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第１章 総則 

 

第１条 （適用の範囲） 

本仕様書は、加茂市（以下、「甲」という）が委託する「加茂市下水道事業公営企業会計適

用業務」（以下、「本業務」という。）に適用され、受注者（以下「乙」という。）が実施し

なければならない事項について定めるものである。 

 

第２条 （目的） 

本業務は、甲が経営する下水道事業について、地方公営企業法（以下「法」という。）を適

用する上で必要となる、固定資産調査及び評価、公営企業会計移行支援、公営企業会計システ

ム導入検討、下水道台帳デジタル化を行い、公営企業会計への移行を円滑に推進することによ

り、財務状況を明確化し、透明性の高い持続可能な経営及び下水道業務の効率化・高度化、住

民サービス向上を実現することを目的とする。 

 

第３条 （法適用の概要） 

 法適用対象事業  公共下水道事業 

 法の適用時期   令和 6 年 4 月 1 日 

 法の適用範囲   一部適用 

 

第４条 （業務の範囲及び内容） 

本業務の範囲は、加茂市下水道事業に公営企業会計を適用するために必要な業務とし、内容

は次のとおりとする。 

 固定資産台帳調査及び評価 

 公営企業会計移行支援業務 

 下水道台帳（施設含む）データ作成及びシステム構築 

 

第５条 （準拠する法令、規則等） 

本業務は、本仕様書によるほか次の法令・規則及び甲の指示に基づいて行うものとする。 

 地方公営企業法 

 地方公営企業法施行令 

 地方公営企業法施行規則 

 地方公営企業資産再評価規則 

 地方公営企業法および同法施行に関する命令の実施についての依命通達 

 下水道法 

 下水道法施行令 

 下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の手引き Ver.4 

 測量法 

 地理空間情報活用推進基本法 

 公共測量作業規程の準則 

 地理情報標準プロファイル 
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 地方自治法 

 地方財政法 

 消費税法 

 地方交付税法 

 浄化槽法 

 加茂市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例及び施行規則 

 加茂市財務規則及び諸規則 

 下水道事業に係る繰出基準及び同運用通知 

 下水道事業における企業会計導入の手引き 2015 版（公益社団法人日本下水道協会） 

 地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省） 

 農業集落排水施設における固定資産情報の整理の手引き（農林水産省農村振興局） 

 その他の関係法令、規程、規則及び通達等 

 

第６条 （受注者の主な要件） 

 過去 5 年以内（平成 28 年度から令和 2 年度）に、地方公共団体が発注する下水道事業の固

定資産調査・評価及び地方公営企業への移行支援業務及び下水道台帳管理システム構築業

務を元請として受注し、履行した実績があること。 

 新潟県内に本社若しくは本店又は本市との契約に当たり委任先として登録している支社 

若しくは支店（営業所を含む。）を置くものであること。 

 ISO9001（品質マネジメントシステム）の認証を有すること。 

 JIS Q 15001（プライバシーマーク）の認証を有すること。 

 ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を有すること。 

     

第７条 （技術者の要件） 

乙は、管理技術者、照査技術者をもって、秩序正しい業務を実施させるとともに、業務の特

質を考慮し、企業会計、下水道事業（管路・土木建築・機械電気）及び情報処理のそれぞれに

ついて、専門的知識と経験を有する技術者を配置するものとする。なお、当該技術者は乙と直

接的、恒常的な雇用関係にあり、業務完了までの間、在席が見込まれる者とする。また、管理

技術者と照査技術者を同一の者が兼務することは認めない。 

 管理技術者及び照査技術者の要件 

ア 管理技術者及び照査技術者は、以下のいずれかの資格を有する者とする。 

・技術士（上下水道部門-下水道） 

・技術士（情報工学部門-情報システム） 

・技術士（総合技術監理部門-上下水道） 

・RCCM（下水道部門） 

イ 管理技術者は、業務全般の管理責任者として十分な技能と経験を有する者であり、下

水道事業（公共下水道事業および農業集落排水事業）の固定資産調査・評価または地方

公営企業法移行支援業務または下水道台帳管理システム構築業務に従事した実績を有

するものとする。 
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ウ 業務の遂行に支障をきたすと認められたときには、甲は乙に対し管理技術者の変更を

