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奥能登水道施設台帳システム構築業務委託

要求水準書

第 1章 総 則

第 1条 （適用範囲）

本仕様書は、奥能登地区の輪島市、珠洲市、能登町、穴水町において（以下「発注者」という。）が「水

道施設台帳システム」を調達するにあたり、受注者へ委託するクラウド方式による「奥能登水道施設台帳

システム構築業務委託」（以下「本業務」という。）に適用するものとする。

なお、本仕様書は見積依頼をするにあたり、必要最低限の業務実施内容、機能要件を記すものである。

第 2 条（背景と目的）

奥能登２市２町においては、近年の少子高齢化の進展や節水意識による水需要の減少、高度成長期

等に急速に整備した水道施設資産の老朽化など、事業の経営環境が大きく変化している。特に今後一

斉に更新の時期を迎える施設の改築更新費用は莫大であり、限られた財源の中で効率的に改築更新事

業を執行する必要があることから、アセットマネジメントを導入し、中長期的な視点に立った財政計画のも

と、健全な経営の持続と事業運営を図る必要がある。

一方、平成 30 年度、水道法改正により、水道施設台帳整備が義務化になったこと、近年、毎年のよう

に発生している災害時への適切な対応を図るためにも施設台帳データ整備とシステム構築を早期に進め

ることが必要である。

また国や県では水道広域化・共同化の推進を指導しており、奥能登２市２町においては、防災力の向

上、調達・運用コストの低減、同一システム稼働による運営基盤強化等の効果を期待し、施設台帳システ

ムの共同調達を行うものである。

第 3 条（準拠する法令等）

本業務は、次の各号に掲げる法令、規程等に準拠し業務を実施するものとする。

（1）地方公営企業法

（2）地方公営企業法施行令

（3）地方公営企業法施行規則

（4）水道法

（5）水道法施行令

（6）水道法施行規則

（7）個人情報の保護に関する法令

（8）地方公営企業繰出基準及び同運用通達

（9）その他、業務遂行に際して必要な関係図書等

第 4条（提出書類）
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受注者は、本業務実施に先立ち業務全体の作業工程等に関して充分な協議を行い、次の書類を発注

者に提出し承認を受けたうえで、円滑に業務を行うものとする。

（1）着手届

（2）工程表

（3）管理技術者及び照査技術者届

（4）業務実施計画書（業務概要、実施方針、業務執行体制等）

（5）その他発注者が指示するもの

第 5条（業務の執行体制）

受注者は、適正な管理技術者・照査技術者・担当技術者をもって秩序正しく業務を遂行すること。

第 6 条（品質管理と情報保護対策）

受注者は、品質管理と情報保護対策の徹底のため、本業務着手時に必要な措置をとらなければならな

い。

第 7条（再委託）

受注者は、本業務の主たる部分を再委託する場合には、事前に再委託の範囲及び再委託先を発注者

に提示して承認を得ること。ただし、再委託範囲は受注者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題

が生じた場合は、受注者の責任において解決するものとする。

なお、本業務の全部を再委託することは認めないものとする。

第 8 条（秘密の保持等）

１ 受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。これは、契約の終了又は解除後

も同様とする。また、受注者は、成果品（業務の過程で得られた記録、各種情報等を含む。）を発注者の

許可なく第三者に公表、閲覧、複写、貸与、譲渡若しくは無断使用してはならない。契約の終了又は解

除後も同様とする。

2 受注者は、本業務における個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護の重要性を充分認識し、

個人の権利や利益を侵害することのないように努めなければならない。

第 9条（打合せ及び報告）

１ 受注者は、業務の実施前及び実施中における主要な業務打合せにあたっては、管理技術者及び関

係技術者を出席させ、発注者と十分に協議するものとする。

2 協議内容について、受注者は、「打合せ記録簿」をその都度作成し、発注者及び受注者双方が確認

の上、それぞれ一部ずつ保有するものとする。
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第 10 条（損害賠償）

