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第１章 総則 

 
1．1 適用  

本仕様書は、川越市上下水道局（以下「発注者」という。）が発注する「上下水道

施設管理システム構築及び運用業務」（以下「本業務」という。）について、受注者が

行わなければならない作業内容等の基準を示すものである。 
 
1．2 業務の目的 

本業務において、現在稼動中の「上下水道施設管理システム」（以下「現システム」

という。）の期間満了に伴うシステムの更新を行うとともに、新 OS への対応や時代

に沿った新しいコンテンツの使用も見据えて、システムの安定稼働、セキュリティ強

化及びシステムの性能向上を行い、新たな上下水道施設管理システム（以下「本シス

テム」という。）を構築する。また、維持管理情報履歴の適正化、防災への対応やス

トックマネジメントを支援できる上下水道事業の基幹システムとしての役割を果た

すとともに職員の業務効率化を図り、市民サービスの向上に繋げることを目的とする。 
 
 

第２章 一般事項 

 
2．1 法令等の遵守 

受注者は、本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。 
 
2．2 中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければなら

ない。 
 
2．3 秘密の保持 

受注者は、本業務を通じて知り得た情報について、業務中はもちろんのこと、完了

後も第三者に漏らしてはならない。 
 
2．4 個人情報保護 

受注者は、本業務の履行にあたっては、川越市個人情報保護条例（平成 13 年条例

第 17 号）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなくてはならな

い。 
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2．5 提出書類 

受注者は、本業務の契約締結及び完了にあたって、速やかに次の書類を提出しなけ

ればならない。 
⑴ 管理技術者届（管理技術者略歴・資格等） 
⑵ 照査技術者届（照査技術者略歴・資格等） 
⑶ 業務従事者名簿（職務分担、資格等） 
⑷ 資格等証明書写し 
⑸ 委託業務実施計画書（工程表） 
⑹ 業務計画書 
⑺ 委託業務実施報告書 
⑻ 成果物引渡書 
⑼ 請求書 
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。 
 
2．6 技術者の配置 

⑴ 受注者は、本業務に精通した管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を

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。管理技術者は、本業務の全般にわたり技術的管理を

行わなければならない。 
⑵ 管理技術者は、水道 GIS または下水道 GIS に関する経験年数が 7 年以上あるも

のでなければならない。 
⑶ 本業務の水道分野は水道事業に関する専門的な知識をもって業務を遂行する必

要があるため、技術士法（昭和58年法律第25号）に規定する上下水道部門の上水道

及び工業用水道を選択し、同法による登録を受けている者またはRCCMの上水道及

び工業用水道部門の資格を有する者1名を担当技術者として配置しなければならな

い。また、下水道分野においても下水道事業に関する専門的な知識をもって業務を

遂行する必要があるため、技術士法（昭和58年法律第25号）に規定する上下水道部

門の下水道を選択し、同法による登録を受けている者またはRCCMの下水道部門の

資格を有する者1名を担当技術者として配置しなければならない。 
⑷ 照査技術者は、作成したデータの品質確保を行い、データの矛盾点や欠落などを

分析・解決する能力を有し、上下水道施設空間データと GIS との連携を行う能力

を有する者を配置しなければならない。 
⑸ 発注者は、配置技術者等が業務の遂行上、不適当と判断した場合は、交代を求め

ることができるものとする。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。 
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2．7 協議及び打合せ 

