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第１章 総  則 

 

第１条 （目的） 

本仕様書は、道路法第 28条および同法施行規則第 4条の 2に基づく道路台帳の正確性の確保

と経年変化の更新を目的とし、交野市の保有する道路管理システム上で最新データを管理・運用

することにより窓口業務の効率化及び市民サービスの向上を目的とする。 

 

第２条 （契約期間） 

 本業務の契約期間は、契約締結日より令和 7年 3月 21日までとする。 

 

第３条 （納入場所） 

 本業務の成果品は、交野市都市整備部道路河川課に納入するものとする。 

 

第４条 （準拠法令等） 

 本業務を実施するにあたっては、本仕様書によるほか、次に揚げる関係法令及び 

規定等に準拠して行うものとする。 

 （１）測量法（最終改正：令和元年法律第 37号）、同法施行令及び同法施行規則 

 （２）道路法（最終改正：平成 30年法律第 6号）、同法施行規則 

 （３）地方交付税法（最終改正：平成 30年法律第 4号） 

 （４）道路施設現況調査要項（国土交通省） 

 （５）公共測量作業規程の準則（国土交通省） 

 （６）交野市市公共測量作業規定 

 （７）個人情報の保護に関する法律 

 （８）交野市個人情報保護条例 

 （９）交野市財務規則及び諸規則 

 （10）その他関係法令等 

 

第５条 （定義） 

 本仕様書において、交野市を以下「甲」とし、受注者を以下「乙」とする。また「道路管理システ

ム」とは、交野市が道路管理業務用に構築し、現在運用している地図情報システム（ALANDIS 

NEO）をいう。 

 

第６条 （業務実施体制） 

 本業務を実施するにあたり、乙は本業務の内容について熟知した高度な技術を有する技術者と

して管理技術者及び照査技術者、担当技術者を選任し、甲に届け出るものとする。 

（１） 管理技術者及び照査技術者は、乙が 6 ヵ月以上雇用している「空間情報総括管理技術

者」の資格保有者であること。 

（２） 担当技術者は、乙が 6 ヵ月以上雇用している「測量士」の資格保有者であること。 

 

 



第７条 （打ち合わせ） 

 乙は、本業務の目的を熟知し、施工期間中は甲との打ち合わせを綿密に行い、進捗状況を随時

報告し、遅滞なく作業を完了させなければならない。 

 

第８条 （損害賠償） 

 乙は、その責めに帰すべき事由により、本業務の処理に関して甲又は第三者に損害を与えたと

きは、発生原因、経過、被害等の内容を速やかに甲に報告するものとともに、その損害を賠償しな

くてはならない。乙の使用する者が、故意又は過失によって損害を与えた場合についても、同様の

こととする。 

 

第９条 （貸与資料） 

 本業務に必要な資料は甲より乙に貸与するものとし、乙は業務完了後、速やかに甲へ返却する

ものとする。また、乙は貸与された資料に破損及び滅失、盗難等のないように慎重に取り扱わなけ

ればならない。 

 

第１０条 （秘密の保持） 

 乙は、本業務により知り得た内容及び結果を第三者に漏らしてはならない。なお、貸与する資料

及びデータ等の取り扱いについては、業務で使用する各種資料・データに含まれる個人情報、行

政機密等の取扱については紛失、漏洩のないようにしなければならない。また、乙は下記の認証

（認定）を受けており、データセキュリティ対策及び個人情報保護に精通しているものであること。 

（１） JIS Q 27001（ISMS：情報セキュリティマネジメント） 

（２） JIS Q 15001（プライバシーマーク） 

 

第１１条 （工程管理・品質管理） 

 乙は、現行の実施工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更した実施

工程表を提出し、甲の承認を得なければならない。 

 乙は、品質向上及び業務進捗を図るために、JIS Q 9001 (品質マネジメントシステム)の認証に

基づいた業務実施計画書を策定するものとする。 

 

第１２条 （土地の立ち入り） 

 乙は、本業務の実施にあたり公道上の作業を基本とするが、国有・公有または私有の土地に立

ち入る場合、事前に甲の承認を得た上で、その占有者の了解を得るなどして迷惑・紛争の起こら

ないように十分注意するものとする。なお、立ち入りの際は、身分証明書を常時携行するものとす

る。 

 

 

第１３条 （成果品の帰属） 

 本業務の成果品及び中間成果物の権利は、甲に帰属するものとし、乙は甲の承諾なく成果品を

第三者に貸与、使用または公表してはならない。 

 



