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曽建 31-8曽於市空き家実態調査ほか業務委託仕様書

第 1章 総則

第 1条(適用の範囲)
本仕様書は，曽於市(以下「発注者」という。)が実施する曽建 31-8曽於市空き家実態調査
ほか業務委託(以下「本業務」という。)について，受託業者(以下「受注者」という。)が行う必
要な作業の仕様を定めるものとする。

第 2条(本業務の目的)
本業務は，適切な管理が行われていない空家等が防災，衛生，景観等の地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしている可能性があることから，地域住民の生命・身体・財産の保護，生

活環境の保全，空家等の利活用のため，市内の空家等を特定する調査を行い，空家等に関する

データベースの整備及び適性な空家等管理の促進を図ることを目的とする。

第 3条(準拠する法令)
本業務の実施にあたっては，本仕様書によるほか，次に掲げる関係法令等に準拠して実施す

るものとする。

(1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26年 11月 27日法律第 127号)
(2)空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成 27年 2月 20日政令第 50号)
(3)空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

(平成 27年 2月 26日総務省告示・国土交通省告示第 1号)
(4)地方公共団体における空家調査の手引き(平成 24年 6月国土交通省住宅局)
(5)「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

(ガイドライン)(平成 27年 5月国士交通省住宅局)
(6)外観目視による住宅不良度判定の手引き(案)(平成 23年 12月国士交通省住宅局)
(7)鹿児島県空き家対策マニュアル(空き家問題への進め方と取組事例)

(平成 29年 4月鹿児島県建築・住宅行政連絡協議会)
(8)空き家対策ガイドブック「空き家対策実務者のための手引書」

(平成 29年 3月かごしま空き家対策連携協議会)
(9)空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(平成 30年国土交通省 住宅局)
(10)建築基準法(昭和 25年 5月 24日法律第 201号)
(11)都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）
(12)景観法（平成 16年法律第 110 号）
(13)地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）
(14)地方税法政令（昭和 25 年法律第 245 号）
(15)不動産登記法(平成 16年 6月 18日法律第 123号)
(16)測量法(昭和 24年 6月 3日法律第 188号)
(17)地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014(国士地理院)
(18)日本版メタデータプロファイル(JMP2.0)(国土地理院)
(19)総務省「統合型の地理情報システムに関する全体指針」

（平成 13月 7月国土交通省住宅局）
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(20)総務省「統合型の地理情報システムに関する整備指針」
（平成 13月 7月国土交通省住宅局）

(21)ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証基準(JIS Q27001:2014)
(22)プライバシーマーク認証基準(JIS Q 15001:2006)
(23)個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57 号)
(24)曽於市個人情報保護条例（平成 19年条例第 17号）
(25)曽於市財務規則（平成 17年規則第 37号）
(26)曽於市税条例（平成 17年条例 56号）
(27)曽於市契約規則（平成 17年規則 43号）
(28)曽於市空家等の適切な管理等に関する条例（平成 31年条例第 2号）
(29)その他関係法令及び諸規則並びに通逹等

第４条(調査対象区域)

本業務の対象区域は，曽於市全域とする。

なお，空家等実態調査の対象は戸建て住宅とし，一部が空家等になっている集合住宅，共同

住宅，国又は地方公共団体が所有管理するもの及び土地に定着する工作物や建築物に附属する

工作物は含まない。

また，空家等実態調査の現地調査の際には外観調査とし敷地内，家屋内部には立ち入らない

ものとする。

第５条(業務従事者表・作業工程表等の提出)
受注者は，本業務を実施するにあたり，次の書類を提出するものとする。

なお，主任技術者，担当技術者，照査技術者については，本業務の契約締結までに自社社員

であることを証する身分証明書（社員証等）の写しを発注者に提出するものとする。

(1)業務着手届
(2)技術者届(主任技術者，担当技術者，照査技術者)
(3)技術者経歴書(主任技術者，担当技術者，照査技術者)
(4)資格証明書の写し(主任技術者，担当技術者，照査技術者)
(5)業務工程表
(6)業務実施計画書
(7)ISO9001の写し
(8)ISO14001の写し
(9)その他発注者が必要と認めるもの

第６条(実施要領)
受注者は，本業務を実施するにあたっては，発注者の意図及び目的を十分理解したうえ，経

験豊かな主任技術者を定め，適切な人員を配置して正確丁寧に業務を実施し，発注者が定める

監督員と常に密接な連絡をとり，その指示に従うものとする。

第７条(業務体制)
本業務に従事する主任技術者，担当技術者，照査技術者の各要件は次のとおりとし，いずれ
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も九州内に拠点を置く自社社員から専任するものとする。

(1)主任技術者
主任技術者は，「測量士」の有資格者とする。

(2)担当技術者
担当技術者は，下記の条件及び資格を有する社員を選任するものとする。

①空家等の老朽度合いの判定を適切に行うための「1級または 2級建築士」の資格を有す

る社員

②個人情報の保護に配慮した「個人情報保護士」の資格を有する社員

(3)照査技術者
「空間情報総括監理技術者」の資格を有する社員

第８条(情報セキュリティ等の確保)
本業務は，発注者における住民情報並びに固定資産税に関した基礎となる重要なデータ及び

個人情報を含む重要な情報を取り扱うため，受注者は業務遂行に必要な次の資格を全て認証取

得しているものとする。なお，契約時にその登録証の写しを提出しなけれぱならない。

(1)ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)
(2)JISQ15001(プライバシーマーク)

