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平成29年度 公共ます台帳整理業務

平成２９年１１月２４日

契約締結日の翌日から平成３０年 ３月２３日まで

入札公告
　次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公
告する。
　この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事
項及び同細則による。

１　　入札に付する事項

非公表

物品調達等及び委託役務

（１）　物品・委託役務の名称

（２）　物品・委託役務管理番号

（３）　物品委託役務内容

（４）　納入・履行期間

（５）　納入・履行（就業）場所

（６）　予定価格

（７）　最低制限価格

（８）　入札方式

（９）　入札区分

（10）　使用する契約約款

（11）　契約種別

（12）　収入印紙

なし

２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 平成29年1月1日～平成32年12月

31日までの東広島市物品役務等
競争入札参加資格として次の入
札参加資格認定区分の認定を受
けている者
法令等による登録等イ

技術者ウ

総価契約

問わないものとする。

情報処理＞データ処理

問わないものとする。

東広島市内一円

オ

エ

その他

※本店とは、法人にあっては登記されて
いる本店とし、個人事業者にあっては営
業活動の本拠を置いている場所とする。
※営業所とは、法人においてその所在す
る市（町）の法人市（町）民税の申告の
ある営業所とする。

カ 平成２９年４月１日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項
」の２（1）のいずれにも該当しないこと。

公共ます管理番号に徴収システムデータと排水設備台帳をマッチングさせて地番図データを
付与することにより、公共ます台帳を作成するもの。

東広島市内に本店または営業所を有する者。営業所等所在地

要

一般競争入札

会社の履行実績

なし

３　その他の入札条件

業務委託契約約款（成果物の製造）

平成２４年４月１日から平成２９年１１月２４日までの間において、広島県内の国の機関、広
島県又は広島県内の市町が発注した統合型地理情報システムに登載するデータを構築又は改修
する業務の履行実績があること。

紙入札



平成２９年１２月１４日
午後 １時４０分

　下水道部　下水道施設課

４　日程等

公告日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。
　閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。

ア

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間

手　続　き　等 期　間　・　期　日　等 場　　所　　・　　留　　意　　事　　項

　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
　見本等の有無：

同等品確認期間ウ
(物品の買入れ及
び借入れに限る）

　同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファック
スすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡する
こと。
　なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。

　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。

エ 同等品確認回答
閲覧期間

　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

オ 質問書提出期間 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発
注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発
注担当課へ事前に電話連絡すること。　

(午前 8時30分～午後 5時15分)

カ 回答書閲覧期間 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

キ 入札期間

(午前 8時30分～午後 5時15分)

入札場所
　東広島市総務部契約課（契約担当課）
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
　初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に
作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
　特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。

ク 開札日時 開札場所
　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）
　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは
、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札
（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加で
きるものとする。
　再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。
　再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。
　再度の入札は、２回目まで行う。

５　資格要件確認資料の提出
　本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求める。

（１）提出書類

書類の区分

ア 入札参加資格要件確認申請書

提出書類
（○印） 備考

入札参加資格要件総括表イ
誓約書ウ
配置予定技術者届出書エ
履行実績確認表オ
履行実績証明書（物品・委託役務）カ
法令等による登録等を確認するための資料キ
その他ク

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

○

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（３）提出期限　
（４）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（５）その他
　入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
　資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
　資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
　資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

平成２９年１２月 １日

平成２９年１２月 ６日～
平成２９年１２月１４日
平成２９年１２月１２日～
平成２９年１２月１３日

　本案件は、落札候補者が平成２９年１２月１５日　午後 ５時１５分までに資格要件確認資料を持参または郵送により提出しなけ
ればならない。

履行実績調書（様式は本公告のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできる。）

平成２９年１２月１５日　午後 ５時１５分

無

○

○

　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館７階）
　電話番号　082-420-0403／ファックス番号　082-420-0404

平成２９年１１月２４日～

６　問い合わせ先（契約担当課）

平成２９年１１月２４日

平成２９年１１月２４日～
平成２９年１２月１４日

　総務部契約課　物品役務係
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　電話番号　　　　０８２－４２０－０９３０
　ファックス番号　０８２－４３１－００７７



 

平成２９年度公共ます台帳整理業務仕様書 

 

