
①　全般

土木 設備 建築 委託

1 必須

2 必須

3 任意

5 必須

6 必須

7 必須

8 必須

9 必須

②　工事・委託積算機能

土木 設備 建築 委託

10 工種ツリー 必須

11 必須

12 必須

13 必須

14 必須

15 鏡情報編集機能 必須

16 必須

17 必須

18 必須

19 必須

20 必須

21 必須

22 任意

23 必須

24 任意

No.

要求事項
機能実装
必須or任意

各機能ごとにユーザ認証を求めるのではなく、ユーザ認証を行った後に、各機能の操作ができるようにすること

ユーザ認証

本システム利用者をユーザ認証すること。ユーザ認証はログインＩＤ及びパスワードの入力を必要とすること
※パスワードは以下の条件を可能とすること
　　　８桁以上の文字列（大小英数字記号の４種のうち３種以上使用）とする
　　　パスワード変更は３か月毎を必須とする
　　　過去に使用したパスワードは使用できないようにする
　　　何回かパスワード入力を間違えた場合は、パスワードロックがかかるようにする

各画面上で操作マニュアル、ヘルプにより、システム操作のサポートができること

変更設計、出来高計算について、当初設計の設計番号の体系で積算ができること

設計書作成時、毎回積算番号を入力せず、各設計者の作成した積算番号と工事件名のリストから読み込みができること

施工単価や基礎単価等を組み合わせて、未登録代価を作成できること

未登録代価を管理するために未登録代価コード等を設定する場合は、一度登録した未登録代価コードを編集可能とし、積算デー
タに自動でコード変更が反映されること

（どの工種をどこに入力するのか、何を手入力しなければならないか等）

システムの操作感が統一されていること

任意

一般的なソフトウェア「Word、Excel、PowerPoint等」、及び標準のwindowsの操作要領により、操作が可能であること

土木工事の間接費計上時に、管材費の扱いを、水道工事と下水道工事で変えることができること

主たる工事や施工地域等を登録できること

設計番号による管
理

4

未登録代価（独自
施工単価）の登録
編集

基本操作

操作方法・マニュ
アル

積算データのの入力例等を参照できること

設計年度、設計担当課、工事工種等を指定することにより設計番号を自動発番できること

国土交通省で公開している「新土木工事積算体系」に準じた構成内容に対応できること

作成した未登録代価を試算できること

単位及び割返し数量を自由に登録できるようにすること

No.

積算番号を入力することにより、読み込み、複写対象とする設計書データを特定できること

鏡情報（工期、件名、施工箇所、工事目的、工事内容等）の入力、編集が行えること
※基本的な情報については、リストからの選択入力方式とする

操作ログ管理

利用者のログイン時や操作時などに取得できること

出力するログの項目は、操作端末の識別番号もしくはIPアドレス、処理年月日時刻、利用者ＩＤ、操作画面・内容、処理内容
（更新、変更、削除、印刷等）等とする

取得したログ情報は、３年間以上保存できること

要求事項
機能実装
必須or任意

経費情報入力機能

他の設計書で作成した未登録代価を検索及び複写ができること

未登録代価を他の未登録代価の明細に登録できること

情報提供者記入欄

情報提供者記入欄

諸雑費等の特殊処理についても対応ができること



25 必須

26 必須

27 任意

28 必須

29 必須

30 必須

31 必須

32 必須

33 必須

34 必須

35 必須

36 必須

37 必須

38 必須

39 任意

40 任意

41 登録された単価を名称により容易に検索（あいまい検索等）でき、設計書に登録できること 必須

42
登録された単価を名称以外（工種や規格等のキーワード）により容易に検索でき、設計書に登録でき
ること

任意

43 他職種等の単価の検索・引用を行えること 必須

44 他の積算データ（積算番号）で作成した未登録代価（単価）を容易に参照できること 任意

45 物価本等の電子データを取り込むことができること 任意

46 必須

47 必須

48 必須

49 必須

50 必須

51 必須

52 必須

53 任意

54 必須

55 必須

56 必須

57 必須

積算データの複写は、積算データ全体（数量計算機能部分と積算システム登録内容の全て）の複写、数量計算部分のみの複写、
積算システム登録内容のみの複写の３種類の方法ができること

帳票要件に記載された帳票を出力できること

複写
他の積算データを閲覧し、全部又は部分的に複写できること

積算データ中の細別、施工単価について、各間接費計算の対象、非対象を個別に設定できること

未登録代価、未登録単価をコード番号で管理する場合、編集中の積算データと複写元の積算データで同じコード番号を利用して
いる場合には、複写時にコード番号を変更するように促し、変更しないと複写できないようにすること

