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（計第１号） 

令和４年度青森県森林クラウドシステム構築業務仕様書 

 

１ 総則 

（１）件名 

令和４年度青森県森林クラウドシステム構築業務 

   

（２）委託期間 

委託期間：契約締結日から令和５年３月 24日まで 

 

（３）運用開始日（予定） 

  ア 仮運用開始日：令和５年１月４日 

  イ 本運用開始日：令和５年４月１日 

 (運用保守予定期間：令和５年４月１日から令和 10年３月 31 日まで) 

※本業務では、運用保守業務は含まないが、運用保守についても提案を求める。 

 

（４）適用範囲 

本仕様書は、「青森県森林クラウドシステム構築業務」の委託契約、本システム導

入、システム基盤及び本システムの導入後に委託する予定の保守業務等に関して、業

務の趣旨や目的を示すとともに、本業務実施上の条件等を示したものである。 

なお、本仕様書に記載のない事項及び業務要件に疑義が生じた場合は、原則、発注

者の解釈・判断に従うこと。 

 

（５）用語の説明 

   本仕様書に使用する用語の定義は、以下に定めるところによる。 

ア 「本業務」とは、「青森県森林クラウドシステム構築業務」のことをいう。 

イ 「新システム」とは、令和５年度に新規導入（令和５年４月より運用開始予定）

する「青森県森林クラウドシステム」のことをいう。 

ウ 「現行システム」とは、発注者で現在運用している「青森県森林地理情報システ

ム」、「青森県治山管理システム」、「青森県造林補助システム」のことをいう。 

エ 「システム管理者」とは、青森県農林水産部林政課の職員のことをいう。 

オ 「監督員」とは、発注者から受注者に通知する本業務の担当職員で、受注者もし

くは主任技術者等に対する指示等の職務を行う者をいう。 

カ 「関係部署」とは、青森県の本庁及び出先機関に属し、森林及び林業に関する分

掌業務を行う部署のことをいう。 

キ 「利用者」とは、青森県、県内関係市町村、林業事業体等の森林・林業に関する

事務・事業を行う、システム管理者が利用権限を与えた新システムのユーザのこと

をいう。 
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（６）業務目的 

   本業務は、システム基盤における維持管理上の負担を最小化するため、発注者が保

有するデータを一元的にクラウド上でシステム運用することで、市町村や林業事業体

等との情報共有をより強化し、森林簿や森林計画図の精度維持・向上を図ること、ま

た、施業集約化の促進、森林経営計画や各種補助金の申請状況等の管理の効率化と高

度化を図ることを目的としたシステムを構築することを目的とする。 

 

（７）業務の基本方針 

   本業務は、以下の基本方針に基づいて行うものとする。 

ア  新システムは、LGWAN回線を利用した行政向けクラウドサービス（以下、「行政ク

ラウド」という）及びインターネット回線を利用した一般公開用クラウドサービス

（以下、「公開クラウド」という）とし、リアルタイムな情報共有を実現するシステ

ムとする。 

イ  県・市町村が取り扱う情報は、行政内部での情報共有をより安全に実施するため、

LGWAN回線を利用する。 

ウ  林業事業体等が利用する情報は、インターネット回線を利用する。 

エ  新システムの整備にあたっては、新規の設備投資や機器の維持管理の負担を軽減

する目的として、基本的にはパッケージ化されたソフトウェア機能を ASP形式で提

供する方式とするが、運用にあたり視認性・操作性・利便性を考慮しカスタマイズ

できるものとする。 

オ  アプリケーション及びデータを県庁舎外（事業者管理下）のデータセンターに配

置し、運用できるものとする。 

カ  グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）に配慮し、全利用者にとって視認

性・操作性・利便性の高いシステムとする。 

キ  現行システムを十分理解し、業務分析を行うこと。また現行システムのデータ、

基本機能及び業務改善効果を図る機能を可能な範囲でカスタマイズ等により継承

し、本システムでデータが正常に認識及び動作できるものとする。 

ク  測地系は、世界測地系に準拠すること。また、世界測地系、日本測地系、経緯度

座標系等の地図データを正規の位置に重ね合わせ表示ができるシステムとする。 

ケ  特に予備知識のない職員においても支障なく利用できるような操作性とストレ

スなく業務が行える動作速度を備えること。 

コ  令和５年４月１日からサービス本運用を開始する。 

 

（８）準拠する法令等 

 本業務は本仕様書によるほか、以下に示す各種法令等に基づいて行うものとする。 

ア 森林法（昭和 26 年６月 26日法律第 249号） 

イ 森林法施行規則（昭和 26年８月１日農林省令第 54号） 

ウ 森林経営管理法施行令（平成 30年政令第 320号） 

エ 森林経営管理法施行規則（平成 30年農林水産省令第 78号） 
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オ 森林経営管理制度に係る事務の手引（平成 30 年 12 月 31 日付け 30 林整計第 714

号林（カ）野庁森林整備部計画課長通知） 

カ 測量法（昭和 24 年法律第 188号） 

キ 測量法施行令（昭和 24年政令第 322号） 

ク 国土交通省公共測量作業規程（国土交通省大臣官房技術調査課監修） 

ケ 地理空間情報活用推進基本法（平成 19年法律第 63号） 

コ 地理情報標準プロファイル（国土交通省国土地理院） 

サ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第５８号） 

シ 著作権法（昭和 45年法律第 48号） 

ス 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準（郵政省告示第 73号） 

セ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11年法律第 128 号） 

ソ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号） 

タ 青森県個人情報保護条例（平成 10年青森県条例第 57 号） 

チ 青森県情報セキュリティ方針 

ツ 総合行政ネットワーク ASPガイドライン（地方公共団体情報システム機構） 

テ  森林クラウドシステムに係る標準仕様書、森林クラウドに関わる情報セキュリティ

ガイドライン（森林クラウドシステム標準化検討委員会） 

ト 林地台帳及び地図整備マニュアル、林地台帳及び地図運用マニュアル（林野庁計

画課） 

ナ その他関係法令、規則、通達等 

 

（９）技術者要件 

本業務においては、森林法に規定されている図書類・行政事務、及び測量法に規定

される地形図情報等の取り扱いシステム構築を行うため、受注者は自治体の森林管理

行政や地図情報及びシステム構築等に関して精通している主任技術者および照査技

術者を配置すること。 

主任技術者および照査技術者は下記の森林管理行政や地図情報等に関する資格等

のうち１つ以上を有すること。なお、その主任技術者は、下記（11）の情報処理等に

関する資格のうち１つ以上を併せて有することが望ましいが、有しない場合は下記

（11）の情報処理等に関する資格のうち１つ以上を有する者を別途配置すること。 

 

