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周防大島町下水道台帳管理システム構築業務仕様書

第 1 章 総 則

1.1 適用範囲

本仕様書は、周防大島町（以下「発注者」という。）が発注する「下水道台帳管理システム構

築業務」（以下「本業務」という。）に適用する。

1.2 業務の目的

下水道施設の適切な資産管理や業務の効率化・高度化への対応、窓口業務の利便性向上、今後

の維持管理や防災等へのデータ活用が可能となるシステムを構築し、下水道関連データを統合運

用することで、下水道事業のストックマネジメントの強化及びサービスの向上を図ることを目的

とする。

1.3 法令等の遵守

受注者は業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。

①下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)

②下水道施行規則(昭和 42 年建設省令第 37 号)

③下水道台帳の調整について(昭和 53 年建設省都下企発第 73 号)

④下水道維持管理指針（(社)日本下水道協会）

⑤下水道台帳管理システム標準仕様書(案)・導入の手引き（(社)日本下水道協会）

⑥共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書(総務省)

⑦小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説（日本下水道協会）

⑧下水道維持管理指針（日本下水道協会）

⑨下水道施設改築・修繕マニュアル（案）（日本下水道協会）

⑩国土空間データ基盤標準等ＧＩＳ関連標準化規程

⑪地理空間情報活用推進基本法

⑫地理情報標準第２版

⑬地理情報標準プロファイル JPGIS ver.2.1

⑭日本版メタデータプロファイル 2.0（JMP2.0）

⑮著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)

⑯周防大島町個人情報保護条例及び施行規則

⑰その他関係法令諸規則

1.4 中立性の保持

受注者は、常に中立性を保持するよう、努めなければならない。

1.5 秘密の保持

受注者は、本業務の処理上知り得た業務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。業務委

託契約の終了後も、同様とする。
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1.6 個人情報の保護

個人情報の保護については、ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメント）、ＪＩＳＱ

２７００１（情報セキュリティマネジメント）、ＪＩＳＱ１５００１（個人情報保護マネジメン

トシステム）のいずれか１つ以上の公的認証を有し、業務上取り扱う個人情報については、適法

かつ適正な取り扱いを確保し、業務の目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

また、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他の安全管理のために、人的、物理的、技

術的に適切な措置をしなければならない。

1.7 提出書類

受注者は、本業務の着手及び完了にあたって、契約約款に定めるもののほか、指示された書類

を提出しなければならない。

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。

1.8 管理技術者及び技術者

(1)受注者は、管理技術者、照査技術者及び担当技術者をもって、秩序正しい業務を行わせると

ともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければ

ならない。

(2)管理技術者は、業務全般にわたり技術的管理を行わなければならない。

(3)照査技術者は、成果物業務内容の照査を行わなければならない。また、管理技術者と兼ねる

ことはできない。

(4)発注者が承認した管理技術者といえども、業務の施工中発注者が不適当と判断した場合は、

交代を求めることができる。この場合、受注者は直ちに必要な措置をとらなければならない。

(5)受注者は、要求仕様に対し、下水道台帳管理システムの開発やカスタマイズが必要な場合は、

ソフトウェア開発技術者を併せて配置すること。

1.9 工程管理

(1)受注者は、実施計画書に基づいて適正な工程管理を行い、本業務の処理中においては、各工

程の進捗状況を随時監督員に報告し、遅延なく作業を完了させなければならない。

(2)受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければな

らない。

1.10 審査

(1)受注者は、本業務が完了した際、速やかに完了届、成果品を提出して発注者の審査を受けな

ければならない。

(2)業務完了後において、明らかに受注者の責めに伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者は

ただちに当該業務の修正を行わなければならない。この場合において、当該是正に係る費用

は、全て受注者の負担とする。
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1.11 関係官公庁等との協議

