
鎌倉市空き家情報管理システム導入業務委託仕様書 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は、鎌倉市空き家管理システム導入業務委託(以下「業務」という。)につい

て、その業務内容及び受注者が守らなければならない事項を定めたものである。 

２ 業務目的 

  鎌倉市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26年法律第 127 号)に基づき、

「鎌倉市空家等対策計画」を策定し、空き家の適正管理に取り組んできたところである。

本業務は、発注者が把握している空き家情報と地図情報の一元管理を図り、鎌倉市内の

空き家対策を総合的かつ計画的に推進するため、空き家情報管理システム(以下「システ

ム」という。)を構築し、導入するものである。 

３ 契約期間 

  契約締結日から平成 31年１月 31日まで。 

４ 業務内容 

 (１) システムの導入 

別添の「システム標準仕様一覧」をすべて満たしている LGWAN-ASP 方式を利用し

たクラウド型のシステムを導入すること。なお、平成 31年２月１日にシステム運用

を開始するため、平成 30年 12月 28日までにはデータの移行を完了し、仮運用を開

始するものとする。 

(２) システム環境設定 

平成27年度に実施した「鎌倉市空き家実態調査」の結果、契約締結日までに発注

者が把握している鎌倉市内の空き家等の情報及びデジタル住宅地図の各データを、

システムで利用可能な状態にすること。なお、発注者が保有する以下の各データは

Excelデータにて提供するが、デジタル住宅地図(Z-mapTOWNⅡ)は受注者が調達する

こと。 

  ア 鎌倉市空き家実態調査結果  約 1,100件 

    <提供データ> 

所在地(住居表示、地名地番及び GISデータ)、土地及び建物の所有者情報、アン

ケート結果、調査カルテ(アンケート結果及び調査カルテはファイリング対応) 

  イ 発注者が把握している市内の空き家等情報  約 200件 

    <提供データ> 

所在地(住居表示及び地名地番)、土地及び建物の所有者情報、対応経過等 

 (３) 動作テスト及び検証 

受注者は導入するシステムが正常に動作するためのテストを行うこと。なお、テ

スト工程において不具合が見つかった際には受注者の負担で修正を行うこと。 

(４) 今後、予定されている元号変更への対応については、無償にて対応を行うこと。 



(５) システム改良、帳票出力等の要望が生じた際には、発注者及び受注者双方による 

協議のうえ、対応するものとする。 

(６) 操作説明 

発注者が導入するシステムを円滑に操作できるように、受注者はシステムの仮運

用開始時に操作説明を行うこと。なお、操作説明後は問い合わせ対応等のフォロー

アップを行うこと。 

(７) 成果品 

本業務の成果品は以下の通りとする。なお、電子媒体と記載している成果品につ

いては DVD-R等のメディアに格納して納品すること。 

ア 実施計画書                        １式 

イ 打合せ記録簿                        １式 

ウ 各種搭載データ(Shapeファイル形式・電子媒体格納)    １式 

エ 空き家情報管理システム(LGWAN-ASP方式)      同時接続５ライセンス 

オ 住宅地図 Z-mapTOWNⅡ(世界測地系)       同時接続５ライセンス 

カ 空き家情報管理システム操作マニュアル        製本５部及び電子媒体 

キ 業務報告書                     製本２部及び電子媒体 

ク その他、発注者が必要と認める資料 

(８) 成果品の納入場所 

鎌倉市役所(神奈川県鎌倉市御成町 18番 10号) 

