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1 背景と目的 

本システムを調達するに至った背景と、調達の目的について、以下に示す。

1.1 本調達の背景 

    本件において再構築の対象となる名古屋市上下水道局（以下「発注者」）が運用している設計積

算システム（以下、積算システム）は、当局における積算業務支援（工事費積算業務及び出来高

金額計算業務等の負担軽減）のための工事費積算システムであり、当局工事の設計積算の効率化

ために欠かせないシステムである。利用者は主に設計担当者及び施工担当者である。

現行の積算システムは、「工事費積算（土木系）」「工事費積算（建築系）」「工事費積算（設備系）」

「委託積算」「水道管路数量計算」「下水道管路数量計算」の各サブシステムに大別される。各サブ

システムはそれぞれ開発時期が異なるため、システムのバージョン及び開発言語に相違が生じて

おり、「1.2 現状の主な課題」に示す通り種々の課題を抱えている。

表 1-1 職種別等システム運用開始時期 

本件は、積算システムが抱える種々の課題解決のため、システムの再構築及び保守業務を委託

するものである。

1.2 現状の主な課題 

現行の積算システムの抱える、現状の主な課題を以下に示す。

1.2.1 開発プログラムの陳腐化 

現行システムは、運用開始より１０年以上が経過し、開発プログラムの陳腐化が進行しており、

一部のサブシステムでは開発言語のサポートが終了している。これにより、今後のシステム動作

の継続性が保障されていない他、ベンダー側において今後継続して開発要員を確保することが困

難な状況となっている。

サブシステム名 運用開始年度 

工事費積算（建築系） 平成１２年度 

工事費積算（設備系） 平成１３年度 

委託積算 平成１４年度 

工事費積算（土木系） 平成１５年度 

下水道管路数量計算 平成１５年度 

水道管路数量計算 平成２０年度 
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1.2.2 システム改修コストの増大 

「1.1 本調達の背景」に示す、各サブシステムのシステムバージョンの相違により、各サブシス

テム共通の項目（情報公開対応、スライド積算対応等）について機能改修を行う場合に、多くの

時間とコストが必要となっている。これにより、画面構成等の抜本的なカスタマイズによる、ユー

ザーの利便性の大幅な向上が困難な状況となっている。

1.2.3 システム運用コストの増大 

「1.1 本調達の背景」で示す、各サブシステムのシステムバージョンの相違により、障害対応時

において状況の確認、対応措置の実施、対応結果の確認等の作業が個別に必要となっており、運

用保守コストが増大している。

1.2.4 ハードウェアにかかる負荷への対応 

現行システムは、クライアントサーバー版とＷＥＢアプリケーション版が併存している。この

ため、サーバー及びクライアントそれぞれの環境変化への対応が複雑化している。

図 1-1 現行システムのソフトウェア、ハードウェア構成 

1.2.5 システム動作遅延の解消 

システム構成及びハードウェア構成に関わる複合的な要因により、一部のサブシステムにおい

て動作遅延等が発生し、積算業務に支障が生じている。よって、システムプログラムやハードウェ

ア構成等、システム全体の抜本的見直しを行う必要がある。
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1.3 システム再構築の基本方針 

本業務委託によるシステム再構築の基本方針を以下に示す。

1.3.1 積算業務の効率化 

利用者の混乱を招かないよう、なるべく画面遷移が少なく、分かり易さを考慮した画面構成と

する。さらに、繁忙期においても安定したレスポンスを確保する等によって、現状より効率的に

積算業務を進められるシステムとする。

1.3.2 安定性及び経済性の向上 

各サブシステム間で共通して行われる処理については、可能な限り共通モジュール化する等に

より、現状よりも運用・改修コストを抑えられるシステムとする。

1.4 期間 

本業務委託の期間は、平成３１年６月１日から平成３４年３月３１日までとする。

ただし運用保守の期間は、平成３４年４月１日から５年間とする。

※上記期間は想定であり、情報提供依頼書の「４ 依頼内容 （６）開発及びテストにかかる期

間」の回答結果により、再度、「１．４ 期間」を設定する予定です。
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2 業務要件 