受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき、または協議を受けたときは、誠意をもって

これに当たり、この内容を遅延なく監督員に議事録等で報告しなければならない。

1.12 所有権・著作権

(1)本業務において得られた成果品の所有権は発注者に帰属するものとする。（GIS ソフトは除

く。）ただし、受注者が発注者の委託により作成したシステムに関する所有権、著作権は、

将来にわたって受注者に帰属するものとし、システムに関する使用権については発注者に帰

属するものとする。

(2)受注者は発注者の同意無しに著作権を第三者に対し、これを譲渡することはできない。

1.13 転用の禁止

受注者は、本業務の実施によって得ることができた各種情報について、これを発注者の承諾な

く他部に公表または貸与及び無断使用してはならない。

1.14 事故への対応

(1)受注者は、本業務に伴い事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、当該

事故の原因、経過、内容等について、発注者に報告しなければならない。

(2)前項の事故において生じた損害は、全て受注者の責任において解決するものとする。

1.15 疑義の解釈

本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または本仕様書に定めのない事項につい

ては、発注者・受注者の協議によるものとする。
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第２章 業務概要

2.1 作業項目

本業務の作業項目は以下の通りとする。

①下水道台帳管理システム構築

②下水道管路施設データ変換

2.2 打ち合わせ協議

(1)受注者は、本業務の着手前及び処理中における主要な義務に関する打ち合わせにあたっては、

管理技術者及び担当技術者を出席させ、発注者と十分に協議しなければならない。

(2)受注者は打ち合わせには議事録を取り、内容を明確にして提出しなければならない。

(3)発注者及び受注者は、前項の打ち合わせ議事録を確認の上、それぞれ１部ずつ保有するもの

とする。

2.3 計画・準備

業務契約後、速やかに作業の準備、資料収集および発注者との打ち合わせを行い、実施計画書

を作成する。また、当該計画書は業務実施の前に予め発注者の承認を得るものとする。

2.4 資料調査・整理

発注者の所有する下水道管路施設データを整理し、システムの管理項目の取捨選択やシステム

機能に必要な情報の調査・整理を行うものとする。

既存データ不足で想定不可能な個所が生じた場合は、発注者と協議のうえ決めるものとする。

2.5 下水道台帳管理システム構築

本業務にて構築する下水道台帳管理システムは、下水道業務を総合的に管理し効率化・高度化

を図るため、管理対象の施設位置の検索やその施設に関する属性情報の表示、平面図や各種帳票

の出力が可能な GIS 版のものとする。

2.6 下水道管路施設データ変換

下水道管路施設データの変換にあたっては、発注者より以下のデータを提供し、本業務で構築

する下水道台帳管理システムで利用できるようにする。

【提供予定データ】

①下水道管路施設データ（拡張子 VXY）

東和片添処理区··············································· ２１ｋｍ

安下庄処理区················································· ３９ｋｍ

2.7 報告書作成

(1)本作業は下水道台帳管理システム導入に関する報告書を１部、作成するものとする。

(2)納入成果品は第５章に規定している業務項目および数量を網羅した成果品（調書も含む）と

し、提出するものとする。
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(3)本業務で使用及び作成した電子データ等も成果品とし、提出するものとする。

