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1 総則 

本書は、久留米市（以下、「発注者」という。）が災害時等に活用する災害対策本部

支援システムを構築し、令和 2年 4月からの本格運用を開始するために必要な作業につ

いて、発注者と本業務の受託事業者（以下、「受注者」という。）の間での契約履行に

必要な事項を定めるものである。 

1.1 本業務の背景 

災害時には、一刻と変化する各種情報を収集し、迅速かつ的確な避難情報発令の判

断が必要となる一方、災害対応業務が多岐にわたる中、避難情報発令の対象となる河

川数が大幅に増加し、これらの業務を全てマンパワーで実施することが難しくなって

いる。また、災害対策本部における各対策部の業務の進捗状況の共有は、迅速かつ的

確な災害対応を行うための必要不可欠な要素であり、災害情報に加えて、災害対応状

況を即時・効率的に共有できる環境整備が必要になっているが、災害対策本部室（会

議室）や各対策部の執務室の環境整備には限界があり、既存の環境では対応できな

い。 

 1.2 本業務の目的 

本業務は、気象情報や指定する河川の水位等を常時取得し、河川の水位状況、気象

情報及び災害情報等を集約し、避難情報の発令や、災害対策本部における応急対策の

的確な意思決定を支援するとともに、住民への的確な避難情報の伝達や、災害対策本

部業務の迅速化、最適化等を図ることを目的とするものである。 

1.3 摘要範囲 

   本書は、久留米市災害対策本部支援システムの導入に係る業務委託について、業務

内容等を定めるものである。 

1.4 本業務の位置付け 

   本業務は、本書に記載の仕様に基づき、「久留米市災害対策本部支援システムの導

入に係る業務委託契約書」（以下「本契約書」という。）により、発注者と受注者間

で業務委託契約を締結する。受注者は、本書に記載した各要件及び発注者が承諾した

受注者の提案事項を満たし、本業務の目的を達するために必要となる業務を実施する

ものとする。 

1.5 準拠する法令等 

   受注者は、本書及び本契約書で定める事項、下記に記載する法規、その他発注者で

定める条例、規則、要領などを十分に遵守理解した上で本業務を実施するものとす

る。 

(1) 災害対策基本法 

(2) 消防法 

(3) 測量法 

(4) 地方自治法 
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(5) 地方自治法施行令 

(6) 久留米市個人情報保護条例 

(7) その他関係法令、規則、通達等 

1.6 機密性の厳守 

   受注者は、発注者の最重要情報を取り扱う責任を自覚し、情報セキュリティの三原

則（機密性、完全性、可用性）を十分に理解しなければならない。 

   特に成果物の作成や発注者の情報資産を扱う作業、本市役所庁舎内で作業を行う際

は、発注者が定めるセキュリティポリシーと同水準以上で作業を行うこと。 

   また、受注者は、本件業務の履行により知り得た本業務及び関連する業務の内容

を、一切第三者に漏らしてはならない。 

1.7 委託期間 

   契約締結日から令和 2年 3月 31 日までとする。 

1.8 方針 

   本業務の方針は以下のとおりとする。受注者は、これらの内容を考慮して本業務を

遂行することとする。 

(1) 調達方法 

     本業務の調達は、公募型プロポーザル方式によって行い、予定価格の範囲にお

いて最も得点の高い提案をした提案者（最優先交渉権者）との間で業務委託契約

を締結するが、本書と受注者の提案事項（提案書）と異なる部分（提案内容が上

回る部分）があった場合は、発注者が承認した事項について、受注者の提案を採

用するものとする。 

(2) システム運用開始時期 

     久留米市災害対策本部支援システムは、令和 2年 4月 1日から運用できるもの

とする。 

(3) 令和 2年 4月 1日以降の運用保守 

     令和 2年 4月 1日以降の運用保守については、本業務の受注者と特命随意契約

によって、別途契約締結を行う予定である。本業務の受注者は、本市と運用保守

業務を 5年間、第 9号様式及び第 9号様式別紙で記載した範囲内の金額で契約す

ることとする。なお、以後同契約を更新する際も同様とする。 

本システムは、令和 2年 4月 1日以降、継続して利用していく予定である。よ

って、受注者は本業務の成果物を運用保守業務でも、継続的に活用していくこと

に留意するものとする。 

 (4) システム化の範囲 

     受注者は、災害対策支援システムのシステム化の範囲について、6.1 業務機能

要件に掲げる業務を対象とするものとする。 
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1.9 業務計画 