第９条（個人情報の保護及び管理に関する計画書の作成）

受注者は作業を行う際の個人情報等の管理において，下記内容等について明記した｢個人情報

の保護及び管理に関する計画書｣を別途作成し，発注者に提出し承認を受けなければならない。

(1)作業従事者，監督体制について

(2)作業場所について

(3)個人情報の保管・管理について

(4)個人情報の受渡し，搬送について

(5)秘密保持について

(6)企業における情報セキュリティマネメント体制（ISMS，プライバシーマーク許諾書等の添

付）

第 10条(工程管理)
受注者は，本業務の着手前に監督員と十分打合せを行い，業務が円滑に進み，手戻りが無い

よう配慮することとする。なお，本業務全般の工程管理，精度管理を速やかに実施しなけれぱ

ならない。

第 11 条(設計数量等の変更)

本業務における設計数量は，業務の特異性から大きく調査対象数量が変わる可能性があるた

め，受注者は作業項目毎に速やかに発注者へ報告するとともに，特に，現地調査を行う空家等

候補の数量報告は内容を精査し確実に行うものとする。

発注者は，受注者の報告数量について内容を精査し，必要があると認められるときは，予算

の範囲内で業務委託料の変更を行うものとする。

第 12条(打合せ等)
本業務の打合せ協議は，原則として，業務着手時，中間 1回，成果品納入時の 3回とするが，

必要と認められる場合は適宜行うものとする。その時の議事録として「協議記録簿」を作成し，
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発注者の承認（押印）後，各々１部ずつ保管するものとする。

２ 打合せ協議の開催にあたっては，協議日，協議内容等について事前に調整を行い発注者の

承認を得るものとする。

第 13条(作業報告)
受注者は，発注者が必要と認めたときには作業の途中経過等を速やかに報告するとともに，

その指示に従うものとする。

第 14条(貸与品の管理)
受注者は，貸与品を借用する際には借用書を提出するとともに，貸与された資料は善良なる

管理者の注意をもって，破損，紛失等のないように取り扱い，業務完了時には貸与品をすべて

返却し，発注者の確認を受けるものとする。

第 15条（安全管理）
本業務において受注者は，事故防止のため各作業員に関係法規を常に遵守させ，安全管理の

徹底を図らなければならない。また，作業中に事故が発生した場合には，速やかに事故内容を

発注者に報告するとともに，処理対策にあたらなければならない。

第 16条(秘密の保持)
受注者及び本業務に従事するまたは従事していた者は，本業務により知り得た情報を漏えい

または盗用してはならない。履行期間満了後または本業務の契約解除後も同様とする。

2 受注者は，前項に規定する受注者の従事者の責務について万全の措置を講じなければならな
い。

第 17条(目的外使用等の禁止)
受注者は，貸与品を目的外に使用し，または第三者に閲覧させ，もしくは提供してはならな

い。

2 受注者は，発注者が文書をもって指示したとき以外は，貸与品を発注者の他の業務に使用し，
または閲覧させ，もしくは提供してはならない。

第 18条(再委託等の禁止)
受注者は，業務の全部を一括して第三者に委任し，または請け負わせることはできない。

ただし，契約業務の一部について，発注者の承諾を得た場合についてはこの限りではない。

第 19条(権利義務の譲渡等の禁止)
受注者は，本業務の契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し，もしくは承継させ，また

は担保の目的に供してはならない。

第 20条(手続き及び損害賠償)
本業務に必要な手続きは受注者の責任において行い，その写しを発注者に提出しなけれはな

らない。

2 受注者は，本業務実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害に対して一切の責任を負い，
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事故内容を遅滞なく発注者へ報告するものとする。なお，損害賠償等の請求があった場合は，

一切の処理を受注者の責任において行うものとする。

第 21条(成果品の帰属)
本業務における成果品については，全て発注者に帰属する（受注者及び第三者に著作権，版

権等が発生するものは除く）ものであり，発注者の承認を受けずに複製したり，他に公表，貸

与したりしてはならない。

第 22条（業務完了）
業務完了後，業務報告書及び納品書とともに成果品を提出しなければならない。成果品は A4

版ファイルにとじ込んだ出力データ２部と，電子媒体（CD-R等）にて提出することとし，電子
媒体のファイル形式は別途協議を行うものとする。

第 23条(契約の解除)
発注者は，次の項目に該当する場合は，契約期間中であってもこの契約を解除することが出

来るものとする。

(1)発注者・受注者双方が同時に契約の解除を希望した場合
(2)受注者が故意または過失により発注者に重大な損害を与えた場合
(3)受注者がこの契約による業務を履行しない場合
(4)発注者がこの契約の存続を不適当と認めた場合
2 前項の規定により，契約を解除した場合において受注者に損害が生じても発注者はその責任
を負わないものとする。

第 24条(参考)
平成 20年・25年に実施された住宅・土地統計調査の概要から得られた統計数値及び，平成

23年度曽於市空き家実態調査の結果は以下のとおりであり，参考までに提示する。
〇住宅・土地統計調査

〇曽於市空き家実態調査（居宅のみ調査）

第 25条(疑義)
本特記仕様書に明示していない事項，あるいは作業過程において疑義が生じた場合は，受注者

は速やかに発注者と協議し，その指示を受けなければならない。また，受注者は本仕様書に記

調査年 住宅総数
空き家

空き家総数 前回差 空き家率 その他の住宅 前回差 空き家率

H20 20,140 3,080 15.30 2,340 11.62
H25 20,470 4,050 +970 19.79 3,350 +1,010 16.37

地域 空き家総数
内訳

居住可 改築で居住可 居住不可 調査不能

末 吉 384 110 85 186 3
財 部 292 48 85 158 1
大 隅 376 49 89 238 0
合 計 1,052 207 259 582 4
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載が無い事項であっても，最新技術の活用，既存データの活用等の提案事項を発注者へ随時行