本システムを利用する業務の要件は以下のとおりとする。

2.1 業務要件 

2.1.1 対象業務の定義 

本システムは、当局の土木、建築、機械、電気の各職種に係る工事と業務委託に関する設計積

算業務を対象とする。

設計積算業務は、積算基準に基づいて実施し、積算基準は、2.1.3.3 準拠する積算基準で示す積

算基準類から設計業務に必要な施工単価等および単価を、当局の技術管理課および施設整備課の

基準担当職員にて管理し、登録をしている。

したがって、本システムでは、これらの設計積算業務並びに積算基準管理業務を対象とする。

2.1.2 組織の定義 

名古屋市ホームページに掲載されている「名古屋市の組織」各局室の組織図を参照すること。

2.1.3 対象業務の詳細 

2.1.3.1 積算基準の運用 

積算基準は、厚生労働省（水道）、経済産業省（工業用水道）、国土交通省（下水道）の積算基

準に対応できること。ただし、一部適用している、本市独自の積算基準にも対応できること。

積算基準の変更は、当局の技術管理課および施設整備課の基準担当職員が登録、編集を行うこ

とができること。

なお改定頻度は原則年に１回で８月とするが、場合により適宜改定を行うことができること。

単価は、調査機関が調査する単価のほか、当局が独自に調査する単価を使用できること。

更新頻度は、原則として年に４回（５月、８月、１１月、２月）更新できること。

2.1.3.2 設計積算業務の運用 

設計積算業務は、工事の起案をする段階から始まり、対象工事の完成に際し最終的な出来形に

応じた積算、設計書出力を行うことができること。

さらに、工事発注のための設計書の作成、中間払いに対する出来高計算書の作成、工事内容の

変更に対する変更設計書の作成といった小さいサイクルがあり、それぞれに対して、設計書の編

集および試算、チェック、決裁のための帳票出力が実施できること。

また、複数の設計者により複数職種の設計書を、１つの設計書（合体設計書）として積算、設

計書出力を行うことができること。
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2.1.3.3 準拠する積算基準 

積算システムの基本となる基準データ（施工単価データ、諸経費データなど）は、次に示す積

算基準類に基づき作成できること。

○当局独自の基準

「水道用設計積算基準」

「下水道用設計積算基準」

「機械・電気設備設計積算基準」

「建築機械設備設計積算基準」

「建築電気設備設計積算基準」

「建築工事積算基準」

「建築工事積算基準の運用」

「委託設計積算基準（案）」

「機械・電気設備点検委託 設計積算基準」

「下水汚泥等運搬委託設計積算基準」

「除草・剪定委託設計積算基準」

○本市独自（名古屋市緑政土木局）の基準

「土木工事標準積算基準書」

「設計業務等標準積算基準書」

「公園維持管理業務委託積算要領」

○厚生労働省関係 

「水道施設整備費に係る歩掛表」

（全国簡易水道協議会「水道事業実務必携（付・工事歩掛表）」）

○経済産業省関係

一般社団法人日本工業用水協会

「経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表」

○国土交通省下水道関係

下水道用歩掛検討委員会編集、公益社団法人日本下水道協会発行

「下水道用設計標準歩掛表 －第１巻 管路場－」

「下水道用設計標準歩掛表 －第２巻 ポンプ場・処理場－」

「下水道用設計標準歩掛表 －第３巻 設計委託場－」

公益社団法人日本下水道協会

「下水道用設計積算要領 土木総説（管路施設 ポンプ場，処理場施設）編

「下水道用設計積算要領 管路施設（開削工法）編」

「下水道用設計積算要領 管路施設（推進工法）編」

「下水道用設計積算要領 管路施設（シールド工法）編」

「下水道用設計積算要領 管路施設（管きょ更生工法）編」

「下水道用設計積算要領 ポンプ場，処理場施設（土木）編」

「下水道用設計積算要領 ポンプ場，処理場施設（機械・電気設備）編」

「下水道用設計積算要領 設計委託編」

「下水道施設維持管理積算要領 管路施設編」

「下水道施設維持管理積算要領 終末処理場・ポンプ場施設編」
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○国土交通省一般土木関係

一般財団法人建設物価調査会

「国土交通省土木工事標準積算基準書」

「国土交通省土木工事積算基準」

○国土交通省委託関係

一般財団法人経済調査会

「設計業務等標準積算基準書・設計業務等標準積算基準書（参考資料）」

一般社団法人全国地質調査業協会連合会

「全国標準積算資料 土質調査・地質調査」

○国土交通省営繕関係

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課

「公共建築工事積算基準等資料」

「公共建築工事積算基準」

「公共建築工事標準単価積算基準」

「公共建築工事共通費積算基準」

営繕積算システム等開発利用協議会

「営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り」

公共建築工事積算研究会

「公共建築工事積算研究会参考歩掛り」

2.1.4 対象情報とデータ量 

2.1.4.1 積算基準、単価のデータ量 

積算基準、単価のデータについては、運用開始後、増加しても問題ないようにすること。

参考として、現在の登録件数を下記に示す。

表 2-1 積算基準、単価登録件数（件） 

 項目 基準・複合単価 一次・資材単価 労務単価 機械損料 特殊単価 

年版 合計 年版 合計 年版 合計 年版 合計 年版 合計

土木 1,289 44,182 7,759 294,970 74 3,094 420 13,890 12 12

建築 720 34,870 1,777 94,862 41 ※2,279 30 1,547

建築機械 915 44,677 1,231 60,864 14 ※814 30 1,547

建築電気 583 29,764 2,569 146,451 19 ※1,089 30 1,547

事業用機械 349 20,401 2,425 147,690 44 2,378 16 824

事業用電気 232 12,355 2,019 128,595 44 2,378 16 824

委託 389 13,908 506 36,912 51 1,958 11 165 10 1,246

 合計 4,477 200,157 18,286 910,344 287 9,808 431 14,055 144 7,547

※ 建築・建築機械・建築電気の労務単価は１次単価(資材単価）の一部として存在している。
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2.1.4.2 設計書データの件数および保存年数 

