
別紙７　
システム機能要件一覧表

システム連携 共通基盤連携 1 共通基盤上で管理されている個人情報を自動的に取り込むことができること。

2 共通基盤から個人情報を取り込む際に二重での取込を防止することができること。

3 個人情報（死亡、転入、転出、転居、氏名変更等）の履歴管理ができること。

4 履歴管理している全ての情報を、いつでも修正・追加・削除できること。

5 各種送付文書の送付先が住基上の住所と異なる場合、別に管理できること。

6
住基異動者を処理日もしくは異動日・在籍年度・異動事由を指定し、一覧で表示できるこ

と。

7 住登外者について、住登外管理システムで採番した宛名番号で取り込み、管理できること。

8
共通基盤を介して要支援者名簿登載要件等の確認に必要な情報について、住基情報に連動し

て取り込むことができること。（障がい等級、要介護認定段階、生活保護受給状況など）

機能要件 要望機能区分
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

要援護者名簿台帳 個人情報管理
対象となる要援護者の基本情報に関して以下の項目を登録・検索・照会できること。

なお、電話番号、FAX番号、メールアドレスは2つ以上登録できること。

　　・申請年月日　　　　　　　　　・宛名番号

　　・氏名　　　　　　　　　　　　・カナ氏名

　　・性別　　　　　　　　　　　　・生年月日

　　・年齢　　　　　　　　　　　　・郵便番号

　　・住所　　　　　　　　　　　　・電話番号

　　・FAX番号　　　　　　　　　　・メールアドレス

　　・支援要否区分（要・否・未回答等）

　　・同意区分（有無）　　　　　　・同意区分備考

　　・地区名　　　　　　　　　　　・小学校区名

　　・自主防災組織名　　　　　　　・自主防災組織代表者名

　　・連合自治会名　　　　　　　　・単一自治会名

　　・単一自治会長名　　　　　　　・民生委員名

　　・民生委員地区名

　　・登録区分（身体、精神、療育、要介護、75歳以上等）

　　・世帯員情報　　　　　　　　　・対象者基本情報備考

1
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

2

対象となる要援護者の緊急連絡人の情報に関して以下の項目を登録・検索・照会できるこ

と。

なお、緊急連絡人は2人以上登録できること。

　　・氏名　　　　　　　　　　　　・カナ氏名

　　・性別　　　　　　　　　　　　・生年月日

　　・郵便番号　　　　　　　　　　・住所

　　・電話番号（2つ以上）　  　　　・FAX番号

　　・メールアドレス（2つ以上）　  ・対象者との続柄

　　・緊急連絡人備考

3

対象となる要援護者の医療情報に関して以下の項目を登録・検索・照会できること。

なお、かかりつけ医院は2つ以上登録できること。

　　・かかりつけ医院名　　　　　　・かかりつけ医院住所

　　・かかりつけ医院電話番号　　　・かかりつけ医師名

　　・治療中の病気・障がい状況　　・既往歴

　　・治療内容　　　　　　　　　　・薬の情報（使用薬、容量など）

　　・装具情報（装具名、メーカーなど）

　　・医療情報備考
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

4

対象となる要援護者の支援情報に関して以下の項目を登録・検索・照会できること。

なお、避難場所、担当ケアマネージャ、民生委員、支援者は2つ以上登録できること。

　　・避難場所名　　　　　　　　　　・避難場所電話番号

　　・避難場所優先順位　　　　　　　・避難場所備考

　　・日中の居場所（自宅、通所施設など）

　　・土日祝日の居場所（自宅、通所施設など）

　　・情報伝達方法（手話・点字、筆談、音声など）

　　・支援事業所名　　　　　　　　　・支援事業所住所

　　・支援事業所電話番号　　　　　　・担当者（ケアマネージャ、事業所担当者など）

　　・民生委員番号　　　　　　　　　・民生委員名

　　・民生委員電話番号　　　　　　　・民生委員地区名

　　・支援者名　　　　　　　　　　　・支援者種別（所属組織名）

　　・支援区分（災害情報伝達、安否確認・避難支援・生活支援など）

　　・支援情報備考
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

5

対象となる要援護者の申請者情報に関して以下の項目を登録・検索・照会できること。

　　・申請者種別　　　　　　　　　・宛名番号

　　・氏名　　　　　　　　　　　　・カナ氏名

　　・郵便番号　　　　　　　　　　・住所

　　・電話番号　　　　　　　　　　・FAX番号

　　・メールアドレス　　　　　　　・要援護者との続柄

　　・備考

6

対象となる要援護者の個別避難計画情報に関して以下の項目を登録・検索・照会できるこ

と。

　　・作成有無　　　　　　　　　　　・作成案内送付状況

　　・作成進捗状況（未着手、基礎情報、避難支援者、完了）

　　・作成年月日　　　　　　　　　　・更新年月日

　　・作成支援者名　　　　　　　　　・作成支援者所属

　　・救急医療情報キット登録有無　　・ハザード区分（土砂、地震、洪水、高潮）

