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都市計画基礎調査データベース入力業務委託 

見 積 仕 様 書 

 

第１章 総 則 

（適用） 

第１条 本仕様書は、千葉県測量業務共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）でいう、特記

仕様書で、「都市計画基礎調査データベース入力業務委託」（以下「本業務」という。）の

履行に適用する。 

２ 本業務実施にあたっての一般的事項、および特記仕様書に記載のない事項については、

共通仕様書によるものとする。 

３ 本業務の履行にあたり疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、指示に従うものとする。 

 

（業務目的） 

第２条 本業務は、都市計画法第６条に基づき平成２８年度に実施した都市計画基礎調査の 

データについて、調査結果のとりまとめ、ＧＩＳデータ構築、都市計画データベースへ

の登録等を行うことを目的とする。 

 

（業務概念） 

第３条 本業務を実施するにあたっては、千葉県の意図及び目的を十分理解し、適切な人員を

配置して、最高の技術を発揮するとともに、正確かつ丁寧にこれを行わなければならな

い。 

また、業務工程表に基づき、遅滞なく着実に業務を遂行しなければならない。 

 

（成果品に対する責任の範囲） 

第４条 受注者は、本業務完了後といえども、不備が発見され場合及び受注者の責による不利益

が生じた場合には、速やかに図書の訂正をしなければならない。 

なお、これに要する経費は全て受注者の負担とする。 

 

（前提条件） 

第５条 データの更新（新規入力・編集・削除等）にあたっては、「千葉県都市計画データ    

ベースシステム定義書」（Shape データ形式に対応したもの）に基づきＡｒｃＧＩＳ   

データを構築し、システムエラーチェック、ウィルスチェックを行った上で、千葉県  

都市計画データベースシステム（以下、「都市計画ＤＢ」とする）へ反映すること。 

 

（履行期間） 

第６条 契約締結日の翌日から平成２９年１１月３０日までとする。ただし、都市計画データ

ベースへの登録は平成２９年１０月３１日までに完了させるものとする。 

 

（業務主任技術者） 

第７条 業務主任技術者は、測量士の資格を有し、かつ、都市計画に関連した業務のうちＧＩＳ
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の構築又はＧＩＳを活用した業務の完了実績を有する者とする。 

２ 業務主任技術者は、本業務全体を統括し、品質・工程管理、高度な技術的判断を行うと

ともに、発注者との協議・調整、担当技術者の管理・指導等を行うものとする。 

 

（照査技術者及び照査） 

第８条 照査技術者は、次の資格を有する者を１人以上配置しなければならない。 

① 測量士の資格を有する者。 

② 技術士（総合技術管理部門（都市及び地方計画又は情報システム・データ工学）、  

建設部門（都市及び地方計画））又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるい

はＲＣＣＭの資格保有者（都市計画及び地方計画又は建設情報）であり、１０年  

以上の業務経験を有する者。 

２ 照査技術者は、照査計画を立案し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなけれ

ばならない。 

３ 照査技術者は、業務の節目毎に自ら照査を実施し、その結果を照査報告書として取り 

まとめ、業務主任技術者を経由して、速やかに監督職員に提出するものとする。 

 

（資料等の貸与及び返却） 

第９条 共通仕様書第 114 条の規定により、下記の資料を貸与する。 

・平成 28年度都市計画基礎調査（調書、図面） 

・第 10 回都市計画基礎調査マニュアル（平成 28 年度調査） 

・千葉県都市計画データベース定義書 

・その他業務に必要として、発注者が認めた資料等 

 

（成果品の提出及び使用等） 

第１０条  共通仕様書第 118 条の規定により、成果品の提出を行うものとする。 

２ 提出する成果品は下記のとおりとする。 

・電子データ ①本業務に関連して作成した業務成果の電子データをＣＤ－ＲＯＭに

収納したもの ６０セット 

       ②ＧＩＳデータを１ＴＢ以上のポータブルハードディスクに収納した

もの １基 

・基礎調査成果図（１/１０，０００、Ａ０） １式 

①住区図 

②土地利用現況図 

③非可住地分布図 

④都市的未利用地分布図 

⑤規模別一団の未利用地分布図 

⑥市街地開発事業等現況図 

⑦大規模小売店舗等位置図 

⑧公共公益施設位置図 

⑨都市計画道路現況図 
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⑩公園緑地等現況図 

⑪下水道計画図 

⑫災害リスク状況図（水害） 

⑬災害発生状況図（土砂災害） 

⑭防災拠点・避難場所位置図 

・業務報告書（作業報告書、調査整理データ一覧、定義書、成果図を含む上記データ

ＣＤ） 紙２部 

３ 成果品の管理および帰属は、すべて発注者側にあるものとし、受注者がこれを公表する

ことは、一切認めないものとする。 

４ 成果品の使用等については、共通仕様書第 130 条の規定による。 

 