未登録単価ごとに、各間接費工事項目の率計上対象等の設定ができること

見積りを取得した材料単価等を、未登録単価として、設計者が登録できること

帳票要件に記載された帳票をEXCELへ出力できること

施工単価を試算し内訳を表示したのち、その内訳を未登録代価として登録することもできること

積算データを入力時、設計金額が編集画面に随時更新され表示されること

帳票出力

施工単価で、複数の条件を選択する場合、ある条件を選択したときに、次条件が選択不要となる場合等には、次条件を選択不可
とすること

施工単価で、複数の条件を選択する場合、ある条件を選択したときに、次条件の選択項目 種類が限定される場合等には、限定さ
れた選択項目のみ選択可能とすること

登録単価検索

設計者が作成した未登録単価及び未登録代価を明細表に登録できること

部分的に複写する場合は、複写先の積算データ中における貼付け挿入先を指定できること

エラーチェックで検出された内容の一覧を帳票として出力できること

単価融通

試算機能

単価検索

未登録単価を管理するために未登録単価コード等を設定する場合は、一度登録した未登録単価コードを編集可能とし、積算デー
タに自動でコード変更が反映されること

未登録単価（独自
単価）の登録編集

編集画面において、単価等の適用基準年版が確認できること

施工単価の試算を可能とし、施工単価の内訳を表示できること

細別、施工単価の間接費計算の対象、非対象を帳票（チェック用設計書）で確認できること

未登録代価（単価）検索

特定の施工単価を含む積算データについては、その単価の名称、単位、数量の一覧を表示、印刷できること

「金入設計書」、「金抜設計書」、「業者契約用設計書」および「チェック用設計書」が印刷できること

公表資料の検索

内訳計上時、システムに登録された施工単価及び単価等の名称を設計者により適宜編集できること

設計者により独自の細別を作成した場合に、金入設計書と金抜設計書で、当該細別の単位を変えることができること

補助工事に対応するため、補助率の設定ができ、細別ごとに補助対象有無を設定できること

上記補助対象有無について、内訳明細項目（積算要素）の数量に対して、さらに補助対象数量を入力することができること
※施工単価等の数量に、設計数量と補助対象数量の２種が入力できる

補助率を設定した設計書の帳票は、全体と補助部分と単独費部分の３種類の帳票が印刷できること

設計内訳編集

細別の構成項目（明細）の登録時には、基準管理機能で作成した基準ツリー及び当該細別に登録された施工単価等を表示し、そ
の表示から登録したい施工単価等を選択することで設計書に登録ができること

工種等（レベル2～4）を登録する際には、基準管理機能で作成した工種ツリーを標準として選択等により簡単に作成できるよう
にすること
※工種ツリーで登録されていないものについても、設計書ごとに設計者により独自の工種を作成できるようにすること



58 必須

59 必須

60 必須

61 任意

62 設計書の状態管理 必須

63 必須

64 必須

65 必須

66 必須

67 必須

68 必須

69 必須

70 任意

71 必須

72 任意

73 必須

74 任意

75 必須

76 必須

77 必須

78 必須

79 必須

80 任意

81 必須

82 必須

83 任意

84 必須

85 必須

86 必須

「変更設計書」作成時も数量計算機能が利用できること。また、変更前に入力数値を初期状態とするか、もしくは複写すること
ができること

変更設計

入力条件から積算数量を算出する際、数量計算の過程および計算結果を表示し印刷及びエクセル出力ができること

編集が完了した積算データについて、誤って修正されないよう積算データをロックできること

設計者以外の制限

管路工事数量計算
機能

共通情報、管工事、材料、土工事、連絡部土工事、給水管工事、給水管土工事等を入力することで、積算時に
必要な積算項目及び数量を自動計上でき、自動計上内容を積算システムへ転送できること

同一の積算番号で下水道管路及び水道管路の数量計算システムが利用できること
※共通積算項目が合算されて計上されること（共通仮設費積み上げ部分等）

完了時のロック

エラーチェックでワーニング（確認のための警告）、エラー（修正を必須とする）の設定ができること

変更回数に応じて管理できること

積算数量データを積算システムへ項目等を転送後に、再度、数量計算機能で入力内容を修正し、積算システムへ項目等を転送し
た場合には、前回と同じ項目等については追加ではなく、上書きされること
※但し、設計者により積み上げた項目には影響を与えないこと

