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      システム改修 　
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長崎県河川砂防情報システム改修業務委託（その 2） 

特記仕様書 

 

1. 業務の目的 

本業務は、雨量・水位等の観測データを県民に提供している長崎県河川砂防情報システム

（以下、NAKSSと称する）各種データの処理機能等について、今後の PC版 NAKSSの利用者増加

やシステム拡張性を踏まえ、PC版 NAKSSを軽量化し、利便性の向上を図ることを目的にシステ

ム設計並びにシステム改修を行うものである。 

 

2. システムの概要 

NAKSSは、平成 26年度に国電通仕第 54 号による高速化と民間通信網を用いた二重化を図っ

た収集方法に変更し、各種処理を行なう統合型システムにするとともに、土砂災害警戒情報の

運用方式を連携案方式へ対応したものとして構築された。 

以降、土壌雨量指数算定の高頻度化、高解像度化による改修等を実施しており、令和 2年度

より簡易型河川監視カメラシステムの追加に伴うシステム改修のほか、スマートフォン版の作

成等が実施されたところである。 

また、利用者数については、統計開始である平成 28年度は約 1万 4千人/月だったが、令和

3年度は約 2万人/月となり順調に増加している。なお、顕著な豪雨となった令和 3年 8月には

約 6万 6千人/月の利用が確認されている。 

このような背景から、現在の PC版 NAKSSは表示動作に遅延が発生していることが課題とな

っている。 

 

3. 装置構成 

現在の NAKSSは下表に示す装置から構成されている。 

 

表-1 NAKSSの装置構成 

No 装置名 設置場所 

1.  通信ファイルサーバ（テレメータ系） 長崎県庁 3F 

2.  通信ファイルサーバ（民間網） データセンター（クラウド） 

3.  比較検定用サーバ データセンター（クラウド） 

4.  データ交換サーバ（主） データセンター（クラウド） 

5.  データ交換サーバ（従） データセンター（クラウド） 

6.  負荷分散装置 データセンター（クラウド） 

7.  データベースサーバ データセンター（クラウド） 

8.  Webサーバ（一般用） データセンター（クラウド） 

9.  Webサーバ（スタッフ用） データセンター（クラウド） 

10.  メールサーバ データセンター（クラウド） 

11.  バックアップサーバ データセンター（クラウド） 

12.  簡易カメラ用サーバ データセンター（クラウド） 

13.  Webサーバ（スマホ用） データセンター（クラウド） 

  



 

4. 機能概要 

NAKSSは次に示す機能から構成されている。 

 

4.1 データ連携機能 

4.1.1 通信ファイルサーバ（テレメータ系）機能 

通信ファイルサーバ（テレメータ系）は、地方機関のテレメータ監視装置（国電通仕第 54

号）から観測データ及び国土交通省九州地方整備局、旧国土交通省雲仙復興事務所から演算済

みの観測データを受信し、受信した観測データを比較検定用サーバ、国土交通省九州地方整備

局に配信する。 

 

4.1.2 通信ファイルサーバ（民間網）機能 

通信ファイルサーバ（民間網）は、各観測局のテレメータ通信装置（ＤＴＵ）から生の観測

データを受信し、受信した観測データを演算処理して、データベースサーバのデータベース

（民間網）に保存する。 

 

4.1.3 受信・比較検定サーバ機能 

比較検定サーバは、通信ファイルサーバ（テレメータ系）から観測データを受信し、データ

ベースサーバのデータベースに保存する。その後、同じくデータベースサーバに保存されてい

る民間網の観測データと保存したテレメータ系の観測データを、検定条件を元に比較検定し、

比較結果をデータベースサーバの格納用データベースに保存する。 

また、比較検定結果の観測データを元に連続雨量等の演算処理を行い、その結果をデータベ

ースに保存する。 

保存が終わったら、データ交換サーバ（主）／（従）と、データベースサーバに保存処理が

終了した事を通知する。 

 

4.1.4 データ交換サーバ機能 

データ交換サーバ（主）／（従）は、比較検定用サーバから比較検定用サーバの処理が終了

した旨の通知を受信すると、気象台向けの配信データを作成し気象台へデータを配信する。気

象台からは、気象データ（レーダ雨量、土壌雨量指数 等）を受信し、コード変換後にデータベ

ースサーバのデータベースに保存する。サーバは二重化構成である。 

 

4.1.5 データベースサーバ機能 

データベースサーバは、比較検定用サーバからの処理終了の通知を受信し、国土交通省九州

地方整備局向けの観測データを作成し、通信ファイルサーバ（テレメータ系）に配信する。通

信ファイルサーバ（テレメータ系）から、国土交通省九州地方整備局へ観測データを配信す

る。観測データがメール配信条件に一致した場合、メールサーバに対して、メール配信の通知

を送る。観測データをＣＳＶ形式のファイルで出力する。データベースサーバの保存データを

定期的にバックアップサーバにコピーする。データベースサーバの保存データは、Webサーバ

からデータベース参照される。 

 



 

4.1.6 メールサーバ機能 

メールサーバは、データベースサーバからのメール配信通知を受信し、通知内容をもとに対

象者にメール配信するため、外部 ASPサービスと連携する。 

また、土砂災害危険度判定メッシュを二次利用するために画像データを取得する。 

さらに、データベースサーバからのデータ更新通知を受けて、Webサーバ（スマホ用）の情

報提供用データファイルの作成を行う。 

 

4.1.7 簡易カメラ用サーバ機能 

簡易カメラ用サーバは、簡易型河川監視カメラに http接続して画像データを取得、蓄積す

る。また、最新データを FRICS（一般財団法人河川情報センター）が運用する簡易カメラシス

テムに提供するとともに、蓄積したデータを Webサーバ（一般用、スタッフ用、スマホ用）に

提供する。 

蓄積した画像データは日次で圧縮し、DL用ファイルとして蓄積する。 

 