うものとする。

第 26条(システム要件)
(1)GISシステムは LGWAN対応のクラウドシステムとし，端末機器の入れ替え，人事異動等を
考慮し「ノンプラグイン方式」とする。

(2)GISシステムの機能要件は別紙２のとおりとする。
(3)利用端末は，既存の端末を利用し，以下の部署（台数）が利用できるものとする。
（末吉本庁）建設課：用地係（3台），建築係（2台），住宅建築係（2台）

企画課：定住推進係（1台）
市民課：環境係（1台）
総務課：消防防災係（1台）

（大隅支所）建設水道課：管理係（1台）
（財部支所）建設水道課：管理係（1台）

(4)GISシステムの同時接続可能なライセンスは４ライセンスとする。

第 27条(本業務の履行期間)
本業務の履行期間は，令和元年７月 31 日から令和２年１月 31 日迄とする。

２ なお，成果品（報告書等）は，履行期日の 7日前までに発注者に提出し確認を行うこと。

第 28条（経費内訳）

受注者は以下の項目ごとの経費内訳を明らかにするものとする。

(1)空家等実態調査に係る経費

第 29 条中，(1)計画準備から(11)空家等総括表・個票の作成までの業務に要する費用及びそ
れに関係する管理費，諸経費。

(2)データベース構築及びシステム構築に係る経費

第 29 条中，(12)空家等データベースの作成及び(13)空家等管理システム構築の業務に要す
る費用及びそれに関係する管理費，諸経費。

(3)翌年度以降に管理費用（使用料等）が発生する場合，その内訳と金額。

第 2章 業務内容

第 29条(業務概要)
本業務は，次の作業を実施するものとする。なお，受注者は空家等調査の趣旨を踏まえ，全

体的かつ総合的な視点に基づいて業務を実施するように留意するものとする。

(1)計画準備
(2)資料収集整理
(3)空家等と想定される建築物の把握
(4)自治会アンケート調査及びとりまとめ
(5)現地調査標準化マニュアル・現地調査票作成
(6)現地調査
(7)空家等地番・所有者又は管理人（以下「所有者等」という。）の特定
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(8)空家等所有者等名簿の作成
(9)所有者等アンケート案作成
(10)調査結果のとりまとめ
(11)空家等総括表・個票の作成
(12)空家等データベースの作成
(13)空家等管理システム構築
(14)業務報告書作成
(15)打合せ協議

第 30条(計画準備)
受注者は本業務を実施するにあたり，合理的かつ能率的に遂行するため，発注者と成果イメ

ージの調整を行い，工程毎の作業計画を作成した業務実施計画書を発注者へ提出し，承認を得

るものとする。

第 31条(資料収集整理)
発注者は，業務を実施するうえで必要となる発注者所有の次の資料について受注者に貸与す

るものとする。なお，資料類の時点は原則として最新時点とし，データ化されている資料につ

いては極カデータにより，かつ流通性が高いフォーマットにより貸与するものとする。なお，

個人情報を含む機密性の高いデータを使用することからセキュリティには万全を期すとともに，

通信等によるデータの授受を行う場合には，総合行政ネットワーク（LGWAN）を利用すること
とする。

(1)地籍図データ(Shape 形式) 1 式

(2)地番図データ(Shape 形式) 1 式

(3)家屋図データ(Shape 形式) 1 式

(4)航空写真オルソ画像（TIFF 形式） 1式

(5)土地課税台帳情報（CSV 形式） 1式

(6)家屋課税台帳情報（CSV 形式） 1式

(7)水道使用者情報（CSV 形式） 1式

(8)住民基本台帳情報（CSV 形式） 1式

(9)曽於市危険廃屋解体撤去事業実績表（Excel 形式） 1式

(10)平成 23年度曽於市空き家実態調査票（Excel 形式） 1式

(11)その他発注者が認める資料 1式

第 32条(空家等と想定される建築物の把握)
受注者は，発注者より貸与する資料等を基に空家等と想定される建築物の候補を抽出するも

のとする。空家等候補の抽出にあたっては，家屋課税台帳の用途情報，建築年月日，土地課税

台帳の地目，住民基本台帳情報，水道使用者情報，平成 23 年度曽於市空き家実態調査票，曽於

市危険廃屋解体撤去事業実績表等の情報を利用し，曽於市全域における空家等候補として適切

な対象建築物の抽出を行うものとする。抽出においては，データ突合処理を行い，突合・不突

合を区分したデータベースを作成するものとし，不突合となった建物の事由毎にその内容を解

析し，空家等と想定される建築物を抽出し住宅地図データ（Zmap TOWN Ⅱ等）と GISの機
能を活用し，空家等候補にマーキングした「空家等候補データ（暫定版）」を作成するものとす