上記のように再度数量計算機能で入力後、積算システムへ項目等を転送した場合に、上書きされたくない箇所については、積算
システム側で項目等に対して個別にロックができること

入力状況により、入力必須項目が視覚的に判別できるようにすること

各スパンごとの管路情報等の条件項目入力における作業が多くならないよう、工事全体で一様な条件は、共通情報画面等で１回
の入力で対応ができること （例…昼夜区別や埋戻材料等）
※ただし、例外にも対応できるように、各入力画面で修正できるようにすること

印刷する帳票についても、上段に変更前、下段に変更後を表示できるようにする

積算データを他の一般ユーザ権限者に引き継ぐことができるようにすること

編集中の積算データは、設計者自身および管理者ユーザー権限者以外が参照できないこと

CADで作図したベクトルデータ等から、工種の導出及び積算数量の取得（数量計算処理）ができること
下水道管路

水道管路
CADで作図したベクトルデータ等から、工種の導出及び積算数量の取得（数量計算処理）ができること

工事内訳画面は、変更前と変更後の情報を２段表示でき、上段は変更前を表示し、下段は変更後を表示する。また、入力は下段
（変更後）のみ入力ができること

設計書データの権
限管理

チェック条件を画面単位等で行い、ワーニング（確認のための警告）、エラー（修正を必須とする）内容を反映したメッセージ
が出力されること

共通情報、管渠情報、人孔情報、桝情報、撤去管渠情報、撤去人孔情報データ等を入力することで、積算時に
必要な積算項目及び数量を自動計上でき、自動計上内容を積算システムへ転送できること

積算データ編集画面で、数量計算により計上された項目と設計者により積上げされた項目かが判断できるようにすること

積算データの処理進捗状況（積算中、積算完了、ロック等）、処理状況（積算処理中、積算処理異常終了等）を一覧表示し、設
計者が確認できること

変更設計書作成及び出来高計算は、「契約完了処理」により指定した部署の職員が可能となること

エラーチェック

ある工種が計上された場合に、必ず計上すべき項目等が計上されているか、計上してはいけない項目等が計上されていないか等
のエラーチェックをすることができること（違算防止機能）

設計者により登録された未登録代価及び未登録単価が、積算上利用されていない場合は、エラーとなるようにすること

各設計者により、自分で作成した積算データの削除ができること。また、誤削除の対応のためデータ復元もできること

管理者権限ユーザーにより、積算データの削除ができること。また、誤削除の対応のためデータ復元もできること

所属の追加・廃止・名称などの変更に対し、マスタデータの編集により柔軟に対応できること

変更設計及び出来高計算の積算データについては、設計担当係長（設計者の上司）が「契約完了処理」を実行するまでは作成で
きないようにすること

チェックの結果、ワーニング、エラー箇所の赤反転等、該当箇所の特定を容易にすること



87 出来高計算 必須

88 必須

89 必須

90 任意

91 必須

92 必須

93 必須

94 必須

95 必須

96
公開請求用設計書
作成

必須

97 必須

98 必須

99 工期基準経費算定 必須

職種ごとで設計者を変えることができること

複数の設計者による複数職種の積算データを、一つの設計書データ（合体設計書）として帳票出力できること

出来高設計書データ作成（出来高数量等の入力）、編集を行い、出来高計算処理結果を出力できること

単品スライドの協議対象となる材料の名称・数量・単価等をエクセル等で出力することが可能なこと

経費調整

合体設計書

スライド金額算出時に、基準日における出来高数量入力と、変動後の単価の年版を選択する程度とし、設計者により作成された
未登録単価及び未登録代価についても、変動後の年版にシステム側で自動的に対応できること
※ただし、未登録単価については、変動後の金額として修正することもできるようにすること

以下の条件で非公開と設定された金額等を、赤塗半透明および黒塗りの２つの方法で公開請求用設計書を作成できるようにする
こと
　①基準管理により設定した単価（場合により損料率）に対して、公開／非公開の設定ができるようにする
　②設計者が登録した未登録単価に対して、公開／非公開の設定ができるようにする
　③非公開と設定された単価等を利用して、合計等が計算されている場合は、その合計等を公開とすると非公開単価が計算に
　　より求められる場合のみ、合計等はシステムにより自動で非公開と設定する
　④変更設計書についても対応できるようにする。また、変更前設計の数量金額との比較などで非公開単価が算出される場合
　　には、変更後の合計を非公開とするよう、システムで自動で設定されるようにすること
　⑤帳票要件に記載された帳票全てに対応できるようにすること

