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弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務 仕様書 

 

 

第１章 総 則 

 
1.1 業務名称 

  弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務 

1.2  業務目的 

  下水道事業における施設の老朽化・耐震化対策などの改築費用の増加と、人口減少に伴う収入

減少が見込まれる厳しい財政状況の中、管理する下水道施設の改築費や修繕費等の財源を確保し、

中長期的な財政収支の見通しを立てることで、健全かつ持続的な下水道事業運営を図るためにア

セットマネジメント手法を導入するものである。 

施設特性を踏まえた計画的な点検・調査計画を策定するとともに、施設情報を一元的に管理運

用するシステムを構築することで、施設全体を対象とした施設管理の効率化を図ることを目的と

する。 

1.3 契約期間 

契約締結の日から令和４年３月２５日まで 

1.4 共通仕様書の適用 

本業務の施行にあたっては、最新の青森県県土整備部制定「設計業務等共通仕様書（以下、「共

通仕様書」という。）」によるほか、本仕様書に基づき実施しなければならない。共通仕様書と本

仕様書が一致しない事項は、本仕様書が優先する。 

なお、業務の実施に先立ち、弘前市における既往の基本構想、全体計画、事業計画等の内容を

十分に把握したうえで、業務に着手しなければならない。 

1.5 費用の負担 

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。 

1.6 法令等の遵守 

受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。 

1.7 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堅持するように努めなければならない。 

1.8 秘密の保持 

受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

1.9 公益確保の義務 

受注者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無い

ように努めなければならない。 

1.10 提出書類 

受注者は、業務の着手及び完了に当って、発注者の契約約款に定めるものの外、下記の書類を

提出しなければならない。 

（イ）業務着手届 （ロ）工程表 （ハ）主任技術者届 （ニ）照査技術者届 

（ホ）業務計画書 （ヘ）業務検査申請書 （ト）納品書 （チ）業務引渡書 

（リ）業務委託料請求書等 
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なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承諾を受けるものとする。 

1.11 主任技術者及び技術者 

(１) 受注者は、主任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。 

(２) 主任技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門（下水道））の資

格を有するものとし、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。なお、主要

な設計協議ならびに現地踏査に出席しなければならない。 

(３) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 

1.12 照査技術者 

受注者は、遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなけれ

ばならない。 

1.13 業務計画書 

(１) 受注者は、契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、提出しなけれ

ばならない。 

(２) 業務計画書に記載する項目及び内容は、共通仕様書を参照するものとする。なお、業務計

画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、そのつど変更業務計画書を提出しな

ければならない。 

(３) 発注者が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しな

ければならない。 

1.14 工程管理 

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。 

1.15 成果品の審査及び納品 

(１) 受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。 

(２) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 

(３) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了

とする。 

(４) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、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。 

1.16 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又は協議を受けたときは、誠意をもってこれ 

あたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 

1.17 証明書の交付 

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。 

1.18 疑義の解釈 

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

発注者、受注者協議の上、これを定める。 

 

 

第２章 計画策定一般 

 

2.1 計画策定基準等 
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計画策定に当たっては、発注者の指定する図書及び本仕様書「第５章参考図書」に基づき、そ

の基準となる事項について発注者と協議の上、定めるものとする。 

2.2 計画策定上の疑義 

計画策定上疑義の生じた場合は、発注者との協議の上、これらの解決にあたらなければならな

い。 

2.3 計画策定の資料 

計画策定の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。 

2.4 参考資料の貸与及び連絡体制 

(１) 発注者は、業務に必要な下水道事業計画図書、設計図書、竣工図書、土質調査書、測量成

果書、下水道台帳、道路台帳、ＴＶカメラ調査書又は目視調査（潜行目視調査・マンホール

目視調査）報告書及び調書等の資料を所定の手続きによって貸与する。 

(２) 受注者は、貸与された資料等の必要がなくなった場合は、ただちに発注者に返却するもの

とする。 

(３) 貸与期間中において、貸与された資料を発注者が必要となった際は、該当箇所のスキャン

データを送付する等、早急な対応が図られるよう連絡体制を確保し対処しなければならない。 

2.5 参考文献等の明記 

業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。 

2.6 関係機関への説明方策の検討 

計画策定にあたり、当市の附属機関である弘前市上下水道事業経営審議会（以下「経営審議会」

という。）等の関係機関にその内容を説明し意見聴取等を行うなど、理解と協力を得るための方策

を検討する。 

2.7 報告書作成 

計画策定に係るとりまとめ及びその概要書を作成するものとし、本業務で収集した施設情報の

整理内容、リスク評価の概要、施設管理目標、長期的な改築事業シナリオ設定の概要、点検・調

査計画の概要、財政計画の概要、アセットマネジメントシステムの概要、その他必要資料等を集

成するものとする。 

また、作成にあたっては、段階的に複数回、経営審議会等で説明することを想定していること

から、関係機関及び専門的知識を有しない者等に対して容易に理解できるような表現を用いる等、

分かりやすい内容となるように検討するとともに、指定された期限までに作成すること。 

 
 

第３章 業務内容 

 

3.1 対象施設 

（１）委託箇所  弘前市下水道事業区域（汚水のみ） 

         ・公共下水道事業 3,610ha 

・特定環境保全公共下水道事業（※） 50ha 

・農業集落排水事業（※） 1,430ha 

・小規模集合排水処理施設整備事業（※） 4ha 

 ※対象作業項目にのみ計上する。 
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（２）委託対象施設 

（イ）管路施設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）雨水滞水池・処理施設 

施設名称 位置 排除方式 設計対象水量 供用開始年月 備考 

弘前市下水処理場 

（雨水滞水池） 
津賀野字浅田 合流式 20,900 ㎥／日 昭和 48 年 6 月 

平成 27 年 4 月 

雨水滞水池と

して供用開始 

特定環境保全 

公共下水道事業 

終末処理場 

市内 2 箇所 分流式 400 ㎥／日 令和 2 年 4 月 

（「長期的な改

築事業シナリオ

設定のとりまと

め」「照査」のみ

計上） 

農業集落排水 

処理施設 
市内 13 箇所 分流式  9,576 ㎥／日 

平成元年10月～ 

平成 20 年 7 月 

小規模集合排水 

処理施設 
沢田字園村 分流式     20 ㎥／日 平成 10 年 5 月 

 

 

