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倉吉市防災情報システム構築業務委託仕様書

第１章 総則

第１ 適用

本仕様書は、倉吉市（以下「甲」という。）が委託する「倉吉市防災情報システム構築業務」

（以下「本業務」という。）に適用するものであり、受託者（以下「乙」という。）が本業務を

実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

第２ 本業務の名称

本業務は、「倉吉市防災情報システム構築業務」と称する。

第３ 目的

本市で発生した平成 28 年鳥取県中部地震、平成 30 年台風第 24 号等の大規模災害において、

市民等から寄せられる多数の被害情報や市災害対策本部の各実施部班の災害対応状況等を正確

に把握し、市災害対策本部内で速やかに共有することができず、効率的かつ的確な災害対策の

実施に支障が生じた。この教訓を踏まえ、災害時に市対策本部内で多数かつ多種多様な災害情

報等を地理情報システム（以下「GIS」という。）を活用して一元的に管理できる災害情報共有

システム（以下「共有システム」という。）、災害時に特別な配慮を要する者（以下「要配慮者」

という。）に対する支援情報等を平常時から管理するための避難行動要支援者台帳システム（以

下「台帳システム」という。）を備えた総合的な防災に関する情報を管理するネットワークシス

テム（以下「防災情報システム」という。）を新たに構築することを目的とする。

第４ 履行期間

本業務の履行期間は、契約を締結した日から令和２年３月 25 日（水）までとする。

第５ 履行場所

本業務の履行場所は、鳥取県倉吉市葵町 722 番地外とする。

第６ 準拠する法令等

本業務の実施にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、次に掲げる法令等に準拠するも

のとする。

(１) 災害対策基本法

(２) 倉吉市地域防災計画

(３) 倉吉市避難行動要支援者名簿登録要綱

(４) 避難勧告等に関するガイドライン（平成 31 年３月改定）

(５) 倉吉市個人情報保護条例
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(６) 倉吉市情報セキュリティ基本方針