職種ごとで、内訳書及び明細表などで同じ明細番号等が利用されないようにする。もしくは、帳票上で判別ができるようにする
こと

全体スライド及びインフレスライドに対応できること
※変動後の物価を考慮し算出した直接工事費、間接費等を設計書形式で表示、印刷できること
※スライド額や変動率などの計算内容及び計算結果を表示、印刷できること

職種ごとで、同じ未登録代価コードや未登録単価コードが利用できないようにする。もしくは、帳票上で判別できるようにする
こと

建築工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事の現場管理費の算定は、純工事費及び工期に基づいて算出されること

別設計の本体工事と別契約（随意契約）で工事を行った場合、本体工事との合算金額によって経費調整ができるようにすること

建築工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事のいずれかを一括して発注する場合の一般管理費等の算定は、主たる工事の一
般管理費等率を、各工事種別の工事原価の合計額に乗ずることにより算定する。

共通仮設費及び現場管理費については、設計者により、経費率補正ができるようにする

スライド計算
（スライド条項へ
の対応）



③　基準管理機能

土木 設備 建築 委託

100 全般 必須

103 任意

105 任意

要求事項

国土交通省が導入する「施工パッケージ型積算方式」（原則：年1回更新）

施工パッケージ型積算方式にあるすべての工種ではなく、必要な工種のみ登録できるようにすること
また、条件区分および材料規格の種類は柔軟に増減することができること

No.

単価改定等のデータ修正した場合は、まず、テスト環境下へ適用すること。その後、本番環境下へ適用ができること

必須

必須

機能実装
必須or任意

基準データ
（資材単価等）

基準データ
（積算基準）

・「機械・電気設備点検委託　設計積算基準」

・「除草・剪定委託設計積算基準」

名古屋市上下水道局の設計積算基準（原則：年1回更新）

・「資材等単価（事業用機械工事）」

・「資材等単価（土木工事）」

また、ＣＳＶ、Excel等にてデータを出力及び読み込みができること

当局職員により基準データの追加・修正・更新が可能であること

・「事業用機械・電気設備設計積算基準」

新規基準年版を作成時には、前回基準年版から内容を複写できること

・「資材等単価（建築電気工事）」

市販されている基準データ（資材単価・基礎価格・市場単価〉を取り込むことができること
資材単価等で市販の基準データにより、金額に差異がある場合には、金額の低いもののみ利用可能となるようにすること

〔土木工事〕

・「水道用設計積算基準（土木工事）」

・「下水道用設計積算基準（土木工事）」

名古屋市上下水道局の資材等単価（原則：年4回更新）

当局職員により基準データの追加・修正・更新が可能であること

新規基準年版を作成時には、前回基準年版から内容を複写できること

〔業務委託〕

・「委託設計積算基準（案）」
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・「資材等単価（業務委託）」

・「資材等単価（事業用電気工事）」

・「資材等単価（建築機械工事）」

102

101
〔建築工事〕

・「建築工事積算基準」

〔建築設備工事〕

・「建築機械設備設計積算基準」

・「建築電気設備設計積算基準」

新規基準年版を作成時には、前回基準年版から内容を複写できること

・「下水汚泥等運搬委託設計積算基準」

〔機械・電気設備工事〕

・「資材等単価（建築工事）」 必須

情報提供者記入欄

市販されている基準データ（積算基準〉を取り込むことができること



108 任意

109 必須

110 必須

111 必須

112 必須

113 必須

114 必須

115 必須

116 必須

117 必須

118 必須

119 必須

120 必須

121 必須

122 必須

123 必須

124 必須

125 任意

126 必須

127 必須

128 必須

129 必須

130 必須

131 必須

132 必須

133 必須

作成した施工単価を基準管理機能で試算かつ印刷でき、さらに、複数の施工単価及び条件を同時に試算できること

年版管理

施工単価のうち特定の施工単価について、積算データ作成時に検索及び登録ができないよう個別に設定ができること
※但し、基準管理で登録した施工単価等に、設定した特定の施工単価が含まれる場合でも、積算処理は可能となるようにするこ
と