受注者は、本業務実施中に生じた諸事故に対して一切の責任を負い、発注者に発生原因、経過、被

害の内容を速やかに報告するものとする。また、損害賠償等の請求があった場合は、一切を受注者にお

いて処理するものとする。

第 11 条（疑義）

本業務実施について、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、発注者と受注者が協議

を行い、協議が成立しないときは発注者の指示に従うものとする。

第 12 条（検査）

受注者は、本業務完了に先立ち、発注者所定の手続きを経てその完了検査を受けるものとし、検査の

合格をもって完了するものとする。ただし、本業務完了後であっても、成果品に記入もれ、不備、誤り又は

是正すべき事項等が発見された場合は、受注者は発注者の指示に従い、責任を持って速やかに是正す

るものとする。

第 13 条（契約不適合責任）

受注者は、業務の完了後において成果品に誤り等が発見された場合は、受注者の費用負担により、速

やかに訂正、補足、報告等の必要な措置を講じなければならない。

第 14 条（業務委託期間）

本業務の業務委託予定期間は、下記のとおりとする。

輪島市 令和５年度、令和６年度、令和 10 年度
珠洲市 令和５年度、令和６年度
能登町 令和５年度、令和６年度
穴水町 令和５年度、令和６年度、令和 7年度

第 2章 業務概要

第 15 条（委託業務の概要）

本委託業務の範囲は、次の各号のとおりとする。

（1）システム構築業務（クラウド方式）

1） 水道施設台帳システム導入基礎調査

2） 水道施設台帳システム導入

3） 操作研修
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4） システム構築報告書の作成

（2）保守管理業務

1） システム保守管理

2） データのバックアップ

3） サポート

4） 年間報告

5） サービス利用料（通信料）など

なお業務の遂行においては、各種法令や上位計画、発注者の各種計画、事業内容を十分理解したう

えで取り組むこと。

また、複数年度を予定しているため、各年の業務範囲は別添の見積様式に準ずるものとする。

第 16 条（業務対象）

発注者が保有する水道施設全般（取水・浄水・送水・配水施設（管路施設は除く。））とし、各施設の土

木建築付帯設備、機械及び電気設備とする。

対象施設は、別紙２「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象施設一覧」に示す通りとする。また、

対象数量等は、別紙１「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象数量等一覧」に示す通りとする。

第 17 条（貸与資料）

1 本業務に必要な資料については、所定の手続きによって発注者より受注者に貸与するものとするが、

汚損、破損のないように慎重に取り扱うとともに、貸与資料を本業務以外に使用し、若しくは第三者に提

供、又は使用させてはならない。また、貸与された資料等は、業務完了後速やかに発注者に返却しなけ

ればならない。

2 主な貸与資料は、次のとおりとする。

（1）既存の施設台帳（水道台帳）、工事台帳データ（近年のみ Excel）

（2）工事完成図書（必要に応じて。現況の機器配置図として使用可能な図面。）

（3）事故、故障に関する記録（Excel、PDF 形式のもので近年のもの）

（4）固定資産台帳（明細を含むデータ一式）

（5）その他本業務に必要な事項

※なお、資料の不足分については第 19 条（1）資料収集・整理、現地調査で補うものとする。

第 3 章 業務内容

年度ごとの作業スケジュールは添付する参考見積様式に準拠すること。

第 18 条（業務打合せ）
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業務着手時、中間、業務完了時など、必要に応じて業務打合せを実施する。

