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1 委託業務の概要 

1.1 委託業務の目的及び概要 

本件において再構築の対象となる今治市が運用している下水道台帳管理システムは（以下「現行システム」と

いう。）は、管路の適切な計画・設計・施工・維持管理業務等各種業務の効率化及び市民に提供する下水道サ

ービス向上のために欠かせないシステムである。 

現行システムは、スタンドアロン（Windows10）にて運用しているが、システム設計が古く、今後の下水道分野で

のＩＣＴ化の進展やデジタルデータ活用による業務の効率化・高度化への対応が困難となっている。また、大規

模地震、激甚化する水害等、災害時におけるデータバックアップ体制にも問題を抱えており、再構築を検討する

時期となっている。 

そこで、本業務では現行システムの調査等を踏まえたうえで最適な下水道台帳管理システムの整備、ランニン

グコストの低減、管路情報の更新頻度の向上、機能の高度化を図ることを目的に、下水道台帳システムを新シス

テムとして再構築するものである。 

 

1.2 委託業務範囲 

「今治市下水道台帳管理システム再構築業務」（以下「本業務」という。）の業務範囲は、次のとおりとする。詳

細については「4.2 対象業務の範囲」を参照すること。 

（１）下水道台帳管理システムの構築 

（２）既存システム登録済のデータ移行（運用テスト用のサンプルデータの入力含む） 

（３）システム運用研修・教育 

 

1.3 準拠する法令等 

本業務は、本仕様書及び次に掲げる関係法令及び規則通達等に準拠して行うものとする。 

（１）今治市契約規則 

（２）下水道法（昭和 33 年・法律第 79 号） 

（３）下水道法施行令（昭和 33 年・政令第 147 号） 

（４）下水道法施行規則（昭和 42 年・建設省令第 37 号） 

（５）下水の処理開始の公示事項等に関する省令（昭和 42 年・厚生省・建設省令第 1 号） 

（６）下水道管理の適正化について（昭和 39 年・都発第 52 号） 

（７）下水道台帳の調製について（昭和 52 年・都下企発第 73 号） 

（８）測量法（昭和 24 年・法律第 188 号） 

（９）今治市公共測量作業規程（令和 2 年・国土交通省告示第 461 号） 

（10）下水道台帳管理システム標準仕様(案)・導入の手引き Ver.４（日本下水道協会） 

（11）下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

（12）下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（2015 年度版） 

（13）維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン（管路施設編）-2020 年版-

（国土交通省） 

（14）今治市個人情報保護条例 

（15）今治市情報セキュリティーポリシー 

なお、本仕様書に記載されていない事項については、その都度、委託者と協議し決定するものとする。 
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2 基本事項 

2.1 適用範囲 

本仕様書は、委託者が発注する本業務に適用する。なお、本仕様書は基本的内容について定めるものであり、

本仕様書に明記されていない事項でも、当然必要と思われるものについては、委託者と協議のうえ、受託者の責

任において誠実に履行すること。 

 

2.2 委託期間 

本業務の委託期間は、以下のとおりとする。 

構築期間：契約日から令和４年３月 25 日まで 

 

2.3 担当課 

本業務における担当課は、上下水道部下水道工務課とする。 

所在地：今治市別宮町一丁目4番地１（今治市役所第二別館5F） 

電  話：0898-36-1571（管理係） 

 

2.4 疑義及び技術提案 

（１）受託者は、本業務の内容に疑義が生じた場合、委託者と受託者協議のうえ、その処理方針に従い業務を

実施しなければならない。 

（２）受託者は、本仕様書に定めの無い事項であっても、業務の性質上必要な事項は実施するものとする。 

（３）受託者は、本業務の目的上有効と思われる最新技術、コスト削減に有効な作業手法を積極的に行うもの

とし、委託者が業務目的から適正と判断できるときはそれを採用する。 

 

2.5 品質管理･保証等 

受託者は、本業務の履行にあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行うとともに、必要な企画立案

能力、技術的能力の向上に努めなければならない。 

 

2.6 秘密の保持 

受託者は、業務上知り得た秘密･個人情報を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならな

い。 

 

2.７ 契約時等に提出する書類 

受託者は、本業務の履行にあたり、システム導入及び保守管理それぞれで以下の書類を作成し、契約締結

後に委託者に遅滞なく提出し承諾を得なければならない。 

（1） 着手届 

（2） 課税事業者届出書又は免税事業者届出書 

（3） 工程表 

（4） 業務計画書 

（５）管理技術者、照査技術者及び主任技術者について（通知、経歴書、資格証、保険証等） 
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（６）実施体制図 

（７）その他委託者が指示する書類 

 

2.8 配置技術者等 

本業務を履行する配置技術者等は、以下に掲げる要件をすべて満たす者を配置しなければならない。 

（1）管理技術者 

①管理技術者は、契約図書等に基づき本業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。 

②管理技術者は、技術士（上下水道部門/下水道）、RCCM（下水道部門）、空間情報総括監理技術者のう

ち、いずれかの資格を有する者でなければならない。 

(2)照査技術者 

①照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載するものとする。また、本業務の節目ごとにその成

果の確認照査を行うものとする。 

 ②照査技術者は、技術士（上下水道部門/下水道）、RCCM（下水道部門）、空間情報総括監理技術者のう

ち、いずれかの資格を有する者でなければならない。 

 ③照査技術者は、管理技術者、主任技術者を兼ねることができない。 

(３)主任技術者 

主任技術者は過去において、同種業種（下水道台帳管理システム構築）または類似業務（下水道以外の

GIS システム構築）の導入に係る業務に従事し実務経験を２年以上有すること。 

 