協議及び打合せ等は、川越市上下水道局で行うものとし、その都度業務記録を作成

し、監督員の確認を受けなければならない。なお、管理技術者及び技術者は、主要な

協議及び打合せ等に必ず出席しなければならない。 
 
2．8 業務の指示及び監督 

受注者は、本業務を遂行するにあたり監督員と密に連絡をとり、その指示及び監督

を受けなければならない。 
 
2．9 進捗状況の報告 

受注者は、本業務実施期間中、進捗状況を随時報告するものとする。 
 
2．10 手続き及び損害賠償 

本業務に必要な諸手続きは、受注者の責任において行い、その写しを発注者に提出

しなければならない。また、本業務実施中に生じた諸事故に対して一切の責任は受注

者が負い、発生原因、経過、被害等の状況を発注者に速やかに報告するとともに発注

者の指示に従うものとする。 
 
2．11 費用の負担 

 本業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則

として受注者の負担とする。 
 
2．12 成果物の検査 

 本業務の成果物は、照査技術者による確認や社内検査等を行ったうえで、管理技術

者の立会いのもと、発注者の検査を受けるものとし、その合格をもって業務完了とす

る。 
 
2．13 成果物の帰属及び著作権 

 本業務の成果物の権利は発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく利

用、複製、公表、貸与してはならない。ただし、受注者が成果物の作成にあたって開

発したシステムプログラム（著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラム著

作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12 条の 2に規定するデータベースの著

作物をいう。）については、適応外とする。 
本システムのデータは、Shape ファイル形式、コード定義データ及びレイヤ定義デ

ータの提供をすること。 



4 

 

 
2．14 成果物の納品場所 

  本業務における成果物の納品場所は川越市上下水道局とする。 

 

2．15 成果物の瑕疵 

 本業務完了後において、受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者は

直ちに当該業務の修正、補正及びその他必要な作業を受注者の負担で行わなければな

らない。 
 

2．16 説明責任 

  受注者は、本業務遂行中はもちろん、完了後においても発注者から説明を求められ

たときは直ちに担当者を派遣し、これに答えなければならない。 
 
2．17 疑義の解釈 

 本業務の実施にあたり本仕様書及び関係法令に定めのない事項について疑義が生

じた場合、発注者と受注者が協議し、発注者の指示に従うものとする。 
 
2．18 本業務終了後の引継（令和 10 年 4 月以降のシステムリプレイス） 
 ⑴ 本業務の履行期間終了日までに本業務を本市が継続して遂行するために必要な

措置を講じること。 
 ⑵ 本業務終了決定時の本市と本市が指定する他事業者への業務の引継、及びデータ

移行に関しては、本委託業務の範囲内で行うこととし、追加の費用が生じないこと。 
 



5 

 

 
第３章 基本条件 

 
3．1 業務の内容 

 本業務は、本システムの構築、ソフトウェアの調達及び設定、現システムからのデ

ータ移行、システム保守・運用サポート、データ加除更新等とする。 
 
3．2 履行期間 

⑴ システム構築期間 
契約締結日から令和 5年 3 月 31 日まで 

 ⑵ システム運用期間 

   令和 5 年 4 月 1日から令和 10 年 3月 31 日まで 

   ただし、本稼働を令和 5 年 4 月 1日からとし、本稼働前に仮稼働期間を 1 箇月

以上取ることとする。構築開始から本稼働開始までの間のシステム及び機器に関

する不具合等の対応（運用支援・保守）は、構築業務に含むものとする。 
 
3．3 利用対象 

 本システムの利用対象は次のとおりとする。 
⑴ 対象業務機能 ：上水道台帳管理業務、下水道台帳管理業務 
⑵ 導入ライセンス：上水道 13 ライセンス、下水道 9 ライセンス 

          （上水道・下水道共用 2ライセンス） 
⑶ ライセンス内訳：ライセンス内訳は別紙１「ハードウェア構成」のとおりとする。 

 
3．4 座標系 

 座標系は現システムでの座標系のまま移行するものとする。なお、現システムの座

標系は下記のとおりである。 
⑴ 測地系      ：世界測地系 2000 
⑵ 水平位置の座標系 ：平面直角座標系第Ⅸ系 

 
3．5 本システム要件 

 本システムは、以下の要件にて構築するものとする。 
⑴ システム構成は、クライアントサーバ方式とし、マッピング専用のクローズド

LAN を利用して運用し、オンプレミス方式にて構築するものとする。 
⑵ 必要時に OS 等のバージョンアップに対応できるシステムとし、その際追加の費

用が生じないこと。 
⑶ 利用者の視点に立った高度なアクセシビリティを実現するシステムとする。 
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⑷ 将来のライセンス追加や、業務機能の追加が容易に可能なシステムとする。 
 
