
①新規マッピング
公共工事 763.1 ｍ
特環工事 1332.3 ｍ
帰属工事 ｍ
マス取付管（54箇所×3ｍ） ｍ

2095.4 ｍ

②管路カメラ調査映像等入力
845 ｍ

③公共マス等マッピング　 - 箇所

　公共マスマッピング

公共マス - 箇所
特環マス - 箇所
帰属 - 箇所

計 - 箇所

　マンホールポンプ場
公共工事 - 箇所
特環工事 - 箇所
帰属工事 - 箇所

計 - 箇所 ※公共マスマッピングに含める

④数値地番図作成作業 - ｋ㎡ （国有林を除く）

⑤計画一般図作成 1 式

⑥区画割平面図作成 1 式

⑦区域図作成 1 式

⑧システム更新（令和対応） 1 式

⑧パソコン導入 1 台

令和元年度　市単事業　下水道管路台帳作成業務委託　数量表

計

和田中央幹線
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第一章 総 則 

（適用範囲） 

第１条  この仕様書は、下水道法第 23 条に基づき小諸市（以下、「甲」という。）の発注

する公共下水道台帳システム構築業務（以下、「本業務」という。）に適用する。 

 

（業務の目的） 

第２条  本業務は、甲が管理する公共下水道について、コンピューターにより各種情報

を管理できる下水道台帳システム（以下、「システム」という。）を構築し、そ

のシステムの導入をもって下水道維持管理のコスト低減化、事務の効率化、高

度化、住民サービスの質的向上、災害時等の迅速な対応等を図ることを目的と

する。（以下、本業務受託者を「乙」という。） 

 

（一般仕様書の摘要） 

第３条  業務は、契約書記載事項以外については、本仕様書に従い施行しなければなら

ない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行し、

これを優先する。 

 

（準拠する法令等） 

第４条  本業務の実施に当たっては本仕様書によるほか、下記の法令等に準拠して業務

を実施する。 

１）下水道法（昭和３３年 法律７９号） 

２）下水道台帳の調整について（昭和５３年 建設省 都下企発７３号） 

３）下水道維持管理指針（（社）日本下水道協会） 

４）下水の処理開始の公示事項に関する省令（厚生省 省令第１号） 

５）下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の手引き改訂（（社）日本下 

  水道協会） 

６）測量法（法律第 １８８号） 

７）小諸市財務規則 

８）その他関係法令および規定 

     

（疑義） 

第５条  本仕様書に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、乙

は甲の指示に従い業務を実施する。 

 

（作業実施計画） 

第６条  乙は、本業務の着手に先立ち、各工程における作業方法、主要機材、日程等に



ついて適切な作業実施計画を立案し、あらかじめ甲の承認を受けなければなら

ない。 

１）着手届 

２）管理技術者届 

３）照査技術者届 

４）工程表 

     ５）完成届 

     ６）納品書 

    なお、承認された事項を変更しょうとするときは、そのつど承認をうけなければ

ならない。 

 

（技術者の配置） 

第７条 

（委託金額 500 万円未満のとき） 

 主任技術者は技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又

はこれと同等の能力と経験を有する技術者（下水道法施行規則第 17 条）、RCCM

（下水道）の資格保有者又は下水道法施行令第 15 条第 1 号から第 7 号に規定され

た資格（排水施設に係る監督管理とみなす。）を有する者のいずれかでなければな

らない。 

 

（委託金額 500 万円以上のとき） 

 主任技術者は技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））、RCCM

（下水道）の資格保有者又は下水道法施行令第 15 条第 7 号に規定された資格（排

水施設に係る監督管理とみなす。）を有する者のいずれかでなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第８条  乙は、本業務の実施に際して知り得た秘密に属する事項について、第３者に漏

らしてはならない。 

 

（転用の禁止） 

第９条  乙は、甲の承諾なく本業務に関する各種情報を第３者に公表、貸与等の無断で

使用してはならない。 

 

（業務計画書） 

第１０条 乙は、本業務の作業開始に先立ち、作業実施計画書を作成し、甲に提出承認を

得なければならない。 



 

（工程管理） 

第１１条 乙は、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。 

 