第 19 条（水道施設台帳システム導入基礎調査）

水道施設台帳システム導入にあたって、以下の内容を実施する。

（1）資料収集・整理、現地調査

第 17 条に示す貸与資料について収集と調査・整理を行い、内容把握を行う。その他必要な資料は、

発注者と調整し整理をする。

また、全ての水道施設に対し現地調査（想定日数は別紙 1 を参考）を行い、施設・設備の設置位置を

把握するとともに、「全景・近景・製造銘板、盤については表面内部・裏面内部」の写真撮影を行うこと。

なお、令和５年９月末までに別紙 1に示す数量を精査して報告すること。

（2）導入先情報システム環境調査

発注者の既存ＰＣ及びネットワーク環境並びに発注者の情報セキュリティ方針及びセキュリティ対策基

準を調査し、水道施設台帳システム導入に必要な協議資料の作成と関係部署との協議支援を行う。

ア Microsoft WindowsOS で動作可能とするクラウド型の方式による。ネットワークは発注者が保有する

ものの利用を前提とする。

イ クライアント PC からウェブブラウザのみで利用可能とし、専用ソフトウェア等のインストールが不要な

システムであること。

ウ ウェブブラウザはMicrosoft Edge 又は Google Chrome を想定している。

エ 機能構成の詳細は「データセンター適合確認表（様式第７号）」、「水道施設台帳システム機能一覧

表（様式第８号）」に示す機能とし、カスタマイズを極力抑えることで安価で実効性の高いシステムと

する。

（3）システム運用及び保守内容の検討

前項の調査結果を踏まえ、システムの障害が発生した場合でも速やかな復旧を実現するため、データ

バックアップ方法、障害からの復旧方法を整理する。さらに、以下に示すようなシステム運用サポート方法

を標準とする。

ア 保守管理は発注者と綿密な連絡調整を図り行うものとし、作業時間は平日とする。

イ ソフトウェアの不具合等を解消するアップデートを無償で迅速に実施する。

ウ システム使用期間中、システムのバージョンアップを行う。また、発注者から軽微な改善要望があっ

た場合、合理的範囲内において、ソフトウェアの改善作業等を無償で実施する。（年 1回程度）

エ 運用している全てのシステム管理データは、1 回／年以上の頻度（実施日時は協議の上決定する）

でバックアップを取得し、災害･障害等の不測の事態に備える。

オ システム使用期間中、使用方法等に関する問い合わせには、電話、電子メール、FAX 等で対応す

る。

（4）水道施設台帳システム導入計画の検討

前項までの検討結果を基に、水道施設台帳システム導入計画（システム機能仕様検討、サーバ等の
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非機能要件定義、そして、必要であれば、PC やタブレット端末等機器調達支援、概算費用検討など）を