7 CSVまたはExcelファイル形式により、一括してデータを取り込むことができること。

8
CSVまたはExcelファイル形式により読み込まれた住民基本台帳データの住所データを基に、

台帳と地図上の住所データをアドレスマッチングにより同時にマッチングできること。

9 Shapeファイルを取り込むことができること。

10 登録した各種の情報は、更新権限を付与したユーザが任意に修正・更新ができること。

5/20



別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

11
登録した個人情報のうち必要な項目についてはGIS地図機能と連携し、地図上で情報を確認

できること。

12
各種台帳に登録されている全ての項目を条件検索の対象とし、検索できること。

また、検索の条件を複数選択し、複合的な要素から検索を行えること。

13 カナ氏名、生年月日、住所、方書での検索の際に部分一致での検索ができること。

14 カナ氏名での検索の際に姓と名の間にスペースの有無を問わず検索ができること。 ○

15 生年月日の検索、入力の際に西暦、和暦どちらでも入力可能なこと。

16
検索した結果を一覧で表示できること。表示したデータは帳票として出力及び加工して二次

利用できること。

17
個人情報画面のトップページに個人を特定できる基本情報を網羅的に載せ、容易に個人が特

定できる設計とすること。

18
個人情報画面のトップページから緊急連絡人情報・医療情報・支援情報等の各種情報画面へ

容易に遷移できること。

19 検索時に住民、住民でなくなった者、住登外者が判別しやすいように配慮されていること。

20
異動が発生した者（新たに住民となった者、住民でなくなった者など）について、期間を定

めて一覧で表示できること。

21 複数の個人情報管理画面を同時に起動できること。

22
DV避難等、個人情報の管理に際し、特段の注意が必要な要援護者であることが画面の色分

け・ポップアップ等により一見してわかること。

23
添付書類不備・未回答等、申請手続き上の管理が必要な要援護者であることが画面の色分

け・ポップアップ等により一見してわかること。
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

24 添付書類不備・未回答等、申請手続き上の管理が必要な要援護者を一覧で表示できること。

マスタ管理 1

連合自治会マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・連合自治会名　　　　　　　　　・連合自治会名コード

　　・代表者情報（氏名、カナ氏名、住所、連絡先）

　　・副代表者情報（氏名、カナ氏名、住所、連絡先）

　　・名簿管理者情報（氏名、カナ氏名、住所、連絡先）

　　・拠点施設　　　　　　　　　　　・地域災害対策本部設置場所

　　・備考

2

自主防災組織マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・自主防災組織名　　　　　　　　・自主防災組織名コード

　　・母体連合自治会名　　　　　　　・母体連合自治会名コード

　　・代表者情報（氏名、カナ氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

　　・副代表者情報（氏名、カナ氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

　　・名簿管理者情報（氏名、カナ氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

　　・拠点施設　　　　　　　　　　　・備考
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

3

単一自治会マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・単一自治会名　　　　　　　　　・単一自治会名コード

　　・母体連合自治会名　　　　　　　・母体連合自治会名コード

　　・代表者情報（氏名、カナ氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

　　・副代表者情報（氏名、カナ氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

　　・名簿管理者情報（氏名、カナ氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

　　・拠点施設　　　　　　　　　　　・備考

4

避難所マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・避難所名　　　　　　　　　　　・避難所名コード

　　・施設類型　　　　　　　　　　　・施設長名

　　・住所　　　　　　　　　　　　　・電話番号

　　・FAX番号　　　　　　　　　　　・メールアドレス

5

福祉避難所マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・避難所名　　　　　　　　　　　・避難所名コード

