LGWAN-ASP 方式の場合） 

 LGWAN-ASP 方式によるサービス提供を選択する場合は、以下の要件を満たすこととす

る。 

（１）地震、風水害などの自然災害に対応できる、耐震・耐火構造を備え十分にセキュリティ

が確保された、日本国内のデータセンター内でシステムを運用すること。 

（２）計画サービス時間は 24 時間 365 日であること。 

（３）サービス稼働率は「99.5％以上」であること。 

サービス稼働時間＝（（計画サービス時間－停止時間）÷計画サービス時間）、なお計

画サービス時間には、システムメンテナンス等の事前計画に基づくサービス停止時間、

受注者の責によらないサービス停止時間は除くものとする。 

（４）生体認証や監視カメラの設置等、厳重な入退室管理を行うこと。 

（５）システム稼働状況はリアルタイムで監視すること。 

（６）日次によるデータバックアップ機能を有し、万が一データが消失した場合においても速

やかに復旧可能な体制であること。 

（７）第三者による不正アクセスやウイルス対策などに万全を期すこと。 

（８）データセンターの通信回線についてはマルチキャリアに対応するものとし、障害時に備

えてバックアップ回線を用意すること。 

（９）サーバや通信機器等のハード機器類は、二重化構造とすること。 

（１０）電源供給は 2 系統確保するとともに、自家発電装置を設置すること。 

 

４．１４ ハードウェア要件（オンプレミス型方式の場合） 

 オンプレミス型方式によるサービス提供を選択する場合は、以下の要件を満たすハードウェ

アを受注者が調達するものとする。 

（１）新システムを稼働させるサーバは、システムの稼働に必要十分なスペックのもの 

とする。 

（２）サーバ、無停電電源装置（UPS）、バックアップ装置（NAS）は、サーバラックに格納 

可能なラックマウントタイプに搭載可能なものとすること。  

（３）サーバは、障害時の停止時間が短くなる可用性に優れたものとするため、現用系と 

待機系の２系統に分けたホットスタンバイ方式とする。一方のサーバに障害が発生した 

際、NAS に保存されているデータを移行し、もう一方のサーバで迅速に復旧させることと 

する。 
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（４）サーバ、ＵＰＳ、バックアップ装置は、国内メーカーの保守パック（５年間）を付けること。 

また５年経過した後、原則として保守契約が１年間延長できること。 

（５）ハードウェアの詳細スペックは、以下の通りとする。 

 

①サーバ機 

・形状：ラックマウント型（1U または 2U） 

・HDD：２TB HDD × 4 （RAID5） 

・光学ドライブ：DVD +/-RW, SATA, 内蔵 ホット プラグ シャーシ 

・保証：翌営業日対応オンサイト保守（5 年） 

 

②クライアント機 ：１式 

   ・「04_機能要件一覧表」に記載の端末 

 

③無停電電源装置（UPS） ：１台 

・形状：ラックマウント型（1U） 

   ・出力容量：1000W / 1200VA 

   ・定格出力電圧：100V 

・定格入力電圧：100V 

・最大入力電流：12A 

・保証：5 年間訪問修理（バッテリ交換を含む） 

 

④バックアップ装置 ：１台 

・形状：ラックマウント型（1U） 

・ディスク容量：2TB 

・インターフェイス：IEEE802.3 準拠（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T） 

・保証：5 年間製品保証 

 

⑤ネットワーク機器：１式 

・スイッチングハブ、LAN ケーブル、ラックレールキット等の必要機材 
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第 5 章 成果納入品 

５．１ 成果品 

本業務における成果品は次のとおりとする。納入場所は、燕市総務部総務課（情報統計

室）とする。 

(1)市民公開型 GIS・庁内統合型 GIS 

ア．プロジェクト計画書--------------------------------------------- 1 式 

イ．基本設計書 -------------------------------------------------- 1 式 

ウ．システム構成図 ----------------------------------------------- 1 式 

エ．テスト結果 --------------------------------------------------- 1 式 

オ．操作マニュアル ----------------------------------------------- 1 式 

 ・市民公開型 GIS 公開用操作マニュアル（PDF 版等） ----------------- 1 式 

  ・システム職員向け操作マニュアル -------------------------------- 1 式 

  ・システム管理者向け操作マニュアル ------------------------------ 1 式 

ア～オの電子データ（DVD-R 等媒体へ格納） -------------------------- 1 式 

 

 (2)業務報告書 

ア．実施計画書 -------------------------------------------------- 1 式 

イ．データ移行作業報告書 ----------------------------------------- 1 式 

ウ．打合せ協議記録簿 -------------------------------------------- 1 式 

エ．公開型 GIS アクセス解析結果（公開日以降から履行日まで） ---------- 1 式 

オ．操作マニュアル ----------------------------------------------- 1 式 

 ・市民公開型 GIS 公開用操作マニュアル（PDF 版等） ------------------ 1 式 

 ・システム職員向け操作マニュアル --------------------------------- 1 式 

 ・システム管理者向け操作マニュアル ------------------------------- 1 式 

ア～オの電子データ（DVD-R 格納） ---------------------------------- 1 式 

 

