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1. 目的 

本業務は、避難情報発令の意思決定から発令までの事務作業をシステム化により効率化、

また市民への迅速な避難情報の提供及び避難行動につなげることを目的とし、職員作成のエ

クセルを容易に扱えるように、同等以上の機能を有したシステムやアプリを開発するもの。

また、職員の異動によりメンテナンスが出来なくなることや、今後追加される項目への対応

を行えるように開発するもの。 

 

2. 調達概要・方針 

本委託では、避難判断システム（以下、システム）開発導入業務を外部事業者へ委託す

る。 

システムの開発にあたっては、クラウド方式での提供を想定している。 

 

3. 本委託の基本事項 

3.1 適用範囲 

本仕様書は、本市が、受託者に委託する本委託に適用する。 

3.2 委託期間 

契約日から令和５年３月３１日 

3.3 契約形態 

システム開発導入業務 

3.4 業務場所 

各作業の業務場所を下表に示す。 

 

図表1 業務場所 

工程 業務場所 

要件定義、構成設計 
受託者内 

（本市との打ち合わせは、本市が指定する場所） 

製造システムテスト 受託者内 

運用テスト、職員研修、本番 委託者内 

 

 

 

3.5 利用予定者数・端末台数 

本システムの利用人数・クライアント端末及びプリンタ台数は以下の通り予定している。 

 



2 
 

 

 

 

 

3.6 本委託のスケジュール 

本システムの稼働開始日は、令和５年４月１日とし、詳細は別途協議の上決定することとす

る。以下に本市が考えるスケジュール予定を示す。 

 

図表2 委託スケジュール予定 

 

    令和４年度 令和５年度 

    12 1 2 3 4 

システム開発スケジュール 
 

 

 

3.7 システム開発導入期間 

契約締結日から本システム稼働（令和５年３月末）までをシステム開発導入期間とする。 

3.8 委託の完了と検査 

本市は、受託者から完了通知書の提出を受けた時は、監督員に委託の完了を確認させ、速や

かに検査の手続きをとるものとする。なお、要件定義工程等や各工程における間違いがあれ

ば、業務遂行可能な情報システムを継続的に提供するためのシステム改修等に当たるものと

し、検査完了後１年間は履行義務を免れることはできない。 

3.9 支払方法 

システム開発導入費（システム開発導入に係る経費）は完了後払いとする。 

 

図表3 支払方法 

令和４年度 

システム開発導入費 

3.10 業務担当課 

本業務の本市の担当課は、危機管理室とする。 

所在地 ：岡山市北区鹿田町一丁目1番 1号 

電 話 ：086-803-1082 

Ｅメール：kikikanri@city.okayama.lg.jp 

 

3.11 協議 

（１） 本業務を適正かつ円滑に実施する為、受託者は各々の業務について本市と常に緊密な

連絡に努め、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、本市と受託者で協議

のうえ本市の指示に従い、業務を遂行すること。 

（２） 本市において必要と認めたときは、作業の変更又は中止をさせることがある。この場

合の変更について、委託契約書に明記されていない場合は両者の協議により定めるもの

とする。なお、変更による必要な工期は別に定めるものとする。 

場所 箇所数 人数 端末数 

保健福祉会館 危機管理室 1 5 5 

設計・開発 運用 
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（３） 本市は、作業責任者、主任技術者及びその他の従事者（業務の一部を委任された者、

業務の一部を下請けする者を含む）について、業務の履行又は管理に関して著しく不適

当と認められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を

とることを請求することができるものとする。 

 

 