(4)下水道施設管理用資料として、数値地形図ベクトルデータ平面図及び下水道施設ベクトルデ

ータ平面図は電子データとは別に紙ベースにて製本し、提出するものとする。

(5)製本部数は３部とし、処理区毎に作成する。なお、成果品の提出時期・部数・詳細な内容等

については、発注者の指示に従うものとする。

2.8 参考資料の貸与

(1)発注者は、受注者に対し、本業務に必要な参考資料等を所定の手続きによって貸与する。

(2)受注者は、前項の規定により貸与を受けた資料について、その重要性を認識し、汚損、減失、

盗難等の事故のないように取り扱いには、万全の注意を払うこと。万一、損傷した場合には、

受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

(3)受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合には、直ちに発注者に返

却するものとする。
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第３章 下水道台帳管理システム構築

3.1 下水道台帳管理システムの機能概要

(1)下水道台帳管理システムの機能は、地図表示機能、検索機能、計測機能、出力機能、ファイ

リング機能、属性表示等とする。詳細は別紙「機能一覧表」を参照。

(2)データベースソフトは、安全性を考慮したソフトにより構築すること。

(3)システムの運用方法は、スタンドアロン方式とする。なお、将来の運用状況により稼働台数

が増える可能性もあるので対応可能なシステム（クライアント／サーバー方式または Web 方

式への対応）とする。

(4)職員によってシステムで利用できる機能や閲覧制限、追加・修正・削除等の台帳更新等の利

用制限を行えるものとする。

(5)システムは、発注者が容易に取扱えるよう操作性の優れたものとし、図形・属性等の変更も

出来るようにするものとする。

(6)システムは、Shape 形式のデータ形式の取り扱いが可能なものとする。

(7)システムデータは、発注者が簡単な操作でデータバックアップができ、データの漏洩や持出

しを防ぐため、ログインの履歴保存やユーザーが行った操作のログ情報を取得できる機能が

あるものとする。なお、個人情報保護法等、情報セキュリティーポリシーについては特に留

意するものとする。

3.2 システム導入

(1)本作業は発注者の運用要件を満たすカスタマイズを行った上、以下に示す仕様のパーソナル

コンピュータを購入し、下水道台帳管理システムをインストールするものとする。

・CPU ：インテル(R)Core(TM) i5-6500 同等以上

・メモリ ：8GB 以上

・HDD ：500GB 以上

・OS ：Microsoft(R) Windows 10 Pro (64 ビット) 日本語

・機器 ：DVD スーパーマルチドライブ

・ディスプレイ ：20インチ以上

・その他 :Office Home and Business 最新版,

グラフィックボード：ビデオメモリ 2GB 以上

(2)データの保存先は以下に示す仕様の外部機器に保存するものとする。

・外付け HDD ：1TB

(3)下水道台帳管理システムを設置した後、それぞれの機能が問題無く動作することを確認する

こと。

3.3 システム操作研修

(1)本作業は、下水道台帳管理システムの操作に関する操作マニュアルを作成するものとする。

(2)作成した操作マニュアルに基づき、構築した下水道台帳管理システムが利用出来るように、

データの参照・登録・更新・各種調書の出力・セキュリティー・データのバックアップ方法

等のシステム操作研修をシステム管理者と一般利用者に分けて行うものとする。
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(3)操作マニュアルは、１部製本するものとし、電子磁気媒体（CD-ROM 等）に格納するものと

する。

3.4 下水道台帳管理システムの将来性

システムは、ストックマネジメント管理等、将来構築が予想される以下システム機能の拡張性を有

し、柔軟なシステム構成とする。

【システム拡張機能】

・下水道施設設備管理システム（処理場・ポンプ施設等）

・固定資産管理システム

・受益者負担金管理システム

・窓口用タブレットシステム

※その他、下水道会計システム等の他システムとの連携等
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第４章 下水道管路施設データ変換