4.2 データ変換機能 

気象台から受信したデータは、データ交換サーバで取得し、データ変換を行った後、データ

ベースサーバのデータベースに保存する。詳細は、“データ連携機能”の“データ交換サーバ機

能”を参照すること。 

 

4.3 情報提供機能（一般版・スタッフ版・スマホ版） 

Webサーバ（一般・スタッフ・スマホ）において、地図、土砂災害危険度情報、雨量判定図

等並びに雨量情報、解析・予測雨量、河川水位情報、ダム情報、氾濫危険水位情報、土砂災害

警戒区域等、警報・注意報情報、土砂災害の危険度分布情報を提供する機能である。本機能は

Webブラウザからアクセス可能である。 

 

4.4 統計情報処理機能 

統計情報処理機能では、雨量計･水位計の観測値を CSVファイル形式で出力する機能をスタ

ッフ向けに提供する。なお、観測所、データ間隔、データ種別、期間等の条件より出力ができ

る。 

 

4.5 通知メール配信機能 

通知メール配信機能では、防災情報を県職員や市町職員の携帯電話へ電子メールで迅速に伝

達する機能を提供する。本機能は災害対応の初動体制の確立や、適正な職員配置等を支援する

ために必要な仕組みである。 

 

4.6 管理機能 

各サーバの管理をするための機能である。本機能は、データバックアップ機能、メール配信

管理機能、地震後暫定 CL基準値切り替え機能、CP,KP表示機能、画像データ取得機能、カメラ

画像管理機能、外部機関データ連携機能から構成されている。 

 



 

 

4.7 DTU死活監視機能 

DTU観測局からの応答の有無を確認した上で、DTU観測局と通信できる状態であるか判別す

る為の機能である。これにより、障害の一時的な切り分けを見た目で判別できる。 

 

 

5. 業務内容 

本業務の以下のとおりとする。 

 

5.1 計画準備 

本業務の目的・主旨・内容を把握した上で、システムの概要を踏まえて速やかに業務計画書を

作成し、監督員の承諾を得ること。 

 

5.2 打合せ協議 

本業務の実施にあたり、業務着手時、中間 2回、業務完了時の打合せ協議を実施すること。 

 

5.3 システム設計 

別紙システムの要求仕様書をもとに、システム設計書を作成すること。 

 

5.4 システム改修 

前項のシステム設計書をもとに、一般版、スタッフ版、スマホ版のシステム改修を実施する

こと。 

システム改修にあたっては、既存機能の動作に支障を与えないよう考慮して改修するものと

し、支障をきたした場合は受注者の責任で対応するものとする。 

 

5.5 システムテスト 

受注者は、システム改修後にシステムテストを行うものとする。なお、システムテストに関

する計画書を作成し、監督職員の承諾を得ることとする。 

 

5.6 操作マニュアル作成 

システム改修に伴い、一般版、スタッフ版、スマホ版の操作マニュアルを改訂するものとす

る。 

 

5.7 報告書作成 

報告書に担当者一覧表をつけるものとし、その場所は業務報告書表紙の次のページに記載す

ること。また、明瞭・簡潔な報告書となるよう創意工夫すること。 

なお、報告書は以下により作成するものとし、成果品の内容は下表-2のとおりとする。 

  ・報告書 ドッチファイル 1部、電子ファイル 1式 

 

 



 

 

（表-2） 

番号 成果品 数量 

1. 河川砂防情報システム（ソースコードを含む） 1式 

2. 報告書 1部 

 システム設計書  

 システムテスト報告書  

 操作マニュアル  

 



 

 

長崎河川砂防情報システム改修業務委託（その 2） 

システム要求仕様書 

 

 PC版の要求仕様 

NAKSSの PC版改良に当たり要求する仕様は次の通りとする。 

 

 Web機能 

 基本仕様 

本システムは NAKSSパソコン版として既存の一般版、スタッフ版サーバで Webシステムとして

動作することを前提としている。 

システムの開発に当たっては、NAKSSのスマホ版を基礎とした開発とすることとし、画面サイ

ズによって表示コンテンツが見切れることが無いよう、原則として表示コンテンツの横幅は自動

的にサイズ変更するよう作成すること。 

また、いわゆるベンダーロックインの解消等により、調達コストの削減、透明性向上等を図る

ため、特定事業者に不必要に依存したシステムにならないよう、独自の開発言語ではなく、一般

的な開発言語（html、JavaScript 等）を使用した開発をすること。 

 

 動作環境 

本システムが動作する環境としては以下の通りとする。 

 

表 1-1 動作環境 

対象ブラウザ 備考 

Microsoft Edge 着手時最新版とする。 

Google Chrome 着手時最新版とする。 

 

 画面構成 

画面構成は次の通りとする。 

 

表 1-2 画面構成と概要 

No メニュー大項目 メニュー小項目 概要 

1.  共通 

－ 

全画面共通でお知らせや MyPoint を表

示すること。 

 

 

2.  現在の各種基準

超過状況 

土砂災害危険度到達状況 土砂災害危険度情報について、危険度

の到達状況を市町村（発表単位）別に判

別できること。 

危険度が到達していない市町村につい

ても固定表示すること。 

 

 



No メニュー大項目 メニュー小項目 概要 

氾濫危険水位等超過状況（水

位周知河川） 

水位周知河川の河川水位について、基

準値の超過状況を市町村別に判別でき

ること。 

危険度が到達していない市町村につい

ても固定表示すること。 

河川水位超過状況（その他河

川） 

水位周知河川以外の河川水位につい

て、基準値の超過状況を市町村別に判

別できること。 

危険度が到達していない市町村につい

ても固定表示すること。 

3.  観測情報 地図情報を見る 雨量、水位、土砂災害危険度情報につい

て、WebGISでデータを閲覧できること。 

日時を選択できること。 

 

