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統合型ＧＩＳ更新委託業務 基本仕様書

１．業務委託名

統合型ＧＩＳ更新委託業務

２．業務目的

前回更新（平成２４年３月）から６年以上が経過し、サーバーやクライアントパソコンと

いった機器の更新が必要となっている。また、現行の業務やニーズに対応した機能の見直し

を行い GIS データの共有・活用を進め、併せてシステムを総合行政ネットワーク（LGWAN）

を利用した ASP 方式で更新することによりシステムの安定的な長期運用の実現および運用

経費の削減やシステム管理業務に係る負担軽減を図り、さらなる業務の効率化を目指すため

ＧＩＳの更新を行うものである。

●新統合型 GIS への更新対象システムは、下表のとおり

３．業務概要

本業務で最低限実施すべき事項は以下の通りとする。なお、本業務に関連する付帯業務で

有用と判断される事項について、本業務予算の範囲内で実施可能な業務があれば積極的に提案

することは差し支えない。

(1) システム要件定義（カスタマイズ含む）

(2) 導入スケジュール策定

(3) 統合型GIS再構築

(4) 既存GISデータの移行

(5) クラウド環境設定

(6) ハードウェア調達

(7) 庁内情報共有システム構築

(8) 個別システム構築

(9) 土地情報データ連携設定

(10) 運用テスト

所管課 システム名称 システム方式 ライセンス数

建設課 WEB地図閲覧システム WEB方式 10ライセンス
上下水道課 上下水道管理システム（上水） クライアントサーバー方式 1台

上下水道管理システム（下水）

産業振興課 農政情報管理システム クライアントサーバー方式 1台
総務課 公有財産管理システム クライアントサーバー方式 1台
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(11) 操作説明会実施

(12) 保守・運用支援

４．準拠する法令等

本業務は本仕様書による他、以下の関係法令等に準拠して行うものとする。

（1）地理空間情報活用推進法（平成19年法律第63号）

（2）地理空間情報活用推進基本計画（平成24年閣議決定）

（3）測量法（昭和24年法律第188号）

（4）地理情報システム推進指針（平成20年総務省）

（5）著作権法（昭和45年法律第48号）

（6）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

（7）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）

（8）九度山町個人情報保護条例（平成17年3月29日条例第2号）

（9）九度山町財務規則（昭和39年4月1日規則第21号）

（10）その他、本業務に関係する法令・規則等

５．システム稼働予定日および期間

システム稼働予定日 平成３１年３月１日

利用期間 ２０１９年年３月１日から２０２４年２月２９日まで（60か月間）とし、それ以

降については協議の上、別途契約を締結するものとする。

６．システム要件

(1) 基本要件

・本業務で構築するシステムは、庁内にサーバ機器等を設置することなく、総合行政ネ

ットワーク（LGWAN）を通じてサービスを提供できるシステムであること【LGWAN-ASP】。

・他の自治体において、今回提案するシステムが稼働中であること。

・システムは常に最新のバージョンを提供するものとし、費用はシステム利用料に含む

ものとする。

・パッケージシステムを提案する場合、現行システムとの機能比較を行い、必要に応じ

てカスタマイズを実施すること。その費用は今回の導入費用または保守・運用費用に含

むものとする。

・システム構成は、WEB型またはクライアントサーバー型とする。クライアントへのアプ

リケーション配布を行う場合、配布用環境の準備は受注者にて行う。

･WEB型の場合、特定のブラウザに限定されない仕組みとし、InternetExplorer、Firefox、

GoogleChome等でも稼働する性能を有すること。

・今後のクライアント環境（OSおよびブラウザ等）のバージョンアップも考慮し、現行

移行から最新バージョンまでの全てに対応すること。

(2) ネットワーク
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庁内ネットワーク環境は、おおむね以下の通りであり、本環境下での稼働を保証するも