4.1 下水道台帳管理システムデータ要件

(1)空間的範囲：周防大島町全域 138.09ｋ㎡

(2)空間参照系：（準拠する測地系） 日本測地系 2011（世界測地系）

（水平位置の座標系）平面直角座標第Ⅲ系

（垂直位置の座標系）東京湾平均海面基準の標高

(3)時間参照系：西暦または元号による年とグレコリオ暦による月日

4.2 業務項目および数量

本業務の業務項目及び数量は以下に示すとおりとするが、詳細については、発注者・受注者協

議の上、業務を遂行するものとする。

(1) 下水道管路施設データ

①管路施設図形・属性データ

東和片添処理区··············································· ２１km

安下庄処理区················································· ３９km

※既存下水道管路施設データの拡張子は VXY

(2) 地形図データ

①Zmap-townⅡ（周防大島町）最新版································ １式

4.3 資料整理

(1)本作業はデータ変換に関する元資料について、発注者より貸与を受け、資料収集するものと

する。なお、貸与を受けた資料は厳重に保管し、必要に応じて発注者の許可を得て複製を作

成するものとし、複製後は速やかに返却を行うものとする。

(2)データの漏洩や持出しを防ぐため、ログインの経歴保存や厳重なセキュリティーも構築する

ものとする。なお、個人情報保護法等、情報セキュリティーポリシーについては特に留意す

るものとする。

4.4 データ変換仕様書の作成

(1)データ変換に際し、既存データをどのように変換するかを示した「データ変換仕様書」を作

成する。

(2)「データ変換仕様書」には、既存データとそれを基に構築した下水道管路施設データとの対

応表や下水道台帳管理システムでの表示方法について示すこと。

4.5 データ変換

(1)データ変換においては、「データ変換仕様書」基づき、下水道台帳管理システムが適切に動

作するように変換を行うこと。

(2)データ変換時に変換ミスが無いように既存データとそれを基に構築した下水道管路施設デー

タで数量や位置等に違いが無いか確認すること。
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第５章 成果品

5.1 成果品

本業務の成果品は以下の通りとする。

①下水道台帳管理システム（CDROM）···················· 1 ライセンス

②GIS エンジン ······································· 1 ライセンス

③Zmap-townⅡ（周防大島町）最新版···················· 1 ライセンス

④システム操作マニュアル····························· 1 部

⑤データ変換仕様書··································· 1 部

⑥業務報告書········································· 1 部

⑦図面台帳（A3版製本） ······························ 3 部

⑧施設台帳（A4縦ファイル） ·························· 1 部

⑨その他発注者の指示するもの························· 1 部

第６章 保守・点検

6.1 保守・点検の範囲

保守・点検の対象は、下水道台帳管理システムとする。

6.2 保守・点検対応の体制

保守・点検は、「連絡窓口」、「保守・点検の実施体制」、「保守・点検内容」を示した保

守・点検計画を策定し書面で提出しなければならない。

6.3 保守・点検の内容

保守・点検の内容は下記に示す事項を実施しなければならない。また、システムの瑕疵と判断

される内容については、保守・点検と関係なく発注者の指示に従い、受注者の負担で対応しなけ

ればならない。

①電話等によるシステム操作に関する質問受付

②定期バックアップ（年１回）

また、以下の事項については保守・点検の契約内には含めず、作業が必要となった場合は、発

注者受注者協議の上、受注者は別途見積書等を提出するものとする。

③担当技術者の現地訪問作業（障害対応、システムインストール作業等）

6.4 保守期間

システム保守期間は、１年間とし、期間満了後は新たに保守契約を締結するものとする。
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第７章 その他