求めることができる。 

 

 担当技術者の要件 

担当技術者は、下水道事業（公共下水道事業および農業集落排水事業）の固定資産調査・

評価または地方公営企業法移行支援業務または下水道台帳管理システム構築業務に従事し

た実績を有するものとする。 

 

 空間情報総括監理技術者 

システム運用・空間データの利活用を含めた総合業務管理を促進させるため、管理技術者、

照査技術者及び担当技術者のうち、１名以上は空間情報総括監理技術者の有資格者でなけ

ればならない。 

 

 公認会計士の選任 

下水道事業の公営企業に係る業務実績（完了・契約、元請・下請は問わない）がある公認

会計士または税理士の資格を有する者を担当技術者として配置するものとする。なお、選

任する公認会計士は受注者の組織に所属する者以外の者の配置を妨げるものではない。 

 

第８条 （提出書類） 

乙は、契約締結後、加茂市契約規則に基づき次の関係書類を甲に提出し承認を得るものとす

る。 

 工程表 

 管理技術者届、経歴書、資格証及び従事実績を証明する資料、保険証等の乙の社員である

ことを証明する資料 

 照査技術者届、経歴書、資格証及び従事実績を証明する資料、保険証等の乙の社員である

ことを証明する資料 

 その他甲が指示する書類 

 

第９条 （業務実施計画書） 

乙は、本業務の着手にあたり契約締結日より７日以内に業務実施計画書を提出し、甲の承認

を得るものとする。 

 

第１０条 （成果品の品質管理等） 

乙は、本業務の実施にあたり成果品の品質向上のため、品質マネジメントシステムISO9001認

証を取得していなければならない 
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第１１条 （資料の貸与） 

乙は、業務の履行上必要な資料の収集を行う際は、甲が保有する資料等を所定の手続きを経

て借用することができる。ただし、資料等は業務終了後に速やかに返却しなければならない。 

なお、貸与資料について紛失、破損のないように十分注意して管理を行い、万一、紛失もし

くは破損した場合は甲の指示に従うものとする。 

 

第１２条 （資料の管理） 

乙は、貸与品や作成する成果品の管理については、情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）認証及びプライバシーマーク認証における管理者により管理するものとする。 

 

第１３条 （守秘義務、個人情報の保護） 

乙は、本業務の実施に関して知り得た甲の秘密に属する事項について、これを第三者に公

表、貸与、あるいは漏らしてはならない。 

特に個人情報等の取扱いについては、情報漏えいの防止はもとより、本業務にて知り得た個

人情報等の守秘義務については、本業務の完了後も継続するものとする。 

 

第１４条 （転用の禁止） 

乙は、本業務の実施に関して知り得た各種情報について、これを甲の承諾なく第三者に公

表、貸与、あるいは無断に使用してはならない。 

 

第１５条 （再委託の禁止） 

乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただし、特別

な理由があり、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこのかぎりでない。 

 

第１６条 （折衝） 

本業務の実施中に、関係者又は関係官公庁との折衝を要する場合、乙は遅滞なくその旨を甲

に申し出て指示を受けるものとする。 

 

第１７条 （損害賠償） 

本業務に伴い事故等が発生した場合は、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経

過及び内容等について、ただちに甲に報告しなければならない。また、甲の指示に従い乙の責

任において解決するものとする。 

 

第１８条 （費用負担） 

本業務に係る必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として乙の負担と

する。 
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第１９条 （疑義の解釈） 

業務の実施について、本仕様書及び関係法令等に明示されていない事項又は疑義が生じた場

合は、甲と乙が協議する。 

 