検討する。

第 20 条（水道施設台帳システム導入）

前条の水道施設台帳システム導入基礎調査を基に、様式第８号「水道施設台帳システム機能一覧表」

に示す機能を有するシステムを導入するため、次に示す各作業を実施する。

（1）登録項目、帳票フォーマットの提案

上水道の施設設備情報を管理するために必要となる登録項目･帳票フォーマットについて、標準的な

モデル、フォーマット等を提案し、調整・決定する。

（2）設備及び工事台帳データ整備・登録

収集・整理した資料及び現地調査の結果を踏まえ、対象施設の設備及び工事データの整備し、システ

ムにデータを登録する。設備については、設備（主機）と機器（補機）の親子階層（例えば、設備：ポンプ、

機器：ポンプと電動機）、工事については該当する設備との関連付けも整備すること。

また、設備台帳と固定資産管理台帳の突合作業を行い、突合できる範囲で資産番号及び取得価額を

設備台帳として整備する。

休止施設に対しては、一般平面図（または全景写真）と設備リストまでの整備（簡易整備）とする。

（3）図書・図面データ整備・登録及びリンク設定

収集・整理した設備機器の設置場所や図面種別による図書・図面のグループ化を行い、一般平面図

や機器配置図、平面図・断面図等をスキャンしてシステムから閲覧できるよう整備・登録する。さらに、図

書・図面データは設備、工事台帳データとリンク設定を行う。そして、平面から断面、あるいは断面から平

面への表示の移動を行うための平面図～断面図間のリンクを設定する。

なお、現況図として適当な図面が完成図書より抽出不可の場合、現地調査の結果等から概要図を作

成する。

休止施設に対しては、一般平面図・機器リストのみの簡易整備とする。

（4）写真データ登録

収集したデータ及び現地調査にて撮影した写真データを該当する設備の関連情報として、システムデ

ータベースへ登録する。

（5）故障・修繕履歴データの登録

収集・整理した故障・修繕の各履歴を該当する設備の関連情報として、システムデータベースへ登録

する。

（6）点検マスタの整備・設定

点検をクラウド上で実施するため、またタブレットを利用した点検実施を想定し、点検マスタ設定で必要

となる資料について収集・整理をする。

収集・整理を踏まえ、点検ユニットデータ（点検票）の整備及びシステムへの登録を行う。
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登録した点検ユニットデータ（点検票）にて試運用を行い、実際の操作感を確認し適宜協議の上、点検設

備・点検項目の順番などを調整する。

（7）システム設定

整理した登録項目･帳票フォーマットを踏まえ、機能、マスタ等を設定･調整する。なお、本システムが

有すべき機能は、様式第８号「水道施設台帳システム機能一覧表」を標準とし、不足する機能については

開発費を見込むものとする。

（8）システム設置及び動作確認

水道施設台帳システムをクラウド環境（データセンター）へ導入する。

なお、同時使用ユーザ数 4ユーザ（管理者（相当）権限：1 ユーザ、使用者（相当）権限：3 ユーザ）を想

定した動作確認･負荷テストを実施する。詳細なユーザ数は協議により決定する。

第 21 条（操作研修）

本業務の完成検査前に講師を派遣してシステムに関する操作研修をする。研修は、各市町の既存ＰＣ

又は受注者が用意する機材を用いる。

(1)操作マニュアルの作成

本システムの操作に必要な操作説明書として、システム利用者用の簡易マニュアルとシステム管理者

用に分けて作成する。

(2)システム利用者・管理者研修の実施

簡易マニュアルを用いたシステム利用者用の操作研修を実施する。そして、システム管理者職員に対

して、システム運用・設定等に関する操作研修を実施する。

第 22 条（システム構築報告書の作成）

前条までの水道施設台帳システムの構築に関する報告書を作成する。

第 23 条（保守管理業務）

第 19 条の（３）にて検討した結果に基づき、保守管理を行うこと。

（1）システムの保守管理

突発的な障害、ソフトウェアの不具合等が発生した場合、原因調査から応急復旧を速やかに実施した

上で、本復旧に必要な対策を検討・提示・調整して、システム利用の再開を図る。

より良いシステムを継続的に運用していくため、機能改良や不具合改修に基づくソフトウェアのアップデ

ートを適宜実施すること。なお、アップデート実行に伴いシステム利用停止が発生する場合には、事前に

実施日時の連絡を行うとともに、できるだけ業務に支障がない時間に対応すること。

利用者によるシステム運用や機能に対する軽微な改善要望等を取りまとめ、運用面と機能面から対応策
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を整理・検討し、軽微な機能改良については対応すること。

（2）データのバックアップ

データセンターにて、最新環境のデータ一式のバックアップを取得すること。

（3）サポート

システム操作等に対する問合せに対応すること。

（4）年間報告

保守管理として対応した内容について、年間報告を作成する。

（5）サービス利用料（通信料）など

発注者は、クラウドサービス等に対するサービス利用料（通信料）などを受注者に支払う。

第 4 章 照査

第 24 条（照査の目的）

受注者は、業務を遂行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分に整理することにより、業務の高

い質を確保することに努めるとともに、さらに照査技術者等による審査を実施し、整備データに誤りがない

よう努めなければならない。

第 25 条（照査の体制）

受注者は、十分な技能と経験を有する者を照査技術者として配置しなければならない。

第 26 条（照査事項）

照査技術者は、業務全般にわたり次の各号に掲げる事項について照査を実施しなければならない。

（1）基本条件の確認

（2）業務計画（実施方針及び実施手法等）の妥当性の確認

（3）データ整備内容の確認

（4）水道施設台帳システム導入基礎調査

（5）水道施設台帳システム導入

（6）成果品の確認

第 5章 成果品

第 27 条（成果品の引渡し）
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業務完了後、成果品の検査を発注者が実施し、検査の合格をもって全ての引渡しを終了するものとす