（貸与資料） 

第１２条 本業務において貸与する資料は下記の通りとする。なお、乙は貸与された図書

および各種関係資料の取り扱いおよび保管についても同様に、破損や紛失のな

いよう慎重丁寧に扱わなければならない。万一破損した場合は、乙の責任にお

いて修復するものとする。 

１ 小諸市公共下水（汚水）計画一般図 

２ 小諸市公共下水道台帳調書 

３ 小諸市特環下水道台帳調書 

４ 下水道工事竣工図書 

５ 下水道設計図書 

６ 小諸市道路台帳図  

７ 小諸市都市計画基本図 

８ マンホール点検資料 

９ その他必要とする資料 

 

（検査および完了） 

第１３条 本業務の完了は、設計図書等に示す成果品を業務完了報告書と共に甲に提出し、

甲の実施する成果品検査を受けるものとする。なお、検査において甲より修正

指示のあった場合は、乙は速やかに修正作業を実施し再検査合格をもって本業

務の完了とする。 

 

（補足・訂正） 

第１４条 本業務完了後、乙の過失または疎漏に起因する成果品の不良箇所が発見された

場合は、補足･訂正その他必要な作業は、乙の費用負担において実施する。 

 

（損害賠償） 

第１５条 乙は、本業務実施中に生じた諸事故に対して、発生原因、経過、被害等の状況

を甲へ速やかに報告するものとし、乙の責任において一切の処理をするものと

する。 

 

（土地への立ち入り・紛争回避） 



第１６条 乙は、本業務の調査の為に私有地、国有地、公有地に立ち入る場合、あらかじ

め占有者に通知し、紛争の起こらないように留意しなければならない。 

 

（関係官公庁等との協議） 

第１７条 乙は、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

をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 

 

（成果品の帰属） 

第１８条 ソフトウェアを除くデータベース等の成果物の取り扱いについては、公共土木設計業

務等標準委託契約約款第６条に従うこととする。 

 

（履行期間） 

第１９条 本業務の履行期間は、契約締結日より令和 2 年 2 月 28 日までとし、

本運用へ円滑に移行できるようシステム構築する。 

 

（参考分献等の明記） 

第２０条 業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するもの

とする。 

 

（成果品） 

第２１条 本業務の成果品は以下のものとする。 

     １）システムバックアップ CD     1 式 

     ２）下水道台帳調書         １部 

     ３）下水道台帳図 (縮小版)      ２部 

 

（納入先） 

第２２条 本業務成果品の納入先は下記の通り。 

納入先：小諸市 建設水道部 下水道課 

 

 



第二章 業務概要 

 

（対象区域） 

第２３条 本業務の対処区域および業務規模は下記の通り。 

１）実施区域 

別紙の通り。 

２）業務概要 

ア）資料収集・整備（新規路線マッピング）          2.095 ㎞ 

イ）下水道施設調査・展開（新規路線マッピング）       2.095 ㎞ 

ウ）下水道施設編集・入出力ベクトル化（新規路線マッピング） 2.095 ㎞ 

エ）下水道施設データ入出力（新規路線マッピング）      2.095 ㎞ 

オ）管路調査属性データ入力（カメラ調査映像等入力）     0.845 ㎞ 

カ）人孔調査属性データ入力（カメラ調査映像等入力）     0.845 ㎞ 

キ）調査資料ファイリング（カメラ調査映像等入力）      0.845 ㎞ 

ク）動画データ作成・ファイリング（カメラ調査映像等入力）  0.845 ㎞ 

ケ）下水道施設編集・入出力（カメラ調査映像等入力）     0.845 ㎞ 

コ）資料収集・調整（公共マス マッピング）         ― 箇所 

サ）現地調査（公共マス マッピング）            ― 箇所 

シ）下水道管理システム入力（公共マス）（公共マス マッピング）- 箇所 

ス）下水道管理システム入力（管渠）（公共マス マッピング）   ― 箇所 

セ）地番図インポート（排水設備属性入力）   ― 箇所 

ソ）計画一般図作成                     一式 

タ）区画割平面図作成                    一式 

チ）区域図作成                       一式 

ツ）システム更新（令和対応）                一式 

テ）パソコン導入                      1 台 

ト）下水道台帳図および調書作成・出力・製本（共通）       市内全域 

 

