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植物管理図面作成設計業務 特記仕様書

本特記仕様書は、別冊「環境整備（土木・造園）設計業務等共通仕様書（案）（平成 12

年５月版）」（以下、「共通仕様書」という。また、都市基盤整備公団を独立行政法人都市再

生機構と読み替える。）に基づくこととし、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」とい

う。）が発注する下記の業務に適用することとする。

記

Ⅰ 業務概要・一般事項

１ 業務名称

平成 30年度幸手他 32団地植物管理図面作成設計

２ 履行期間

契約締結日の翌日～平成 31 年 3月 11 日

３ 業務の対象及び内容

（１）業務の対象

下表に揚げる団地敷地内にある植物を対象とする。

所轄住まい

センター
団地名 所在地

戸数

（戸）

対象面積

（㎡）
業務内容

浦和 久喜中央ハイツ 久喜市中央一丁目 9 200 11,917 新規

浦和 パークタウン若宮 桶川市若宮一丁目 8 356 47,250 更新

浦和 アーバンハイツ南前川 川口市南前川二丁目 21-10 43 1,947 更新

浦和 エルハイツ末広 川口市末広三丁目 6-12 50 2,218 更新

浦和 大宮大和田
さいたま市見沼区大和田町二丁

目 235
30 4,430 更新

浦和 パークハイツ中青木 川口市中青木二丁目 9-5 54 2,183 更新

浦和 浦和別所ハイツ さいたま市南区別所二丁目 38 203 10,399 更新

浦和 南浦和第二
さいたま市南区南浦和三丁目

49-53
59 1,952 更新

浦和 南浦和第三 さいたま市南区南浦和三丁目 42 40 3,783 更新

浦和 武蔵浦和駅前ハイツ さいたま市南区別所七丁目 1-33 94 3,308 更新

浦和 飯塚四丁目ハイツ 川口市飯塚四丁目 4-31 30 1,155 更新

浦和 うらわイーストシティかえで街 さいたま市緑区東浦和 2-73-1 140 11,744 更新

浦和 うらわイーストシティひのき街 さいたま市南区大字大谷口 5733 30 2,503 更新

浦和 アーバンハイツ与野
さいたま市中央区大字下落合

1006
142 6,955 更新

浦和 ビュータワーおけがわ 桶川市若宮一丁目 4-30 256 6,107 更新
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浦和 アーベイン大宮
さいたま市北区宮原町一丁目