第１４条 （契約解除） 

 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除できる。 

（１） 乙が契約及び本仕様書に定める業務を履行しないとき 

（２） 乙が不正な行為を行ったとき 

（３） 乙が認証資格を喪失したとき 

（４） その他、正当な理由がなく、業務の履行に支障が認められるとき 

 

第１５条 （提出書類） 

 乙は本業務の実施において、次の書類を提出し甲の承認を得るものとする。 

（１） 業務実施計画書 

（２） 業務着手届 

（３） 工程表 

（４） 管理技術者届（資格証、業務経歴書、雇用証明の資料などを含む） 

（５） 照査技術者届（資格証、業務経歴書、雇用証明の資料などを含む） 

（６） 担当技術者届（資格証、業務経歴書、雇用証明の資料などを含む） 

（７） 業務実績書類（契約書またはテクリス登録内容確認証、仕様書など） 

（８） JIS Q 27001（ISMS：情報セキュリティマネジメント）登録証書 

（９） JIS Q 15001（プライバシーマーク）許諾書 

（１０） JIS Q 9001（品質マネジメントシステム）登録証書 

（１１） その他甲が必要と認めるもの 

 

第１６条 （支払条件） 

 「完了払い及び部分払い」とし、乙は、業務の完了前に、出来形部分に相応する委託金額相当

額の 10 分の 9 以内の額について、部分払いを請求することができる。ただし、この請求は履行期

間中 3回を超えることができない。 

 

第１７条 （その他） 

本業務遂行中に大幅な仕様変更が生じた場合には、甲と乙で協議をし、仕様変更を行うものと

する。仕様変更に伴い、業務作業量に著しい増減が生じた場合には、変更契約をすることができ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第２章 業 務 概 要 

 

第１８条（業務概要） 

 本業務の概要は、次の通りとする。なお、令和 3 年度から令和 6 年度における道路台帳図及び

現況平面図の作成については、新規認定及び拡幅改良箇所の更新手法を令和元年度までのア

ナログ手法からデジタル手法に変更して整備するものとする。なお、デジタル手法による整備につ

いては第 20 条に記載する図郭単位にて行うものとする。また、デジタル手法による整備の詳細に

ついては貸与する測定基図や道路台帳図及び現況平面図のラスターデータなどを有効的に用い

て、甲と乙で協議の上で決定するものとする。 

 

【令和 3年度～令和 6年度】 

 １．全体計画 

 （１）計画準備      1式 

 （２）資料収集整理     1式 

 ２．電算処理               1式 

 ３．認定路線網図データ更新    1式 

 ４．その他業務 

 （１）告示資料作成      1式 

 （２）議会用資料作成     1式 

 ５．出力・製本 

 （１）道路台帳図製本     1式 

 （２）認定路線網図出力                           1式 

 ６．システム開発業者との協議及びデータ調整作業   1式 

 

【令和 3年度】 

 １．台帳更新（新規認定）             1.2km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集              

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正            

 （４）測定基図データ取得・作成         

 （５）測定基図データ検査校正            

 ２．台帳更新（拡幅改良）                  0.8km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集          

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正           

 （４）測定基図データ取得・作成      

 （５）測定基図データ検査校正          



 ３．調書データ更新              2.0km 

 ４．道路台帳図デジタル化作業      34図郭 

 

【令和 4年度】 

 １．台帳更新（新規認定）             1.2km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集              

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正            

 （４）測定基図データ取得・作成         

 （５）測定基図データ検査校正            

 ２．台帳更新（拡幅改良）                   0.8km 

 （１）現地測量       

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集          

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正           

 （４）測定基図データ取得・作成      

 （５）測定基図データ検査校正          

 ３．調書データ更新          2.0km 

 ４．道路台帳図デジタル化作業        31図郭 

 

【令和 5年度】 

 １．台帳更新（新規認定）               1.2km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集              

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正            

 （４）測定基図データ取得・作成         

 （５）測定基図データ検査校正            

 ２．台帳更新（拡幅改良）                     0.8km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集          

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正           

 （４）測定基図データ取得・作成      

 （５）測定基図データ検査校正          

 ３．調書データ更新       2.0km 

 ４．道路台帳図デジタル化作業     31図郭 

 

【令和 6年度】 

 １．台帳更新（新規認定）                  1.2km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集              