のとする。

庁内：100Mbps

LGWAN：9Mbps

クライアントパソコンの接続方法：有線LAN

(3) データセンター

･ISO27001を取得済であること。

･サーバ機器等の設置場所は、日本国内に存在し、地震・台風等の自然災害が少なく、

津波・水害等の被害リスクの低い場所に位置する建物に収容されていること。

・サーバ機器等の設置スペース、電源、空調等のファシリティサービスが一定の基準を

満たしていること。（参考：LGWAN-ASPファシリティサービス審査）

・サーバ機器等の監視（Ping監視、Port監視、SYSLOG）、セキュリティ管理（ログ解

析、ウイルス対策、ウイルス定義ファイル適用等）等のサービスが24時間365日体制で

行えること。

・障害対応時には、リモート接続サービスにて遠隔操作で事象の確認、原因特定、軽微

な改修が行える体制を整えること。

・総合行政ネットワーク（LGWAN）回線を使用しても、システムを利用した業務が遅延な

く行えるよう構築・調整すること。

（4）クライアント端末

・クライアント端末は庁内の既存の端末および別途購入する個別システム専用端末を使

用すること。

・庁内の端末のスペックは、おおむね以下の通りであり、本環境下での稼働を保証する

ものとする。

CPU ：Intel Corei3-6100 3.70GHｚ

ﾒﾓﾘ ：4GB

HDD ：500GB

OS ：Windows10 Pro

ﾌﾞﾗｳｻﾞ：Internet Explorer11

ﾓﾆﾀ ：21.5型 TFTﾓﾆﾀ （1,920×1,200）

・個別システム専用端末のスペックはおおむね以下の通りであり、本環境下での稼働を保

証するものとする。

CPU ：Intel Core i5 7500(3.4GHz)

ﾒﾓﾘ ：8GB

SSD ：256GB

OS ：Windows 10 Pro

APｿﾌﾄ ：Microsoft Office Home&Business 2016

ﾓﾆﾀ ：24型 TFTﾓﾆﾀ （1,920×1,200）

（5）庁内情報共有システム
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・庁内情報共有システムは、既存の端末でストレスなく動作すること。

・既存の端末にて地図情報の表示・検索・印刷等が行えること。

・ログイン／パスワードの設定により、ユーザー毎の権限設定が行えること。

・ユーザーの所属する課もしくは係単位でグループ化を行い、表示・印刷の権限設定が

行えること。

・同時アクセスライセンスは、10ユーザーとする。（利用者数120人程度）

・個別システムのデータを変換することなく反映できること。

※地籍調査成果が登記された時点で、出力される地籍調査成果データを直接取り込むこ

と（年2回程度）。詳細については、地籍調査支援システム導入業者と協議すること。

（6）個別システム

･個別システムは、個別システム専用端末でストレスなく動作すること。

･システム機能については、各業務を継続して行う機能を有するだけでなく、更なる業

務の効率化・省力化が図られる、またはより高度なデータ活用が行えると考える機能

を提案すること。現在、担当課で実施している業務内容は次の通り。

・アクセスライセンスは、3ユーザーとする。

※地籍調査成果が登記された時点で、出力される地籍調査成果データを直接取り込むこ

と（年2回程度）。詳細については、地籍調査支援システム導入業者と協議すること。

①農政情報管理システム

・農地農家台帳の更新

・農地地図出力

・中山間農地の更新

②上下水道管理システム

・上水道情報の更新・修正

・下水道情報の更新・修正

・図面出力

③公有財産管理システム

・公有財産情報の更新・修正

・年次更新

（7）データ移行・設定

ア 既存システムデータ（データ定義は来庁の上、確認すること）を利用可能な形式に変

換してセットアップすること。なお、データ構成等については、システム運用を考慮し、

別途協議の上で決定すること。また、この他に有用な地図等があれば、提案すること。

・地籍図データ（登記原本）

・地番図データ（最新土地情報）

・航空写真データ（GeoTIFF)