る。

なお、成果品は各年の契約ごとに提出するものとする。

第 28 条（成果品の帰属）

(1)整備データの帰属

成果品のデータ等に関する所有権は、発注者に属し、受注者は、発注者の承認を得ずして他者に公

表、貸与又は使用してはならない。また、将来においてシステム再構築等の変更が生じた場合は、新た

に構築するシステムへデータ移行が行えるものとする。

(2)ソフトウェア等の帰属

パッケージシステム（サービス）を用いる場合は、受注者に著作権がある製品とし、発注者に使用権が与

えられるものとする。なお、本業務の仕様に合わせ新たに構築、改造したものについては、発注者に使用

権があり、発注者の許可なく他に使用させてはならない。

第 29 条（成果品）

本業務の成果品は、次の各号のとおりとする。

（1）業務報告書 2部（電子データ含む）

（2）打合せ記録簿 1部（電子データ含む）

（3）各種マニュアル（操作マニュアル、簡易マニュアル） 2 部

（4）水道施設台帳システム・データ（DVD-R など） 1 式

（5）設備情報管理システム利用権 1式【クラウド方式】
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別紙１「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象数量等一覧」

輪島市 珠洲市 能登町 穴水町
 給水人口 約22,000人  給水人口 約10,900人  給水人口 約15,100人  給水人口 約6,800人

上水道2 簡易水道4 専用水道1 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道4
取水施設 浄水施設 送水施設 配水施設 取水施設 浄水施設 送水施設 配水施設 取水施設 浄水施設 送水施設 配水施設 取水施設 浄水施設 送水施設 配水施設

水道施設数 10 8 63 75 5 5 17 32 8 4 20 52 4 3 10 9
休止施設 ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 )

（現地調査対象施設） 計 156 計 59 計 84 計 26 

（想定）現地調査日数  12 日  6 日  8 日  3 日
※2班体制（1班×2名）

（想定）設備点数 2,667 1,359 1,897 642
（想定）休止設備点数 ( 140 ) ( 250 ) ( 115 ) （ー）

（想定）故障修繕履歴データ数 240 150 100 80

（想定）点検票登録数 270 140 190 60

輪島浄水場 宇留地浄水場
（想定）追加工事設備点数 河井取水場 410 - - 250

同時使用ユーザ数 4 3 3 2

モバイル端末台数 3 2 2 1

＊） 対象施設は、別紙２を参照
＊） 自社のシステムによるシステム構築及びデーター整備に係る全費用をご提示ください。
＊） 見積内訳書は、各市町ごとにご提示ください。
＊） R5年度、R６年度に分けてご提示ください。また、後整備分がある場合は分けてご提示ください。
＊） データ整備に係る、機器点数、故障修繕履歴データ、点検表登録数については、想定数に対してご提示ください。
＊） 水道設備台帳システムの運用に係る保守費用（システム使用料）等あれば、供用開始から５か年分をご提示ください。
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別紙２ 「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象施設一覧（１／５）」

表   奥能登水道施設台帳システム導入業務 対象施設一覧
輪島市 珠洲市 能登町 穴水町

上水道2 簡易水道4 専用水道1 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道4
箇所 エリア 箇所 エリア 箇所 エリア 箇所 エリア