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正            



 （４）測定基図データ取得・作成         

 （５）測定基図データ検査校正            

 ２．台帳更新（拡幅改良）                      0.8km 

 （１）現地測量          

 （２）台帳図【現況平面図】数値編集          

 （３）台帳図【現況平面図】検査校正           

 （４）測定基図データ取得・作成      

 （５）測定基図データ検査校正          

 ３．調書データ更新        2.0km 

 ４．道路台帳図デジタル化作業     31図郭 

 

第１９条 （座標系及び計測単位） 

 本業務の座標系及び計測単位は、以下のとおりとする。 

（１） 準拠する測地系：世界測地系 

（２） 水平位置の座標系：平面直角座標系第Ⅵ系 

（３） 垂直位置の座標系：東京湾平均海面を基準とする標高（TP） 

（４） 時間参照系：日本の地方時（日本標準時）とする時刻 

（５） 地図情報レベル：レベル 500相当の精度を維持 

 

第２０条 （図郭割） 

 本業務にて更新する道路台帳図は、以下に示す図郭単位（【交野市道路台帳図郭割図】）にて

整備されている。本業務では、道路台帳図の更新箇所にかかる図郭単位にてデジタル手法によ

る整備を行うものとする。 

 

【交野市道路台帳図郭割図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２１条 （デジタル化対象範囲） 

 本業務にてデジタル化を実施する範囲は、地方交付税対象の「道路部」に加え、市道管理にお

いて必要な「道路敷」までとする。道路敷外においては既存 1/2,500DMを利用し、道路部レベル

500 と一元化運用する方法として「ハイブリッド地形図データ」を整備するものとする。 



 

第３章 業 務 内 容 

 

第２２条 （計画準備） 

 乙は、本業務の目的を十分考慮し、合理的かつ正確に作業を実施するために、全体工程・人員

配置の計画及び使用する機材の確保・調達を行い、業務計画書を作成し、甲の承認を得るものと

する。 

 

第２３条 （資料収集整理） 

 本業務において、甲は、業務を実施する上で必要となる資料を乙に貸与するものとする。なお、

資料等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力データとし、か

つ流通性の高いフォーマットにより貸与するものとする。 

 また、乙は、資料を借用した際は借用書を作成し、甲へ提出するものとし、資料借用期間中に甲

から資料の返却を求められた場合は速やかに返却を行うものとする。 

 

第２４条 （現地測量） 

 新規認定、拡幅改良の道路台帳補正箇所について、現地測量・調査を行うものとする。変化の

規模に応じて、その更新要因、修正位置、修正量等により航空写真又は、地上測量などの最適な

手法を用いて補正を行うものとする。 

 （１）市道の幅員が 0.5ｍ以上変化する箇所ごとに幅員 

 （２）路面の種別及び歩道種別 

 （３）道路の改良と未改良、交通可能と不能 

 （４）道路付属物(防護柵、並木等) 

 （５）道路占用物(電柱、マンホール等) 

 （６）兼用工作物(堤防、護岸、踏切道、歩道橋等) 

 （７）交通安全施設物（カーブミラー、信号機、道路標識等） 

 （８）橋梁、踏切の名称、構造、寸法等 

 （９）その他必要な工作物 

 

第２５条 （台帳図【現況平面図】数値編集） 

 現地測量結果を基に、道路台帳図（現況平面図）の数値修正編集を行うものとする。道路台帳

デジタルデータとして取得する地物の図式は公共測量作業規程に準拠するものとする。なお、作

成する道路台帳図（現況平面図）は図郭単位にて、SHP形式およびDM形式に変換するものとす

る。 

 

第２６条 （台帳図【現況平面図】検査校正） 

 道路台帳図（現況平面図）における検査校正は、大判プリンター等を用いて出力を行うものとし、

現地測量結果との検査を行うものとする。全工程終了後は、甲の完了検査を受けるものとし、本

仕様書に適合しない時又は、修正が必要と認められる場合は、乙は速やかに修正作業を行うも

のとする。 



 道路台帳図に変更があった箇所（接続路線含む）については、後続作業で確認出来るよう更新

箇所図を作成するものとする。更新箇所はポリゴン（SHP形式）で作成し、属性情報として更新箇

所一覧の整理番号等を付与するものとする。 

 

第２７条 （測定基図データ取得・作成） 

 道路台帳作成要領に基づき、路線毎に区間割を行い、道路台帳調書作成に必要な区間データ

を算出するための測定基図を作成するものとする。 

 