855-2
588 27,771 更新

浦和 リバピア川口青木 川口市青木四丁目 21 230 8,326 更新

浦和 コンフォール本郷町 さいたま市北区本郷町 971 138 6,100 更新

浦和 コンフォール東鳩ヶ谷 川口市桜町四丁目 4 401 24,254 更新

浦和 コンフォール西鳩ヶ谷 川口市大字里 958 番地 1号 105 5,414 更新

浦和 コンフォール領家
さいたま市浦和区領家六丁目

139-1
102 5,112 更新

西埼玉 コンフォール西大和 和光市広沢 1-2 110 3,146 新規

西埼玉 プラザシティ新所沢けやき通り 所沢市緑町一丁目 5 1,046 49,783 更新

西埼玉 新座 新座市新座三丁目 1,197 118,208 更新

西埼玉 若葉駅前ハイツ 坂戸市千代田三丁目 21 99 8,499 更新

西埼玉 新座ハイツ 新座市新座 3-6-13 50 3,833 更新

西埼玉 所沢パークタウン公園通り 所沢市並木二丁目 3 360 17,619 更新

西埼玉 アルビス鶴瀬 富士見市鶴瀬西二丁目 7 384 23,902 更新

東埼玉 幸手 幸手市栄 3,023 232,378 新規

東埼玉 吉川 吉川市吉川団地 1,914 180,144 更新

東埼玉 ペアハイツ越谷 越谷市赤山町五丁目 7-47 156 8,110 更新

東埼玉 グリーンアベニュー谷塚 草加市谷塚町 731-1 230 12,031 更新

東埼玉 コンフォール松原 草加市松原 1 丁目 2,207 53,957 更新

（２）業務内容

  ①更新

機構が貸与する植物管理図及び植物管理台帳（以下「植物管理図等」という。）、

並びに団地環境整備工事発注図及び完成図等に基づき、現地調査を行い、既往の植

物管理図等を更新する業務。

  ②新規作成

機構が貸与する植物管理図等並びに団地環境整備工事発注図及び完成図等に基づ

き、現地調査を行い、植物管理図等を新規作成する業務。なお、駐車場回りの植栽

管理図等と、既往の植物管理図等を一体化し新規作成する業務を含む。

４ 本業務において、土木設計業務等請負契約書第 12 条に基づく照査技術者を置くこ

ととし、照査を実施することとする。

５ 受注者は、本業務の履行中において調査職員から設計図書の提出を求められたとき

は、その都度遅滞なく提出することとする。

６ 受注者は、設計図書の引渡し後において設計図書の誤記が認められ、調査職員がそ

の修正を請求したときは、受注者の負担において速やかに修正することとする。
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７ 機構から受注者へ貸与する物品等（以下、「貸与品」という。）は次のとおりとする。

（１）貸与品名称、数量

・植物管理図面 一式

・植物管理台帳 一式

・駐車場管理者が管理・所有する図面等 一式

・樹種一覧 一式

・植物管理図・台帳作成の手引き（案） 一式

・植物管理図 V-mapper仕様（案） 一式

（２）貸与場所

    独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 環境整備課

（３）貸与時期

    契約締結日以降必要時

８ 本業務で使用するソフトウェア

受注者は、以下のソフトウェアを自ら用意すること。

① MS－EXCEL ：植物管理台帳の集計表、内訳表等を作成

② V－Mapper1.0 ：植物管理図を作成

③ MS－Visio2007以降 ：V－Mapperの稼動ベースとなる図形処理ソフト

④ AutoCAD  ：植物管理図の背景図及び植物管理図（DWG形式）を

作成

９ 検査前確認

本業務の完了検査に先立ち、調査職員に成果品の検査前確認を受けること。また、

芝生地・雑草地の調査結果に基づき既往台帳との差異について比較表を作成し、調査

前と調査後で大きな面積変動がある場合、変動箇所を必ず調査職員へ報告すること。

確認で修正を指摘された場合は速やかに必要な修正を行い、本部での検査を受ける

こととする。

10 完了検査

本業務が完了したときは完了検査を受け、検査合格をもって成果品の提出及び引渡

しを行う。検査で修正を指示された場合は速やかに必要な修正を行い再提出のうえ確

認を得ることとする。なお、検査員は別途通知する。

11 成果品等の提出

完了検査合格後、完了届、納品書、引渡書及び請求書各３部を、成果品一式ととも

に提出する。

12 業務成績評定

１件の請負金額が 200 万円を超える業務については、業務成績評定の対象業務とし、
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業務完了後、業務成績評定点を通知する。なお、付与した業務成績評定点は、将来業

務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。

13 本特記仕様書に記載なき事項等

本特記仕様書に記載なき事項については、共通仕様書によることとする。また、本

業務の実施にあたり、本仕様書、特記事項、並びに調査職員の説明等に疑義が生じた

場合は、別途調査職員と協議のうえ、疑義を十分に正すこととする。なお､これらに明

示していなくても業務遂行上必要と認められる事項については受注者の負担において

処理しなければならない。

14 守秘義務

本業務上､知り得た秘密及びノウハウは第三者に漏らしてはならない。

15 事前調査

本業務に先立ち、業務の対象及び内容について、必ず十分かつ詳細に現地調査を行

い、調査漏れがないようにする。なお、事前調査の実施にあたり、所管住まいセンタ

ー技術サポート課長及び団地管理主任（窓口担当を含む。）に「現地調査実施計画書」

を事前に提出し、協議することとする。現地調査に際しては、機構から貸与する腕章

を携帯し、調査を周知するお知らせを調査開始一週間前までに、別途指示する箇所に

掲示すること。所管住まいセンターは次のとおり。

名称：東埼玉住まいセンター

住所：〒340-0041 埼玉県草加市松原 1-1-6

ハーモネスタワー松原 3 階

電話番号：048-941-5311

FAX 番号：048-942-4657

名称：浦和住まいセンター

住所：〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影 1-10-1

ラムザタワー5階

電話番号：048-711-7150

FAX 番号：048-710-8072

名称：西埼玉住宅管理センター

住所：〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘一丁目 2-27-301

ココネ上福岡二番館 3階

電話番号：049-263-2111

FAX 番号：049-264-1599

また、事前調査完了後速やかに調査職員に報告し、指示を受けることとする。
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16 再委託