8

る。

なお，受注者において，この抽出方法によらず，より信用度の高い情報を有している場合ま

たは情報入手が可能な場合は，その情報を活用して「空家等候補データ（暫定版）」を作成する

ものとする。この場合において費用が発生するときは受注者の負担とする。

第 33条(自治会アンケート調査及びとりまとめ)
自治会に対して空家等の所在等のアンケート調査を行う。情報提供を依頼するための資料と

して「空家等候補データ（暫定版）」を基に自治会(全 278 自治会)別に紙出力した「空家等候補

配置図」を作成する。

アンケート様式については，受注者にて原案を作成し，発注者が「空家等候補配置図」とと

もに配布・回収を行うものとする。

受注者は回収された「空家等候補配置図」を曽於市建設課より受け取り，情報提供された空

家等の所在地について「空家等候補データ（暫定版）」に追加登録を行い「空家等候補データ」

を作成する。なお，自治会別の「空家等候補配置図」の出力範囲については発注者の指示によ

る。

第 34条(現地調査標準化マニュアル・現地調査票作成)
現地調査の手法について現地にてサンプル調査を行ったうえで，現地調査標準化マニュア

ル・現地調査票を作成し，調査の標準化をはかるものとする。現地調査標準化マニュアルでは，

空家等として特定した根拠及び現況写真撮影方法等を明確化するとともに，現地調査時の民地

への立ち入り禁止等の注意点を記載するものとする。また，現地調査票は，別紙１「現地調査

票(案)」を参考とするものとする。なお，現地調査標準化マニュアル・現地調査票は，受注者で
案を作成し，発注者へ提出の上，承認を得なければならない。

第 35条(現地調査)
現地調査の実施にあたり，発注者より受注者に対して調査員証を交付する。本業務における

現地調査は，常に腕章を着用するとともに調査員証を必ず携行し，住民から請求があった場合

はこれを提示し，紛争の起こらないように留意しなければならない。

現地調査は，原則，公道からの確認のみとするが，業務遂行のため敷地内部の調査を行う必

要がある場合は，発注者へ報告し，あらかじめ土地（家屋）の所有者等の了解を得て監督員同

行で行うもとする。

２ 「空家等候補データ」を基に，外観目視による現地調査を行うものとする。調査に対しては

前条で決定したマニュアル・現地調査票を使用し調査を行う。

３ 現地調査に入る前に，事前に住民周知の対応（広報誌への掲載，ビラの作成など）を行うも

のとする。なお，周知内容については受注者が原案を作成し，発注者が掲載・配布を行う。

４ 想定される調査項目として，建物の基本情報（用途，階数，構造，建築年等），空家等判定指

標（表札の有無，郵便受けの状態，電気・ガスメータ等の稼働状況等），建物老朽度（危険性，

防犯，景観，生活環境等）外構等の状況，接道の状況等を調査する。

５ 現地調査票の作成に合わせて，現況写真を撮影するものとする。撮影にあたっては GIS との

リンクが取れるように GPS 機能を持たせたデジタルカメラにて現況写真を撮影する。

６ 老朽危険空家等の調査については，調査項目について発注者と十分協議を行い実態の把握に

努めることとする。
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第 36条(空家等地番・所有者等の特定)
現地調査結果を基に，空家等と特定された建築物について，空家等の地番，所有者等の特定

を行うものとする。抽出作業の各種データ等にて，地番，所有者等が特定されているものにつ

いても再確認を行うものとする。

第 37条(空家等所有者等名簿の作成)
前条にて空家等の地番，所有者等を特定した結果を基に，空家等所有者等名簿を作成するも

のとする。空家等所有者等名簿は，空家等管理番号を付与して Excel形式にて作成し，発注者
へ提出するものとする。なお，空家等所有者等名簿には所有者等の氏名のほか，郵便番号・住

所を付加するものとする。

第 38条(所有者等アンケート)
前条にて作成した空家等所有者等名簿を基に，空家等の所有者等に対し，意向調査を実施す

るためのアンケートを作成するものとする。記載事項については，空家等になった事由や時期，

今後の利用予定等を選択式で回答できるよう工夫するとともに，空家等と特定された建築物の

所在地及び任意の図面，現地写真等を添付し，回答しやすいよう留意するものとする。なお，

書式は受注者で案を作成し，発注者の承認を得るものとする。

所有者等アンケートの発送・回収については発注者で行い，受注者は回収されたアンケート

用紙を発注者より受け取り調査結果に属性データとして追加登録するとともに，PDFデータ化
するものとする。

第 39条(調査結果のとりまとめ)
前条までの調査結果を基に有効活用できる空家等（空き家バンクへ登録等）件数，社会問題

である老朽危険家屋件数と危険度のランキング等の数量情報を集計し所見を記載するとともに，

空き家対策計画へ活用できるよう調査結果をとりまとめるものとする。

２ 老朽空家等に関する「危険度の判定」については，建築士の見解を記載するものとする。

第 40条(空家等総括表・個票の作成)
現地調査の結果により空家等として特定された建築物について，空家等総括表及び空家等個

票を作成するものとする。空家等総括表では市全域の空家等，空家等個票では個別毎の空家等

の情報を把握するため，所在地や建築物の種類及び構造等の基本情報，現地調査票，現況写真，

アンケート調査結果，意向調査結果，所有者等の特定情報等を Excel形式で一覧表にまとめる
とともに，利活用履歴情報，任意の指導及び空家等対策の推進に関する特別措置法(以下，「法」
という。)第 14条に基づく行政措置の履歴欄をもうけるものとする。
なお，空家等総括票及び空家等個票では今回の調査で得た情報の全てを属性データとして取