・ＤＭ（1/2500）データ

・農地農家台帳データ

・農地地図データ
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・上水道管理データ

・下水道管理データ

・公有財産管理データ

※各データの変換・移行にあたっては、業務停止が発生しないよう十分検討すること。

移行方法について可能な限り具体的に提示すること。情報の欠落等が無いよう細心

の注意を払って実施すること。また、システムに搭載したデータは汎用的な形式

（Shape等）にて媒体に記録し、データ定義書を添えて納品すること。

イ 追加データを利用可能な形式に変換して庁内情報共有システムにセットアップすること。

なお、データ構成等については、システム運用を考慮し、別途協議の上で決定すること。

・AED設置箇所一覧

・介護サービス事業所一覧

・医療機関一覧

・文化財一覧

・観光施設一覧

・イベント一覧

・公衆無線LANアクセスポイント一覧

・公衆トイレ一覧

・消防水利施設一覧

・指定緊急避難場所一覧

・地域・年齢別人口

・公共施設一覧

・子育て施設一覧

・道路網図

・林地データ（林地台帳および地図原案※和歌山県作成）

・通学路（交通安全対策箇所）

・選挙関係データ

・隣保班データ

※各データの変換・移行にあたっては、情報の欠落等が無いよう細心の注意を払って

実施すること。また、システムに搭載したデータは汎用的な形式（Shape等）にて

媒体に記録し、データ定義書を添えて納品すること。

※ データの貸与時点において多少の増減があるものとする。

（注）データ等についてはデジタルデータでないものがあり数量を数値化することが困難なもの

もあるため、必要な場合は来庁の上、確認すること。

（8）地籍図データの更新（月1回程度）

地籍調査支援システムからの地籍図データ（毎月更新）については、庁内のLGWAN系ネッ

トワーク内のファイルサーバー等のフォルダに保存予定（データ形式:地籍フォーマット

2000）。

なおデータの反映等に関して既存の地籍調査支援システム、LGWAN系ネットワークにおい
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て改修が必要な場合、本業務にて費用を負担すること。見積は別途下記ベンダーがら徴す

ること。

・地籍調査支援システム：国土情報開発株式会社 荒木 氏

電話番号 03-5481-3000

・LGWAN系ネットワーク ：西日本電信電話株式会社和歌山支店 松嶋 氏

電話番号 073-421-9115

（9）運用テスト

データ移行完了後、各システムにおける運用テストを実施すること。テストの実施に

当たっては、各業務担当職員に業務対応への確認を行い、修正等については協議の上

で速やかに対応すること。

７．操作説明会（研修）の実施

受注者は、システム運用開始前に１回以上、運用開始後に１回以上の操作説明会を実施す

ること。

また、その後も必要に応じ、適宜操作説明会を開催するものとする。開催日程および開催方

法については協議の上、決定するものとする。

導入したシステムの操作・運用に関するマニュアルを用意すること。

８．保守・運用支援等

（1） システム本格稼働後、業務の効率化・省力化・高度な活用ができるようにシステム利用

方法の助言や他市町村の事例紹介を行う等の支援をオンサイトで行うこと。また、新た

な個別システムや機能の追加、データ追加等の要望に対しては、全体的に意見を集約し、

予算措置を行う等の計画的な支援を行うこと。更に、システムに障害が発生した際には、

一時窓口としてハードウェア・ソフトウェアの原因追及に努めると共に、業務を停滞さ

せないよう対応を行うこと。

（2） 障害や不具合の発生に対し、発生箇所の切り分けを行うこと。

（3） 年1回以上の定期点検を実施すること。

（4） 定期点検とは、サーバーのログ確認等サーバー・システムの稼働状態を確認することを

いう。点検結果については報告すること。

（5） サポート窓口の時間は基本的に平日時間帯（午前 8時 30 分から午後 5時 15 分）とする。

（6） サポート窓口は、電話・メールでの問合せに対応すること。

（7） サーバーの再起動等業務の停止が発生する作業が見込まれる場合、点検時に実施するこ

と。

（8） システムや各種ソフトウェアのアップデート作業は原則的に保守作業内で行うこと。

（9） アップデート作業については緊急性が高いと判断されるものは随時、その他のものは定

期点検時に行うこと。その場合、アップデート作業の内容、工程については事前に担当

者と協議すること。

（10）保守契約終了時には、次期システムへの移行を円滑に行えるよう、CSV等による各種デー
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タ抽出を無償で行うこと。