第２８条 （測定基図データ検査校正） 

 測定基図データにおける検査校正は、大判プリンター等を用いて出力を行うものとし、現地測量

結果等との検査を行うものとする。全工程終了後は、甲の完了検査を受けるものとし、本仕様書

に適合しない時又は、修正が必要と認められる場合は、乙は速やかに修正作業を行うものとす

る。 

 

第２９条 （調書データ更新） 

 作成した測定基図データに基づき、以下のとおり調書データを更新するものとする。 

（１） 測定基図データより、道路台帳調書作成に必要となるデータを取得するものとする。 

（２） 作成された調書データを所定のプログラムにより論理的検査を行い、各種論理チェックに

よる点検を行うものとする。 

（３） 論理チェックにより点検の完了したデータを演算処理により各種調書様式ごとに集計し、

調書データを作成するものとする。 

（４） 調書様式基準に準じた様式にて「道路法」、「地方交付税法」、「国土交通省様 

式」、「その他」の調書を作成するものとする。 

（５） 本業務にて作成した調書データは、道路管理システムおよび調書管理システム（令和 2

年度業務にて導入したもの）上で過年度の調書が閲覧可能となるように調整するもの

とする。 

 

第３０条 （電算処理） 

 電算処理は座標読取により算出した区間毎の延長、面積及びその他貸与資料に基づいて作成

するデータを基に電子計算機により各種集計及び点検を行うものとする。 

 

第３１条 （認定路線網図データ更新） 

 甲より貸与する認定路線網図データ及び更新された道路台帳図データの道路中心線を基に、

路線番号、路線名称、起終点記号、道路種別（国道、県道含む）等を記載した認定路線網図デー

タを更新するものとする。 

 

第３２条 （告示資料作成） 

 道路法第 18条にもとづく道路の区域決定及び供用の開始等にかかる公示行為に資する資料と

して道路台帳調書で作成した認定調書に延長及び幅員を加えた公示資料の作成を行う。そこに

記載する延長及び幅員は廃止行為を行った路線及び現況との整合性を測った数値を使用するも



のとする。なお、告示資料の作成については令和 3年度～令和 6年度の 2月末ごろ（計 4回）行う

ものとする。 

 告示および交付税検査対応として、前年度更新があった箇所の道路台帳図データについては

道路管理システムに搭載するものとする。乙は、システムのレスポンスを低下させないよう、搭載

方法についてはシステム開発業者と協議の上、決定するものとする。 

 

第３３条 （議会用資料作成） 

 議会用資料の作成は、新規認定・廃止等の路線にかかわる資料を令和 3年度～令和 6年度の

10月中旬ごろ（計 4回）までに作成するものとする。 

 

第３４条 （道路台帳図製本） 

 本業務にて更新した道路台帳図を出力し、製本を作成するものとする。表示する縮尺は 1/500

とし、用紙サイズはA0 サイズを基本とする。出力する道路台帳図は、道路台帳要素を全て表示し

て作成するものとする。なお、詳細は甲と乙で協議の上で決定するものとする。 

 

第３５条 （認定路線網図出力） 

 本業務にて更新した認定路線網図の出力図を作成するものとする。出力する認定路線網図の詳

細については、甲と乙で協議の上で決定するものとする。 

 

第３６条 （道路台帳図デジタル化作業） 

 道路台帳図デジタル化作業については第 18 条に記載されている令和 3 年度から令和 6 年

度ごとの図郭数に対して行うものとし、下記の内容でデータ作成するものとする。なお、道路台

帳図データは、汎用性を高めるため、SHP形式およびDM形式のデータを納品するものとする。 

 

（１） 道路現況図データ作成 

 補正対象路線の図面については、貸与資料を使用し、既成図数値化手法にて道路現況図

データの作成を行うものとする。 

 道路現況図データは、公共測量作業規定の公共測量標準図式を採用するとともに、数値地

形図データ取得分類コードを付設するものとする。 

 小物体である下水道・水道に係るマンホールは、貸与するデータを使用するものとする。 

 道路現況図データとして取得する項目・内容は、下表のとおりである。 

 

 