3.12 法令・条例等の適用 

受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令・条例等はこれを遵守しなければならな

い。 

（１） 岡山市契約規則（平成元年市規則第63号） 

（２） その他の関係法令 

3.13 品質管理・保証等 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行うとと

もに、必要な企画立案能力、技術的能力の向上に努めなければならない。 

3.14 秘密の保持 

（１） 受託者は、業務上知り得た秘密を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らして

はならない。 

3.15 契約時に提出する書類 

受託者は、本業務を実施するにあたり以下の書類を作成し、本市の承諾を得なければなら

ない。 

（１） 委託業務着手届 

（２） 工程表（委託作業表） 

（３） 業務責任者届 

3.16 損害の賠償 

本業務遂行中に受託者が本市若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受け

た場合は、直ちに本市にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責任において

処理解決するものとし、本市は一切の責任を負わない。 

3.17 貸与資料 

（１） 受託者が本業務を実施するうえで必要となる資料のうち本市が提供することが可能な

資料は、本市が受託者に貸与するものとする。また、貸与は主任技師が受けるものとす

る。 

（２） 貸与された資料は、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、

本業務において貸与した関係書類は、作業終了後若しくは契約を解除されたとき又は本

業務履行上不要になった場合、本市に返還しなければならない。また、貸与資料の複製

物は適切に廃棄するなど、本市の指示に従った処置を行うこと。 

3.18 作業経過の報告 

本業務の実施期間中において、受託者は本市と緊密な連絡に努め作業を遂行しなければなら

ない。また、本市は必要に応じて本業務の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる

こととする。なお、打ち合わせで決定し、又は本市が指示した事項等について、受託者は定期

的に、その進捗を報告すること。 

3.19 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等 
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（１） 本業務を実施するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、受託者の負担

により本市と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものと

する。 

（２） 受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

き保護される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保護に値する

とされている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料、履行方法等を使用す

るときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。  

3.20 その他 

（１） 作業上必要な会議は適宜行うことができることとする。受託者は会議終了後、速やか

にその打ち合わせ記録を作成・提出し、本市の承認を得ること。 

（２） 受託者は、作業の工程において確認事項がある場合、書面により本市に提出し確認を

行うことができることとする。 

（３） 受託者は、本業務中に事故があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の

原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに本市に報告すること。 

（４） 本業務は、市の業務の実施・継続を支える重要な情報システムと密接に関係してお

り、大規模災害等の発生後、可能な限り早急にこれを復旧させる必要がある。このた

め、受託者は、契約書・仕様書等に示した範囲内で、システムが被害を受けた場合に、

速やかに復旧が可能なシステム構成とするよう努力すること。また、契約期間中に大規

模災害等が発生した場合は、速やかにシステムを復旧させるための作業について、受託

者が可能な範囲で協力するものとする。大規模災害等に備え、緊急連絡先の取り決めや

訓練などについても、受託者が可能な範囲で協力するものとする。 

（５） 受託者は、本業務が本市からの委託を受けた業務であることを認識し、本市の信頼を

失墜させることのないよう本業務を実施すること。 

（６） 業務責任者は、本市からの変更要望または本市の承認がない限り、変更できないこと

とする。 

（７） 受託者は、本市が情報セキュリティに関連する調査、監査等に対応する場合には可能

な限り協力を行うこと。 

（８） 受託者は、一般的に運用保守として求められる基準応答時間順守率を開発段階から考

慮したシステム設計を心掛け、運用保守会社で如何ともしがたい状態を避けるように心

がけること。 

4. 調達・作業範囲 

本調達範囲は、以下の表のとおりである。 

  

図表4 調達範囲 

調達範囲 作業内容等 

システム開発 

 

プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理 

要件定義、設計（構成設計） 

システム適用、 

プログラミング（カスタマイズ部分がある場合等）、 

環境構築 

テスト（システムテスト、運用テスト） 

システム設定作業 サーバ及びネットワーク機器設定作業、システム導入作業、 

端末環境の設定作業、業務で使用できる環境の整備作業全般 

ソフトウェアライセンス システム構築に必要なソフトウェアライセンス、ソフトウェ

ア利用料 
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その他 

 

