
大項目 中項目 小項目 機能
ログイン・パスワードによる利用者制限（GIS・台帳システムともに)
　全体管理者：利用者・マスタ情報の変更、データ削除など、全機能の使用が可能
　編集者：データの追加、更新が可能
　閲覧者：データの閲覧のみ可能
台帳起動用のボタン群を集めたトップ画面
　建築に関する台帳のボタン群（調査報告書　建築確認　長期優良住宅　兵確取込）
　管理に関するメニューのボタン群（ユーザー管理　マスター情報管理など）

本システムのユーザ利用者情報の登録と権限設定。（利用できる権限等を詳細に設定すること
や、各種台帳に合わせた権限（閲覧・編集など）を付与する機能）
職員の異動や担当の変更などに備えて、各職員に合わせたパスワード等の管理をする機能

マスタ管理 各台帳の検索結果出力パターン、システム内のプルダウン項目の追加 ・ 修正。
帳票管理 帳票テンプレートの更新管理。

コード（プルダウンメ
ニュー）の変更

プルダウンメニューに登録されている文言について、コードテーブル管理画面から修正する機能

ログ集計 本システムへのログイン 入力・編集履歴等のログ表示、CSV出力機能。

地図の拡大・縮小、回転

検索機能（地番・住宅地図検索など）

地図レイヤのON／OFF

２画面連動表示

印刷（連続印刷・詳細印刷・PDF変換）

クリップコピー（Word等への貼付）

ファイリング機能（位置とＰＤＦ・画像データの関連付け）
建築年度別の主題図表示

建築物面積別の主題図表示
状況別の主題図表示（建築物：青　昇降機：茶色　工作物：赤　など）

背景図修正・編集機能
背景図が開発などで更新されている箇所の編集機能
（画像データを背景に貼り付けてプロットする機能）

位置情報入力 建築確認（ポイントもしくはエリア）　　長期優良住宅（ポイント）　一団地（エリア）　など

道路調査ライン入力 道路調査結果をラインで入力および調書・図面のファイリング
狭あい道路ライン入力 狭あい道路をラインで入力および調書・図面のファイリング
指定道路ライン入力 指定道路の種別をラインで入力および調書・図面のファイリング

ラインの集計 狭あいや指定道路のラインを種別ごとの延長を集計する機能

空家情報の管理
空家の位置情報および属性情報の入力・管理　調書・図面のファイリング
（既存のデータ（shapeファイル）を取込み、踏襲する）

都市計画基礎調査
データ出力機能

毎年必要になる前年度の新規家屋の位置情報および属性情報のshapeファイル出力機能

GIS基本機能

建築物簡易情報閲覧

共通機能

地図機能

【別紙１　機能一覧（職員端末）】

ログイン画面

ログイン機能

メニュー機能

管理機能

ユーザー管理
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大項目 中項目 小項目 機能
【別紙１　機能一覧（職員端末）】

固定条件（年度検索・汎用検索・日付検索（受付日・完了日等）・種別検索（建築物・工作物・
完了・未完了・市外・用途変更等）・建築地（新旧町名検索）・建築主（設計者・施工業者・代理
者・管理者）・整理番号（受理番号・計画変更番号・完了検査番号・調査番号）・民間確認済番
号・民間検査済番号・主要要件）および汎用条件での検索・用途・立体・敷地面積延べ面積・
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
台帳画面を「明石市」、「概要書第一面」、「概要書第二面」タブで構成
当初建築確認、中間検査、完了検査等の一覧表示
計画変更・中間検査・完了検査が入った「検査証」、「証明書」、「処分の概要」の表示
計画変更履歴及び中間検査履歴表示（詳細画面への遷移含む・複数回表示可）
建築計画概要書PDFファイルの参照機能（詳細画面表示）
概要書などによる内容確認後の帳票出力機能（記載事項証明書）※公印配置

統計数値算出及びデータ出力機能（市統計、日別、月別、完了検査率、未完了検査率、四半
期統計機能）など
データチェック用画面　不備があるデータは指定機関へ修正指示書作成（指定概要書自動監
確認業務において必要になる確認済証・中間検査合格証（審査係）・検査済証等の書類や、窓
口業務で発行される処分等の概要書、証明書等を印刷
詳細印刷（概要書データの印刷）　設備工作鑑印刷機能
バリアフリー法適用建築物集計処理機能
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録（6条・18条の区別）（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番（受付番号の自動付番→確認番号の自動組立機
能・パターン自動入力））、プルダウンによる選択入力など）
計画変更データの作成（元計画情報をコピーした状態での新規採番）（自動ID付番）
建築計画概要書PDFファイルの登録機能
誤って入力した台帳データ（確認、中間、完了）を削除する機能
修正操作方法やデータ定義方法等についての操作マニュアルを作成する機能
テンキー入力機能
チェックボックス入力機能（新規内容の自動登録誘導）
カレンダー機能（西暦・和暦）
引用機能
入力必須項目設定および
帳票の記載されている順番通りにカーソル移動（タブオーダー）設定
調査報告書作成機能（建築確認台帳とも申請者・地名地番・管理番号で連携）
昇降機入力時の特別機能（地名地番より、元になる建築物の確認番号候補リストの表示→確
認番号のセット）
第6条1項区分セット機能（1から4の区分を自動的セット）
入力アシスト機能（確認・検査番号接頭文字の生成・マスターによるコピー・デフォルト値、ファン
クションキー登録による入力など（既存システムの機能を踏襲））
兵庫確認検査機構提供データ取り込み機能（兵庫確認検査機構より提供されたデータ（確認
中間　完了）データを取り込む機能）
※取込前のチェック機能（チェックではじかれた項目を兵庫確認検査機構に差し戻す機能を含
む）