 

（資料収集） 

第２４条 下水道台帳図未整備路線の施設調査およびシステム構築に先立ち、下水道計画

図書、設計図書、竣工図書、既成下水道台帳、地番ベクトルデータ、管路ＴＶ

調査資料等の資料収集を行う。管路調査資料は、動画（DVD、VTR）、文書ファイル

等が含まれる。なお、これらの資料は甲より貸与するものとし、既成の地形ベク

トルデータの貸与時のフォーマットについては、甲・乙協議の上決定する。 

 



（竣工図等調査および調整） 

第２５条 下水道台帳図未整備路線について資料集収した竣工図書等資料より、施設調査

および資料整理を実施し、排水系統やデータ不備等が確認できる資料作成後、

監督員に報告し、取り扱いについて協議決定するものとする。また、竣工図書

上で確認できない事項については、現地調査により確認し、必要に応じて補測

（地形含む）を実施しデータ確定をするものとする。 

（基本データの設定） 

第２６条 本システムおよび構築に先立ち、対象区域の施設状況、維持管理形態に基づき、

施設のマスター種別、凡例、台帳様式などの基本データを設定する。基本デー

タの設定にあたっては、甲・乙協議を十分に行い決定するものとする。 

 

（基図） 

第２７条 本システム平面図に利用する背景図（基図：地形空間データ）として、第 11 条

に示す資料を基に作成する。 

なお、既成ベクトルデータの貸与にあたり、データのフォーマットについては

甲･乙協議により決定する。 

その他、地形の経年変化箇所等について、再測した地形データや設計時のデー

タ等利用可能な地形データがある場合は、その使用について監督員と別途協議

すること。 

 

（索引図の作成） 

第２８条 本システムの索引図として、下水道計画一般図ラスター図面上に、図面番号、

図郭、下水道計画区域を容易に確認できるような索引図を作成する。索引図は、

下水道の全体計画に基づいて範囲設定をし、公共座標値に基づいて規則性のあ

る図郭割を行う。 

 

（施設情報） 

第２９条 資料収集および調査資料に基づき、施設情報を登録・入力する。施設情報の登

録・入力方法は下記による。 

（下水道台帳図未整備路線） 

下水道設のベクター化、管渠延長、地盤高、建設年度等属性の入力を行い、管渠

台帳データベースを構築する。 

（管路調査データ） 

管渠、マンホール、マンホールふた、取付管、マスなど、調査対象ごとにデータを区

分し、長寿命化計画策定に利用できる状態で登録（ファイリング）を行う。また、登録

路線を表示できるようにするものとする。 



 

（調書作成） 

第３０条 調書の作成は下水道台帳を基図として、下水道法（２３条）および下水道台帳

の調整について（建都下企発７３条）に基づき以下の事項について属性データ

と共に作成する。ただし監督員との協議により省略もできるものとする。 

１）総括調書 

２）管渠延長調書 

３）マンホールおよびマス調書 

 

（システムの機能） 

第３１条 システム操作は画面のメニュー、アイコン等をマウスおよびキーボード直接入

力による操作を基本とする。また、下水道施設管理のためのシステムとして効

率的、有効的な機能が可能なものとする。 

     内容は、特記仕様書の通りとする。 

 

（属性データベース構築） 

第３２条 属性データの構築方式は、システム上で作成した各種施設の図形データをベー

スに、管渠情報、人孔、マス情報等の各属性をデータベースに登録できるよう

作成する。 

 

（属性調書の様式） 

第３３条 下水道台帳図未整備路線の属性データ調書は、乙より甲に承認申請を行い許可

された様式にて出力、製本するものとする。 

 

（属性データ入力項目） 

第３４条 下水道台帳図未整備路線のデータの入力項目は、「下水の処理開始の公示事項等

に関する省令第３条」の規定に基づき、入力することを基本とし、必要項目を協議

の上決定する。 

 

（属性データの修正機能） 

第３５条 下水道台帳図未整備路線のデータ調整作業時に不明な情報および作業後に発生

する情報変更を考慮し、容易に修正できるデータベースにて構築するものとす

る。 

 