第２０条 （打合せ及び報告） 

乙は、業務実施前及び実施中における主要な打合せにあたっては、必ず管理技術者を出席さ

せ、甲と十分に協議する。 

協議内容について、乙は「打合せ記録簿」を作成し、甲と乙で確認のうえ、各自保有するも

のとする。 

業務の実施中、乙は「作業月報」等により、進捗状況を甲に報告するものとする。 

 

第２１条 （契約変更） 

本業務において、本仕様書及び業務契約書の内容に変更が生じた場合は、乙は直ちに甲に報

告し、変更契約を行うものとする。 

 

第２２条 （検査、完了） 

乙は、令和３年度及び令和４年度に甲の（一部）完了検査を、令和５年度は、完了検査を受

けるものとし、検査合格をもって当該年度における業務完了とする。ただし、業務完了後であ

っても、成果品に記入漏れ、不備、誤り又は是正すべき事項等が発見された場合は、乙は甲の

指示に従い、責任を持って速やかに是正するものとする。なお、当該是正に係る費用は全て乙

の負担とする。 

 

第２３条 （委託料の支払い） 

甲は、前条の検査を実施し、乙が合格した場合は出来高に応じて、委託契約書で定める各年

度の支払限度額の範囲内で委託料を支払うものとする。 

 

第２４条 （成果品の帰属） 

本業務で得られた成果は甲に帰属するものとし、乙は、甲の許可なく外部に貸与又は公表し

てはならない。 

 

第２５条 （契約不適合責任） 

乙は、成果品に乙の過失等に起因する不良な箇所が発見された場合、速やかに甲の必要と認

める修正及びその他必要な作業を乙の負担において行うものとする。 
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第２章 固定資産調査及び評価業務 

 

第２６条 （業務概要） 

固定資産調査及び評価業務（以下「調査及び評価業務」という。）は、甲が経営する下水道

事業について地方公営企業法を適用するにあたり、甲の保有する固定資産の調査、整理及び評

価等を行うものである。 

 計画準備 

 資料収集・整理及び調査 

 固定資産調査要領の作成  

 決算書の整理 

 工事台帳の整理 

 間接費の把握、配賦方針の決定及び配賦 

 資産の調査整理・評価 

 不明資産の調査及び整理 

 受贈資産、除却資産の調査及び整理 

 固定資産評価及び原価償却費の算出 

 会計システム用固定資産台帳システムへのインポートデータの作成 

 

第２７条 （対象事業、対象施設） 

資産調査の対象資産は、法適用する前年度までに法適用化対象事業が保有する全ての固定資

産を対象に行う。ただし、法適用する前年度に取得する資産のうち、本業務の契約期間内に金

額や内容が確定しない固定資産は予定資産として取りまとめるものとする。 

 

第２８条 （計画準備） 

作業計画にあたっては、本業務を円滑に進めるため、業務の内容に即した工程の立案、効果

的な人員配置等を十分考慮するものとする。 

 

第２９条 （資料収集・整理及び調査） 

資産調査に必要な基礎的資料を収集し、資料の内容把握及び調査を行うものとする。 

なお、これらの調査に必要な資料については、甲が貸与するものとする。 

 

第３０条 （固定資産調査要領の作成） 

乙は、固定資産調査に先立ち、作業手順の明確化、作業レベルの統一化を図るため、固定資

産調査要領を作成する。 

 

第３１条 （決算書の整理） 

過年度の建設事業において、年度ごとに歳入歳出決算書を整理し、事項別明細書の最下位科

目毎に事業費を把握するものとする。事業費は、税込、税抜額の双方を一覧表としてとりまと

めるものとする。 
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第３２条 （工事台帳の整理） 

資料収集・整理及び調査に基づき、過去の工事、建設事業に係る委託に関して整理を行い、

工事台帳として取りまとめる。 

 

第３３条 （間接費の把握、配賦方針の決定及び配賦） 

直接工事を実施することで取得する資産以外の職員給与費や事務費等の間接費の把握を行

い、配賦方針を決定するとともに、方針に基づき間接費の配賦を実施するものとする。 

 

