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第１章  総    則 

 

第1条 （目 的） 

野洲市固定資産評価替調査業務委託（以下「本業務」という。）は、令和６基準年固定資産評価

替えに向けて、野洲市の固定資産税に係る課税客体の適正な現況把握を行う事を目的に、空中

写真撮影、土地家屋図の更新、家屋経年異動判読、地価形成要因データ等の更新、科学的手法

に基づく土地評価を行うことにより、公平で適正な課税事務に資するものである。 

 

第2条 （準拠する法令等） 

本業務は、本仕様書による他、次に挙げる関係法規に準拠し作業を実施することとする。 

１）地方税法 

２）固定資産評価基準 

３）測量法 

４）野洲市公共測量作業規程及び準則 

５）野洲市個人情報保護条例及び同施行規則 

６）野洲市の情報の保護と安全に関する規則 

７）地理情報標準プロファイル（JSGIS2014，国土地理院） 

８）その他の関係法令及び通達、条例・例規ならびに諸規則等 

 

第3条 （企業資格要件） 

本業務における企業資格要件は、次のとおりとする。 

１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

２）野洲市から野洲市建設工事等入札参加停止基準（平成 16 年野洲市規則第 55 号）及び野洲 

市物品供給、役務提供に係るに指名停止基準に基づく入札参加停止を現に受けていないこと。 

３）直近年度の国税、県税を滞納していない者であること。 

４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生手

続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生

手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

５）野洲市暴力団排除条例（平成 23 年野洲市条例第 22 号）第６条の規定により、次の（ア）から

（カ）の要件に該当する者でないこと。 

（ア） 役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合

にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限

を委任された代理人を含む。以下、「役員等」という。）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団

員」という。）であると認められる者 

（イ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下、「暴力団」という。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れる者 

（ウ）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接



的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

（オ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる 

   者 

（カ）上記（ア）から（オ）までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利

用するなどしている者 

６）滋賀県内に本店または営業所があること。 

７）近畿 2 府 4 県の地方公共団体にて固定資産評価業務の実績を過去５年以内に元請けとして 

持つ者であること。実績を証明するものとして契約書の写し等（仕様書等含む）を提出するこ 

と。 

 

第4条 （業務概要） 

 本業務の業務概要は次のとおりとする。 

     １）空中写真撮影（地上画素寸法12ｃｍ）    3回 

      ２）空中写真画像データ作成(地上画素寸法12cm)   3回 

３）地形データ更新      １式 

４）家屋経年異動判読（3年分）     100,000棟 

５）地番図異動更新(3年分)     6,900筆 

６）家屋図異動更新(3年分)     2,600棟 

７）土地評価見直し      60.53ｋ㎡ 

８）時点修正バランス検証        １式 

９）公開用路線価図及び標準宅地位置図作成   １式 

10)土砂災害特別警戒区域等補正データ更新   １式 

11)家屋評価調書ﾗｽﾀｰﾃﾞｰﾀ作成（3年分）   １式 

12)鉄軌道用地評価資料作成（3年分）   １式 

13)評価要領更新      １式 

14）システム保守及びデータ更新（土地台帳管理システム含む） １式 

 

第5条 （疑 義） 

本業務の実施に当たり、本仕様書に明示なき事項又は、疑義が生じた場合は、野洲市税務課

（以下「委託者」という。）と本業務の受託者（以下「受託者」という。）双方で協議のうえ、委託者の

指示を受けることとする。 

 

第6条 （業務計画） 

受託者は、業務実施計画書及び実施工程表を作成のうえ、委託者に提出するとともに、承認を

得ることとする。又、受託者は、当該計画を変更する場合については、委託者に通知するとともに、

その承認を得ることとする。 

 

第7条 （貸与資料） 

委託者は、本業務に必要な資料及びデータを受託者に貸与することとする。受託者は、破損・紛

失・盗難等の事故の無いよう貸与資料を管理、取り扱い、本業務の完了後は速やかに返却するこ

ととする。 



２．貸与資料は下記のとおりとする。 

１）空中写真画像データ 

２）土地・家屋課税台帳データ 

３）地番図・家屋図データ 

４）宛名データ 

５）路線図データ 

６）路線属性データ 

７）土地登記済通知書及び地積測量図 

８）家屋登記済通知書及び建物図面 

９）標準宅地鑑定評価書 

10）道路台帳附図データ 

11）その他本業務に必要とするもの 

※上記３）、５）、６）、10）データは、SHAPEデータでの提供を行うものとする。 

 

第8条 （諸事故の処理） 

 本業務実施中に生じた諸事故や第三者に与えた損害は、受託者の責任において解決することと

し又、発生原因、経過、内容を速やかに委託者に報告することとする。 

 

第9条 （守秘義務） 

     受託者は、本業務により知り得た事項について、その一切を他に漏らしてはならないこととする。

また、受託者は、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩が無いよう徹

底した管理を実施できる者でなければならないこととする。 

 

第10条 （成果品の帰属） 

本業務において作成された成果品の版権は、全て委託者の管理及び帰属とする。 

 

第11条 （契約不適合責任） 

 業務完了後、納入成果品に契約不適合が発見された場合は、発注者の支持に従い、必要な措

置を受注者の負担において行うものとする。 

 

第12条 （検 査） 

受託者は、年度毎に所定の成果品を速やかに提出し、管理技術者又は担当技術者立ち会いの

上、検査を受けることとする。 

 

第13条 （工 期） 

本業務の工期は、契約の日から、令和６年７月31日までとする。 

 

 

 

 

 



第２章 情報セキュリティ基本方針 

 

第14条 （基本方針） 

本業務を遂行するに当たり基本的方針を下記に示すものとする。      

      ■借用資料運搬について 

１）作業に携わる者は、必ず機密保持誓約書（別式１）に署名、押印すること。 

２）作成した複製資料は、焼却処分することとし、データのバックアップ等については、削除する

こととする。 

３）外部記録媒体を利用する場合は、作業開始前と完了時に監督職員が中身を確認し、本業務

に関係の無いデータが入っているかどうかを確認すること。万が一、業務と関係のないデータが

発見された場合は、その場で全て消去すること。当該装置にて業務の目的以外にてデータを記

録・保管することは厳禁する。 

４）受託者は、資料（特に個人データ関係）を授受する際は、下記事項を遵守することとする。 

     ・データを授受するための外部記録媒体は、媒体自体に暗号化機能付きのUSB-HDDを活用

することとする。 

     ・搬送時は、キャリングバッグ（施錠付き）に外部記録媒体を格納することとする。 

    ・委託者の監督職員からデータを受け取った受託者の担当者は、その本人が業務履行場所

まで持ち帰ることとし、帰社した際は、監督職員に無事データを持ち帰ったことを電話かメー

ルで報告することとする。郵送は厳禁とする。 

 

