
住居表示管理システム機能要件一覧表 別紙２

1 前提機能 全ての機能が日本語に対応（メニュー表記、単語等は英語で
も可） 必須

2 ユーザー認証 IDとパスワードによりシステム利用者を権限レベルに応じて
認証 必須

3 データアクセス制限 ユーザー権限により、利用可能な機能及びデータを制限（参
照権限・印刷権限・編集権限） 必須

4 複数ユーザーアクセ
ス機能

複数ユーザーの同時アクセスによる閲覧・作図・印刷が行え
る機能（排他制御は地物単位） 必須

5 利用履歴取得 システム利用ユーザーごとの利用ログを取得し、データとし
て蓄積 必須

6 拡大・縮小 表示地図の縮尺を指定し、拡大・縮小及び同一操作をマウス
操作において一定の拡大率で拡大・縮小が可能 必須

7 移動・スクロール 画面上でマウスドラッグ操作及びキーボードによる方向入力
を行い、画面縮尺を維持して画面移動 必須

8 座標表示 画面上の現在位置の地理座標を表示
必須

9 回転表示 画面をマウス指定及び任意の角度で回転表示
（指定表示角と連動した注記文字列の自動回転が可能） 必須

10 階層の表示／非表示 画面上に表示するレイヤを任意にON/OFF
必須

11 階層のツリー表示 システムで管理されるレイヤを階層的に表現し、レイヤツ
リーとして表示 必須

12 階層表現の設定 階層ごとの線種・線幅・色・ラベル表現を変更
必須

13 主題図機能 階層ごとに属性の個別値や値範囲による着色等の表現分類表
示 必須

14 住所検索 検索項目の入力により対象箇所を表示
必須

15 地番検索 大字・地番を指定し対象箇所を表示
必須

16 付定情報検索 付定情報を任意項目により検索し、対象箇所を画面表示また
は付定詳細情報の呼び出しを行う機能 必須

17 対照表検索 新旧／旧新対照表の任意項目による検索機能
必須

18 目標物検索 登録されている地物より位置表示を行う機能
必須

19 索引図（領域）検索 行政界・地区界・町界・丁目界・街区界より範囲表示
必須

20 簡易検索 （クイック
メニュー）

頻繁に使用される検索機能をショートカットメニューより即
時実行 必須

21 対照表表示 現在画面表示している街区について、新旧／旧新対照
表の該当部分を表示 提案

22 建築計画概要書検索 建築計画概要書の任意項目により検索を行い、一覧表示及び
地図情報を照会 必須

23 街区表示板台帳検索 街区表示板台帳の任意項目により検索を行い、一覧表示及び
地図情報を照会 必須

前提条件

区分

A ユーザー管理

B 地図表示

C レイヤ管理

D 検索

No. カテゴリ 機能名 概要
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24 距離・面積の計測 間口・奥行き等の距離計測機能（計測結果を画面上に表示）
必須

25 面積計測 宅地・床面積の計測機能（計測結果を画面上に表示）
必須

26 地物計測 画面上に表示された地物の面積・周長を表示
必須

27 基本形状入力
（付定家屋）

建物形状をマウスクリック＆ドラッグにより作図
必須

28 付定情報作図 出入口・出入口線・付属屋線の入力機能及び付定家屋図形と
のグループ管理 必須

29 文字入力・編集
（建物属性入力）

住居番号・表札名・建物名称・部屋番号等の台帳図面入力機
能 必須

30 既存建物の編集 移動・回転・削除・建物の統合・複製・分割機能
必須

31 図形・帳票連動機能 建物の表示種別・建築計画・付定情報との関連付けをシステ
ム側で自動的に管理する 必須

32 家屋形状補正
（画像トレース）

スキャナー入力された建物平面図を画面に表示し、画面上で
の方位回転角度の決定及び縮尺決定を行い、マウスで建物の
外形をトレース作図する機能。描画確定後に編集元の建物位
置に表示。
※方位回転角度の決定は方位記号等を、縮尺はスケールバー
等を利用して正確に決定できるものであること。（目分量で
の決定や、紙上での長さ・角度等の計測が必要なものではな
いこと。）
※建物外形のトレース時、正確に直角が描画できること。

必須

33 滅失・建物名称変更
情報管理

滅失・建物名称変更があった家屋のデータを時系列で履歴と
して保持する機能 必須

34 強調表示機能 任意の付定情報及び現地調査結果等により区分を行い、建物
を色分け表示 必須

35 フィルタ機能 任意の付定情報により絞り込みを行い、建物の表示／非表示
を行う機能 必須

36 ラベル主題図機能 建物情報に含まれる複数の属性値により任意にラベル情報を
表示し、動的配置を行う機能（表示位置の任意指定が可能） 必須

37 下書き作図 建築計画に基づいた建築計画予定建物を作図（下書き図形は
画面上で表示／非表示可能） 必須

38 筆界編集 マウス操作による分合筆加除修正機能
必須

39 地番修正 地番の記入・修正・削除
必須

40 街区付属情報編集 フロンテージ区切り、基礎番号、街区番号の編集機能
必須

41 街区形状編集 街区線・街区面の編集、頂点の編集・移動・追加・削除
必須

42 街区属性編集 街区属性情報の編集機能
必須

43 街区検索 街区属性により検索・表示を行う機能
必須

44 旧住居表示台帳表示
機能

対象街区をクリックし、旧住居表示台帳の画像データを画面
上に表示させる機能 必須

45 新旧・旧新対照表管
理

新旧対照表の管理機能（新旧/旧新検索・情報表示）
必須

46 対照表編集機能
（追録編集）

対照表の修正・編集・登録（登録・編集に対する履歴管理）
必須

E 計測

F 建物情報管理
（付定情報）

G 土地情報管理

H 街区管理

I 対照表管理
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47 証明書発行 ユーザー操作により書式の変更が可能な住居表示実施証明書
を発行（公印含む） 必須