（検査） 

第１１条  受注者は、共通仕様書第 120 条の規定により、業務完了時に発注者の検査を受ける

こと。 

２ 検査において訂正を指示された箇所は、直ちに訂正し再提出すること。 
なお、これに要する経費は全て受注者の負担とする。 

 
第２章 業務内容 

（作業内容） 

第１２条  作業内容は以下のとおりとする。 

１ 計画準備 

（１）各業務を遂行するにあたり、履行期限を遵守し、効率よく業務が進められるよう、  

全体的な作業計画の立案及び作成、作業方法の検討、作業指示、適切な人員配置等を  

計画し、業務計画書を作成する。 

（２）調査結果を都市計画データベースに入力する際、以下の内容を前提とする。 

ア 都市計画データベースシステムに保有されている平成２３年度基礎調査データを

もとに、平成２８年度に実施された都市計画基礎調査結果による修正・追加を行う。 

イ この仕様書の他、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課作成の第１０回都市計画

基礎調査マニュアル（平成２８年度調査）及び千葉県都市計画データベース定義書を

参照するものとする。 

ウ データの更新（新規入力・編集・削除等）にあたっては、「千葉県都市計画データ

ベースシステム定義書」（Shape データ形式に対応したもの）に基づき入力し、成果 

（市町村データ・全県データ共）としても Shape ファイルデータ形式とする。 

エ 図形データについては、１万分の１の縮尺の地形図をベースに入力する。 

２ 資料の整理点検 

（１）表１の図面及び調書データについて整理点検する。 

（２）表１のデータ及び資料に関し、不足資料がないか、第１０回都市計画基礎調査マニュ

アルに沿った適切な作業が行われているか、その他作業指示漏れがないかなど点検を 

行い、その結果を整理する。 

（３）点検した結果を整理し、再調査が必要なものについては県及び県を通じて関係する 
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市町村への再調査を依頼し、修正すべき内容の照会・確認を行う。 