第15条 （情報セキュリティポリシーの遵守） 

受託者は、本業務において委託者の情報資産の安全性を確保するものとする。 

２ 受託者は、特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、セキュリティ管 

理システムの確立に努めるものとする。 

 

第３章 空中写真撮影 

 

第16条 （概要） 

本作業は、デジタル航空カメラ及びGNSS／IMU（慣性計測装置）、解析ソフトウェア、電子計算機

及び周辺機器で構成されるシステムを用いて、オルソ画像データ作成に必要な空中写真データ

を取得することを目的とする。また、固定資産評価業務で利用できる精度を確保するものとする。 

 

第17条 （航空機及び撮影器材） 

本業務に基づく航空撮影成果は、複合型エリアセンサーを使用して取得されたものとする。 

 

第18条 （撮影装置の制限） 

本業務に使用する航空機カメラ（複合型エリアセンサー）及び機材は次の性能を有するものとす

る。 

１）撮影に使用する航空カメラは、デジタル航空カメラＵＣＸｐと同等以上とし、ＦＭＣ（前進ぶれ補

正）装置及びGNSS／ＩＭＵを搭載しているものとする。 

     



第19条 （公共測量届出に関する支援） 

公共測量届出に関する支援は空中写真撮影に関して委託者は測量法第36条（公共測量実施 

計画書の提出）に基づくため、受託者は必要な書類・図面作成の支援を行うものとする。本業務

完了後は、測量法第40条第1項（測量成果の提出）に従い、速やかな測量成果の提出について支

援するものとする。 

 

第20条 （空中写真の地上画素寸法） 

デジタル航空カメラで撮影する地上画素寸法は12.0cmを標準とし、地図情報レベル1000が取得

できる精度とする。 

地図情報レベル 地上画素寸法（式中のＢ：基線長、Ｈ：撮影高度） 

1000 180mm×2×Ｂ〔ｍ〕÷Ｈ［ｍ］～240mm×2×Ｂ［ｍ］÷Ｈ［ｍ］ 

※平坦地の撮影は、計画機関が指示し、又は承認した場合には、地上画素寸法の160％を限

度として大きくすることができる。 

 

第21条 （撮影計画） 

撮影計画は以下の項目により行うものとする。 

１）地形等の状況により、実態空白部を生じないものとする。 

２）同一コースは直線かつ等高度で撮影する。 

３）オーバーラップ及びサイドラップは、60％・40％を標準とし、鮮明かつ正確な画像が取得でき   

るよう適正なラップを確保することとする。 

４）撮影基準面は、原則として、撮影区域に対して一つを定めるが、比高の大きい区域については

数コース単位に設定することができる。 

５）対地高度は地図情報レベル1000の地上画素寸法等から求めるものとする。 

６）基地局は、撮影区域内との基線距離が50キロメートル以内にある電子基準点を用いるものと

する。 

７）空中写真撮影時点における連続GNSS観測結果の妥当性を検証するとともに、数値図化時に 

求められる精度を確保するために標定点を複数点選定する。 

 

第22条 （撮影条件） 

本業務に基づく航空撮影成果は、次の撮影条件を満たすものとする。また、航空機は必要な撮

影装備をし、所定の高度で安定した飛行ができるものを使用する。 

１）撮影範囲 

野洲市全域（琵琶湖水面域を除く）が撮影されていること。 

２）撮影時期 

気象状態が良好なとき（積雪、洪水、ハレーション、雲等がないとき）に撮影されていること。 

３）取得画像の種類 

全ての撮影対象領域に対して、パンクロマティック画像、R・G・B の画像が取得されていること。

なお、R・G・B の画像は、パンクロマティック画像を使用してパンシャープン処理を行うものとす

る。 

４）地上画素寸法 

パンクロマティック画像は、地上画素寸法として１２cm が確保されていること。 



５）隣接空中写真間の重複度 

60％を標準として隣接する空中写真間の重複度が確保されていること。 

６）コース間の重複度 

40％を標準として隣接するコース間の重複度が確保されていること。 

７）撮影コースの直進性と高度の安定性 

同一コースの撮影は、直線かつ等高度で撮影されたものであること。 

８）航空アライメントの実施 

航空アライメントを実施する場合は、撮影ミッション開始前と終了後に、固定局付近で等速水

平飛行及び旋回を行うものとする。 

 

第23条 （原数値写真の統合処理） 

原数値写真の統合処理を実施し、分割撮影されたパンクロマティック画像を、1枚の合成画像に

する作業をいう。また、この際所定の精度点検を実施し、その結果をデジタル航空カメラ撮影コー

ス別精度管理表に記録するものとする。 

 

第24条 （点検） 

原数値写真の統合処理終了後点検を実施し、画像データで現況確認が明瞭にできない場合、

著しい光輝部分または暗影部分がある場合、地上画素寸法が１２ｃｍ以上の場合等、再撮影が

必要と判断される場合は、当該コースの全部について、速やかに再撮影を実施するものとする。 

 

第25条 （GNSS／IMU解析処理） 

後続作業で利用するために、GNSS／IMU解析処理を実施するものとする。 

２ GNSS／IMU解析処理は、固定局において取得されたGNSSデータ、GNSS／IMUのデータ、及

び撮影時刻データを用いて行い、計算結果を所定のファイル形式により取りまとめる。また、この

際所定の精度点検を実施する。 

 

第26条 （撮影標定図作成） 

撮影成果に基づき、撮影日、撮影コース及び写真主点番号などを記入して、撮影標定図を作

成することとする。標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとし、

地図情報レベル25000又は50000を背景として用いるものとする。 

 

第４章 オルソ画像データ作成 

 

第27条 (概 要) 

空中写真撮影で取得されたデータをもとに、家屋経年異動判読、評価資料更新等に利用する

ためにオルソ画像データを作成するものとする。 

 

第28条 （データ仕様) 

オルソ画像データは、固定資産税課税客体資料にも利用するため下記に示す条件を満たすも

のとする。 

 