(７) 倉吉市財務規則

(８) その他関係法令及び通達等

第７ 提出書類

乙は、本業務の着手に先立ち、本業務に係る契約の締結後 14 日以内に、次に掲げる書類を

甲に提出し、承認を得るものとする。

(１) 業務着手届

(２) 業務管理者選任届及び経歴書

(３) 業務工程表

(４) 業務計画書

(５) 貸与資料に関する誓約書

(６) その他甲が必要と認める書類

第８ 業務管理者の選任

１ 乙は、本業務の業務管理者を選任するものとする。

２ 業務管理者は、本仕様書に基づき、業務担当者を指揮監督しながら本業務を監理する。

第９ 業務担当者の選任

１ 乙は、本業務における業務担当者を選任するものとする。

２ 業務担当者は、本仕様書に基づき、適正に業務を実施しなければならない。

第 10 打合せ協議

本業務の実施にあたり、乙は、本業務の円滑な遂行を図るため、甲と密接な連絡を取るとと

もに、本業務の着手時及び本業務の主要な区切りに打合せを行うものとし、その都度、乙にお

いて記録し、甲と乙との間で相互にその内容を確認するものとする。なお、承諾及び協議に関

しては、原則として書面でこれを行うものとする。

第 11 関係官公署等への手続き

本業務の実施に必要な関係官公署等に対する諸手続きについては、甲と乙が協議の上、乙に

おいて迅速かつ正確に処理するものとする。ただし、甲において申請すべき手続きについては、

甲がこれを行うものとする。

第 12 秘密の保持

乙は、本業務の遂行により知り得た情報を甲の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。

また、本業務の完了後においても同様とする。

乙は、業務の一部を再委託する場合、事前に倉吉市に報告し、許可を得たうえで、再委託先

についても守秘義務を遵守する契約（機密保持契約）を締結すること。また、再委託先が起こ

した問題及び損害については受託事業者の連帯責任とし、問題の解決とその賠償責任を負うこ

と。
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第 13 情報の保護

乙は、本業務に係る情報の漏洩、紛失又は改ざんの防止のため、適切な情報管理体制とセキ

ュリティ体制を担保し、業務を遂行しなければならない。

第 14 損害賠償

本業務の遂行中に生じた事故等や第三者に与えた損害については、速やかに乙の責任と負担

においてこれを解決するとともに、直ちに甲にその顛末を報告するものとする。

第 15 検査

乙は、本業務を完了した場合には、速やかにその旨を甲に通知するとともに、その通知を受

けた日から 10 日以内で甲が定める日に検査を受けるものとする。ただし、検査に合格しない

場合には、直ちに修正等を行い、再検査を受けるものとする。

第 16 成果物の帰属

本業務の成果物（本業務の遂行中に乙が成果物を作成するために生成したデータ等を含む。）

は、全て甲の所有とし、甲の承諾を得ずに他に公表、貸与又は使用してはならないものとする。

第 17 成果物の瑕疵

乙が甲に成果物を納めた後、成果物に瑕疵が発見された場合には、甲の指示に従い、直ちに

必要な処理を行なわなければならない。なお、瑕疵の処理に要する経費は、全て乙が負担する

ものとする。

第 18 貸与資料

乙は、本業務に必要と認められる資料を甲等から借用できるものとし、借用した資料は、乙

の責任においてこれを保管し、紛失、汚損等を生じないように十分注意するとともに、本業務

が完了した場合には、速やかに甲に返却するものとする。また、乙が複製した資料については、

本業務の完了後、速やかに廃棄処分を行うものとする。

第 19 疑義

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲と乙が協議の上、これを

定めるものとする。
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第２章 業務内容

本業務の内容は、概ね次のとおりとするが、乙は、本業務の企画、作業手順等に関し、技術

的かつ経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合には、甲に積極的

に提案するように努めるものとする。

第１ 防災情報システムの要件

１ 基本形態

本業務で構築する防災情報システムは、その特性から、大規模な自然災害等が発生した場

合において、被災者等の個人情報を確実に保護しつつ、本システムを運用できる業務継続性

を備える必要がある。このため、LGWAN 系ネットワーク（インターネット接続不可）での

利用を基本とした防災情報システムを提案すること。

なお、本業務の財源として、緊急防災・減災事業債（総務省消防庁）の活用を予定してい

ることから、本市の資産となるサーバの設置等と一体的に行う必要がある点に留意して提案

すること。

本仕様書に記載のない追加提案があれば、これを受け付けるので、追加提案にあたっては、

「公募型プロポーザルの実施について（令和元年９月 19 日付倉吉市公告）」に定める提案上

限額の範囲内で実現可能なものを提案すること。

２ 防災情報システム形態への要求事項

３ 防災情報システムの基本構成

本業務で構築する防災情報システムは、次のとおりとする。

(１) 共有システム

GIS を活用し、地図情報と併せて、市内の災害情報や避難情報、災害対応の状況等を

本市災害対策本部内で一元的かつ総合的に管理するシステム。

(２) 台帳システム

項目 要求事項

所属管理 防災情報システムへのアクセスの権限等を所属単位で管理できる

ように構築すること。

パックアップ体制 万が一、サーバー等が被災した場合に、速やかに防災情報システム

を復旧できるよう、必要なバックアップ体制を施すこと。

維持保守 職員によるメンテナンスを要することなく、防災情報システムの維

持保守が可能であるものとすること。

セキュリティ ネットワークを経由した情報漏えい等を防ぐための必要な対策を

施すこと。

提案機器等 令和２年４月の利用開始後、５年間の運用保守が可能な機器であ

り、OS やミドルウェア等においても、同期間中にサポート終了とな

らないよう選定を行うこと。
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既存の台帳システムを廃止し、新たに GIS を活用した市内の避難行動要支援者等の要