３ 地形図更新 

（１）該当市町村から県に提出された平成２３年度の調査以降修正等が行われた縮尺   

１/１０，０００地形図の整理、データベースの更新を行う。 

（２）更新された白図は大型スキャナーを用い、スキャニングを行う。読み取り解像度は  

３００ＤＰＩを標準とする。 

（３）スキャニングして画像化(ＴＩＦＦ)したデータについて、座標位置を合わせる処理 

（幾何補正）を実施する。 

（４）図面が複数にまたがる市町村の地形図については画像の接合処理を行い、市町村で 

１つのファイルとなるように処理を行うものとする。また、市町村別の画像ファイルの

結合を行い、全県で１枚の画像データについても作成する。 

４ 基礎調査データ入力 

（１）対象項目 

対象となる項目（別表２）について各市町村のデータ入力及び修正を行う。なお、   

データの仕様は別紙１のとおりである。 

  （２）データ入力方法 

    ア 国勢調査・調査区調査については、総務省統計局から提供を受ける統計地理情報   

データ（調査区境界データ（世界測地系））を基に千葉県都市計画データベースに入

力を行うものとする。なお、上記データにおいて、平成２３年以降、行政界の変更

等を行い、データ補正の必要がある場合には、データの補正を行うものとする。 

    イ 住区調査、大規模小売店舗調査、土地利用現況調査、非可住地調査、未利用地調査、

宅地開発状況調査及び公共公益施設調査については、平成２３年度以降変更された

箇所が表示されている作業図をもとに、前回基礎調査データから該当ポリゴンの形

状の修正・削除・追加などを行い、図形データの更新を行う。その際、分類コード

や調書対象番号の入力も併せて行う。 

    ウ 建物利用現況調査については、前回の調査時（平成２３年度）から、建物用途に変

更があった建築物について、図形データ、属性データを更新する。空家調査を実施

している場合は、図形データ、属性データを新規追加する。 

    エ 都市計画道路調査については、都市計画道路整備図、街路事業認可台帳の修正等か

ら、都市計画道路の整備状況の図形データ、属性データを更新する。 

    オ 公園緑地等調査については、前回の調査時から、整備状況等に変更のあった公園緑

地等の箇所について、図形データ、属性データを更新する。 

    カ 下水道施設調査については、下水道整備要望図等の図面から、下水道の整備状況の

図形データ、属性データを更新する。 

    キ 道路状況調査を実施している場合は、平成２８年度に作成した図をもとに、図形デ

ータ、属性データを新規に追加する。 

    ク 災害発生状況調査及び防災拠点・避難場所調査については、平成２８年度に作成し

た作業図等をもとに、図形データ、属性データを新規追加する。 

    ケ 作業図が存在しない資料については、市町村の作成した成果図に基づきデータ入力

を行うものとする。 
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  （３）データ構築 

     図形属性とするための調書データをＣＳＶファイル形式のデータに変換した後、図形

データと調書データについて図面対象番号をキーとしてマッチング処理し、調書データ

を図形データの属性として付加させ基礎調査データを完成させる。 

（４）点検・修正 

  ア 地形図の更新に伴い各データの補正が必要である場合、地形図に合わせて図形の 

骨格を修正のうえ作業を実施する。 

  イ 作成した基礎調査データの形状、属性などの修正漏れ、入力・修正・結合ミスなど

がないかを確認するため、図面出力を行い、修正結果の点検を行う。 

  ウ 内容に誤りがある場合はデータ修正を行い、再度図面出力した上で再点検を行う。 

５ 都市計画データベースへの登録 

各業務で作成、調整した図形データ・属性データ等は全て、都市計画データベースを保

存したデータサーバＰＣ（１基）及びデータバックアップ用ポータブルハードディスク

（２基）に登録するものとする。 

登録にあたっては、既存の都市計画データベースと同様に、データ項目ごとに色設定、

縮尺による表示制限に設定したＡｒｃＶｉｅｗ９．３用のＭＸＤファイルを作成し、デ

ータサーバＰＣに登録する。 

６ 成果のとりまとめ、報告書作成 

（１）業務報告書の作成にあたって、各作業内容に対応させて、作業過程、結果及び成果  

内容について、分かりやすくとりまとめるものとする。  

（２）構築データおよび点検・修正結果についても、調書や図面を整理すること。 

（３）市町村別データを結合し、全県１ファイルのデータを作成すること。 

（４）作成した基礎調査データに関し、県及び市町村に配布するためのデータディスク  

（ＣＤ－ＲＯＭ）を作成すること。 

（５）データディスクにはＡｒｃＲｅａｄｅｒ等のＧＩＳビューワで各種成果物が閲覧可能

になるよう設定を行うこと。 

  ７ 照査 

   業務にあたり照査計画書を作成し、工程通りの計画で業務が進められているか、業務 

方針、検討方法等について問題はないかなどを、業務段階ごとに照査する。 

また、成果品の提出にあたっては、成果品の質、完成度などについて検証・確認を行い、

照査報告書として取りまとめ、監督職員に報告する。 

 

（打合せ等） 

第１３条 受注者は、共通仕様書第 112 条の規定により、設計業務等を適正かつ円滑に実施  

するため、業務主任技術者と監督職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の

疑義を正すものとする。 

２ 受注者は、業務着手時・中間時・納入時の計３回以上、業務の各段階で打合せを行い、

業務実施方針について監督職員の承諾を受けるものとする。 

３ 打合せの結果については、受注者において速やかに打合せ記録簿を作成し相互に確認す

る。
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別表１ 資料の整理点検項目一覧 

点検項目 図面 調書 

1. 地形図 ○  

2. 住区調査図 ○ ○ 

3. 土地利用現況調査 ○  

4. 非可住地調査 ○  

5. 都市的未利用地調査 ○  

6. 宅地開発状況調査 ○ ○ 

7. 建物利用現況調査 ○  

8. 大規模小売店舗等立地状況調査 ○ ○ 

9. 公共公益施設立地状況調査 ○ ○ 

10. 都市計画道路調査 ○ ○ 

11. 公園緑地等調査 ○ ○ 

12. 下水道施設調査 ○ ○ 

13. 道路状況調査 ○ ○ 

14. 災害発生状況調査 ○ ○ 

15. 防災拠点・避難場所調査 ○ ○ 

 ※図面データの媒体は別紙記載のとおり。 
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別表２ 作業項目一覧 

 
 