2.9 損害の賠償 

本業務の履行中に、受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は、第三者から損害を受けた場

合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責任において処理解決するも

のとし、委託者は一切の責任を負わない。 

 

2.10 貸与資料 

（1）受託者が本業務を履行するうえで必要となる資料のうち委託者が提供することが可能な資料は、委託者

が受託者に貸与するものとする。受託者は責任をもってこれを保管し、亡失は無論のこと、汚損や破損の

ないようその取扱いには万全の注意を払い、万が一汚損・破損・亡失の場合は、受託者において一切の

責任を負うものとする。 

（２）貸与された資料は、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、委託者の許可なく他

に公表・貸与してはならない。 

（３）本業務において貸与した資料、作業終了後若しくは契約を解除されたとき又は本業務履行上不要になっ

た場合、委託者に遅滞なく返還しなければならない。また、貸与資料の複製物は適切に廃棄するなど、委

託者の指示に従った処置を行うこと。 

（４）資料の受け渡しは、届け出た配置技術者に配布するものとする。また、身分証明書の提示を求める。 

 

2.11 個人情報及び品質管理 

受託者は、個人情報保護及び品質管理の観点から契約拠点及び作業拠点において以下の資格を取得して

いるものとし、取得書類を委託者に提出し、その確認を得なければならない。 
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① ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム） 

② ISO9001（品質マネジメントシステム） 

 

2.12 再委託の禁止 

受託者は、本業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。 

 

2.13 プロジェクト管理 

受託者は、委託者の視点に立って、本プロジェクトが効率的かつ適正に実施されるように、また、目的や委託

者の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程におけるプロジェクト管理（各作業の進捗状況の

把握、委託者が見落としがちな要件の指摘、品質レビューの実施、課題･間題点の早期発見と解決策の検討･

実施、委託者への迅速な状況報告等）を徹底すること。プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション

能力を持つのみならず適切な課題解決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円

滑･確実にプロジェクト推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業量を適切に把

握･管理し、計画の遅れが生じるなど課題･問題等が発生した場合は、早急に原因を調査し、要員の追加や担

当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリプランを提示し、委託者の承認を得た上でこれを実施すること。 

 

2.1４ 第三者の権利･利益の対象となるものの利用等 

（１）本業務を実施するにあたり、第三者が作製したソフトの利用が必要となる場合は、受託者の負担により委託

者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずること。 

（２）受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利･利益及び肖像権、バブリシティ権その他法的保護に値するとされている第三者の権利･利益の対

象となっている素材･材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければなら

ない。 

 

2.1５ ソフトウェア等の使用権 

(１)本システムの全て（別途協議があるものを除く。）のソフトウェアは、委託者に使用権があるものでなければ

ならない。 

（２）著作物である地図等のデータの使用（印刷を含む。）については、委託者に使用権があるものでなければ

ならない。また、製本等に関する使用承諾書を必要とする場合、受託者は著作権者に使用承諾を書面で

取得し、委託者に承諾書を提出しなければならない。 

 

2.1６ 構築データの帰属 

（１）本業務で構築する全ての電子データ及びデータの著作権及び所有権は、委託者に帰属するものとし、受

託者は、委託者の承諾なく公表、貸与又は使用してはならない。 

（２）契約に基づくバックアップデータ以外の作業上発生する保管データは、本業務システム構築期間終了後

速やかに確実に廃棄もしくは削除しなければならない。 
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3 成果品 

3.1 完了検査 

受託者は、システムの導入が完了した時点で、委託業務完了通知書を提出し委託者の検査を受けること。 

 

3.２ 成果品のかし 

（1）納品の後、成果品に「かし」が発見された場合は、委託者の指示に従い速やかに必要な処理を受託者の

負担において行い報告すること。 

（2）成果品の導入後１年を保証期間とし、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は、委

託者の指示に基づき受託者の責任において関連する項目を速やかに再検査し、不良箇所を修正し報告

すること。 

 

3.３ 提出成果品及び提出期限 

（1）下水道台帳管理システム導入に関する提出成果品は以下のとおりとする。 

①システムに関する仕様、構成、設定等資料（PDFデータ）   1式 

②システム操作マニュアル                                 1式 

③システム運用マニュアル              1式 

④下水道関連データ（下水道施設データ、区域データ）       1式 

⑤業務完了報告書                                        1式 

⑥その他委託者が指示する書類                             1式 

（２）提出期限及び提出部数 

①提出期限：令和４年３月25日 

②提出数量：書面１部、電子データ１部 

 

3.４ 成果品の納品方法 

成果品の納品方法は、次のとおりとする。 

（１）提出する成果品は、原則として日本工業規格A列４版にて作成すること。 

（２）システム導入に係る成果品の電子データは電子媒体（CD-R 又はDVD-R）で提出することとし、特に指

定のない場合は「Microsoft Office Professional Edition2010」から「Microsoft Office Professional 