受注者は、本業務着手前に速やかに下記の書類を提出するものとする。 

(1) 業務着手届 

(2) 業務工程表 

(3) 業務実施計画書 

(4) 管理技術者届 

(5) 従事技術者名簿 

(6) その他発注者が必要とするもの 

1.10 工程管理 

 受注者は、本業務着手前に発注者と十分打合せを行い、業務が円滑に進むよう

に、本業務全般の工程管理等、速やかに実行するものとする。 

1.11 疑義の解釈 

 受注者は、本業務の遂行にあたって疑義を生じた場合は、直ちに発注者と緊密に

協議を行い、解決した上で業務にあたらなければならない。なお、受注者はその内

容や経緯、解釈等について議事録を作成し、発注者に提出するものとする。 

1.12 技術者の選定 

 本業務を円滑かつ本仕様書に定められた範囲で業務を適正に行い、各作業工程が

計画どおりに遂行するため、以下に基づき技術者を配置するものとする。 

(1) 管理技術者 

災害支援に関するシステム構築業務に従事した経験を保有しており、情報処理

技術者（プロジェクトマネージャ）の資格を有する者、もしくは技術士法第 32

条第 1項に基づく技術士（河川、砂防及び海岸・海洋部門）もしくは、技術士

（応用理学（地質）部門）の登録を受けている者を配置すること。 

また、業務に関する技術上の一切の事項を管理し、発注者と相互に協力するた

めの十分なコミュニケーションを図ることが可能であり、担当技術者等を適宜指

導及び教育を行うこと。 

(2) 担当技術者 

都道府県等の官公庁又は消防機関において、GIS を活用した防災業務支援シス

テム、防災システム等の設計・開発の受託業務経験を有している者を配置するこ

と。 

1.13 個人情報の取り扱い 

 受注者は、本業務遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、本契約

の終了、解除された場合も同様とする。 

1.14 事故・災害 

 本業務遂行中の事故・災害については、全て受注者において処理するものとす

る。ただし、発注者の責に帰する事由となる場合は、この限りではない。 
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1.15 著作権の帰属 

 本業務において作成した成果品の著作権については、発注者に帰属するものとす

る。ただし、受注者、又は受注者以外が著作権を保有しているソフトウェア、及び

データ等の著作物に関しては、発注者はその一部使用権、及び使用承諾をもって使

用できるものとする。 

1.16 瑕疵担保責任 

 本業務完了後にあっても、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見され

た場合は、発注者の指示に従い、修正、補正又はその他必要な作業を受注者の負担

において行なうものとする。 

1.17 契約の解除 

 発注者は、受注者が以下の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。 

(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(2) 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了する見込みがない

と明らかに認められるとき。 

(3) 前 2号に揚げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目

的を達成することができないと認められるとき。 

1.18 契約内容の変更 

 本業務の内容に著しい影響を与える事情が生じた時は、双方協議の上、契約内容

を変更することができるものとする。また、本業務工期内に法改正等に伴う変更が

生じた時は、双方協議の上、契約内容を変更することができるものとする。 

1.19 委託料の支払い 

 受注者は、発注者から検査結果の合格を受けた後、速やかに委託料の支払請求書

を提出するものとする。 

 なお、発注者は、支払請求書の受領日から起算して、原則として 30 日以内に委

託料を支払うものとする。 

1.20 提言・助言 

 受注者は、本業務を遂行するにあたり、ICT や業務に関する専門的知識・経験、

技術情報、省庁・他自治体の動向等、積極的に発注者へ提言・助言を行うものとす

る。 
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2 業務概要 

 2.1 業務委託の範囲 

本業務委託の範囲は次の通りとする。なお、詳細は本仕様書内の該当箇所を参照す

ること。 

① 災害対策本部支援システム導入業務 

     システム導入及び各種テスト、操作研修（職員向け）の実施 

 