土木設計業務請負契約書第７条第１項に定める第三者に委託し、又は請負わせては

ならない主体的な部分とは、総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術判断・

設計の中核となる図面作成・打合せ及び内容説明をいう。

土木設計業務請負契約書第７条第２項の規定により、業務の一部を第三者に委託し、

又は請負わせようとするときは、あらかじめ下請け設計範囲について、調査職員との

協議及び、別紙「再委託届（願書）」により届出を行い、承諾を受けなければならない。

なお、再委託届（願書）には以下の内容を記載することとする。

   ・再委託の相手方

・再委託業務の内容

・再委託業務の契約予定額

・再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由
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Ⅱ 特記事項

１ 対象範囲等

（１）対象範囲

本業務における調査対象範囲は、Ⅰ ３（１）に揚げる団地の敷地全域を原則とするが、

詳細については調査職員の指示による。

（２）対象植物

①調査対象とする植物

・機構が管理対象としている樹木及び地被類等の全量

・実生物で高さ 2.0ｍ以上のもの

・居住者が植えたと思われる樹木で高さ 2.0ｍ以上のもの

・伐採切り株からの萌芽樹木で高さ 2.0ｍ以上のもの

②調査対象としないが、調査職員へ樹木番号の報告を要する植物

・植物管理図等に記載された樹木で枯損したもの

・植物管理図等に記載された樹木で切り株となっているもの

③調査対象が不明確な植物

調査職員の指示による。

２ 調査方法

（１）調査項目

  樹種区分及び調査項目は下表のとおりとする。

樹種区分 位置 樹高 幹周 枝張 数量 葉張周 面積 延長

高木

針葉高木 ○ 目測 計測 目測 本 － － －

常緑広葉高木 ○ 目測 計測 目測 本 － － －

落葉広葉高木 ○ 目測 計測 目測 本 － － －

雑木林 ○ － － － － － ㎡ －

中木
常緑中木 ○ 計測 － － 本 計測 － －

落葉中木 ○ 計測 － － 本 計測 － －

低木
常緑低木 ○ 計測 － － － － ㎡ －

落葉低木 ○ 計測 － － － － ㎡ －

生垣
常緑生垣 ○ 計測 － 計測 － － － ｍ

落葉生垣 ○ 計測 － 計測 － － － ｍ

特殊
特殊樹木 ○ 目測 計測 目測 本 － － －

特殊つる植物 ○ 目測 － － － － ㎡ －

地被

芝生地（平面） ○ － － － － － ㎡ －

芝生地（斜面） ○ － － － － － ㎡ －

芝生地（屋上） ○ － － － － － ㎡ －

雑草地（平面） ○ － － － － － ㎡ －

雑草地（斜面） ○ － － － － － ㎡ －

雑草地（屋上） ○ － － － － － ㎡ －
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特殊地被（平面） ○ － － － － － ㎡ －

特殊地被（斜面） ○ － － － － － ㎡ －

特殊地被（屋上） ○ － － － － － ㎡ －

  注１）中木とは、樹高が３ｍ程度までの樹木で刈込み管理されている樹木をいう。

  注２）雑木林とは、雑木の単木管理を行っていない群植をいう。

  注３）特殊樹木とは、特殊な管理を要する中・高木をいう。（例：竹、ヤシ類）

  注４）特殊つる植物とは、パーゴラや壁面緑化等に利用する植物をいう。（例：フジ）

  注５）特殊地被とは、芝・雑草を除く地被類をいう。（例：ササ類、ツタ類、草本類）

  注６）平面とは、勾配１：４未満を基本とする。

  注７）斜面とは、勾配１：４以上１：２未満を基本とする。

（２）植物記号

  樹種区分ごとの記号･番号の表記方法は下表のとおりとする。

樹種区分（名称） 記号･番号の表記 備考

高木・中木 （記号なし）番号 高・中木連番とする

低木 （記号なし）番号 番号は連番とする

生垣 ⅰ 番号 〃

特殊つる植物 Ｆ 番号 〃

雑木林 Ｈ 番号 〃

特殊地被

Ｔ 番号

平面：T、斜面：TS、

屋上：TO

〃

芝生

Ｓ 番号

平面：S、斜面：SS、

屋上：SO

〃

雑草地

Ｚ 番号

平面：Z、斜面：ZS、

屋上：ZO

〃

駐車場区分 Ｐ 記号 番号 〃

  