第３４条 （資産の調査整理・評価） 

資料調査を基に固定資産の調査整理・評価を行うための作業は以下のとおりとする。 

 資産整理（管路） 

１工事を１資産として計上し、必要な属性情報を調査・整理する。 

 資産整理（処理場・ポンプ場） 

基本的に主体施設もしくは設備を１資産として計上し、必要な属性情報を調査・整理 

する。 

 資産整理（その他） 

土地や無形固定資産などは、既存の財産台帳等をもとに作成するものとする。 

 管路台帳等による実体資産との突合 

下水道施設の管路施設に係る資産の重複、欠落等の防止及び現有資産の位置把握のため、 

固定資産管理図を作成するものとする。 

・固定資産管理図の基礎データは、甲が保有する「下水道台帳図面」とする。 

・固定資産管理図は、資産番号の整理を行ったうえで、固定資産台帳の資産と下水道施設

の関連性を明確にし、管渠施設の更新・除却に伴う固定資産台帳の運用を効率的に行え

るようデータ作成する。 

・固定資産管理図は、本市での将来的な有効利用を考慮し、shape 形式での作成を標準と

する。また、データ構造を示す定義書を添付する。 

 資産評価 

取得価額（帳簿原価）を資産整理単位別に算定する。 

 設備台帳システムデータ整備 

処理場等の管路施設以外の施設については今後のストックマネジメント計画の見直しを踏ま

え、機械電気設備については現地確認等を行い、小分類単位で整理を行うものとし、その結果

を本業務で整備する設備台帳システムに登録すること。 

 

第３５条 （不明資産の調査及び整理） 

 設計書、工事関係資料、下水道台帳図、竣工図及び受贈関係資料等で確認できなかった資 

産については、不明資産として、施工年度、取得原因、取得価額の特定及び推定を行い「不 

明資産一覧表」として取りまとめるものとする。 

 工事関係資料により、工事請負額が個別に把握可能な場合は、把握可能な資産単位の中で、 

請負額に合わせて、工事毎に不明資産の取得価額を設定する。 

 推定にあたっては、実績単価表を使用するが、実績単価表に拠りがたい場合や、処理場設 



 

8 

 

備など類似工事のない場合は、仮想設計により現時点での価額を求め、デフレーターを用 

いて取得時価額を決定する。 

 

第３６条 （受贈資産、除却資産の調査及び整理） 

開発行為等による寄贈を受けた受贈資産及び除却資産の調査は、次のとおり実施するものと

する。 

 受贈資産 

受贈資産について、取得時期、取得原因、取得内容等を調査の上、取得価額の推定を行

い、「受贈資産一覧表」として取りまとめるものとする。推定にあたっては、実績単価表

を使用するが、実績単価表に拠りがたい場合や、類似工事のない場合は、仮想積算により

現時点での価額を求め、デフレーターを用いて取得価額を決定する。 

 除却資産 

除却資産について、設計書、工事関係資料、下水道台帳図、竣工図、受贈関係資料及び

資産整理図をもとに、除却済みと判断した施設情報を調査抽出し、当該除却資産情報を整

理し、「除却資産一覧表」として取りまとめるものとする。 

 

第３７条 （固定資産評価及び減価償却費の算出） 

 乙は、前条までに分類整理された資産について、取得時期、取得価額、耐用年数、以下(2)

による減価償却計算をもとに、企業会計開始時の令和 6 年 4 月 1 日現在における帳簿価額

を算定する。 

 減価償却計算は、下記によるほか、関係法令に準拠する。 

ア 減価償却方法 定額法 

イ 残存価額 取得価額の 10％ 

ウ 耐用年数 法定耐用年数（（地方公営企業法施行規則及び総務省自治財政局公営

企業課長通知に準拠） 

ただし、それに拠りがたい場合は、別途甲乙協議するものとする。） 

エ 減価償却限度額 取得価額の 95％ 

 固定資産台帳の作成にあたり、各資産に対して、補助金及び負担金等の財源の金額が、明

瞭に管理できるように作成する。 

 