Edition2016」で利用可能な保存形式によって提出すること。電子データについては、分かり易く分類したフ

ォルダを作成し、すべてのデータがどのように保存されているか分かるように一覧表を添付すること。 

（３）電子媒体によるデータ納品については、すべて最新のパターンファイルを適用したウイルス対策ソフトに

より検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感染していることにより、委託者又は第三者が損害を

受けた場合は、受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応するこ

と。 
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4 システム導入に関する業務詳細 

4.1 システム要件 

本業務で導入する下水道台帳管理システムはパッケージソフトウェアを基本とし、実現するシステム機能要件

は、以下に示す要件をすべて満たすものとする。また、各機能要件について、本仕様書に明記されていない場

合であっても、下水道台帳管理システムを構成する上で必要なものについては、システムに含むものとする。 

なお、カスタマイズで対応する機能がある場合は、機能要件を満たすカスタマイズを施し、委託者の確認を及

び承認を得なければならない。仕様と差異が生じた場合は、委託者と受託者とが協議のうえ、対応するものとす

る。受託者の企画提案により導入した機能についても、同様とする。 

（１）システム要件 

①ライセンス形態 

新システムにおけるライセンスは、複数の端末から同時使用が可能な形態とする。 

②利用範囲及びシステム系統 

新システムの利用範囲は本庁及び支所を含む範囲とする。詳細については「4.4 前提条件」を参照するこ

と。システム系統は、庁内LAN（業務系ネットワーク）へ接続し業務系ＯＡ端末で運用する。 

③電子情報保護対策 

委託者はサーバ類について、今治市共通基盤システムよるパッチ管理（OS セキュリティパッチの配信

（WSUS））及びウイルス管理（ウイルス対策ソフトパターンファイルの配信）を実施する。また、個人情報の流

出を徹底して防ぐための情報セキュリティ対策の一環として生体認証システムを導入し、Windows ログイン

時には生体情報認証を行う。さらに、データベースのバックアップ先は、業務系共通基盤サーバに保存（ス

ナップショット+磁気テープ）する予定である。受託者は可能なかぎりこれらの電子情報保護対策による影響

を受けないシステムを構築すること。 

④プログラムの更新方法 

新システムのバージョンアップ及び更新モジュール等の配信は、委託者のサーバから配信できること、また、

システムを利用しようとする利用者が、新システム起動時にプログラム更新の有無を確認可能とし、更新が必

要なデータ等の受信を実行できるものとする。 

⑤ネットワーク負荷への対策 

新システム運用中におけるマッピングデータの更新やスタンドアロン端末のマッピングデータ更新及びシス

テムバージョンアップ等で必要となるデータ配信は委託者のイントラネット経由で実施する。また、ネットワー

クへの負荷が最小限となるよう考慮しクイックレスポンスを実現することができる措置を講じること。 

⑥データバックアップ 

委託者が指定する任意の頻度で、外部記憶媒体へ暗号化等データ流出防止対策を行ったデータのバッ

クアップ作業ができるものとする。 

⑦スマートデバイスによる新システムの利用 

スマートデバイス(タブレット等)において、サーバに接続し、新システムの機能の一部が利用できること。 

⑧要件定義 

受託者は、必要な機能や性能、要求される信頼性や保守性、そのほか実現すべき業務モデルやフロー    

などについて、委託者の要望を詳しくヒアリングし、要件定義書を作成するものとする。 

（２）機能要件 

本業業務で構築する新システムの機能要件は別紙「システム機能要求仕様」によること。 
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（３）システム操作性要件 

職員がシステムを利用する際に、表示画面の一貫性、効率的なデータ入力、効果的な情報の取得、ヘル

プ機能等ユーザーインターフェースが良好であり、職員が利用しやすい操作や機能を持ったシステムである

こと。 

（４）情報セキュリティ要件 

①基本条件 

本業務を実施するにあたり今治市個人情報保護条例（平成１７年市条例第２１号）その他関係法令を尊守

すること。 

②認証に関する要件 

利用者ごとにユーザIDとパスワードの入力による認証の上、本システムへのアクセスを許可できること。 

③アクセス制御に関する要件 

管理者権限、ユーザ権限を職員毎に設定できるとともに、ユーザ権限もしくは職員毎にシステム機能の利

用権限及びデータアクセス権限、更新権限を設定できること。また、簡単に上書きされないための措置を講

じること。 

④データの保存要件 

GISデータのバックアップは、委託者が今治市業務系システム基盤にて仮想マシン単位で取得するが、個

別業務システムの独自要件にてバックアップが必要な場合は、個別業務システムで行うものとする。 

⑤サーバへの接続要件 

システム起動後一定時間を経過しても、マウス等による入力指示が行われない場合、管理者が予め任意に

設定する時間を経過後システムの終了処理を自動で行うことができること、また、管理者において強制的に

システムの終了ができること。 

⑥アクセスログ等の収集 

システムへのログイン・ログアウト・書込み・更新・閲覧・出力・ユーザＩＤ等のアクセス記録（ログ）が保存でき、

管理者においてｃｓｖ形式のデータ出力ができること。 

⑦システム全体のセキュリティ方策 

システム全体のセキュリティ脅威への対処を行うこと。なお、サーバ及びクライアント端末のセキュリティ対策

ツール等の対応は委託者において実施する。 

（５）運用・保守要件 

構築する新システムは運用保守性に優れたシステムとし、システムに関わるソフトウェアの保守を適切に行

い、正常動作を保証できること。プログラム等の修正や不具合等の不測の事態発生により、長時間停止する

ことのないシステムであること。また、復旧時間は、概ね不測の事態等の発生報告から24時間以内（土日祝

日を含む）であること。詳細については別紙「今治市下水道台帳管理システム運用保守業務委託仕様書

（参考）」を参照すること。 

（６）拡張性要件 

構築する新システムは機器の拡張、機能の拡張や運用環境等の変化に柔軟に対応できるシステムである

こと。 

①機器等の拡張性 

負荷の増加に対し、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。 

②ライフサイクルコストの抑制 
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技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、可能な限り広く利用されている国際規格・日本工業規格