3．6 ネットワーク環境 

 発注者のネットワーク環境は次のとおりであり、本環境下での稼働を保証するもの

とする。 
⑴ 既存ネットワークの帯域（局内情報系 LAN）：1Gbps（局庁舎内） 
⑵ クライアント PC との接続方法      ：有線 LAN 
⑶ 既存ネットワークの利用プロトコル    ：TCP/IP 

 
3．7 ハードウェア構成 

 本システムにおけるハードウェア構成は、別紙１「ハードウェア構成」のとおりで

ある。 
 機器の調達は別途選考するリース会社が行うため、本業務には含めないが、機器の

選定については発注者と受注者が協議のうえ、行うこととする。 
 
3．8 端末環境 

  現システムの端末環境における次期推奨スペックは別紙２「機材スペック一覧」の

とおりであり、本システムの機材スペックはこれ以上とする。動作環境において今後

リリースされる新しいバージョン（OS やブラウザ等）や同時に異なるバージョンの

OS が混在している状態にも対応できることとし、今後想定される動作環境があれば

柔軟に対応すること。 
 
3．9 機能要件 

 機能要件については、様式８「機能要件書」のとおりとする。 
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第４章 上下水道施設管理システム構築業務要件 

 

4．1 概要 

  本業務は、本システムのバージョンアップを目的とした新システムの構築を図るた

めに、ソフトウェアの調達、現システムデータの移行等を安定的に行うものである。 

なお、令和 4 年度（令和 3 年度分）のデータ更新についてはシステム構築の一部と

し、本業務に含むものとする。 

 

4．2 計画準備・要件定義等 
⑴ 受注者は、本業務を円滑に遂行するため、作業ごとに作業手法、工程計画、業務

体制についての計画を立案し、業務計画書として取りまとめ、発注者の承認を得る

ものとする。 
⑵ 資料収集整理は、本業務に必要となる資料について発注者より貸与を受け、整理

するものとする。借用時には、目的と利用方法について発注者からの了承を得るも

のとし、借用書の提出を必須とする。 
⑶ 本業務は、パッケージをベースとしたシステム構築であるが、必要に応じてカス

タマイズ検討を行い、発注者、受注者双方の了承のもと、システム改良を行うもの

とする。また、搭載するデータ構成・権限設定等についても発注者と協議のうえ、

整理するものとする。 
 
4．3 システム環境設定 

 システム環境設定内容は次のとおりとする。 
⑴ データモデル設定 
⑵ ユーザ・グループ設定 
⑶ 表示設定・印刷設定 
⑷ 機能動作設定 
 環境設定内容については、受注者が作成するチェックリストに基づきテストを行う

ものとする。受入テスト時には、発注者が立合いのうえ、システム動作、機能、表現

及び権限設定について確認を行うものとする。 
 
4．4 ソフトウェア調達・設定 
 受注者は、4.2⑶にて取りまとめた要件定義書にて定義した機能を満たしたシステ

ムのパッケージソフトウェアを納入するものとする。 
関連データの参照・閲覧等において、別途ソフトウェアが必要となる場合は、合わ

せて納入するものとする。 
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また、受注者は、要件定義に基づきシステムのフレームワークを設計し、発注者よ