表 1：道路現況図データの取得項目・内容 

No 取得項目 項目内容 

1 境界 市域 

2 道路 道路縁 

3 道路施設 

道路橋【高架部】、木橋、徒橋、桟道橋、横断歩道橋、歩道、

石段、地下街・地下鉄等の出入口「外周」、地下街・地下鉄等

出入口「階段線」、道路のトンネル、分離帯、側溝 U字溝無



蓋、側溝 U字溝有蓋、側溝 L字溝、側溝地下部、並木枡 

4 小物体 マンホール【ガス、電気、電話、その他】、電柱 

5 法面 
人工斜面、コンクリート被覆、ブロック被覆、石積被覆、法面保

護【網】、法面保護【モルタル】、法面保護【コンクリート桝】 

6 構囲 落下防止さく、防護さく、遮光さく 

7 基準点 
標石を有しない標高点、標石を有しない標高点・注記、図化機

測定による標高点、図化機測定による標高点・注記 

8 その他 官民境界杭、電柱番号 

 

（２） 道路台帳要素作成 

 補正対象路線の図面については、貸与資料を使用し、既成図数値化手法にて道路台帳要

素の作成を行うものとする。なお、一部既存データがある為、重複作業が無いように注意して

作成するものとする。 

 道路台帳要素として取得する項目・内容は、下表のとおりである。 

 

表 2：道路台帳要素の取得項目・内容 

No 分  類 地物型名称 既存有り 新規取得 

1 
路線名称 

路線番号 〇  

2 路線名称  〇 

3 
起終点記号 

起点記号 〇  

4 終点記号 〇  

5 

道路部幅員 

道路部幅員幅 〇  

6 道路部幅員線 〇  

7 道路部幅員引出線 〇  

8 

道路区域線 

道路区域線 〇  

9 区間割線 〇  

10 区間番号  〇 

11 道路中心線  〇 

12 
縦断勾配 

縦断勾配数値  〇 

13 縦断勾配範囲線  〇 

14 
曲線半径 

曲線半径数値  〇 

15 曲線半径範囲線  〇 

16 

舗装種別 

舗装種別  〇 

17 舗装種別界  〇 

18 舗装種別引出線  〇 

19 

歩道部幅員 

歩道部幅員値 〇  

20 歩道部幅員線 〇  

21 歩道部幅員引出線 〇  



22 
側溝種別 

側溝種別・寸法 〇  

23 側溝種別引出線 〇  

24 構囲 防護柵種別  〇 

25 

橋梁 

橋梁番号  〇 

26 橋梁引出線  〇 

27 橋梁名称  〇 

28 橋梁寸法  〇 

29 

鉄道 

鉄道交差番号  〇 

30 鉄道交差引出線  〇 

31 鉄道交差名称  〇 

32 鉄道交差寸法  〇 

 

 

第３７条 （システム開発業者との協議及びデータ調整作業） 

 本業務で修正した道路台帳関係各種のデジタルデータは既存の統合型GIS及び道路管理シス

テム上で運用することを目的としており、データセットアップ作業についてはシステム開発業者の

契約により行うものとしている。よって、乙は既存の統合型GIS及び道路管理システムの運用に支

障が生じないようにシステム開発業者と協議の上、データの受け渡しを行うものとする。なお、シ

ステム開発業者により乙の作成したデータを統合型GIS及び道路管理システムに搭載し、動作確

認テストを行うものとする。動作不具合などにより、２回目以降の動作確認テストが必要と判断さ

れた場合は、乙の全費用負担において適切なデータ調整作業を行うものとする。 

 

 

 

 

 



 

第４章 成 果 品 

 

第３８条 （成果品） 

本業務の成果品は次のとおりとする。 

 

【令和 3年度～令和 6年度】※各年度あたりの成果品（計 4回） 

  （１）道路現況図データ（レベル 500）（SHP形式・DM形式）            1式 

  （２）道路台帳図データ（レベル 500）（SHP形式・DM形式）   1式 

  （３）認定路線網図データ（SHP形式・DM形式）     1式 

  （４）調書データ（道路管理システム・調書管理システム用フォーマット）        1式 

  （５）道路台帳調書 総括（各種様式）      1冊 

  （６）道路台帳調書 総務省報告調書      1冊 

  （７）道路台帳調書 路線別（各種様式）     1式 

  （８）告示資料        1式 

  （９）議会用資料        1式 

  （10）道路台帳図 のり付け製本（レベル 500）     3分冊×2部 

  （11）道路台帳図 出力図（更新図面のみ）       各 1部 

  （12）認定路線網図 のり付け製本      5部 

  （13）認定路線網図 出力図            30部 

  （14）打合せ記録簿        1式 

  （15）現地状況写真        1式 

  （16）業務実施報告書        1式 

  （17）その他、甲が指示するもの      1式 

 