（リレーション作業） 

第３６条 下水道台帳図未整備路線について構築された管渠等施設の図形データと各種管



渠等施設の属性データについて、リレーション（関連付処理）作業を行い、図

形および属性データの双方から、検索・表示等の処理が出来るものとする。 

 

（データの整合性） 

第３７条 下水道台帳図未整備路線について構築したデータベースは、図形データと属性

データ間のリレーションを行い、未結合データがないものとする。但し、デー

タ不明等によるやむを得ない理由により、未結合データが発生する場合につい

ては、乙はその理由を甲に報告し承認を受けるものとする。 

 

（データの整合性） 

第３８条 本業務において構築されるデータベースについては、各データおよび様式にお

いて、整合性が確保されたものとする。 

 

（システム承認） 

第３９条 乙は甲に承認を得てから、作業を進めるものとし、システムおよびデータベー

ス完成時に甲の検査を受け合格したものを納品するものとする。 

 

（運用テストおよびデータ検査） 

第４０条 前項の検査に使用するデータは、甲の提供する図書類等を用いて乙が構築した

各種の機能を満足しているか検証・検査するものである。 

 

（責任範囲） 

第４１条 検査において合格しない作業項目やデータ等については、その責が甲の提供す

る図書類および甲の承認事項等に限定される場合を除き、乙のシステム、デー

タベースの補修正を実施するものとする。 

 

（システム運用教育） 

第４２条 システム導入後、乙は甲の選任する職員に対して運用研修を実施するとともに、

指導および代理操作等のアフター面でも、体制を充実させること。 
 

（下水道台帳の内容） 

第４３条 下水道台帳には「下水の処理開始の公示事項に関する省令第３条」の規定に基

づき、次のように記載しなければならない。 

    １）調書 

     調書は、少なくとも次に掲げる事項を記載する。 

     （１）排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名 



     （２）処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名 

     （３）供用開始の年月日及び終末処理場における下水の処理開始の年月日 

     （４）管渠（以下、開渠を含む。なお、取付管渠を除く）の延長およびマンホ

ール、汚水桝の数 

     （５）処理施設の位置、敷地の面積、構造および能力 

     （６）ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造および能力 

     （７）公共下水道の管理者の許可または協議に基づいて設けられた施設または

工作物その他の物件に関する、次に掲げる事項（下水道法第２４条およ

び第４１条参照） 

        ① 名称、位置および構造 

        ② 設置者の氏名および住所 

        ③ 設置の期間 

 

    ２）図面 

     図面は、一般図および施設平面図とし、少なくとも次に掲げる事項を記載する。 

     （１）一般図 

①  市区町村名およびその境界線 

②  予定処理区域の境界線並びにその処理区、処理分区の境界線および名

称 

③  処理区域の境界線 

④  主要な管渠の名称 

⑤  処理施設およびポンプ施設の位置および名称 

⑥  方位、縮尺、凡例および調整年月日 

     （２）施設平面図 

①  前記 1)の①～③および⑥に掲げた事項 

②  管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離および管渠底高（以下 

「管底高」という。）並びに下水の流れの方向 

③  取付管の位置、形状、内のり寸法および延長 

④  マンホールの位置、種類および内のり寸法   

⑤  公共マスの位置および種類 

⑥  処理施設およびポンプ施設の名称並びに敷地の境界線 

⑦  処理施設およびポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、

水位および名称 

⑧  公共下水道の管理者の許可または協議に基づいて設けられた施設また

は工作物その他の物件の位置および名称 

⑨  付近の道路、河川、鉄道、農業用排水路の位置 



 

(下水道台帳の調整) 

第４４条 台帳は、次のように調整しなければならない。 

    １）調書 

     調書は、少なくとも次に掲げるものを調整する。 

     （１）総括調書 

     （２）管渠延長、マンホールおよび公共マス調書 

        ①  管渠延長調書 

        ②  マンホールおよび公共マス調書 

     （３）ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造および能力調書 

     （４）処理施設の位置、敷地の面積、調書 

        ①  処理施設の位置および敷地面積調書 

        ②  処理施設の構造および能力調書 

（５）下水道管理者の許可または協議に基づいて設けられた施設または工作物その

他の物件に関する調書 

 