り提供されるデータを最大限に活用するためのデータベース設計を行い、発注者、受

注者にて協議のうえ、データ定義書を作成し、発注者の承認を得るものとする。 
 
4．5 地図データ変換・搭載処理 

⑴ 地図データ変換・搭載処理は、貸与する地図データ、現システムでの搭載レイヤ

を受注者がシステムにて運用可能なデータとして変換した後、運用に支障のないレ

イヤ構成により搭載処理を行うものとする。（別紙３「データ年度更新見積り基準

数量」の（３）供用空間データを参照。） 
⑵ 本システムへ搭載するデータは、別紙４「移行対象データ」を参照するものとす

る。 
 
4．6 データ移行処理 

⑴ 現システムのデータを新システムに搭載可能なデータへ変換し、搭載すること。 
⑵ 表示スタイル（線種、線幅、線色、文字サイズ、文字色など）は、現システムと

類似する表現を採用し、本システムの更新前後で視覚的な差異が大幅に生じること

がないようにすること。（別紙５－１「上水道台帳サンプル」、別紙５－２「下水道

台帳サンプル」を参照。） 
⑶ 現システムのデータは、Shape ファイル形式、コード定義データ及びレイヤ定義

データの提供を予定している。 
 
4．7 システム連携 

 発注者より貸与する料金システムデータより本システムで必要なデータ項目を取

込み、水栓番号を基に連携し、給水装置の属性情報として利活用するものとする。 
 
4．8 運用テスト・調整 

  移行データを用いて運用テストを行い、必要に応じて各種設定を見直す等、最適な

動作環境となるよう調整する。 

 

4．9 現地搬入・セットアップ 

  運用テストにより正常稼働が確認されたシステムを発注者指示のもと、上下水道局

内稼働環境へ搬入し、セットアップを行う。 

 

4．10 操作マニュアル作成 

 操作研修時やその他操作が分からない場合に利用する操作マニュアルを作成する

ものとする。 
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4．11 操作研修 

 作成した操作マニュアルを利用し、システムの利用の定着化を考慮した操作研修を

実施するものとする。操作研修に配布するマニュアルは、受注者が必要部数を用意す

るものとする。 
 

4．12 検査 

  発注者は、本業務の作業の実施段階において、随時検査を行うことができるものと

する。 

 

4．13 成果物 

  成果物は次のとおりとする。 

 ⑴ 上下水道施設管理システム                  一式 

 ⑵ 業務報告書                         2 部 

 ⑶ 各種データ                         一式 

 ⑷ システム要件定義書                     2 部 

 ⑸ システム操作マニュアル                   2 部 

 ⑹ 打合せ議事録                        2 部 

 ⑺ その他発注者が指示するもの                 一式 

   ※電子データを磁気媒体に格納し、2 部提出すること。 

 

4．14 成果物の提出 

  成果物の納期は、委託期間に準ずる。また、部分的に完成したものについては、委

託期間終了前であっても提出を求める場合がある。 
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第５章 上下水道施設管理システム運用保守業務要件 

 
運用保守サポートサービスレベル 

 受注者は、発注者と協議のうえ、システム本稼動後における運用保守サポートサー

ビスレベルを以下の内容を踏まえ規定すること。なお、運用上の問題等が発生した場

合、受注者と発注者の協議のうえ、内容の見直しを行うことが出来るものとする。 
⑴ 異常の有無の点検 

⑵ 必要な機能の性能試験 

⑶ 障害の復旧 

⑷ ソフトウェアに関する電話、e-mail 等によるサポート 

⑸ ソフトウェアのバージョンアップ、レベルアップに伴う説明資料等の提供 

⑹ ウイルス対策ソフトのセットアップ、更新作業 

⑺ 地図データ及びファイリングデータのバックアップ 

  ※データの保管は、災害に備え、2箇所以上で行うこと。 
⑻ 担当者異動による操作説明の実施 
⑼ 緊急時の現地対応 
⑽ 技術相談 
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第６章 上下水道施設管理システムデータ更新業務概要（水道） 