等オープンな標準規格に基づく技術を採用したシステムとすること。 

③運用環境変化・技術革新への対応 

システム使用者（運用者、利用者）の環境の変化･技術革新等に起因する事項に対して、システムの改善  

や機能拡張が柔軟に対応可能であること。（サポート体制含む） 

【環境の変化･技術革新等の例】 

・サーバ機器、クライアント機器等の増設、変更 

・今治市のOA 関連各種ルール、設置環境の改正 

・OS、セキュリティソフト、パッケージソフト等のバージョンアップや変更 

④他システムとの連携 

新システムと本市で運用する他のシステム間でデータの受け渡しや将来の連携が容易に可能である

こと。（想定する連携システム：都市計画システム、水道マッピングシステム、地籍情報システム） 

（７）その他の拡張機能 

①本システムにおいて、本仕様書に定めのない拡張機能については、別途協議とするものとする。なお、将来

予定している拡張機能としては以下を想定しており、拡張可能なシステムとする。 

《想定拡張機能：参考》 

【将来システム】 

ア. 長寿命化計画支援（ストックマネジメント）システム 

イ. 流量計算システム 

ウ.資産台帳システム 

【将来機能】 

エ.窓口管理機能 

オ.Web 配信機能 

 

   

4.2 対象業務の範囲 

システム導入で想定する作業は次のとおりとする。 

【下水道台帳管理システム構築】 

（1）プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理 

（2）要件定義 

（3）項目の整理 

（4）GISデータの作成（座標系変換含む） 

背景図データ、下水道区域に関するデータ、下水道施設に関するデータ 

（5）電子ファイルのリンク作成（サンプルデータのみ） 

（6）運用テスト 

【既存システムからのデータ移行】 

（7）運用テスト終了後の本運用PCへの環境･データ等の移行 

運用テスト終了後は、テストPCから本運用PCへ環境及びデータ等を移行し、移行後はテストPCから環境

及びデータ等を完全に消去すること。 
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（8）環境の整備作業 

本運用PC設定作業、システム導入作業、端末環境の設定、業務系ネットワークへの接続設定等業務で使

用できる環境の整備作業を行うこと。 

【システム運用研修・教育】 

（9）下水道台帳管理システム利用者への研修･教育 

① 対象者 

委託者のシステム管理担当職員、システム利用担当職員 

② 研修内容 

下水道台帳管理システムの操作方法、管理方法等 

③ 使用端末 

テストPC 

 

4.3 現行システムの構成 

現行システムで管理しているデータ類は委託者が提供するものとし、データ形式は「shapeファイル」及び「ｄｗｇ 

ファイル」とする。 

（１） 下水道区域に関するデータ 

種 別 名 データ内容 

下水道台帳図郭 〔図形データ〕：ＣＡＤ（dwg形式） 

下水負担区データ 〔図形データ〕：shape形式 

（2）下水道施設に関するデータ 

種 別 名 データ内容 

 

管 渠 

 

 

〔延長〕：約1,000ｋｍ 

〔図形データ〕：ライン 

〔属性データ及び項目〕： 

本庁支所区分、処理区、処理分区、排水区、事業区分、建設年度、工事名、 

着工年月日、竣工年月日、請負者名、請負者住所、代表者役職、代表者名、 

電話番号、現場代理人名、当初監督員、変更監督員、請負金額、 

キーコード、路線番号、路線区分、費目、工事番号１、工事番号２、排除区分、 

管機能、管断面、管種、内径幅１、内径幅２、内径高さ、勾配、区間距離、 

管体延長、上流管底高、下流管底高、上流土被り、下流土被り、頂部の管厚、 

基礎種別、保護種別、工法、保護施設番号、下流管渠番号、起点フラグ、 

副管種別、副管高さ、副管管径、上流可とう継手、下流可とう継手、 

占用管理者１、占用許可番号１、占用管理者２、占用許可番号２、 

占用管理者３、占用許可番号３、備考 
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人孔 〔件数〕：約42,000件 