（10）森林管理行政や地図情報等に関する資格等 

ア 文部科学省認定「技術士（森林部門）」 

イ 一般社団法人日本森林技術協会認定「森林情報士（森林 GIS 部門）」 

ウ 社団法人日本測量協会認定「空間情報総括監理技術者」 

エ 他都道府県にて森林 GIS導入業務の実施責任者として構築・導入した実績 

 

（11）情報処理等に関する資格 

ア 文部科学省認定「技術士（情報工学部門）」 

イ 経済産業省認定「情報処理安全確保支援士（旧情報セキュリティスペシャリスト）」 
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ウ 経済産業省認定「プロジェクトマネージャ」 

エ 経済産業省認定「ITサービスマネージャ」 

オ 経済産業省認定「システム監査技術者」 

 

（12）貸与資料 

ア 発注者は、本業務の実施にあたり、必要な資料を受注者に貸与する。 

イ 受注者は、貸与資料の取り扱いについては十分に注意し、紛失、汚損、破損の無

いよう慎重に取り扱うこと。 

ウ 貸与された資料等については、本業務完了後、速やかに発注者に返却すること。 

エ 発注者が提供する資料は、原則として貸出簿によること。 

オ 当該資料の複写及び第三者への提供は行わないこととするが、発注者がこれを認

める場合はこの限りでない。 

 

（13）工程管理 

受注者は、業務着手時に実施工程表を作成し発注者に提出すること。この際、受注

者が実施する内容はもとより、発注者にて実施、決定等を行う内容、時期についても

併記すること。また、受注者は既に提出した実施工程表に変更が生じ、その内容が重

要な場合には、その都度変更した実施工程表を提出し、発注者の承認を得ること。ま

た、実施工程表について発注者が特に指示をした場合には、さらに細部の実施工程表

を提出すること。特に時期の定められた箇所及び項目については、発注者と事前に協

議し、工程の進捗を図ること。 

 

（14）打合せ協議 

本業務の実施期間中において、受注者は発注者と綿密な連絡を保ち作業を遂行しな

ければならない。 

業務実施計画書に基づき打合せ協議を実施し、協議において決定した事項は、打合

せ記録簿を作成し記録すること。 

 

（15）検査及び検査完了条件 

ア 受注者は、本仕様書等に基づく成果品について、発注者の検査を受けるものとす

る。検査に先立ち、受注者において検査確認シートを作成の上、受注者による事前

内部検査を行い、検査確認シート等を提出すること。 

イ この検査において成果品に不備な点が発見された場合は、受注者は速やかに自己

の負担で指定期日までに、この成果品を修正し納入すること。また、検査完了後に

おいても、成果品に契約不適合が発見された場合は、受注者は同様の処置をするこ

と。 

ウ システム導入完了条件：後述する成果品（９成果品）が適正に納品され、発注者

が行うシステム動作試験及び導入支援業務の終了をもって完了とする。 

エ 運用開始年度完了条件：システム保守運用の報告書及びサービスレベル提供報告

書が提出され、本システムの安定稼動をもって完了とする。 
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（16）守秘義務 

本仕様書に基づく全ての作業において、発注者が提供した業務上の情報を第三者に

開示、又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。（詳細は別紙

1「個人情報取扱特記事項」を参照すること。） 

 

（17）情報セキュリティ 

ア 受注者は、青森県及び県内関係市町村の情報セキュリティに関する規定等に基づ

き、適切なセキュリティ対策を施すこと。 

イ 本業務において取り扱う各種情報について、青森県個人情報保護条例及び県内関

係市町村の個人情報保護条例に基づき、適切な処理を施すものとし、それらの取り

扱いには十分に注意すること。 

ウ 受注者は、本業務に係る個人情報の漏えい、紛失または改ざんの防止その他個人

情報の適正な管理のため、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳО２７０

０１）、プライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）、ISMS クラウドセキュリティ

（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０１７）に準拠した適切なセキュリティ体制と個人情報管理

体制を確保し業務を遂行すること。 

エ 受注者は、本業務における個人情報管理体制とセキュリティ体制を業務着手時に

提出する実施計画書に記載し、発注者の承認を得ること。 

 

（18）再委託の制限 

   受注者は、事前に発注者の承認により第三者に本業務の一部を委託し、又は請け負

わせることができるが、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、又

は請け負わせることはできないものとする。 

 

（19）疑義 

ア 受注者は、本業務に関する発注者からの各種問い合わせに対応すること。 

イ 業務の実施にあたっては、監督員と十分に協議・調整を行うとともに、監督員が

業務目的に照らし必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。 

ウ 業務実施中に行った監督員との協議・調整の内容及び指示については、打合せ記

録簿に記録し、相互に確認すること。 

エ 委託内容に関する不明な事項については、全て監督員と協議すること。 

 

２ 業務概要 

（１）業務項目 

ア 計画準備 

イ 青森県森林クラウドシステム導入設定業務 

ウ 青森県森林クラウドシステム運用ガイドラインの策定 

エ データ標準化及び移行業務 

オ システム導入支援業務 

カ システム仮運用 
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キ 打ち合わせ 

 

（２）業務スケジュール 

各作業に要する期間等は、受注者の考えにより提案するものとするが、仮運用は令

和５年１月４日から、新システム運用は令和５年４月１日からそれぞれ運用を開始す

ることとする。この期日については必須要件であるので厳守すること。 

 

３ 業務内容 

本業務の業務内容は以下のとおりとする。 

（１）計画準備 

本業務の目的、内容を把握し、仕様に則した最適な作業を円滑に進めるとともに、

工程及び所定の品質を確保するために必要な資料及び機材、技術者配置や工程を計画

し、工程については円滑な業務管理を行うための手法を提示し、技術体制及び連絡体

制を図示すること。また、計画された内容については、業務実施計画書として取りま

とめ、発注者の了承を得ること。 

 

（２）青森県森林クラウドシステム導入設定業務 

ア 要件定義及び移行計画 

（ア）本システムを整備するにあたり、発注者の情報システム環境、ネットワーク構

成等の把握、各種システムの要件などを確認する。 

（イ）受注者が保有もしくは提供を予定するサービスの機能と本仕様書に掲げる機能

との対照表を作成し、発注者が求める機能が実装できているか確認するものとす

る。なお、この際に不足の機能がある場合には、適切な代替案などを提示し、発

注者の承認を得るものとする。 

（ウ）関係部署に対し、受注者が提供する標準的なシステム機能の説明、利用イメー

ジについて説明を行うものとする。同時に、関係部署の GIS業務運用状況などの

ヒアリングを行い、システム移行計画書を作成する。 

（エ）ヒアリングの結果は、ヒアリング結果報告書として取りまとめ、発注者の承認

を得るものとする。 

イ システム構築 

（ア）要件定義において取りまとめた内容をもとに、システム構築計画書を作成し、

発注者の了承を得た後、実際のシステム導入、初期設定調整等を行うこと。 

（イ）新システムへのログイン手法に関して、最適なログイン手法を実施するものと

する。原則として、想定対象ユーザ又は所属ごとに ID 及びパスワードを設定す

ることとする。 

（ウ）定期異動や組織改正、市町村・林業事業体の参加に伴い、ユーザ ID及びパスワ

ードを容易に増減可能とすること。（「4 システム要件」参照） 

（エ）定期異動や組織改正などによる利用者管理手法に関して、最適な手法を発注者

と協議の上、取りまとめるものとする。 
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ウ システム動作試験 