 
6．1 概要 

 本業務は水道施設管理システム（以下「水道 GIS」という。）の適正な運用のため、

過年度分及び当該年度分のデータ更新を行うものである。さらに、アナログ図の更新

や水道 GIS に補足データを搭載することで、平常時・緊急時の施設管理業務の効率

化を図ることを目的とする。また、本業務を遂行するにあたり、同一ネットワーク内

で運用している下水道施設管理システム（以下「下水道 GIS」という。）の更新業務

との調整を密に行うものとする。 
 
6．2 貸与資料と使用期限 

 本業務の実施にあたり次の資料を貸与する。 
⑴ 水道 GIS データ 
⑵ 過年度１箇年分及び当該年度分工事箇所データ（配水施設更新用） 
⑶ 過年度１箇年分及び当該年度分配水管竣工図（配水施設更新用） 
⑷ 過年度１箇年分及び当該年度分更新水栓番号リスト（給水装置更新用） 
⑸ 給水台帳ファイリングデータ 
⑹ 給水データ 
⑺ 公図・航空写真・住宅地図データ 
⑻ 都市計画基本図データ 
⑼ その他 
なお、貸与期限は本業務完了時までとする。ただし、発注者の要請により資料返却

を求められた場合、受注者は資料を直ちに返却するものとする。 
 
6．3 データの空間的範囲 

 データを接合編集する地理的範囲は川越市給配水区域とする。 
 
6．4 データの時間的範囲 

原典資料が指定されないデータの時間的範囲は、契約日時点とする。 
 
6．5 データの空間参照系 

データの位置座標は世界測地系を基本とし、詳細は監督員との協議により決定する。 
 
6．6 作成諸元 

本業務の作成諸元は、別紙３「データ年度更新見積り基準数量」の（１）上水道関連
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データを参照すること。なお、確定数値は、精査のうえ毎年度発注者から提示する。 
 
6．7 業務の詳細 

①過年度１箇年分及び当該年度分データ更新（配水施設データ） 
導・送・配水管及び弁栓類の新設、切替え、撤去があった管路について、図形デ

ータ及び管路属性の更新を水道 GIS 上で行う。更新すべきデータは次のとおりと

し、仕様の詳細、項目については現行の水道 GIS に準拠する。 
⑴ 配水施設図形（導・送・配水管路、弁栓類等） 
⑵ 配水施設属性（管種、口径、布設年度等 
 

②過年度１箇年分及び当該年度分データ更新（給水装置データ） 
給水装置の新設、改造、撤去があった施設について、図形データ及び管路属性の

更新を水道 GIS 上で行う。更新すべきデータは次のとおりとし、仕様の詳細、項

目については現行の水道 GIS に準拠する。 
⑴ 給水装置図形（給水管、メータ、止水栓等） 
⑵ 給水装置属性（水栓番号、管種、口径等） 
なお、長期閉栓データ更新は、発注者が貸与する最新の給水データから長期閉栓

扱いとなっている水栓番号を抽出し、現行の水道 GIS データの水栓番号と照合す

る。照合の結果、水道 GIS データに存在する水栓番号と水道 GIS データに存在し

ない水栓番号を分類・整理し、それぞれのシンボルに置換える。 
 
③背景図変換・補正・検証 
  水道 GIS の背景として使用する都市計画基本図データを水道 GIS 仕様に整合す

るように変換し、変更部分を補正する。また、施設データと合わせて表示・閲覧・

印刷できるよう検証のうえ加工する。 
 
④外部データ取込 
  発注者が貸与する公図データ・航空写真データ・住宅地図データを水道 GIS 仕

様に整合するよう変換し、施設データと合わせて検索・表示・閲覧・印刷できるよ

う検証のうえ加工する。 
 

⑤1/2,500 配管図更新及び製本 
  発注者が貸与する更新管路の竣工図等の資料をもとに既存の 1/2,500 配管図の

更新及び印刷製本を行う。なお、配管図に関する変更・追加等の軽微な編集作業に

ついて本業務に含むものとする。また、製本書式の詳細については、監督員と協議

のうえ決定する。 
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⑥1/15,000 配管図更新及び出力 
  発注者が貸与する更新管路の竣工図等の資料をもとに既存の各 1/15,000 配管図