第１章 総 則 

１．１ 業務の目的 

 本業務（以下業務という。）は、東広島市統合型ＧＩＳに登録された公共ますデータ(管理番号)を徴収システム(水栓番号)および排水設

備台帳(排水設備番号)をもとに作成した徴収システムポイントデータとマッチングさせ、公共下水道(東広島処理区)の公共ます台帳を整理

することを最終目的とし、公共ますデータ(管理番号)に水栓番号と排水設備番号を付与するものである。 

１．２ 履行場所 

   東広島市内一円 

１．３ 履行期間 

   契約締結日の翌日から平成３０年３月２３日まで 

１．４ 適用範囲 

 業務は、本仕様書に従い履行しなければならない。ただし、本仕様書に定めがない場合は、事前に協議しなければならない。 

１．５ 法令等の尊守 

 受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を尊守しなければならない。 

１．６ 中立性の保持 

 受注者は、常に公共団体発注業務の受注者としての中立性を保持するよう努めなければならない。 

１．７ 資料の貸与 

   本業務の履行に必要な関係資料は、所定の手続きによりこれを貸与する。 

１．８ 工程管理 

 受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 

１．９ 成果品の審査及び帰属 

（1）受注者は、業務完了後に発注者の成果品審査を受けなければならない。 



（2）成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 

（3）業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければなら

ない。 

 （4）本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとし、許可なく他に使用又は流用してはならない。 

 （5）受注者は、本業務のデータを発注者が別途構築するシステムに使用することに対し、何ら制限を加えることはできないものとする。 

１．１０  引渡し 

 成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 

 

第２章 業務内容及びデータファイルの貸与について 

２．１  （業務概要） 

（１）本市の統合型 GIS に登録された「公共ますデータ」（図形データ）には座標属性しか位置情報がない。 

（２）これに対して上下水道使用料の徴収に用いる「徴収システムデータ」（テキストデータ）には住居表示情報及び地番情報を持っ

ている。 

（３）そこで、これらを汎用 GIS 上で視覚的に確認するため、まず「徴収システムデータ」から住居・地番情報を持つ図形データ「徴

収システムポイントデータ」を作成する。※１ 

（４）２つの図形データ（「公共ますデータ」及び「徴収システムポイントデータ」）を受注者の所有する環境において汎用ＧＩＳ上で

表示させて目視により一致・不一致を判定する。 

（５）一致したものは公共ますデータに住居・地番情報を付与して「更新用公共ますデータ」（図形データ）とし、一致しなかったも

のは「公共下水台帳システムアンマッチリスト」として発注者に提出する。 

 

※１ 徴収システムポイントデータ作成時に図形データ化できなかったレコードは「徴収システムアンマッチリスト」とし、別のテキストファイルデータである「排
水設備台帳データ」との照合を行う。この結果により住居・地番属性を付与できるものは必要な修正を加えた上で徴収システムポイントデータに戻し入れる。この
作業によっても判明しないものは「排水設備台帳アンマッチリスト」として発注者に提出する。（「照合」の手順は別途協議とする。） 

 

２．２ （業務内容）  別添 公共ます台帳整理業務フローチャートおよび作業工程参照。 

 

２．３ データファイルの貸与 



（1）データファイルは、東広島統合型 GISデータの公共下水道台帳(公共ますデータ)及び徴収システムデータ,排水設備台帳データの電子

ファイルである。（本業務において地番を付与しようとする公共ますデータの範囲は、公共下水道東広島処理区分約 23,000件とする。） 

 

 （2）なお、東広島市 GIS 用下水道台帳データ作成仕様書(地物要件定義書)は参考図書に示す。 

  

第３章 成果品の提出等 

３．１ 成果品 

本システムで構築されたデータは、庁内ＬＡＮを活用したネットワーク対応による利活用が可能であることを条件とする。 

ただし、今回はデジタルデータ納品のみとする。 

 

別添 公共ます台帳整理業務フローチャートの赤線記号が納品物となる。 

・徴収システムアンマッチリスト(徴収システムポイントデータはあるが地番ポイントデータがない。) 1式 

・排水設備台帳アンマッチリスト(徴収システムポイントデータはあるが排水設備台帳データがない。) 1式 

・徴収システムアンマッチリスト２(徴収システムポイントデータはあるが公共ますデータがない。) 1 式 

・公共下水道台帳システムアンマッチリスト(公共ますデータはあるが徴収システムポイントデータがない。) 1式 

・シェープファイル(更新用公共ますデータ)  21,450件を見込む 

 

３．２ 業務委託料の支払い 

本業務の委託料は、業務完了後の一括払いとする。 

なお、本業務における成果にはアンマッチリストの作成も含んでおり、最終目標であるシェープファイルの作成件数の多寡による委託

料の増減は行わないものとする。（マッチ・アンマッチの成否は受注者の責任に起因しないため。） 

 