48 新築届情報登録 付定作業時の作図に伴い新築届出簿属性情報を入力し、付定
情報の整合性を維持 必須

49 新築届情報編集 付定情報を修正・更新及び付定情報の追加登録を行う機能
必須

50 付定情報検索 登録された付定情報の任意項目により検索結果を一覧表示、
位置表示を行う機能 必須

51 付定通知書発行機能 付定通知書を電子文書として発行する（公印含む）
必須

52 決裁文書出力機能 付定通知書に合わせて通知内容を決裁用に出力する機
能 必須

53 表示板配布機能 付定時に表示板を在庫機能と連動して配布する
必須

54 建物名称変更情報管
理

建物名称の変更を履歴管理
必須

55 決裁情報管理 決裁者が決裁入力を行い決裁の有無について管理する
機能 必須

56 付定情報エクスポー
ト機能

付定情報をファイルとして外部エクスポートする機能
必須

57 建築計画概要書管理 建築計画概要書に記載された情報を台帳管理
※「建築計画概要書（建築確認申請書類の一つで、建物の概
要を示したもの）」を活用し、今後建築予定の建物情報をも
とに、施工業者等に新築届の提出の案内を行うための管理機
能

必須

58 建築状況通知
（強調表示）

建築計画に記載された情報から建物の色分け表示を行う機能
※建物登録日を起点に計画上の施工完了日に近いもの、経過
している建物を色分け表示 必須

59 添付情報管理 建築計画概要書・添付書類をファイリングし、入力情報とリ
ンクさせ表示 必須

60 新築等届発行機能 建築計画情報を元に対象者に発送する新築等届を発行する機
能 必須

61 建築計画概要書検索 入力した建築計画情報より項目を選択し、検索・画面移動を
行う機能 必須

62 表示板台帳管理 各種表示板の一覧を台帳管理
必須

63 街区表示板表示 街区表示板の位置を種別ごとに画面上にシンボル表示
必須

64 街区表示板登録・編
集

街区表示板位置情報の新規登録・編集を行う機能
必須

65 街区表示板台帳検索 各種表示板の属性から検索を行い一覧表示・所在地に移動
必須

66 表示板在庫管理・集
計機能

住居番号表示板等の在庫管理及び集計機能
必須

67 表示板発注支援機能 在庫集計結果より表示板発注の支援を行う機能
必須

68 画面印刷 画面内に表示された領域を印刷
必須

69 街区印刷 指定した街区を旧台帳と同様の範囲で定型サイズの用紙/PDF
に出力 必須

70 印刷プレビュー 印刷イメージをあらかじめ画面上で確認（表示）する
機能 提案

N データ印刷・
出力

J 新築届出簿管
理
(付定情報管理)

J 建築計画建物
管理

J 表示板管理機
能
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71 EXCEL連携 EXCELと連携して地図の表示をする機能（EXCEL2016以
降で動作すること） 提案

72 受付簿出力 受付簿を帳票形式でExcel出力（指定サーバへ出力が可能）
（EXCEL2016以降で動作すること） 必須

73 宛名印刷機能 書類発送用の宛名を定型印刷する機能（送付案内文含む）
必須

74 建築計画概要書台帳
出力

建築計画概要書の帳票リストをEXCEL形式で出力
（EXCEL2016以降で動作すること） 必須

75 街区表示板台帳出力 街区表示板管理台帳をEXCEL形式で出力 （EXCEL2016以降で
動作すること） 必須

76 表示板発注書出力 街区表示板・町名板・住居表示板の在庫状況より発注書を出
力 必須

77 閲覧用住居表示台帳
データ出力機能

町ごとにフォルダ分けを行い、閲覧用に住居表示台帳PDF
データを作成し、共用サーバー等へ出力する機能 必須

78 自動更新データ出力
機能

共用サーバに出力した受付簿・住居表示居表示台帳につい
て、更新分のみ日時を設定し、自動的に定期更新する機能 必須

79 エクスポート機能 レイヤごとに構造化データをシェープファイルで出力
必須

80 メモ機能 文字及び図形によるメモ書きを画面入力
必須

81 バックアップ機能 あらかじめ設定した保存先へデータのバックアップを行い任
意及び更新期間指定による自動バックアップまたは復元を行
う

必須

82 オプション設定機能 アプリケーション個別の設定値を保存し、端末ごとに操作系
を変更 必須

83 アップデート配信 システム起動時にアップデートファイルが存在する場合に各
端末のシステム本体を自動更新 必須

N その他機能
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