設計積算データの件数は、下表に示すように、年間の件数として、土木系積算2,500件、建築

積算 200 件、建築機械積算 200 件、建築電気積算 200 件、事業用機械設備積算 550 件、事

業用電気設備積算 400 件、委託積算 900 件であり、併せて約 5,000 件の設計が実施されてい

る。よって、これらの件数に対応できるようにすること。

    また、設計書データ保存年数は少なくとも１１年以上とする。

表 2-2 サブシステム構成（現行システム） 

システムと処理内容 設計書本数 

設
計
積
算
シ
ス
テ
ム

工事費積算

・土木系積算 

土木積算 

管路数量計算（水道・下水道） 

単価契約代価計算（水道・下水道） 

・土木系出来高計算 

・土木系スライド設計書作成 

・土木系基準管理 

土木積算（数量計算を含む） 

2,500 件/年（合計 14,600 件） 

（※単価契約代価計算を除く） 

・建築系積算 

建築積算 

建築機械積算 

建築電気積算 

・建築系出来高計算 

・建築系基準管理 

建築積算 

・200 件/年（合計 1,300 件） 

建築機械積算 

・200件/年（合計1,300件） 

建築電気積算 

・200件/年（合計1,200件） 

・事業用設備系積算 

機械設備積算 

電気設備積算 

・事業用設備系出来高計算 

・事業用設備系基準管理 

機械設備積算 

・550件/年（合計4,200件） 

電気設備積算 

・400件/年（合計2,900件） 

委託積算 

・委託費積算 

設備点検委託 

運搬 

除草 

剪定委託 

設計 

調査 

測量委託 

・委託機器設定 

・委託基準管理 

900 件/年（合計 6,600 件） 

管理システ

ム 

・設計書管理 

・ユーザ管理 

・データ連携 

※設計書本数には試算用の設計書を含む
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2.2 帳票要件 

本システムに求められる帳票要件は以下のとおりである。

表 2-3 帳票一覧   

工事／委託 様式 帳票名 工事／委託 様式 帳票名 

土木工事 様式-１ 設計書鑑 建築工事 様式-１ 設計書鑑 

  様式-２ 本工事費総括表   様式-２ 本工事費総括表 

  様式-３ 本工事費内訳書   様式-３ 本工事費内訳書 

    明細表   様式-４ 補助率区分按分書 

    施工単価表   様式-５ 明細表 

  施工パッケージ単価表      別紙明細表 

    代価表     建築工事経費計算書 

    単価登録一覧表     建築工事経費計算明細書 

    諸経費計算表     未登録単価一覧 

処分費内訳表     見積比較表 

    エラーリスト 電気設備点検 様式-１ 設計書鑑 

土木調査 様式-１ 設計書鑑   様式-２ 総括表 

  様式-２ 総括表   様式-３ 内訳書 

  様式-３ 内訳書     明細表 

    明細表     施工単価表 

    施工単価表     諸経費計算書 

    未登録代価表 事業用機械 様式-１ 設計書鑑 

    未登録単価表 点検委託 様式-２ 総括表 

    諸経費計算表   様式-３ 内訳書 

設備工事 様式-１ 設計書鑑     明細表 

  様式-２ 本工事費総括表     諸経費計算表 

  様式-３ 本工事費内訳書     未登録単価一覧 

  様式-４ 補助率区分按分書 単価契約 様式-１ 設計書鑑 

  様式-５ 明細表   様式-２ 総括表 

  様式-６ 代価表   様式-３ 内訳書 

    諸経費計算書     明細表 

    設備工事経費計算書     直接費計算表 

    設備工事経費計算明細書     概算金額計算表 

    機器費根拠表     未登録単価一覧 

    直材費根拠表 除草委託 様式-１ 設計書鑑 

    仮設費（グラフ）   様式-２ 総括表 

    根拠表   様式-３ 内訳書 

    複合工費根拠表     明細表 

    直接労務員数計算書     施工単価表 

    直接労務員数根拠表     諸経費計算書 

    未登録単価一覧 

    見積比較表 
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3 システム化要件 

3.1 基盤要件 

本システムに求められる基盤要件は次のとおりとする。

3.1.1 システム全般ハードウェア構成 

本システムに必要となるハードウェア構成については、利用者数及び使用するソフトウェア構

成を考慮した構成とする。また、セキュリティ要件を満たしたものであることとする。

サーバ関連機器については、用途等を明確にし、システム構成に見合う最も効率的な機器によ

り構成すること。

クライアント端末は職員が日常の業務に使用している事務処理用パソコンを利用することとす

る。以下に、クライアント端末の仕様＜予定＞を示す。

表 3-1 クライアント端末の仕様＜予定＞   

項目 規格等 

デスクトップ型
パソコン 
(35 台) 