 (９) 成果品の権利関係 

本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の

許可なく使用、流用してはならない。成果物のうち GISの著作物について、本件プ

ログラムに結合され又は組み込まれたもので、受注者が従前から有していたプログ

ラム及び発注者が本業務の実施中又は新たに作成したプログラムの著作権並びに第

三者ソフトの著作権は、受注者又は当該第三者に留保されるものとする。ただし、

発注者は納入された本件プログラムの著作物の複製物を自己利用するために必要な

範囲で著作権法に従って利用できるものとする。 

なお、成果物のうち本業務で作成されたデータ類の著作権は全て発注者に属する

ものとする。 

(10) システム運用要件 

システム導入後のシステム利用に当たって、以下の要件を満たすものとするため

留意すること。なお、システム利用は同時接続５ライセンスとし、発注者の複数の

部署で利用するものとする。 

ア 構成管理 

設備・回線・機器・ソフトウェア等物理的構成について性能要件を満たすよう、

受注者の費用により増強を行うこと。 



イ ヘルプデスク対応 

(ア) システムの仮運用時における、一般操作に関する問い合わせ対応を行うヘル

プデスクを運用する。受付時間は祝日並びに年末年始を除く月曜から金曜の

午前８時 30分から午後５時 15分までとする。 

(イ) 障害発生時における問い合わせ対応を行う障害対応窓口を運用する。受付時

間は休日・深夜を含め 24時間 365日とする。 

  ウ 障害対応 

(ア) 障害発生時は、深夜・休日を含め、24 時間体制で直ちに復旧対応を実施する

こと。 

(イ) 障害発生時の発注者への一次報告は、検知から 1時間以内とする。 

(ウ) 障害対応時の対応内容及び結果について、報告書により報告すること。 

  エ セキュリティ対策 

(ア) サーバへのアクセスはファイアウォールにより不正なアクセスを制御するこ

と。 

(イ) システムにはウィルス対策ソフトを導入し、コンピュータウィルスの感染を

防止すること。ウィルス対策ソフトは、データをサーバに登録する際にリア

ルタイムでチェックが行えること。また、最低 1 日 1 回の定時ウィルスチェ

ックを行うこと。なお、ウィルス対策ソフトのパターンファイルは、常に最

新の状態を保つよう、更新を行うこと。 

(ウ) セキュリティホール対策として、OS・ミドルウェア等のセキュリティパッチ

が提供された場合、ベンダーリリースから速やかに確認、検証を行った上で、

1週間以内に対応方針案を発注者に報告し、了承を得た上で適用を実施するこ

と。 

オ システム利便性向上対応 

(ア) 発注者の機能・設定要望に対し検討及び改善を行うこと。ただし、その内容

はパッケージシステム機能範囲内とする。 

(イ) 発注者が提供する地形図、航空写真、都市計画等データを必要に応じて更新

すること。 

(11) システムの動作環境 

本システムは、以下の環境において動作を保証すること。 

ア 利用者端末は、庁内で運用しているクライアント端末及び LGWAN に接続された庁

内 LANを利用し、同時接続最大５台を確保するものとする。 

イ クライアント PCは発注者が現在利用している端末を活用することを想定しており、

端末の入替時など、セットアップ等の作業が生じないものであること。 

ウ 現在利用しているクライアント端末の Webブラウザのみにて利用できること。 

エ OSは Windows７、ブラウザは IE9、Google Chrome、オフィスは 2010以降が動作す



ること。また、Windows8、IE11及びオフィス 2013、これらの後継バージョンにも

追加費用なしで対応できること。 

オ システム運用における安全性を確保するため、プラグイン等の特別なソフトのダ

ウンロードが必要な仕組みや、Java アプレット、.NET Framework、Flash、

Silverlight等の、使用機種に制限を与えるようなものを一切使用しないこと。 

５ 一般事項 

(１) 関係法令の遵守 

受注者は本業務の実施にあたり、関係する法令、政令、省令、条例、規則、細則、

通知、通達などの法令等を遵守しなければならない。 

(２) 委託業務の実施場所 

発注者内及び受注者内(協力事業者内含む。)とする。ただし、貸与資料の重要性、

機密性を十分考慮するものとする。また、貸与資料は勿論のこと複製物や中間成果

物等(電子化されたデータを含む。)を実施場所以外に持ち出すことは厳禁とする。 

(３) 貸与資料 

本業務に必要な資料は、発注者より受注者に貸与する。受注者は、貸与資料を破

損、紛失しないよう慎重に取り扱うものとする。また、業務完了後は速やかに返却

するものとする。なお、資料の貸与に際し、ファイル形式を変換する必要がある場

合、その経費は受注者が負担するものとする。 

  ア 1/2,500都市計画基本図(DMデータファイル)  １式 

  イ 都市計画等データファイル(shapeファイル形式)  １式 

  ウ 鎌倉市空き家実態調査台帳(Excelファイル)   １式 

  エ 空家等相談受付票(Excelファイル)    １式 

  オ その他参考となる資料 

(４) 損害賠償 

本作業実施中に生じた諸事故に対して、一切の責任は受注者が負い、発生原因、

経過、被害等の状況を発注者に速やかに報告するとともに、発注者の指示に従うも

のとする。 

ただし、発注者の過失による諸事故に関してはこの限りではない。 

また、業務完了後に受注者の過失、又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場

合には、発注者の必要と認める修正、補正及び必要な措置を受注者の負担で行うも

のとする。 

６ その他の事項 

(１) 本業務の実施に当たっては、必要に応じて適宜打合せを行うものとする。 

(２) 契約後、発注者が導入範囲又は委託作業内容を変更する必要が生じた場合、受注

者は協議に応じなければならない。 

(３) 本仕様書に明示していない事項については、別途発注者と協議するものとする。 



(４) 受注者は、納期の遅延が発生しないよう、厳正な工程管理、進捗管理を行うもの

とする。また、受注者は、発注者との連絡調整を図るとともに、作業の進捗状況

について定期的に報告を行うものとする。 



システム標準仕様一覧

大分類 中分類 小分類 機能 内容 仕様№
ログイン ログイン ログイン ユーザーＩＤ，パスワードによりログインする機能 1
ログイン管理 ログイン管理 ログイン管理 ユーザーＩＤ毎に閲覧、編集等の機能を制限する機能 2

ドラッグ移動 マウス操作により地図をつかんだようにして移動させる機能 3
指定位置中心表示 クリックした点を画面の中心に移動させる機能 4
フリースクロール移動 地図を任意方向に連続してフリースクロールさせる機能 5
指定範囲拡大/縮小 表示地図領域内で矩形領域を指定し拡大/縮小する機能 6
縮尺指定 縮尺指定あるいは任意の縮尺で地図を表示する機能 7
連続ズーム 表示地図をマウスホイール操作により連続的に拡大/縮小する機能 8