３．３ 成果品の納品数量 

    （ＣＤ－ＲＯＭ等）３部 

 

３．４ 納入期限   平成３０年３月２３日 



公共ます台帳整理業務　フローチャート

　※記号は以下を示します。 ※赤線記号が納品物となります。

　東広島市統合型 GISデータ テキストファイル 処理プログラム 手作業 リスト
　GISデータ およびファイル

計画準備 

資料整理 

スタート 

徴収システム 

ポイントデータ作成 

住居表示 
データ 

地番 
ポイントデータ 

地番図の 
地番 

地番ポイント 

データ作成 

徴収システム 

ポイントデータ 

公共下水道台帳 

公共ますデータマッチング 

排水設備台帳 

アンマッチリスト 

公共下水道台帳システム 

アンマッチリスト 

公共下水台帳システム 
（公共ますデータ） 

徴収システム 

アンマッチリスト 

① 

② 

徴収システム 

データ 

（所在地番） 

排水設備台帳 

データマッチング処理 

⑤ 

③ 

更新用公共ます 

ポイントデータ 

徴収システム 

アンマッチリスト２ 

徴収システム 

アンマッチリス作成 
⑥ 公共下水道台帳システム 

アンマッチリス作成 
⑦ 公共下水台帳システム 

（公共ますデータ） 

更新用シェープ作成 

公共下水台帳システム 

（公共ますデータ）更新 
⑨ 

シェープ 

ファイル 

⑧ 

更新用 

公共ますデータ作成 
④ 

排水設備 

台帳データ 



作業工程
① 地番ポイントデータ作成 

『地番図の地番』と『住居表示データ』で地番ポイントデータを作成する。
・ 『地番図の地番』領域に『住居表示データ』がないものは、『地番図の地番』より項目を付加したポイントを

作成する。
・ 『地番図の地番』領域に『住居表示データ』があるものは、全ての『住居表示データ』分、『地番図の地番』

および『住居表示データ』より項目を付加したポイントを作成する。

＜データ項目＞
住居表示 市町村 町名 地番１ 地番２ 地番３ 地番４ 地番５
地番図 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人 名義人ｶﾅ

＜地番ポイントデータ＞
ファイル項目 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人 地番１ 地番２
地番図より付加 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人
住居表示より付加 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人 地番１ 地番２

② 徴収システム ポイントデータ作成
『地番ポイントデータ』と『徴収システムデータ』より、『徴収システムデータ』の所在地番に該当する『地番ポイント
データ』のポイントデータに出力する。出力の際に『徴収システムデータ』のキー（水栓番号）を付加する。
また、該当の『地番ポイントデータ』がない場合は、『徴収システムアンマッチリスト』を出力する。

＜徴収システムポイントデータ　のファイル項目＞
水栓番号 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人 地番１ 地番２ 排水設備番号 管理番号

③ 排水設備台帳データマッチング処理
『排水設備台帳データ』の設置場所と『徴収システムポイントデータ』の所在地でマッチング処理を行い、マッチする
ものについては、『徴収システムポイントデータ』に『排水設備台帳データ』のキー（排水設備番号）を付加する。
また、差分については、『排水設備台帳アンマッチリスト』を出力する。

＜徴収システムポイントデータ　のファイル項目＞
水栓番号 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人 地番１ 地番２ 排水設備番号 管理番号

④ 更新用公共ますデータ作成
『公共下水台帳システム』の公共ますデータより『更新用公共ますポイントデータ』を作成する。

＜更新用公共ますポイントデータ　のファイル項目＞
管理番号 水栓番号 排水設備番号

⑤ 公共下水道台帳公共ますデータマッチング
『徴収システムポイントデータ』と『更新用公共ますポイントデータ』を目視による位置の確認を行い、同一位置データに
ついては、『徴収システムポイントデータ』の管理番号、『更新用公共ますポイントデータ』の水栓番号および排水設備
番号を付加する。