〔図形データ〕：シンボル 

〔属性データ及び項目〕： 

本庁支所区分、処理区、処理分区、排水区、事業区分、建設年度、工事名、 

着工年月日、竣工年月日、請負者名、請負者住所、代表者役職、代表者名、 

電話番号、現場代理人名、当初監督員、変更監督員、請負金額、 

キーコード、路線番号、路線区分、費目、工事番号１、工事番号２、排除区分、 

人孔型式、人孔分類、内径、MH工業会、MHメーカー、調整モルタル、 

ステップ本数、ステップ種類、蓋型式、蓋メーカー、蓋種別、人孔深、地盤高、 

蓋荷重、製造年、設置年、転落防止梯子、配置角度、占用管理者１、 

占用許可番号１、占用管理者２、占用許可番号２、占用管理者３、占用許可番号

３、備考 

取付管･桝 〔件数〕 

取付管 ：約39,000件 ファイリングデータ（取付管写真PDF）約15,000件 

桝：39,000件 ファイリングデータ（桝確認届PDF）約15,000件 

〔図形データ〕：ライン、シンボル 

〔属性データ及び項目〕： 

本庁支所区分、処理区、処理分区、排水区、事業区分、建設年度、工事名、 

着工年月日、竣工年月日、請負者名、請負者住所、代表者役職、代表者名、 

電話番号、現場代理人名、当初監督員、変更監督員、請負金額、 

キーコード、路線番号、路線区分、費目、工事番号１、工事番号２、排除区分、 

ます分類、ます型式、蓋種別、ます内径、ます深さ（内寸）、ます深さ（外寸）、 

所有者分類、所有者名、所有者住所、桝蓋荷重、水栓番号 

管断面、管種、内径幅、内径高さ、取付管延長、上流からの距離、接続先、備考 

 

4.4 前提条件 

（１） システム方式 

本システムの方式については、次に定めるとおりとする。 

① パッケージソフトウェアを基本とし、効率的な運用と拡張性が図られるシステムであること。 

② 外部要件（端末性能、端末台数、ネットワーク環境、使用OS等）になるべく依存せず快適に各機能が動

作するための対策を講じること。 

③ ユーザライセンス数 

下水道台帳管理システム        ８ライセンス（うち３ライセンスは下水道施設情報を更新できる） 

タブレットシステム         ３ライセンス 

④ システム構成は、オンプレミス型（自庁導入型）の既存業務系ネットワークで行うこととする。使用するＰＣ

のスペックは以下を予定している。 
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名称 OS CPU メモリ HDD容量 設置場所 

サーバ 受託者が用意 2（vCPU） 16GB 1000GB 本庁サーバ室 

クライアント① Windows10 
Intel Core i9 

(第9世代以上) 
16GB 2000GB 下水道工務課×1台 

クライアント② Windows10 
Intel Core i5 

(第10世代程度) 
8GB 500MB 

下水道業務課×2台 

下水道管理事務所×1台 

大西支所×1台 

伯方支所×1台 

クライアント③ Windows10 
Intel Core i3 

(3.1GHz) 
4GB 500MB 下水道工務課×2台 

タブレット Windows10 
Intel Core i5 

(第10世代程度) 
8GB 256GB 下水道工務課×3台 

⑤ システムのパッケージソフトウェア（プログラムプロダクト等）は、新規開発のソフトウェアを市場に納品し安

定稼働が確認したら、速やかにシステムリプレースのうえ最新の製品にてサービスを提供すること。 

⑥ 個人情報等の機密性のある情報については、セキュリュティについて考慮すること。 

⑦ 登録データについては、外部ネットワークを介した第三者による閲覧、修正等ができないような措置を講

じること。  

（２）住宅地図の提供 

受託者はシステムの背景図に採用する、次に示す住宅地図の閲覧環境をシステムに構築し運用する。 

ゼンリン住宅地図 Z-MapTOWNⅡ今治市（買取契約）上記ユーザライセンス数 

 

4.5 GISデータの作成(データ変換) 

GISデータの作成は、次の作業により実施することとする。 

（１）受託者は委託者から貸与を受ける現行下水道台帳管理システムデータ及び関連データの変換を行

い新システムへ移行するものとする。 

（２）搭載するデータは、下水道台帳管理システム上にてデータが過不足なく正常に移行されているこ

とを確認するものとする。 

（３）移行後のデータについてチェックし、不整合があるようであれば委託者と協議の上、データを修

正するものとする。 

（４）搭載するデータは以下のとおりとする 

①背景図データ 

航空写真画像 

都市計画図（地図情報レベル1：2500、1：10000） 

住宅地図 

国土地理院基盤地図情報（JPGIS（GML）形式） 

②下水区域に関する情報 

下水道台帳図郭 
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下水道台帳負担区データ 

③下水道施設に関するデータ 

  4.3 現行システムの構成（２）のとおり 

（５）下水道区域に関するデータ 

委託者より貸与を受ける「shapeファイル」及び「ｄｗｇファイル」より、下水道区域に関する図形データを「世

界測地系（第Ⅳ系）」に変換するものとする。 

① 下水道台帳図郭（図形データ） 

座標系変換を行った下水道図郭データ（大図郭、中図郭、小図郭）を、システムで閲覧できるように登録

する。 

・大図郭（都市計画図の図郭と同等）：図郭番号01～25 

・中図郭（大図郭を縦10 分割×横10 分割したもの）：図郭番号001～100 

・小図郭（中図郭を縦4 分割×横4 分割したもの）：図郭番号01～16 

 

 

 

 

 

 

② 供用開始区域（shapeデータ） 

座標系変換を行った供用開始区域データを、システムで閲覧できるように登録する。 

（６）下水道施設に関するデータ 

委託者より貸与を受ける「shape ファイル」より、下水道施設に関する図形データを「世界測地系（第Ⅳ

系）」に変換し、登録を行うものとする。 

 

4.６ ＧISデータのバックアップ 

第１回目は、テストPCから本運用PCへの端末移行時とするが、第２回目以降（令和４年度以降）については、

別紙「今治市下水道台帳管理システム運用保守業務委託仕様書（参考）」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：01 - 001 – 01 