項目 規格 

地上画素寸法 12.0cm以下 

データフォーマット Tiff形式、BMP形式(両形式共座標ファイル含む)  

測地系 世界測地系第Ⅵ系 

位置補正度 デジタルオルソ画像データ上の座標値と現地座標値との水平

位置のズレが±1.0m(地図情報レベル1000)以内であること。 

図郭割 都市計画基本図図郭及び地番図図郭のファイル単位とする。 

データ容量 6ＧＢ以下 

 

第29条 （オルソ処理） 

オルソ画像データは正射投影画像（グランドオルソ）とし、GNSS／IMUを利用した外部標定要素

の解析処理をした上で、空中写真撮影より取得された写真画像データから数値地形モデルを作

成し、コンピュータ処理により作成するものとする。 

２ オルソ画像データの作成するファイル単位は、地番図に示された図郭毎とする。 

３ 位置座標ファイルは、テキスト形式のワールドファイル仕様で作成するものとする。 

４ 納品する際のオルソ画像データの形態については、Tiｆｆ形式及びBMP形式の2種類とする。 

 

第30条 （データセットアップ） 

 作成されたオルソ画像データは、導入する固定資産支援システムのサーバにセットアップするも

のとする。セットアップについては委託者のネットワーク状況を事前に調査し、委託者の了承を得

てから対応するものとする。 

 

第31条 （調整） 

     本業務の取得データについては「令和６年度野洲市固定資産評価替調査業務委託」に使用す

るため、データの受け渡しがスムーズに行えるよう事前調整及び事後調整を積極的に行い、協力

すること。また、撮影後、早期に簡易オルソ画像データを作成し、本オルソ画像データに先行して

納品するものとする。 

 

第５章 既存データ変換 

 

第32条 （既存データ変換） 

    本業務は、税務課にて貸与するSHAPEデータを変換し、導入する固定資産評価支援システムへ

セットアップを行うものとする。 

 

第６章 地形図データ更新 

 

第33条 （地形図データ更新） 

     地形図データ更新対象は、令和３年度においては、令和２年度分の道路台帳図更新個所、令

和４年度においては、令和３年度分の道路台帳図更新個所、令和５年度においては、令和４年

度分の道路台帳図更新個所について本市道路河川課のデータを取込むこととする。 

 なお、SHAPEデータで貸与するものとし、取り込みする項目は下記のとおりとする。 

１）道路関係（道路縁、歩道、中央分離帯、法面、擁壁、坑口、進入路） 

２）河川及び水路（水涯線、堰、法面、擁壁） 



３）湖池（水涯線、堰、法面、擁壁） 

４）鉄道関係（鉄道レール線、高架部、法面、擁壁、駅舎、プラットホーム） 

 

第34条 （システムセットアップ） 

    更新された地形図データを、導入する固定資産支援システムにセットアップすることとする。 

 

第７章 家屋経年異動判読 

 

第35条 （概 要） 

     家屋経年異動判読は、令和３、４、５年度撮影の空中写真上の家屋と、それらの1年前に撮影

した空中写真上の家屋を比較判読し、不合物件を抽出することとする。 

 

第36条 （家屋経年異動判読図作成） 

    令和３、４、５年度撮影の空中写真上の家屋と、それらの1年前に撮影した空中写真上の家屋を

比較判読し、経年変化家屋を調査することとする。 

２ 経年変化家屋は、新築・増築・滅失に区分し、空中写真上に記号を記入（以下経年異動判読

図）することとする。 

３ 受託者は、経年異動判読図を委託者に提出することとする。 

 

第37条 （台帳照合） 

     前条にて判読した経年変化家屋について、家屋課税台帳データと照合し、不整合を調査するこ

ととする。 

２ 照合した結果、不整合となった家屋については、家屋不明リストとして整理し、委託者に提出

することとする。なお、作成する不明リストの不明事由は、概ね以下のとおりとする。 

１）写真のみ新築（空中写真にて明らかに新築されているが、家屋課税台帳データに存在しな

い家屋） 

２）写真のみ増築（空中写真にて明らかに増築されているが、家屋課税台帳データに増築物件

が存在しない家屋） 

３）写真のみ滅失（空中写真にて明らかに滅失されているが、家屋課税台帳データ上で滅失さ

れていない家屋） 

４）屋根区分変更（経年異動判読により明らかに屋根区分が変更されているが、家屋課税台

帳データで屋根区分が変更されていない家屋） 

５）一部滅失（空中写真にて明らかに一部滅失されているが、家屋課税台帳データで床面積が

変更されていない家屋） 

６）滅失後新築（明らかに前年度撮影の家屋とは異なる家屋が建築されているが、家屋課税

台帳データで異動物件となっていない家屋） 

 

第38条 （家屋形状データ更新） 

 家屋図形状データ更新は、前条の経年変化家屋の内、第8章の異動家屋以外について、家屋

形状を更新入力するものとする。 

２ 家屋形状は、前章にて作成した空中写真デジタルオルソ画像（以下オルソ画像）により軒先に



て入力することとする。 

３ 家屋形状の入力は、家屋図の精度を考慮し、オルソ画像を座標入力システムに表示し、オル

ソ画像上の該当経年変化家屋の外周をポリゴンにて直接入力することとする。 

４ 入力する家屋形状が、筆界（敷地）を越える場合については、当該敷地内に収まるように入力

することとする。 

５ 家屋形状は、普通家屋・無壁舎・区分所有・課税分割等に項目を区分して入力することとす

る。 

６ 入力する家屋の内、物件番号が付番されない家屋については、他の家屋と区別出来るように

未評価物件整理番号を付番することとする。 

 

第39条 （システムセットアップ） 

  前条までに更新された家屋図データを導入する固定資産支援システムにセットアップすることと

する。 

 

第８章 地番図異動更新 

 

第40条 （概 要） 

      地番図異動更新とは、土地の分合筆等に伴い、土地登記済通知書等の資料を用いて導入す

る固定資産支援システムの地番図データ及び土地課税台帳を更新するものとする。 

 

第41条 （資料収集） 

      委託者は、異動更新対象期間内（令和３年1月2日～令和６年1月1日）の土地登記済通知書等

必要となる資料を受託者に貸与し、受託者は必要に応じて複製等を行い整理することとする。 

２ 貸与する資料は、分筆・合筆・地積更正・地図訂正に係る登記済通知書及び、それ以外の異

動資料・住居表示・区画整理・土地改良・国土調査等関係資料等とする。 

３ 委託者は、異動を行おうとする直近賦課期日の土地課税台帳データを受託者に貸与すること

とする。 

 