＜徴収システムポイントデータ　のファイル項目＞
水栓番号 大字 小字 本番 枝番 枝の枝番 名義人 地番１ 地番２ 排水設備番号 管理番号

＜更新用公共ますポイントデータ　のファイル項目＞
管理番号 水栓番号 排水設備番号

※要検討
　 『排水設備台帳データ』の設置場所は、誤字や申請者住所と間違えているものもあるので、

『排水設備台帳データ』で作成しているＰＤＦの位置図で確認した方がより正確なものになる。
上記理由により物はあっているが③ではじかれるものもある。

⑥ 徴収システムアンマッチリスト作成
『徴収システムポイントデータ』の『更新用公共ますポイントデータ』に付加できなかった一覧リストを作成する。

⑦ 公共下水道台帳システムアンマッチリスト
『更新用公共ますポイントデータ』の『徴収システムポイントデータ』に付加できなかった一覧リストを作成する。

⑧ 『公共下水台帳システム』の公共ますデータを更新するためのシェープファイルを作成する。

⑨ 『更新用公共ますポイントデータ』のデータを『公共下水台帳システム』の公共ますデータに更新する。
※市政情報課で行う工程

※⑧、⑨の処理について要検討
　 『公共下水台帳システム』の更新方法として、『変更分のみを更新』か『公共桝情報を全て入れ替え』かどちらに

するかにより⑧の処理内容が変わります。



論議領域　　　　：　公共下水道
対象地物　　　　：　汚水及び雨水の管渠、マンホール、取付管、公共桝
地物要件定義　：　対象地物に関して、地物名称を定義し、それぞれの空間属性、時間属性
　　　　　　　　　　　　主題属性（主題図形、主題属性値）、地物間関係等の詳細な内容を定める。

参考図書　　　　：　下水道台帳管理システム　標準仕様（案）・導入の手引き
社団法人　日本下水道協会

地物要件定義書



シェープファイル一覧表

テーマ名 ファイル名 種類 図形タイプ 備考

1 管渠 kankyo シェープ ライン 管渠の主題属性値を持つ

2 管渠注記 kankyot シェープ ライン 引出線、管種や管径等の表示を行う

3 マンホール manfp シェープ ポイント マンホールの主題属性値を持つ

4 マンホール注記 manft シェープ ライン 地盤高の表示を行う

5 マンホール注記引出線 manfl シェープ ライン 地盤高の下線

6 マンホール記号 manfs シェープ ポイント ○組等の表示を行う

7 桝 masup シェープ ポイント 公共桝の主題属性値を持つ

8 桝注記 masut シェープ ライン 引出線、取付管の管径や桝深さ等の表示を行う

9 取付管 masul シェープ ライン

10 オフセット線 offset シェープ ライン

11 オフセット値 offstt シェープ ライン

12 流水方向 arrow シェープ ライン

13 立坑 tatep シェープ ポイント

14 図郭割 index シェープ ポリゴン （参考図）

15 図郭割（工業団地） indexk シェープ ポリゴン （参考図）



１．管渠 ファイル名 ： kankyo

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

形状 管渠の形状を表す線 GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

管渠属性値 「管渠の主題属性」を参照

関連名称 関連種別

ConnectedＢｙ 関連

Connects 関連

その他

connects　：　マンホール、公共桝などが管渠などと接続する関係

connectedBy　：　管渠や取付管などがマンホール、公共桝などに接続される関係

管渠

汚水（雨水）を流す施設

線

含まれる地物タイプ

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

関連定義

マンホール

取付管

マンホール類と接続する

取り付け管に接続する



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO
管渠注記のﾌｧｲﾙ（ﾚｲﾔ）とﾘ
ﾝｸするための番号

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 9

処理区ｺｰﾄﾞ KBNCD
施設が存在する排水区の
ｺｰﾄﾞ化

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 1

地物ｺｰﾄﾞ SYBCOD 地物識別のコード化 整数型
附番ﾙｰﾙ参照
管渠 = 4

1 1

図面番号 ZUKNO ﾏｲﾗｰ台帳図の図面番号 整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 4

図形番号 KNSEQNO
１枚の台帳図内でﾕﾆｰｸ番
号

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 3

管路番号 KNKYONO
管路を特定するための番
号

文字列型 台帳図から読取り 1

管渠機能ｺｰﾄﾞ KNKYOKCD 管の機能のコード化 整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1

起点ﾉｰﾄﾞ番号 SNODE 上流ﾏﾝﾎｰﾙの管理番号 整数型 1

終点ﾉｰﾄﾞ番号 ENODE 下流ﾏﾝﾎｰﾙの管理番号 整数型 1

区間距離 ENTYO
ﾏﾝﾎｰﾙとﾏﾝﾎｰﾙの中心の
距離

実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

上流管底高 KNTEIHI 実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

下流管底高 DKNTEI 実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

勾配 KOBI 実数型 ‰
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

管種ｺｰﾄﾞ KNSYUZCD 管の種別のｺｰﾄﾞ化 整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1

管形状ｺｰﾄﾞ KNSYUDCD 管の形状のｺｰﾄﾞ化 整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1