（ハ）ポンプ場施設 

施設名称 位置 排除方式 設計対象水量 供用開始年月 備考 

桜ケ丘中継ポンプ場 桜ケ丘五丁目 分流式 1.6 ㎥／分 昭和 62 年 4 月 公共下水道 

城西中継ポンプ場 城西五丁目 分流式 1.4 ㎥／分 昭和 58 年 4 月 〃 

堀越中継ポンプ場 堀越字川合 分流式 2.2 ㎥／分 平成 12 年 4 月 〃 

城東中継ポンプ場 末広一丁目 分流式 5.6 ㎥／分 平成 7 年 4 月 〃 

 

管路施設 対象の有無等 

対象区域面積 

（「長期的な改築事業のシナリオ設定の 

とりまとめ」「照査」の対象区域面積） 

3,610 ha 

（5,094 ha） 

管きょ 有 

マンホール 無 

マンホール蓋 無 

取付管 無 

ます 無 
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3.2 業務の内容 

（１）打合せ協議 

業務の実施に当たって、受注者は発注者と密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を

正すとともに、その連絡事項をつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。 
また、業務着手時、成果品納品時及び作業の主要な区切りにおける中間打合せ６回を標準とし

て打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。 
なお、中間打合せには、経営審議会における説明等の運営支援を含むものとする。 

 

（２）管路施設ストックマネジメント 

 管路施設ストックマネジメントは、長期的視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進捗状況を

考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、管路施設における点検・調査、修繕・

改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的として策定する。 

策定にあたっては、後述するアセットマネジメントシステムの機能を活用しながら、各種項目

について検討するものとし、施設情報の蓄積による精度向上が図れるものとする。 

①関連情報の収集・整理 

a) 施設情報収集・整理 

対象範囲における施設の老朽度、劣化度等を整理分析することを目的として、施設平面図、

工事完成図書(対象施設の施設情報)、維持管理情報(目視調査結果および TV カメラ調査結果)

等の資料収集・整理を行う。 

また、維持管理状況の把握を目的として、巡視点検記録、清掃記録、及び苦情情報(道路

陥没情報、異臭およびマンホール蓋浮上・飛散情報)等の資料収集・整理を行い、併せて、下

記に列挙する上位計画や地震対策等関連計画の資料収集・整理を行う。 

〇上位計画に関する情報の収集・整理 

〇関連計画に関する情報の収集・整理 

〇諸元に関する情報の収集・整理 

〇リスクの検討に関する情報の収集・整理 

〇点検・調査に関する情報の収集・整理 

〇修繕・改築に関する情報の収集・整理 

必要な資料については発注者より貸与する。市所管の管路施設 GIS データは、発注者が

Shape ファイル形式にて貸与する。 

 

なお、関連情報の収集・整理の成果として、以下に示す資料について GIS ソフトを用いて

作成する。 

（1）管渠布設年度及び管渠諸元状況図 

施設平面図、工事完成図書等より布設年度、管種、管径、延長、勾配、土被り等の

管渠諸元を調査し、布設年度別状況図、管種別及び管径別状況図を作成する。 

（2）管渠調査箇所図 

既存の管内目視調査結果及び TV カメラ調査結果を整理し、調査年度別管渠調査状況

図を作成する。 

（3）管渠劣化度状況図 

既存の管内目視調査結果及び TV カメラ調査結果を整理し、管渠劣化度別状況図を作
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成する。 

（4）管渠改築・修繕工事箇所図 

既存の管渠改築・修繕工事情報を調査し、工事年度別及び工法別箇所図を作成する。 

（5）耐震上の「重要な幹線等」と「その他の管路」の状況図 

要求される耐震性能を明確にし、定義された「重要な幹線等」と「その他の管路」

を区分し状況図を作成する。 

b) 現地踏査 

既存の施設情報収集で得られた情報に基づき、特に地域特性、土地利用等の現地の状況確

認が必要な箇所や、圧送管気相部の点検用の空気弁等を対象として現地踏査により確認を行

う。 

②リスクの評価 

管路施設における優先順位等を検討するため、「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 年版－（平成 27 年 11 月国土交通省策定、以下「ガイドライン」とい

う。）」等の文献に基づきリスクを特定し、施設の重要度に基づく被害規模(影響度)と発生確率

(不具合の起こりやすさ)を考慮して、定量的にリスクの評価を実施する。 

評価項目は、本市における地域特性や、災害時リスク等を踏まえつつ、現実的に評価が可能

な内容として項目設定を行うこと。なお、項目ごとの点数は、職員へのアンケート調査(5～10

人程度)を行い、統計的な手法を用いて整合の度合いを示し、影響度の評価値が適正であること

を確認した上で設定する。 

a) リスクの特定 

下水道事業者側に起因するリスクと起因しないリスクを抽出し、管路施設の点検・調査あ

るいは修繕・改築で対応するリスクを特定する。リスクの特定はガイドライン等に準じる。 

b) 被害規模（影響度）の検討 

管路施設において損傷や劣化による事故の被害の大きさを影響度とし、その評価方法を設

定した上で被害規模を検討する。具体的な検討手法はガイドライン等に準じる。 

c) 発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討 

管路施設における損傷や劣化による事故の発生確率は、本市における施設情報の蓄積状況

等を踏まえて評価方法を設定した上で、これまでのテレビカメラ調査結果等を踏まえ、国土

技術政策総合研究所の健全率予測式に準じて、独自の健全率予測式を検討・作成し、健全率

予測式との連携を踏まえ検討する。 

d) リスクの評価 

点検・調査及び修繕・改築計画の優先順位付けに必要なリスクの評価方法を検討する。選

定したリスク評価方法を用いて、被害規模の検討と発生確率の検討結果に基づきリスクを評

価する。 

③施設管理の目標設定 

上位計画や関連計画を考慮し、管路施設における点検・調査及び修繕・改築に関する事業の

効果の目標値(アウトカム)、事業量の目標値(アウトプット)を設定する。 

a) 事業効果の目標値設定(アウトカム：事業の実施によって得られる効果を定量化した目標) 

管路施設の管理に関する目標として、長期的な視点に立って目指すべき方向性及びその効

果の目標値を設定する。 
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b) 事業量の目標値設定(アウトプット) 