    ２）図面 

     図面は、次に掲げる要領によって調整する。 

     （１）一般図の調整要領 

        ①  地形図 

          一般図の縮尺は 5 万分の１以上とする。 

②  境界線の記入方法 

          行政区界、予定処理区域界、処理区界およびその他の境界線はそれぞ 

れを識別し、その識別した凡例に基づき明確に記入する。 

        ③  下水道施設の記入方法 

  主要な管渠は、二重線とし、ポンプ施設は    、処理施設は    の各記

号で記入する。 

        ④  その他 

          前記②、③の名称を記入する。 

     （２）索引図の調整要領 

        ①  地形図 

          索引図の縮尺は 2 千 5 百分の 1 以上とする。 

        ②  境界線の記入方法 

     前記（１）の②と同様とする。 

        ③  下水道施設の記入方法 

          ・ 管渠およびマンホールは、次の（３）、③のア．イ．および④のア．と同様

 
Ｐ
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とする。 

        ④  記載事項 

  下水道台帳の内容、２）、（１）の①～③、⑤、⑥のほか、少なくとも次に掲

げる事項を記載する。 

          ア． 管渠の位置、形状、内のり寸法および下水の流れの方向 

          イ． マンホールの位置および種類 

     （３）施設平面図（完工図）の調整要領 

        ①  地形図 

ア． 縮尺は 5 百分の 1 を標準とする。 

          イ． 道路および下水道工作物を主体とした、高精度の平面図とする。 

          ウ． 下水道工作物は、管渠、マンホール、公共マス、取付管、伏越し、ポ

ンプ施設、処理施設等をそれぞれ識別し、その識別した凡例に基づ

き明確に記入する。 

        ②  標高 

ア． 竣工書類に記載された標高を使用する。 

イ． 不明箇所については現地にて水準測量を行う。 

        ③  管渠 

ア． 幹線は二重線、枝線は細めの線の実線で記入する。 

イ． 管渠の形状別表示については、形状および寸法により各記号で分類

する。 

ウ． 管渠の大きさは、円形管の場合は内径を、その他の特殊渠の場合は

幅および高さの最大のところを表わす。 

エ． 延長は、マンホール中心間距離をもって表わす。 

オ．管底高は、マンホール中心部における管渠の底高をもって表わす。 

カ． 管渠の形状、勾配および延長を表わす文字は、マンホールとマンホ

ールとの間に記入する。 

キ．管底高を表わす文字は、その所属管渠と並行して管渠底高の変化箇

所に記入する。なお、変化箇所に記入できないときは、適当に位置を

変更して、引出し線をもって所属管渠を明記する。 

ク． 管渠の流向を示す矢印は、その所属管渠線に接近した位置に並行

して記入する。 

        ④  マンホール 

          ア． マンホールは、その形状および寸法により、適宜区別し、記入する。 

  イ． マンホール位置の地盤高は、標高で表わし、マンホール中心の高さ

をもって表わす。 

          ウ． マンホール箇所の地盤高を表わす文字は、マンホールの中心に向



かう矢印線を引き他の数値との区別が明確となるように記入する。 

        ⑤  公共マス 

          それぞれ形状別に記号を定めて記入する。 

        ⑥  取付管 

          取付管は大きさ別に識別し、その識別した凡例に基づき明確に記入す

る。 

            ⑦ 伏越し 

          ア． 伏越は、凡例を定めて記入する。 

   イ． 伏越し管渠の形状、延長、勾配および条数を表す文字は、伏越しマ

ンホールの間に記入する。 

        ⑧ ポンプ施設および処理施設 

          ポンプ施設および処理施設は、適宜、形状に合わせて表し、その名称を

記入する。 

            ⑨ 区界およびその他 

          ア． 処理区名等 

処理区名および各分区名は、各区界線（前記（１）の②による。）の両

側に明確に記入する。 

 イ． 国公有地、民地境界および行政区界 

               ウ． 国公有地、民地境界は、細めの実線で記入する。 

               エ． 行政区界（市字界等）は、２）、（１）、②に準拠し、行政区名を明確に

記入する。 

               オ． 河川および橋梁 

                     河川および橋梁は、明確に記入し、その名称を適当に配置して記

入する。 

カ． その他 

必要に応じて、工事索引番号、補完図書番号等を記入する。 

                    管路不明箇所においては現地にて調査を行い記入すること。 

 