　　・施設類型　　　　　　　　　　　・施設長名

　　・住所　　　　　　　　　　　　　・電話番号

　　・FAX番号　　　　　　　　　　　・メールアドレス

　　・連絡担当者名　　　　　　　　　・連絡担当者電話番号
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

6

介護支援事業所マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・施設名　　　　　　　　　　　　・施設名コード

　　・サービス類型　　　　　　　　　・施設長名

　　・住所　　　　　　　　　　　　　・電話番号

　　・FAX番号　　　　　　　　　　　・メールアドレス

　　・連絡担当者名　　　　　　　　　・連絡担当者電話番号

7

障がい者支援事業所マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・施設名　　　　　　　　　　　　・施設名コード

　　・サービス類型　　　　　　　　　・施設長名

　　・住所　　　　　　　　　　　　　・電話番号

　　・FAX番号　　　　　　　　　　　・メールアドレス

　　・連絡担当者名　　　　　　　　　・連絡担当者電話番号

8

民生委員マスタデータとして、以下の項目を登録・修正・削除できること。

　　・民生委員情報（宛名番号、氏名、カナ氏名、住所、生年月日・性別・電話番号、FAX

番号、メールアドレス）

　　・担当地区名及びコード　　　　　・民生委員番号（枝番）

　　・担当開始町丁名　　　　　　　　・担当開始町丁名コード

　　・担当開始番地、号　　　　　　　・担当終了町丁名

　　・担当終了町丁名コード　　　　　・担当終了番地・号

　　・備考
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

GIS地図機能 画面操作 1 表示地図を任意の方向に移動できること。

2 マウス操作により地図をつかんだようにして移動できること。

3 地図を任意方向に連続してフリースクロールできること。

4 表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小できること。

5 表示地図領域内で矩形領域を指定し拡大できること。 〇

6 表示地図をマウスホイール操作により連続的に拡大・縮小できること。

7 リストから選択または入力した縮尺で地図を画面表示できること。

8 マウスでズームバーを上げ下げし、地図の中心を変えずに縮尺を変更できること。 〇

9 指定するレイヤの範囲を地図画面に表示できること。 〇

10 回転表示させる角度をキー入力できること。 〇

11 スライドバーをマウスドラッグにより、地図を回転表示できること。 〇

12 レイヤ一覧と凡例を表示できること。

13 チェックボックスでレイヤの表示・非表示を切替えできること。

10/20



別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

14 凡例上のレイヤ一覧からレイヤを削除できること。

15 画面に表示しているレイヤの順番を変更できること。

16 画面に表示しているレイヤの透過率を設定できること。

17 全体図（索引図）上に、メイン地図画面の表示領域を示すことができること。 〇

18 メイン地図の動きと同期して外観図の表示も拡大・縮小・移動できること。 〇

19 複数の地図画面を同時に表示できること。 〇

20 地図の中心座標を表示できること。 〇

21 表示中の地図縮尺に対応したスケールバーを表示できること。

22 マウス位置の座標を表示できること。 〇

23 任意の文字列を地図上に吹き出しで表示できること。

24 メモが作成・保存できること。また、地図上に表示できること。

25 レイヤ名、データソース名、属性の種類を指定し、レイヤを登録・修正・削除できること。

26 レイヤに対して、編集・印刷・出力の権限を指定できること。
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機能要件 要望機能区分