（ア）システム導入、設定調整後、システムが問題なく動作するか試験を実施し、そ

の後、発注者のシステム稼働環境で問題なく稼働するかテストすること。 

（イ）テスト作業は、発注者が開発したシステムの品質を検査するための試験の内容

を記載した「テスト実施要領」に基づいて行い、受注者はこれを支援すること。 

（ウ）「テスト実施要領」は、主に性能に関するものとし、受注者が作成し、予め発注

者の承認を得ること。 

（エ）受注者は、「テスト実施要領」に対する結果を取りまとめる作業に協力すること。 

（オ）受注者は、テストにおいて不具合が発見された場合、発注者の指示に従い、適

切な処置を施すこと。 

（カ）テスト時に使用した一時ファイル等の不要なファイル等は、テスト終了後、受

注者において削除すること。 

エ システム本番移行 

システム動作試験及び対象部署での試験が終了した後、発注者による検査を受け

ること。 

また、発注者の了承を得た場合には、本番移行を実施すること。 

 

（３）青森県森林クラウドシステム運用ガイドラインの策定 

新システムの導入にあたり、県及び市町村、林業事業体等を対象とした「青森県森

林クラウドシステム運用のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という）を策

定すること。 

ガイドラインは、県の関係部署及び市町村・林業事業体等のうち４団体へのヒアリ

ングに基づき、組織状況・業務運用状況、現在利用している森林 GIS等の利用状況を

踏まえてとりまとめること。 

ガイドラインは、主に以下の事項について定め、導入後の円滑かつ活発なシステム

運用に資するものとすること。 

ア 青森県森林クラウドシステム利用体制（システム管理者、各データ管理者等を定

義） 

イ 青森県森林クラウドシステムの利用ルール（研修、個人情報、背景図等の利用規

定、外部提供等について定義） 

ウ データ活用ルール（権限の設定、権限の許可について定義） 

エ データ整備ルール（データ整備フロー、手続きについて定義） 

 

（４）データ標準化及び移行業務 

受注者は、「別紙 3 現行システムの保有情報一覧」に記載している情報を移行する

こと。ただし、発注者と協議し、新システムで利用可能な形式、データベース構成・

仕様となるように調整すること。原則として、現行システムが保有する情報及びデー

タ項目を新システムに移行することとするが、移行できないデータ項目が生じた場合

は、発注者と十分協議すること。 

 



8 

 

（５）システム導入支援業務 

ア システム導入説明会 

（ア）システムの操作方法及びシステムの利活用方法・ガイドライン等についての導

入説明会を実施する。 

（イ）導入説明会は、新システムの仮運用開始前に、県システム管理職員、県一般職

員、市町村職員、林業事業体等を対象としてそれぞれ 1回ずつ、計 4回実施する

ものとする 

（ウ）導入説明会のテキストや操作資料は、受注者が作成する。 

（エ）導入説明会で使用する会場、操作端末、プロジェクター等は発注者が準備する。 

（オ）受注者は本システムの使用方法や運用方法に関する相談に応じ、適切な情報を

提供するとともに、操作支援及び改善提案を行うこと。また、発注者から申出が

あった際は、設定変更、ログ調査などの支援を実施すること。 

イ 仮運用 

システムの本運用に向けて仮運用を行うこと。仮運用後に運用設計の見直しを行

い、結果は運用ガイドラインに反映すること。 

 

４ システム要件 

（１）システムの概要イメージ（全体概念図） 

新システムは、森林計画図、森林簿のほか、県が保有する森林・林業行政情報を市

町村や林業事業体等も同時に利用可能とするため、以下の要件を満たすものとする。 

ア 市町村や林業事業体等が森林現況に関わる情報を自ら登録可能とし、県と共有可

能とし業務効率の向上を図る。また、県と市町村、林業事業体等とのデータ相互利

用を可能とすること。 

イ 新システムは LGWAN回線及びインターネット回線を利用したクラウドサービスと

することにより、システムのセキュリティ性能の向上と、業務の効率化を可能とす

ること。 

ウ 森林計画図及び森林簿（編成版）の適時修正、森林・林業行政情報の重ね合わせ

表示を可能とすること。 

エ 情報資産等は、受注者が運用するデータセンターに配置すること（県庁内に新た

な機器等は設置しない。）で、維持管理コストの適正化と地震等による被災リスク

の分散を図ること。 

オ 総務省の「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づき、インターネット接

続系から LGWAN接続系へデータを取り込む場合は、無害化処理の実施を可能とする

こと。 

カ 市町村や林業事業体等が、新システムの利用者として参加する際、別途システム

開発や改修を行うことなく利用可能とすること。 

キ 個人情報を含む情報の共有については、市町村や林業事業体等の情報セキュリティ

ポリシーに配慮すること。 
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図２ 新システムの全体概念図 

 

（２）ユーザ設定 

新システムへのログイン手法に関して、最適なログイン手法を実施し、原則として、

システム利用者又は所属ごとに ID及びパスワードを設定すること。 

県及び県内関係市町村のシステム利用者の所属は下記の通りであり、同時に最大で

利用する人数は 40 名程度を想定している。また、県林政課の職員数は、95名程度（出

先県民局、試験研究機関を含む）、県内関係市町村林務担当課の職員数は、74 名程度

（37市町村×２＝74 人）、林業事業体等の職員数は、45名程度（11 森林組合、その他

民間事業体等）、林野庁の職員数は 10名程度を想定している。 

（本システムの利用者増を想定し、利用者増に伴う同時利用者数の追加が容易に可能

なものとする。） 

 

【対象部署及び所属】 

 ①青森県農林水産部林政課（出先県民局、試験研究機関を含む） 

 ②青森県内関係市町村林務担当課 

 ③林業事業体等 

 ④林野庁 
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（３）利用者区分の設定 

システムのユーザ登録及びユーザ毎に利用権限設定を行うこと。 

新システムの利用者の区分の概略は次表の通りとする。但し、機能ごとにシステム

管理者が権限を設定できるものとする。 
 

利用回線 

利用者 

区分 

利用可能範囲  

想定される

職員等 
ユーザ管

理 

    