雨量情報を見る 市町村別、観測局別に雨量の最新デー

タ、過去データを閲覧できること。 

日時を選択できること。 

また、選択した観測局から当該観測局

付近の地図に遷移できること。 

 

河川水位情報を見る（全河川） 市町村別、観測局別に河川水位の最新

データ、過去データを閲覧できること。 

日時を選択できること。 

また、選択した観測局から当該観測局

付近の地図に遷移できること。 

氾濫危険水位情報を見る（水

位周知河川のみ）※水位、カ

メラ画像 

市町村別、観測局別に水位周知河川に

おける氾濫危険水位の最新データ、過

去データ、簡易型河川監視カメラの画

像を閲覧できること。 

日時を選択できること。 

また、選択した観測局から当該観測局

付近の地図に遷移できること。 

河川監視カメラ画像を見る 観測局別に氾濫危険水位または河川水

位の最新データ、過去データ、簡易型河

川監視カメラの画像を閲覧できるこ

と。 

日時を選択できること。 

また、選択した観測局から当該観測局

付近の地図に遷移できること。 

土砂災害危険度情報を見る 市町村（発表単位）別に土砂災害危険度

情報の状況を閲覧できること。 

日時を選択できること。 

また、選択した市町村（発表単位）付近

の地図に遷移できること。 

 

4.  防災情報 ダム情報を見る 長崎県 ダム情報システムへの外部リ

ンクが表示されており、外部サイトを

閲覧できること。 

 

 



No メニュー大項目 メニュー小項目 概要 

危機管理型水位計を見る 川の水位情報への外部リンクが表示さ

れており、外部サイトを閲覧できるこ

と。 

 

土砂災害警戒情報・警報・注

意報等を見る 

気象庁への外部リンクが表示されてお

り、外部サイトを閲覧できること。 

 

土砂災害警戒・特別警戒区域、

浸水想定区域を見る 

長崎県 総合防災 GIS への外部リンク

が表示されており、外部サイトを閲覧

できること。 

 

5.  リンク 長崎県ホームページ 長崎県庁 HPへの外部リンクが表示され

ており、外部サイトを閲覧できること。 

 

県内市町のホームページ 長崎県内の市町のホームページへの外

部リンクが表示されており、外部サイ

トを閲覧できること。 

長崎地方気象台のホームペー

ジ 

長崎地方気象台への外部リンクが表示

されており、外部サイトを閲覧できる

こと。 

 

気象庁「今後の雨」 気象庁「今後の雨」への外部リンクが表

示されており、外部サイトを閲覧でき

ること。 

 

国交省「川の防災情報（Chrome

推奨）」 

国土交通省 川の防災情報への外部リ

ンクが表示されており、外部サイトを

閲覧できること。 

 

国交省「防災用語ウェブサイ

ト（水害・土砂災害）（Chrome

推奨）」 

国交省「防災用語ウェブサイト（水害・

土砂災害）への外部リンクが表示され

ており、外部サイトを閲覧できること。 

 

長崎県砂防課ホームページ 長崎県 砂防課 HPへの外部リンクが表

示されており、外部サイトを閲覧でき

ること。 

 

長崎県河川課ホームページ 長崎県 河川課 HPへの外部リンクが表

示されており、外部サイトを閲覧でき

ること。 

 

九州防災ポータルサイト 国土交通省 九州地方整備局 九州防

災ポータルサイトへの外部リンクが表

示されており、外部サイトを閲覧でき

ること。 

 

6.  用語集 

－ 

雨量、水位に関する用語が閲覧できる

こと。 

 

7.  利用上の注意・問

い合わせ 
－ 

利用上の注意、問い合わせが閲覧でき

ること。 



No メニュー大項目 メニュー小項目 概要 

8.  操作マニュアル － 操作マニュアルを表示できること。 

 

 画面一覧 

(1) 共通 

下表の機能を具備するものとする。 

 

表 1-3 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  認証機能  スタッフ版サーバにはユーザ名とパスワードに

よる基本認証を実装すること。 

2.  お知らせ表示機能  全画面共通のお知らせとしてお知らせの先頭 3行

程度を表示できること。 

 「詳細を見る」を押すと全てのお知らせを表示で

きること。 

 

3.  MyPoint機能  ユーザが登録した観測地点情報の表示を行うこ

と。 

 地点は土砂災害警戒地点と河川水位観測地点を

選択できること。 

 

 

(2) 現在の各種基準超過状況 

下表の機能を具備するものとする。 

 

1） 土砂災害危険度到達状況 

 

表 1-4 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  土砂災害危険度情報到達状況提供

機能 

 土砂災害危険度情報において注意、警戒、危険、

災害切迫のいずれかが存在する場合、到達状況と

して「到達あり」と表示すること。存在しない場

合は「到達なし」と表示すること。 

 

2.  市区町村別到達状況表示機能  市町村（発表単位）別に土砂災害危険度情報の状

況を注意、警戒、危険、災害切迫の状況を表示す

る機能。同じ市町村内に複数段階の危険度情報が

発生している場合、最大の危険度情報を表示する

こと。 

 市町村をクリックすると対象の市町村を中心と

した地図表示機能を呼び出せること。 

 各危険度に到達した場合の表示については以下

のとおりとする。 

黒メッシュ：「災害切迫（黒塗りつぶし）」 

紫メッシュ：「危険（紫塗りつぶし）」 

赤メッシュ：「警戒（赤塗りつぶし）」 

黄メッシュ：「注意（黄塗りつぶし）」 

 到達していない市町村は「到達なし」と表示する



No 機能 概要 

こと。 

 対象の市町村は気象庁の「特別警報・警報・注意

報や天気予報の発表区域」に合わせて以下の通り

とする。 

平戸市、松浦市、佐世保市（宇久地域を除く）、東

彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、島原市、雲

仙市、南島原市、諫早市、大村市、長崎市、長与

町、時津町、西海市（江島・平島を除く）、上対馬、

下対馬、壱岐、佐世保市（宇久地域）西海市（江

島・平島）、小値賀町、新上五島町、五島市 

 