27 指定したレイヤに外部属性データを関連付けできること。

28 レイヤに対してファイリング対象にするかどうかを設定できること。

29 単一の線種、線色、塗りつぶし色等のシンボル設定を行うことができること。

30 属性値ごとにシンボルを設定してレイヤを表示できること。

31 シンボルを表示しない設定ができること。

32 フォントや▲などのかわりにIcon、GIFファイルなどを使うことができること。 〇

33 単一の文字種、文字色等のラベル設定を行えること。

34 属性値ごとにラベルを設定してレイヤを表示できること。

35 ラベルを複数行表示できることやラベルを表示しない設定ができること。

36 シンボルやラベルを表示する縮尺範囲を指定できること。

37 複数のレイヤについてグループレイヤとして登録・修正・削除できること。

38 グループレイヤを読み込み、同時に表示をON/OFFを切り替えることができること。

39 町名や番地を選択し、対象住所の位置を地図表示できること。

12/20



別紙７　
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機能要件 要望機能区分

40 地番を選択し、対象住所の位置を地図表示できること。 〇

41 対象住所が重複する場合でも位置を地図表示できること。

42 目標物名を選択して対象目標物の位置を地図表示できること。

43 住所文字列・地番文字列・目標物文字列を入力し、対象の位置を地図表示できること。 〇

44 指定した平面座標を中心に地図を画面表示できること。 〇

45 指定した緯度経度（10進標記）を中心に地図を画面表示できること。 〇

46
名称を付けて特定の位置をお気に入り登録し、登録した位置を呼び出すことで移動できるこ

と。

47

マウス操作により対象領域を指定し、領域内にかかる、あるいは含まれる地物の属性を表示

できること。対象領域の指定は、既存図形・新規入力（多角形・円・点・線）から選択可能

であること。

48 マウス操作により地物を指定し、対象地物の属性を表示できること。

49 選択された検索レイヤの図形と重なる図形を検索できること。

50 検索レイヤの全図形について重なる図形を検索できること。

51 ２つのレイヤを重ね合わせ、重なる（または重ならない）図形を検索できること。

52 半径と中心位置を指定して多重円を作成し、その領域に含まれる地物を検索できること。
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システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

53 ドラッグで複数の円を作成し、その領域に含まれる地物を検索できること。

54
任意のデータエリア（自治会区、民生・児童委員担当区など）やレイヤ内の任意の属性を持

つ対象者・物を検索・抽出できること。

55
検索しようとするデータ項目にどのような種類の数字や文字が格納されているかを抽出でき

ること。
〇

56 保存した検索条件を読み出して検索を行うことができること。

57
表示しているレイヤすべてに対して同時にキーワード検索を行い、キーワードが含まれるレ

イヤとそれが含まれる項目名と件数を表示し、さらに絞込み検索ができること。
〇

58 検索結果を対象として属性検索ができること。 〇

59 検索された、またはすべてのレイヤの属性を一覧表に表示できること。

60 検索された属性情報に対応する地物を強調表示できること。 〇

61 検索結果の属性一覧上で選択された属性情報に対応する地物を地図表示できること。

62 指定した属性項目について、属性一覧上に表示されている全行を一括で更新できること。

63 属性一覧上で選択された属性情報を単票形式で表示できること。 〇

64 単票形式で表示した属性の内容を修正・削除できること。 〇

65
検索された属性データを利用して小計・件数などを集計できること。また、集計結果をCSV

ファイル出力できること。
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別紙７　
システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

66
地図データに対して任意のファイルを関連づけられること。また、関連づけられているファ

イルを参照できること。

67 ファイル名、ファイルサイズ、更新日時などの条件でファイルを検索できること。

68 検索結果の色塗りおよび属性一覧の内容を消去できること。

69 検索結果一覧からレコードを削除できること。

70 地図や凡例等が表示されたレイアウトファイルをダウンロードできること。

71 事前に作成した帳票データ（Word、Excelなど）を呼び出して書式編集できること。

72 印刷プレビューをあらかじめ画面上で確認できること。

73 印刷する地図縮尺を指定できること。

74 印刷する地図にタイトル、方位シンボル、スケールバー等の装飾を施すことができること。

75 レイヤのセキュリティ設定によって、印刷日時や実行者を強制印字できること。 〇

76 画面表示した地図に印刷枠を複数配置し、まとめて印刷できること。 〇

77 対象図形を選択し、属性の単票帳票を連続印刷できること。 〇

78 図郭地図上で選択された図郭範囲だけ印刷できること。 〇
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システム機能要件一覧表

