
機能要件表 （別紙） 

番号 区分 機能 機能概要 補足事項 

台帳機能 
1-1 確認検査 

(法定） 

確認申請 

（一般申請、計画通

知） 

新規受付、編集 申請書の内容の登録  

1-2 構造計算及び省エネ性能適性

依頼登録 

申請情報から適判情報を登録  

1-3 補正追加を求める書面登録 補正追加を求める書面の登録と発行  

1-4 期間を延長する旨の通知登録 申請の内容から、通知情報の登録と発行  

1-5 適合するかどうか決定すること

ができない旨の通知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行  

1-6 適合しない旨の通知登録 申請の内容から、通知情報の登録と発行  

1-7 適合しないと認める旨の通知 申請の内容から、通知情報の登録と発行  

1-8 法 93条 5項による通知登録 保健所通知の情報を登録  

1-9 関連届出登録 建築主変更届、取下取止届等の届出情報の登録  

1-10 消防関連登録 消防同意・消防通知情報の登録  

1-11 審査状況登録 担当（意匠、構造、設備等）ごとの審査の進捗状況および審査結果の登

録 

 

1-12 確認済証発行 処分番号を自動付番し確認済証発行機能  

1-13 建築主等マスタ登録 建築主、代理者、設計者、意見者、工事監理者、工事施工者について、

台帳へ登録した情報をマスタへも登録する機能 

 

2-1 中間検査 新規受付、編集 確認申請に対応する中間検査申請の登録 

（複数の特定工程登録可能） 

 

2-2 合格証を交付できない旨の通

知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行  

2-3 審査状況登録 審査状況、結果の登録  

2-4 中間検査合格証発行 合格証番号を自動付番し、中間検査合格証発行  

3-1 完了検査 新規受付、編集 確認申請に対応する完了検査申請の登録  

3-2 検済証を交付できない旨の通

知登録 

申請の内容から、通知情報の登録と発行  

3-3 審査状況登録 審査状況、結果の登録  

3-4 検査済証発行 検査済証番号を自動付番し、検査済証発行  

4-1 工事完了届 新規受付、編集 確認申請に対応する工事完了届申請の登録  

5-1 許可認定認可 

(法定) 

許可申請建築物 新規受付、編集 許可申請書の内容を登録  

5-2 認定申請 新規受付、編集 認定申請書の内容を登録  

6 定期調査（検

査）報告 

定期調査（検査）報告 新規登録、編集 建築物、建物設備、昇降機等、防火設備の調査（検査）報告書に関する

項目の登録 

 

7-1 物件管理 ファイリング ファイリング機能 ＰＤＦや画像、Word、Excel等のファイリング  

7-2 位置情報管理 位置登録 物件とリンクした図形の登録  

7-3 位置削除 物件とリンクした図形の削除  

7-4 削除 各種申請情報および物件情報

の削除 

確認申請、中間検査、完了検査、仮使用承認、定期報告、許可認定の申

請情報および、申請情報を管理する物件情報の削除 

 

8-1 その他機能 採番 自動採番 物件番号、受付番号、確認番号、検査済証番号等の自動採番機能（手

動修正可能） 

 

8-2 集計 定型条件の集計 定型の集計帳票を出力  

8-3   任意条件の集計 ユーザ任意の集計項目による集計表を出力  



番号 区分 機能 機能概要 補足事項 

8-4  出力 定型条件の項目の出力 保存された検索条件によるテキスト形式でのデータ出力  

8-5  任意の項目の出力 ユーザ任意の項目指定によるテキスト形式での出力  

8-6  検索 各種項目による台帳の検索 台帳に登録されている情報から、指定した条件にあう台帳を検索、結果

を一覧表示 

 