 

2） 氾濫危険水位等超過状況（水位周知河川） 

 

表 1-5 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  氾濫危険水位等超過状況表示機能  水位周知河川の河川水位の基準水位において、氾

濫危険水位、避難判断水位、氾濫注意水位、水防

団待機水位を超過した河川が存在する場合、到達

状況として「超過あり」と表示する。存在しない

場合は「超過なし」と表示する。 

 

2.  市区町村別超過状況表示機能  市町村別に氾濫危険水位、避難判断水位、氾濫注

意水位、水防団待機水位の超過状況を表示する。 

 同じ市町村内に複数段階の基準水位超過発生し

ている場合、最大の超過状況を表示すること。 

 市町村をクリックすると対象の市町村内の観測

局一覧表を表示する。（氾濫危険水位情報を見る

の画面に遷移） 

 各基準水位を超過した場合の表示については以

下のとおりとする。 

「氾濫危険水位超過（字背景紫塗りつぶし）」 

「避難判断水位超過（字背景赤塗りつぶし）」 

「氾濫注意水位超過（字背景黄塗りつぶし）」 

「水防団待機水位超過（字背景緑塗りつぶし）」 

 超過していない市町村は「超過なし」と表示する

こと。また、観測局が設置されていない市町村に

ついては「観測局なし」と表示すること。 

 対象の市町村は以下のとおりとする。 

平戸市、松浦市、佐世保市（宇久地域を除く）、東

彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、島原市、雲

仙市、南島原市、諫早市、大村市、長崎市、長与

町、時津町、西海市（江島・平島を除く）、上対馬、

下対馬、壱岐、佐世保市（宇久地域）、西海市（江

島・平島）、小値賀町、新上五島町、五島市 

 

 

 

 



3） 河川水位超過状況（その他河川） 

表 1-6 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  河川基準水位超過状況表示機能  水位周知河川以外の河川水位において、県で定め

ている第一基準、第二基準、第三基準のいずれか

の水位を超過した河川が存在する場合、到達状況

として「超過あり」と表示する。存在しない場合

は「超過なし」と表示する。 

 

2.  市区町村別超過状況表示機能  市町村別に第一基準、第二基準、第三基準の超過

状況を表示する。 

 同じ市町村内に複数段階の水位超過発生してい

る場合、最大の超過状況を表示すること。 

 市町村をクリックすると対象の市町村内の観測

局一覧表を表示する。（「河川水位情報を見る」へ

遷移し、水位周知河川も含め全ての河川を表示対

象とする。） 

 各水位を超過した場合の表示については以下の

とおりとする。 

「第３基準超過（紫囲み）」 

「第２基準超過（赤囲み）」 

「第１基準超過（黄囲み）」 

 超過していない市町村は「超過なし」と表示する

こと。また、観測局が設置されていない市町村に

ついては「観測局なし」と表示すること。 

 対象の市町村は以下のとおりとする。 

平戸市、松浦市、佐世保市（宇久地域を除く）、東

彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、島原市、雲

仙市、南島原市、諫早市、大村市、長崎市、長与

町、時津町、西海市（江島・平島を除く）、上対馬、

下対馬、壱岐、佐世保市（宇久地域）、西海市（江

島・平島）、小値賀町、新上五島町、五島市 

 

 

 

(3) 観測情報 

1） 地図情報 

下表の機能を具備するものとする。 

 

表 1-7 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  地図機能  表示地域選択機能を呼び出し、選択された地域を

中心に WebGISを表示すること。 

 地図には表 1-8 レイヤ一覧のレイヤを重ねて表

示・非表示すること。 

 凡例は選択したレイヤを表示すること。 

 地理院地図を背景として参照できること。 

 レイヤ一覧を表示できること。 

 



No 機能 概要 

2.  表示地域選択機能  一覧表形式で全県と市町村を表示すること。 

 選択された地域の 1kmメッシュが収まるように地

図を移動できること。 

 

3.  雨量判定図提供機能  メッシュ別に 60 分間積算雨量、土壌雨量指数を

もとに土砂災害危険度の推移を表したスネーク

グラフを描画すること。また、スネークグラフと

同じ画面に時系列で気象庁解析雨量、気象庁連続

雨量をグラフ並びに一覧表で表示する。 

 背景には CLライン、警報ライン、注意報ラインを

描画する。 

 スネークグラフは過去 10日間分を表示すること。 

 

4.  時間毎の分割図機能  土砂災害危険度情報(1km)並びに雨量情報（10分、

直近 60分、直近 24時間、連続）について、10分

毎に 3時間前までの地図情報を表示すること。 

 基準時刻は地図画面で表示している時刻を引き

継ぐこと。 

 雨量は雨量情報で選択されている情報を引き継

いで表示することとし、レイヤがオフの場合は 10

分雨量を表示すること。 

 表示する地図は固定の地図とし全県が収まるよ

うレイアウトを工夫すること。 

 表示地域選択機能を呼び出し、地図に表示する地

域を変更できること。 

 

5.  画面内の観測局一覧表示機能  画面内に表示している観測局一覧および観測デ

ータを一覧表示すること。 

 観測局一覧に表示されている任意の観測局をク

リックした場合、当該観測局を詳細地図の中心に

表示できること。 

6.  吹き出し表示機能  全観測局名を吹き出しで表示／非表示できるこ

と。 

7.  日時選択機能  表示しているデータの日時を選択できること。 

 