第42条 （地積測量図ラスターデータ作成） 

      前条で収集する地積測量図をスキャナーにてスキャニングし、ラスターデータを作成することと

する。 

 

第43条 （土地課税台帳データ変換及び土地課税台帳データ異動票作成） 

   受託者は、貸与された土地課税台帳データを変換し、その期間内に異動が発生した物件を抽

出し土地の異動更新リストを作成することとする。 

２ 土地課税台帳データ異動票は、前年土地課税台帳データと現年土地課税台帳データを突合

し、異動物件を抽出したリストとする。なお、当該異動物件の異動事由は、概ね、抹消物件・新規

登録物件・台帳地積変更・現況地積変更・台帳地目変更・現況地目変更・所有者変更・納税者

変更・非課税地成り・課税地成り・住宅用地区分の変更・都市計画区分変更とする。 

 

 



第44条 （土地登記異動履歴リスト作成及び台帳照合） 

   収集する土地登記済通知書について、土地登記異動履歴リストを作成することとする。 

２ 土地登記異動履歴リストと土地課税台帳データの整合性を確認し、不整合が生じた場合につ

いては、当該不整合内容を地番不明リストとして整理し、委託者に提出することとする。 

 

第45条 （地番図データ更新） 

   地番図データ更新対象筆について、作成する地積測量図ラスターデータ等を用いて、座標入

力システムにより座標位置を入力することとする。 

２ 地積測量図にて該当土地を更新するとともに、隣接筆の整合性を確認し、不整合が生じる筆

については、登記異動対象筆以外であっても加除訂正することとする。 

３ 前条で提出する地番不明リストの回答を受領した場合には、速やかに地番図データに反映さ

せることとする。 

４ 更新後のデータは、課税台帳データとの整合性を確認することとする。 

 

第46条 （地番図出力） 

 前条までに構築した令和４年1月1日登記時点・令和５年1月1日登記時点・令和６年1月1日登

記時点の地番図データをカラープロッターにて出力することとする。 

 

第47条 （システムセットアップ） 

      前条までに更新された地番図データを、導入する固定資産支援システムにセットアップすること 

とする。 

 

第９章 家屋図異動更新 

 

第48条 （概 要） 

  家屋図異動更新とは、家屋の新増改築や滅失などの異動に伴い、家屋異動通知書等の資料

を用いて導入する固定資産支援システムの家屋図データ及び課税台帳を更新するものとする。 

 

第49条 （資料収集） 

  委託者は、異動更新対象期間内の家屋登記済通知書等必要となる資料を受託者に貸与し、

受託者は必要に応じて複製等を行い整理するものとする。 

２ 貸与する資料は、建物表示・表示変更の登記済通知書及び、それ以外の新築・滅失に係る

資料とする。 

３ 委託者は、異動を行おうとする直近賦課期日の家屋課税台帳データを受託者に貸与すること

とする。 

第50条 （家屋課税台帳データ変換及びリスト作成） 

  受託者は、貸与された家屋課税台帳データを変換し、その期間内に異動が発生した物件を抽

出し家屋の異動更新リストを作成することとする。 

２ 家屋課税台帳データ異動票は、前年家屋課税台帳データと現年家屋課税台帳データを突合

し、異動物件を抽出したリストとする。なお、当該異動物件の異動事由は、概ね抹消物件・新規

登録物件・現況床面積変更・登記床面積変更・家屋用途変更・家屋種類変更・主体構造変更・



屋根材料変更・所在地変更とする。 

 

第51条 （台帳照合） 

  台帳照合は、家屋登記申請書・家屋課税台帳データ異動票・空中写真・家屋図を照合調査し、

異動対象家屋を特定することとする。 

２ 受託者は、家屋登記申請書と家屋課税台帳データ異動票の整合性を調査した結果、登記異

動と課税異動に不整合が生じる場合については、当該不整合内容を家屋不明リストとして整理 

し、委託者に提出することとする。 

 

第52条 （家屋図形状データ更新） 

  家屋図形状データ更新は、前条の異動家屋について、家屋形状を更新入力することとする。 

２ 入力する家屋形状が、筆界（敷地）を超える場合については、当該敷地内に収まるように入力

することとする。 

 

第53条 （物件番号データ更新） 

  物件番号データ更新は、前条の台帳照合にて特定した家屋の家屋課税台帳データ上の物件

管理番号（以下物件番号）を更新入力することとする。 

２ 家屋図データに加除訂正する物件番号は、家屋課税台帳データ上の物件番号との整合性を

確認することとする。 

３ 物件番号は、確定物件・仮確定物件・所在のみ確定物件・課税分割等に項目を区分し、入力

することとする。 

４ 前条で提出する家屋不明リストの回答を受領した場合には、速やかに家屋図データに反映さ

せることとする。 

 

第54条 （システムセットアップ） 

  前条までに更新された家屋図データを、導入する固定資産支援システムにセットアップすること

とする。 

 

第10章 土地評価の見直し 

 

第55条 （概 要） 

土地評価見直しとは、令和６基準年に向けて市街地宅地評価法を適用する範囲及びその他宅

地評価法を適用する範囲に見直しを行うものとする。 

 

第56条 （評価区分の設定） 

令和６基準年固定資産土地評価替えに向けて、市街地宅地評価法を適用する範囲及びその

他宅地評価法を適用する範囲を検討することとする。 

２ 見直しは、空中写真等を有効利用して行うこととする。 

３ 受託者は、評価区分変更の必要性の有無を問わず、見直し結果を委託者に報告することとし

又、協議により令和６基準年土地評価法適用区分を決定するものとする。 

 



第57条 （用途地区・状況類似地域区分の見直し） 

用途地区の区分の見直しは、令和３基準年用途地区区分を基本に、土地利用状況の変化等を

調査し見直しすることとする。なお、区分項目は概ね以下のとおりとする。 

１）商業地区（繁華街地区、高度商業地区、普通商業地区） 

２）住宅地区（高級住宅地区、併用住宅地区、普通住宅地区、村落地区） 

３）工業地区（大工場地区、中小工場地区、家内工業地区） 

２ 土地利用区分は、商業系・住宅系・工業系に区分して見直しするものとし、令和３基準年用途

地区との整合性を確認することとする。 

３ 用途地区区分は、都市計画用途地域との整合性を確認することとし、不整合が生じる場合に

ついては、委託者の指示を仰ぐものとする。 

４ 状況類似地域区分の見直しは、上記の用途地区ごとに、概ね以下の要件を考慮して行うこと

とする。 

１）地勢及び地形の経年変化 

２）都市計画用途地域 

３）価格水準 

受託者は、現地確認後に用途地区及び状況類似地域を変更することとする。 

見直しされた用途地区及び状況類似地域は、委託者の承認後に路線データ等を修正するととも

に、令和６基準年用途地区・状況類似地域区分図（1/10,000）として作成することとする。 

 