・動作周波数：Core i3 2.90GHz 以上 
・メモリ：4GB 以上（メーカー純正品） 
・3次キャッシュメモリ：3MB 以上 
・ビデオメモリ：メインメモリと共用可 
・HDD：250GB 以上、シリアル ATA 
・DVD スーパーマルチドライブ 
・ネットワークアダプタ内臓（100BASE-TX） 
・画面サイズ 17or19 型 最大解像度 1280×1024 以上 液晶ディスプレイ 
・光学マウス付 
・USB：4 ポート以上 

ノート型 
パソコン 
(965 台) 

・動作周波数：Core i5 2.60GHz 以上 
・メモリ：4GB 以上（メーカー純正品） 
・3次キャッシュメモリ：3MB 以上 
・ビデオメモリ：256MB 以上（メインメモリと共用可） 
・HDD：Serial ATA 320GB 以上 
・DVD スーパーマルチドライブ 
・ネットワークアダプタ内臓（100BASE-TX） 
・15.6 型 HD カラー液晶 
・光学式マウス付 
・USB：4 ポート以上 

3.1.2 ソフトウェア構成 

本システムに必要となるソフトウェアについては、受注者が構成を検討すること。

基本ソフトウェア（ミドルウェアを含む）については、国際標準または業界標準であり、シス

テムとの接続・連携が容易なものを採用すること。 

また、ＯＳ、構築言語、通信プロトコル、データベース管理システム等は安全性及び信頼性の

高いものとすること。 

専用のソフトウェア（ミドルウェアを含む）を必要とする場合は、その必要性を明らかにし、

今後のOSやブラウザ等のバージョンアップに柔軟に対応できること。 
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（参考－クライアント端末のソフトウェア＜予定＞）

・ＯＳ…Windows 10 Enterprise 2016 LTSB(64bit) 