下水道台帳管理システムの仕様 

 

１） 基礎調査 

(1)基本計画 

① 基本データの設定 

システムの構築に先立ち、施設のレイヤ分け、属性項目、調書・台帳様式、各種凡例等

の基本データを設定する。原則として「下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の

手引き 改訂」（（社）日本下水道協会）に準ずるものとするが、対象区域の施設状況、維

持管理形態に応じ、別途協議を十分に行い決定することとする。 

 

②付加機能の検討 

下水道維持管理業務を中心として現状の業務分析を行い、何を効率化するのか明確化

し、下水道台帳管理システムに付加する機能等を検討する。 

 

(2)資料収集・整理 

特記仕様書に示す調査対象区域における下水道工事竣工図およびその他実施設計図等の

資料の収集・整理を行い、排水系統、入力区域等について別途協議を行うこととする。不明箇

所について補足測量が必要と判断される場合、別途協議の上で行うものとする。 

 

２） 下水道台帳データベースの作成 

(1)地形空間データベースの作成 

① 地形図に記載されている情報をデジタル化して地形空間データを作成する。地形空間デ

ータの作成要領は次の通りとする。 

② 基図とする地形図は道路を主体とした高精度の平面図とする。基図の縮尺は 1/500 とす

る。 

③ 建物位置について最新の住宅地図を基準とする。 

 

(2)施設空間データベースの作成 

下水道工事竣工図、補足調査結果等を元に、下水道施設の位置情報データベースを構築

する。図面の図式、記載内容等については特記仕様書の下水道台帳の内容、２）、並びに下

水道台帳の調整、２）、の通りとする。 

レイヤ構成については操作性を考慮し、扱いやすい範囲内で同種情報毎に分別して構

築する。 

(3)施設属性データベースの作成 

下水道工事竣工図、補足調査結果等を元に、下水道施設の属性情報データベースを構築

する。図面の図式、記載内容等については特記仕様書の下水道台帳の内容、１）、２）、並び



に下水道台帳の調整、１）、２）、の通りとする。 

 

(4)補完図書データベースの作成 

補完図書の内容、に準じて補完図書データベースの作成を行う。補完図書の内容は必要に

応じて電子化し、下水道台帳管理システムより参照可能にする。 

 

(5)データベースの結合 

地形空間データベース、施設空間データベース、施設属性データベース、補完図書データ

ベースを結合し、下水道台帳データベースを構築する。 

 

３）  システムの最適化 

(1)製飾 

図郭をまたぐ注記、重複する注記など、空間データの視覚的な修正を行うこととする。 

 

(2)調書・図面書式調整 

甲の書式に応じた調書・図面の出力を可能とするためのシステム調整を行うこととする。 

 

(3)索引図の作成 

地図上に視覚的に対象施設の図面あるいは図面番号を指定できるように索引図を作成する。

索引図は下水道の全体計画に基づいて範囲設定し、座標値に準拠した規則性のある図郭割

りを行うこととする。 

 

４） 品質検査 

定量的評価が可能な完全性、論理一貫性、位置正確度、時間正確度、主題正確度について

品質検査を行うこととする。 

 

５） 下水道台帳管理システムの構築 

導入後の支援 

①運用研修について 

ソフトウェア導入時に、担当職員に対して運用研修を実施することとする。 

②データのバックアップ 

バックアップＣＤを納品するほか、乙においてもデータを保管するものとし、緊急時の復旧を

速やかに行えることとする。ただし、乙は以下の点について留意することとする。 

ア． バックアップデータは甲から求められた場合を除きこれを利用しない。 

イ． バックアップデータの管理には不法アクセス等に対するセキュリティを確保する。 

 



６） 属性データ入力項目 

データの入力項目は、以下の項目で登録することを基本とする。 

   管渠  

     ・幹線        ・枝線        ・圧送        ・副管 

   マンホール 

     ・０号マンホール  ・１号マンホール  ・２号マンホール  

     ・３号マンホール  ・４号マンホール  ・A1 号マンホール  ・小口径マンホール 

   公共マス 

     ・公共マス（内径 15cm）塩ビマス    ・公共マス（内径 75cm）コンクリートマス 

     ・公共マス（内径 20cm）塩ビマス    ・０号マンホール 

     ・公共マス（内径 30cm）塩ビマス    ・１号マンホール 

     ・汚水マス（内径 50cm）コンクリートマス 

   取付管 

     ・取付管 

   ポンプ施設 

     ・ポンプ場     ・マンホールポンプ 

   処理施設 

     ・処理施設 

    