設定等管

理 

データ更新、

編集 

申請承

認 

データ

閲覧・

申請 

 

 

LGWAN 

接続系 

システム 

管理者 

〇 〇 〇 〇 〇 県林政課職

員 

データ 

管理者 

× × 〇 〇 〇 県・市町村

林務担当職

員 

一般 

利用者 

× × × × 〇 上記以外の

県・市町村

林務担当職

員 

インターネ

ット接続系 

一般 

利用者 

× × △ 

(権限のある

データのみ) 

× 〇 林業事業体

等 

 
５ システム機能要件 

本業務における新システムの機能要件は、次のとおりとする。本システムに機能と

して搭載する以外の代替案がある場合は、発注者と協議のうえ、対応を決定すること

とする。 

（１）ログイン制御・ユーザ管理機能 

ユーザ認証 ユーザ ID及びパスワード等で認証してログインできる。 

パスワード変更 ユーザ自身の操作でパスワードを変更することができる。 

アクセス制限 

全庁、部署、一般ユーザまたは管理者毎に機能権限の設定ができ

る。  
ログインユーザにより、利用可能なデータを制御することができ

る。 

アクセスログ 利用者毎にシステムの操作履歴を記録し蓄積できる。 

（２）地図表示機能 

地図操作 

スクロールバー又はマウスホイールで地図の拡大縮小ができる。 

指定した縮尺で地図を表示できる。 

地図を回転することができる。 

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ことができ

る。 

２画面表示 2 つの地図画面を並べて表示できる。 

全域表示 地図の全域を表示できる。 

ラスター 
ラスターデータをレイヤとして重ね合わせることができる。 

ラスターデータを透過して重ね合わせて表示できる。 
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ベクター 

ベクターデータをレイヤとして重ね合わせることができる。 

ベクターデータの色等のスタイル変更、表示縮尺の設定、フィルタ

設定ができる。 

ベクターデータの単一又は複数ラベルの表示、表示縮尺の設定がで

きる。 

ベクターデータを透過して重ね合わせて表示できる。 

ベクタ―データの属性情報を表示できる。 

ベクターデータに登録されたファイルデータを閲覧することができ

る。 

索引図表示 索引図を利用して、地図を移動することができる。 

（３）検索機能 

地図検索 

地図上でクリックした地点の図形を検索できる。 

地図上で任意に指定した範囲または指定したバッファ内の図形を検

索できる。 

指定した座標に地図の中心位置を移動できる。 

属性検索 

住所（地番）や目標物をキーワードにして、対象の住所（地番）や

目標物の位置を地図表示できる。 

指定した住所（地番）、地名をリスト形式で検索できる。 

条件検索の際に検索対象となる空間的範囲を指定して、領域内の属

性データを検索・表示することができる。 

複数の検索条件で、より詳細な検索条件を設定して属性データを検

索し表示できる。 

検索結果一覧 

条件検索で表示された属性一覧より選択した属性情報に対応する地

物を地図表示できる。 

検索結果一覧からキーワードにより追加検索できる。 

（４）作図機能 

新規作成 

地図上でラインを作図できる。 

地図上でポイントを作図できる。 

地図上でポリゴンを作図できる。 

レイヤ編集 
一般ユーザまたは管理者の操作でレイヤの追加ができる。 

一般ユーザまたは管理者の操作でレイヤの削除ができる。 

編集 

地図上で図形を削除できる。 

地図上で図形を移動できる。 

地図上で線・多角形図形に頂点を追加・移動・削除できる。 

地図上で選択した図形を分割できる。 

地図上で選択した図形を結合できる。 

地図上で選択した図形を回転できる。 

地図上で選択した図形を複製して登録できる。  
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属性編集 
図形に属性を登録できる。 