（重要施設配管図、管種別配管図、重要給水施設配水管図、耐震管・耐震適合管図）

の更新及び印刷を行う。なお、配管図に関する変更・追加等の軽微な編集作業につ

いて本業務に含むものとする。また、電子データ及び製本書式（ラミネート加工含

む）の詳細については、監督員と協議のうえ決定する。 
 
⑦1/1,000 配管図出力 

   緊急時対策用として 1/1,000 配管図を出力する。電子データ及び書式の詳細につい

ては監督員と協議のうえ、決定する。 
 

⑧管網解析システムの更新 

発注者が貸与する更新管路の竣工図等の資料をもとに管網解析システムを更新す

る。 
  

⑨その他修正業務 

   発注者及び受注者において、水道 GIS に係る内容に不備や錯誤があることが分

かった場合には、発注者の指示に従い、速やかにデータを修正するものとする。 

 

 ⑩品質検査 
   本業務のデータ入力について、対象管路への入力が正しく行われていることを確

認する。 
 

⑪データ変換及びセットアップ 
   本業務で作成したシステム用各種データを現在稼働している水道台帳管理シス

テムにインストールし、地図及び属性情報を更新する。また既存のデータとの整合

を図り動作確認を行う。 
 

⑫報告書作成 
   本業務の実施における打合せの内容やデータ整備、検証結果、今後の課題等を整

理する。 
 
6．8 成果物 

 成果物は次のとおりとする。 
⑴ 水道施設図形データ（shape 形式、磁気媒体格納） 一式 

⑵ 水道施設属性データ（CSV 形式または EXCEL 形式、磁気媒体格納）一式 
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⑶ メタデータ（EXCEL 形式、磁気媒体格納）         一式 
⑷ 1/2,500 配管図                        27 部 

⑸ 各 1/15,000 配管図          50 枚（ラミネート加工 4枚含む） 

⑹ 1/1,000 配管図（2年毎）                    2 部 
⑺ 業務報告書                           2 部 

※各種配管図は紙面のほか電子データを磁気媒体に格納して提出すること。 

※成果物を格納した磁気媒体は 2部提出すること。 
 
6．9 成果物の提出  
 成果物の納期は、委託期間に準ずる。また、部分的に完成したものにおいては、委

託期間終了前であっても提出を求める場合がある。 
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第７章 上下水道施設管理システムデータ更新業務概要（下水道） 

 
7．1 概要 

 本業務は下水道 GIS の適正な運用のため、発注者が所有する供用空間データを背

景図として用い、過年度分及び当該年度分のデータ更新を行うものである。また、本

業務を遂行するにあたり、同一ネットワーク内で運用している水道 GIS の更新業務

との調整を密に行うものとする。 

 

7．2 貸与資料と使用期限 
本業務の実施にあたり次の資料を貸与する。 
⑴ 下水道調書 
⑵ 下水道工事竣工図引継書 
⑶ 下水道施設空間データ 
⑷ ポンプ施設関連図書 
⑸ 供用開始区域データ（告示・物件設置） 
⑹ 調査・清掃等業務委託実施報告書 

⑺ 排水設備等計画確認申請書類 

⑻ 取付管データ 

⑼ その他本業務で必要と発注者が認めた資料 
なお、貸与期限は本業務完了時までとする。ただし、発注者の要請により資料返

却を求められた場合、受注者は資料を直ちに返却するものとする。 
 

7．3 背景地形図の利用 

作成年度が異なるために、開発地等、背景地形図（共有空間データ）と実際の地形

に相違がある場合、開発地形の表現された計画図・竣工図等の参考資料を元に、下水

道施設のデータを作成するものとする。 

 

7．4 主題図形の確認 

表示属性（管径、勾配、延長）、シンボル（マンホール、桝等）の表示形式（大き

さ、形状）などの主題図形については、作業着手前に現在使用しているものと相違が

ないように、発注者及び受注者で協議のうえ決定するものとする。 

 

7．5 作成諸元 

  本業務の作成諸元は、別紙３「データ年度更新見積り基準数量」の（２）下水道関連

データを参照すること。なお、確定数値は、精査のうえ毎年度発注者から提示する。 

 

7．6 業務の詳細 
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 ①下水道施設図形データ入力（管きょ） 