（３）樹種名

  樹種名は、「樹種一覧」に記載されている樹種名とするが、「樹種一覧」に記載されてい

ない樹種名については学名あるいは流通名を付すこととする。なお、追加樹種がある場合

は、任意の表を作成し調査職員へ提出することとする。

（４）測定単位

  測定単位及び計上値は下表のとおりとする。

項目 単位 計上値 備考

樹高 ｍ 高木：0.5 単位、中低木・生垣：0.1 単位

幹周 ｍ 小数点以下第２位まで 小数点以下第３位を四捨五入
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枝張 ｍ 0.5 単位

葉張周 ｍ 小数点以下第１位まで 小数点以下第２位を四捨五入

面積 ㎡ 小数点以下第１位まで 小数点以下第２位を四捨五入

延長 ｍ 小数点以下第１位まで 小数点以下第２位を四捨五入

（５）測定基準

  ①高木の測定

・樹 高：根元から樹冠の最上部までを、建物等の高さを目安にして目測する。

・幹 周：根元から高さ 1.2ｍの位置で計測する。枝の張り出しなどでその位置が不適

当である場合は、最も近い下部にて計測する。

ウメは、地際の幹周を計測し、備考欄に「芝付」と記入する。

根元から株別れしている株立ちの高木については、有効径の幹周り(10cm 以

下の幹は含めない。ただし、10cm を超える幹がない場合には、幹周の大き

なものから最大 10 本までを測定対象とすることができる。)を計測し、株立

ち換算率表の換算率を乗じた数値を幹周りとし、備考欄に株立ち本数を記入

する。

株立ち換算率表

株立本数（本） 換算率

１ 1.0

２～３ 0.8

４・５ 0.7

６～10 0.6

・枝 張：徒長枝をのぞく最大幅を目測する。

  ②中木の測定

・樹 高：根元から樹冠の最上部までを計測する。

・葉張周：根元から高さ 1.2ｍの位置で計測する。

  ③低木の測定

・樹 高：群植の平均高さを計測する。なお、刈込み管理高さが異なる群植は、別々

に計上する。

・面 積：投影面積を計測する。

  ④生垣の測定

・樹 高：一連の平均高さを計測する。

・枝張（幅）：生垣の両端部及び中間部の横断面（幅）を計測し、平均幅を算出する。

  ただし、徒長枝は含まない。

・延 長：下図のとおり計測する。（延長＝Ｌ１＋Ｌ２）
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  ⑤特殊樹木の測定