取水施設 11 姫田取水場 輪島上水 5 宝立取水ポンプ場 上水 9 第一取水口 内浦 4 小又川取水口 上野

（水源） 河井取水場 工事後整備 折⼾簡易水道 簡水 第二取水口 内浦 上野浄水場取水口 上野

町野取水場 町野簡水 高屋簡易水道 簡水 第三取水口 内浦 鹿路川取水口 宇留地

桶滝取水口（桶滝接合井含む） 大沢簡水 大谷簡易水道 簡水 第四取水口 内浦 山王川取水口 宇留地

大沢第２水源（谷坂川） 清水簡易水道 簡水 (第一取水口) 休止中 矢波
洲衛取水場 洲衛簡水 第二取水口 矢波
舳倉島F取水用井⼾1 舳倉島簡水 北河内ダム 五十里
舳倉島F取水用井⼾2 ⻄谷川頭⾸工 柳田
地原取水口(八ケ川ダム) 門前上水 東谷川頭⾸工 柳田
北川浄水場取水口 休止中

⻄円山取水口 ⻄円山飲供

浄水施設 10 輪島浄水場 工事後整備 輪島上水 6 宝立浄水場 上水 5 内浦浄水場 内浦 3 上野浄水場
町野浄水場 町野簡水 折⼾浄水場 簡水 矢波浄水場 矢波 宇留地浄水場 工事後整備

大沢浄水場 大沢簡水 高屋浄水場 簡水 五十里浄水場 五十里 鹿波浄水場
洲衛浄水場 洲衛簡水 大谷浄水場 簡水 柳田浄水場 柳田
舳倉島浄水場 舳倉島簡水 清水浄水場 簡水 （漆原浄水場） 休止中 矢波
地原浄水場 門前上水 （若山浄水場） 休止中 上水

（皆月浄水場） 休止中 E有

（北川浄水場） 休止中→浄水池を配水池

門前水質管理センター
⻄円山浄水場 ⻄円山飲供
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「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象施設一覧（２／５）」
表   奥能登水道施設台帳システム導入業務 対象施設一覧

輪島市 珠洲市 能登町 穴水町
上水道2 簡易水道4 専用水道1 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道4

送水施設 63 久手川送水ポンプ場 輪島上水 17 （宝立送水ポンプ） 他に付随 上水 21 十八束加圧ポンプ場 内浦 10 此木送水ポンプ場
霊園ポンプ場 （善野送水ポンプ） 他に付随 山口加圧ポンプ場 内浦 北七海送水ポン場
稲舟送水ポンプ場 （晴気台配水池送水ポンプ）他に付随 本木送水ポンプ場 矢波 川尻ポンプ場
大野送水ポンプ場 （高架水槽揚水ポンプ） 他に付随 当目送水ポンプ場 五十里 市ノ坂中継槽
矢向ポンプ場 若山送水ポンプ場 ⿊川加圧ポンプ場 五十里 空港第一送水ポンプ場
夕陽ヶ丘送水ポンプ場 法住寺送水ポンプ場 極楽寺送水ポンプ場 五十里 空港第二送水ポンプ場
美谷送水ポンプ場 上⼾加圧ポンプ場 桐畑加圧ポンプ場 柳田 甲ポンプ場
気勝平送水ポンプ場 岡田加圧ポンプ場 笹川送水ポンプ場 柳田 大甲ポンプ場
⻑井ポンプ場 寺家加圧ポンプ場 久田加圧ポンプ場 柳田 乙ヶ崎送水ポンプ場 緑ヶ丘未普及