   図形データ入力は、前年度に市職員が実施した仮更新を参照し、入力用原稿図を

スキャニング、接合の調整を実施した後、入力ソフトで読み込み、人孔（マンホー

ル形式ポンプ場を含む）・管きょまたは施設属性表示位置を主体に入力を行う。 

 

②下水道施設属性データ入力（管きょ） 

   入力用原稿図作成と共に所定の書式に施設の属性データをまとめる作業を行う。 

  なお、人孔、管きょ、取付管の施設に対し、処理分区や施工年度等、共通して根拠

が明らかになるものについては入力することとする。 

 

③既設下水管撤去（データ削除） 

   撤去した管きょ等下水道施設について、下水道 GIS より図面および属性を削除

する。 

 

 ④下水道施設属性データ更新（管更生実施箇所） 

   下水道調書及び貸与資料に基づき下水道管きょ及び下水道施設の属性情報とし

て、データ入力を行う。下水道調書が落丁の場合、下水道工事引継ぎ書を参照しデ

ータ入力を行う。 

 

⑤下水道施設属性データ更新（ＴＶＣ調査箇所） 

維持管理計画の立案に必要な、管更生、不明水調査、管清掃等により実施され

たＴＶＣ調査の実施内容を入力する。なお、各調査年度において前年度と判定基準

が異なる場合には、施設属性情報にその内容を入力する。 

 

⑥下水道施設属性データ更新（管口カメラ・人孔目視調査等調査箇所） 

管口カメラや人孔目視等の調査結果報告書を下水道施設の属性情報に入力する。 

入力項目は管きょ［管口カメラ調査年月日、異常有無、異常内容］、 

人孔［調査年月日、蓋異常有無、蓋異常内容、内部異常有無、 

内部異常内容］ 

 

⑦下水道施設属性データ更新（清掃箇所） 

管更生、不明水調査、管清掃等により実施された管清掃の実施内容について、

調査結果報告書等から対象管きょの属性情報を入力する。 

 

⑧下水道施設施工図等関連付け（竣工図・調査業務） 

  発注者が提供する工事竣工図やＴＶＣ調査記録表等の画像ファイルを、整備した

施設データとの関連付けを行い、下水道 GIS 上のファイリング機能を用いて、閲

覧・印刷可能な状態にする。 
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 ⑨取付管データ入力 

   下水道施設寄附申請関連書類を基に追加桝の図形及び属性の入力を行う。また取

付管設置届書類については 300dpi の解像度でスキャニングを行い、スキャニング

した画像ファイルと追加桝データを関連付けし、下水道 GIS 上のファイリング機

能を用いて、閲覧・印刷可能な状態にする。 

 

⑩供用開始区域データ及び土地所有賃貸借情報入力 

供用開始した区域を供用開始告示区域データに追加入力する。告示期間について

は、前年度に供用開始した区域を対象とする。位置図と供用開始年月日記載の資料

から、区域を入力し、供用開始年月日を表示させる。また、新たに契約した土地所

有賃貸借情報を図示し、属性情報を入力する。 

 

 ⑪排水設備等計画確認申請箇所データ作成・関連付け 

   前年度申請の排水設備等計画確認申請箇所データ及び画像データを基に、設置場

所にデータを入力し、通し番号（例 154-98-3）を下水道 GIS 上に表示する。属性

は、排水設備等計画確認申請データ（MDB 形式）よりデータマッチングを行い、

データを作成する。また作成したデータと貸与する排水設備等計画確認申請図画像

データとの関連付けを行い、下水道 GIS 上のファイリング機能を用いて閲覧・印

刷可能な状態にする。 

 

 ⑫下水道施設属性データ入力（ポンプ設備） 

   前年度に新設されたポンプ施設について、施設図面、属性情報の入力を行う。 

   作成する帳票は、下水道 GIS 上で閲覧可能な状態にするほか、出力製本を行い

発注者へ納入するものとする。 

 