第58条 （標準宅地の見直し） 

前条にて作成した状況類似地域ごとに主要な街路を選定し、当該街路に接する画地のうち、間

口・形状・画地の規模の状況等が、当該地区において標準的と認められるものを選定することと

する。なお、見直しに当たっては、概ね以下要件を考慮して行うものとする。 

１）画地計算法及び不動産鑑定評価における各種補正の適用が無い画地 

２）固定資産用途地区と当該標準宅地の土地利用用途 

３）地価公示地及び地価調査地 

４）令和３基準年標準宅地 

５）令和３基準年標準宅地の経年変化（建物の有無等） 

２ 受託者は、令和６基準年向け標準宅地を現地にて全ポイント確認するとともに当該標準宅地

をデジタルカメラで写真撮影することとする。 

標準宅地選定調書を作成するために、標準宅地全ポイントについて属性データを作成することと

する。なお、作成する属性データの項目は、概ね標準宅地番号・所在地代表地番・構成地番・合

計地積・所有者名・地番図図面番号・固定資産用途地区・住宅地図ページ番号・主要街路番号・

間口長・奥行長・評価区分・所在地住所とする。 

３ 標準宅地位置及び標準宅地属性は、導入する固定資産支援システムで表示検索出来るよう 

に入力することとする。 

選定した標準宅地は、標準宅地一覧表及び標準宅地位置図として委託者に提出し、委託者に

おいて当該標準宅地の数量・所在を決定するものとする。なお、委託者は、数量・所在・鑑定価

格等が決定次第、受託者に関係資料を通知することとする。 

標準宅地選定調書は、以下３種類の画像を加えることとする。 

１）作成した用途・状況類似地域区分図（1/10,000）に標準宅地番号及び位置を記入したもの 



２）地番図に標準宅地番号及び位置を記入したもの 

３）現地写真 

 

第59条 （路線の見直し及び路線価入力用基図作成） 

路線の見直しは、市街地宅地評価法適用地区内において、宅地等評価に必要な道路全てを対

象に見直しを行うこととする。 

２ 路線形状の見直しは、概ね以下の要件を考慮し行うものとする。 

１）用途地区・状況類似地域の区分を変更した個所 

２）道路の新設・拡幅等の地形（地価形成要因）が経年変化した個所 

３）相続税路線価との整合性によるもの 

４）委託者の指示によるもの 

路線形状について、新設・抹消・統合等を行う場合について受託者は、路線統廃合位置図を作

成し、委託者に提出することとする。統廃合した路線形状は、委託者の承認後に路線価入力用

基図に編集することとする。 

 

第60条 （地価形成要因見直し） 

地価形成要因の見直しは、路線価格を求めるための価格形成要因項目を見直しするとともに、

各路線の地価形成要因について、利用条件等の変化が生じていないか調査し、路線価入力用

基図及び街路個別データシートとし作成するものとする。 

２ 見直しする地価形成要因項目は、概ね下記のとおりとする。 

１）街路条件 

幅員、舗装・歩道の有無、配置、系統及び連続性 等 

２）交通・接近条件 

公共交通施設、教育施設、商業施設、文化厚生施設 等 

３）環境条件 

土地利用状況、建物用途、商業地形成熟度、市街地形成熟度、供給処理施設、嫌悪施

設・騒音 等 

４）行政的条件 

都市計画用途地域、基準・指定容積率、その他法規制 等 

３ 上記項目について、机上確認出来ない項目については、補足調査することとする。 

 

第61条 （基礎データ修正） 

基礎データ（地価形成要因データ）の更新は、前条までに編集等行った路線価入力用基図から

路線形状・路線番号・用途地区界・状況類似地域界及び番号・標準宅地位置及び番号・施設等

位置等を座標入力機にて更新入力することとする。 

２ 道路幅員等の地価形成要因属性データについては、個別データファイルとして構築することと

する。 

３ 作成された路線図データ及び個別属性データは、受託者が所有する地理情報ソフトウェアを

用いて、ネットワーク処理或いはバッファリング処理等の必要な処理を行い、要因データファイル

を構築することとする。 

 



第62条 （土地価格比準表見直し） 

土地価格比準表見直しは、路線価算出用比準表及び街路比準率表を令和６基準年向けに見

直しすることとする。 

２ 用途地区・状況類似地域区分の認定基準となった地域要因等の地価形成要因項目について

は、路線価算出用比準表作成対象から除外することとする。 

３ 路線価格検討時において、価格バランス等を検討し、比準率・不足要因及び余剰要因につい

て検証することとする。 

４ 街路比準率表を作成する要因項目は、固定資産評価基準における「所要の補正」に位置付

けることとする。 

 

第63条 （路線（街路）価格検討） 

  前条にて作成する路線価格算出用比準表及び街路比準率表により路線（街路）価格を計算し、

当該算出された路線（街路）価格について価格バランス等を検討することとする。 

２ 受託者により検討した路線（街路）価格について、路線価図及び路線流れ図等を委託者に提出

し、委託者の検証を受けることとする。 

３ 令和６基準年向け路線（街路）価格の確定は、委託者の判断によることとする。 

 

第64条 （庁内用路線価図作成） 

前条までに構築する路線（街路）価格データ、路線図データ、地番図データ、家屋図データをカ

ラープロッター等にて図面出力することとする。 

２ 出力する路線価図に表示する項目は、概ね市町村界・大字界・小字界・注記・地形・家屋形

状・地番・筆界・評価区分界・市街化区域界・用途地区界・状況類似地域界・標準宅地・路線形

状・路線番号・路線価格とする。 

 

第65条 （システムセットアップ） 

    前条までに見直された土地評価データを導入する固定資産支援システムにセットアップすること 

とする。 

 