3 システム導入の基本方針 

3.1 本業務の基本方針 

  本システムの調達にあたっては、本市がシステム本体、及びサーバ等のシステム機

器を自己保有しない「サービス利用形式」とする。 

3.2 稼働開始時期 

  令和 2年 4月 1日 

 

4 システムの稼働環境に係る要件 

4.1 基本的事項 

   久留米市災害対策本部支援システム構築については、次の要求を満たすシステム

とする。 

ア 本システムは、ソフトウェア及びデータ管理・運用を ASP サービスとして提供す

ることとする。 

イ 本システムの機能要件は 6.1 業務機能要件のとおりとし、受注者は本システム稼

働までに記載の機能のうち、全ての必須機能を提供すること。 

ウ Web ブラウザのみで本システムを利用できることとし、事前に特別なアプリケー

ションのインストールを必要としないこと。 

エ 本システムは、容易な操作性とユーザインターフェースに優れた処理画面を有す

ること。 

オ 本システムの稼働要件は以下のとおりとする。 

項目 内容 

利用方法 ASP 方式とする。 

通信手段 データセンターと本庁舎間はインターネット回線を使用する。 

同時接続数 同時接続フリーライセンスとする。 

システム運用時間 24 時間/365 日とする。 

環境要件 

（PC） 

OS：Windows7 及び Windows10 で利用可能であること。 

また、今後発売される WindowsOS において、追加費用なしで利

用可能であること。 
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ブラウザ：InternetExplorer11.0 以上、Google Chrome 等の主

要ブラウザでの利用が可能であること。 

（スマートフォン・タブレット端末） 

OS：iOS、Android 

※主要 3キャリア（DoCoMo、au、SoftBank）に対応すること。 

 

5 前提条件 

5.1 動作保証における前提条件 

ア OS 

Windows7 及び Windows10 を使用する環境で動作を保証すること。 

   ※今後発売される WindowsOS において、追加費用なしで利用可能であること。 

 イ ウェブブラウザ 

   Internet Exploler11 及び Google Chrome を使用する環境で動作を保証するこ

と。 

 ウ オフィスソフト 

   Microsoft Office2010、2013、2016 及び 2019 を使用する環境で動作を保証する

こと。 

5.2 スマートフォン・タブレット端末 

OS：iOS、Android 

※主要 3キャリア（DoCoMo、au、SoftBank）に対応すること。 

 

6 システム要件 

6.1 業務機能要件 

導入するシステムでは、次の機能を備えることとする。詳細は別紙機能要件一覧を

参照すること。 

機能 機能概要 

必

須 

情報収集機能 ・発注者が選定する16箇所の水位計及び予測水位（筑後川）を

自動で取得する機能。 

筑後川（荒瀬、片ノ瀬、瀬ノ下）、隈上川（西隈ノ上）、小石

原川（栄田橋）、巨瀬川（中央橋、高橋）、大刀洗川（西の宮

橋）、宝満川（端間）、広川（知徳橋）、田手川（田手橋）、高

良川（下川原橋）、陣屋川（新近橋）、下弓削川（下道添橋）、

金丸川（飯ヶ口橋）、山ノ井川（十間橋） 

・気象情報等を自動で収集する機能。 

注意報、警報、特別警報、土砂災害警戒情報、記録的短時間大

雨情報、指定河川洪水予報、地震情報、台風情報 
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・地図上に気象情報、河川浸水想定区域などの災害危険区域や