①高木の測定に準ずる。

  ⑥特殊つる植物の測定

・樹 高：パーゴラ、フェンス等の構造物高さを目安にして目測する。

・面 積：パーゴラ等にかかっている面積を計測する。なお、備考欄に本数を記入する。

（ただし、本数が数えられないものについては記入しなくてよい。）

  ⑥雑木林の測定

面積を現地でテープにて計測又は図上で計測する。林縁、林内通路際等は単木調査

対象とする。なお、備考欄に主だった樹種を記入する。

  ⑦芝生地の測定

図上で計測する。ただし、中に含まれている裸地、生垣、低木、諸構造物等は現地

をテープ等で実測し、住棟又は小区画のブロックごとに面積から除外する。なお、斜

面の場合、水平投影面積とする。

  ⑧雑草地の測定

⑦芝生地の測定に準ずる。

  ⑨特殊地被の測定

群植の面積を計測する。混植についても群植と同様に計測し、樹種を明記する。なお、

斜面の場合、⑦芝生地の測定に準ずる。

（６）実生物等

  ①実生物：高さ 2.0ｍ以上のものを対象とし、備考欄に「実生物」と記入する。

  ②居住者が植えたと考えられる樹木：高さ 2.0ｍ以上のものを対象とし、備考欄に「住民

植樹」等と記入する。

  ③伐採切り株からの萌芽樹木：高さ 2.0ｍ以上のものを対象とし、備考欄に「切株」と記

入する。

３ 植物管理図等の作成方法

（１）植物管理台帳(MS-EXCEL)
  別途調査職員が指示する所定様式（MS－EXCEL）にて、集計表及び内訳書を作成する。

  作成方法は、別途添付する「植物管理図・台帳作成の手引き（案）」に準ずることとする。

（２）植物管理図（V-Mapper）
別途調査職員が指示する所定様式（V－Mapper）にて表紙を作成し、植物管理図につい

ては次の要領で作成する。作成方法は、別途添付する「植物管理図・台帳作成の手引き（案）」

「植物管理図 V-mapper仕様（案）」に準ずることとする。

①用紙及び縮尺 既存の植物管理図に準ずる。

②樹木番号 住棟又は小区画ごとにブロックを設定し、原則としてブロックごと

に右回りに連番を付け、図面上の番号位置が飛ばないようにする。

③背景図 必要に応じて植物管理図の背景図を作成する。背景図を基に、「高木」、

「低木」、「芝生地」の配置図を作成する。

④レイヤー 樹種区分ごとにレイヤー分け表示できるようにする。なお、背景図
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上の敷地境界線、住棟番号、フェンス位置等は、全体背景図とは別

レイヤーとする。

⑤図面構成 駐車場回りの植物管理図と駐車場回りを除く植物管理図面は、記号

分けや別レイヤーによる一体の植物管理図とするが、プリントアウ

ト方法については、調査職員の指示によることとする。

（植物管理台帳の集計表及び内訳表についても、図面同様、それぞ

れの集計とする。）

（３）植物管理図（AutoCAD）

  前述の（２）で作成した植物管理図（V-Mapper）について、高木・低木・芝生地・背景

図の各シートごとに V-Mapperのコマンドを使って DWG変換する。（素図の作成）

  また、変換による作図仕様（文字・線種。線本・ハッチング・色・レイヤー設定等）の変

換エラーについて、（２）で作成した植物管理図（V-Mapper）の作図仕様に準じて再作図

し、植物管理図（AutoCAD）を作成する。

（４）植物管理図（PDF）
   前述の（２）で作成した植物管理図（V-Mapper）について、V-Mapper の変換コマンド

を使って PDF変換し、別途調査職員が指示する所定様式にて植物管理図（PDF）を作成す

る。

４ 成果品

（１）植物管理台帳（モノクロプリントアウト）Ａ４×２部

  ①集計表・内訳表

（２）植物管理図（カラープリントアウト）

  ①表紙 Ａ３×２部

  ②植物管理図（V-Mapper） 各Ａ３×２部

   1)高中木・生垣・特殊樹木・特殊つる植物位置図

   2)低木群・特殊地被位置図

   3)芝生地・雑草地位置図

  ③植物管理図（AutoCAD） 各Ａ３×２部

1)高中木・生垣・特殊樹木・特殊つる植物位置図

   2)低木群・特殊地被位置図

   3)芝生地・雑草地位置図

（３）デジタルデータ 一式

  ①植物管理台帳

集計表、内訳書（EXCEL）
②植物管理図面

「植物管理図表紙（V-Mapper）」
「植物管理図（V-Mapper）」
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「植物管理図（AutoCAD）」

「植物管理図（PDF）」

上記データは、別途調査職員が指示する団地ごとのフォルダに整理し、CD－R又は DVD
メディアで提出することとする。

以 上
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＜１．作業フォルダの作成＞

下記の構成でフォルダを作成する。□□には住まいセンター等名称、○○には団地名を記載する。

               