施工単価で、複数の条件を設定する場合、ある条件を選択したときに、次条件が選択不要となる場合等には、次条件を選択不可
とするような設定ができること

工種ツリー管理

設計者が設計書作成時に、工種登録等を簡単に登録することができるように、積算体系を設定することができること

必須

基準データ
（労務単価）

基準データ
（機械損料）

新規基準年版を作成時には、前回基準年版から内容を複写できること

年版ごとに、施工単価一覧を表示でき、印刷できること。施工単価コード等の条件により一覧の抽出が可能とすること

年版ごとに、各単価登録している単価一覧表を表示でき印刷できること。また、単価コード等を利用して管理する場合は、単価
コードの範囲や登録内容の条件などで検索できるようにすること

登録する単価は、間接費等のそれぞれの計算対象額にするかどうかを設定できるようにすること

労務単価は、割増対象賃金比（構成比）も情報として登録し、割増賃金の必要な場合に対応できること

機械損料単価は、同名称、同規格であっても、単価を複数登録できること（建設機械等機損表９欄～１５欄等）

市販されている基準データ（機械損料〉を取り込むことができること

名古屋市上下水道局の機械損料単価（原則：年１回更新）

当局職員により基準データの追加・修正・更新が可能であること

単価管理

名古屋市上下水道局の労務単価（原則：年１回更新）

当局職員により基準データの追加・修正・更新が可能であること

細別について、金入設計書と金抜設計書で数量の単位を個別に設定でき、“式”と選択した場合には、数量は１となること。ま
た、積算データ編集時は、金入設計書での単位が表示されること

年版ごとに、工種ツリー登録内容を追加、編集、削除ができるようにする

条件区分および材料規格の種類は柔軟に増減することができること

国土交通省にある施工パッケージ型積算方式のすべての工種ではなく、必要な工種のみ登録できるようにする

施工単価管理

施工パッケージ単
価管理

作成した施工単価を全条件にて一括登録、一括試算し、エラーを含め全ての試算結果を出力すること

基準ツリー管理

107

106

また、ＣＳＶ、Excel等にてデータを出力及び読み込みができること

新規基準年版を作成時には、前回基準年版から内容を複写できること
必須

また、ＣＳＶ、Excel等にてデータを出力及び読み込みができること

単価管理で登録した単価のうち特定の単価について、積算データ作成時に検索及び登録ができないよう個別に設定ができること
※但し、基準管理で登録した施工単価等に、設定した特定の単価が含まれる場合でも、積算処理は可能となるようにすること

単価の名称や単位及び金額を年版単位で作成できること

新規年版を作成する際には、過去年版から一つの年版を選択でき、基準データをすべて複写して作成できること

年版単位で、基準データ（施工単価や単価等）の登録・編集を可能とし、他の年版には影響を与えないこと

新規に施工単価を作成する場合は、既に登録されている施工単価の内容から複写することも可能とすること

年版ごとに追加、編集、削除などができること

年版ごとに、基準ツリー登録内容を追加、編集、削除ができるようにすること

設計者が積算データ編集で細別の内訳を登録する際に、その細別の内訳として登録する可能性がある施工単価や単価を簡単に登
録することができるように、細別の内訳に登録する可能性がある施工単価や単価を設定することができること

ある施工単価や単価のコードを指定することで、当該施工単価等が登録されている細別が一覧でわかるようにすること

積算データに適用する年版を、１年の中でも複数年版作成できること（各月で１２年版以上作成可能なこと）

施工単価で、複数の条件を設定する場合、ある条件を選択したときに、次条件の選択項目が限定される場合等には、限定された
選択項目のみ選択可能とするるような設定ができること



④　管理者処理機能

土木 設備 建築 委託

134
ユ ー ザ の 新 規 登
録・削除

必須

135 必須

137 積算データの管理 必須

⑤　単価契約代価計算機能

土木 設備 建築 委託

138 必須

139 必須

140 必須

141 必須

142 必須

143 必須

各工事種別ごとに、代表工種の積算データを「設計書」の形式で帳票印刷できること（総価契約と同じ帳票種類）

要求事項

設計者の情報（ユーザー名、所属、アカウント、パスワード等）を管理・変更できること

各単価契約の工事種別について、工種ごとに設計金額を計算できること（一般管理費対象額を自由に設定できること）
なお、単価契約の工事種別は以下の６種とする
　①配水管移設工事
　②道路掘削跡復旧工事
　③配水管附属具維持工事
　④取付管工事
　⑤下水道築造工事
　⑥下水道整備工事

情報提供者記入欄
No.