機能要件 要望機能区分

79 ユーザ側で画面上で印刷レイアウトを編集できること。

80 ひとつの印刷レイアウトに、複数の地図範囲を配置できること。 〇

81 表示中の地図画面を画像ファイルとして出力できること。（PNG,JPGなど）

82
検索等により表示された属性データをCSVファイル形式で出力し、ダウンロードできるこ

と。

83
検索等により表示された属性データを座標情報（XYまたは緯度経度）付きで CSVファイル

形式で出力しダウンロードできること。
〇

84 検索等により表示された図形データをShape形式などで出力できること。

85 CSVファイルを外部属性テーブルとしてインポートできること。

86

位置情報が入力されているCSVファイルからレイヤにインポートできること。位置情報は以

下に対応できること。

・ 住所→アドレスマッチングで新規レイヤ登録

87

位置情報が入力されているCSVファイルからレイヤにインポートできること。位置情報は以

下に対応できること。

・ XY座標→システムの座標系と異なる場合は投影変換を行いインポート

・ 緯度経度→システムの座標系と異なる場合は投影変換を行いインポート

〇
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機能要件 要望機能区分

88 Shapeファイルなどをインポートできること。

89 各データのインポート時に新規レイヤ／テーブルを作成できること。

90
各データのインポート時に既存レイヤ／テーブルにデータを追加やデータの入替が行えるこ

と。

91 インポートしたCSVファイルの内容でレイヤの属性を更新できること。

92 インポートしたCSVファイルの内容でテーブルの内容を更新できること。

93
インポートした画像ファイルのExif情報から座標位置の追加と画像のファイリングを行える

こと。
〇

94
マウス操作により、地図上に指定した多点間の距離を計算できること。また、中間点までの

距離も表示できること。

95 マウス操作により、地図上に指定した多角形の面積と周長を計測できること。 〇

96 マウスで入力した円の面積と周長を計測できること。 〇

97 計測結果の表示を消去できること。

98 計測図形の頂点の座標をリスト表示できること。 〇

99 計測した結果を集計できること。

100 計測結果をKML形式でエクスポートできること。 〇
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機能要件 要望機能区分

101 地図上にマウスでポイント、ライン、図形を追加できること。

102 地図上でマウスクリックとドラッグにより円を作図できること。

103
選択した図形で以下のことができること。

　　コピー、削除、形状の変更、回転、拡大、縮小

104 指定したレイヤの図形に対してスナップしながら編集できること。

105 重なった図形を図形のIDを使って選択できること。 〇

106 マウス操作で指定した場所に、図形入力時の補助となる点を生成できること。

107
指定した座標を開始点として、任意の大きさと角度でn×mマスの正方形メッシュを作図で

きること。
〇

108 ポイントデータを、ポリゴンデータ、ラインデータに変換できること。 〇

109 マウスで選択した図形を元にバッファ図形を発生させることができること。 〇

110 図形を分割や2つの図形の合成ができること。 〇

111
検索レイヤの図形に重なる対象レイヤの図形に対して、検索レイヤの属性値を結合できるこ

と。

112 ２つの異なるレイヤ間での図形をコピーまたは移動ができること。

113 作図した図形に対して関連する属性を入力し付与できること。
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機能要件 要望機能区分

114 検索で絞り込んだレコード群の属性を一括で編集できること。

115 新規図形登録時または図形編集時に任意ファイルを関連づけできること。

116 レイヤを指定せず、一時的な図形（点、線、面、文字）を入力できること。

117 入力した一時的な図形の一括消去ができること。

118 スナップ対象レイヤ、スナップ範囲などスナップの条件を設定できること。

119 マウス操作で指定した場所に画像ファイルを貼り付けできること。

120
ユーザが地図上で指定した2点間の経路を探索して表示できること。その際、レイヤしたハ

ザード情報や障害物情報を迂回した経路を表示できること。

121 複数住所辞書がセットされている場合、利用する住所辞書を指定できること。

122 ログイン時に設定されたお知らせを表示できること。 〇

123 ヘルプを表示できること。 〇

124 システム情報等を表示できること。 〇

125 ログインユーザ名を表示できること。
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機能要件 要望機能区分

管理者機能 1 新規システム管理者を登録・設定変更・削除ができること。

2 利用ユーザの新規作成・設定変更・削除ができること。

3 ユーザに対して管理者、責任者権限を割り当てできること。

4 利用ユーザグループの新規作成・設定変更・削除ができること。

5 CSVファイルに記載されたグループ、ユーザ情報を一括で登録できること。

6
CSVファイルに記載されたグループ、ユーザ情報で既存のグループ、ユーザ情報を上書きできる

こと。

7 作成済みデータソースの検索および設定の変更ができること。

8 全て、または特定のグループ、ユーザに対し、参照・編集の権限を設定できること。

9 作成済みデータソースを削除できること。

10 レイヤまたは外部属性のフィールドにエイリアスを設定できること。 〇

11
操作ログの検索条件を設定できること。（日時、システム名、ユーザー、ソースIPアドレス、操

作内容、操作カテゴリ、操作対象ID）

12 抽出された操作ログを一覧表示できること。

「要望」欄に〇がついている項目については、必須ではないが有していることが望ましいもの。
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