アウトカムを達成するための具体的な事業量の目標を設定する。 

④長期的な改築事業シナリオ設定 

将来必要となる改築事業量及び事業費について、管種別の劣化状況の想定、口径別の単価、

流下機能や予算への影響等を考慮した上で条件を設定し、ガイドラインを参考に 50 年間程度の

年度別改築延長および改築事業費を予測する。 

改築延長および改築事業費の予測にあたっては、複数（5～10 案）の予算シナリオを設定し、

シナリオごとの年度別健全度割合推移図、年度別リスク度合推移図を作成し、投資額とリスク、

さらに下水道使用料の見直しを行ったケースを検討し、これらを総合的に評価して、最適な平

準化計画を設定する。 

なお、改築事業シナリオの設定では、農業集落排水事業については令和 2 年度に策定する最

適整備構想の長期的な改築シナリオを加味し、特定環境保全公共下水道事業及び小規模集合排

水処理施設整備事業については事後保全を基本とした改築シナリオを検討の上加味することで、

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理施設

整備事業を合算した全体のシナリオを検討する。また、検討にあたっては関連計画との調整を

図る。 

a) 管理方法の選定 

本市の特性に応じて管理方法(予防保全：状態監視保全・時間計画保全、事後保全)を設定

する。 

b) 改築条件の設定 

最適な改築シナリオを選定するために、各施設の管理方法を考慮したうえで、目標耐用年

数による改築時期や改築に必要な費用を設定する。 

c) 最適な改築シナリオの選定 

リスク評価、施設管理の目標設定を踏まえ複数のシナリオを設定する。費用(新規整備、

改築、維持管理、点検・調査、修繕等)、リスク、執行体制、財政収支の見通しを総合的に勘

案し、本市の実情に応じた、事業費の平準化を考慮した最適な改築シナリオを選定する。な

お、財政収支の見通しにあたっては、別途市から提供する人孔、人孔蓋、取付管、公共桝等、

マンホールポンプ設備及び農業集落排水事業の最適整備構想を基にした長期的見通し資料を

加味して検討を行う。また、点検・調査の費用は次項で検討する点検・調査計画を反映させ

る。 

d) 長期的な改築事業シナリオのとりまとめ 

上記の検討結果を 50 年程度の長期的な改築事業シナリオとして、修繕・改築対策施設、

実施時期及び概算費用を取りまとめる。 

⑤点検・調査計画の策定 

点検・調査計画の基本方針では、点検・調査の頻度、優先順位、単位及び項目について一般

環境下と腐食環境下（腐食のおそれの大きい排水施設）に大別して検討し、策定する。なお、

点検計画は、どの施設を、いつ、どのように行うべきか等、具体的な検討を行うことや、点検

の結果、どのような施設を調査するのか等、絞り込みを行う運用手順を検討する。また、調査

計画は、「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）（令和 2年 3月国土交通省策定）」等の文献を参考に調査方法等を検討し、提案を行う。

合わせて調査様式を整理することや、将来行うマンホール、マンホールふた等の施設に関する
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調査に関しても検討を行う。 

また、実施計画では、事業計画期間を勘案し、概ね 5 年程度の調査範囲を設定し、どの施設

を、いつ、どのように、どの程度の費用をかけて、点検・調査を行うかを一般環境下と腐食環

境下（腐食のおそれの大きい排水施設）に大別して検討する。なお、範囲設定においては、投

資可能な費用を条件として範囲設定後、後述するアセットマネジメントシステムに GIS データ

として管理できるように GIS ソフトを用いて年度別の範囲を図化・登録し、PDCA サイクルによ

る精度向上が図れるようにする。 

策定にあたり、管理の重点化を考慮したストックマネジメント手法を踏まえ、分かりやすい

内容とすること。 

a) 環境区分の設定 

腐食劣化の実態や、これまでの点検・調査において把握した腐食環境等を踏まえて、一般

環境下と腐食環境下（腐食のおそれの大きい排水施設）の区分設定を行う。 

b) 点検・調査頻度の検討 

(一般環境下) 

過去の点検・調査結果や施設の重要度に応じた調査頻度を設定するとともに、調査頻度を

踏まえて点検頻度を設定する。 

(腐食環境下) 

腐食環境条件等を踏まえて、点検の実施頻度を設定する。また、点検結果と施設の重要度

に基づき調査の実施頻度を設定する。 

c) 優先順位の検討 

(一般環境下) 

リスク評価結果に基づいて、優先順位を設定する。 

(腐食環境下) 

点検・調査の結果から把握した腐食状況や、修繕・改築の実施により蓄積された情報を踏

まえ、優先順位を設定する。 

d) 点検・調査における単位・項目の検討 

(一般環境下) 

清掃及び調査における必要性判断のための点検項目の検討、劣化診断及び健全度の評価に

必要な調査項目の検討を行う。また、管路施設における異常の程度の評価基準及び緊急度・

健全度の判定基準を検討する。 

(腐食環境下) 

一般環境下の考え方に準じる。 

e) 点検・調査対象施設・実施時期の設定 

(一般環境下) 

優先順位の検討結果及び事業期間を勘案して点検・調査対象施設及び実施時期を設定する。 

 (腐食環境下) 

一般環境下の考え方に準じる。 

f) 点検・調査の方法の検討 

(一般環境下) 

施設の諸元、特性やリスクの評価結果を踏まえて点検・調査方法の検討及び清掃・点検・

調査の合理的組合せを検討する。 
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(腐食環境下) 

一般環境下の考え方に準じる。 

g) 概算費用の算定 

(一般環境下) 

「点検・調査対象施設・実施時期」及び「点検・調査の方法」の検討結果を踏まえ、事業

計画期間を勘案し、概ね 5 年程度の概算費用を算出し、これを基に前項で行う長期的な改

築シナリオの選定に反映させる。 

(腐食環境下) 