りまとめるものとし，書式は受注者で案を作成し，発注者へ提出の上，承認を得なければなら

ない。

第 41条(空家等データベース（GISデータ）の作成)
現地調査等の結果により空家等として特定された建築物について，空家等建築物の属性情報

を付与することにより，GIS上での空家等情報管理を目的とした空家等データベースを作成す
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るものとし，成果品として GIS定義書を納品するものとする。なお，データに起因するシステ
ム不具合やデータの瑕疵が判明した場合は受注者においてデータを作成し，納品するものとす

る。

(1)空家管理システムセットアップ
GISシステムに発注者が所有する地籍図データ（Shape形式），地番図データ（Shape形式），

家屋図データ（Shape形式），航空写真オルソ画像（TIFF形式），今回手配する電子住宅地図及
び確定した空家等は，GISデータとして空き家情報の維持管理ができるよう属性データの項目，
レイアウトを発注者と協議の上調整し，システムへセットアップし十分な動作検証を行うもの

とする。なお，不具合がある場合は受注者の費用負担で対応するものとする。

(2)空家等位置確定入力
現地調査の結果により空家等として特定された建築物について，位置の確定入力を行うもの

とする。位置情報の入力は，点(ポイント)情報とし，簡単に修正・削除・新規登録ができるもの
とする。また，ポイントをクリックすることにより，調査時に撮影した写真（JPEG形式）及
び第 38条，第 40条で作成したアンケート結果（PDF形式），個票（PDF形式）が表示され情
報の修正・削除・登録ができるものとする。

なお，空家の配置データは，データの円滑な流通が可能となる Shape形式を採用し，空家の
属性情報の所在地情報と地番図の地番情報の整合をとるものとする。

(3)空家等分布状況集計処理
市全域における空家等の位置が把握されたデータを基に，メッシュ単位または，発注者より

指示を受けた地区範囲単位で集計を行い，整理・分析を行うものとする。分析結果は，色区分

図やラベル表示図等の出力処理を行うものとする。

(4)空家等分布状況シミュレーション解析
市民の高齢化や少子化を予測するため，発注者の指示する年齢条件や建物建築経年等の諸条

件により，5年後，10年後の空家等分布状況のシミュレーション解析を実施するものとする。
シミュレーション解析の結果は，色区分図やラベル表示図等の出力処理を行うものとする。

第 42条（電子住宅地図）
本業務において使用する電子住宅地図を下記に留意して手配するものとする。

(1)電子住宅地図は，(株)ゼンリン社製の ZmapTOWNⅡとする。
(2)ライセンス数は空き家管理システムで使用するため，同時ログイン方式（4 ｱｸｾｽ）とする。
(3)使用にあたっては，(株)ゼンリン社製の ZmapTOWNⅡ使用許諾に準ずる。

第 43条(業務報告書作成)
受注者は，本業務の成果の報告及び発注者における本業務の成果品の的確な活用を目的とし

て業務報告書を作成するものとする。
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第 3章 成果品

第 44条(成果品等)
本業務の成果品は次のとおりとする。

(1)業務従事者表・作業工程表 一式

(2)個人情報の保護及び管理に関する計画書 一式

(3)協議記録簿 一式

(4)経費内訳書 一式

(5)業務実施計画書 一式

(6)空家等候補データ（暫定版）（Excel・PDF形式及び出力図） 一式

(7)自治会アンケート調査表案（Excel又はWord形式） 一式

(8)空家等候補配置図（PDF形式及び出力図） 一式

(9)空家等候補データ（Excel・PDF形式及び出力図） 一式

(10)自治会区域データ（Shape形式）
(11)現地調査標準化マニュアル（Word形式） 一式

(12)現地調査票（Excel形式） 一式

(13)事前周知用広報誌原稿案・配布用ビラ案（Word形式及び PDF形式） 一式

(14)現況写真（JPEG形式） 一式

(15)空家等所有者名簿（Excel形式） 一式

(16)所有者等アンケート案（Excel又はWord形式） 一式

(17)空家等総括表（PDF形式及び Excel形式）
(18)空家等個票（PDF形式及び Excel形式）
(19)空家等データベース（GISデータ） 一式

(20)GISデータ定義書
(21)空家等分布状況集計結果（PDF形式及び出力図）
(22)空家等分布状況シミュレーション結果（PDF形式及び出力図）
(23)空家等管理システム（クラウド方式） 同時４アクセス

(24)ゼンリン電子住宅地図（ZmapTOWNⅡ） 同時４アクセス

(25)業務報告書 一式

(26)その他発注者が必要と認めるもの一式
成果品納入先は，曽於市建設課とする。

第 45条（検査・訂正）
受注者は，本業務の最終成果品について，発注者の指定する検査員または監督員の検査を

受け，この合格をもって完了とする。

ただし，成果品の検査及び引渡し後において，誤りまたは訂正事項等が発覚した場合は，

受注者の負担で速やかに修正するものとする。

第 46条（成果品の複製保管）
受注者は，災害発生時におけるデータの損失回避及び瑕疵担保期間における円滑な修正作

業に資するため，本業務の成果品の複製及び関連資料をセキュリティを考慮した場所に保管

するものとする。
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別紙１ 現地調査票(案)