 

小図郭：01～16 

中図郭：001～100 

大図郭：01～25 
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システム機能要求仕様 

機能 概要

ユ－ザ管理
システムを利用するユ－ザを管理する機能がある。機能や閲覧の制御を行うため、各ユ－ザを予め設定したグ
ル－プ分けすることができる。

システム利用制限機能 システム管理画面から、認証権限、編集権限の種類毎にグル－プの設定ができる。

ログイン システム利用時のユ－ザID及びパスワ－ドの設定ができる。

アクセスログ等の収集
システム利用経歴として書き込みログ、更新ログ、印刷ログ、出力ログ等を管理しCSV形式のデ－タ出力ができ
る。

デ－タベ－スの暗号化
保護対象となるデータをデ－タベ－スの機能による暗号化若しくはデ－タベ－ス格納前の暗号化等デ－タの保
護ができる。

バックアップ/リストア デ－タのバックアップと復元ができる。

マウスやマウスホイ－ルなどの操作により、一定倍率、任意倍率、範囲指定での拡大・縮小ができる。

リストにある縮尺値指定、任意縮尺値入力による縮尺変更ができる。

画面の移動
スクロ－ル操作や地図をつかんだようにして移動でき、マウススクロ－ルをドラッグしても地図を移動でき
る。また、指定した位置を画面中央に移動できる。

地図回転 表示されている画面を回転して表示できる。

索引図表示 サブウィンドウ等の概略図上で、位置を指定することで地図を移動できる。

拡大図表示 指定した範囲の拡大図をサブ画面に表示できる。

２画面表示 ２画面で表示が行え、２画面が連動できる。

凡例の表示 凡例情報の表示・非表示を切り替えて表示できる。

戻る・進む 地図の表示状態に関して、操作前（後）の表示範囲にもどる（進む）ことができる。

レイヤの表示切替・追加
地図に登録されている他のレイヤを重ね合わせ表示できる。重ね表示するレイヤを選択することができる。ま
た、レイヤの追加及び削除ができる。

多様な地図への対応
多様な背景地図を取込みレイヤを組み合わせた、読み込み表示ができる。また登録された表示設定をビュ－タ
ブとして配置できる。

GISデ－タの追加 Shapeファイル等GISファイル、座標付画像ファイルの取込みができる。

ラスタデータ表示 座標づけされた航空写真等ラスタデ－タを重ね合わせて表示できる。

表示設定保存 ユ－ザ独自で、各レイヤの線の太さや表示色等の表示設定を変更し、設定の保存及び呼び出しができる。

属性情報表示 指定した下水道施設の属性デ－タを表示できる。

履歴表示 属性の履歴を表示できる。

色分け表示 地図画面上で属性値に応じた色分けができる。

ファイリングデ－タ表示 下水道施設に関連付けられている各種外部ファイルを表示できる。（例：工事図面等）

施設属性の表示 表示したい施設を、マウス操作により選択後、属性情報を表示できる。

線デ－タ作成 図形デ－タ（線）の登録・修正・削除ができる。

面デ－タ作成 図形デ－タ（面）の登録・修正・削除ができる。

シンボルデ－タ編集 図形デ－タ（シンボル）の登録・修正・削除ができる。

テキストデ－タ編集 図形デ－タ（テキスト）の登録・修正・削除ができる。

引出線付編集 図形デ－タ（テキスト「引出線付」）の登録・修正・削除ができる。

スナップ処理 図形入力の際に頂点を同一レイヤ及び他レイヤの図形の頂点や線上に一致させることができる。

入力補助線 下水道施設の入力位置を決めるための補助線を表示できる。

面図形結合 飛び地の複数の面図形を一つのアイテムとして結合できる。

属性登録 作図した図形に対して関連する属性を入力し、編集更新、削除することができる。

距離や面積の計測 地図上で任意の距離や面積が計測できる。

座標（位置）の計測 地図上で任意の座標（位置）が計測できる。

基本検索 住所・目標物・図面番号・索引図・施設番号・地番等で位置を検索することができる。

属性検索 属性デ－タを複数の条件で検索することができる。（面デ－タで登録した物も含む）

検索結果の表示 検索結果リストから1つずつ選択し、選択した施設が画面中央へ表示ができる。

検索結果の出力 検索結果をExcelファイルで出力・保存できる。

１．セキュリティ機能

②アクセス管理

拡大・縮小

③デ－タ管理

２．GIS基本システム機能

①表示領域調整機能

②表示内容調整機能

⑥基本検索・集計

①ユ－ザ管理

③属性表示機能

④簡易作図機能

⑤計測機能
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関連デ－タの取込 施設デ－タと多様なファイル（画像、PDF、Word、Excel等）を関連付けて登録・表示することができる