一般環境下の考え方に準じる。 

h) 点検・調査計画のとりまとめ 

上記の検討結果を点検・調査計画として取りまとめる。 

⑥データベースの初期データ構築（施設情報の電子データ化変換作業） 

アセットマネジメントを効率的・効果的に実施するためには、点検・調査及び修繕・改築等

の実行によって得られる施設情報を継続的に蓄積する必要がある。このため、市所管の管路 GIS

情報の内容を踏まえて、これらの情報を一元的に管理し、効率的に活用するための方法を検討

し、継続的に蓄積するシステム・方策を検討するとともに、前段で行うリスクの評価結果等に

ついてデータベースの初期データ構築を行う。 

a) データ構造確認・調整 

出力された Shape ファイル(管渠及びマンホール)を対象に、登録されたデータ内容を確認

する。 

b) 管路データインポート 

別途構築したデータとして、管渠、マンホール、取付管、桝等のデータをアセットマネジ

メントシステムにインポートする。入力するデータ形式は、Shape ファイル形式とする。 

インポートを行った後、線種、矢じり表記等の編集を行い、表示色は、識別出来るように

異なる着色とする。 

c) 点検調査様式登録 

点検・調査に係る基準情報を基に情報の整理を行い、検証用システムに登録し、活用でき

ることを確認する。 
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【参考】設計条件項目表 

管路施設 

作業項目 設計条件 対象事業※ 

施設情報の 

収集・整理 

施設情報収集・整理 有 公共 

施設情報の電子データ化 有 公共 

現地踏査 有 公共 

リスクの評価 

リスクの特定 有 公共 

被害規模の検討 有 公共 

発生確率の検討 有 公共 

リスクの評価 有 公共 

施設管理の目標設定 有 公共 

長期的な 

改築事業の 

シナリオ設定 

管理方法の選定 有 公共 

改築条件の設定 有 公共 

最適な改築シナリオの選定 有 公共 

長期的な改築事業のシナリオ設定の

とりまとめ 
有 

公共・特環・

農集・小規模 

点検・調査 

計画の策定 

環境区分の設定 有 公共 

点検・調査頻度の検討 有 公共 

優先順位の検討 有 公共 

点検・調査における単位・項目の 

検討 
有 公共 

点検・調査対象施設・実施時期の 

設定 
有 公共 

点検・調査方法の検討 有 公共 

概算費用の算定 有 公共 

点検・調査計画のとりまとめ 有 公共 

点検・調査の実施 無 - 

修繕・改築計画の策定 無 - 

関係機関への説明資料作成 無 - 

照査 有 
公共・特環・

農集・小規模 

報告書作成 有 
公共・特環・

農集・小規模 

設計協議 中間打合せ ４回 
公共・特環・

農集・小規模 

貸与資料 

点検・調査データ 有(貸与形式:紙・電子データ) 

管路施設データ 有(貸与形式:紙・電子データ) 

維持管理データ 有(貸与形式:紙・電子データ) 

※対象事業は下記の表現としている。 

公共：公共下水道事業、特環：特定環境保全公共下水道事業、農集：農業集落排水事業、 

小規模：小規模集合排水処理施設整備事業 

 

 



11 

 

（３）雨水滞水池、ポンプ場等施設ストックマネジメント 

雨水滞水池、ポンプ場等施設ストックマネジメントは、長期的視点で下水道施設全体の今後の

老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、雨水滞水池及びポ

ンプ場等施設における点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適

化することを目的として策定する。 

策定にあたっては、後述するアセットマネジメントシステムの機能を活用しながら、各種項目

について検討するものとし、施設情報の蓄積による精度向上が図れるものとする。 

①関連情報の収集・整理 

a) 施設情報収集・整理 

対象施設における施設の老朽度、劣化度等を整理分析することを目的として、施設平面図、

工事完成図書（施設及び設備情報）、維持管理情報等の資料収集・整理を行う。 

また、維持管理状況の把握を目的として、日常・定期点検基準及び履歴、オーバーホール

等メーカー点検資料等の資料収集・整理を行い、併せて下記に列挙する上位計画や関連計画

等の資料収集・整理を行う。 

整理にあたっては、「下水道施設の改築について」(平成 25 年 5 月 16 日付け国水下事第 7

号 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 下水道事業課長通知。以下「改築通知」とい

う)を参考に、設備を分類・階層化する。 

〇上位計画に関する情報の収集・整理 

〇関連計画に関する情報の収集・整理 

〇諸元に関する情報の収集・整理 

〇リスクの検討に関する情報の収集・整理 

〇点検・調査に関する情報の収集・整理 

〇修繕・改築に関する情報の収集・整理 

必要な資料については発注者より貸与する。 

b) 施設情報の作成 

収集した施設情報を基に、新たに小分類単位を基にした施設情報を作成する。施設情報の

内容は、構造、形状寸法、形式、台数、取得価格、設置年度、改築年度、その他管理する上

で必要と考えられる施設情報とし、データ化を行う。なお、データ形式等は発注者と別途協

議の上決定する。 

c) 現地調査 

既存の施設情報収集で得られた情報に基づき、目視による施設の確認及び維持管理担当者

へのヒヤリングを行う。 

②リスクの評価 

雨水滞水池及びポンプ場施設における優先順位等を検討するため、ガイドライン等の文献に

基づきリスクを特定し、施設の重要度に基づく被害規模(影響度)と発生確率(不具合の起こりや

すさ)を考慮して、定量的にリスクの評価を実施する。 

評価項目は、本市における地域特性や、災害時リスク、各設備の機能面等を踏まえつつ、現

実的に評価が可能な内容として項目設定を行うこと。なお、項目ごとの点数は、職員へのアン

ケート調査(5～10 人程度)を行い、統計的な手法を用いて整合の度合いを示し、影響度の評価値

が適正であることを確認した上で設定する。 
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a) リスクの特定 

下水道事業者側に起因するリスクと起因しないリスクを抽出し、施設の点検・調査あるい

は修繕・改築で対応するリスクを特定する。リスクの特定はガイドライン等に準じる。 

b) 被害規模（影響度）の検討 

雨水滞水池及びポンプ場施設において事故・故障が発生したときの被害の大きさを影響度

とし、その評価方法を設定して被害規模を検討する。(機能面、能力面、コスト面の総合評価

を想定しており、具体的な検討手法はガイドライン等に準じる。) 

c) 発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討 

雨水滞水池及びポンプ場施設における事故・故障の発生確率について、本市における改築

履歴などの施設情報の蓄積状況等を踏まえて評価方法を設定して検討する。(目標耐用年数を

設定し、整理することを想定しており、具体的な検討手法はガイドライン等に準じる。) 

d) リスクの評価 

点検・調査及び修繕・改築計画の優先順位付けに必要なリスクの評価方法を検討する。選

定したリスク評価方法を用いて、被害規模の検討と発生確率の検討結果に基づきリスクを評

価する。 

③施設管理の目標設定 

上位計画や関連計画を考慮し、雨水滞水池・ポンプ場施設における点検・調査及び修繕・改

築に関する事業の効果の目標標(アウトカム)、事業量の目標値(アウトプット)を設定する。 

a) 事業効果の目標値設定（アウトカム：事業実施によって得られる効果を定量化した目標） 

施設管理に関する目標としては、長期的な視点に立って目指すべき方向性及びその効果の

目標値を設定する。 

b) 事業量の目標設定（アウトプット） 

アウトカムを達成するための具体的な事業量の目標(アウトプット)を設定する。 

④長期的な改築事業シナリオ設定 

将来必要となる改築事業量及び事業費について、施設別の劣化状況の想定、各設備の特性等

から流下機能や予算への影響等を考慮した上で条件を設定し、ガイドラインを参考に 50 年間程

度の年度別改築事業費を予測する。 

改築事業費の予測にあたっては、複数（5～10 案）の予算シナリオを設定し、シナリオごと

の年度別健全度割合推移図、年度別リスク度合推移図を作成し、投資額とリスク、さらに下水

道使用料の見直しを行ったケースを検討し、これらを総合的に評価して、最適な平準化計画を

設定する。 

なお、改築事業シナリオの設定では、農業集落排水事業については令和 2 年度に策定する最

適整備構想の長期的な改築シナリオを加味し、特定環境保全公共下水道事業及び小規模集合排

水処理施設整備事業については事後保全を基本とした改築シナリオを検討の上加味することで、

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理施設

整備事業を合算した全体のシナリオを検討する。また、検討にあたっては関連計画との調整を

図る。 

a) 管理方法の選定 

雨水滞水池等の能力・系列数、設備台帳、設備の役割、状況等を勘案し、本市の特性に応

じて管理方法(予防保全：状態監視保全・時間計画保全、事後保全)を設定する。 
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b) 改築条件の設定 