管径・高さ KNKIHI 整数型 mm
台帳図から読取り、
矩形台形は最大寸法

1

処理分区ｺｰﾄﾞ KBNBCD
施設が存在する処理分区
名称のｺｰﾄﾞ化

整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1

施工年度 SEKOUNEND 文字列型
台帳図から読取り。
平成9年 = H09

1

副管 FUKU
副管の有無、外副管、内副
管のｺｰﾄﾞ化

整数型
副管なしなら"0"、外
副管なら"1"、内副管
なら"2"

1 1

副管高さ FUKUHI 実数型 m 小数桁数3桁 1

副管管径 FUKUKEI 整数型 mm 1

物件設置有無 BUKN 地物が物件設置かどうか 整数型
物件設置であれば
"1"、そうでなければ
"0"

1 1

物件設置管理番
号

BUKNNO
地物が物件設置の場合、
既に与えられている管理番
号

整数型 既存管理番号 1 4

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

管渠の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性名称
属性定義 属性値型

属性値
単位

桁数属性値様式 個数



２．管渠注記 ファイル名 ： kankyot

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

引き出し線 管渠の属性情報の引出線 GM_curve 1

管渠注記（上段）
管種・管形状・管口径・勾
配・区間延長を表示

GM_curve 1

管渠注記（下段、左側、
右側）

上流管底高か下流管底高を
表示

GM_curve 2

管渠注記（下段、中央） 施工年度・管路番号を表示 GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

管渠注記属性値
「管渠注記の主題属性」を参
照

関連名称 関連種別

その他

地物関連

関連定義

　本管理番号(FSEQNO)とkankyoの管理番号(FSEQNO)のリンクで各属性を付与する。

含まれる地物タイプ

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO
管渠（kankyo）ﾌｧｲﾙに付与
された属性を表示させるた
めのﾘﾝｸ用の番号

整数型
管渠（kankyo）ﾌｧｲﾙ
のFSEQNOと同じ値
を付与

1(5) 9

管種・管形状・管
口径・勾配・区間
延長

FLXTXT 文字列型

管種・管形状・管口
径・勾配・区間延長を
文字列で結合したも
のを付与。
注記原点は中下。

1

上流管底高 FLXTXT 実数型 m
小数桁数3桁。
注記原点は中下。

1

施工年度・管路番
号

FLXTXT 文字列型

施工年度・管路暗号
（カッコで囲む）を文字
列で結合したものを
付与。
注記原点は中下。

1

下流管底高 FLXTXT 実数型 m
小数桁数3桁。
注記原点は中下。

1

テキスト角度 ANGLE 文字を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

管渠注記の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

属性名称
属性定義 属性値型

属性値
単位

属性値様式 個数 桁数

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。



３．マンホール ファイル名 ： manfp

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

形状 マンホールの種別を表す点 GM_point 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

マンホール属性値
「マンホールの主題属性」を
参照

関連名称 関連種別

Connects 関連

Connects 関連

その他

connects　：　マンホール、公共桝などが管渠などと接続する関係

connectedBy　：　管渠や取付管などがマンホール、公共桝などに接続される関係

含まれる地物タイプ

管渠

取付管

地物関連

関連定義

管渠に接続する

取付管に接続する

マンホール

管渠の維持管理のために管渠の起終点に接続された施設

点（ポイント）

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO
ﾏﾝﾎｰﾙ注記のﾌｧｲﾙ（ﾚｲﾔ）
とﾘﾝｸするための番号

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 9

処理区ｺｰﾄﾞ KBNCD
施設が存在する排水区の
ｺｰﾄﾞ化

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 1

地物ｺｰﾄﾞ SYBCOD 地物識別のｺｰﾄﾞ化 整数型
附番ﾙｰﾙ参照
ﾏﾝﾎｰﾙ = 3

1 1

図面番号 ZUKNO ﾏｲﾗｰ台帳図の図面番号 整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 4

図形番号 MNSEQNO
１枚の台帳図内でﾕﾆｰｸ番
号

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 3

ﾏﾝﾎｰﾙ種別ｺｰﾄﾞ MANFSYU ﾏﾝﾎｰﾙの種類のｺｰﾄﾞ化 整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1 4

地盤高 JBANHI ﾏﾝﾎｰﾙの地盤高 実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ MP 文字列型
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟであれ
ば"MP"入力、そうで
なければ空白

1

施工年度 SEKOUNEND 文字列型
台帳図から読取り。
平成9年 = H09

1

物件設置有無 BUKN 地物が物件設置かどうか 整数型
物件設置であれば
"1"、そうでなければ
"0"