第３８条 （会計システム用固定資産システムへのインポートデータの作成） 

乙は、調査及び評価した固定資産を導入する会計システム用固定資産システムにコンバート

可能なデータ型式で作成するものとする。 
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第３章 公営企業会計移行支援 

 

第３９条 （業務概要） 

加茂市下水道事業公営企業会計適用業務（以下「支援業務」という。）は、甲が適正かつ効

率的に法適用するために必要な事務手続きに関し、乙が支援を行う業務内容を定めるものとす

る。各事務手続きにおける業務範囲や実施方法等は甲と協議のうえ決定して行うとともに、実

施過程において発生した課題や実施後の成果については、随時報告するものとする。 

 (1) 支援業務計画書の作成 

(2) 関係部局との調整事項に関する支援 

(3) 予算科目及び勘定科目の設定 

(4) 法適用年度の予算調製 

(5) 予定開始貸借対照表の作成 

(6) 公営企業会計システムの導入支援 

(7) 打ち切り決算 

(8) 条例、規程、規則等の制定及び改廃支援 

(9) 職員研修 

(10)業務報告書の作成 

(11)その他法適用に必要な業務 

 

第４０条 （支援業務計画書の作成） 

乙は、法適用までに実施すべき一連の移行業務、スケジュール及び課題等の概要について、

業務開始後、速やかに「支援業務計画書」として取りまとめるものとする。 

 

第４１条 （関係部局との調整事項に関する支援） 

乙は、法適用にあたり関係部局との調製が必要な事項について、助言や資料の作成支援を行

うものとする。また、庁内の部局間における会議については、甲の要請があった場合、乙は参

加するとともに調整事項の整理や決定事項の取りまとめに関する支援を行うものとする。 

 

第４２条 （予算科目及び勘定科目の設定） 

乙は、甲の下水道事業内容と資産内容に基づき、予定される予算経理及び仕訳を整理すると

ともに、予算科目及び勘定科目の設定に関する支援を行うものとする。 
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第４３条 （法適用年度の予算調製） 

乙は、公営企業会計移行年度の予算調製に関する支援を行うものとする。主な業務は以下の

とおりとする。 

(1) 予算書の記載事項の整理 

(2) 現行会計予算と公営企業会計予算の相違点の整理 

(3) 公営企業会計方式で新たに発生する費用の整理 

(4) 一般会計繰入金の整理 

(5) 経費負担区分の整理 

(6) 予算の実施計画の作成 

(7) 特例的収入及び支出の整理 

(8) 補てん財源の整理 

(9) 資金計画の作成 

(10)外部説明に必要な資料の作成 

(11)その他（業務に係る質疑応答等） 

 

第４４条 （予定開始貸借対照表の作成） 

乙は、公営企業会計へ移行する時点における貸借対照表の作成に関する支援を行うものとす

る。主な業務は以下のとおりとする。  

(1) 法適用前年度における見込み決算書の作成 

(2) 見込み決算に伴う未収金、未払金及び引継金の整理 

(3) 法適用前年度の打ち切り決算時における歳入不足による一時借入の整理 

(4) 予算繰越等の整理 

(5) 予定開始貸借対照表における残高の整理 

(6) 外部説明に必要な資料の作成 

(7) その他（業務における質疑応答等） 

 

第４５条 （公営企業会計システムの導入支援） 

乙は、別途契約予定の公営企業会計システムについて、導入までの質疑応答や導入過程にお

けるシステム導入業者との打合せへの参加などの相談業務を行うものとする。 

 

第４６条 （打ち切り決算） 

乙は、公営企業会計移行前年度の下水道特別会計の打ち切り決算に関する支援を行うものと

する。また、外部説明に必要な資料の作成を行うものとする。 

 