図形に登録してある属性を編集できる。 

ファイリング 
任意のデータに対してファイルの登録ができる。 

任意のデータに登録してあるファイルの削除ができる。 

（５）計測機能 

計測 

マウス操作で地図上に指定した多角形の面積が計測できる。 

地図上で指定した地点間の距離が計測できる。 

地図上で指定した地点間の角度が計測できる。 

現存地物をクリックして選択し、その面積、長さを計測できる。 

（６）印刷機能 

印刷 

画面に表示した地図データを接続しプリンタで印刷できる。 

印刷状態をあらかじめ画面上で確認できる。 

印刷する地図の縮尺を指定できる。 

設定されたレイアウト（表示レイヤ、縮尺、印刷座標等）で地図

を PDF出力できる。 

（７）ファイル入出力機能 

ファイル入力 

一般ユーザまたは管理者の操作で Shape ファイルをインポートで

きる。 

一般ユーザまたは管理者の操作で DXFファイルをインポートでき

る。 

一般ユーザまたは管理者の操作で KMLファイルをインポートでき

る。 

一般ユーザまたは管理者の操作で座標データの CSVファイルをイ

ンポートできる。 

画像ファイルを地図上にインポートできる。 

ファイル出力 

地図画面上でマウス操作により矩形領域を指定して、指定範囲を

画像としてファイルに出力できる。 

一般ユーザまたは管理者の操作で地図データを Shapeファイル形

式で出力できる。 

一般ユーザまたは管理者の操作で地図データを DXFファイル形式

等で出力できる。 

一般ユーザまたは管理者の操作で地図データを KMLファイル形式

等で出力できる。 

一般ユーザまたは管理者の操作で属性を CSVファイル形式で出力

できる。 
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（８）森林簿・森林計画図管理機能 

森林簿・森林計画図管

理 

森林計画図を主題図として表示し、森林簿との相互検索ができ

る。 

森林簿に対し任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧出

力ができる。 

森林簿の検索結果を対象として森林簿様式の出力、森林資源構成

表の出力、CSV形式の出力ができる。 

森林計画図及び森林簿の内容が閲覧でき、システム管理者が更新

権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

定期の確定処理として、森林簿の林齢を加算の上、齢級、樹高、

材積、成長量を加算後の林齢に合せて更新できる。なお、樹高、

材積、成長量は自動計算により取得する。 

過去の森林計画図及び森林簿の管理、表示ができる。 

森林簿の編集画面に表示する項目が選択できる。 

選択した箇所だけの森林計画図を Shapeファイル形式で出力がで

きる。 

森林資源を統計し、結果の出力ができる。 

（９）森林異動情報管理機能 

森林異動情報管理 

森林計画図及び森林簿の追加、削除に際し、転入出の別及び転入

前または転出後の土地の用途情報を記録できる。 

転入出の記録に対し任意項目による検索ができ、検索結果の一覧

を表示し出力できる。 

（10）林地台帳管理機能 

林地台帳管理 

林地台帳地図を主題図として表示し、林地台帳と相互検索ができ

る。 

林地台帳に対し任意項目による検索を可能とし、検索結果の一覧

を表示し出力できる。 

林地台帳及び林地台帳地図の内容が閲覧でき、システム管理者が

更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

林地台帳地図への図形の追加に際し、他の主題図の図形から複製

による追加登録ができる。 

林野庁が示す「林地台帳及び地図整備マニュアル」に応じたデー

タ管理ができる。 

登記 CSVデータ、課税台帳 CSVデータによる土地所有者情報を更

新することができる。 
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（11）伐採届管理機能 

伐採届管理 

利用者が伐採届に係る伐採位置を図形情報で登録し、届出情報と

リンクできる。 

伐採届には、画像ファイル等の添付ができる。 

伐採届に係る伐採位置及び届出の内容が閲覧でき、システム管理

者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

伐採届の内容に基づいた適合通知書等を出力できる。 

伐採届の情報を、条件指定により検索できる。 

伐採後の造林の報告の情報を登録できる。 

届出の地番と森林簿の地番の照合を行い、不整合のある届出を確

認することができる。 

伐採届の検索結果を対象として CSV 形式の出力ができる。 

（12）森林土地所有者管理機能 

森林土地所有者管理 

森林の土地の所有者届出の情報を登録し、データベースとして管

理できる。 

森林の土地の所有者届出の内容が閲覧でき、システム管理者が更

新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

登録された森林の土地の所有者届出の情報を自動的に林地台帳及

び森林簿に反映できる。 

森林の土地の所有者届出の情報を条件指定により検索し、検索結

果の一覧を表示し出力できる。 

（13）市町村森林整備計画管理機能 

市町村森林整備計画管

理 

公益的機能別施業森林の区域の図形情報及び属性情報を管理でき

る。 

公益的機能別施業森林の区域の内容が閲覧でき、システム管理者

が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

森林簿、林地台帳の公益的機能別施業森林を更新できる。 

（14）林道・作業道管理機能 

林道・作業道管理 

林道・作業道の線形を主題図として表示できる。 

林道・作業道に対し写真や資料の添付ができる。 

林道・作業道の情報を、条件指定により検索を可能とし、検索結

果の一覧の出力ができる。 

林道利用区域を設定し、林道利用区域内の森林資源構成表の作成

ができる。 

林道・作業道の線形及び林道利用区域の図形情報及び属性情報

は、システム管理者が更新権限を与えた利用者により、追加・修

正・削除できる。 
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（15）保安林管理機能 

保安林管理 

保安林の図形情報、属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新権

限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

保安林の情報を、条件指定により検索を可能とし、検索結果の一覧

の出力ができる。 

保安林に対し写真や資料の添付ができる。 

保安林内作業許可の情報を図形情報、属性情報として管理できる。 

保安林内立木伐採許可等による伐採情報を図形情報及び属性情報と

して管理できる。 

保安林内作業許可の情報及び保安林内立木伐採許可等の図形情報、

属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた利用者に

より追加・修正・削除できる。 

（16）治山事業管理機能 

治山事業管理 

治山事業の図形情報、属性情報が閲覧でき、システム管理者が更

新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

治山事業の情報を、条件指定により検索を可能とし、検索結果の

一覧の出力ができる。 

治山事業に対し写真や資料の添付ができる。 

治山工事管理 

治山工事の図形情報、属性情報が閲覧でき、システム管理者が更

新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

治山工事の情報を、条件指定により検索を可能とし、検索結果の

一覧の出力ができる。 

治山工事に対し写真や資料の添付ができる。 

治山工事の図形情報を CAD 形式の出力ができる。 

（17）造林補助申請機能 

造林補助申請 

交付補助金の計算ができ、その結果を元に申請ができる。 

造林申請に係る必要書類のチェックができる。 

造林補助事業に係る図形情報と属性情報が閲覧でき、システム管

理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

造林補助事業の情報を、条件指定により検索できる。 

造林申請に係る情報に施業履歴、施行地の情報が連携できる。 

事前計画に係る図形情報の登録ができ、画像ファイル等の添付が

できる。 

事前計画の属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与

えた利用者により追加・修正・削除できる。 

事前計画の情報を、条件指定により検索できる。 

造林申請に係る情報を CSV 形式の出力ができる。 
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（18）森林経営計画管理機能 

森林経営計画管理 

森林経営計画として認定された森林区域をシステム上で閲覧で

き、シスム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・

削除できる。 

利用者が適宜修正した森林計画図及び森林簿の情報に基づき、森

林経営計画を作成・変更・修正できる。 

森林経営計画の情報を、条件指定により検索できる。 

森林経営計画の一覧を CSV形式で出力できる。 

認定を受けた森林経営計画の図形情報を Shape形式で出力でき

る。 

森林経営計画の申請時に適否判定できる。 

（19）施業履歴管理機能 

施業履歴管理 

施業図を主題図として表示し、施業履歴簿との相互検索ができ

る。 

施業履歴簿に対し任意項目による検索ができ、検索結果の一覧出

力ができる。 

県、市町村、林業事業体による施業範囲及び施業履歴簿の登録が

できる。 

施業範囲及び施業履歴簿をシステム上で閲覧でき、システム管理

者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

施業範囲の図形追加に際し、他の主題図から複製による追加登録

及び別途取得した Shapeファイルを登録できる。 

（20）林地開発管理機能 

林地開発管理 

林地開発の図形情報及び属性情報の管理ができる。 

林地開発の図形情報及び属性情報が閲覧でき、システム管理者が

更新権限を与えた利用書により追加、修正、削除できる。 

林地開発の情報を条件検索でき、検索結果の一覧出力ができる。 

林地開発の過去の履歴が確認できる。 

現地調査の写真を登録できる。 

（21）森林境界明確化管理機能 

森林境界明確化管理 

測量成果を図形情報として取り込み、管理ができる。 

測量成果の内容が閲覧でき、システム管理者が更新権限を与えた

利用者により追加・修正・削除できる。 

GPS等で計測したデータを取り込み、システム上に表示できる。 
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（22）県有林・県行造林・県民環境林管理機能 