 (3)その他、発注者が必要と認めるもの 

 

５．２ 納入品 

本業務における納入品は次のとおりとする。 

 ・サーバ等（オンプレミス型導入に該当する場合） 

 

５．３ 成果品及び納入品の納入場所 

本業務における「５．１ 成果品」の納入場所は、燕市総務部総務課（情報統計室）とする。

「５．２ 納入品」の納入場所は、監督員の指示する場所に設置（納入）するものとする。 
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第 6 章 システム保守 

６．１ システム保守 

 本システムを円滑に運用するにあたり、受注者は「２．７ システム運用保守」に記載する内

容で本システムの保守を実施しなければならない。 

 

６．２ ヘルプデスク設置 

 本システムを安全安心に運用するにあたり、受注者はヘルプデスク（問い合わせ窓口）を設

置しなければならない。 

 通常対応時間として、平日（土日祝日を除く）8:30～17:15 までとする。緊急時においては、そ

の連絡先を監督員に提示するものとする。 

 なお、ヘルプデスクは一般市民からの直接の問い合わせは本業務の対象外とする。 
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【別表１】 データ移行及び構築一覧表 

種別 

主題図名称 

現行統合型 GIS 新統合型 GIS 
摘要 

有無 提供形式 市民公開型 庁内統合型 

１．市民生活マップ  

 

行政区マップ ◎ SHAPE 公開   

公共施設マップ ◎ SHAPE 公開   

コミュニティ施設マップ ◎ SHAPE 公開   

医療施設マップ ◎ SHAPE 公開   

高齢者福祉施設マップ ◎ SHAPE 公開   

循環・巡回バス路線マップ ◎ SHAPE 公開   

AED 設置位置マップ【新規】 × PAPER 公開  ２．４ ア 

２．防災マップ  

 

洪水ハザードマップ ◎ SHAPE 公開   

土砂災害ハザードマップ ◎ SHAPE 公開   

ため池ハザードマップ × SHAPE 公開   

防災無線設置位置マップ ◎ SHAPE 非公開 共用  

消火栓・防火水槽位置マップ ◎ SHAPE 非公開 共用  

避難所・危険個所マップ ◎ SHAPE 公開   

３．子育て支援・教育マップ  

 

学校区マップ ◎ SHAPE 公開   

子育て支援施設マップ ◎ SHAPE 公開   

学校施設マップ ◎ SHAPE 公開   

通園・通学バス路線マップ × PAPER 非公開 共用 導入後検討 

４．観光・学習・文化・スポーツ・商業  

 

文化施設マップ ◎ SHAPE 公開  文化財のみ 

スポーツ施設マップ ◎ SHAPE 公開   

生涯学習マップ ◎ SHAPE 公開  図書館のみ 

観光マップ ×  公開予定  導入後検討 

工場見学マップ【新規】 × PAPER 公開  ２．４ イ 

５．都市計画情報 

 

都市計画用途地域図 ◎ SHAPE 公開  都市計画道路含む 

給水管台帳網図マップ × SHAPE 非公開 共用 導入後検討 

下水道台帳網図マップ × SHAPE 非公開 共用 導入後検討 

道路台帳網図マップ × SHAPE 公開  導入後検討 

公園マップ ◎ SHAPE 公開  都計用途に含む 

居住・都市機能誘導区域マップ × DXF 公開  導入後検討 

６．その他 

 

街区基準点マップ × SHAPE 公開  導入後検討 

土地利用計画マップ × Illustrator 公開  導入後検討 

空き家情報マップ【新規】 × PAPER 非公開 共用  
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【別表２】 システム設定基盤図データ一覧 

種別 

基盤図名称 

提供(調達)地図 新統合型 GIS 
摘要 

区分 データ形式 市民公開型 庁内統合型 

１．住所検索用ベースマップ  

 
公開用メイン地図 調達 SHAPE 公開   

Zmap-TOWNⅡ（表札情報有） 調達 ZMD 非公開 共用  

２．本市所有地図 ２．４ (3) 

 

地形図レベル 2,500 提供 SHAPE 公開   

地形図レベル 1,000 提供 SHAPE 非公開 共用 (道路台帳附図) 

地形図レベル 10,000 提供 SHAPE 公開   

地番図レベル 1,000 提供 SHAPE 非公開 共用  

航空デジタルオルソ画像 1/2,253 提供 SHAPE 公開  低解像度 

航空デジタルオルソ画像 1/1,000 提供 SHAPE 非公開 共用 解像度調整 

３．その他背景図（他主題図と重合表示）  

 

洪水・ため池浸水想定区域図 提供 SHAPE 公開   

土砂災害警戒等区域図 提供 SHAPE 公開   

都市計画用途地域図 提供 SHAPE 公開   

 

備考： 

本システムに取り込むための地図データのデータ変換、表示に必要な調整等は受注者が

行うものとする（２．５ システム導入費用）。 

 