配慮者の支援に必要な情報等を一元的に管理するシステムをいう。

４ 防災情報システムの利用条件

（１）共有システム及び台帳システムの利用者の範囲及び利用者数並びに利用端末は、次のと

おり予定している。

（２）標準的なクライアント環境は、次のとおりである。

第２ 共有システム

１ 基本事項

本業務で構築する共有システムは、災害時に市対策本部で集約する被害情報等を迅速かつ

正確に情報共有し、その情報を活用して本部長等が迅速かつ的確に意思決定を行い、その意

思決定に基づき、効率的かつ組織的に災害応急対策を実施するために必要な災害情報等を一

元的かつ総合的に管理するためのシステムであり、実際の災害状況に応じた組織的な活動に

資するものを提案すること。

２ 基本機能

共有システムを構築する上で予定している基本機能は、次表及び資料１のとおりであるが、

実際の災害対応を踏まえて有効な機能、構成等があれば、積極的に提案すること。

［災害情報共有システムの基本機能及び概要］

防災情報システム 利用者の範囲 利用者数 利用端末

共有システム 全職員 約 440 名 既設の業務用端末

（最大同時接続端末数：約 440 台）

台帳システム 健康福祉部職員

（福祉課・長寿社会課）

約 30 名 既設の業務用端末

（最大同時接続端末数：約６台）

防災情報システム 利用者の範囲

ＯＳ Windows10 Professional 64bit

ＣＰＵ Intel Core i3

メモリ 4GB

ＨＤＤ 250GB

画面の解像度 フルハイビジョン（1920×1080）

基本機能 概要

(１) 共通機能 災害事案ごとに下記(２)から(８)までの機能を運用・管理する

ための機能

（ユーザー情報の管理、災害名の登録、各機能のポータル管理、

クロノロジー・各機能の総括情報の表示等）

(２) 本部情報管理機能 災害対策本部の運営を円滑に行うための機能

（本部長等の指示事項の伝達、本部会議の開催状況の共有、各

実施部班の職員の配備・動員状況の報告等）

(３) 被害情報受付・管理機能 市民等から被害情報の通報に対する災害対応の状況を管理す

るための機能

（通報の受付、関係実施部班への引継、通報内容の出力、対応
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第３ 台帳システム

１ 基本事項

本業務で構築する台帳システムは、本市が保有する要支援者の情報を一元管理し、情報共

有することで、災害時における速やかな避難行動の支援や避難支援者までの迅速かつ確実な

伝達体制を整備し、また平常時における民生委員等の情報収集によって作成される要支援者

名簿、個別の避難支援プラン、及びそれらに伴う要支援者管理業務の効率化を図るためのシ

ステムであり、平常時の見守り活動及び実際の災害状況に応じた組織的な活動に資するもの

を提案すること。

２ 基本機能

台帳システムを構築する上で予定している基本機能は、資料２のとおりであるが、平常時

の操作及び実際の災害対応を踏まえて有効な機能、構成等があれば、積極的に提案すること。

第４ システム構築にあたっての留意事項

１ 調達機器等について

（１）各調達機器は、行政利用に耐える信頼性の優れた機器であり、かつサーバ機器等につい

ては 24 時間 365 日稼働を前提として設計された機器とすること。

（２）クラウド環境での提案も認めるが、その際は通信回線遮断時に縮退運転が可能な機器等

を倉吉市本庁舎内に設置すること。

（３）クライアント機器は既存のものを使用することを前提とするが、業務固有の機能を実現

するために別に準備する必要がある場合は、調達内に含める。

（４）情報共有システムは LGWAN 系ネットワーク（インターネット接続不可）での利用を基

本とする。

（５）情報共有システムと台帳システムは必ずしもと同一システム・同一サーバ上で構築する

状況の記録等）

(４) 避難情報管理機能 避難勧告等の避難情報を管理するための機能

（避難勧告等の発令及び解除の日時、発令対象地区の人口及び

世帯数の管理等）

(５) 避難所管理機能 避難所の開設状況等を管理するための機能

（避難所の指定状況、避難所の開設及び閉鎖の日時、避難者数、

運営職員の配置状況、支援物資の供給状況等の管理）

(６) 災害対応管理機能 各実施部班の災害対策の実施状況を管理するための機能

（災害対応の実施状況、関係機関等への要請状況等の管理）

(７) 被害報告機能 システムに登録された災害情報から自動的に国及び県に対す

る被害報告様式を作成・出力する機能

（エクセル等のデータ出力、帳票出力等の機能）

(８) オプション機能 上記の機能以外に災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興段

階で防災・減災に資する機能

（備蓄物資の管理、家屋被害認定調査業務、被災者支援台帳等

の機能）
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（オプション機能等である）必要はない。別システムとして整備し、定期的なデータ連携