第66条 （実務勉強会の実施） 

    令和３年度～令和５年度において実務勉強会を年１回開催するものとする。 

    勉強会の内容については、事前に委託者と協議のうえ決定し、受託者主導で行うものとする。 

 

第11章 時点修正バランス検証 

 

第67条 （概 要） 

時点修正バランス検証とは、時点修正率が入力された時点修正リストを作成し、また路線価計 

算を行い時点修正によるバランスを検証することとする。 

 

第68条 （時点修正ランキング図作成） 

委託者は、令和３年7月1日時点、令和４年7月1日時点、令和５年7月1日時点の時点修正率 

が入力された時点修正リストを受託者に提供することとする。 



２ 受託者は、委託者が指示するランキングに応じて、時点修正ランキング図を出力することとす 

る。 

３ 出力するランキング図は、令和３基準年の用途地区・状況類似地域界を1/10,000白地図また

は地形図に表示して、委託者の指示するランキングごとに色分けすることとする。 

 

第69条 （時点修正バランス検証） 

   受託者は、前条で提供される時点修正率により、令和３年7月1日時点、令和４年7月1日時点、

令和５年7月1日時点の路線価格計算を実施することとする。 

２ 前年度年賦課時点路線価格と前項により計算する路線価格を使用して、時点修正による価

格バランスを検証することとする。 

 

第12章 公開用路線価図及び標準宅地位置図作成 

 

第70条 （概 要） 

公開用路線価図及び標準宅地位置図作成とは、第60条で見直した路線形状データと第64条で

計算した路線価格を表示した図面を出力することとする。 

 

第71条 （公開用路線価図作成） 

   令和４年1月1日時点・令和５年1月1日時点・令和６年1月1日時点の路線形状データと令和３年

7月1日時点、令和４年7月1日時点、令和５年7月1日時点の路線価格をカラープロッターにて図

面出力することとする。 

２ 出力する公開用路線価図に表示する項目は、概ね地形・注記・主要路線形状・その他路線形

状・路線価格・時点修正率・用途地区コードとする。 

３ 公開用路線価図は、市街地宅地評価法適用地区を対象に出力することとする。 

 

第72条 （公開用標準宅地位置図作成） 

   用途地区・状況類似地域及び標準宅地について、窓口閲覧用の標準宅地位置図を作成する

こととする。なお、作成は令和４年1月1日時点・令和５年1月1日時点・令和６年1月1日時点の３

回とする。 

２ 公開用標準宅地位置図に表示する項目は、概ね評価区分界・状況類似地域界（簡略化され

たもの）・標準宅地位置（用途地区が視覚的に判別出来る表記）・標準宅地価格・時点修正率・

凡例とする。 

３ 公開用標準宅地位置図に表示する各種項目は、座標入力機によりデジタル入力することとす

る。 

４ 上記にて整備した公開用標準宅地位置図をカラープロッターにて出力することとする。 

 

第73条 （関係機関提出用データ作成） 

    受託者は、決定した標準宅地の価格や路線価格等について、委託者が関係機関に提供する 

ためのデータを作成するものとする。なお、作成するデータの内容等については、協議のうえ、 

決定するものとする。 

 



第13章 土砂災害特別警戒区域等補正用データ更新 

第74条 （概 要） 

土砂災害特別警戒区域等補正用データ更新とは、令和６基準年に向けて土砂災害特別警戒区 

域補正用データの更新を行うものとする。 

 

第75条 （土砂災害特別警戒区域等データ作成） 

  委託者は、保有する土砂災害特別警戒区域図などの資料を受託者に貸与することとする。 

２ 受託者は、貸与される土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域指定区域図などの資料を

使用して、地番図上に土砂災害特別警戒区域データを座標入力することとする。 

 

第76条 （土砂災害特別警戒区域属性データ更新） 

  受託者は、滋賀県作成の土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域指定区域図を基に土砂

災害特別警戒区域補正用データを更新することとする。 

  

第77条 （土砂災害特別警戒区域図出力） 

  前条で整備される土砂災害特別警戒区域界データ、地番図データ及び土砂災害特別警戒区域

補正データを使用して、土砂災害特別警戒区域図を出力することとする。 

２ 出力する土砂災害特別警戒区域図に表示する項目は、概ね、地形・地番・筆界・土砂災害特

別警戒区域界とする。 

 

第78条 （システムセットアップ） 

  前条までに整備される土砂災害特別警戒区域界（土石流・急傾斜地の崩壊）データを導入する

固定資産支援システムにセットアップすることとする。 

 

第 14 章 家屋評価調書ラスターデータ作成（3 年分） 

 

第79条 （概 要） 

家屋評価調書ラスターデータとは、野洲市家屋評価調書及び滋賀県家屋評価調書をスキャニン 

グすることとする。 

 

第80条 （イメージコンバート及びリネーム） 

委託者は、家屋課税台帳データ上の物件管理番号記載済みの令和３年分・令和４年分・令和５

年分の野洲市家屋評価調書及び滋賀県家屋評価調書を受託者に貸与することとする。 

２ 受託者は、貸与される家屋評価調書をスキャナーにてスキャニングし、ラスターデータを作成す

ることとする。 

３ 受託者は、関連付け可能な様式にてファイル名を整備することとし、ファイル名は、委託者が記

載済みの物件管理番号とする。 

４ 家屋評価調書と家屋課税台帳データの項目についての照合は実施しないこととするが、委託

者が記載済みの物件管理番号と家屋課税台帳データ上の物件管理番号に不整合が生じる場合

については、委託者の指示を受けることとする。 

５ 家屋評価調書ラスターデータは、導入する固定資産支援システムにセットアップすることとする。 



第15章 鉄軌道用地評価資料作成（3年分） 

 

第81条 （概 要） 

鉄軌道用地評価資料作成とは、令和６基準年に向けて鉄軌道評価の更新を行うものとする。 

 

第82条 （時点修正対応） 

委託者にて決定した基準年度以外の算定方法を基に受託者は基準単価の算定を令和３年7月1

日時点、令和４年7月1日時点、令和５年7月1日時点について行うこととする。 

 

第83条 (鉄軌道状況類似更新） 

受託者は、令和６基準年向けの鉄軌道状況類似地域界の検証を実施し、鉄軌道状況類似地域

界データを加除訂正入力することとする。 

２ 加除訂正された鉄軌道状況類似地域界データを用いて、鉄軌道状況類似地域界検証用の位

置図を作成し、委託者に提出することとする。 

３ 受託者は、鉄軌道状況類似地域検証にともなう修正指示を委託者より受領した場合には、速

やかに鉄軌道状況類似地域界データに反映することとする。 

 