最適な改築シナリオを選定するために、各設備の管理方法を考慮したうえで、目標耐用年

数による改築時期や改築費用を設定する。 

c) 最適な改築シナリオの選定 

リスク評価、施設管理の目標設定を踏まえ複数のシナリオを設定する。費用(新規整備、

改築、維持管理、点検・調査、修繕等)、リスク、執行体制、財政収支の見通しを総合的に勘

案し、本市の実情に応じた、事業費の平準化を考慮した最適な改築シナリオを選定する。な

お、財政収支の見通しにあたっては、別途市から提供する農業集落排水事業の長期的見通し

資料を加味して検討を行う。また、点検・調査の費用は次項で検討する点検・調査計画を反

映させる。 

d) 長期的な改築事業シナリオのとりまとめ 

上記の検討結果を 50 年程度の長期的な改築事業シナリオとして、修繕・改築対策施設、

実施時期及び概算費用を取りまとめる。 

⑤点検・調査計画の策定 

点検・調査計画の基本方針では、重要な設備でかつ劣化の実態や動向を把握することが可能

な状態監視保全に該当する設備を対象に、点検・調査の頻度、優先順位、単位及び項目につい

て検討し策定する。併せて調査様式を整理、検討する。 

また、実施計画では、事業計画期間を勘案し、概ね 5 年程度において、どの施設を、いつ、

どのように、どの程度の費用をかけて点検・調査を行うかを検討する。なお、点検・調査計画

は後述するアセットマネジメントシステムに GIS データとして管理できるように登録し、PDCA

サイクルによる精度向上が図れるようにする。 

策定にあたり、管理の重点化を考慮したストックマネジメント手法を踏まえ、分かりやすい

内容とすること。 

a) (基本方針)頻度・項目の設定 

点検頻度は、過去の点検項目・内容に準じた周期、過去の管理記録やリスク評価等を参考

に設定する。 

健全度を評価するため調査項目を設定する。 

調査頻度は、定期的、リスク評価に基づく優先順位等より設定する。 

b) (基本方針)単位の設定 

点検単位は、設備単位とする。 

調査単位は、修繕・改築等、対策単位を設定する。 

維持管理状況やストックマネジメントへの活用を考慮して、健全度の評価・予測を行う単

位を選定する。 

c) (基本方針)優先順位の設定 

リスク評価に基づいて、優先順位を設定する。 

d) (実施計画)対象施設・実施時期の検討 

対象設備は、雨水滞水池・ポンプ場施設の全設備とする。 

点検時期は、設備の特性や執行体制を踏まえて設定する。 

調査時期は、予防保全による対策が検討できる時期とし、リスク評価に応じて、調査時期、

頻度を決定して、効率的・効果的に実施する。 

e) (実施計画)点検・調査の方法の検討 
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点検・調査方法は、点検・調査体制や各設備の調査単位及び構造等を考慮して選定する。 

f) (実施計画)概算費用の算定 

「対象施設・実施時期」及び「点検・調査の方法」の検討結果を踏まえ、事業計画期間を

勘案し、概ね 5 年程度の概算費用を算出し、これを基に前項で行う長期的な改築シナリオの

選定に反映させる。 

g) 点検・調査計画のとりまとめ 

上記の検討結果を点検・調査計画として取りまとめる。 

⑥データベースの初期データ構築（施設情報のデータベース構築） 

アセットマネジメントを効率的・効果的に実施するためには、点検・調査及び修繕・改築等

の実行によって得られる施設情報を継続的に蓄積する必要があり、これらの情報を一元的に管

理し、効率的に活用するための方法を検討し、継続的に蓄積するシステム・方策を検討すると

ともに、前段で行うリスクの評価結果等についてデータベースの初期データ構築を行う。 

a) 初期データ構築 

運用開始時点で維持管理情報の登録が実施できるよう、データ構築を行う。 

（1）データ構造確認・調整 

本計画で整理された設備情報等のデータを収集する。収集したデータの設備分類な

どシステムに登録するために必須となる情報の有無、整合性を確認し、必要に応じて

基本情報(工種、設備分類、施設名、耐用年数、設置場所など)の整理を実施する。 

（2）登録用システム設定 

整理された設備情報がシステムに登録できるかを事前に検証することを目的とし、

データ登録専用のシステム環境を構築する。登録用のシステム環境は、受注者側で準

備すること。 

（3）施設データインポート 

施設データ(機器リスト、マスタデータ、維持管理履歴等)をアセットマネジメント

システムにインポートする。入力するデータ形式は、CSV 形式とする。 

b) 点検調査様式登録 

点検・調査に係る基準情報を基に情報の整理を行い、検証用システムに登録し、活用でき

ることを確認する。 
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【参考】設計条件項目表 

雨水滞水池・ポンプ場施設 

作業項目 設計条件 対象事業※ 

施設情報の収集・整理 有 公共 

リスクの評価 有 公共 

施設管理の目標設定 有 公共 

長期的な改築事業のシナリオ設定 有 

公共 

※「長期的な改築事業シナ

リオのとりまとめ」は 

公共・特環・農集・小規模 

点検・調査計画の策定 有 公共 

点検・調査の実施 無 - 

修繕・改築計画の策定 無 - 

関係機関への説明資料作成 無 - 

照査 有 公共・特環・農集・小規模 

報告書作成 有 公共・特環・農集・小規模 

設計協議 中間打合せ ２回 
（滞水池１回、ポンプ場１回） 

公共・特環・農集・小規模 

貸与資料 
施設データ 有(貸与形式:紙・電子データ) 

維持管理データ 有(貸与形式:紙・電子データ) 

※対象事業は下記の表現としている。 

公共：公共下水道事業、特環：特定環境保全公共下水道事業、農集：農業集落排水事業、 

小規模：小規模集合排水処理施設整備事業 

 

 

 