をするなどの手段でも構わない。

（６）システム構築に必要なミドルウェア等は本事業の調達内に含めること。

（７）GIS に使用する地図は、倉吉市が提供する都市計画図（デジタルマップ）に加え、地番

等で検索対象の住宅や施設の位置が特定できる地図（以下「住宅地図」という。）を用いる

こと。ただし、住宅地図の使用に伴い、ライセンス料等が発生する場合には、情報共有シ

ステムと台帳システムによる住宅地図への同時アクセス端末台数を計 15 台として提案す

ること。

２ 市が準備するもの

（１）ネットワーク関連機器、ケーブル類。

（２）ウィルス対策ソフト（OS が Windows 系の場合のみ、Linux 系は調達に含めること）

ウィルスバスター・コーポレートエディション

第５ その他

１ 打ち合わせ協議

(１) 打ち合わせ協議は、業務の円滑な遂行を図るため、甲と乙との間で別途調整の上、適

切な時期に実施するものとする。

(２) 乙は、打ち合わせ協議の後、速やかに打ち合わせ記録簿を作成し、甲の承認を受ける

ものとする。

(３) 乙は、上記の打ち合わせ協議以外の場合であっても、適宜、甲に本業務の進捗状況を

電子メール等を活用して報告するように努めるものとする。

２ 報告書の作成、成果物の納品準備

(１) 乙は、報告書の作成にあたり、本業務で収集及び作成した資料、システム構築の経緯

等を分かり易く記載するものとする。

(２) 甲は、成果物の納品にあたり、納品後に成果物に瑕疵が発見されることのないよう、

細心の注意を払いながら納品の準備を行うものとする。

３ 成果物の納品

(１) 乙は、本業務の検討経緯、作業内容等を業務報告書としてとりまとめ、次に掲げる成

果物と一緒に乙に納入するものとする。

ア 業務報告書

イ 防災情報システムの運用に係る取扱説明書

ウ その他必要な資料

(２) 上記３(１)の成果物の納品数量及び納品形態は、次のとおりとする。

なお、上記３(１)ア及びイの電子データ並びに上記３(１)ウのうち、電子データで納め

る資料に関しては、事前にウイルスチェックを実施したものを納品するものとする。

ア 上記３(１)アの報告書及びイの取扱説明書 ２部（書面）及び１枚（ＣＤ－Ｒ）

イ 上記３(１)ウの資料 甲乙が協議して定めた納品の数量及び形態



（資料１）

機能分類

ログイン

ID・パスワードの入力 システムにIDとパスワードの入力でログインできること。

ID・パスワードの再発行 パスワードを失念した際、パスワードを再発行できること。

ユーザ情報

ユーザ情報の変更 ユーザに関する情報の設定変更（名称、パスワード等の変更）ができること。

代理ログイン 代理ログインができること。

災害名

災害名の登録等 事案ごとに災害名を手動で作成、登録、更新、削除等の管理ができること。

制御管理 事案ごとに制御管理（対応中、無効、終結、編集不可等）ができること。

複数の事案管理 事案ごとに各種機能の管理ができること。

事案の選択 登録した災害名から、取り扱う事案を選択できること。（過去の事案に関しても過去の対

応履歴として参照できること。

災害ポータル

初期表示 システムログイン後に初期表示されるポータル画面では、GIS情報と併せて災害の概況等を

表示し、全体像を把握できること。

GIS 各種情報をGIS上に記号、色分け等で表示できること。

レイヤー表示 浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の災害リスクをGIS上に重ね合わせて表示できること。