第４７条 （条例、規程、規則等の制定及び改廃支援） 

乙は、法適用に伴い、新たに制定及び改定若しくは廃止が必要となる条例及び規則等につい

て、整備に関する方針検討、説明資料の作成等に関する支援を行うものとする。 
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第４８条 （職員研修） 

乙は、法適用により業務上必要となる知識を、甲の職員が習得するための研修会を開催する

ものとする。主な研修項目は以下のとおりとする。なお、研修時期、研修内容及び研修受講者

等については、甲の実情を考慮するものとする。  

(1) 公営企業会計の仕組み 

(2) 地方公営企業法の概要 

(3) 固定資産管理 

(4) 公営企業会計の基礎 

(5) 法適用後の予算・決算 

 

第４９条 （業務報告書の作成） 

乙は、本業務で支援した内容、移行業務の内容及び移行に伴う検討課題に対するまとめ等に

ついて、業務報告書に取りまとめるものとする。 

 

第５０条 （その他法適用に必要な業務） 

 乙は、その他公営企業会計移行に必要となる業務について、次の各号に掲げるもののほ

か、甲から支援要請があった場合は、協議し必要な支援を実施する。  

(1) 法適用状況異動報告書の作成 

(2) 法適用後の事務スケジュールの整理 

(3) 上級官庁、起債借入先、税務署等への書類提出 

(4) 法適用後の事務スケジュールの整理 

(5) その他甲が必要とし、乙が承諾する支援 
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第４章 下水道台帳データ作成及びシステム構築 

 

第５１条 （本業務の概要） 

本業務の作業概要及び作業数量は下記のとおりとする。 

(1) 計画準備      一式 

(2) 資料収集整理      一式 

(3) 背景図データ作成     一式 

(4) 下水道台帳データ入力（図形、属性、データ構造化） 155.2ｋｍ 

(5) 施設・設備台帳データ作成    一式 

(6) 品質検査      一式 

(7) 下水道台帳管理システム構築    一式 

(8) ハードウェア・ソフトウェアの調達   一式 

(9) 下水道台帳管理システム設定    一式 

(10)下水道台帳管理システムデータセットアップ  一式 

(11)操作研修      一式 

 

第５２条 （計画準備） 

乙は、作業計画の立案・機器類の準備を行い、業務計画書を作成するものとする。作業計 

画の立案においては、貸与資料の内容や要望事項、作業方法など十分打合せを行い、甲の承 

諾を得て作業を実施するものとする。 

 

第５３条 （資料収集整理） 

乙は、甲から業務上必要とされる下記に示す資料を借用するものとする。その際、乙は、甲に 

借用書を提出するものとし、資料等の取扱い及び保管にあたっては、損傷、紛失等のないよう十 

分注意する。 

（1） 下水道台帳図（マイラー）       一式 

（2） 道路台帳現況図（マイラー）       一式 

（3） 都市計画基本図            一式 

（4） その他甲が必要と認める資料及びデータ   一式 

本業務で取り扱う各種データの取り扱いについては、ISMS 及びプライバシーマークの規定に準 

拠し管理するものとし、情報の流出等に対し十分な措置を施さなければならない。 

 

第５４条 （背景図データ作成） 

乙は、借用した道路台帳現況図のマイラーを図面読取装置(スキャナ:読取解像度 400dpi を標

準)で図葉ごとにラスターデータを取得する。システムに搭載する際は、ラスターデータを統合

した形にして搭載する。また不足している道路等に関しては、下水道台帳図から不足している地

形のデジタイズを行う。詳細については、協議のうえ決定する。 

 

第５５条 （下水道台帳データ作成） 

乙は、借用した下水道台帳図を基に各種データの作成を行うものとする。 
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（1） 人孔 