１所在地等

調査年月日 調査員

所在地

前面道路 建築基準法上の道路（法 条 項 号） 非道路

幅員

２空き家判定

判定 空き家 居住中 不明

判定指標

表札 有 無

郵便受け ふさがれている又はない
郵便物等が溜まってい

る

郵便物等が溜まって

いない

電気メーター 動いていない 動いている 確認できない

ガスメーター 動いていない 動いている 確認できない

売り・貸しの表示 有 無

その他

３調査項目

用途 住宅 店舗併用住宅 その他

建て方 一戸建て 長屋 その他

構造 木造 鉄筋コンクリート 鉄骨 その他

規模 平屋 ２階建て ３階建て その他

管理不全状態の基礎調査

危険性

建物の傾斜 傾き無し 軽度の傾きあり 著しく大きな傾きあり

屋根 問題なし 一部損傷
穴が開いている又は

波打っている

外壁 問題なし 下地が一部露出
著しく下地が露出又

は穴が開いている

その他 問題なし 一部損傷 著しく損傷

周辺への影響度 影響なし 影響あり 著しく影響あり

防犯
外壁及び開口部 問題なし 一部亀裂又は開放 大きな亀裂又は開放

塀、柵等 問題なし 一部亀裂がある 大きな亀裂がある

生活環境

雑草・雑木 手入れあり 手入れ無し
手入れ無しで敷地外

に突出

樹木（かん木以外） 手入れあり 手入れ無し
手入れ無しで敷地外

に突出

景観
建築物の外観 影響なし 一部汚損等がある 著しい汚損等がある

足場、資材等 影響なし 一部汚損等がある 著しい汚損等がある
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別紙２ 空き家管理システム機能要件

分類 小分類 機能 内 容

地図 移動 定率移動 表示地図を任意の方向に一定割合で移動させる。

指定位置中心表示 ダブルクリックした点を画面の中心に移動する。

ドラッグ移動 マウス操作により地図をつかんだようにして移動させる。

フリースクロール

移動
地図を任意方向に連続してフリースクロールさせる。

戻る １つ前の表示範囲に戻る。

進む 前の表示範囲の戻したときに戻す前の表示範囲に進む。

ズーム 定率拡大／縮小 表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小する。

指定範囲拡大／縮小 表示地図領域内で矩形領域を指定し拡大する。

連続ズーム 表示地図をマウスホイール操作により連続的に拡大・縮小

する。

縮尺指定 リストから選択または入力した縮尺で地図を画面表示す

る。

ズームバーによる拡大／

縮小

マウスでズームバーを上げ下げし、地図の中心を変えずに

縮尺を変更する。

虫眼鏡機能 地図縮尺を変更せずに、地図の一部分を拡大表示する。

レイヤ範囲表示 指定するレイヤの範囲を地図画面に表示する。

回転 回転角度入力 回転表示させる角度をキー入力する。

自由回転
スライドバーをマウスドラッグにより、地図を回転表示さ

せる。

表示レ

イヤ制

御

レイヤ一覧凡例表示

レイヤ一覧と凡例を表示する。

各レイヤ表示・非表示の

設定
チェックボックスでレイヤの表示・非表示を切替える。

レイヤの解放 凡例上のレイヤ一覧からレイヤを削除する。

レイヤ順番の変更 画面に表示しているレイヤの順番を変更する。

透過率設定 画面に表示しているレイヤの透過率を設定する。

索引図 複数索引図の設定 複数種類を設定、表示が可能とする。

メイン地図の領域表示 全体図（索引図）上に、メイン地図画面の表示領域を示

す。

メイン地図との同期 メイン地図の動きと同期して外観図の表示も拡大・縮小・

移動する。

複数地

図の同

時表示

同時表示 複数の地図画面を同時に表示する。

同期表示 １つの地図の場所移動に同期し、他の地図画面も表示移動

する。

その他 中心位置表示 地図の中心座標を表示する。

ズームバー表示 ズームバーを表示する。
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スケールバー表示 表示中の地図縮尺に対応したスケールバーを表示する。

マウス座標表示 マウス位置の座標を表示する。

背景のトーン色指定 グレースケールなど背景のトーン色を指定する。

メモ メモ表示 任意の文字列を地図上に吹き出しで表示する。

メモの保存 作成したメモを保存する。また、保存したものを読み込

む。

メモの終了 右クリックメニューからメモを終了する。

レイ

ヤ管

理

レイヤ

管理

新規レイヤ作成
レイヤ名、データソース名、属性の種類を指定し、レイヤ

を登録する。

レイヤのアクセス権設定 レイヤに対して、編集・印刷・出力の権限を指定する。

レイヤ名の変更 作成済みのレイヤの名称を変更する。

テーブルの再定義 レイヤの属性定義を変更する。

外部テーブルの関連付け 指定したレイヤに外部属性データを関連付ける。

ファイリング設定 レイヤに対してファイリング対象にするかどうかの設定を

する。

メタ情報表示 クリアリングハウスのようにメタ情報を表示、更新する機

能。

シンボ

ル設定

単一シンボル 単一の線種、線色、塗りつぶし色等のシンボル設定を行

う。

個別値シンボル 属性値ごとにシンボルを設定してレイヤを表示する。

ランキングシンボル 属性値でカテゴリ分けし、カテゴリごとにシンボルを設定

してレイヤを表示する。

シンボル非表示 シンボルを表示しない設定。

画像シンボル設定 フォントや▲などのかわりに Icon、GIF ファイルなどを使

う。

単一ラベル 単一の文字種、文字色等のラベル設定を行う。

個別値ラベル 属性値ごとにラベルを設定してレイヤを表示する

ランキングラベル 属性値でカテゴリ分けし、カテゴリごとにラベルを設定し

てレイヤを表示する。

段ラベル ラベルを複数行表示する。

ラベル非表示 ラベルを表示しない設定。

棒グラフ 属性値を用いて棒グラフを作成し、レイヤ表示する。

円グラフ 属性値を用いて円グラフを作成し、レイヤ表示する。

クロスランキング 二つフィールドの値を組み合わせてシンボルを設定してレ

イヤを表示する。

表示縮尺の設定 シンボルやラベルを表示する縮尺範囲を指定する。

グルー

プレイ

ヤ管理

保存 複数のレイヤについてグループレイヤとして保存する。

読み込み グループレイヤを読み込み、同時に表示を ON/OFF を切り替

えることができる。
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削除 作成したグループレイヤを削除する。