8.  印刷機能  画面内の地図と凡例を印刷するためのパソコン

の印刷機能を呼び出すこと。 

9.  距離計測機能  距離を計測できること。 

10.  住所検索機能  以下の住所検索機能を利用して検索できること。 

https://geocode.csis.u-tokyo.ac.jp/ 

 

表 1-8 レイヤ一覧 

No 情報種別 参照先（連携方式） 

1.  雨量 － PC版 NAKSS （データファイ

ル）新規作成 

2.  河川水位情報 － PC版 NAKSS （データファイ

ル）新規作成 

3.  土砂災害危険度情報 － PC版 NAKSS （データファイ

ル）新規作成 

4.  土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域 外部サイト（WMS） 



No 情報種別 参照先（連携方式） 

土砂災害特別警戒区域 外部サイト（WMS） 

5.  その他危険箇所 山腹崩壊危険箇所 外部サイト（WMS） 

崩壊土砂流出危険箇所 外部サイト（WMS） 

6.  浸水想定区域 － 外部サイト（WMS） 

7.  避難場所 － 外部サイト（WFS） 

 

2） 雨量情報を見る 

下表の機能を具備するものとする。 

 

表 1-9 機能一覧表 

No 画面・機能 概要 

1.  地域選択画面  最新の観測時刻を表示すること。 

 過去の観測時刻を選択できること。 

 地区別に展開できるメニュー内に市町村を表示

すること。 

 市町村をクリックすると市町村内の観測局一覧

画面に遷移すること。 

 全地区をクリックすると全県の観測局一覧画面

に遷移すること。 

 

2.  観測局一覧表画面  最新の観測時刻を表示すること。 

 過去の観測時刻を選択できること。 

 全県または市町村内の観測局情報を表示するこ

と。 

 観測局名（所在地）、10分雨量、最大 60分雨量、

直近 60分雨量、最大 24時間雨量、連続雨量を表

示し、それぞれの雨量項目ごとに昇順・降順にて

並び替えが可能なこと。 

 観測局を選択すると観測局詳細画面に遷移する

こと。 

 基準値の説明を記載すること。 

3.  観測局詳細画面  最新の観測時刻、基準値の超過状況を表示する。 

 過去の観測時刻を選択できること。 

 既存の PC版 NAKSSと同様の 10分雨量グラフ並び

に時間雨量、連続雨量の 2軸グラフを表示するこ

と。 

 既存の PC 版と同様の時間雨量、連続雨量グラフ

の表を表示すること。 

 比較検定の結果、民間通信網により送信されたデ

ータが採用された場合、その旨を表内で判別でき

る列を設けること。 

 10 分雨量、時間雨量をクリックした場合、当該表

示場所に移動すること。 

 「地図へ」ボタンで地図の当該観測局の場所を表

示して対象のレイヤを表示すること。 

 

4.  日時選択機能  表示しているデータの日時を選択できること。 

 

 



 

3） 河川水位情報を見る（全河川） 

下表の機能を具備するものとする。 

表 1-10 機能一覧表 

No 画面・機能 概要 

1.  地域選択画面  最新の観測時刻、各市町村の氾濫危険水位、避難

判断水位、氾濫注意水位、水防団待機水位と第一

基準、第二基準、第三基準の超過状況並びに凡例

を表示すること。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準値の超過状況を表示すること。 

 地区別に展開できるメニュー内に市町村を表示

すること。 

 市町村内の観測局のうち氾濫危険水位、避難判

断水位、氾濫注意水位、水防団待機水位、第一

基準、第二基準、第三基準を超過している観測

局が存在する市町村は最大の超過状況を表示す

ること。 

 超過していない市町村は「超過なし」と表示する

こと。また、観測局が設置されていない市町村に

ついては「観測局なし」と表示すること。 

 市町村をクリックすると市町村内の観測局一覧

画面に遷移すること。 

 全地区をクリックすると全県の観測局一覧画面

に遷移すること。 

 

2.  観測局一覧表画面  最新の観測時刻、表示対象の基準水位の超過状況

を表示すること。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準値の超過状況を表示すること。 

 全県または市町村内の観測局情報を表示するこ

と。 

 観測局名（所在地）、水位、水位差（10分）、氾濫

危険水位、避難判断水位、氾濫注意水位、水防団

待機水位と第一基準、第二基準、第三基準を表示

し、それぞれの項目ごとに昇順・降順にて並び替

えが可能なこと。 

 どの河川が水位周知河川か一目可能な表示を付

けること。 

 河川監視カメラが設置されている観測局には、カ

メラボタン等を配置し、河川監視カメラの映像を

確認する画面に遷移できること。 

 観測局を選択すると観測局詳細画面に遷移する。 

 対象が氾濫危険水位対象局の場合は氾濫危険水

位情報の観測局詳細を表示すること。 

 

3.  観測局詳細画面  最新の観測時刻、基準水位の超過状況を表示する

こと。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準水位の超過状況を表示すること。 

 データ切替えは 10 分・60 分を切り替えて表示す



No 画面・機能 概要 

ること。 

 10 分を選択された場合、過去 25～30 データ分の

時刻、水位、水位差（10 分）、水位変化の表を表

示し、表示形式については概ね既存 PC版 NAKSSと

同様とすること。 

 60 分を選択された場合、過去 25～30 データ分の

時刻、水位、水位差（60 分）、水位変化の表を表

示し、表示形式については概ね既存 PC版 NAKSSと

同様とすること。 

 10 分、60分いずれの場合も現行の PC版 NAKSSと

同様の流域雨量（時間雨量、連続雨量）グラフ等、

凡例を描画する。また、時間雨量、連続雨量を表

で表示すること。 

 各河川に紐づく流域雨量の観測局は、現行の

NAKSSと同様とすること。 

 比較検定の結果、民間通信網により送信されたデ

ータが採用された場合、その旨を表内で判別でき

る列を設けること。 

 「地図へ」ボタンで地図の当該観測局の場所を表

示して対象のレイヤを表示すること。 

 河川監視カメラが設置されている観測局におい

ては、カメラボタン等を配置し、カメラ画像を確

認するページに遷移できること。また、カメラボ

タンを選択された場合、現況の画像と過去の画像

を切り替えて表示すること。また、平常時の画像

を表示すること。 

 