第84条 （沿接データ取得） 

  鉄軌道状況類似地域界に沿接する各土地の長さである側面長を取得することとする。 

 

第85条 （検証図作成） 

  鉄軌道状況類似地域界及び沿接する土地及び側面長を表示した検証図を作成するものとす 

る。 

 

第86条 （従前データとの対比比較） 

  受託者は鉄軌道評価における単価計算用土地属性データである沿接土地及びその側面長につ

いて、取得したデータと従前データを対比した資料を委託者へ提出することとする。 

 

第87条 （システムセットアップ） 

  整備された状況類似地域界データ及び単価計算用土地属性データを導入するにセットすること

とする。 

 

第88条 （基準単価データファイル作成） 

受託者は沿接する土地の側面長を基に算出された鉄軌道状況類似地域毎の基準単価を作成

し委託者へ提出することとする。 

 

第16章 評価要領更新 

 

第89条 （概 要） 

評価要領資料更新とは、令和６基準年に向けて雑種地評価要領及び画地評価要領を見直すも

のとする。 



 

第90条 （雑種地評価要領更新） 

雑種地評価要領の検討は、野洲市域の市街化調整区域に所在する雑種地を対象とする。 

２ 委託者と受託者双方で協議を実施し、現状の評価要領を調査することとする。 

３ 受託者は、評価要領（案）を検討し、委託者と協議することとする。 

４ 評価要領の確定は、委託者の判断によることとする。 

 

第91条 （画地評価要領更新） 

固定資産評価基準の改正、令和６基準年に向けて見直す評価内容について画地に関わる内容

について画地評価要領の更新を行うこととする。 

 

第17章 システム保守（土地台帳管理システム含む） 

 

第92条 （システム保守） 

 受託者は、システム保守に関する以下の内容について対応すること。 

 １ 問合せの対応 

 システムに関する各種の問い合せに対して、電話、メール、ファックス等を用いて、迅速な対応を行 

うものとする。 

２ 軽微な改正対応 

 システムの運用に関わる法改正や組織改正があり、その対応のため軽微な更新及びカスタマイ 

ズの必要が生じた場合は、受託者の負担でこれを実施するものとする。 

３ 障害発生時の対応 

 委託者からの障害等の連絡内容等を把握した場合には、速やかに必要な対応をとり、現地確認 

の必要がある場合には現地対応するものとする。 

４ システム障害時の原因究明及び解決 

 委託者がシステム使用中に障害が発生した場合に、委託者からの連絡に対し速やかに原因を 

究明し、適切な措置を行うこと。また、印刷機など周辺機器の障害は委託者から連絡を受けた後、

受託者より機器保守業者に保守依頼する。なお、障害発生部位が特定できない場合は、受託者

は当該機器保守業者と協力の上、問題解決を図ること。 

５ 委託者の要望に応じて、導入する固定資産支援システムの現地操作説明を実施することとす 

る。 

６ 保守期間は令和６年７月31日までとする。 

 

第93条 （ウィルスバスター更新） 

  固定資産を運用するPC８台にインストールしているウィルスバスターについて令和４年２月２日

から令和６年２月１日までのライセンス更新を行うものとする。 

 

 

 

 

 



第１8章 固定資産業務支援システムの導入 

 

第94条 （固定資産支援システムの概要） 

 受託者は、固定資産税業務支援を目的として、各種業務支援システム導入を行い、本業務で整

備したデータをシステム内に搭載し、業務支援システムを構築するものとする。導入システムとハ

ードウェアの構成は以下のとおりとする。 

１） 固定資産評価システムサーバー（１台） 

メーカー NEC 

モデル Express5800 T110j（4C/E-2224） 

メモリ 16GB（8GB+8GB） 

ハード ２TB 

OS Windowｓ Server 2016 

２） 家屋評価システムサーバー（１台） 

３） クライアント（７台） 

メーカー NEC 

モデル PC-VKH19XZG6 

メモリ 16GB 

ハード 500GB 

OS Windowｓ10 Pro 

 

メーカー ｈｐ 

モデル HP ProBook 450 G3 

メモリ 2.64GB 

ハード 500GB 

OS Windowｓ7 Professional 

４） 窓口用クライアント（１台） 

５） プリンタ 

 ２ 上記システム保守３年 

 

  第95条（固定資産業務支援システム構築（令和３年度） 

   受託者は、固定資産業務支援システムを構築・導入するものとする。システムは次の要件を満た 

すものとする。 

２ 導入するシステムは、ESRI社製ArcGISと同等以上のGISエンジンにより開発されたシステムを導 

入し、標準的なデータ形式であるshape形式を取り扱えるものとする。 

３ システムは、庁内のサーバを設置するオンプレミス形式のシステムを採用する。 

４ 同時利用は８ライセンスとし、システムは端末にソフトウェア等をインストールすることなく、ブラウ 

ザソフトのみで稼働できるものとする。 

 

 第19章 納入成果品 

 