① 管渠の端末に必ずポイントで接続するものとし、必ず座標を一致させるものとする。 

② 必要に応じて、ダミー人孔（現地にはないがシステム的に必要となる人孔[属性変化点、腹

取り、最下流等々]）の入力を行うものとする。 

③ 表示される属性注記及び引出線のキーと人孔施設のキーは同一とする。 

（2） 管渠 

① 人孔間の 1スパンを単位とし、ラインとするものとする。 

② 図面間の接合処理は、座標値を一致させるものとする。 

③ 管渠の注記表示（断面、口径、勾配、延長等）については他のデータに重ならないものと

し、基本型と引き出し型に分ける。又、注記及び引出し線の向きは、原則、管渠と平行と

するものとする。 

④ 表示される管渠属性注記及び引出線のキーと管渠施設のキーは同一とする。 

（3） ます取付管 

① 1 ます 1 取付管を入力単位とし、ますはポイント、取り付け管はラインとするものとす

る。 

② 取付管の端点には、必ずますと管渠が接続するものとし、必ず座標を一致させるものと

する。 

③ 表示されるます取付管属性注記のキーとます取付管施設のキーは同一とする。 

（4） 属性情報入力 

属性情報入力にあたって、地盤高・口径・管種・区間延長等の下水道台帳図に記載の

ある数値については、これを最優先して使用する。その他必要なデータの入力に関して

は、甲と協議のうえ決定するものとする。 

（5） データ構造化 

各図形データについて、各図形間の接続関係・連続性・グループ化等を行い、施設図

形・施設属性との関連性に矛盾が生じないよう構造化処理を行うものとする。 

 

第５６条 （施設・設備台帳データ作成） 

浄水場・ポンプ場等、甲が管理する下水道処理設備に関するデータを作成する。 

(1)  システムマスタ設定 

施設・設備台帳システムデータの構築に伴い、大分類、中分類、各機器（小分類）など

の管理が可能となるようにマスタデータを設定するものとする。但し基本となる階層、種

類等属性仕様についてはパッケージ製品仕様を標準とする。 

(2) 施設箇所 GIS ポイント登録 

施設箇所について GIS 上にポイントの登録を行う。なお施設番号、施設名称、分類につ 

いては必須属性項目とするが、その他属性項目については監督員と協議の上設定する。 

(3) システムデータ構築 

固定資産台帳整備で整理された施設・設備等を基に各施設、設備、機器についてのデー

タを整理、入力する。また、各履歴内容の管理が可能となるよう設定する。 

施設・大分類・中分類については管理項目ごとに属性を入力・設定し、システム導入後、

職員がデータの入力、追加などが可能となるよう設定する。システム導入また、入力作業
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の進め方については、協議のうえ作業を行うものとする。 

 

第５７条 （品質検査） 

乙は、前項で作成した下水道台帳図形データと属性データについて下水道台帳図との目

視検査を行った後に、次に掲げる項目の論理チェックを実施するものとする。 

（1） 属性データ有無のチェック 

（2） 属性データ範囲のチェック 

（3） 管路の構造的論理チェック 

（4） 管路のネットワーク構造チェック 

 

第５８条 （下水道台帳管理システム構築） 

乙は、ユーザを役割階層で分類し、それぞれの役割に応じて閲覧権限・編集権限等の権 

限設定が行えるように設計を行うものとする。また、災害等を想定し、バックアップ計画 

を設計するものとする。詳細については、協議のうえ決定するものとする。 

 

第５９条 （ハードウェア・ソフトウェアの調達） 

下水道台帳管理システムを利用するための、ハードウェア及びソフトウェアを調達し、

インストールを行うとともに、システム環境の調整を実施する。 

調達するハードウェアは以下を基本とするが、甲乙協議のうえ、導入時点で最適なもの

を決定するものとする。 

調達機材 

ハードウェア デスクトップパソコン 1 台 

OS      :Windows10 Pro64 ビット 

CPU     :Intel Core i7 2.6GHz 

メモリ    :8GB 以上 

ディスプレイ：23 インチ 

ドライブ  ：DVD マルチドライブ 

※5 年間のメーカー保証含む 

ソフトウェア Microsoft Office Professional 2019 

ウィルスセキュリティソフト（5 年間の更新費用含む） 

GIS 関連ソフト 

電子住宅地図 1 ライセンス 

     