被害状況の情報を重ね合わせて表示することで一元管理する

機能。 

・福岡県土砂災害危険度情報を自動で収集する機能。 

・水門・樋門・樋管の開閉状況を自動で収集及び手動で登録す

る機能。 

【西部エリア】 

古川排水機場（古川水門）、古賀坂排水機場（古賀坂水門）、

筑邦干拓排水機場（本堤水門）、山ノ井排水機場（上流）（下

流）（山ノ井水門）、宇田貫水門 

【中央エリア】 

江川排水機場（神代樋門）、大刀洗排水機場（大刀洗水門）、

枝光排水機場（元村樋門）、合川北排水機場（枝光樋管）、篠

山排水機場（篠山排水樋管）、小森野排水機場（小森野排水機

場樋管）、思案橋排水機場（思案橋水門）、小森野樋門 

【東部エリア】 

八幡排水機場（八幡水門）、陣屋川排水機場（陣屋川水門）、

石王樋門、旧陣屋川樋管、津遊川樋管、発心樋管、赤岩樋門 

・発注者が選定する23箇所のライブカメラ配信を自動で取得し

表示する機能。 

【筑後川河川事務所管理】 

筑後川（千年分水路、片ノ瀬、瀬ノ下、下田、山ノ井下流排水

機場、古賀坂排水機場、枝光排水機場、陣屋排水機場、江川排

水機場、太刀洗排水機場）、巨瀬川（中央橋）、宝満川（端間）、

田手川（城東橋） 

【筑後大堰管理室管理】 

筑後川（久留米大堰） 

【福岡国道事務所】 

筑後川（久留米大橋）、広川（永代橋） 

【福岡県管理】 

池町川（西縄手橋）、下弓削川（下道添橋）、山ノ井川（城島大

橋）、不動川（不動川藤町川合流部）、陣屋川（新近橋）、大刀洗

川（西の宮橋）、金丸川（金丸川池町川合流部） 

アラート機能 ・観測した水位や気象情報等をもとに、発注者が定める避難判

断基準に達した際に文章及び通知音等でその情報を知らせる

機能。 
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情報配信機能 ・避難情報の発令と解除の情報及び気象情報をメール配信する