・Office…Office Professional Plus 2016 

・webブラウザ…Internet Explorer 11 

・ウィルス対策ソフト…Symantec Endpoint Protection 

3.1.3 ネットワーク構成 

本システムに必要となるネットワーク構成として、既存の局内 LANを使用するものとし、外部

からの接続は認めないこととする。また、サーバとクライアントの通信には、データ改竄等を防

止するための措置を講ずること。

システムの運用監視やセキュリティ確保のためにネットワーク構成の変更が必要となる場合、

その手続きと所要費用は、本業務の対象とする。

サーバの設置場所は、名古屋市内のデータセンターとする。

回線速度は、最も細い回線で100Mbpsである。

3.2 機能要件 

本システムの機能要件の詳細については、（別紙）機能要件一覧を参照すること。

以下に、実現する主な機能の説明を示す。

表 3-2 主な機能の説明   

NO 機能 説明 

1
工事積算 

機能 

工事費積算 

工事費積算を行う機能 

※土木工事（構造物・管路）、建築及び事業用の建築・機械・電

気設備工事に対応 

管路工事 

数量計算 

施工条件や図面情報を入力することで、積算必要項目及び数量を計上

する機能＜水道及び下水道工事＞ 

スライド積算 スライド条項に対応する機能 

出来高計算 出来高部分払時等の出来高確認する機能 

2 委託積算機能 

委託業務の積算を行うシステム。 

※設計業務、地質調査、測量業務、除草樹木剪定、池清掃、建築・

電気・機械設備点検に対応 

3 基準管理機能 基準の管理・更新を行うシステム 

4 管理者処理機能 ユーザ情報および設計書情報を管理・編集するシステム 

5 単価契約代価計算機能 各単価契約の工種ごとに設計額を計算するシステム 

6 設計書作成支援機能 
設計業務委託業者が工事費積算を行い、その積算データを当局積算シ

ステムへ引き継ぎ可能な形式でファイル出力するシステム 

7 アクセスログ管理機能 
検索条件を入力することで、システム利用履歴を記録したログの内容

の表示ができる機能 
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3.3 非機能要件 

本システムの非機能要件については、（別紙）非機能要件一覧を参照すること。

3.4 利用要件 

本システムの稼働時間は、24 時間・365 日の連続稼働とする。ただし、主な利用時間は、月

曜日から金曜日（名古屋市の休日を定める条例（平成３年名古屋市条例第６号）第２条に定める

休日を除く。）の午前8時45分～午後5時30分とする。

使用可能者（端末）数は 1,000 人（台）とし、同時使用者数（接続数）は、100 人（台）と

する。また、システム使用場所は１か所ではなく、局内 LANで接続されている公所全てで使用で

きることとする。 

全ての端末は、ＷＳＵＳによりセキュリティ更新やパッチの適用等を一括管理しており、

Windows のバグ修正パッチ等が公開された場合は、原則、即時対応する。 

以下に、主なシステム使用者を示す。 

表 3-3 主なシステム使用者   

権限区分 利用公所 利用人数 利用時間帯 

管理者権限 技術システム課 6 

8:45～17:30（月～金） 

基準管理者権限 技術管理課 23 

一般ユーザ権限 

技術システム課 34 

営業課 9 

契約監理課 13 

給排水設備課 35 

下水道計画課 28 

水道計画課 14 

技術開発室 10 

工務課 35 

施設課 53 

建設工事事務所 45 

配水課 19 

保全課 17 

設計第一課 44 

設計第二課 36 

管路センター（４公所） 242 

施設管理課 13 

浄水管理調整室 10 

水質管理課 47 

施設整備課 62 

浄水場（３公所） 83 

水処理事務所（５公所） 122 

合計 1,000 
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3.5 関連システムとのデータ連携 

3.5.1 他システムへのデータ提供 

3.5.1.1 設計書作成支援システム 

設計業務委託業者による設計書作成支援として、スタンドアロンで稼働する設計書作成支援シ

ステム機能（設計業務委託業者による積算データなどを設計者の利用する積算システムへ引き継

ぐことができるようにする機能）をもったシステムを本業務にて作成すること。

この設計書作成支援システムで利用可能なデータを出力する機能を有すること。

3.5.1.2 施設総合管理システム 

施設総合管理システムは、上下水道局の施設・設備のアセットマネジメントを推進するシステ

ムである。管理対象となる施設・設備の取得や整備・修繕の履歴を漏らさずに管理するため、設

計積算システムより、設計書の鑑情報および機器詳細内訳のヘッダ情報を中間ファイルに出力し、

提供する。

システム連携として、設計書の内容が確定した以降 1 営業日以内の時点において、アクセス可

能なサーバ内の所定のフォルダに自動でファイルを出力すること。

3.5.1.3 単価契約システム 

単価契約システムとは、上下水道工事の中で緊急性が高くかつ小規模な工事を対象とする単価

契約業務の、工事発注書（指示書）の作成と工事の出来高数量（完了届）の入力を行い、事業費・

事業量の集計を行うシステムである。この単価契約業務の工種種類及びその契約金額等を算出す

るため単価契約代価計算機能を本業務にて作成する。 

単価契約代価計算機能により算出した工種種類及び契約金額を、アクセス可能なサーバ内の所

定のフォルダにボタンを押すことにより自動でファイルを出力すること。

3.5.2 他システム等からのデータ受領 

3.5.2.1 設計書作成支援システム 

設計業務委託業者による設計書作成支援として、スタンドアロンで稼働する設計書作成支援シ

ステム機能をもったシステムを本業務にて作成する。

設計書作成支援システムにて作成したデータを取り込む機能（引き継ぐことができること）を

有すること。

3.5.2.2 積算基準・単価データ 

積算基準、単価データについて、担当職員が操作することにより、取り込めるものであること。

※当該項目は、検討中であるため必須条件でなく、対応可能かどうかを示してください。

また、当該項目のためにカスタマイズ等が必要となる場合には、別紙機能仕様書及び見積書に

記入してください。また、データ購入費用の概算も示してください。

以下に、対象とする積算基準および単価データを示す。
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表 3-4 積算基準データ   