1 1

物件設置管理番
号

BUKNNO
地物が物件設置の場合、
既に与えられている管理番
号

整数型 既存管理番号 1 5

ｼﾝﾎﾞﾙ角度 ANGLE 記号を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

マンホールの主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

属性値様式 個数 桁数
属性名称

属性定義 属性値型
属性値
単位



４．マンホール注記 ファイル名 ： manft

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

地盤高 マンホールの地盤高 GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

マンホール注記属性値
「マンホール注記の主題属
性」を参照

関連名称 関連種別

その他

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

関連定義 含まれる地物タイプ

　本管理番号(FSEQNO)とmanfpの管理番号(FSEQNO)のリンクで地盤高を付与する。



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO
ﾏﾝﾎｰﾙ（manfp）ﾌｧｲﾙに付
与された属性を表示させる
ためのﾘﾝｸ用の番号

整数型
ﾏﾝﾎｰﾙ（manfp）ﾌｧｲﾙ
のFSEQNOと同じ値
を付与

1 9

地盤高 FLXTXT 実数型 m
小数桁数3桁。
注記原点は中下。

1

テキスト角度 ANGLE 文字を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称

マンホール注記の主題属性(主題属性値)

属性定義 属性値型
属性値
単位

主題属性(主題属性値）



５．マンホール注記引出線 ファイル名 ： manfl

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

引き出し線
マンホールの属性情報を表
す線

GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

マンホール注記引出線
属性値

「マンホール注記引出線の
主題属性」を参照

関連名称 関連種別

その他

関連定義

地物関連

含まれる地物タイプ

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO 整数型 0（ｾﾞﾛ）固定 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称

属性定義 属性値型
属性値
単位

マンホール注記引出線の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）



６．マンホール記号 ファイル名 ： manfs

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

マンホール記号 マンホールの構造種別 GM_point 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

マンホール記号属性値
「マンホール記号の主題属
性」を参照

関連名称 関連種別

その他

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

関連定義 含まれる地物タイプ



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO 整数型 0（ｾﾞﾛ）固定 1

コード番号 MANFKSYU ﾏﾝﾎｰﾙ構造種別のｺｰﾄﾞ化 整数型 コード表参照 1 4

ｼﾝﾎﾞﾙ角度 ANGLE 記号を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称

マンホール記号の主題属性(主題属性値)

属性定義 属性値型
属性値
単位

主題属性(主題属性値）



７．公共桝 ファイル名 ： masup

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

形状 公共桝の種別を表す点 GM_point 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

公共桝属性値 「公共桝の主題属性」を参照

関連名称 関連種別

Connects 関連

その他

connects　：　マンホール、公共桝などが管渠などと接続する関係

connectedBy　：　管渠や取付管などがマンホール、公共桝などに接続される関係

含まれる地物タイプ

取付管

関連定義

取り付け管に接続する

地物関連

公共桝

汚水（雨水）を集水する施設

点

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO
桝注記のﾌｧｲﾙ（ﾚｲﾔ）とﾘﾝ
ｸするための番号

文字列型 附番ﾙｰﾙ参照 1 11

処理区ｺｰﾄﾞ KBNCD
施設が存在する排水区の
ｺｰﾄﾞ化

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 1

地物ｺｰﾄﾞ SYBCOD 地物識別のコード化 整数型
附番ﾙｰﾙ参照
公共桝 = 5

1 1

図面番号 ZUKNO ﾏｲﾗｰ台帳図の図面番号 整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 4

図形番号 MSSEQNO
１枚の台帳図内でﾕﾆｰｸ番
号

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 5

公共桝種別ｺｰﾄﾞ MASUSYU 桝の種別のｺｰﾄﾞ化 整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1 4

接続管渠管理番
号

TKNKYONO
桝が接続する管渠やﾏﾝﾎｰ
ﾙの管理番号

整数型
それぞれのFSEQNO
と同じ値を付与

1 9

取付管口径 TKANKEI 取付管の口径 整数型 mm 台帳図から読取り 1

取付管延長 ENTYOU 取付管の延長 実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

取付管断面形状 TKSYUDCD
取付管断面の管形状のｺｰ
ﾄﾞ化

整数型 ｺｰﾄﾞ表参照 1

追加距離 TEKLEN
上流ﾏﾝﾎｰﾙ中心から取付
管までの距離

実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

桝深さ MASUSN 桝の深さ 実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数3桁。

1

施工年度 SEKOUNEND 文字列型
台帳図から読取り。
平成9年 = H09

1

物件設置有無 BUKN 地物が物件設置かどうか 整数型
物件設置であれば
"1"、そうでなければ
"0"