第96条（納入成果品） 

■令和３年度成果品 

１．空中写真撮影成果品 

・製品仕様書       １式 



・カラー空中写真画像（TIFF 形式、HDD に格納）   1 式 

・空中写真撮影成果簿（記録簿・各種精度管理表）   1 式 

・空中写真撮影標定図      1 式 

・直接定位計算成果データ（HDD に格納）    1 式 

・撮影記録       1 式 

・撮影精度管理表       １式 

       ２．デジタルオルソ画像データ成果品 

・デジタルオルソ画像データ(TIFF 形式、BMP 形式：HDD に格納）  １式 

・製品仕様書       1 式 

３．家屋経年異動判読成果品 

・家屋経年異動判読図         １式 

・家屋不明リスト         １式 

・家屋図データ       １式 

４．令和３年分地番図異動更新成果品 

・地積測量図ラスターデータ      １式 

・地番図製本（1/1,500）      ２部 

・地番図データ       １式 

５．令和３年分家屋図異動更新成果品 

・家屋図データ       １式 

６．土地評価見直し成果品 

・用途状況類似地域区分図（1/10,000）    １式 

７．時点修正バランス検証成果品 

・時点修正ランキング図（1/10,000）     １式 

・路線価流れ図             １式 

８．公開用路線価図及び標準宅地位置図作成成果品 

・公開用路線価図製本（市街地宅地評価法適用地区）（1/1,500）  ２部 

・公開用標準宅地位置図（1/10,000）     ２部 

９．関係機関提出用データ                                １式 

10．家屋評価調書ラスターデータ成果品 

・家屋評価調書ラスターデータ     １式 

11．鉄軌道評価資料成果品      

・鉄軌道評価資料データ      １式 

12．固定資産支援システムへのデータセット成果品（委託者ＰＣにセット） 

・空中写真画像データ      １式 

・地番図データ       １式 

・地積測量図ファイリングデータ     １式 

・家屋図データ       １式 

・家屋評価調書ラスターデータ     １式 

・鉄軌道評価資料データ      １式 

・地形図データ       １式 

13．保守成果品            



・ウイルスバスターライセンス更新     ８台 

■令和４年度成果品 

１．空中写真撮影成果品 

・製品仕様書       １式 

・カラー空中写真画像（TIFF形式、HDDに格納）   1式 

・空中写真撮影成果簿（記録簿・各種精度管理表）   1式 

・空中写真撮影標定図      1式 

・直接定位計算成果データ（HDDに格納）    1式 

・撮影記録       1式 

・撮影精度管理表      １式 

    ２．デジタルオルソ画像データ成果品 

・デジタルオルソ画像データ(TIFF形式、BMP形式：HDDに格納）  １式 

・製品仕様書       1式 

３．地形図データ成果品 

・地形図データ       １式 

４．家屋経年異動判読成果品 

・家屋経年異動判読図      １式 

・家屋不明リスト       １式 

・家屋図データ       １式 

５．令和４年分地番図異動更新成果品 

・地積測量図ラスターデータ     １式 

・地番図製本（1/1,500）      ２部 

・地番図データ       １式 

６．令和４年分家屋図異動更新成果品 

・家屋図データ       １式 

７．土地評価見直し成果品 

・用途状況類似地域区分図（1/10,000）    １式 

・標準宅地位置図（1/10,000）     １式 

・標準宅地位置図（A4）      １式 

・標準宅地属性データ（1/10,000）     １式 

・標準宅地一覧表（A4）      １式 

・標準宅地選定調書（A4）      2部 

・路線統廃合位置図（1/10,000）     １式 

・地価形成要因検証図      １式 

・地価形成要因報告書      １式 

８．時点修正バランス検証成果品 

・時点修正ランキング図（1/10,000）     １式 

・路線価流れ図                  １式 

９．公開用路線価図及び標準宅地位置図作成成果品 

・公開用路線価図製本（市街地宅地評価法適用地区）（1/1,500）  ２部 

・公開用標準宅地位置図（1/10,000）    ２部 



10．関係機関提出用データ                               １式 

11．家屋評価調書ラスターデータ成果品 

・家屋評価調書ラスターデータ     １式 

12．鉄軌道評価資料成果品      

・鉄軌道評価資料データ      １式 

13．固定資産支援システムへのデータセット成果品（委託者ＰＣにセット） 

・空中写真画像データ      １式 

・地形図データ       １式 

・地番図データ       １式 

・地積測量図ファイリングデータ     １式 

・家屋図データ       １式 

・家屋評価調書ラスターデータ     １式 

・鉄軌道評価資料データ      １式 

・地形図データ       １式 

14．保守成果品 

    ・ウイルスバスターライセンス更新     ８台 

■令和５年度成果品 

１．空中写真撮影成果品 

・製品仕様書       １式 

・カラー空中写真画像（TIFF形式、HDDに格納）   １式 

・空中写真撮影成果簿（記録簿・各種精度管理表）   １式 

・空中写真撮影標定図      １式 

・直接定位計算成果データ（HDDに格納）    １式 

・撮影記録       １式 

・撮影精度管理表      １式 

２．デジタルオルソ画像データ成果品 

・デジタルオルソ画像データ(TIFF 形式、BMP 形式：HDD に格納）  １式 

・製品仕様書       １式 

３．家屋経年異動判読成果品 

・家屋経年異動判読図         １式 

・家屋不明リスト         １式 

・家屋図データ       １式 

４．令和５年分地番図異動更新成果品 

・地積測量図ラスターデータ     １式 

・地番図製本（1/1,500）      ２部 

・地番図データ             １式 

５．令和５年分家屋図異動更新成果品 

・家屋評価調書ラスターデータ             １式 

・家屋図データ              １式 

６．土地評価見直し成果品 

・路線価（街路）検証リスト      １式 



・路線価計算書       １式 

・街路価格計算書      １式 

・路線価算出用比準表      １式 

・街路比準率表       １式 

・路線価流れ図       １式 

・路線価データ       １式 

・標準宅地価格データ      １式 

・街路属性データ       １式 

７．時点修正バランス検証成果品 

・時点修正ランキング図（1/10,000）     １式 

・路線価流れ図            １式 

８．公開用路線価図及び標準宅地位置図作成成果品 

・公開用路線価図製本（市街地宅地評価法適用地区）（1/1,500）  ２部 

・公開用標準宅地位置図（1/10,000）    ２部 

９．土砂災害特別警戒区域補正データ成果品      

・土砂災害特別警戒区域図製本（１/2,000）    １部 

  ・土砂災害特別警戒区域データ     １式 

10．関係機関提出用データ                               １式 

11．家屋評価調書ラスターデータ成果品 

・家屋評価調書ラスターデータ     １式 

12．鉄軌道評価資料成果品      

・鉄軌道評価資料データ      １式 

13．固定資産支援システムへのデータセット成果品（委託者ＰＣにセット） 

・空中写真画像データ      １式 

・地番図データ       １式 

・地積測量図ファイリングデータ     １式 

・家屋図データ       １式 

・家屋評価調書ラスターデータ     １式 

・路線価データ       １式 

・街路属性データ      １式 

・土砂災害特別警戒区域界データ     １式 

・鉄軌道評価資料データ      １式 

・地形図データ       １式 

14．保守成果品 

   ・ウイルスバスターライセンス更新     ８台 

■令和６年度成果品 

１．評価要領更新成果品 

・評価要領       １式 



（別紙１） 

 

 

機密保持誓約書 
 

 

野洲市長 栢木 進 様 

 

 

私は、野洲市固定資産評価替調査業務委託で職務上知り得た個人情報等の機密情報を現在の

職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用し

ないことをかたく誓います。 

 

 

 

令和  年   月   日 

 

 

                      氏  名                                ㊞ 

 

 

 