アクセス権の設定 グループレイヤの共有レベル（全体公開、グループ公開、

マイレイヤ）を指定する。

マップ

管理

保存
よく使うレイヤの組み合わせをマップとして保存する。

読み込み 保存したマップを読み込み、複数のレイヤで構成される主

題図を瞬時に呼び出すことができる。

削除 作成したマップを削除する。

アクセス権の設定 マップの共有レベル（全体公開、グループ公開、マイマッ

プ）を指定する。

プロジ

ェクト

管理

プロジェクト保存
システムに追加されているレイヤ情報（図式情報、表示非

表示状態）や 表示縮尺、中心座標を保存する。

読み込み 事前に登録されているプロジェクトを呼び出す事で、瞬時

に多数のレイヤの ON/OFF を切り替える。

削除 作成したプロジェクトを削除する。

アクセス権の設定 プロジェクトに対する共有レベルを設定する。（全体公

開、グループ公開、マイプロジェクト）

初期表示プロジェクトの

設定
ログイン時に指定したプロジェクトを自動的に読み込む。

検索 場所移

動

住所検索
町名や地番を選択し、対象住所の位置を地図表示する。

地番検索 地番を選択し、対象住所の位置を地図表示する。

目標物検索 目標物名を選択して対象目標物の位置を地図表示する。

クイック検索（住所） 住所文字列を入力し、対象の位置を地図表示する。

クイック検索（地番） 地番文字列を入力し、対象の位置を地図表示する。

クイック検索（目標物） 目標物文字列を入力し、対象の位置を地図表示する。

クイック検索（平面座

標）
指定した平面座標を中心に地図を画面表示する。

クイック検索（緯度経度

（10進））

指定した緯度経度（10 進標記）を中心に地図を画面表示す

る。

クイック検索（緯度経度

（60進））

指定した緯度経度（60 進標記）を中心に地図を画面表示す

る。

地図検

索

個別属性表示 マウス操作により地物を指定（クリック）し、対象地物の

属性を表示する機能。

空間検索 マウス操作により対象領域を指定し、領域内に含まれた地

物の属性を表示する（対象領域の指定は、既存図形・新規

入力（多角形・円・点・線）から選択可能）。

レイヤ検索 選択された検索レイヤの図形と重なる図形を検索する。

レイヤ全検索 検索レイヤの全図形について重なる図形を検索する。

空間解析 ２つのレイヤを重ね合わせ、重なる（または重ならない）
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図形を検索する。

多重円検索 半径と中心位置を指定して多順円を作成し、その領域に含

まれる地物を検索する。

複数円検索 ドラッグで複数の円を作成し、その領域に含まれる地物を

検索する。

属性検

索

属性検索
検索条件を設定して属性データを検索し表示する。

検索条件の抽出 検索しようとするデータ項目にどのような種類の数字や文

字が格納されているかを抽出する。

検索条件の保存 作成した検索条件を保存する。

特定属性検索 保存した検索条件を読み出して検索を行う。

あいまい検索 表示しているレイヤすべてに対して同時にキーワード検索

を行い、キーワードが含まれるレイヤとそれが含まれる項

目名と件数を表示し、さらに絞込み検索をする。

属性一

覧

レイヤの属性表示 検索された、またはすべてのレイヤの属性を一覧表に表示

する。

検索結果の強調表示 検索された属性情報に対応する地物を強調表示する。

選択範囲表示 検索結果の属性一覧で選択された属性情報に対応する地物

を地図表示する。

並べ替え 検索結果の属性一覧を昇順もしくは降順に並べ替え表示を

する。

集計 検索された属性データを利用して小計・件数などの集計を

行う。

属性一括更新 指定した属性項目について、属性一覧上に表示されている

全行を一括で更新する。

属性照会 属性一覧上で選択された属性情報を単票形式で表示する。

属性編集 単票形式で表示した属性の内容を編集する。

レコードの削除 属性一覧からレコードを削除する。

ファイ

リング

参照 地図データに対して関連づけられているファイルを参照す

る。

編集 地図データに対して任意ファイルを関連づける。

検索 ファイル名、ファイルサイズ、更新日時などの条件でファ

イルを検索する。

その他 検索の追加、絞込み 空間検索や属性検索からの検索結果一覧からさらに検索す

る。（追加、削除、排他の３種類が可能）

検索結果の消去 検索結果の色塗りおよび属性一覧の内容を消去する。

レコードの削除 検索結果一覧からレコードを削除する。

出力 印刷 印刷 地図や凡例のなど等が表示されたレイアウトファイルをダ

ウンロードする。

プレビュー 印刷状態をあらかじめ画面上で確認する。

印刷縮尺の指定 印刷する地図縮尺を指定する。
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印刷レイアウト 事前に作成した印刷書式を呼び出して瞬時に印刷書式を作