房田ポンプ場 中送水ポンプ場 百万脇送水ポンプ場 柳田 志ヶ浦配水ポンプ場 緑ヶ丘未普及

稲屋ポンプ場 宗末送水ポンプ場 中⻫送水ポンプ場 柳田
石休場送水ポンプ場 宗末加圧ポンプ場 谷内村加圧ポンプ場 柳田
上石休場送水ポンプ場 二子送水ポンプ場 神和住送水ポンプ場 柳田
上中尾ポンプ場 吉ケ池加圧ポンプ場 南部加圧ポンプ場 柳田
熊野ポンプ場 上山送水ポンプ場 合鹿第1送水ポンプ場 柳田
打越ポンプ場 馬緤送水ポンプ場 大谷 上町第1送水ポンプ場 柳田
本江送水ポンプ場 ⻑橋送水ポンプ場 上町第2送水ポンプ場 柳田
中仁行送水ポンプ場 真浦送水ポンプ場 清水 小又送水ポンプ場 五十里
与呂見送水ポンプ場 上⿊丸減圧水槽 大箱送水ポンプ場 五十里
一乗ポンプ場 狼煙送水ﾎﾟﾝﾌﾟ場 折⼾ 畜産総合センター送水ポンプ場 柳田
明前ポンプ場 横山加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場 （蓮花坊加圧ポンプ場） 休止中 柳田
佐野ポンプ場 町野簡水

南志見送水ポンプ場
荒巻ポンプ場
金蔵第１送水ポンプ場
金蔵第２送水ポンプ場
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「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象施設一覧（３／５）」

表   奥能登水道施設台帳システム導入業務 対象施設一覧
輪島市 珠洲市 能登町 穴水町

上水道2 簡易水道4 専用水道1 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道4
寺山第１送水ポンプ場
寺山第２送水ポンプ場
寺山第３送水ポンプ場
河原谷内加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
小田屋送水ポンプ場
尊利地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ場
光浦加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場 輪島上水

上野台加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場
林業研修ｾﾝﾀｰ加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場
原ポンプ場 門前上水

二又川ポンプ場
鑓川ポンプ場
四位ポンプ場
大平ポンプ場 配水池含む

伏坂ポンプ場
清太郎ポンプ場
知気女ポンプ場
中尾ポンプ場
中屋ポンプ場
浅生田ポンプ場
安代原ポンプ場 配水池含む

大町ポンプ場
尺ケ池ポンプ場 配水池含む

清土ポンプ場 配水池含む

薄野ポンプ場 配水池含む

大滝ポンプ場
中谷内ポンプ場 配水池含む

栃木ポンプ場
⻤屋ポンプ場
健寿の森送水ポンプ場
赤神ポンプ場
剱地ポンプ場
⿊岩送水ポンプ場
大生第１送水ポンプ場
大生第２送水ポンプ場
大生低区ポンプ場 配水池含む

大生中区ポンプ場 配水池含む
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「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象施設一覧（４／５）」
表   奥能登水道施設台帳システム導入業務 対象施設一覧

輪島市 珠洲市 能登町 穴水町
上水道2 簡易水道4 専用水道1 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道4

配水施設 76 第１配水池 輪島上水 32 宝立第1配水池 上水 54 中部配水池 内浦 9 上野配水池
久手川配水池 宝立第2配水池 南部配水池 内浦 宇留地配水池 浄水場内

霊園配水池 善野配水池 明野配水池 内浦 宇留地配水池 浄水場内

稲舟配水池 No.1 飯田第1配水池 小木高区配水池 内浦 宇留地配水池 浄水場内

稲舟配水池 No.2 飯田第2配水池 小木低区配水池 内浦 精育園受水槽
大野配水池 晴気台配水池 羽生接合井 内浦 空港配水池
惣領配水池 正院配水池 時⻑減圧槽 内浦 岩車配水池
（第２配水池） 休止中 蛸島配水流量計室 pit+電気盤 小浦分水桝 内浦 曽良配水池
夕陽ヶ丘配水池 三崎配水場 小浦第1減圧槽 内浦 緑ヶ丘配水池 緑ヶ丘未普及