提供元 データ名称 基準名 内容 

一般財団法人

日本建設情報

総合センター

土 木 積 算 基 準

データ（標準版）

国土交通省 

土木工事積算基準 

施工パッケージ対応 

一般財団法人

経済調査会 

設計業務等標準

積算基準データ

ベース 

一般財団法人 

経済調査会 

年度版 

『設計業務等標準積算基準書』 

測量業務 

地質調査業務 

設計業務 

調査・計画業務 

〃 下水道用設計標

準歩掛表データ 

公益社団法人 

日本下水道協会 

年度版 

『下水道用設計標準歩掛表』 

①管路施設（開削工法）編 

②管路施設（推進工法）編 

③管路施設（シールド工法）編 

④管路施設（立坑）編 

⑤管路施設（仮設工）編 

⑥管路施設（市場単価）編 

⑦ポンプ場・処理場施設（土木）

編 

一般社団法人

建設物価調査

会 

国土交通省「土

木 工 事 積 算 基

準」データファ

イル 

国土交通省 

土木工事積算基準 

国土交通省土木工事積算基準の

積上げ歩掛（単価表）、施工パッ

ケージ標準単価表をデータベー

ス化。 

〃 国土交通省「下

水道工事積算基

準」データファ

イル 

下水道用設計標準歩掛表 

第 1巻管路 

国土交通省下水道工事積算基準

に準拠した歩掛データ 

下水道用設計標準歩掛表 第 1

巻管路のうち、Ⅰ管路施設（開削

工法）を中心に小口径推進工法や

仮設備工の一部を含む単価表 

表 3-5 単価データ   

提供元 名称 単価データ 内容 

一般財団法人

経済調査会 

推進工事用機械

器具等基礎価格

表データベース 

一般財団法人 

経済調査会 

年度版 

『推進工事用機械器具等基礎価格表』

推進工事用機械器具の価格部

分のデータ化 

〃 建設機械等損料

表データベース 

一般社団法人 

日本建設機械施工協会 

年度版 

『建設機械等損料表』 

一般建設用機械、ダム施工機

械、除雪機械の損料表部分の

みデータ化 

〃 推進工事用機械 公益社団法人 推進工事用機械器具の損料表



16 

提供元 名称 単価データ 内容 

器具等損料参考

資料データベー

ス 

日本推進技術協会 

年度版 

『推進工事用機械器具等損料参考資料』

のデータ化 

〃 
積 算 資 料 単 価

データベース 
毎月更新 

（名古屋版） 

土木資材編（共通・土木）/

建築資材編（共通・建築）/

電気設備編/機械設備編 等 

一般財団法人

建設物価調査

会 

「建設物価」単価

データファイル 

毎月更新 

（名古屋版） 

土木資材編（共通・土木）/

建築資材編（共通・建築）/

電気設備編/機械設備編 等 

〃 「土木コスト情

報」単価データ

ファイル 

年 4回更新 

（名古屋版） 

土木コスト情報編 

〃 「建築コスト情

報」単価データ

ファイル 

年 4回更新 

（名古屋版） 

建築コスト情報編 

〃 RIBC 用単価デー

タ 

 営繕積算システム RIBC 向け

一次単価データ及び市場単価

データ 

（RIBC を使用する場合） 

〃 推進工事用機械

器具等基礎価格

データ 

 公益社団法人日本推進技術協

会の『推進工事用機械器具等

損料参考資料』に準拠 

3.6 テスト環境 

本システムは、運用後の拡張性、機能改良への対応を確保するため、本番環境と同様の動作確

認が可能なテスト環境を整備すること。

そして、システムの機能改良等への対応は、一度、テスト環境へ適用し、当局環境下で確認後、

本番環境へ適用すること。

開発段階（受入テスト以前）に必要となるテスト環境は、受注者において用意すること。

3.7 データ移行要件 

現行システム（㈱日立システムズ ＣＹＤＥＥＮ）のデータを、本システムに移行すること。

移行データは以下の通りである。

①積算データ（１００件）…設計書情報のデータ

②基準データ（２年分＜８年版分＞）… 単価・歩掛等のデータ
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3.8 テスト要件 

受注者は、テスト実施体制と役割、詳細な作業及びスケジュール、テスト環境、テスト方法、

テストツール、合否判定基準等に関するテスト実施計画を作成しテストを行うこと。

3.8.1 テスト環境の整備 

単体テスト・結合テストついては、受注者が整備する開発環境で実施すること。

総合テストについては、受注者の開発環境及び発注者が提供するテスト環境にて実施すること。

発注者のテスト環境におけるテストは、受注者の開発環境のテスト終了後に行うこと。

受入テストについては、発注者が提供するテスト環境において実施すること。

本番環境でのテストは、テスト環境での受入テスト完了後に実施すること。

3.8.2 テスト方法 

単体テスト・結合テスト・総合テスト及び受入テストにおけるテスト実施方法を以下に示す。

なお、各テストにおけるテスト項目の詳細については、受注者が検討し、発注者の承認を受け

ること。

表 3-6 テスト実施方法   

テスト 

工 程 

実施主体 
テスト内容 成果物等 

受注者 発注者 

単体テスト 実施 監理 
開発したプログラムを対象とし

たテストを行う。 

単体テスト仕様書 

単体テスト結果報告書 

結合テスト 実施 監理 
開発したプログラムと結合する

プログラム間のテストを行う。 

結合テスト仕様書 

結合テスト結果報告書 

総合テスト 実施 監理 
開発したプログラムを含む機能

全体のテストを行う。 

総合テスト仕様書 

総合テスト結果報告書 

受入テスト 支援 実施 
発注者のテスト環境でシステム

全体の機能テストを行う。 

受入テスト仕様書 

受入テスト結果報告書 

3.9 導入時研修 

初期導入時に利用者等への操作研修のために講師を派遣し、研修を行うこと。

また、システム利用者（利用権限）に合わせて研修を行うこと。

対象者：一般ユーザ権限…４００名程度

：基準管理者権限…２０名程度

：管理者権限…１０名程度

時 期：本格稼働前１～２ヵ月

場 所：技術システム課内ＰＣ研修室（１回１５人程度、１日２回）

※テスト環境での研修を想定しています。
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4 プロジェクト実施要件 