4.  日時選択機能  表示しているデータの日時を選択できること。 

 

 

4） 氾濫危険水位情報を見る（水位周知河川のみ） 

下表の機能を具備するものとする。 

 

表 1-11 機能一覧表 

No 画面・機能 概要 

1.  地域選択画面  最新の観測時刻、各市町村の水防団待機水位、氾

濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位の超過

状況並びに凡例を表示すること。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準値の超過状況を表示すること。 

 地区別に展開できるメニュー内に市町村を表示

すること。 

 市町村内の観測局のうち水防団待機水位、氾濫

注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位を超過

している観測局が存在する市町村は最大の超過

状況を表示すること。 

 超過していない市町村は「超過なし」と表示する

こと。また、観測局が設置されていない市町村に

ついては「観測局なし」と表示すること。 



No 画面・機能 概要 

 市町村をクリックすると市町村内の観測局一覧

画面に遷移すること。 

 全地区をクリックすると全県の観測局一覧画面

に遷移すること。 

 

2.  観測局一覧表画面  最新の観測時刻、表示対象の基準水位の超過状況

を表示すること。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準水位の超過状況を表示すること。 

 全県または市町村内の観測局情報を表示するこ

と。 

 観測局名（所在地）、水位、水位差（10分）を表示

する。 

 観測局を選択すると観測局詳細画面に遷移する

こと。 

 

3.  観測局詳細画面  最新の観測時刻、基準水位の超過状況を表示する

こと。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準水位の超過状況を表示すること。 

 データ切替えは 10 分・60 分・カメラを切り替え

て表示すること。 

 10 分を選択された場合、過去 25～30 データ分の

時刻、水位、水位差（10 分）、水位変化の表を表

示し、表示形式については概ね既存 PC版 NAKSSと

同様とすること。 

 60 分を選択された場合、過去 25～30 データ分の

時刻、水位、水位差（60 分）、水位変化の表を表

示し、表示形式については概ね既存 PC版 NAKSSと

同様とすること。 

 10 分、60分いずれの場合も現行の PC版 NAKSSと

同様の流域雨量（時間雨量、連続雨量）グラフ等、

凡例を描画する。また、時間雨量、連続雨量を表

で表示すること。 

 各河川に紐づく流域雨量の観測局は、現行の

NAKSSと同様とする。 

 比較検定の結果、民間通信網により送信されたデ

ータが採用された場合、その旨を表内で判別でき

る列を設けること。 

 河川監視カメラが設置されている観測局におい

ては、カメラボタン等を配置し、カメラ画像を確

認するページに遷移できること。また、カメラを

選択された場合、現況の画像と過去の画像を切り

替えて表示する。また、平常時の画像を表示する

こと。 

 過去の画像は 5分前、10分前、15分前、30分前、

60 分前、1日前、3日前を選択できること。 

 「地図へ」ボタンで地図の当該観測局の場所に表

示して対象のレイヤを表示すること。 

  

 



No 画面・機能 概要 

4.  日時選択機能  表示しているデータの日時を選択できること。 

 カメラを選択されている場合は 5分単位の時間を

選択できること。 

 

5） 河川監視カメラを見る 

下表の機能を具備するものとする。 

 

表 1-12 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  観測局一覧表画面  河川監視カメラが設置されている観測局のみを

表示すること。 

 一覧表の表示内容については「河川水位情報を見

る」の観測局一覧表画面に準拠すること。 

 観測局を選択すると観測局詳細画面に遷移する

こと。 

 

2.  観測局詳細画面  カメラ画像を初期表示として表示すること。 

 最新の観測時刻、基準水位の超過状況を表示する

こと。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の基準水位の超過状況を表示すること。 

 データ切替えは 10 分・60 分・カメラを切り替え

て表示すること。 

 10 分を選択された場合、過去 25～30 データ分の

時刻、水位、水位差（10 分）、水位変化の表を表

示し、表示形式については概ね既存 PC版 NAKSSと

同様とすること。 

 60 分を選択された場合、過去 25～30 データ分の

時刻、水位、水位差（60 分）、水位変化の表を表

示し、表示形式については概ね既存 PC版 NAKSSと

同様とすること。 

 10 分、60分いずれの場合も現行の PC版 NAKSSと

同様の流域雨量（時間雨量、連続雨量）グラフ等、

凡例を描画する。また、時間雨量、連続雨量を表

で表示すること。 

 各河川に紐づく流域雨量の観測局は、現行の

NAKSSと同様とする。 

 比較検定の結果、民間通信網により送信されたデ

ータが採用された場合、その旨を表内で判別でき

る列を設けること。 

 カメラを選択された場合、現況の画像と過去の画

像を切り替えて表示する。また、平常時の画像を

表示すること。 

 過去の画像は 5分前、10分前、15分前、30分前、

60 分前、1日前、3日前を選択できること。 

 「地図へ」ボタンで地図の当該観測局の場所に表

示して対象のレイヤを表示すること。 

 

 



6） 土砂災害危険度情報を見る 

下表の機能を具備するものとする。 

 

表 1-13 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  市区町村別到達状況表示機能  市町村別に土砂災害危険度情報の状況を注意、警