作業項目（データ入力項目） 調査対象区域 
備考（マニュアル参照ページ） 
※作業量 

① 計画準備   

② 資料の整理点検   

③ 地形図更新 行政区域  

④ 基礎データ入力   

 （住区調査） 行政区域 
（２１）※約４０箇所 
    ※約２０枚 

 （土地利用現況調査） 都市計画区域 （４２）※約１４０枚 

 （非可住地調査） 市街化区域（用途地域） （４８）※約１１０枚 

 （都市的未利用地調査） 
市街化区域（又は非線引
き用途地域内） 

（５１）※約１３０枚 

 （宅地開発状況調査） 都市計画区域 
（５５）※４１０箇所 
    ※１１０枚 

 （建物利用現況調査） 
市街化区域とその周辺
500m の範囲 

（６１）※１２００枚 
    ※空家１,１０９箇所 

 （大規模小売店舗等調査） 都市計画区域 
（６４）※約４９０箇所 
    ※１００枚 

 （公共公益施設調査） 都市計画区域 
（６６）※約３,９６０箇所 
    ※約１３０枚 

 （都市計画道路調査） 都市計画区域 （６９）※約１５箇所 

 （公園緑地等調査） 都市計画区域 （７１）※約９４０箇所 

 （下水道施設調査） 都市計画区域 （７４）※約２４箇所 

 （道路状況調査） 都市計画区域 （７７）※約１５枚 

 （災害発生状況調査） 行政区域 
（８２）※約５,０９０箇所 
    ※約１２５枚 

 （防災拠点・避難場所調査） 行政区域 
（８５）※約２２，９１０箇所 
    ※約１４０枚 

⑤ データベース登録・セットアップ   

⑥ 成果のとりまとめ   

⑦ 照査   

 ※作業量：箇所数は修正・追加箇所 
枚数は図面を画像化する枚数 



別紙1

備考

都市計画区域内
人口（千人）

都市計画区域
面積（ha）

1 100 千葉市 966.8 27,176

2 202 銚子市 64.5 8,419

3 203 市川市 474.3 5,745

4 204 船橋市 623.4 8,562

5 205 館山市 47.2 11,015

6 206 木更津市 133.0 13,894

7 207 松戸市 487.9 6,138

8 208 野田市 155.6 10,355

9 210 茂原市 92.2 9,992

10 211 成田市 131.6 21,384

11 212 佐倉市 177.4 10,369

12 213 東金市 60.2 8,912

13 215 旭市 39.8 5,061

14 216 習志野市 168.2 2,097

15 217 柏市 409.4 11,474

16 218 勝浦市 19.3 4,055

17 219 市原市 272.9 25,623

18 220 流山市 173.6 3,532

19 221 八千代市 194.4 5,139

20 222 我孫子市 133.0 4,315

21 223 鴨川市 24.1 6,456

22 224 鎌ケ谷市 108.5 2,108

23 225 君津市 63.4 5,379

24 226 富津市 31.6 4,573

25 227 浦安市 163.7 1,697

26 228 四街道市 89.1 3,452

27 229 袖ケ浦市 61.9 9,493

28 230 八街市 73.2 7,494

29 231 印西市 93.5 12,379

30 232 白井市 62.8 3,548

31 233 富里市 49.9 5,388

32 234 南房総市 39.2 23,014

33 235 匝瑳市 25.5 5,691

34 236 香取市 66.1 18,172

35 237 山武市 54.5 14,677

36 238 いすみ市 29.9 7,733

37 322 酒々井町 21.3 1,901

38 329 栄町 21.0 3,251

39 347 多古町 15.3 7,280

40 349 東庄町 10.8 2,142

41 402 大網白里市 49.4 5,808

42 403 九十九里町 17.1 2,445

43 409 芝山町 7.6 4,347

44 410 横芝光町 24.9 6,690

45 421 一宮町 12.4 2,297

46 423 長生村 14.8 2,829

47 424 白子町 12.0 2,750

48 427 長南町 7.7 4,869

49 443 御宿町 7.5 2,486
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平成２８年度 都市計画基礎調査（調査主体別データ媒体）

NO.
市町村
コード 調査主体名

データ媒体

紙

○

○

○

電子（GIS）

○

一部 ○

○

○

○

○

一部 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 一部

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

基礎調査収集図面

○

○

○

○

○

○

○

○

（参考）

都市計画年報（平成27年版）

※都市計画年報にデータがないため千葉県統計課データより引用

都市計画道路、下水道施設、
公園緑地等、土地区画整理