県有林・県行造林・県

民環境林管理 

県有林・県行造林・県民環境林の図形情報及び属性情報を管理で

きる。 

県有林・県行造林・県民環境林の図形情報、属性情報が閲覧で

き、システム管理者が更新権限を与えた利用者により追加・修

正・削除できる。 

県有林・県行造林・県民環境林の情報を、条件指定により検索で

きる。 

航空レーザ計測データが閲覧でき、指定した範囲内の面積・胸高

直径・材積等が計算され、計算結果を出力できる。 

（23）山地災害危険地区管理機能 

山地災害危険地区管理 

山地災害危険地区の図形情報及び属性情報を管理できる。 

山地災害危険地区の図形情報、属性情報が閲覧でき、システム管

理者が更新権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

山地災害危険地区の情報を、条件指定により検索できる。 

災害資料の管理ができる。 

（24）需給マッチング マーケットイン型の生産等機能 

需給マッチング マーケッ

トイン型の生産等機能 
将来搭載できる仕様とする。 

（25）森林病害虫機能 

森林病害虫 

被害木の図形情報、属性情報が閲覧でき、システム管理者が更新

権限を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

現地調査の写真を登録できる。 

（26）森林経営管理制度機能 

森林経営管理制度 

森林経営管理制度の情報を閲覧でき、システム管理者が更新権限

を与えた利用者により追加・修正・削除できる。 

森林経営管理権等による施業の履歴を反映できる。 

森林経営管理制度に係る帳票の出力ができる。 

森林経営管理制度の情報と地番情報がリンクでき、地図と連携が

できる。 

（27）航空レーザ計測活用機能 

森林資源解析機能 

単木情報(樹高、胸高直径、材積等)の集計ができる 

単木情報を解析し、生産可能な素材の数量(木材市場への供給量)

を資産する採材シミュレーションができる。 

施業計画支援機能 地形情報を利用して、路網計画や架線計画ができる。 

（28）森林計画図公開用ホームページ 

森林計画図公開用ホーム

ページ作成 
森林計画図を公開するためのホームページを別途構築する。 
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６ データセンター要件 

本業務で整備するシステムのデータセンター要件は、以下のとおりとする。 

（１）準拠する法令 

ア 情報システム安全対策基準(平成７年８月 29 日制定（通商産業省告示第 518 号）

平成９年９月 24 日最終改正（通商産業省告示第 536号）の条件を満たすこと。 

イ 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度（ISMS）（㈶日本情報処理

開発協会）における認定を受けていること。 

 

（２）立地条件 

ア  データセンターは、日本国内に立地していること。 

イ  24時間 365日の運用、利用が可能であること。 

ウ  災害時のデータバックアップに対応するため、複数の遠隔地へのデータセンター

にミラーリング可能な仕組みを有すること。 

エ  地盤強固な場所に立地するとともに、埋立地等以外で浸水等の被害の恐れがない

場所であること。 

 

（３）施設条件 

ア  出入口は、不特定多数の人が利用する場所を避けるとともに、入退室の管理を行

うこと。 

イ  耐震構造基準（震度６の地震が発生した場合、梁/柱/耐震壁/仕上材の損傷が軽

微もしくはほとんどない建築構造）を確保していること。 

ウ  構造強度については、地震時外力、風圧などについて、建築基準法及び施行令な

ど具体的な規定に基づいて建築していること。 

エ  基盤設備等への浸水防止対応をしていること。 

オ  防火設備及び消火設備について、サーバルーム内において、煙感知器を標準装備

していること。また、ガス消火器等による消火システムを採用していること。 

カ  消防法を遵守しており、消火栓、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設

備及び誘導灯の消防用設備を保持していること。 

キ  建築基準法に基づき、避雷針機能を設置していること。 

 

（４）電源・空調設備 

ア  受電設備は二重化されていること。 

イ  無停電電源装置の二重化を実施、自家発電装置が起動するまでの間もサーバ機器

等へ安定した電源供給を行い、障害時等における電源が確保されていること。 

ウ  電力供給の完全バックアップを無瞬断で実現していること。 

エ  空調機は、24時間 365日連続運転を行っていること。 
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（５）セキュリティ対策 

ア  有人（守衛など）によるビル入退室管理をしていること。 

イ  技術員（保守員）が 24時間 365日体制で常駐していること。 

ウ  機器監視による物理的侵入対策を 24時間 365日実施していること。 

エ  ラックごとの個別施錠を実施していること。 

オ  システム機器及び通信設備の二重化を実施していること。 

カ  不正アクセス自動監視を 24時間 365日実施していること。 

 

（６）冗長化性能 

ア  サービスを提供するサーバは冗長化しており、サーバ本体の故障時にも、他のサ

ーバにある環境に切り替え、継続運用する高可用性を確保すること。 

イ  サーバ内部電源やネットワークインターフェース、ディスク等は冗長化しており、

内部部品の故障時にも継続運用が可能な高可用性を確保すること。 

ウ  ストレージは、プロセッサ、内部バス、電源、ディスク等を冗長化しており、内

部部品の故障時にも継続運用が可能な高可用性を確保すること。 

エ  バックアップデータはデータセンター外の他拠点にも保管し、万が一の障害発生

時にも他拠点からデータ取得し、復旧できること。 

 

（７）設備の視察 

ア  必要に応じて、発注者は運用開始に先立って受注者の運用設備の視察を行うこと

ができること。 

イ  発注者は、その際に知り得た情報についての秘密保持義務を負う。 

 

（８）監視運用要件 

ア  24 時間 365 日監視を実施すること。 

イ  監視システムを利用して、提供システムの稼働状況を監視すること。 

ウ  稼働状況の異常を検知した場合には、メール送信が行われ、速やかに対応をとる

こと。 

エ  監視システムを利用して、サーバに関わる CPU、メモリ、ハードディスクに利用

状況等を監視すること。 

オ  OSやアプリケーションのログからシステムの稼働状況を監視すること。 

カ  稼働状況の異常を検知した場合には、メール送信が行われ、速やかに対応をとる

こと。 

キ  システム監視結果や収集したログ等を分析し、その内容を発注者へ報告すること。 

 

（９）障害時の対応方法 

ア  機器の障害等でサービスが停止しないように、24 時間のシステム監視体制を組

み、無停電装置の装備、ウィルス及びハッキング対策、機器系統の二重化等を施し、

万全の対策を講じること。 

イ  万一の障害発生時においては、休日・深夜を問わず、即座に復旧体制を組むこと。 
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ウ  障害発生時に備え、24時間 365日対応の電話窓口を設置すること。 

エ  サービスの平均稼働率は、年間を通じて 99.9％以上とする。 

 

７ システム運用要件 

（１）操作マニュアル作成 

新システムの運用に先立って、システムにおける管理者マニュアル、利用者マニュ

アルを作成するものとする。なお、マニュアルについては本県用として作成し、契約

不適合責任期間に修正した内容は反映を実施するものとする。また、本マニュアルは、

新システムの運用が開始されるまでに納入すること。なお、本マニュアルの使用、利

用方法について制限されないものとする。 

 

（２）システム運用要件 

新システムの運用に当たっては、以下の要件を満たすものとする。 

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 

システム利用者の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。受付時間は祝日ならびに年末年始を除く月曜～金曜の午前 8:30～午後 5:15と