CADデ－タの取込 DXF及びSFC、DWGデ－タ等多様なCADデータを取込できる。

DMデ－タの取込 DMデ－タを取込できる。

ラスタデ－タ読込 ラスタデ－タを取込できる。

Shapeデ－タの取込 Shapeデ－タを取込できる。

CSV入力 CSVファイルを利用した図形・属性デ－タを取込できる。

画像ファイル出力 表示地図をJPEGやTIFFなどの画像ファイルで出力できる。

CADとの連携
任意範囲、全域、用紙サイズ範囲に合わせて、表示デ－タをDXF及びSFC、DWG等多様なファイル形式で出力でき
る。

DMデ－タ出力 任意範囲、全域、用紙サイズ範囲に合わせて、表示デ－タをDMデ－タのファイル形式で出力できる。

Shape出力 ユ－ザ自身がShape出力でき、レイヤ毎に全域、表示範囲、選択部分での出力ができる。

CSV出力 条件検索結果や作成したリスト・調書をCSVファイルに出力できる。（図形・属性）

ハ－ドコピ－ 表示されている地図をクリップボ－ドにコピ－できる。

画面範囲印刷 画面に表示されている範囲の図面を印刷できる。

任意印刷 表示されている地図を任意のサイズや縮尺で出力できる。

路線印刷 道路や下水道施設の傾きに合わせて図面を連続で回転印刷できる。

カルテ印刷 施設ごとの個別印刷（カルテ）ができる。

PDF出力 上記の各種印刷状態をPDFで出力できる。

印刷テンプレ－トの作成 ユ－ザ独自の印刷テンプレ－トをユ－ザ自身が作成し、保存や共有ができる。

縮尺値印刷 地図印刷時に縮尺値を表示して印刷できる。

定型図面の印刷（1/500,1/２500） 単独や複数の図郭番号を指定して出力できる。

方位記号印刷 地図印刷時に方位記号を表示して印刷できる。

分割連続印刷 広範囲に亘る地図を印刷する場合に用紙サイズに合わせ自動的に分割して連続印刷できる。

印刷プレビュ－の表示 印刷前にプレビュ－表示することで、印刷イメ－ジが確認できる。

人孔施設の図形・属性を入力、編集、削除できる。

管路施設の図形・属性を入力、編集、削除できる。

桝・取付管施設の図形・属性を入力、編集、削除できる。

管理区分変化点の図形・属性を入力、編集、削除できる。

オフセットの図形・属性を入力、編集、削除できる。

属性項目を追加できる。

管渠分割 指定した点で管路を分割できる。

残置・撤去処理機能 残置または撤去情報を属性に入力することにより、残置・撤去レイヤに移動できる。

図形編集機能
人孔矢印の移動、管渠上下流管底高の移動、管渠注記の移動、桝記号の移動、桝記号の回転、取付管属性の移
動、オフセット値の移動ができる。

補助円入力機能 補助円を２箇所入力し、交点に自動的に端点が入力できる。

座標値指定入力機能 座標値を入力して、該当の座標値にデ－タが入力できる。

属性コピ－機能 他の属性デ－タを引用（コピ－）して入力できる。

エラ－チェック機能 属性組み合わせチェック、属性論理チェック、図形整合性チェック等ができる。

簡易作図機能 簡易な作図やテキストの入力、更新、修正、削除、保存、印刷ができる。

属性登録 作図した図形に対して関連する属性を入力し、編集更新、削除することができる。

属性項目追加 属性項目を追加できる。

ファイリング 既存の動画、画像、表計算、文書等ファイルを関連付けて登録でき、閲覧することができる。

地図・属性との連携 地図上で選択することにより、登録されているファイリングの情報が表示できる。

サムネイル表示 複数ペ－ジで構成される資料を補完でき、目的の資料が素早く表示できる。

⑦デ－タインポ－ト機能

②ファイリング機能

３．下水道台帳機能

①下水道台帳入力機能

⑧デ－タエクスポ－ト機能

⑨印刷機能

登録機能
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条件保存・呼び出し 検索条件の保存・呼び出しができる。