成する。

整飾 印刷する地図にタイトル、方位シンボル、スケールバー等

の装飾を施す。

セキュリティテキスト レイヤのセキュリティ設定によって、印刷日時や実行者を

強制印字する機能。

アドバンスド印刷 画面表示した地図に印刷枠を複数配置してまとめて印刷す

る。

連続印刷 図形（属性）の単票帳票。対象図形だけ出力する

図郭印刷 図郭地図上で選択された図郭範囲だけ印刷する。

ファイ

ル出力

画像エクスポート 表示中の地図画面を画像ファイルとして出力する。（PNG、

JPG など）

CSV エクスポート 検索等により表示された属性データを CSV ファイル形式で

出力しダウンロードする。

位置情報付き CSV エクス

ポート

検索等により表示された属性データを座標情報（XY または

緯度経度）付きで CSV ファイル形式で出力しダウンロード

する。

Shape エクスポート 検索等により表示された図形データを Shape 形式で出力す

る。

GML エクスポート 検索等により表示された図形データを GML 形式で出力す

る。

SIMA エクスポート 検索等により表示された図形データを SIMA 形式で出力す

る。

DXF/DWG エクスポート 検索等により表示された図形データを DXF/DWG 形式で出力

する。

KML エクスポート 検索等により表示された図形データを KML 形式で出力す

る。

集計結果の CSV エクスポ

ート
集計の結果を CSV 形式で出力する。

入力 ファイ

ル入力

CSV インポート
CSV ファイルを外部属性テーブルとしてインポートする。

位置情報付き CSV インポ

ート

位置情報が入力されている CSV ファイルからレイヤにイン

ポートする。

位置情報は以下の３形式に対応。

1) 住所→アドレスマッチングで新規レイヤ登録する。

2) XY 座標→システムの座標系と異なる場合は投影変換を

行いインポートする。

3) 緯度経度→システムの座標系と異なる場合は投影変換を

行いインポートする。

Shape インポート Shape ファイルをインポートする。

GML インポート GML ファイルをインポートする。
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SIMA インポート SIMA ファイルをインポートする。

DXF/DWG インポート DXF/DWG ファイルをインポートする。

KML インポート KML ファイルをインポートする。

新規レイヤ／テーブル作

成

各データのインポート時に新規レイヤ／テーブルを作成す

る。

既存レイヤ／テーブルに

追加

各データのインポート時に既存レイヤ／テーブルにデータ

を追加する。

既存レイヤ／テーブルを

入替

各データのインポート時に既存レイヤ／テーブルのデータ

と入れ替える。

属性更新 インポートした CSV ファイルの内容でレイヤの属性を更新

する。

外部属性更新 インポートした CSV ファイルの内容で外部テーブルの内容

を更新する。

Exif インポート インポートした画像ファイルの Exif 情報から座標位置の追

加と画像のファイリングを行う。

計測 入力 距離計測 地図上でマウスクリックにより指定した多点間の距離を計

測する。中間点までの距離も表示されるものとする。

面積計測 地図上でマウスクリックにより指定した多角形の面積と周

長を計測する。

図形計測 既存レイヤの図形自体の計測をする。

角度計測 マウスで入力した２本のライン間の角度を計測する。

スナップ 指定したレイヤの図形に対してスナップしながら計測す

る。

結果 計測結果の削除 計測結果の表示を消去する。

計測結果の座標表示 計測図形の頂点の座標をリスト表示する。

集計 計測した結果を集計する。

編集 図形編

集

図形追加 地図上にマウスでポイント、ライン、ポリゴン図形追加す

る。

円追加 地図上でマウスクリックとドラッグにより円を作図する。

図形削除 選択した図形を削除する。

複製 選択した図形をコピーする。

形状変更 作成済みの図形の形状を変更する。

回転 選択した図形を回転させる。

拡大／縮小 選択した図形を拡大、縮小させる。

スナップ 指定したレイヤの図形に対してスナップしながら編集す

る。

トポロジ編集 隣接するポリゴンについて、共有する頂点を移動すること

で両方の図形を同時に更新する。

重なった図形から特定 重なった図形を図形の ID を使って選択する。

空間演

算

バッファ
選択した図形を元にバッファ図形を発生させる。
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分割 図形を分割する。

結合 ２つの図形を合成する。

くり抜き 選択した図形をマウスで入力した図形でくり抜く。

空間結合 検索レイヤの図形に重なる対象レイヤの図形に対して、検

索レイヤの属性値を結合する。

図形コピー・移動 ２つの異なるレイヤ間での図形のコピー、移動。

属性編

集

属性登録
作図した図形に対して関連する属性を入力し付与する。

属性一括更新 検索で絞り込んだレコード群の属性を一括で編集する。

ツー

ル

ツール スナップ設定 スナップ対象レイヤ、スナップ範囲などスナップの条件を

設定する。

地図上への画像貼り付け 座標を指定して画像ファイルを地図上に貼り付ける。

二点間経路探索 ユーザが地図上で指定した 2点間の最短経路を探索して表

示する。

その

他

システ

ム設定

第２測地系
地図上に表示する座標を測地系設定する。

住所辞書選択 複数住所辞書がセットされている場合、利用する住所辞書

を指定する。

ヘルプ ヘルプを表示する。

バージョン情報 システム情報等を表示する。

お知らせ表示 設定されたお知らせを表示する。

地番図分合筆機能 地番図を分合筆する機能。

測量図機能 測量図画像を移動、回転、拡大・縮小し地図画面に重ね合

わせる機能。