新規入力時チェック機能（必須項目やデータ型、単位の統一（NtとKｇ　㎡とhaなど）
および入力順の自動誘導（パターンによる））

受付は建築物・昇降機・工作物の区別なく、受付けた順に番号を付与し、基本画面も3種類統
一画面（但し、民、市、18条の区分は行う。）
基本画面は、受付順に「先頭へ」「前へ」「次へ」「最終へ」「前年度」「次年度」のボタンで切り替
わる形にする（検索画面に戻って別の確認台帳に移る機能とは別に用意する）
確認台帳新規入力時に調査報告書台帳の呼び出し（管理番号　申請者　地名地番で連携）
建築工事届出番号セット（確認データと連携）
仮使用認定登録機能

台帳検索機能

台帳閲覧・各種印刷・
統計処理機能

台帳入力編集機能

建築確認

建築確認台帳

（昇降機台帳
工作物台帳

も同じ考え方）

その他機能
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大項目 中項目 小項目 機能
【別紙１　機能一覧（職員端末）】

固定条件（申請種別・許可種別・受付番号・許可申請日・許可日・申請者・申請者住所・建築
場所・状況）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
台帳画面を「許可」「認定」タブで構成
関連資料・写真等データの参照機能
Excel差し込み帳票出力機能（通知書・許可書等の出力）
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（事前相談・許可・仮設許可・認定・事前相談との関連付け可能）（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
関連資料・写真等データの登録機能
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
固定条件（受付番号・状況・難易度・担当者・是正完了予定日・受付年度・場所・地図番号・通
知状況・完了日）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
台帳画面を「基本」タブで構成
関連資料・写真等データの参照機能
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
関連資料・写真等データの登録機能
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
固定条件（整理番号・住所・道路種別・公開・公開日）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
台帳画面を「指定道路」「履歴」タブで構成
Excel差し込み帳票出力機能（更新リスト、道路調書の出力）
指定道路調書PDFファイル（1面・2面）の参照機能（分割）
関連資料・写真等データの参照機能
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（町丁目区域ごとの自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
関連資料・写真等データの登録機能
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
固定条件（整理番号・報告月・所有者・報告日・建築物等住所・建築物等名称・建築物等用
途）およびチェック項目（廃業休業、換気設備、排煙設備、非常用照明、給水排水設備、防火
設備）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
年度ごとの項目別措置状況の統計算出機能（件数カウント）
台帳画面を「基本」「確認履歴」「報告履歴」「変更等履歴」「図面等」タブで構成
Excel差し込み帳票出力機能（受領書・提出通知書・督促通知書・結果通知書・改善計画書・
改善報告書・概要書等の出力）
定期報告概要書PDFファイルの参照機能
関連資料・写真等データの参照機能
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（識別番号・個別番号の手動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（手動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
定期報告概要書PDFファイルの登録機能（建築物・建築設備・防火設備別々で登録）
関連資料・写真等データの登録機能
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
固定条件（整理番号・報告月・所有者・報告年月日・報告対象建築物所在地・建築物名称・建
築物用途・保守業者）およびチェック項目（廃業休業）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
年度ごとの項目別措置状況の統計算出機能（件数カウント）
台帳画面を「基本」「確認履歴」「報告履歴」「変更等履歴」「図面等」タブで構成
Excel差し込み帳票出力機能（受領書・提出通知書・督促通知書・結果通知書・改善計画書・
改善報告書・概要書等の出力）
定期報告概要書PDFファイルの参照機能
関連資料・写真等データの参照機能
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（識別番号・メーカ番号・個別番号の手動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（手動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
定期報告概要書PDFファイルの登録機能
関連資料・写真等データの登録機能
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）

定期報告

建築物等

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

昇降機

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

台帳入力編集機能

建基法違反台帳

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

位置指定道路 個別機能

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

許可認定

建基法許可台帳

（建基法認定台帳
も同じ考え方）

台帳検索機能

台帳閲覧機能
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大項目 中項目 小項目 機能
【別紙１　機能一覧（職員端末）】

固定条件（認定番号・地名地番・申請者・申請種別・点検者氏名・申請年月日・認定年月日・
完了予定日・完了報告日・ステータス）およびチェック項目（維持保全状況・報告対象・発送
済・変更等・最終変更のみ）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
月別の認定台帳・認定計画実施者リストを出力する。
台帳画面を「認定データ」「住戸データ」「審査履歴」「変更履歴」「維持保全状況」タブで構成
Excel差し込み帳票出力機能（受領票・認定通知書・審査通知書・変更通知書・証明書等の出
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録（自動ID付番）
計画変更データの作成（元計画情報をコピーした状態での新規採番）（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）