上記に付帯する作業 

5. 作業内容 

5.1 プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理 

受託者は、本市の視点に立って、本業務が効率的かつ適正に実施されるように、また、本

業務の目的や本市の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程におけるプロ

ジェクト管理（各作業の進捗状況の把握、本市が見落としがちな要件の指摘、品質レビュー

の実施、課題・問題点の早期発見と解決策の検討・実施、本市への迅速な状況報告等）を徹

底すること。 

プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力を持つのみならず適切な課

題解決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実にプロ

ジェクト推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業量を適

切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合は、早急に原因を

調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリプランを提示し、本市

の承認を得た上で、これを実施すること。 

5.2 要件定義、設計（構成設計） 

新システムの設計・構築に必要な調査・分析及びヒアリングを行い、新システムの設計・

構築及び各種テストを行うこと。 

（１） 調査・分析及びヒアリング 

新システムの設計・構築のために必要な情報の調査・分析を行うこと。また、連携す

るシステム仕様に関する調査及び調整を行うこと。  

（２） 概要設計 

新システムを定義する概要設計書を作成すること。概要設計終了後、受託者で成果物

のレビューを行ったうえで、本市の承認を得ること。 

5.3 システム適用、プログラミング（カスタマイズ部分等）、環境構築 

設計内容をもとに、システムの導入・適用作業を行うこと。また、本市の要求仕様に対し

て、システムで対応できない部分については、カスタマイズを行うこと。カスタマイズ等必

要に応じて、プログラムを作成すること。 

5.4 テスト（システムテスト、運用テスト） 

（１） システム機能について、品質等問題がないことを担保できるよう必要なテストを実施

すること。テスト方法については、受託者から最適な内容を提案すること。 

（２） システムテストについては受託者が実施し、システムの品質を保証すること。運用テ

ストについては本市とともに実施し、本システムを利用して効率的かつ適正な業務遂行

が可能なことを確認する。運用テスト計画の作成、テスト環境の構築、テスト支援及び

問題の解決等は、本委託業務に含むものとする。 

6. 機能要件 

本システムで実現する業務機能要件を対応すること。 

（１） 全ての機能が日本語に対応 

（２） 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 

（３） 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 

（４） 画面上に表示するレイヤを任意に ON/OFF 
（５） 大雨/土砂災害、洪水、高潮、地震、津波、台風、その他に対応する発令モードを作

成 
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（６） 発令モード毎に、指定の対象地域を紐づけ 

（７） 発令レベル、理由、日時の選択 

（８） (７)の選択の後、対象観測所、地域等を選択することで発令エリアの特定および避難

対象エリアおよび避難対象人数を表示 

（９） 発令エリアの避難所情報(施設名、住所、車中泊等)を表示 

（１０） 発令地区等の順番は県防災情報システムの並び順 

（１１） 発令は２０次まで可能 

（１２） 何次にどの事由で発令したかを一覧表示 

（１３） 発令次毎の避難対象世帯数・人口・開設避難所数と発令累計の区ごとの集計 

（１４） 発令人口等の集計項目 

（１５） 災害種別ごとの対象人数の集計 

（１６） 避難所混雑状況を入力する項目 

（１７） 避難所混雑状況を設定 

（１８） 避難所を新規開設する際、避難所混雑状況を「空いています」に一括設定 

（１９） 土砂災害については、5キロメッシュ版と1キロメッシュ版を作成し、メッシュモ

ードの切替を可能とする 

（２０） システム操作者のタイミングで指定するインターネットサイトのエクセルデータを