し、別紙 2の SLA 案に即した対応を行うものとする。 

ウ 障害対応 

（ア）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こと。 

（イ）障害が発生した場合において、障害発生前に取得したバックアップ情報が復元

できることを保障すること。 

（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）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。 

（エ）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。 
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（３）SLAの運用 

ア SLAの規定 

（ア）新システムを運用するにあたり、受注者は発注者と協議の上、SLA を規定する

こと。 

（イ）別紙 2の SLA 案を元に、運用開始時までに基準を決定すること。なお、サービ

ス品質はシステム導入当初は安定しないことが想定されるため、半年間の初期運

用期間を設け、サービスレベルの測定を行った上で SLAの見直しを行うこと。 

（ウ）SLAの内容で運用上の問題点等が発生した場合は、発注者と受注者の協議の上、

見直しをかけること。 

イ 未達時の措置 

   SLAの目標に対して未達の場合においての対応方法は以下のとおりとする。 

（ア）未達事項が発生した場合は、直ちにその内容を発注者へ報告すること。 

（イ）未達事項についての状況、原因、改善策等を「障害報告書」ないしは「SLA 未

達報告書」としてとりまとめ、未達事項の発生より５日以内に提出すること。 

（ウ）上記報告書に従い、直ちに使用する設備及び業務方法の改善を行うこと。 

（エ）発生した未達事項のうち、その後の改善方針の見通しが立たない場合は、発注

者と受注者協議の上、改善策が講じられるまでシステムの運用を停止すること。 

（オ）上記期間中、未達事項が改善された場合は、発注者の承認を得たうえで、シス

テムの運用を再開すること。なお、未達事項の内容に応じて運用費の減額措置を

実施する場合がある。 

 

８ システム基盤要件 

（１）システム構成上の前提条件 

新システムの導入にあたり、以下の環境において動作を保証すること。 

・対応 OS：Microsoft Windows10以降 

・ブラウザ： Google Chrome、Microsoft Edge 

・アプリケーション：Microsoft Office 2016以降  

 

（２）機器及びソフトウェア 

新システムは、LGWAN 回線及びインターネット回線を利用したクラウドシステムと

する。新システムの利用に必要な動作環境は、受注者が最適な動作環境を明示するこ

と。受注者が明示した動作環境において、必要とされる応答性要求や安全性、信頼性、

セキュリティを満たさない場合は、受注者の責で、応答性要求等を満たすためのクラ

ウドシステムの調整や補完措置を講じることとする。ただし、利用者側のネットワー

ク環境に起因する不具合や機器の故障による不具合はこの限りではない。なお、LGWAN

回線に過剰な負荷をかけないこととする。 

 

（３）性能要件・信頼性要件 

以下に掲げる項目を満たすこと。 
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ア 標準性 

新システムを構成する製品や技術は、国際標準、日本工業規格、もしくは業界

標準に準拠していること。 

イ 信頼性 

ソフトウェアの導入を必要とする場合は、安定的な保守サポートの実績がある

製品とし、販売、採用実績の高い製品の採用に努めるものとする。 

ウ 拡張性 

（ア）システム拡張や利用者の増加（20名程度）に伴い、ライセンス増とすることで、

容易に対応できること。また、利用者側のハードウェアの増設に対し、システム

が保証する動作環境以外の制限を与えないこと。 

（イ）各種関係法令等の改正が行われた際に、機能の追加や変更が容易に行えるシス

テムであること。 

エ 操作性 

（ア）ユーザインタフェースについては、一貫した操作性をもって容易に操作できる

よう努めること。 

（イ）全てにおいて、処理時間待ちの状態表示や、的確なエラーメッセージの表示等、

利用者にわかりやすく処理状況を伝えるよう配慮すること。 

オ 上位互換性 

ソフトウェアの導入を必要とする場合は、今後のバージョンアップに対して上

位互換が保てる技術の採用に努めること。 

カ 中立性・継続性 

（ア）システムで利用するソフトウェアは、製造元保障が長期間得られる形態である

こと。 

（イ）将来において、システム更新もしくは保守管理を第三者に委託することとなっ

た場合に、受注者が保有するシステムの設計・プログラム情報を除き、運用の移

管に必要となるドキュメント等の必要資料の提供、支援を行うこと。 

キ 性能要件 

オンライン処理にてデータ登録などを行う際のレスポンスは時間を明示し目

標値とすること。ただし、ネットワーク接続状況や業務条件等の制約上、この制

限を超えることを発注者が認めた場合はこの限りではない。 

 

９ 成果品 

（１）成果品の提出等 

ア 実施計画書 

イ システム移行計画書 

ウ 打合せ記録簿 

エ データ移行作業報告書（データ定義書、新旧対応表を含む） 

オ 試験実施要領 

カ 試験結果報告書 

キ 各種搭載データ（電子媒体格納） 
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ク 森林クラウドシステム操作マニュアル（一般職員向け） 

ケ 森林クラウドシステム管理マニュアル（システム管理職員向け） 

コ 森林クラウドシステム運用ガイドライン 

サ 業務報告書 

シ 森林クラウド SLA 

ス その他、発注者が指示した成果品 

 

（２）成果品の契約不適合 

     納品の後、成果品に「契約不適合」が発見された場合は、発注者の指示に従い必要

な処理を受注者の負担において行うものとする。保証期間は成果品の納入後 1年とし、

保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受注者の責任にお

いて関連する項目を再検査し、不良箇所を修正するものとする。ただし、その契約不

適合が受注者の故意又は重大な過失に起因する場合は、請求できる期間を５年以内と

する。 

 

（３）成果品の帰属 

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

び受注者が本件業務の実施中また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、成果品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。 

 

（４）委託費支払条件 

ア 委託費は、完了検査合格後に支払う。 

イ 原則、本仕様書で定める作業において、追加費用を請求することはできない。た

だし、大規模な機能追加等なんらかの事情が発生した場合は、発注者と協議の上変

更することができる。 
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別紙１ 

個人情報取扱特記事項 
 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 

（取得の制限） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 

（適正管理） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（作業場所の特定等） 

第５ 受注者は、受注者の（又は「発注者の」）事務所内において、この契約による事務に係る個人情

報を取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施する

ために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等

を持ち出してはならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当

該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から

引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはな

らない。 

（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承

認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 

（資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡す

ものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（従業者への周知） 

第 10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事

務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな

いこと、当該義務に違反したときは青森県個人情報保護条例（平成 10 年 12 月青森県条例第 57 号）

の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な

事項を周知させるものとする。 

（実地調査の受入れ） 

第 11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該

個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避し

てはならない。 

（事故発生時における報告） 

第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、

速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 
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（別紙 2）青森県森林クラウドシステム SLA（案） 