8-7 台帳画面移動 検索結果の一覧で選択したデータの台帳画面へ移動  

8-8 帳票一括出力 検索結果の一覧から帳票を一括出力  

8-9 検索条件の保存 ユーザ任意で設定する項目の検索条件を保存  

8-10 外部データ取込 CSV 形式の取込機能 指定フォーマットの csv の取込  

8-11 変更管理 計画変更の登録 変更情報の登録  

8-12 マスタ選択入力 建築主一覧選択 マスタ一覧から選択登録  

8-13 代理、設計、施行者一覧選択 マスタ一覧から選択登録  

地図機能 
1 地図機能 操作 拡大縮小移動など 基本的な地図操作機能  

2 表示 地図データの階層表示 レイヤ表示／非表示の切り替え、レイヤ表示順序の切り替え機能  

3 複数レイヤの重ね合わせマル

チ画面 

複数地図レイヤの重ね合わせやマルチ画面表示  

4 レイヤセット レイヤセット保存 各レイヤについて表示の ON/OFF を設定した状態を保存可能  

5 レイヤ追加 レイヤ作成・追加 管理者が任意のレイヤを作成・追加  

6 移動 住所地番目標物による場所検

索 

検索項目や XY 座標による場所の検索  

7 検索 属性検索 図形の持つ属性情報からの検索、位置の特定  

8 範囲検索 地図上で指定した範囲の検索、位置の特定、属性の抽出表示  

9 図形登録 新規図形登録 地図上に新たな図形を追加  

10 図形編集 地図上の既存の図形を編集  

11 図形シンボルの設定 図形に対し、任意のシンボルを設定や、透過表示  

12 図形データのインポートエクス

ポート 

住所付き CSV、Shape等の図形データインポート、エクスポート  

13 台帳リンク 台帳から地図を参照 台帳からリンクしている図形を地図上に表示  

14 地図から台帳を参照 地図上の図形を選択してリンクしている台帳を参照  

15 印刷出力 地図の印刷 任意のレイアウトを使って地図を印刷、市域全体の分割印刷  

16 データ出力 検索で抽出した属性データの CSV 出力  

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 区分 機能 機能概要 補足事項 

管理機能 
1 管理者機能 

（ユーザ管理） 

ユーザ認証 ユーザ/パスワード認証 ユーザとパスワードによりシステム利用者を認証する機能  

2 システム管理/グループ指定 ユーザグループの上位グループとしてシステム管理グループを指定する  

3 パスワード パスワード変更 ユーザがパスワードを変更できること  

4 アクセス制限 機能アクセス制限 システム単位で機能利用可否を定義する機能  

5  データアクセス制限 ログインユーザにより、利用可能なデータを制限する機能  

6 履歴管理 履歴管理 ログイン～ログアウトまでの操作履歴をログとしてサーバに記録する機

能 

 

窓口機能（概要書等自動発行機） 

1 

自動発行機能 

 

閲覧・写しの交付申し

込み 

利用条件の同意機能 利用条件への同意を確認する機能、モニターの撮影禁止を告知する機

能 

尼崎市建築計画概要書等

の閲覧及び写しの交付に

関する条例に基づくもの 

2 
利用者情報入力機能 利用者の氏名等の情報を入力する機能  

3 
利用者情報登録機能 利用者の氏名等の情報を登録する機能  

4 
申請理由入力機能 申請日、申請の種別、申請図書名、確認事項、申請理由を入力する機

能 

 

5 
申請書印刷 申請書印刷機能 各種写し/証明書等の発行に対する申請書を印刷  

6 
検索 地番検索機能 地名地番及び住所により参照箇所の検索  

7 
概略図検索機能 全域の概略図より参照箇所の検索  

8 
操作 位置指定機能 ふれた位置を中心に画面を移動  

9 
拡大・縮小機能 地形図を拡大・縮小して場所を検索  

10 
スクロール機能 地形図を８方向へスクロール  

11 
地図切替機能 概略図と地形図を切替表示  

12 

建築計画概要書 

 

台帳記載事項等証明

書 

 

処分等の概要書 

 

定期検査（調査）報告

書概要書 

建築確認申請位置表示機能 建築確認申請位置を地図画面上に表示 昭和 46 年以前の台帳記

載事項等証明書について

は、地図画面上に表示せ

ず、地番検索機能にて検

索して表示 

13 

建築確認申請概要情報表示

機能 

指定した確認申請位置の概要情報を表示 

（表示内容：確認済証番号/交付日、交付者、建築主１・２、建築位置、主

要用途、構造、工事種別、地上・地下階数、中間検査済証番号/交付日/

交付者、検査済証番号/交付日/交付者、計画変更/交付日/交付者） 

 

14 

定期検査（調査も含む）報告書

概要書表示機能 

指定した定期検査（調査）報告書位置の概要情報を表示 

（表示内容：コード番号、建築物報告日、建築設備報告日、防火設備報

告日、昇降機等報告日） 

 

 

15 
電子印鑑機能 台帳記載事項等証明書は電子印鑑で市長印を押印する仕様とする  

16 

閲覧・印刷機能 各種写し/証明書等の閲覧・印刷 建築計画概要書及び処分

等の概要書の印刷物には

「写し」と本日の日付を表

記する。 



17 
課金システム 料金徴収機能 発行する図書の部数に応じた金額の料金徴収を行う  

18 
レシート発行機能 図書発行に関するレシートを発行する  

19 
集計機能 発行した図書の件数・徴収金額・利用者情報の集計データ 

（図書単位、日単位、月単位、年単位）を出力 

 

 