7.1 企画提案書内容（任意様式）

企画提案書は、以下の項目に沿って作成すること。

①システムの概要

②システムの操作ついて

③関連資料の管理について

④セキュリティ対策について

⑤保守対応について

⑥システム将来性について



機能一覧

NO 大分類 小分類 機能名 内容

1 地図 拡大・縮小 任意範囲拡大・縮小表示 指定した任意の四角形の範囲を拡大・縮小表示できること。

2 中心点拡大・縮小表示 現在の地図画面を中心に拡大・縮小表示できること。

3 指定図形拡大表示 指定した図形を地図画面全体に表示できること。

4 全領域表示 地図全体を表示できること。

5 スケール指定表示 地図画面を指定したスケールで表示できること。

6 中心指定表示 クリックした地点が地図画面の中心となるように表示できること。

7 8方向スクロール
市全体地図を対象に地図範囲を再指定することなく、任意スケール拡大・縮小かつ任意の8方向へスクロールさせ、任意の位

置を移動表示できること。

8 ドラッグパンニング マウスを任意の方向に動かすことで、地図画面を移動できること。

9 スナップパンニング 2点を指定することで、指定した方向に地図画面を移動できること。

10 表示地図切替 表示する地図（レイヤ）を選択し、表示できること。

11 キーマップ 表示画面の位置を示すキーマップ(全体地図)を表示できること。

12 出力 画面印刷 現在表示されている地図画面を出力できること。

13 地図印刷 所定の様式にて地図画面を出力できること。

14 図郭指定印刷 図郭を指定し、指定した図郭を出力できること。

15 ファイル出力
現在表示されている地図画面を以下のファイル形式で出力できること。

①ＤＸＦ ②ＤＷＧ ③Ｓｈａｐｅ ⑤ＢＭＰ ⑥ＪＰＥＧ

16 検索 住所検索 字、町、番地を指定し、指定した住所へ地図画面を移動できること。

17 目標物検索 目標物を指定し、指定した目標物へ地図画面を移動できること。

18 図郭検索 図郭番号を指定し、指定した図郭番号へ地図画面を移動できること。

19 計測 面積 選択した図形の面積を計測できること。

20 指定領域面積 任意のエリアを作図し、作図したエリアの面積を計測できること。

21 距離 2点間の距離を計測できること。

22 長さ 選択した図形の長さを計測できること。

23 位置(座標) 指定した地点の座標位置を計測できること。

24

図形編集

下水道管路施設作図
次の下水道管路施設を作図できること。

①処理区（面） ②供用開始区域（面） ③本管（線） ④マンホール（点） ⑤取付管・桝（線） ⑥浄化槽（点）

25 補正機能

作図時において次の補正機能を有すること。

①本管の頂点を近くのマンホールに接続する。

②マンホールが無い箇所に本管を作図した時に起終点にマンホールを自動で作図する。

③取付管を本管と90°で接続する。

26 補助線機能 作図時において補助線（円や平行線）を作図できること。

27

属性 表示

下水道管路施設管理
次の下水道管路施設を管理できること。（属性項目については別途協議）

①処理区 ②下水道工事 ③本管 ④マンホール ⑤取付管・桝 ⑥排水設備 ⑦浄化槽

28 一覧表示 属性情報を一覧表形式で表示できること。

29 単票表示 属性情報を単票形式で表示できること。

30 関連項目表示 指定した属性項目に対して、関連する管理情報を表示できること。

31
検索

属性検索 管理対象データの属性を基に、複数の条件を指定し、条件にあった管理対象データを抽出できること。

32 範囲検索 地図画面上で任意の範囲を指定することで、指定した範囲内にある管理対象データを抽出できること。

33 属性検索条件登録 属性検索した条件を登録し、再度検索可能なこと。

34 出力 CSV出力 管理対象データの属性をCSV形式で出力できること。

35 調書出力 管理対象データを基に各システムで定められた調書をＥｘｃｅｌに出力できること。

36

登録 属性登録 次の下水道管路施設の属性情報の登録、変更、削除ができること。

①処理区 ②下水道工事 ③本管 ④マンホール ⑤取付管・桝 ⑥排水設備 ⑦浄化槽

36

ファイリング

ファイルの登録･削除
Windowsで利用できるすべてのファイルを、管理対象データと関連付けし、フォルダー･ファイル名の作成を含め、ツリー状

に登録・削除できること。

37 簡易ビューワ ファイリングしたイメージファイル（ＢＭＰ、ＪＰＥＧ等）を専用のアプリケーション無しで表示できること。

38 ファイルの印刷 ファイリングしたイメージファイル（ＢＭＰ、ＪＰＥＧ等）を専用のアプリケーション無しで印刷できること。

39 ファイルの検索 ファイリングしているファイルをファイル名で検索できること。

40 下水道 上下流検索 指定したマンホールから上流または下流を検索できること。

41 平面・縦断面図 指定した任意の範囲で平面・縦断面図を表示できること。

42 横断面図
マンホール間(路線)に対し、横断方向に任意の２点を指定し、指定した横断地点の地盤高・管底高・占用位置を按分計算し

横断面図の図示ができること。

43 主題図 管理対象データの属性値により、地図画面上で対象図形の色分け表示ができること。

44
メンテナンス

ユーザー管理
ユーザー名・パスワード入力による起動管理のほか、下水道管理システムの稼働するPC毎に、参照のみ・編集可能等の設定

ができること。

45 アクセス更新管理 データの更新があった場合、更新者・更新日を属性データとして管理できること。

46

システム拡張機

能 以下にあげるシステム機能の拡張性を有すること。

①下水道施設設備管理システム（処理場・ポンプ場等） ②固定資産管理システム ③受益者負担金管理システム ④窓口

用タブレットシステム
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