取得し、かつシステム上で市内地図に岡山県が定めるメッシュコードを利用し、土砂災

害危険度表示に応じた着色表示を行う 

（２１） 避難情報の発令は複数回行う可能性があるため、上記(20)で着色表示を行ったもの

と新たに取得した危険度情報との差異を明確に示すこと。また、避難情報発令を行った

地域についても地図上に履歴として残る仕様とすること。 

（２２） 発令時に対応した開設中の避難所情報をFAX送信用として帳票出力。送付先によっ

て対象施設が違うため、送付先による抽出 

（２３） 避難情報を解除するモードの搭載 

（２４） 避難情報解除地区の選択 

（２５） 閉鎖する避難所の選択 

（２６） 画面内に表示された領域を印刷 

【その他要件】 

なお、各機能が法制度上求められる機能要件については、本仕様書に明記されていない場

合であっても、本システムを構成されるうえで当然備えられるべきものとして、本仕様書に

含まれているものとする。 

開設予定の避難所については、本市HPで車中泊や避難の可否について、最新の情報の確認

を行い、本市からの提供データとの差異が生じる場合は、担当者に確認のうえ、修正を行う

こと。 

また、仕様書配布期間中に配布するCD-R(現在岡山市が使用しているファイル)に含まれる

すべての機能をシステム化し、同等以上のものとすること。 

 

7. マニュアル・研修会等 

  システム稼働前における教育・研修の要件について、下記を遵守すること。また、システム改

修等が発生した場合においては、本市と協議の上、必要に応じ操作研修等を実施すること。 

（１） 研修場所は、本市で準備した場所で実施すること。 

（２） 研修方式は、端末を利用した入力形式の集合研修とすること。（端末は本市にて別途

用意するものとする）集合研修が困難な特別な事情が発生した際は、効率的な代替手段

を提案し、本市の承諾を得たうえで実施すること。 

（３） 研修回数は、２回程度（１回につき、３人 ３時間程度）を想定している。 

（４） 本市による運用テスト開始までに、充分な研修期間を設定すること。システム利用課

の業務繁忙期、システムの本稼働時期を考慮した研修計画を作成すること。 
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（５） 研修テキストの内容・表現方法等については、研修対象者の分かりやすさ等を充分に

考慮したものとし、本市と協議の上、作成すること。 

 

 

8. 情報システム稼働環境要件 

8.1 クラウド要件 

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 

使用するクラウドについては、日本国内にリージョンがあり、ISO/IEC 27001およびISMAP

か、ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27017のいずれかに対応しているものを使用すること。 

 

 

8.2 ネットワーク要件 

インターネットを利用してクラウドに接続できること。 

 

 

8.3 クライアント要件 

クライアント端末については、本市情報部門で一括調達したシステム用端末(情報系)を利 

用し、プリンタについてはシステム使用各拠点に配置されているプリンタを使用するもの 

とする。 

 

OS：Microsoft Windows10 Professional 64bit版  

ストレージ：HDD500GB 以上または SSD256GB 以上 

メモリ：4GB 以上 

CPU：インテル  Corei3 同等以上 

ブラウザ：Microsoft Edge(Chromiumベース版) 

その他：Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

9. 運用管理要件 

9.1 構成管理 

運用手順変更や仕様変更等の際に、変更漏れによるドキュメントの不整合が生じないよ

う、適切に管理する仕組みを構築すること。 

9.2 時刻同期 

本システムの性質上、端末の不正利用があった場合等、ログに記載される時間が大きな役

割を果たす可能性が高く、時刻については厳密な管理が必要だと考える。その点を踏まえて

管理を行うこと。 

時刻の補正についてはNTPサーバを利用していること。 

 

10. セキュリティ要件 

10.1 ユーザー認証・権限管理 

ユーザー認証の方法は、個別のID及びパスワードの入力とすること。 
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ユーザーの職員情報（ID、パスワード及び氏名等）並びに属性情報（組織情報及び職位情