美谷配水池 三崎第1配水池 小浦第2減圧槽 内浦
気勝平配水池 三崎高架水槽 小浦配水池 内浦
二俣配水池 三崎第2配水池 高倉減圧槽 内浦
房田配水池 若山配水池 高倉配水池 内浦
石休場配水池 若山配水流量計室 姫接合井 内浦
石休場減圧弁 法住寺配水池 姫配水池 内浦
上石休場配水池 宗末配水池 第1接合井 矢波
上中尾配水池 二子配水池 第2接合井 矢波
打越配水池 吉ケ池配水池 鵜川配水池（瑞穂送水P） 矢波
⻑沢配水池 上⿊丸減圧水槽 瑞穂第1配水池 矢波
下仁行配水池 上山配水池 瑞穂第2配水池 矢波
下仁行減圧弁 折⼾第1配水池 折⼾ 吉谷配水池（吉谷送水P） 矢波
上仁行配水池 折⼾第2配水池 武連配水池 矢波
与呂見配水池 高屋配水池 高屋 猪平配水池（神野送水P） 矢波
町野配水池 町野簡水 大谷高区配水池 大谷 神野配水池 矢波
佐野配水池 大谷低区配水池 藤ノ瀬配水池 矢波
南志見接合井 馬緤高区配水池 宇出津高区配水池 矢波
南志見減圧槽 馬緤低区配水池 宇出津高区接合井 矢波
南志見配水池 ⻑橋低区配水池 宇出津低区配水池 矢波
荒巻配水池 清水第1配水池 清水 （宇出津低区第2配水池） 休止中 矢波
院内配水池 清水第2配水池 城山配水池 矢波
金蔵第１配水池 真浦低区配水池 （高倉接合井） 休止中 矢波
金蔵第２配水池 真浦高区配水池 羽根配水池 矢波
大⻄山配水池 本木配水池 矢波
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「奥能登水道施設台帳システム構築業務 対象施設一覧（５／５）」
表   奥能登水道施設台帳システム導入業務 対象施設一覧

輪島市 珠洲市 能登町 穴水町
上水道2 簡易水道4 専用水道1 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道0 上水道1 簡易水道4
寺山第１配水池 五十里配水池 五十里
寺山第２配水池 当目配水池 五十里
申ケ場第１配水池 極楽寺配水池（兜地送水P） 五十里
  （送水ポンプ場） 兜地配水池 五十里
申ケ場第２配水池 北部配水池 柳田
小田屋配水池 笹川配水池 柳田
尊利地配水池 小又配水池 五十里
大沢配水池 第1配水池 大沢簡水 北河内配水池 五十里

第2配水池 十郎原第1配水池（送水P） 柳田
赤崎配水池 十郎原第2配水池 柳田
洲衛配水池 洲衛簡水 中⻫配水池 柳田
舳倉島高架配水塔 舳倉島簡水 ⻫和配水池 柳田
地原低区配水池 門前上水 神和住配水池 柳田
地原高区配水池 南部配水池 柳田
原配水池 植物公園配水池 柳田
滝上配水池 桐畑配水池（配水P） 柳田
山辺減圧弁 合鹿第1配水池（合鹿第2送水P） 柳田
蛇喰配水池 国重配水池 柳田
大久保減圧弁 大平受水槽 柳田
宮田配水池 平床配水池 柳田
中尾配水池 平体配水池 追加 平体水道
中屋配水池 （大平配水池） 対象外 大平飲供
中屋減圧弁
尺ケ池配水池
井守上坂減圧槽
井守上坂配水池
井守上坂減圧弁
皆月配水池
本市配水池
健寿の森配水池
深見配水池
松風台配水池
剱地北部配水池
剱地南部配水池
⿊岩配水池
上代減圧弁
大生高区配水池
猿橋減圧槽
小滝配水池
猿橋配水池
広岡配水池
広岡減圧弁
広岡住宅配水池
百成大角間配水池

部は、工事後に追加データ整備
休止中の施設は、今回データは簡易整備とする