4.1 プロジェクト管理 

4.1.1 プロジェクト実施体制 

（ア）発注者の体制

 本業務の作業管理体制を以下に示す。

表 5-1 発注者の作業管理体制   

担当者 業務内容・役割

システム管理者（技術システム課長）
作業計画及び成果物などの確認と
承認を行う。

システム担当係長
（技術システム課技術システム管理係長）

作業計画及び成果物などの確認と
承認を行う。

担当者
（技術システム課技術システム管理係）

本業務の調整及び進行・進捗管理を
行う。

（イ）受注者の体制

本業務の作業実施体制を提示し、発注者の承認を得ること。なお、受注者の体制は以下の条

件を満たすこと。

・プロジェクトチームの編成

本業務の責任者として、プロジェクト全体を十分に管理可能な者を置くこと。本業務を

円滑に遂行させることが可能な能力のある担当者を配置し、チームとして編成すること。

プロジェクト責任者及び担当者の責任及び権限を明確にし、本業務への参画度、参画時期

について明確化すること。

・発注者とのコミュニケーション

通常及び緊急時において迅速な連絡ができること。

4.1.2 プロジェクト管理項目 

本業務の実施にあたり、以下の管理項目でプロジェクト管理を実施すること。

なお報告様式については、別途発注者と協議の上、決定すること。

・進捗管理

・調整事項管理

・成果物管理

・変更管理

・情報セキュリティ管理

・リスク、課題管理

・品質管理

・貸与資料管理
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4.1.3 会議体制 

業務における会議体制については、以下の通りとする。

（ア）定例報告会

原則として月に１回程度、作業状況の報告会を実施すること。

（イ）臨時報告会

緊急を要する報告に関しては必要に応じて実施すること。

（ウ）レビュー

設計、開発及びテストの各工程において、受注者の社内で適正なレビューを実施すると

ともに、発注者のレビューを受けること。

（エ）会議の進行、議事録の作成及び懸案事項等の管理

各報告会及びレビュー等の会議の進行、議事録の作成及び懸案事項等の管理は受注者が

行うこと。

4.2 その他の要件 

4.2.1 作業場所 

本業務の作業場所については、以下の通りとする。

（ア）会議、レビュー等

システム設計等の打合せやレビュー、進捗会議及び研修等については、原則として発注

者の会議室で実施すること。

（イ）システム設計・開発

受注者の事業者内で実施すること。

（ウ）システムテスト

本システムのテスト環境及び本番環境のサーバは発注者施設内に設置する。テスト環境

及び本番環境における受入テストの作業場所については、発注者施設内に用意するが、こ

れらの場所に物品等を設置する場合は、発注者との協議を行うこと。

4.2.2 設備及び消耗品の負担 

発注者及び受注者が準備する設備及び消耗品等については、以下の通りとする。

（ア）発注者が準備する設備及び消耗品等

本業務に使用する設備及び消耗品等のうち、発注者が準備及び負担するものを以下に示

す。

・本システムのテスト環境（受入テスト以降）及び本番環境

・発注者の提供する会議室や電気使用料金等

（イ）受注者が準備する設備及び消耗品等

「（ア） 発注者が準備する設備及び消耗品等」以外の本業務に必要な設備及び消耗品等は

受注者にて負担すること。
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5 保守運用要件 

5.1 契約形態 

本業務は、積算システムの運用保守業務とする。

運用保守の期間は、本システム稼働から５年間とする。

これ以降の期間については、別途入札にて運用保守業務委託を発注する。

5.2 サポート体制 

本システムの運転時間は、原則３６５日、２４時間とする。

システムのデータ保全（バックアップ等）を行うこと。（週次：フルバックアップ、日次：増分

もしくは差分バックアップ）

バックアップ等は自動処理とし、業務処理性能の低下の影響に配慮し、実行する時間等を設定

することができること。

基本保守時間は、月曜日から金曜日（名古屋市の休日を定める条例（平成３年名古屋市条例第

６号）第２条に定める休日を除く。）の執務時間（８時４５分～１７時３０分）とし、操作方法等

の質疑応答への対応を行うこと。但し、原則、質疑応答はシステム利用者から直接は行わず、当

局システム担当者が行うこととする。

時間外の対応は、翌営業日に対応すること。

システム動作不具合（バグ）の発生時等に対応するため、当局と同様のシステムを受注者も配

備し、電話による状況説明などが容易にできるようにすること。

保守訪問は、定期訪問（月１回以上）と障害時等の訪問（随時）とする。

ディスクの容量監視を行うこと。（月２回程度）

定期訪問の場所は、サーバ設置場所および技術システム課とする。

定例報告会議等を実施し、運用保守状況の報告をすること。（年５回程度）

サーバのセキュリティパッチについては、公開後、システム担当者へ通知し、早急にセキュリ

ティパッチの適用の分析を行い、適用可否を報告すること。不可の場合は、別途、代替案を報告

し実施すること。（セキュリティパッチの適用については、基準改定作業と合わせて行うため、原

則３カ月に１度の頻度で適用する。）

ミドルウェアを含むソフトウェアのサポート情報等を把握し、年１回以上（最新情報等があれ

ば適宜）で定例報告会議等により報告すること。

国土交通省等の積算基準改定等の情報を適宜報告すること。