上記で計算した工種（数千種類）のうち、代表工種を選択することで、各工種の代表工種との金額比率が計算されること

単価契約代価計算
機能

代表工種の契約金額を入力することで、他の工種単価の契約金額を代表工種の設計金額と契約金額の金額比率から計算すること
ができること
また、他システム（単価契約システム）で利用するため、各工事種別の工種単価一覧表（契約金額）をCSV形式で出力できるこ
と

工事種別または工区設定の増減に対して対応できるようにシステム設計すること

設計書管理処理を行う対象を条件（積算番号等）により抽出（一覧表示）し、以下の処理を行うことができるようにすること
　①積算データ所有者変更処理
　②積算データ削除処理及び削除済データの復元処理

機能実装
必須or任意

機能実装
必須or任意

要求事項

設計者情報管理
136

No.
情報提供者記入欄

単価契約の各工事種別について、工区設定を行うとともに、各工区ごとに設計金額を算出できること
なお、各工事種別の工区設定は以下の通りとする
　①配水管移設工事…全８工区
　②道路掘削跡復旧工事…全１６工区
　③配水管附属具維持工事…全８工区
　④取付管工事…全５工区
　⑤下水道築造工事…全１６工区
　⑥下水道整備工事…全１６工区

必須
※一般ユーザ権限、基準管理者権限、管理者権限等

システム管理者により、本システム利用者の新規登録、削除及び内容修正ができること

ユーザに応じて操作範囲等の権限設定できるようにする



⑥　設計書作成支援機能

土木 設備 建築 委託

144 必須

145 任意

146 必須

147 必須

148 必須

149 必須

⑦　アクセスログ管理機能

土木 設備 建築 委託

150 検索方法 必須

151 データ出力 必須

⑧　その他機能

土木 設備 建築 委託

152 必須

153 必須

154 必須

155 必須

156 必須

157 必須

基本機能

情報提供者記入欄
No.

施設総合管理シス
テムとの連動

委託機器設定

下記機能により、設計業務委託業者（局外PC利用環境）が作成した積算データを当局積算システムへ引き継ぐことを可能とする
こと
　①簡易な操作により、設計書作成支援システムで使用する積算データを、当局の積算システムより出力可能とする
　②設計業務委託業者が、設計書作成支援システム上で当局基準による積算データを作成できるようにすること。
　③簡易な操作により、積算データを当局の積算システムへ引き継ぐことができるようにすること。

設計業務委託業者（局外PC利用環境）が利用する機能は、以下の機能要件を満たすこと
　①スタンドアロンによる稼働を可能とすること
　②機能利用時に利用パスワードを必要とすること。また、受け渡す積算データごとに設定できること
　④積算内容を登録する際には、金額に関する内容は非表示もしくは使用不可とすること
　⑤積算内容を確認する際の、帳票は金額に関する項目は非表示とすること

管路数量計算についても、上記機能を実現すること

設計業務委託業者（局外PC利用環境）と受け渡しを行う積算データは、以下の要件を満たすこと
　①積算データを受け渡すために出力したデータは、内容を直接確認できないように、自動で暗号化処理を行うこと
　②単価等の金額に関するデータは含ないこと

情報保護対策

機器名をあらかじめ設定した事業所及びその事業所内の建築物毎の配下に設定できること

委託積算で使用する施工単価と、任意で入力した機器名との紐付を可能とすること（１（施工単価）対 多（機器名））

事業所を選択後、その事業所内の建築物一覧を表示し、選択した建築物に属する機器名を表示し点検予定表を作成できること

試算設計のためのデータ（「契約完了処理」ステータス未満のデータ）は連動しないようにすること

施設総合管理システム（設備台帳を管理）への連動のため、鑑、設備系工事の機器（名称・諸元・数量・金額等）を所定フォー
マット（ＣＳＶ等）のファイルに出力できること

点検予定表（７年分）に機器名を指定することで、予め紐付された施工単価により積算を行い、本年度点検予定の機器名が全て
計上された設計書を作成できること（点検予定表から当該年度の点検予定情報を事業所単位で取り込み、帳票作成可能な段階ま
で自動で設計書データを作成する）

基本操作

No. 要求事項
機能実装
必須or任意

No. 要求事項
機能実装
必須or任意

機能実装
必須or任意

情報提供者記入欄

検索条件を入力することで、該当するログの内容を表示することができること

当局クライアント端末の仕様＜予定＞と同程度の端末で動作すること

情報提供者記入欄

表示させた情報をcsv形式でデータ出力ができること

基本的な操作方法は、工事積算機能の操作方法と同様とする

要求事項