 

サービス目標数値は県と事前協議の上、改めて決定すること。 

項

目 

サービス要件

内容 
サービス目標 未達時の措置 

1.サービス基本特性について 

 1.1サービスの変更・終了 

 サービスの変更時

の事前告知 

サービスの変更時は、3 ヶ月前までに告知し、変更の 1 ヶ

月前までにテストサイトでの検証期間を設定する。 

3 ヶ月以内の告知の場合該当月委託

費減額 5％ 

2.サービス品質 

 2.1サービス稼働設定値 

 サービス提供時間 24時間 365日（メンテナンスに伴う計画停止等を除く） 受託者起因による停止時 

サービス稼働率にて判定 

メンテナンス等 サービス停止をともなうような緊急メンテナンスの場合は、

原則業務時間帯以外に限定する。 

日中時間帯（午前 8時より午後 8時ま

で）に停止する場合 1 回あたり該当月

委託費減額 5％ 

サービス稼働率の

目標値 

99.9％（月間）   ・99.95％（年間） 

（メンテナンス時間及び受託者起因によらない事由につい

ては算定対象から除外） 

年間稼働率 0.01%低下時ないしは月

間稼働率 0.1%低下時該当期間委託

費減額 5％ 

連続停止時間 障害等によるサービス停止時間は連続して 12時間以内 

（受託者起因によらない事由については算定対象から除

外） 

連続停止 12時間を超過時 1回あたり

該当月委託費減額 5％ 

2.2障害等重大事項に関するシステム管理者からの問い合わせ対応 

 障害時の対応 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

を設置する。 

障害検知時から復旧までの時間は、原則 1 時間以内、最

長 12時間以内 

稼働率等の低下により判定と併せて

連続停止 12 時間を超え 12 時間毎に

該当月委託費減額 5％ 

障害検知時からシステム管理者宛に障害発生を通知する

までの時間（一次報告期間）は 1時間以内 

障害検知時からシステム管理者宛に経過連絡としての 2

次連絡を通知するまでの時間は 3時間以内 

各連絡が目標時間より遅れた場合 1

回あたり該当月委託費減額 5％ 

3.ヘルプデスク 努力目標として以下のサービスレベルを規定する。 

  ヘルプデスクの対

応範囲 

システムの操作方法など、システム利用ユーザからの問い

合わせ窓口 

 

営業時間 月～金曜日（別途定める休業日および年末年始（12 月 29

日～1月 4日）を除く）の午前 8時 30分～午後 5時 15 

分 

稼動目標値：99.9％ 

月次の報告にて遵守状況が未達であ

った場合、改善案を提示 

営業時間外の対応 営業時間外の問い合わせに対しては翌営業日内に対応 同上 

コールバックまでの

時間 

初回の電話で回答できなかった場合、コールバックまでに

要する時間 

平均 1時間以内、最長 1営業日以内 

（内容により事前に遅延の了解を得た場合は除く） 

同上 

問題解決時間 90%以上（1営業日以内） 

（内容により事前に遅延の了解を得た場合は除く） 

同上 

4.データ管理体制 

 4.1データバックアップ対策 

 バックアップ実施

間隔及び世代数 

データベースサーバはミラーサーバにより常時同期 

日次でのバックアップストレージへのバックアップを実施 

3世代前までのバックアップを保存 

データ破損時のリカバリー期間は 1日以内 

データ破損時のリカバリーポイントが 1

日以上経過した場合 1 日あたり該当

月委託費減額 5％ 

 4.2データ管理体制 

  データの信頼性に

関する事項 

提供された地図データに破損、改変等が無く管理・公開 間違ったデータの公開期間が 1 日あ

たり該当月委託費減額 5％ 
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5.ハードウェア、アプリケーション等について 

 5.1性能 

 応答時間遵守率 実効 10Mbps以上の接続回線において、オンライン応答時

間が 3秒以内の遵守率は 90％以上 

ただし、地図ウィンドウの初期立ち上げ時は 10秒以内 

データセンター内において、定期的

に、モニターにより計測し、遵守率

10％以上低下あたり該当月委託費減

額 5％ 

6.セキュリティ 

 6.1死活および障害監視 

 死活監視および障

害監視 

アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、通

信機器に対して死活監視を実施。 

ハードウェア、ネットワーク、各機器のパフォーマンス、メモ

リ空き容量等に対して障害監視を実施。 

監視間隔は 5分毎とする。 

稼働率等の低下により判定 

  

 6.2ウィルス対策・ハッキング対策 

 ウィルス対策 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。 

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を行う。また、最低 1 日 1 回の定時ウィ

ルスチェックを行う。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。 

ウィルス発生時、対応完了までサービ

ス停止。委託費の減額は稼働率等の

低下に準ずる。 
  

6.3セキュリティホール対策 

 セキュリティパッチ

の適用 

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報告し、了承を得た上で適

用を実施する。 

本件に起因する要因にてセキュリティ

事故を発生させた場合は対応完了ま

でサービス停止。委託費の減額は稼

働率等の低下に準ずる。 

7.ハウジング 

 7.1施設建物 

 免震又は耐震構

造の有無 

耐震ないしは免震構造となっており、耐（免）震性能は加

速度：818ｇａｌ以上（震度 7程度） 

左記のとおり 

 7.2非常用電源設備 

 ア 無停電電源装

置の有無 

無停電電源装置完備 

性能は電力供給時間約 5分 

停電時のサービス停止は、稼働率等

の低下により判定 

  イ 非常用電源 自家発電機が設置済みで自動起動装置完備 

連続稼働時間 48時間以上の無給油稼働 

 7.3ネットワーク 

 接続回線 内部ネットワークは全て冗長構成とする。 委託費の減額は稼働率等の低下に

準ずる。 

7.4セキュリティ対策 

  建物の入退室の監

視 

建物の入退出監視を実施 

入退室履歴の保存を実施 

本件に起因する要因にてセキュリティ

事故を発生させた場合は対応完了ま

でサービス停止。委託費の減額は稼

働率等の低下に準ずる。 
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（別紙 3）現行システムの保有情報一覧 

 

現行システムで保有している情報は下記のとおりである。 

※下記の情報のうち、必要な情報に限り新システムへ移行するが、詳細については受注者と別途協

議する。 

 

  【森林 GIS基本情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【治山GIS基本情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

分類 種別 データ容量 

地図 

画像ファイル 

（基本図、オルソ等の背景図） 

 

約 280.82GB 

図形ファイル 約 21.89GB 

DB 
台帳データ 

（森林簿、コード表等） 
約 24.46GB 

分類 種別 データ容量 

地図 

土砂災害危険個所 

（基本図、オルソ等の背景図） 

 
約 16GB 防災林情報 

DB 治山情報 