（11）サービス提供のSLAを提示すること。提示するのは、運用のSLAおよび保守のSLAとし、受

付時間から対応完了（運用支援、故障回復）までの時間、その方法、具体的なペナルティ

等について提示すること。

（12）利用リソースの見直しを判断するため、使用状況を毎月1回報告すること。

（13）担当者の要求に応じて動作ログ等必要な情報を提出すること。

９．体制

（1） 構築をスムーズに行うため、住民サービスへの影響を最小限にするため、九度山町およ

び事業者による協力体制が必要と考えている。九度山町との役割を明確にした構築体制を確

立すること。また、運用・保守については安定的なサービスを提供するため、問合せへの迅

速な対応が必要と考えている。この点に留意した運用・保守体制を確立すること。

（2） 構築および運用、保守について、住民サービスに影響がない体制を作り、進捗管理や品

質管理等プロジェクトの運営についても明確にすること。

（3） プロジェクトマネージャーを配置し、プロジェクト体制の連絡窓口を明確にすること。

（4） プロジェクトに関わるメンバーについては高い技術力と豊富な経験を有する技術者を配

置すること。

（5） 本町の連絡窓口は建設課地籍係および総務課電算係とし、本町への各種連絡・報告は窓

口を通して行うこと。

１０．提案書作成仕様

提案書について、以下の項目の記載順序に従い作成すること。章番号は任意とする。

ページ数は 20ページ以内とすること。

提案書とは別に印刷可能な帳票一覧および帳票サンプルを添付すること。

提出の様式は A4 版、横書き、両面印刷を原則とする。機能確認書については Excel を使用し

て回答すること。その他必要な場合、他の用紙サイズ、書式で作成することも可とする。

A提案書
（1） 会社概要について

1） 会社概要について

・協力会社がある場合、全ての事業者について記載すること。

・その場合関係会社の相関がわかるようにすること。

2） 実績

・直近 3年間の本業務と同等の業務実績について記載すること。

・現在運用・保守・管理等を行っている実績についても記載すること。

（2） 工程計画（導入スケジュール）

（3） 提案システムの概要

提案システムの概要について

・提案システムの基本コンセプト
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・提案システムの特長、付加価値について

※本提案書とは別に機能確認書にて要件に対する可否を回答すること。

（4） 導入システムについて

1） システム構成について

・導入（使用）するシステム構成の概要

・データセンターの説明

2） システムの機能について

・導入する機能の製品名

・選定理由

・機能概要、特徴

（5） データ移行について

・データ移行の方法

（6） バックアップおよび復元について

・サーバー障害、システムダウン時の対応

・バックアップの方法、管理

・システム復旧時の対応

（7） 業務推進体制について

・本プロジェクトにおける推進体制の提示

・責任者・リーダー等主要メンバー各個人の業務実績が把握できること。

・契約時等の提案会社の窓口（担当者名）

（8） 運用支援について

1） システムの保守・サポート体制

2） サポート方法

・問合せ時の対応、時間等について

（9） 教育・研修

（10） その他

B機能確認書（別紙 2）［※機能要件］

本町に導入予定のシステムにおける機能実現を確認するものであり、各項目の対応欄に対応

状況を記載すること。備考欄の記入にあたっては、欄に記入しきれない場合は、別紙（A4 サ

イズ任意様式）の添付でも差し支えない。

記載方法は以下のとおりとすること。

・◎：標準機能で対応可能（稼働日前の標準機能のバージョンアップ対応も含む）

・○：無償カスタマイズ

・△：有償カスタマイズ

・×：対応不可

１１.見積作成仕様

（1）の導入費用については、最終的に合計額、消費税および地方消費税額、総額を明記する
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こと。（2）については年額とし、1）～3）それぞれの合計額、消費税および地方消費税額、総