故障機器の取扱いは、受注者もしくはその連絡を受けたメーカー要員が訪問回収するものとす

る。
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5.3 運用実施 

技術問合せは、原則、システム管理者からの技術的な問合せを電話と電子メールにて対応する。

システム利用のマニュアルを作成し、変更があれば改定すること。

システム改修等によりテスト環境から本番環境へ移行したときには、当局で行う基準データ、

単価データ更新を含め正しく動作することを確認すること。

積算基準等の改定に伴うプログラム修正のうち、軽微なプログラム修正を行うものとすること。

※積算システム…経費率改定への対応

※数量計算システム…残土、As殻、Co殻等の運搬距離改定への対応  等 

システム運用において発生した、不具合の修正及び軽微なプログラム修正を行うものとするこ

と。

5.4 管理 

基礎情報として、利用者アクセス件数、ＣＰＵ使用率、ディスク使用量についてログ取得し記

録を行うこと。

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの構成管理を行うこと。

所定のレスポンスが確保されていることを確認し記録すること。

発生障害の対応状況、改善対策などの問題管理を行うこと。

運用スケジュールの作成や見直しを行うこと。

システム運用保守に伴う定例報告会議など管理状況報告を行うこと。

将来の運用に対する改善提案の助言提案を行うこと。

5.5 役務提供 

ハードウェア定期点検を行うこと。

バッテリー、バックアップ媒体などの消耗品の定期交換作業は、部品実費を受注者が負担する

こと。

セキュリティパッチのインストールと必要に応じてミドルウェアを含むソフトウェアのバー

ジョンアップを行うこと。ただし、局職員で操作代行できる作業は、定例報告会議の中で確認し、

役割分担を明確化すること。

障害発生時の原因調査と応急措置を行うこと。少なくとも１営業日以内にシステムが復旧でき

る体制を整えること。
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6 成果物 

6.1 納期 

成果物の納期は、開発段階及び運用段階において、次のとおりとする。

開発段階    開発段階として設定された期間の毎年度末の３月３１日

運用保守段階  運用開始以降における毎年度末の３月３１日

6.2 成果物の提出 

全体スケジュールの定めに従い、以下のものを必要な時期に、成果物として納品すること。

（開発段階終了時の主な納品物）

①システムプログラム

本業務において開発したプログラム（実行ファイル及びソースコード等）

②システム設計図書

本業務において作成したシステム設計等の設計図書

③システム設定情報

本業務において変更したサーバー設定情報及びミドルウエア等の設定情報

※各テストにおけるテスト項目の詳細については、受注者が検討し、発注者の承認

を受けること。

④テスト関連文書

単体テスト・結合テスト・総合テスト・受入テストに関するテスト仕様書及びテス

ト結果報告書

⑤システム操作マニュアル

システムの操作マニュアル

⑥システム運用保守マニュアル

システムの運用・保守に関するマニュアル

     （運用段階の主な納品物）

①運用保守作業報告書

運用保守作業として実施した内容を取り纏めた運用保守作業報告書 

②その他（発注者が運用保守上必要と判断し、指定したもの） 

（納品条件） 

①システムプログラムの受渡媒体及び数量

電子媒体（CD又は、DVD）として２部

②システム設計図書などドキュメント類の受渡媒体及び数量

電子媒体（CD又は、DVD）として１部、印刷物として１部

③マニュアルの受渡媒体及び数量

電子媒体（CD又は、DVD）として１部、印刷物として１部

④納品場所

名古屋市上下水道局技術本部計画部技術システム課 



23 

6.3 契約満了時に履行する事項 

本システムにより作成された積算基準、設計書データについて、本システムに拠らずに内容確

認可能なフォーマット（PDF等の公開されたフォーマット）による電子データを作成すること。

6.4 検収方法 

6.4.1 期間 

指定した納期において、仕様書に定めた機能が実装され、作業が実施されていることを確認す

るため、検査を行う。

検査は、発注者の検査職員及び監督職員の立会いの下でテスト仕様書に従った検査により実施

し、合否判定を行う。

検査において不具合などの指摘があった場合は、指示に従い無償で改修等の対応を行うこと。

また、改修後、再度検査を行う。

6.4.2 完成通知書の提出 

本業務委託の受注者は、業務完了後、または、中間で指定された期日において、完成通知書を

提出し、完了検査を受けるものとする。

6.5 知的財産権の帰属 

本成果物に関する著作権<著作権法第21条から第28条に定める全ての権利）及び成果物の著

作権は、対価が完済されたときに名古屋市上下水道局に移転するものとする。

成果物に関する著作者人格権の行使はしないものとする。

但し、パッケージソフト等受注者が従来より保有しているもの、業務遂行に当たり第三者から

調達したソフトウェアについては、その限りではない。

6.6 瑕疵担保責任 

受注者は、契約満了した後でも、瑕疵があることを発見したときは、引渡し後１年間（法定は

１年間）瑕疵担保責任を負うものとする。

発注者は、引渡し後１年間の期間において、受注者が瑕疵の補修をしない場合は、受注者の負

担において第三者に瑕疵の補修をさせることができるものとする。