報等）を管理できること。 

アカウントについて、本市の運用担当者がアカウントポリシー（パスワードの文字数や有

効期限、アカウントの緊急ロック等）を設定でき、利用者はそのポリシーに則ってパスワー

ドの変更ができること。 

タイムアウト機能（一定時間利用がない場合はセッションタイムアウトなどにより再度ロ

グインが求められる）が設定できること。 

10.2 ログ管理 

ユーザーアカウントごとに、システム起動や各種処理の各操作内容に関するログを取得

し、一定期間保持できること。 

各種ログ情報を出力できること。出力内容は、「日付、時刻、利用者、操作端末、操作した

内容、ログ属性（情報、警告、エラー等）」を含むこと。 

10.3 システム開発工程におけるセキュリティ対策 

システム開発工程においては、既存のシステムやネットワークへの影響を考慮し、事故及

び不正行為を防止するため、特に以下の対策を実施すること。 

（１） 導入するハードウェア及びソフトウェアがセキュリティ上問題ないことを事前に確認

すること。 

（２） 本サービス適用において不要なソフトウェア及びサービスの実装を行わないこと。不

要なサービスについては、あらかじめ無効化の設定を行うこと。 

（３） 本市庁内ネットワークとの接続においては、最新のセキュリティパッチの適用、ウイ

ルスチェック等を行い、セキュリティ上問題ないことを確認した上で行うこと。 

（４） セキュリティパッチ等のソフトウェア変更情報を常時収集し、適用要否・可否の判

断、事前検証を実施した上で、適用を行うこと。 

（５） 個人所有のパソコンの持込み、ネットワークへの接続を行わないこと。 

（６） 外部から入手したファイル、インターネットからのダウンロードファイル、電子メー

ル添付ファイル等は、本市の許可のもと、事前にウイルスチェックを実施し、安全を確

認してから使用すること。 

11. 成果物 

11.1 報告書等の作成 

受託者は、会議内容等のまとめ、各業務の管理表等、各業務の報告書及び本業務において

作成したデータ等を、本市の指示に基づき「11.2提出成果品及び提出期限」で記述した単位

及び形式で提出すること。 

11.2 提出成果品及び提出期限 

提出成果品及び提出期限は次のとおりとする。 

なお、システム開発導入工程完了時には、既に提出済みの成果品（①～⑨）すべてを、電

子データとして納品すること。 

 

図表5 成果品一覧 

No. 品名 提出期限 

① ・プロジェクト計画書、プロジェクト体制図 

・年間スケジュール 

プロジェクト

計画立案時 

② ・要件定義書 要件定義時 
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③ ・システム概要（前提条件、用語集、業務プロセス、業

務フロー等） 

・画面設計（画面一覧、画面レイアウト） 

 

構成設計時 

④ ・管理方針（品質管理、セキュリティ設計、障害対策等） 

・ソフトウェア資料（一覧表等） 

必要時 

（別途指示） 

⑤ ・各種テスト資料 

（例）テスト計画書、テスト結果報告書、テスト仕様書 

※それぞれ必要に応じて提出すること 

テスト時 

⑥ ・各種システムマニュアル（ユーザー登録、管理者向け） 本稼働前 

⑦ ・作業結果報告書等 本稼働後 

⑧ ・工数及び進捗管理（スケジュール、WBS等） 

・議事録、課題管理資料 

・情報セキュリティシステム個別実施手順書等 

・その他本委託の履行にあたり必要なもの 

適時 

⑨ ・完了通知書 委託完了時／

年度毎 

 

 成果品の納品方法 
成果品の納品方法は、次のとおりとする。 

（１） 規格・数量・期限等 

成果品の電子データをCD-R又は DVD-Rに保存し提出することとし、特に指定のない場

合は容易に複写できるよう「Microsoft Office Professional Edition 2016」で利用可能

な保存形式によって1部提出すること。電子媒体の保存にあたっては、わかりやすいよう

分類等でフォルダを構成して保存し、すべてのデータがどのように保存されているかわか

るよう一覧表を作成し添付すること。 

本業務の成果品は、決められた期日までに納品すること。また、成果品の受け渡しは、

本市の事務所で行う。その運搬費用は受託者が負担するものとする。 

（２） ウイルスチェック 

電子媒体によるデータ納品については、すべて最新のパターンファイルを適用したウイ

ルス対策ソフトにより検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感染しているこ

とにより、本市または第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責任と負担により、

信頼回復、原状回復、及びその他賠償等について対応すること。 

 