その他機能 既存システムの項目・機能を準拠（確認台帳と連携）

調査報告書 - 既存システムの項目・機能を準拠（確認台帳と連携）

固定条件（認定番号・地名地番・申請者氏名・申請対象範囲・申請年月日・認定年月日・ス
テータス）およびチェック項目（最終変更のみ）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
月別の認定台帳・認定状況・集計表を出力する。
台帳画面を「建物データ」「住戸」「設計内容」「審査履歴」「変更等履歴」タブで構成
Excel差し込み帳票出力機能（受領票・認定通知書・審査通知書・変更通知書・証明書等の出
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（自動ID付番）
計画変更データの作成（元計画情報をコピーした状態での新規採番）（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
固定条件（受付番号・受付日・建築地・建築主氏名）および汎用条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
年度別の届出台帳・集計表を出力する。
台帳画面を「共通部分」「別紙関係」「添付図書」「省エネ基準不適合」「審査・変更等履歴」タ
Excel差し込み帳票出力機能（受領書・通知書証明書等の出力）
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
省エネ（非住宅）台帳との連携
固定条件（受付番号・受付日・申請地・届出者名）およびチェック項目（適合判定）および汎用
条件での検索
合致した案件の詳細情報を表示する。
合致した情報を一覧表示し、Excelデータ等にデータ出力する。
年度別の届出台帳・集計表を出力する。
台帳画面を「共通部分」「まとめ」「審査・変更等履歴」タブで構成
Excel差し込み帳票出力機能（受領書・通知書証明書等の出力）
GISとの連携機能（対象案件を中心表示したGISクリック検索結果画面への遷移）
新規登録機能（自動ID付番）
入力支援（コピー新規作成機能（自動ID付番）、プルダウンによる選択入力など）
入力チェック機能（必須項目やデータ型など）
省エネ（住宅）台帳との連携

省エネ（非住宅）

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

その他

低炭素

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

省エネ（住宅）

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

台帳検索機能

台帳閲覧機能

台帳入力編集機能

長期優良
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大項目 中項目 小項目 機能
建築確認or指定道路の検索対象切り替え機能
地図検索（全体図・住所・地番）
台帳検索（申請者・確認済番号・主要用途）
概要書の閲覧・印刷
確認台帳の表示（詳細情報の表示）
処分の概要の閲覧・印刷
証明書の印刷
指定道路情報の表示
指定道路図の閲覧・印刷
位置指定道路図の閲覧・印刷
課金料金の表示・領収書の有無選択・課金機による発行
使用状況ログの保存・表示・出力機能

【別紙2　機能一覧（窓口端末）】

窓口システム - -
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大項目 中項目 小項目 機能
拡大/縮小 定率で拡大・縮小
回転（方向） 選択すると左ドラッグで地図が回転。また、ダブルクリックで初期状態に戻る。
パン操作（規定） 左ドラッグで地図を移動
範囲拡大/縮小 左ドラッグで矩形を入力しその範囲を拡大
戻る 以前の表示位置に戻る
進む 「戻る」ボタンで１つ以上戻った場合のみ有効
全体表示 凡例で 設定されている全体範囲を表示。範囲が広すぎる場合は中心を表示。
クリア 検索結果で選択中の表示等を消したい場合にクリックするとクリア
ログアウト 終了

縮尺切替パネル
「▼」をクリックすると 縮尺の一覧が表示され、任意の項目をクリックすることで縮
尺が切り替わる。数値部分をクリックすると直接値を入力することが可能（入力値
が縮尺の上下限を超える場合は、変更前の縮尺に戻る）。

スケールバー 現在のスケールによる長さを示す。
メッセージ 検索内容が見つからない場合などにフッタ左部にメッセージを表示

中心座標
画面中心位置の座標を表示。右側のコンボボックスを切り替えると表示する座標
系が切り替わる。

検索 地番 検索 大字、地番と段階的に条件を絞り込み検索
凡例 凡例 凡例切り替え
印刷 印刷 任意の場所を選択し、PDF出力処理でダウンロード後に印刷

距離 端点クリックした距離の長さを表示
距離（曲線） 地図上をドラッグした軌跡の距離の長さを表示
面積 端点クリックで入力したポリゴンの面積と周長を表示
角度 3点入力し、はさむ角の角度を表示

ツール 地図URL 現在表示している地点を復元可能なＵＲＬとQRコードを表示
タスク管理 タスク管理 印刷タスク の 一覧 を表示し確認

ヘルプ ヘルプ ヘルプから、操作説明書を表示
ログ管理 出力ログ、検索ログ、地図切り替えログを取得する
トップページ 使用者に配慮した使いやすいトップページと、使用する上での注意書きがある。
同時接続無制限 同時接続に制限がなく無制限
デバイスフリー パスコン、スマートフォン、タブレットなどから起動可能
インターネットブラウザ起 インターネットブラウザのみで起動可能

その他

図面上機能

計測

ホームページシス
テム

【別紙3　機能一覧（ホームページシステム）】
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