戒、危険、災害切迫で表示する機能。同じ市町村

内に複数段階の危険度情報が発生している場合、

最新の最大の危険度情報を表示する。 

 過去の観測時刻を選択された場合についても、表

示対象の到達状況を表示する。 

 市町村をクリックすると対象の市町村を中心と

した地図表示機能を呼び出す。 

 対象の市町村は気象庁の「特別警報・警報・注意

報や天気予報の発表区域」に合わせて以下の通り

とする。 

平戸市、松浦市、佐世保市（宇久地域を除く）、東

彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、島原市、雲

仙市、南島原市、諫早市、大村市、長崎市、長与

町、時津町、西海市（江島・平島を除く）、上対馬、

下対馬、壱岐、佐世保市（宇久地域）、西海市（江

島・平島）、小値賀町、新上五島町、五島市 

 

 

2.  日時選択機能  表示しているデータの日時を選択できること。 

 

(4) 防災情報 

各項目でリンクを作成し、クリックすると外部サイトを表示する。 

 

表 1-14 機能一覧表 

表示名 リンク先 

ダム情報を見る https://www.dam.pref.nagasaki.jp/top.html 

危機管理型水位計を見る https://k.river.go.jp/?zm=8&clat=33.447484889088855&clon=12

9.42169189453128&t=0&dobs=1&drvr=1&dtv=1&dtmobs=1&dtmtv=1 

土砂災害警戒情報を見る https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/33.587167/129.210205

/&elem=all&contents=warning_level 

土砂災害の危険度分布を

見る 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land/zoom:8/lat:

33.587167/lon:129.210205/colordepth:normal 

土砂災害警戒・特別警戒区

域、浸水想定区域を見る 

https://www.pref.nagasaki.jp/sb/gis/agree.php 

警報・注意報を見る https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#lang=ja&area_type=offi

ces&area_code=420000 

ダム情報を見る（スタッフ

版の場合） 

公開していないため非掲載 

 

 

 



(5) リンク 

各項目でリンクを作成し、クリックすると外部サイトを表示する。 

 

表 1-15 機能一覧表 

表示名 リンク先 

長崎県のホームページ https://www.pref.nagasaki.jp 

県内市町のホームページ https://www.pref.nagasaki.jp/kennaishityosonsyokai/ 

長崎地方気象台のホーム

ページ 

https://www.jma.go.jp/bosai/#pro&disp=panel,warning_summary

,warning!%E3%80%80all,probability,information,warning_level

!all,forecaster_comment&col=8x9091didgdcdm&row=c4b4b4&area_

type=offices&area_code=420000 

気象庁「今後の雨」 https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:32.891120/

lon:129.339294/colordepth:normal/elements:rasrf&slmcs 

国交省「川の防災情報

（Chrome推奨）」 

 

https://www.river.go.jp/index 

国交省「防災用語ウェブサ

イト（水害・土砂災害）

（Chrome推奨）」 

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/  

上記にリンクすると以下の WEBページに自動遷移する 

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/top 

長崎県砂防課ホームペー

ジ 

https://www.pref.nagasaki.jp/section/sabo/index.html 

長崎県河川課ホームペー

ジ 

https://www.pref.nagasaki.jp/section/kasen/index.html 

九州防災ポータルサイト http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/kyusyubosai/ 

 

(6) 用語集 

下表の用語集を表示する。 

 

表 1-16 機能一覧表 

No 機能  概要 

1.  雨量に関す

る用語 

雨量 ある時間内に降った雨の量で、降水が流れ去らずに地表

面を覆ったときの水の深さを、mm(ミリメートル)で表し

たもの。 

 

時間雨量とは、毎時 00分の過去 1 時間に降った雨量。 

 

10分雨量とは、毎時 00分・10分・20分・30分・40分・

50分の過去 10分間に降った雨量。 

 

60分雨量とは、毎時 00分・10分・20分・30分・40分・

50分の過去 60分間に降った雨量。 

 

連続雨量 雨が降り出してからの雨量の合計。24時間連続で降らな

い場合、連続雨量は 0[mm]に戻ります。 

 

雨量観測局 県内各所に設置された雨量計から得られた降雨量を、有

線・無線回線等を用いて各振興局等へ送信する設備。 

 

 



No 機能  概要 

2.  水位に関す

る用語 

水位 ある時点での、基準面からの水面の高さを m(メートル)

で表したもの。 

 

水防団待機水位 水防団が出動のために待機する水位 

 

氾濫注意水位 市町村長の避難準備情報等の発令判断の目安、住民の氾

濫に関する情報への注意喚起、水防団の出動の目安とな

る水位 

 

避難判断水位 市町村長の避難指示等の発令判断の目安、住民の避難判

断の参考となる水位 

 

氾濫危険水位 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫のお

それがある水位 

 

水位観測局 河川に設置された水位計から得られたデータを、有線・

無線回線等を用いて各振興局等へ送信する設備。 

(7) 利用上の注意、問合せ 

下表の通り利用上の注意、問い合わせを表示する。 

 

表 1-17 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  利用上の注意  このシステムの観測情報は、無人観測所から送られてくる最新デー

タを利用したものであり、観測機器の故障などが原因で、異常値が

表示されている可能性があります。 

 このシステムの土砂災害危険度情報は、予測値を含んでおり、気象

状況の急激な変化、局地的地形等の影響による小規模かつ特異な現

象において、予測値と実際の気象情報とは差異が発生する可能性が

あります。 

 

2.  長崎県土砂災害

警戒情報メール

配信サービス 

※一般版の場合 

 本サービスは長崎県内において、土砂災害警戒情報が発表された際

にメール配信を行うものです。 

 下記アドレスに空メールを送信することで、スマートフォン等のメ

ールアドレスへの配信登録が可能です。 

bousai.nagasaki-pref@raiden.ktaiwork.jp 

(QRコードも添付)  

 ※メール配信サービス自体は無料でご利用いただけますが、通信

料はご利用される方の負担となります。 

 