 ⑬13 下水道施設属性データ修正（ポンプ設備） 

   前年度に設備更新工事等で改造したポンプ施設について、施設図面、属性情報の

修正を行う。 

   作成する帳票は、下水道 GIS 上で閲覧可能な状態にするほか、出力製本を行い

発注者へ納入するものとする。 

 

 ⑭マンホール形式ポンプ場設備台帳作成 

   前年度に新設されたポンプ施設について、設備台帳を作成する。 

作成する帳票は、下水道 GIS 上で閲覧可能な状態にするほか、出力製本を行い

発注者へ納入するものとする。 

 

⑮背景図変換・補正・検証 
  下水道 GIS の背景として使用する都市計画基本図データを下水道 GIS 仕様に整

合するように変換し、変更部分を補正する。また、施設データと合わせて表示・閲
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覧・印刷できるよう検証のうえ加工する。 
 
⑯外部データ取込 
 発注者が貸与する公図データ・航空写真データ・住宅地図データを下水道 GIS
仕様に整合するよう変換し、施設データと合わせて検索・表示・閲覧・印刷できる

よう検証のうえ加工する。 
 

 ⑰その他修正業務 

   発注者及び受注者において、下水道台帳に係る内容に不備や錯誤があることが分

かった場合には、発注者の指示に従い、速やかにデータを修正するものとする。 

 

 ⑱下水道台帳図出力製本 

   本業務でデータ整備した施設のある図面に関して、縮尺 1/500 をデルミナ紙とコ

ート紙に、カラー印刷で 70％に縮小出力し、図面の差し替えを行うものとする。 

 

 ⑲川越市下水道 GIS 全図 PDF 作成 

   下水道 GIS のデータを図郭ごとに PDF 形式のデータに変換する。また合流・汚

水、雨水、雑排水の区分別にデータ作成する。 

 

 ⑳品質検査 

   本業務のデータ入力について、対象管きょへの入力が正しく行われていることを

確認する。 

 

 ㉑データ変換及びセットアップ 

   本業務で作成したシステム用各種データを現在稼働している下水道 GIS にイン

ストールし、地図及び属性情報を更新する。また既存のデータとの整合を図り動作

確認を行う。 

 

㉒報告書作成 

   本業務の実施における打合せの内容やデータ整備、検証結果、今後の課題等を整

理する。 

 

7．7 成果物 
成果物は次のとおりとする。 
⑴ 下水道施設空間データ（shape 形式、磁気媒体格納） 一式 

⑵ 下水道施設属性データ（CSV 形式または EXCEL 形式、磁気媒体格納）

 一式 

⑶ 下水道調書（CSV 形式または EXCEL 形式、磁気媒体格納） 一式 
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⑷ ポンプ施設調書（CSV 形式または EXCEL 形式、磁気媒体格納） 一式 

⑸ ポンプ施設調書出力製本                   正副 2 部 

⑹ メタデータ（WORD 形式、磁気媒体格納） 一式 

⑺ 品質結果報告書 一式 

⑻ 下水道施設空間データ出力図 

（縮尺 1/500 カラーA2 版 デルミナ紙、コート紙）一式 

⑼ 川越市下水道 GIS 全図（PDF 形式） 一式 

⑽ 業務報告書                           2 部 

    ※shape 形式は、発注者が簡易型地図情報システムで採用したデータ形式であ

る。 

    ※電子データは 2 部提出すること。 

 

7．8 下水道施設空間データ出力図製本 

下水道施設空間データ出力図製本は、作成した下水道施設空間データ縮尺 1/500 を

デルミナ紙とコート紙に、カラー印刷で 70％に縮小出力して A2版片開きで製本する。

分冊方法、表紙の色、表題等については協議のうえ、決定するものとする。 

なお、データ更新の場合は、必要な図面を差し替えるものとする。 

 

7．9 成果物の提出  
  成果物の納期は、委託期間に準ずる。また、部分的に完成したものにおいては、委

託期間終了前であっても提出を求める場合がある。 