クロノロジー 登録されたクロノロジーに対して、フィルタ機能、新着、重要情報等の色分け等により、

情報種別が容易に分かるように表示できること。

状況モニター 本部設置の現況、職員の動員状況、避難勧告等の発令状況、避難所の開設状況、避難者の

状況、人的被・建物被害の状況、クロノロジー登録状況等の集計情報を表示できること。

更新表示

登録情報の自動更新 登録情報に変更があった場合に、即時更新又は一定時間間隔ごとに自動更新し、最新情報

を表示できること。

本部体制の管理 本部体制の種別（未設置/災害警戒本部/災害対策本部）、設置日時、設置理由等を管理で

きること。

本部体制の履歴 本部体制の履歴を保持し、本部の設置状況等の遷移を表示できること。

配備体制

配備体制の管理 配備体制の種別（準備体制/注意体制Ⅰ～Ⅱ/警戒体制Ⅰ～Ⅱ/非常体制）、移行日時、移行

理由等を管理できること。

配備体制の履歴 配備体制の履歴を保持し、配備体制の移行状況等の遷移を表示できること。

動員体制

動員体制の管理 各部署又は各実施班の職員の動員状況（登庁人数、責任者等）を管理できること。

職員応援の管理 各部署又は各実施班の職員応援の必要人数、業務内容、調整状況等を管理できること。

本部会議

開催予定等の管理 本部会議の開催予定（日時、場所等）を登録、表示できること。

会議資料の登録 各部署又は各実施班の報告資料等の会議資料を登録できること。

会議結果の登録 会議結果の概要を登録、表示できること。

指示・報告事項の登録 本部と各実施部班との間の指示、報告事項を組織単位で登録、表示できること。

報告様式

報告様式の出力 登録情報を国、県等の報告様式でExcelデータ等として出力できること。

被害情報受付

通報内容の登録 市民等からの通報内容を通報（受付）番号を手動又は自動で採番しながらテンプレート形

式で複数の端末から同時に登録できること。

GIS表示 被害発生場所をGIS上に記号、色分け等で表示できること。

参考資料の添付 被害画像等のファイルを添付できること。

担当部署の登録 通報案件ごとに対応する担当部署又は担当実施班を登録できること。

クロノロジー表示 登録した被害情報を時系列に表示するとともに、項目による並替えやフィルタ機能による抽

出等が容易にできること。また、各事象や対応状況の緊急度や重要度に応じ、強調表示

（文字色等）を変更できること。

対応状況

対応状況の管理 通報案件ごとに担当部署が対応状況をテンプレート形式で時系列に管理できること。

参考資料の添付 対応状況画像等のファイルを添付できること。

案件引継 担当部署から他部署に引き継ぐ場合に、容易に登録変更でき、その履歴も管理できるこ

と。

災害情報共有システムの基本機能一覧表

（１）共通機能

（２）本部情報管理機能

本部体制

（３）被害情報受付・管理機能

機能

番号
機能概要

大分類 小分類

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2
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機能分類
機能