地図検索機能 地図検索機能 町丁目や住居表示番号を選択または入力して、対象の住所位置を地図表示する機能 9
レイヤ選択 表示レイヤを選択する機能 10
レイヤ一覧凡例表示/非表示 レイヤ一覧と凡例を表示/非表示する機能 11
レイヤの解放 凡例上のレイヤ一覧からレイヤを削除する機能 12
レイヤ順番の変更 画面に表示しているレイヤの順番を変更する機能 13
新規レイヤ作成 レイヤ名、属性の種類を指定し、レイヤを登録する機能 14
レイヤ名の変更 作成済みのレイヤの名称を変更する機能 15
シンボル登録 新規のシンボルを登録する機能 16
シンボル編集 登録したシンボルの線種、線色、塗りつぶし等を変更する機能 17
シンボル表示/非表示 登録した任意のシンボルを表示/非表示する機能 18
シンボル削除 登録したシンボルを削除する機能 19
シンボル凡例表示/非表示 登録したシンボルの凡例を表示/非表示する機能 20
印刷 凡例、シンボル等が表示された地図を印刷する機能 21
印刷プレビュー 印刷状態をあらかじめ画面上で確認する機能 22

ファイル出力 画像エクスポート 表示中の地図画面を画像ファイル(PNG,JPEG等)として出力する機能 23

ログイン機能

シンボル設定

地図機能

地図表示

編集

印刷
出力

移動

ズーム

レイヤ表示
レイヤ

レイヤ管理

別添



大分類 中分類 小分類 機能 内容 仕様№
空き家情報検索 空き家情報をデータベースに登録されている項目を対象として、検策、一覧表示ができること 24
検索条件の登録 よく使う検索条件を登録できること 25
検索項目の設定 一覧表示される項目の表示を自由に設定できること 26
検索結果の表示 一覧表示された結果は表示項目ごとに並べ替えができること 27
検索結果からデータ編集 表示された一覧から、選択した空き家のデータ画面、編集画面を表示できること 28

空き家情報履歴一覧 履歴照会 空き家情報の履歴を照会できること 29
空き家情報登録 空き家情報登録 空き家の情報を新規登録できること 30
空き家情報照会 空き家情報照会 一覧画面から選択された空き家の情報を照会できること 31
空き家情報変更 空き家情報変更 一覧画面から選択された空き家の情報を変更できること 32
空き家情報(調査) 空き家情報(調査) 空き家調査の情報を登録、表示、変更できること。空き家ランクを表示、変更できること 33

空き家情報(利活用) 利活用情報の編集管理 利活用に関する情報を管理できること 37
空き家情報(ファイリング) 空き家情報(ファイリング) 空き家に関する情報(現地写真、関連文書等)を管理(ファイリング)できること 38
空き家情報削除 空き家情報削除 一覧画面から選択された空き家の情報を削除できること 39

空き家情報月別累計表 空き家情報月別累計表の出力 空き家情報の対応履歴、対応状況、利活用について指定した項目の月別件数リストを出力できること 41

空き家情報年度別累計表 空き家情報年度別累計表の出力
空き家情報の対応履歴、対応状況、利活用について指定した項目の年度別件数リストを出力で
きること

42

月別空き家件数累計表 月別空き家件数累計表の出力 月別にて空き家の累計件数、継続対応件数、解決件数リストを出力できること 43
年度別空き家件数累計表 年度別空き家件数累計表の出力 年度別にて空き家の累計件数、継続対応件数、解決件数リストを出力できること 44
帳票データ データ出力 登録されている空き家のデータについてはＣＳＶファイルへ書き出すことができること 45

40

34

35

関係者情報の管理

対応履歴の編集

対応状況の編集 36

台帳機能

空き家管理票の出力

・空き家の現況の情報を出力できること
・空き家の判定評を出力できること
・空き家の関係者の情報を出力できること
・空き家の対応履歴を出力できること
・保存している空き家の写真を出力できること

空き家管理票

帳票管理

空き家情報管理
空き家情報(関係者)

空き家の関係者情報(建物所有者、土地所有者、現管理者)を登録、表示、変更できること。ま
た、相続関係の情報(所有者等の親族の氏名、続柄、本籍地等)についても管理できること

空き家情報一覧

空き家に対しての対応履歴(苦情相談、指導/勧告/命令等通知文書、写真、アンケート)を登録、
表示、変更できること。また、苦情相談については相談者、相談内容、対応方法についての項目
をそれぞれ複数登録、表示変更、削除できること。また、項目を新たに追加、削除できること

空き家情報(対応履歴)

空き家に対しての対応状況(所有者調査中、相続人調査中、依頼文送付済、指導書送付済、勧
告書送付済、売却、更地、その他)を登録、表示、変更できること。また、項目を新たに追加、削除
できること

空き家情報(対応状況)
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