（４）財政計画の策定 

上位計画や関連計画を考慮し、前項までの「長期的な改築事業シナリオ設定」の際に整理した

財政収支の見通しについて、別途、財政計画としてとりまとめる。 

とりまとめる上では、前項で検討した 50 年間程度の長期的な期間における、収益的収支・資

本的収支を加味した公営企業会計の仕組みに沿った財政収支を踏まえて整理することとし、複数

のシナリオを検討する際に用いた下水道使用料収入の予測、下水道使用料の料金水準の考え方、

現状の料金体系を標準シナリオとした場合の収支バランス、下水道使用料の見直しを行った場合

の収支バランスとの比較等、各種条件設定及び検討内容についても整理すること。 

また、財政収支の見通しを行った際、本市の下水道事業における今後の業務執行体制等につい

て、課題整理や民間活用等を検討した場合は、その内容についても整理し当項目に記載すること。 
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（５）アセットマネジメントシステム 

本市が管理する下水道施設における維持管理の情報（点検・調査、修繕・改築等）を蓄積し、

一元的に管理・運用するためのシステムを構築する。また、改築事業量や財政収支の見通しなど

の条件設定に基づいたシミュレーションを行うことで、事業費や健全度の予測等ができるものと

し、施設情報の蓄積により予測精度を向上させ、今後の施設管理の計画等に反映することができ

るシステムとする。 

PDCA サイクルによるシステムの精度向上を図り、施設管理の効率化を図ることで、健全かつ持

続的な下水道事業の運営を目指すものとする。 

①構築データ及びソフトウェア等の帰属 

a) 構築データの帰属 

本業務においてシステムに登録した施設情報等の構築データは本市に帰属するものとし、

本市の承諾なく公表・貸与または使用してはならない。また、将来システムの変更が生じた

場合は、新たに構築するシステムにデータの移行が容易にできるものとする。 

b) ソフトウェア等の帰属 

パッケージシステムを用いる場合は、受注者に著作権が帰属する製品とし、本市に無償で

使用権を認めるものとする。 

②システム機能要件 

本業務では、効率的なアセットマネジメントを実現するため、以下の条件を満たし、別紙「ア

セットマネジメントシステム要求機能」に示す機能を備えるシステムを構築するものとする。 

なお、システム機能の具体については、発注者と協議の上定めるものとする。また、別紙に

示す機能以外で必要な機能要件について整理・検討し、必要に応じてシステムに追加するもの

とする。 

〇下水道法第 23条に記載の事項を含むシステムとし、将来的にシステム機能の見直しや変更

が生じた際に機能拡張が可能なもの。 

〇維持管理データ登録機能として、巡視、清掃、苦情、点検・調査、修繕・改築、更新等の

維持管理情報を入力・閲覧でき、これらの情報の蓄積によって事業費予測の精度が向上す

る等、PDCA サイクルによるアセットマネジメントシステムの精度向上を実現するもの。 

〇アセットマネジメントの実施にあたり、リスク値、点検・調査計画、修繕・改築計画、指

標管理等を数値化・見える化することにより、事業の進捗管理を行うことができること。 

〇システムは岩木庁舎（弘前市大字賀田一丁目）と弘前市下水処理場（弘前市大字津賀野）

で利用でき、情報共有が図れること。 

〇岩木庁舎（上下水道部総務課）に設置する１台は、施設の維持管理情報を入力・閲覧でき

る機能に加え、アセットマネジメントにおける財政収支の見通し等に関して編集可能なシ

ステムとし、それ以外は施設の維持管理情報を入力・閲覧できる機能のみを有したシステ

ムとする。 

③システムの構成 

a) システム利用台数 

３台（上下水道部総務課（システム管理者）：１台、下水道施設課、営業課：各１台） 
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b) システム運用方式 

スタンドアローン方式(インストール型)とし、将来システムの変更が生じた場合、新たに

構築するシステム（クラウドコンピューティング方式、クライアントサーバ方式、スタンド

アローン方式）にデータの移行が容易にできるものとする。 

c) システム利用形態 

特定のクライアント端末やサーバを必要とせず、下記に示す仕様の既存ネットワーク系パ

ソコン(本市庁内 LAN に接続)で円滑な動作が可能であること。また、特別なプログラムやプ

ラグインなどのインストール作業をできる限り必要としないこと。 

d) 地図情報 

構築するシステムの背景は、ゼンリン住宅地図を原則とする。受注者は最新版のゼンリン

住宅地区データベース（Zmap-townⅡ）を利用台数分購入（買取契約）し、構築するシステム

に搭載するものとする。 

    【本市の既存ネットワーク系パソコンの仕様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④システム基準書の作成 

システムの構築にあたり、システム機能要件等の内容に基づき、システムを構築するための

項目・手順等についてとりまとめた「アセットマネジメントシステム基準書」を作成すること。 

なお、基準書は発注者と協議の上定めるものとし、その基準書をもって双方において本業務

のシステムに関する進捗を管理するものとする。 

仕様

モデル デスクトップ型

CPU インテル Core i5-9500 (3.0GHz/6コア)

RAM 8ＧB ［4GB(DDR3/PC3-12800)×2］

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

記憶装置 SSD 500GB

USBインターフェース USB2.0準拠×6ポート / USB3.0準拠×4ポート

LANインターフェース 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠(RJ45)×1

グラフィックス NVIDIA GeForce GT1030 (VRAM:2GB)

OS Windows10 Pro（64bit）ビルド1809

ウイルス対策ソフト トレンドマイクロ社製 ウイルスバスター

その他 Microsoft Office Standard 2019

項目

ハードウェア

ソフトウェア
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⑤画面設定及び連動設定 

a) 画面設定 

システムにインポートされた管路データ及び施設データ(機器リスト、マスタデータ、維

持管理履歴等)に対し、システム利用者が関連性を理解しやすい画面構成を検討し、設定する

こと。 

b) 図面データの連動設定 

施設の概要図等から登録された図面（平面図、断面図、機器配置図等）を閲覧できる図面

間の連動設定を行う。また、図面から設備台帳等を閲覧できるよう図面と各設備の連動設定

を行う。 

⑥システム導入支援 

システムの導入にあたり、関連する作業は以下のとおりとする。 

a) 【事前作業】システム動作検証・データ検証 

登録用システム環境に登録された情報を基に、システム機能が正常に動作することを検証

する。また、データの整合性が図れているかを検証する。 

システム動作検証に当っては、検証手順書を作成し、検証手順書に基づく検証作業を実施

する。なお、検証作業にあたっては、事前に内容について発注者の確認を得た上で実施する

ものとし、検証結果等については「検証手順書及び結果書」として作成し報告すること。 

b) 【現場作業】動作検証 

システム運用環境の構築が完成した後、各利用端末のソフトウェアの動作確認を実施する。 

区分 確認内容 

ソフトウェア動作確認 各ソフトウェアの起動、操作が可能であるかを確認する。 

ファイルアクセス制御確認 
ソフトウェア内の操作で、ファイルの保存・参照などの操作で

ファイルのアクセスが正常に動作しているかを確認する。 

c) 操作説明 

本稼働に向け、システムを利用する職員に対しシステムの操作研修を実施する。操作研修

には、データ整備方法やシステム基本操作説明等を記載した操作説明書を作成し、操作説明

書及び実際のシステムを基に、システム管理者向け及びその他利用者向けの操作研修を実施

する。なお、操作研修にあたっては、事前に研修内容について発注者の確認を得た上で実施

することとし、今後の運用に問題が生じないように留意すること。 

区分 研修内容 

システム管理者操作研修 システム運用管理(システム構成、バックアップ運用等) 