番号
機能概要

大分類 小分類

被害情報集計

自動集計 被害の種別、被害の程度、発生地区（校区又は町丁目）等の単位で自動集計できること。

情報閲覧

個別情報の閲覧 全職員が各自の端末からクロノロジー表示又はGIS上の表示から受付した被害情報を個別に

選択し、選択した被害情報や各部署の対応状況の登録内容を閲覧できること。

報告様式

受付情報の帳票出力 被害現場に出動する職員用として、受付した被害情報の内容と災害発生場所を示したGIS情

報を容易に帳票出力できること。

報告様式の出力 登録情報を国、県等の報告様式でExcelデータ等として出力できること。

日時・理由等の管理 避難情報の種別ごとに発令日時、発令対象地区、発令理由、解除日時等を時系列に管理で

きること。

対象区域

対象区域の管理 発令対象区域の避難情報の発令状況、対象世帯数、対象人数を管理できること。

対象世帯数等の把握 GIS上で発令対象区域を指定することで、対象区域内の世帯数、人数を推計できること。

報告様式

報告様式の出力 登録情報を国、県等の報告様式でExcelデータ等として出力できること。

情報閲覧

登録情報の閲覧 クロノロジー表示又はGIS上の表示から選択して登録内容を閲覧できること。

基本情報の管理 指定避難所、指定緊急避難場所等の名称、所在地、電話番号、資機材・設備の配置状況、

受入能力等の基本情報を登録できること。

避難所の開設・閉鎖情報

開設・閉鎖情報の管理 各指定避難所等の開設及び閉鎖の日時、運営担当者等の情報を登録できること。

自主避難所等の開設情報 自主避難所等の開設及び閉鎖、所在地、運営責任者等の情報を随時登録できること。

避難者数等の管理 開設した避難所ごとに避難者数、避難世帯数、要配慮者数等を登録できること。

避難者数等の履歴 開設した避難所ごとに避難者数等の更新履歴を保持し、避難者数等の推移を管理できるこ

と。

要請情報等の管理 各避難所の物資等の要請情報や対応状況を時系列に管理できること。

報告様式

報告様式の出力 登録情報を国、県等の報告様式でExcelデータ等として出力できること。

情報閲覧

登録情報の閲覧 各指定避難所等の一覧、指定避難所等の開設情報又はGIS上の表示から選択して登録内容を

閲覧できること。

災害対応状況の管理 各部署又は各実施班の災害対応状況をテンプレート形式で登録し、時系列に管理できるこ

と。

応援要請等の管理 応援要請の状況（要請日時、要請先、要請内容等）と要請先の対応状況等を登録し、時系

列に管理できること。

関係機関等の活動管理 関係機関等の活動状況を登録し、時系列に管理できること。

報告様式

報告様式の出力 登録情報をCSVデータ等で出力できること。

情報閲覧

登録情報の閲覧 登録情報の一覧又はGIS上の表示から選択して登録内容を閲覧できること。

被害報告

報告様式の出力 登録情報を国、県等の報告様式でExcelデータ等として出力できること。

（４）避難情報管理機能

発令・解除情報

（５）避難所管理機能

避難所の基本情報

（６）災害対応管理機能

各部署又は各実施班の災害対応状況

（７）被害報告機能

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1
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１　住民基本情報管理機 番号 機能概要