機能（配信先は緊急速報メール、防災メールまもるくん、職

員参集メール及び、任意の宛先等）。 

※本市が運用している（株）アルカディアのSpeeCAN RAIDEN

との連動による配信を示すこと。本システム単独での配信

も可とする。 

・避難情報発令のための通達文章の作成、通達先の選定を自動

で行い職員は内容確認後、送信作業のみで送信ができるテン

プレートとして画面に表示させる機能。 

・SNS（Facebook等）での情報発信へ連動させる機能。 

地図表示機能 ・久留米市都市計画図、航空写真、GoogleMaps、国土地理院地

図を背景地図として表示させ、画面上で簡易に切り替える機

能。 

・ハザードマップ（浸水想定区域図、道路冠水注意マップ等）

をレイヤとして表示させる機能。 

災害（被害）情報管理・

共有機能 

・各課からの被害状況の報告を集計し、また受け付けた通報へ

の対応状況等を時系列管理及び共有する機能。 

・現場報告から取得した位置情報にアイコンを付与し、情報の

確認、追加、削除ができる。 

災害対策本部運営支

援機能 

・災害対策本部における各対策部で対応状況を入力、共有する

ことができる。 

・災害対策本部からの伝達事項を表示できる。 

災害演習機能 ・災害演習機能を備え、平常時の防災訓練に活用できる。 

任

意 

避難所情報管理機能 ・避難所情報（避難所名称、所在地、収容可能人員、備蓄物資

等）を管理する機能。 

・避難所の開設・閉鎖状況や避難者（世帯）数を報告・管理す

る機能。 

・応援物資等を要請する機能。 

備蓄（支援）物資管理

機能 

・備蓄物資の在庫状況を平時も含めて管理し、入出庫、廃棄期

限等の管理を行う機能。 

スマートフォン 

タブレット機能 
機能概要 

必

須 

現場状況報告機能 ・現場から、報告情報（文字情報、写真データ、位置情報）を

入力し、本システムで情報共有ができる。 

任

意 

避難所状況報告機能 ・避難所の運営状況（避難者（世帯）数など）を報告、修正が

できること。 
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6.2 計画準備 

受注者は、業務着手に際して作業手法・作業人員・使用機材・作業工程等について

本業務が手戻りなく遂行できるよう、適切な計画立案を行うものとする。 

6.3 資料収集整理 

受注者は、個人情報保護条例で定める範囲内において、資料を確認、収集するもの

とする。資料収集及び確認後は、情報一覧表を作成し、借用物管理を厳重に行うもの

とする。 

6.4 災害対策支援システム構築 

受注者は、6.1 に記した基本機能要件、提案書に記載した内容、及び「久留米市災

害対策本部支援システム機能表」にて回答した内容を、全て満たすシステムを構築す

るものとする。 

6.5 データ整備 

受注者は、発注者より貸与を受けた小学校区データ、避難所データ、備蓄品データ

を、システムで管理ができるように整備するものとする。また、受注者は、発注者よ

り貸与を受けたハザードマップデータ、背景図データなどを、システムの地図上で閲

覧、検索等ができるように整備するものとする。 

6.6 システムセットアップ 

受注者は、6.4、6.5 で構築したシステム及びデータを、適切に運用することが出来

るようセットアップするものとする。また、導入するシステムには、個人情報、及び

各種機密情報の漏洩を防止する為、セキュリティ機能を実装するものとする。 

システムセットアップ後には動作検証を実施し、システムが正常に稼働することを

確認するものとする。 

 

7 導入要件 

7.1 プロジェクト管理 

本業務に従事する主要要員は、十分な経験・技能を有する者とする。また、受注者

が責任をもって各作業工程の進捗管理を行い、定期的な報告会等を開催し、円滑な導

入進行に努めること。 

7.2 導入及び各種テスト 

テストの実施計画及び実施方法については、本市と協議の上、決定すること。 

なお、機器類の調達、納品及びセットアップ等については、テストの実施時期及び

実施時間を勘案し、十分な期間を確保して実施すること。 

7.3 操作研修とマニュアル作成 

システムの円滑な導入を図るため、本市職員に対しての研修を企画し、システムの

一般的な機能、操作方法等の説明等を実施すること。 
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研修のための会議室及びパソコンの準備は本市で行うが、研修用テキストは受注者

が準備すること。 

実施内容については以下とする。 

(1) 研修実施 

利用者向け及びシステム管理者向けにそれぞれ操作研修を実施する。 

(2) 研修資料及び操作・管理マニュアル 

利用者向け及びシステム管理者向けにそれぞれ研修資料及び操作・管理マニュ

アルを事前に必要部数準備する。 

  

8 運用保守要件 

運用保守要件については、別紙「久留米市災害対策本部支援システム機能表運用保守

要件」を参照すること。 

 

9 セキュリティ要件 

セキュリティ要件については、別紙「久留米市災害対策本部支援システム機能表セキ

ュリティ要件」を参照すること。 

 

10 成果物 

予定する成果物は、本システム及びこれに付随する一切の資料等、これらを本市が指

定する期日までに納品すること。 

なお、成果品の内容の詳細については別途協議の上、決定するものとする。 

本市が現在予定する成果物は、次のとおりである。 

(1) ソフトウェア納品物 

ア 久留米市災害対策本部支援システム 1 式 

イ 久留米市災害対策本部支援システムデータ 1 式 

(2) その他 

ア 業務報告書 1 式 

イ 操作・管理マニュアル 10 部 

ウ 打合せ議事録 1 式 

   ※(2)については、紙媒体（2部）及び電子媒体（1部）を納品するものとする。 

 

11 受託者の義務 

(1) 業務の遂行上、知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。 

(2) 業務遂行のため本市が提供した資料、データ等を本業務以外の目的で使用しな

い。 
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(3) 業務の実施における個人情報等の取り扱いについては、個人情報保護の重要性を

十分認識し、個人の権利、利権を侵害することのないよう必要な措置を講じるこ

と。 

 

12 その他 

(1) 業務の進捗状況については、本市に適宜報告すること。 

(2) 本業務は十分な打合せ後、実施するものとする。また、進捗状況や仕様検討等、

必要に応じて発注者と受注者が協議の上で、打ち合わせを適宜実施すること。開催

場所は、原則として本市庁舎内とする。 

(3) 受注者は、打合せ終了後、その内容等を明確に記録した議事録を作成し、速やか

に発注者に提出しなければならない。 