色分け表示 条件検索結果を色分け表示ができる。

検索結果一覧表示 検索結果の一覧表示ができる。

検索結果図形参照 検索結果一覧より選択施設の地図位置を表示できる。

検索結果属性参照 検索結果一覧より選択施設の属性情報を表示できる。

検索結果出力 検索結果一覧をCSV及びExcelファイルに出力できる。

検索結果クロス集計 検索結果一覧をクロス集計でき、CSV及びExcelファイルに出力できる。

検索結果関連施設検索 管渠の検索結果から取付管などの接続施設の検索ができる。

検索結果属性一括変更 検索結果一覧の属性を指定した値に一括で変更できる。

範囲指定条件検索 任意の範囲を図形で指定し、その範囲に存在する施設を検索できる。

範囲登録 上記機能に使用する範囲を保存できる。

下水道調書出力 下水道維持管理指針に則った下水道調書を作成、出力できる。

個別調書印刷 指定した属性デ－タを個別調書として印刷できる。

全件追跡 指定した下水道施設から終着点までの全ての施設をネットワ－ク追跡し抽出できる。

範囲指定追跡
任意の範囲内（処理区・排水区など）において、指定した下水道施設から終着点までの施設をネットワ－ク追
跡し抽出できる。

管網指定追跡
管渠機能（幹線、枝線等）毎において、指定した下水道施設から終着点までの施設をネットワ－ク追跡し抽出
できる。

施設一覧表示 上下流追跡により抽出された施設の一覧を表示できる。

施設一覧ファイル出力 追跡結果をCSV及びExcelファイルに出力できる。

縦断図作成 施設デ－タの属性情報を用いて、指定した任意の施設の縦断図を自動作成できる。

平面図作成 施設デ－タの属性情報を用いて、指定した範囲の平面図を自動作成できる。

横断図作成 施設デ－タの属性情報を用いて、指定した範囲の横断図を自動作成できる。

位置図作成 画面表示領域周辺を位置図として作成できる。

方位 平面図の中に方位を表示できる。

図面印刷 上記機能で作図された平縦横断図面を任意の縮尺で印刷できる。

ファイル出力 上記機能で作図された平縦横断図面をDXF形式、SFC形式及びDWG形式等の多様な形式で出力できる。

工事情報登録 工事種別、工事開始予定年月日、予定終了年月日等を登録できる。

工事情報検索 工事情報が持つ属性値で工事情報を検索できる。

ファイリングデータ表示 図形と関連付けられたファイルを表示・閲覧できる。

苦情、ラ－ド閉塞、点検、清掃、調査、修繕、要望等に関する維持管理情報を下水道施設等と関連付けて履歴
管理することができる。

過去の履歴情報として補修、TVカメラ調査、陥没、閉塞、清掃の情報が時系列に表示できる。

清掃履歴情報の管理 実施年、土砂体積率、木根除去の情報を下水道施設デ－タと関連付けて履歴管理することができる。

点検・調査情報管理機能
人孔内調査、人孔蓋調査、本管調査（目視調査、TVカメラ調査）、取付管調査などの管理（デ－タ入力、修
正、削除、検索、集計、記録表、集計表、総括表の印刷）ができる。

調査情報管理機能の貸与 調査情報管理機能をDVDでTVカメラ調査業者に貸与（配布）できる。

調査情報デ－タの取込 電子納品された調査情報をシステムにインポ－トし、システム内でTVカメラ調査情報の連動稼動ができる。

調査情報デ－タのチェック機能 電子納品された調査情報のチェック機能を有する。

改築・修繕情報の管理 改築（更生、布設替え）を行った結果を下水道施設デ－タと関連付けて履歴管理することができる。

登録機能 占用許可申請書情報の内容を登録及び更新ができ、占用箇所を表示できる。

検索条件を指定して検索ができる。

検索または任意に選択したデ－タの一覧をCSV及びExcelファイルに出力できる。

申請件数の集計ができる。

ファイリング機能 占用地の位置図や現場写真デ－タを施設と関連付けて登録・表示することができる。

④調書出力機能

⑤上下流追跡機能

⑥図面作成機能

②占用許可管理機能

維持管理情報管理機能

⑦工事情報管理機能

③検索機能

検索・集計機能

４．維持管理支援機能

①維持管理機能
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避難場所管理 避難場所の位置及び属性情報を管理できる。

重要な管路情報管理機能 重要な管渠の位置及び属性情報を管理できる。

防災拠点管理 防災拠点の位置及び属性情報を管理できる。

緊急輸送道路管理 緊急輸送道路の位置及び属性情報を管理できる。

主要避難道路管理 主要避難道路の位置及び属性情報を管理できる。

河川横断、軌道敷地内管理 河川横断、軌道敷地内の位置及び属性情報を管理できる。

ボ－リング調査情報管理 ボ－リング調査の位置、調査結果項目等の属性情報を管理できる。

柱状図の画像管理 柱状図の画像を管理できる。

被害予測結果管理 被害予想結果を管理できる。

液状化判定結果 液状化判定結果を管理できる。

ハザ－ドマップ 地震被害等の危険度、被害想定などを表すハザ－ドマップとして表示、印刷できる。

排水設備申請書情報、検査情報、工事完了情報等の内容を登録及び更新ができ、家屋を表示できる。

指定工事店情報の登録及び更新ができる。

登録したい情報を追加できる。

排水設備に関する、検索条件を指定して検索ができる。

検索または任意に選択したデ－タの一覧をCSV及びExcelファイルに出力ができる。

申請件数、検査件数、工事完了件数の集計ができる。

調査結果登録 未水洗家屋に調査結果を登録できる。

報告 指定した日の日報（一覧表）や月報等を印刷ができる。

未水洗家屋入力 未水洗家屋を地図上に入力できる。

未水洗家屋抽出 水道メ－タから下水道接続のないメ－タを抽出し、未水洗家屋として地図に登録できる。

訪問宅候補一覧 供用開始後、指定した期間を経過した未水洗家屋を一覧表示できる。

タッチパネル操作 タッチパネル操作ができる。

画面の移動 タッチパネル操作で地図を移動できる。

文字拡大・縮小 属性表示画面の外でも見やすいように拡大・縮小ができる。

レイヤの表示切替 地図に登録されている他のレイヤを重ね合わせ表示できる。重ね表示するレイヤを選択することができる。

基本検索 住所・地番等で位置を検索することができる。

属性情報表示 指定した下水道施設の属性デ－タを表示できる。

ファイリングデータ表示 下水道施設に関連付けられたファイルを表示・閲覧できる。

現場写真取込機能 タブレット内臓カメラによる撮影・位置指定による取込ができる。

GPS連動 GPSユニットを使用し、GIS地図上に現在地点を表示することができる。

土被り計算機能 任意に指定した管上の土被りを比較計算法で表示することができる。

簡易メモ機能 Shapeファイルに簡易的に情報を記入することができる。

⑤水洗化促進機能

④排水設備情報管理機能

③災害対策支援機能

検索・集計機能

５．タブレット機能

登録機能

①タブレット機能

 