①住民基本情報管理 1-1 住所・氏名・通称名・性別・生年月日・電話番号・地区・自治公民館・DV情報の管理がで

きること。

1-2 住所の履歴管理が可能であること。

1-3 住所とは別に居住地としての登録が可能であること。

1-4 倉吉市にて管理項目を設定でき、検索条件に用いることが可能であること。

1-5 住民基本台帳情報で管理している氏名、通称名の優先順位を帳票等の印刷に反映させるこ

と。

２　要支援者情報管理機 機能概要

①要支援者基本情報管理 2-1-1 住所・氏名・通称名・性別・生年月日・電話番号・地区・自治公民館・DV情報の管理がで

きること。

2-1-2 倉吉市にて世帯区分(高齢者世帯・独居世帯）などを自由に設定が可能であること。

2-1-3 申請年月日・区分の管理が可能であること。

2-1-4 要支援者登録申請書・台帳の印刷が可能であること。

2-1-5 要支援者の申請・同意の有無の管理が可能であり、倉吉市にて管理項目を自由に設定できる

こと。また、申請・同意がない場合にも登録・管理は可能であり抽出や出力の際に対象外に

できること。

2-1-6 印刷帳票（要支援者台帳・申請書等）はMicrosoft　Word及びJUST Note4への差込印刷機

能で出力可能であること。

2-1-7 印刷帳票（要支援者台帳・申請書等）は雛形を持ち、軽微な帳票レイアウト修正（固定文字

修正・罫線枠変更等）は倉吉市にて修正可能であること。

2-1-8 要支援者の申請者情報を管理可能であること。また、同世帯コードにて抽出・選択可能であ

ること。

2-1-9 要支援者の緊急連絡先情報を管理可能であること。

2-1-10 要支援者の民生委員・児童委員情報を管理可能であること。また、民生委員・児童委員を地

区別に登録・選択が可能であること。住民基本情報に登録のある住民から選択が可能である

こと。

2-1-11 要支援者の避難支援者等関係者情報を管理可能であること。

②要支援者手帳管理 2-2-1 要支援者所有の身体障害者手帳情報(障害名・障害等級）を管理可能であること。

2-2-2 要支援者所有の療育手帳情報(障害等級）を管理可能であること。

2-2-3 要支援者所有の精神保健福祉手帳情報（障害等級）を管理可能であること。

2-2-4 要支援者所有の要介護認定情報（要介護度）を管理可能であること。

③要支援者要件管理 2-3-1 要支援者としての要件を複数管理可能であること。

2-3-2 要件は倉吉市にて自由に設定できること。

④要支援者連絡先管理 2-4 要支援者の自治公民館・避難支援者・福祉協力員・緊急連絡先・かかりつけ医の管理が可能

であること。

⑤要支援者詳細情報管理 2-5-1 要支援者家族構成の管理が可能であること。

2-5-2 居住建物・日中過ごす場所・寝室の場所などの居住状況の管理ができること。

2-5-3 管理項目を自由に設定可能であること。

⑥要支援者災害時情報管 2-6-1 災害時の避難場所を複数管理可能であること。

2-6-2 自主防災組織の管理が可能であること。

⑦要支援者一覧管理 2-7-1 要支援者に登録された対象者を申請日にて絞込み簡単に一覧表示可能であること。

2-7-2 表示された一覧より選択し、詳細情報の確認が可能であること。

３　倉吉市サービス利用

者情報管理機能
機能概要

①サービス利用者情報管

理

3-1 倉吉市にて管理したいサービスを自由に設定し管理可能であること。また、サービス利用対

象者の一覧抽出が可能であること。
４　画像情報管理機能 機能概要

①画像管理 4-1 任意の画像(個人に関連した家屋間取り等）の取り込み・管理が可能であること。

５　災害時安否確認機能 機能概要

①安否確認 5-1 １つの災害に対して地区・避難場所を指定し、要支援者の抽出・印刷ができること。

5-2 災害ごとの要支援者の未確認・確認済・不明入力ができ、確認の場合は確認者・確認日の記

録が可能なこと。
６　検索機能 機能概要

①検索 6-1 要支援者の対象となる条件（65歳以上単身世帯、重度障害等）を設定し検索可能であり、検

索結果の封筒や宛名シールの一括印刷が可能であること。

避難行動要支援者台帳システムの基本機能一覧表
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6-2 システムの入力項目で検索条件を設定可能であり、任意の項目で検索が可能であること。ま

た、検索結果はすべて画面上での一覧表示及びCSV出力も可能であること。

6-3 頻繁に使用する検索の場合は、検索条件の登録が可能であり、即時抽出が可能であること。

CSV出力も可能であること。

6-4 基本情報に任意項目を簡単に設定し、その項目にて抽出が可能であること。

6-5 検索結果一覧を任意の項目にて印刷できること。また、一覧印刷の場合、出力する印刷項目

は倉吉市で自由に設定し、出力が可能であること。

6-6 検索結果後にCSV出力した際、タイトル項目も出力され、加工作業の効率化が図られている

こと。

6-7 要支援者の申請はないが、障害者手帳所持者や要介護認定者の検索が可能であること。

７　一覧印刷機能 機能概要

①一覧印刷機能 7-1 システムに登録された項目を任意に選択し、その項目にて一覧表を作成・印刷が可能である

こと。

7-2 検索機能と同様の条件設定にて抽出・印刷が可能であり、自主防災組織別や民生委員別、避

難場所別の一覧を倉吉市にて設定・抽出できること。
８　住民基本台帳等との

連携機能
機能概要

①住民基本情報等との連

携

8-1 住民基本台帳システム及び介護保険システムからの情報の取り込み、更新が可能であるこ

と。

②地図情報との連携 8-2 地図情報と連携し、要支援者の居住地、避難所の位置などの情報を表示できること。

９　データ初期設定 機能概要

①初期セットアップデー

タ

9-1 システムの初期セットアップデータとして既存の要支援者台帳Excelデータを提供するので

提案システムにセットアップすること。

9-2 既存要支援者データの件数　約5,600件

(注意）

※上記要件で、カスタマイズまたは代替案が必要な場合は、その旨の内容を示すこと。

※上記要件で、「○○を管理可能であること」「○○を設定可能であること」としている項目は、メモ欄などでの一括管理では