一般操作研修 アセットマネジメントシステム一般操作研修 

   ※操作研修の開催回数はそれぞれ１回程度を想定している。 

 

⑦システム運用保守 

システム構築後における運用保守等のサポートサービスについては、当市と内容を協議し、

必要に応じて別途契約するものとすることから、保守に関する方針、保守内容、将来に向けた
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提案等について、下記要件を踏まえて検討すること。 

 ・問合せ対応 

 ・障害発生時対応 等 

 

（６）照査 

①照査の目的 

受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことによ

り、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りが

無いよう努めなければならない。 

②照査の体制 

受注者は照査技術者を配置し、照査計画の作成、業務の節目ごとにその成果の確認を行うと

ともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなけれ

ばならない。 

③照査事項 

受注者は業務全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。 

(１) 情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査 

(２) 検討の方法及びその内容に関する照査 

(３) 計画の妥当性（方針、設定条件等）の照査 

(４) 上位計画、関連計画等との相互間における整合性に関する照査 

(５) 財政計画に関する照査 

(６) システム機能及び運用方法等の妥当性（方針、条件等）の照査 

   

 

第４章 成果品 

 

4.1 提出図書 

(１) アセットマネジメント（ストックマネジメント及び財政計画）関連 

（イ）業務報告書                 Ａ４版ファイル製本 ３部 

（ロ）「弘前市下水道事業アセットマネジメント計画」         ３０部 

（ハ）「弘前市下水道事業アセットマネジメント計画」（概要版）     ３０部 

（二）点検・調査計画図              Ａ３版３部 及び 原図一式 

（ホ）打合せ議事録                          ３部 

（へ）その他参考資料                         ３部 

（ト）上記の電子成果品一式          ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ ３部 

 (２) システム関連 

（イ）簡易マニュアル                     Ａ４版３部 

（ロ）操作説明書（管理者・一般）              Ａ４版各３部 

   （ハ）システム登録施設情報一覧                Ａ４版１部 

（二）ソフトウェア使用権許諾書                   一式 

（ホ）その他関連資料                        一式 

（へ）上記の電子成果品一式          ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ ３部 
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(３) 製本はすべて表紙、背表紙ともタイトルをつけるものとする。 

(４) 提出図書の作成にあたっては、その編集方法についてあらかじめ発注者と協議する。 

4.2 ソフトウェア 

 (１) アセットマネジメントシステム（ソフトウェア）    一式（３ライセンス） 

 (２) システムバックアップデータ        ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ ３部 

 

 

第５章 参考図書 

 

5.1 参考図書 

業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

1.弘前市の下水道標準構造図 

2.弘前市公共下水道ストックマネジメント実施方針 

3.弘前市下水道事業経営戦略 

4.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（国土交通省） 

5.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）  

（国土交通省） 

6.下水道管路施設の点検・調査マニュアル（案）（日本下水道協会） 

7.下水道施設計画･設計指針と解説（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.下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-（日本下水道協会） 

  11.下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

  12.合流式下水道越流水対策と暫定指針（日本下水道協会） 

  13.管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（日本下水道協会） 

  14.下水道管路施設ストックマネジメントの手引き（日本下水道協会） 

  15.下水道用マンホール蓋の維持管理マニュアル（案）（日本下水道協会） 

  16.下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル（案）（日本下水道協会） 

17.下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～（日本下水道新技術機構） 

  18.管きょ更生工法の品質管理技術資料（日本下水道新技術機構） 

  19.管きょ更生工法（二層構造管）技術資料（日本下水道新技術機構） 

  20.下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル 

（日本下水道新技術機構） 

  21.下水道管路施設維持管理マニュアル（日本下水道管路管理業協会） 

  22.下水道管路施設維持管理積算資料（日本下水道管路管理業協会） 

  23.マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き（案）（日本下水道管路管理業協会） 

  24.管きょの修繕に関する手引き（案）（日本下水道管路管理業協会） 

  25.取付け管の更生工法による設計の手引き（案）（日本下水道管路管理業協会） 

  26.下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル 

（下水道事業支援センター）  

27.下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル（案） 

                              （管路診断コンサルタント協会） 



21 

 

  28.下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携 

（管路診断コンサルタント協会編集（経済調査会）） 

29.下水道使用料算定の基本的考え方（2016 年度版）（日本下水道協会） 

30.下水道経営改善ガイドライン（日本下水道協会） 

31.「経営戦略」の策定・改定の更なる推進について（平成 31年 3月 29 日総務省通達） 

別紙１「経営戦略策定・改定ガイドライン」 

別紙２「経営戦略策定・改定マニュアル」 

 32.水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（厚生労働省） 

 33.アセットマネジメント「簡易支援ツール」（厚生労働省） 

 

 

第６章 その他 

 

6.1 業務実績データの作成、登録 

受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100 万円以上の業務について、業務実績情

報システム（以下、テクリスという。）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登

録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、15 日（休日等を除く）以内に、登録内容

の変更時は変更があった日から、15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後、15日（休

日等を除く）以内に、書面により調査職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなけれ

ばならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録

は８名までとする）。 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職

員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15 日間（休日等を除く）に満たな

い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認を

受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロー

ドし、発注者に提出しなければならない。 

6.2 情報セキュリティ対策 

受注者は情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行にあたっ

て「弘前市情報セキュリティポリシー」に準拠し、情報セキュリティ対策を施すこと。なお、セ

キュリティポリシーは非公開であるため、総務省が公表している「地方公共団体における情報セ

キュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、詳細は双方で協議のうえ対策するものと

する。 
6.3 暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務 

受注者は、受注者に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場合は、警察及び

発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 
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（仕様書 別紙）アセットマネジメントシステム要求機能 

 