データの入力項目は以下の階層ごとに登録することを基本とする。 

管渠情報 

     ・路線番号     ・上流マンホール番号    ・下流マンホール番号 

     ・上流図面番号  ・下流図面番号 ・管区分            ・管種 

     ・管径        ・区間延長    ・勾配              ・上流管底高 

     ・上流土被り    ・下流管底高   ・下流土被り         ・管渠延長   

  ・副管      ・副管管径      ・施工業者     ・処理区      ・工区        

・施工年度    ・台帳番号     ・交付金区分        ・併用開始年月日 

     ・整備面積    ・備考   

  

マンホール情報 

     ・マンホール番号 ・路線番号    ・図面番号          ・種別 

     ・構造        ・ふた種別    ・地盤高            ・深さ           

  ・工区        ・設置年度    ・台帳番号          ・補助単独区分  

・併用開始年月日 ・備考 

 



マンホールポンプ情報 

     ・ポンプ場名    ・マンホール番号 ・地盤高          ・種別 

     ・路線番号     ・管渠延長     ・放流先路線番号    ・図面番号 

     ・ポンプ型式    ・ポンプ台数    ・集水面積        ・管径 

     ・出力        ・吐出量      ・重量            ・定格電流 

     ・電話番号     ・メーカー     ・排除方式         ・水位計 

     ・処理区      ・工区        ・設置年度 

     ・台帳番号    ・補助単独区分  ・運転開始年月日    

     ・揚水能力    ・有効容量     ・ＨＷＬ    ・ＬＷＬ     

 

公共マス取付管情報 

・マス取付管番号    ・マス種別      ･マス形状        ・マス深さ         

・取付管材質      ・取付管管径    ・取付管延長      ・上流ﾏﾝﾎｰﾙ延長 

・路線番号       ・設置年度      ・供用開始年月日   ・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記事項 

 

１） 納入するパソコンのスペックについては以下の仕様と同等か同等以上とする。 

 

品     名 規     格 

HP WorkstaitonZ2  

I/O データ 27 型液晶ディスプレイ LCD-MF273EDB 

無線 LAN アダプタ WI-U3-866DS 

I/O データ 外付け HDD 2TB HDJA-RT2RW 

 

ミニタワー型筐体（Z2 Tower G4） 

Windows10 Pro for Workstations（64bit）（日本語版）（Intel Xeon4 コア以下搭載システム用）日本

語版 

インテル（R）C246 チップセット 

インテル（R）Xeon(R)プロセッサーE-2124G（3.4GHｚ,4 コア,8MB,2666MHｚ） 

16GB DDR4 SDRAM（2666MHｚ,ECC,Unbuffered,16GB×1） 

HP Z Turbo ドライブにインストール 

256GB HP Z Turbo ドライブ G2（内蔵 M.2 スロット設僕 TLC SSD） 

2TB ハードディスクドライブ×1 構成 

NVIDIA Quadro P400 2GB 

Mini DisplayPort ‐ DisplayPort 変換アダプタ（1 個） 

DisplayPort ‐ DVI-D 変換アダプタ（1 個） 

フレックス I/O ポートなし 

DVD ライター（スリムライン） 

Conexant CX20632 Audio Codec（オンボード） 

内蔵モノラルスピーカ 

Intel（R）I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス（オンボード、リア 1 ポート） 

USB スリムスタンダードキーボード（日本語版 109A キーボード） 

USB プレミアムレーザースクロールマウス 

Microsoft Office Home and Business 2019（日本語版） 

HP リモートグラフィックスソフトウェア（無償バンドル） 

スマートカバーロック 

500W 90％電源変換効率 電源装置 

5 年オンサイト休日修理付 翌日対応 

 

外付け HDD 特徴（WD Red 搭載 高耐久 HDD 3 年保証） 