第６０条 （下水道台帳管理システム要件） 

導入する下水道台帳管理システムの基本要件は次に掲げるものとする。 

（１） 下水道台帳管理システムは、PC 端末にセットアップするものとし、甲所有のプリンタ

と接続を行うものとする。 

（２） PC 等の設置は、乙が行うものとする。設置場所等に関しては、協議のうえ決定する。 

（３） ユーザ権限設定等（更新、閲覧等）の方法により、職員がシステムを使用できる環境と

する。 
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（４） 運用にあたっては、パスワード、ＩＰアドレス、ユーザ認証及びユーザグループ管理等、

基本的なセキュリティ制御が可能であるものとする。 

（５） 将来的に機能カスタマイズ等の拡張対応が可能であり、下水道台帳管理システム更新

時にデータ移行等の汎用性を有するものとする。 

（６） 基本的な機能要件は「下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の手引き Ver4（日

本下水道協会）」に準拠したシステムであるものとする。 

（７） 管渠及び下水道処理設備等について管理できるシステムであること。なお、同一パッケ

ージのシステムであることは問わない。 

 

第６１条 （下水道台帳管理システム設定） 

乙は、下水道台帳管理システムの動作に必要な各種ソフトの変換及びインストールを行 

い、前項で検討した各種機能に必要な設定を行うものとする。 

 

第６２条 （下水道台帳管理システムデータセットアップ） 

乙は、本業務で構築したシステムと構築したデータを PC１台にセットアップする。 

セットアップは、甲の業務の支障の無いよう日程や時間を調整するものとし、甲の立会いの

もと、動作確認を行わなければならない。動作確認の結果、不具合が発生した場合は、乙の責

において修正のうえ再セットアップを行わなければならないものとする。 

 

第６３条 （操作研修） 

導入するシステムの操作方法について、操作研修を実施するものとする。業務に支障のない

時間帯で実施するものとする。詳細については、協議のうえ決定するものとする。 
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第５章 成果品 

 

第６４条 （成果品） 

本業務の成果品は、下表のとおりとし、年度ごとに成果品を納入する。 

表.成果品一覧表 

NO. 成果品 数量 

1 資料収集整理結果一覧表 1 式 

2 年度別節別歳入歳出決算額一覧表 1 式 

3 建設支出及び財源の抽出 1 式 

4 建設支出・財源総括表（税抜き） 1 式 

5 年度別工事一覧 1 式 

6 受贈資産一覧表 1 式 

7 除却資産一覧表 1 式 

8 不明資産一覧表 1 式 

9 固定資産一覧表 1 式 

10 固定資産明細表 1 式 

11 長期前受金明細表 1 式 

12 固定資産台帳（データ） 1 式 

13 固定資産管理図データ 1 式 

14 支援業務計画書 1 式 

15 新予算編成説明資料 1 式 

16 打切決算資料 1 式 

17 予算科目及び勘定科目一覧表 1 式 

18 予定開始貸借対照表 1 式 

19 例規新規制定案及び一部改正案 1 式 

20 下水道台帳管理システム（1 ライセンス） 1 式 

21 下水道台帳・設備台帳データ（システム搭載） 1 式 

22 下水道台帳データ（shape 形式） 1 式 

23 下水道台帳・設備台帳データ定義書 1 式 

24 下水道台帳・設備台帳管理システム操作マニュアル 1 式 

25 電子住宅地図（システム搭載） 1 式 

26 デスクトップパソコン 1 台 

27 ウィルス対策ソフト（5年間更新含む） １式 

28 報告書（打合せ協議簿を含む）A4 版 1 式 

29 上記電子成果（CD-R 又は DVD-R） 1 式 

 

以   上 