3.  長崎県土砂災害

危険度等メール

配信サービス 

※スタッフ版の

場合 

 本サービスは長崎県内における土砂災害危険度の到達状況や氾濫

危険水位超過状況をお知らせするメール配信を行うものです。 

 下記 URLもしくは QR コードよりアクセスし、配信登録を行ってく

ださい。 

（URLについては発注者より別途提供） 

(QRコードも添付) 

 ※上記サービスは自治体職員向けのものであり、一般には公開して

いませんので、取扱いにはご注意ください。（一般向けには土砂災

害警戒情報の発表をお知らせするサービスを、NAKSS一般版に掲載

しています。） 

 



No 機能 概要 

4.  問い合わせ  長崎県の各地方機関 

河川事業・砂防事業担当課 

 

 長崎県土木部河川課 

kasen.dobokubu@pref.nagasaki.lg.jp 

 

 長崎県土木部砂防課 

sabo@pref.nagasaki.lg.jp 

 



 

 データファイル作成機能の要求仕様 

NAKSSの PC版改修に当たり要求する仕様は次の通りとする。 

 

 データファイルの変更 

比較検定結果を Webサイトで表示するため、現在のデータファイル作成機能に以下のデータフ

ァイルを作成する処理を追加すること。 

 

表 1-18 ファイル一覧表 

データファイル ID ファイル名 変更内容 

AUK-001 全局 10分雨量データ履歴 データベースの以下の内容を追加する。 

テーブル：t_10muryodata_his 

項目：adopted_data 

AUK-007 全局河川水位データ 10分履歴 データベースの以下の内容を追加する。 

テーブル：t_suiidata_his 

項目：adopted_data 

 

 データファイルの出力並びに作成 

現在のデータファイル作成機能について Webサーバ（一般）、Webサーバ（職員）にデータファ

イルを出力すること。 

また、過去 3年分のデータを作成すること。



 

 管理機能要求仕様 

NAKSSの管理機能について要求する仕様は次の通りとする。 

 

 お知らせ更新 

現在の管理機能の一つとして実装されている「お知らせ更新」機能について、県職員で一般

版、スタッフ版、スマホ版に表示するお知らせをテキストで入力し、更新できること。 

また、現在表示しているお知らせを表示できること。 

その他の管理機能・統計機能については現行の NAKSS同様とする。



 

 スマホ版要求仕様 

PC 版改良に合わせて、スマホ版を以下の通り変更する。 

 

 変更対象 

 画面構成 

下表の通り全県地図を削除する。 

表 3-1 画面一覧表 

画面名 画面種別 内容 変更対象 

共通 画面 ヘッダ、フッタを表示する。 － 

トップ 画面 土砂災害危険度到達状況、河川水位

超過状況の表示を行う。 

－ 

全県地図 画面 長崎県全体地図、土砂災害危険度と

解析雨量を表示する。 

削除 

地域地図 画面 土砂災害危険度、解析雨量、雨量・河

川水位観測局の情報を地図に重ねて表

示する。 

－ 

土砂災害危険度

雨量判定図画面 

ポップアップ 土砂災害危険度雨量判定図画面を表

示する。 

地域地図、雨量市町村別観測一覧か

ら表示する。 

－ 

河川水位地域選

択 

画面 河川水位局を含む市町村一覧を表示

する。 

－ 

河川水位市町村

別観測局一覧 

画面 市町村内の河川水位局一覧を表示す

る。 

－ 

河川水位観測局

詳細 

ポップアップ 河川水位局の詳細情報を表示する。 － 

雨量地域選択 画面 雨量観測局を含む市町村一覧を表示

する。 

－ 

雨量市町村別観

測局一覧 

画面 市町村内の雨量観測局一覧を表示す

る。 

－ 

雨量観測局詳細 ポップアップ 雨量観測局の詳細情報を表示する。 － 

氾濫危険水位地

域選択 

画面 氾濫危険水位局を含む市町村一覧を

表示する。 

－ 

氾濫危険水位市

町村別観測局一覧 

画面 市町村内の氾濫危険水位局一覧を表

示する。 

－ 

氾濫危険水位観

測局詳細 

ポップアップ 氾濫危険水位観測局の詳細情報を表

示する。 

－ 

防災情報 画面 防災情報のリンク一覧を表示する。 － 

利用上の注意 画面 利用上の注意を表示する。 － 

用語解説 画面 用語解説を表示する。 － 

操作マニュアル PDF 操作マニュアルを表示する。 － 

 

 

 

 

 



 

 機能 

以下の通り変更するものとする。 

 

(1) 河川水位超過状況 

 

表 3-2 機能一覧表 

No 機能 概要 

1.  河川基準水位超過状況表示機能  変更なし 

 

2.  市区町村別超過状況表示機能  各水位を超過した場合の表示については以下の

とおりとする。 

「第３基準超過（紫囲み）」 

「第２基準超過（赤囲み）」 

「第１基準超過（黄囲み）」 

 

 

(2) 河川水位情報を見る 

 

表 3-3 機能一覧表 

No 画面・機能 概要 

1.  地域選択画面  各水位を超過した場合の表示については以下の

とおりとする。 

「第３基準超過（紫囲み）」 

「第２基準超過（赤囲み）」 

「第１基準超過（黄囲み）」 

 

2.  観測局一覧表画面  最新の観測時刻における表示対象の基準水位の

超過状況は以下の通りとする。 

「第３基準超過（紫囲み）」 

「第２基準超過（赤囲み）」 

「第１基準超過（黄囲み）」 

 

3.  観測局詳細画面  最新の観測時刻における表示対象の基準水位の

超過状況は以下の通りとする。 

「第３基準超過（紫囲み）」 

「第２基準超過（赤囲み）」 

「第１基準超過（黄囲み）」 

 

 