額を明記すること。

（1） 導入費用

1） 導入費用

・設定費用

・各種打合せ費用

・操作研修費用

・打合せ、提供資料他、本項目にかかる一切の費用を含む。

2） その他

・「機能確認書」にて「△」有償カスタマイズとした項目の改修費用も含めること。

・上記記載項目に則さない場合、項目名を記載の上、適切な箇所に提示すること。

（2） サービス利用費用（年額）［運用費用］

1） システムサービス利用費用

・新システムの運用／サポート費用（稼働後のシステム運営が円滑に行われるための

システム運営支援費用）

・システム保守費用

2） 機器保守費用

・本体および付帯設備の保守費用

3） その他

・上記記載項目に則さない場合、項目名を記載の上、適切な箇所に提示すること。

１２.提出書類

受注者は、契約後速やかに業務計画書、各種届を提出し、受注者の承認を受けなければ

ならない。

１３.協議打合せ

受注者は、業務実施にあたり、必要に応じて適宜打合せを行うものとする。また、受注

者は、協議を行った際には打合せ記録簿を作成し、提出するものとする。

１４.資料等の貸与の取り扱い

本業務において、町より貸与された資料等について、受注者は、その重要性を認識し、破

損、紛失、盗難等の事故がないよう取り扱いには十分注意するとともに、使用後は

速やかに返却するものとする。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担におい

て修復するものとする。

１５.手続および損害賠償および瑕疵責任

本業務に必要な手続は受注者の責任において行い、その写しを発注者に提出しなければな

らない。また業務中に生じた諸事故、損害賠償等に対して一切の責任は受注者が負い、発生

原因、経過および被害等の状況を発注者に速やかに報告し、指示に従うものとする。
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１６.情報の保持・保護

（1）関連法規、九度山町条例、九度山町情報セキュリティポリシー等を遵守すること。

（2）本業務において知り得た情報（周知の情報を除く）は本事業の目的以外に使用、または

第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置をとるものとす

る。また、個人情報については、九度山町個人情報保護条例の規定を適用する。受注者は、

九度山町個人情報保護条例を遵守し、個人情報の漏洩防止等の適正な管理体制を講じるもの

とする。また、業務遂行にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（3）受注者は、情報の保護、品質管理の観点から、以下の資格を有すること。

1） ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）

2） プライバシーマーク（個人情報保護マネジメントシステム）

3） ISO9001(品質マネジメントシステム)

（4）本業務において知り得た情報については、本業務完了後も引き続き前項（2）が適用され

るものとする。

１７.検査

業務完了後は、発注者の検査を受けなければならない。また、業務完了後、瑕疵又は疎

漏に起因する不備が発見された場合は、速やかに成果品の修正を行わなければならない。

また、これに要する費用は受注者の負担とする。

１８.疑義

業務において、本仕様書に明示のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注

者がその都度協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行する。

１９.成果品

（1）本業務の成果品は、下記のとおりとする。

1）業務実施計画書（着手時打合せ終了後） 2部

2）システム操作マニュアル 各2部

3）データ移行作業報告書 2部

4）各システムデータ（運用開始時点） 各1式

5）上記ドキュメントの電子データ 2式

6）その他町が必要と認める資料

（2）納期については別途協議する。

（3）納品場所は九度山町役場建設課を基本とするが、必要に応じて別途協議の上納品する

こと。

２０．権利の帰属

本業務による成果品の著作権および所有者は、システムの整備および構築において使用
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する市販ソフトウェアの著作権（受注者保有のパッケージソフトウェアの著作権を含む。）

を除き、全て発注者に帰属するものとする。

２１.その他

（1）新システムの不具合が検収後に発見された場合、構築事業者は無償で是正措置を講じる

こと。なお、瑕疵担保期間は検収後 1年とする。

（2） 業務実施において必要となる人件費、諸手当等、消耗品、通信運搬費については全て契

約金額に含むものとする。

以上