1 1

物件設置管理番
号

BUKNNO
地物が物件設置の場合、
既に与えられている管理番
号

整数型 既存管理番号 1 5

ｼﾝﾎﾞﾙ角度 ANGLE 記号を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

大字 OOAZA 桝の所在地大字 文字列型 完成図書から読取り

小字 KOAZA 桝の所在地小字 文字列型 完成図書から読取り

本番 HONBAN 桝の所在地本番 整数型 完成図書から読取り

枝番 EDABAN 桝の所在地枝番 整数型 完成図書から読取り

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

公共桝の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性名称
属性定義 属性値型

属性値
単位

属性値様式 個数 桁数



８．公共桝注記 ファイル名 ： masut

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

引き出し線・公共桝注
記・取付管注記

公共桝と取付管の属性情報
の引出線。                  取
付管形状・取付管口径・追加
距離・取付管延長・桝深さを
表示。

GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

公共桝注記属性値
「公共桝注記の主題属性」を
参照

関連名称 関連種別

その他

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

含まれる地物タイプ

地物関連

関連定義



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO
桝（masup）ﾌｧｲﾙに付与さ
れた属性を表示させるため
のﾘﾝｸ用の番号

文字列型
桝（masup）ﾌｧｲﾙの
FSEQNOと同じ値を
付与

1 11

取付管形状・取付
管口径・追加距
離・取付管延長・
桝深さ

FLXTXT 文字列型

取付管形状・取付管
口径・追加距離・取付
管延長・桝深さを文字
列で結合したものを
付与。
注記原点は左下。

1

テキスト角度 ANGLE 文字を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性名称
属性定義 属性値型 個数 桁数属性値様式

属性値
単位

公共桝注記の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）



９．取付管 ファイル名 ： masul

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

形状 取付管の形状を表す線 GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

取付管属性値 「取付管の主題属性」を参照

関連名称 関連種別

ConnectedBy 関連

ConnectedBy 関連

ConnectedBy 関連

その他

connects　：　マンホール、公共桝などが管渠などと接続する関係

connectedBy　：　管渠や取付管などがマンホール、公共桝などに接続される関係

含まれる地物タイプ

マンホール

管渠と接続する 管渠

関連定義

マンホールと接続する

公共桝に接続する 公共桝

地物関連

取付管

公共桝をマンホールあるいは管渠と接続させる施設

線

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO 整数型 0（ｾﾞﾛ）固定 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

取付管の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性名称
属性定義 属性値型

属性値
単位

属性値様式 個数 桁数



１０．オフセット線 ファイル名 ： offset

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

オフセット線 オフセットの起終点を表す線 GM_curve N

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

オフセット線属性値
「オフセット線の主題属性」を
参照

関連名称 関連種別

その他

関連定義

地物関連

含まれる地物タイプ

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）



日本語 アルファベット

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称

属性定義 属性値型
属性値
単位

オフセット線の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）



１１．オフセット値 ファイル名 ： offstt

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

オフセット値 オフセットを表す値 GM_curve N

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

オフセット値属性値
「オフセット値の主題属性」を
参照

関連名称 関連種別

その他

施設の地形に対する相対位置を表す情報

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

関連定義 含まれる地物タイプ



日本語 アルファベット

ｵﾌｾｯﾄ値 FLXTXT 実数型 m
台帳図から読取り。
小数桁数2桁。
注記原点は中下。

1

テキスト角度 ANGLE 文字を回転させる角度 実数型 度 3時を0にした度表示 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

オフセット値の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称 属性値

単位
属性定義 属性値型



１２．流水方向 ファイル名 ： arrow

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

流水方向記号
流水方向を線の固まり（矢
印）で表示

GM_curve 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

流水方向属性値
「流水方向の主題属性」を参
照

関連名称 関連種別

その他

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

関連定義 含まれる地物タイプ

汚水（雨水）の流水方向を示す。圧送管のように上流が低い場合でも上流とする。



日本語 アルファベット

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称 属性値

単位
属性定義 属性値型

流水方向の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）



１３．立坑 ファイル名 ： tatep

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

形状 立坑の有無を表す点 GM_point 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

立坑属性値 「立坑の主題属性」を参照

関連名称 関連種別

その他

地物関連

立坑

推進工法等で設置し残置した施設

点

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

関連定義 含まれる地物タイプ



日本語 アルファベット

管理番号 FSEQNO 整数型 0（ｾﾞﾛ）固定 1

立坑直径 TATEKEI 整数型 mm 1

施工年度 SEKOUNEND 文字列型 平成9年 = H09 1

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性名称
属性定義 属性値型

属性値
単位

属性値様式 個数 桁数

立坑の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）



１４．図郭割 ファイル名 ： index

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

図郭割 台帳図の図郭割 GM_surface 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

図郭割属性値 「図郭割の主題属性」を参照

関連名称 関連種別

その他 下水および雨水の図割り

関連定義 含まれる地物タイプ

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

台帳図に付された図面番号



日本語 アルファベット

図面番号 MAPNO 文字型

処理区ｺｰﾄﾞ KBNCD
施設が存在する排水区の
ｺｰﾄﾞ化

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

主題属性(主題属性値）

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称 属性値

単位
属性定義 属性値型

図郭割の主題属性(主題属性値)