機能 機能名称 要求機能 

基
本
機
能 

検索機能 

索引図による図面番号検索 

目標物による検索 

住所による検索 

施設条件による検索 

目標物 

登録機能 

任意の位置に目標物の登録 

目標物の編集・削除 

マウス操作による移動・拡大・縮小 

画面表示 

機能 

任意で領域を指定しての拡大・縮小 

現在表示している画面の位置図表示 

レイヤの表示・非表示の戸別登録 

レイヤの表示・非表示をグループ化して登録 

凡例表示 

属性表示 

機能 

施設の属性情報を図形上にテキスト表示 

施設を指定しての属性情報表示、更新 

その他属性情報を持つオブジェクトを指定しての属性情報表示、更新 

写真、図面、データファイルの表示・更新 

着色図機能 
施設の属性による色分表示 

その他属性情報を持つオブジェクトに対する色分表示 

集計機能 

下水道施設の属性及びその組み合わせによる集計結果の一覧表示、印刷 

下水道施設の属性及びその組み合わせによる集計結果の CSV 形式での出

力 

範囲を指定して、各施設とその属性及びその組み合わせによる集計結果

の一覧表示、印刷 

範囲を指定して、各施設とその属性及びその組み合わせによる集計結果

の CSV 形式での出力 

集計結果を任意の属性で絞り込んで検索 

集計結果を任意の属性で最大、最小合計、平均値の算出 

集計結果を任意の属性で昇順、降順に並び替え 

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 

計測機能 

任意の 2 点間における延長計測 

任意に入力した 3 点以上の総延長計測 

任意に入力した 3 点以上の面積計測 

印刷機能 

必要な部分を任意の用紙サイズに印刷 

必要な部分を任意のスケールに印刷 

索引図の図郭による印刷 

スケール、タイトル、方位等を表示した印刷 

印刷プレビュー画面による印刷範囲の移動 

データ 

入出力機能 

DM、DXF、SHAPE、SIMA、数値地図 2500 等、各データ形式でのインポート 

CSV 形式でのインポート・エクスポート 

DM、DXF、SHAPE 形式でのエクスポート 

Excel 等で作成した属性データを取り込み、施設データに一括登録する

ことができる 

ファイリン

グ機能 

施設と多彩なファイル(画像、動画、PDF、Word、Excel)を関連付けて登

録・表示 

竣工図等のファイリングデータを施設と関連付けて登録・表示 
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機能 機能名称 要求機能 

基
本
機
能 

ユーザー 

管理機能 

ユーザー登録により、不正利用からの保護 

ユーザーレベルに応じた利用者の管理 

管理者によるユーザーおよびパスワードの管理 

ログ管理 

機能 
システムへのアクセスログを管理し、CSV 等で出力できる 

データ管理 

機能 

データおよび環境設定のバックアップ・復元を行うことができる 

また、岩木庁舎と弘前市下水処理場で情報共有を行うことができる 

施
設
デ
ー
タ
管
理
機
能 

施設等編集 

機能 

施設の編集(入力、更新、修正、削除等) 

オフセットの編集(入力、更新、修正、削除等) 

その他の図形の編集(入力、更新、修正、削除等) 

レイヤの編集(入力、更新、修正、削除等) 

注記編集 

機能 
属性情報更新後の注記自動更新ができる 

上下流検索 

機能 

指定した施設から上・下流の施設の追跡 

追跡施設の集計結果の一覧表示、印刷、CSV 形式等での出力 

下水道用地 

入力編集 

機能 

図形データ・属性データの入力・編集 

そ
の
他
情
報
管
理
機
能 

維持管理 

機能 

施設の点検・調査データをシステムにインポートし、TV カメラ等調査情

報と連動する機能 

施設の点検・調査データの入力、更新、修正、削除、検索、集計、CSV

形式等による出力、印刷 

苦情、問合わせ、点検、清掃、修繕、陥没等に関する維持管理情報を下

水道施設等と関連付けて管理する機能 

維持管理情報の入力、更新、修正、削除、検索、集計、CSV 形式等によ

る出力、印刷 

設備管理 

機能 

設備の設置、移設、点検、修繕、オーバーホール、撤去等の履歴管理 

設備の稼働時間の蓄積 

設備の世代管理 

CSV 形式等による設備単位での履歴一覧出力 

排水設備 

管理機能 

データの入力、更新、修正、削除、参照、印刷 

図面、写真等を関連付けて登録、表示、印刷 

「月別申請一覧」、「年度別申請受付状況」の出力、印刷 

指定工事店の登録、変更、出力、印刷 

地形データ

編集機能 

デジタル地形データを入力編集することができる。 

また、ラスタ地形データを別のアプリケーションで変更した後、反映す

ることできる。 

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

支
援
機
能 

被害規模 

情報取得 

機能 

下水道施設とその他のデータによる空間解析により被害規模に関する情

報（河川横断、軌道横断等）を取得する機能 

下水道施設データの属性情報から被害規模に関する情報（幹線区分、口

径等）を取得する機能 

発生確率 

情報取得 

機能 

下水道施設データの属性情報から被害の発生確率に関する情報（経過年

数、管種等）を取得する機能 

優先度判定

被害規模 

評価機能 

被害規模の評価項目及び評価点基準を設定する機能 

評価項目に基づき施設重要度の評価点数を算定する機能 
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機能 機能名称 要求機能 

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
機
能 

優先度判定 

発生確率 

評価機能 

発生確率の評価項目及び評価点基準を設定する機能 

評価項目に基づき施設重要度の評価点数を算定する機能 

リスク評価 

機能 

被害規模と発生確率（劣化予測式考慮）に基づくリスク評価点を算定す

る機能 

点検調査 

計画支援 

点検調査を実施するにあたっての優先度を自動判定する機能 

優先度に基づく点検・調査に伴う年度別の費用を算出する機能 

上記により算出した点検・調査費用を年度ごとに平準化する機能 

点検・調査に関わる優先度及び費用を主題図により GIS 上に表示する機

能 

改築投資額 

算出機能 
改築シナリオごとに改築投資額と健全率の推移を算出する機能 

事業費 

平準化機能 

改築シナリオごとに改築投資額を設定し、事業の平準化を行い、優先順

位を算出する機能 

結果表示 

機能 

修繕・改築に関わる優先順位及び費用を主題図により GIS 上に表示する

機能 

そ
の
他
機
能 

インポー

ト・エクスポ

ート機能 

DVD 等の記憶媒体を使用し、下水道データや維持管理データ等のインポ

ート・エクスポートができる機能 

システムの 

バージョン 

アップ機能 

DVD 等の記憶媒体を使用し、システムのバージョンアップができる機能 

 