１５．図郭割（工業団地） ファイル名 ： indexk

地物タイプ名称

地物タイプ定義

空間属性

時間属性

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

図郭割 台帳図の図郭割 GM_surface 1

属性名称 属性定義 属性値型 属性値単位 属性値域 属性値様式 個数

図郭割属性値 「図郭割の主題属性」を参照

関連名称 関連種別

その他

主題属性(主題図形)

主題属性(主題属性値）

地物関連

台帳図に付された図面番号

含まれる地物タイプ関連定義

工業団地の図割り



日本語 アルファベット

図面番号 MAPNO 文字型

処理区ｺｰﾄﾞ KBNCD
施設が存在する排水区の
ｺｰﾄﾞ化

整数型 附番ﾙｰﾙ参照 1 1

　　物件設置とは、個人の費用で施工を行い、管理を市に委託したものをいう。

図郭割の主題属性(主題属性値)

主題属性(主題属性値）

注）個数とは１つの図形データに対して付与される属性の数をいう。カッコ内はグループの場合の数を示す。

属性値様式 個数 桁数
属性名称 属性値

単位
属性定義 属性値型



地物要件定義書　添付資料



管渠・マンホールの附番

1 4 0820 078

処理区コード 地物コード 図面番号 図形番号

KBNCD SYBCOD ZUKNO KNSEQNO , MNSEQNO

1ケタ １ケタ ４ケタ ３ケタ
合併により図面番号が重
複したときに有効

シェープファイルでは地
物毎にファイルを持つの
であまり有効ではない
が、すべての地物を一つ
のファイルで扱うＧＩＳ
エンジンの場合に有効

08-20
KU08-20
A08-20

東広島処理区   1 マンホール   3 処理区は 管渠と上流のマンホールは同じ附番

黒瀬処理区     2 管渠         4 関係なく

安芸津処理区   3 ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ

河内処理区     4 とﾊｲﾌﾝを

○○○処理区   5 とる

（図形番号の例）

附番は上流からでも下流からでもどちらでもよい。

桝の附番

1 5 0820 07801

処理区コード 地物コード 図面番号 図形番号

KBNCD SYBCOD ZUKNO MSSEQNO

１ケタ １ケタ ４ケタ ５ケタ

合併により図面番号が重
複したときに有効

シェープファイルでは地
物毎にファイルを持つの
であまり有効ではない
が、すべての地物を一つ
のファイルで扱うＧＩＳ
エンジンの場合に有効

08-20
KU08-20
A08-20

東広島処理区   1 桝           5 処理区は 上３ケタは管渠・マンホールと同じ値。

黒瀬処理区     2 関係なく 下２ケタは01から追番。

安芸津処理区   3 ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ

河内処理区     4 とﾊｲﾌﾝを

○○○処理区   5 とる

（図形番号の例）

附番は上流からでも下流からでもどちらでもよい。

注） １．地物コードの"１"と"２"は使用先が不明。

２．図形番号(MNSEQNO)は図郭毎の最終番号を確認し、最終番号＋１から開始すること。

３．斜方眼図面（幹線図面）の図面番号は該当する位置の正方眼図面の番号とすること。

（例）15082007801

（１）シェープファイル属性の管理番号（FSEQNO）の附番ルール

（例）140820078



（２）図形データ作成において
　・１つのテーマについて全域１シェープファイルとする。

　・管渠のような図郭間で分割されたラインは結合し、１ラインとする。

（３）マンホールにおいて管接続部や１つのマンホールから２本の管渠が出ている箇所に

　　仮想マンホール（1401）を設けること。

（４）図形データ作成時には、属性データのマスターデータベース（＊．ＣＳＶ等）は別途作成せず、

　　シェープファイル（図形データ）に直接、主題属性（主題属性値）として属性値を付与する。

（５）シェープファイルにおける属性フィールド名は半角英数字で１０文字（10ﾊﾞｲﾄ）以下とすること。