               作業用 ･･･作成途中のファイル、テンプレート等を格納

植物管理図･･･（団地コード+団地名）VSD、DWG を格納

               植物管理台帳･･･（団地コード+団地名）集計表及び内訳書 xls を格納

例）武庫川団地のフォルダ構成

＜２．植物管理台帳の作成＞

２－１．内訳書の作成

更新作成の場合⇒貸与された既存内訳書データを使用して作成する。

新規作成の場合⇒V-Mapper インポート用.xls をコピーして使用し、まずはインポート用内訳書.xls

を作成する。

内訳書項目の説明

台帳

項目
説 明 文字 入力例 説明事項補足

ID １団地単位の連番 半角 入力しない

号棟 住棟番号＋方位又

は住棟エリア名を

入力

5号棟北･･

又は

1,1A,2,･･

調査対象の位置を示す為、一番近い住棟番号と方位を入力。又

は住棟ごとにエリア分けされている場合は、住棟エリアを入力。

その際英数字部分は並び替えに使用するので半角とする

図面又は

図郭番号

当該図面又は図郭

番号を入力

半角 1,2,3･･･ 図面又は図郭に連番を振ったもの

図面番号 別途調査職員の指示による

エリア アルファベットの

大文字を入力、又は

“B”+図郭番号を

入力

半角 A、B、C･･･

又は

B1、B2、･･･

英数字部分は並び替えに使用するので半角

No. 樹種番号を入力 半角 1,2･･･,i1,i2 特記仕様書「Ⅱ２（２）植物記号」の樹木記号・樹木番号の振

り方に従い入力。ただしそれによらない事項が生じた場合は別

途調査職員が指示するので確認すること

区分 ＶＭ区分を入力 全角 高単、低群、

特殊、地被

植物管理図 V-Mapper 仕様（案）の＜５．植物管理台帳項目とＶ

Ｍ項目の対比表＞の VM 区分に従う

樹種名 樹種名を入力 全角 ケヤキ、雑木

林、雑草地平

面

樹種一覧.xls を参照して入力する

常落区分 常落区分を入力 全角 常緑、なし 針葉、常緑、落葉、なしのいずれかを入力する。空白はなしと

する

記号 管理用項目 なし なし 管理者用の項目。入力しない

植栽時寸

法と数量

別途調査職員の指示による
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H 現況樹高を入力 半角 5.0、6.5･･･ 特記仕様書「Ⅱ２（４）測定単位」に従い入力ただしそれによ

らない事項が生じた場合は別途調査職員が指示するので確認す

ること

C 現況幹周を入力 半角 0.33、0.47･･

W 現況枝張を入力 半角 1.0、1.5･･

葉張周 現況葉張周を入力 半角 2.5、4.0･･･

数量 現況数量を入力 半角 － 特記仕様書「Ⅱ２（５）測定基準」に従い入力

単位 単位を入力 全角 本、m、㎡ 特記仕様書「Ⅱ２（1）調査項目」にある各樹種区分の単位に従

い入力。ただしそれによらない事項が生じた場合は、別途調査

職員が指示するので確認すること

備考 備考を入力 全角 備考欄参照 調査結果の補足事項を特記仕様書「Ⅱ２（５）測定基準」及び

別途調査職員が指示する内容を入力。

管理項目

管理履歴

管理用の項目 － － 管理者専用の項目。入力しない

２－２．内訳書のシート構成

① 高木シート

各図面又は各図郭単位で高木・中木・生垣・特殊単木・特殊群植・特殊つる・雑木林について入力

する。

② 低木シート

各図面又は各図郭単位で低木・特殊地被平面・特殊地被斜面について入力する。

③ 芝生シート

各図面又は図郭単位で芝生平面・芝生斜面・雑草平面・雑草斜面について入力する。

２－３．内訳書作成後のチェック

内訳書は作成後に必ず以下のチェックを行うこととする。

・現地調査結果と入力データを照査し入力ミスを修正する。（打ち間違い、番号の抜け、もれ等）

・樹種名は特記仕様書「Ⅱ２（３）樹種一覧」を適用する。なお、追加樹種はリストを作成のうえ調査職

員に提出する。

・エクセルのオートフィルタ機能を使用し、全半角の区別、異常に大きな数値などの異常値を確認して提

出すること。

＜３．植物管理図作成手順＞

新規作成の場合

３－１．団地全体図ｄｗｇの作成（必ず北トップで作成）※図面単位は mm の実寸

［CAD データが有る場合］

  ①必要なレイヤを抽出、レイヤ名を変更する。

②資料及び現地調査による経年変化修正を行う。

［CAD データが無い場合］

①既成図面にて資料及び現地調査により経年変化修正を行う。

  ②経年変化箇所をベクトルデータへトレースする。

※ ｄｗｇ上の文字についてはマルチテキストの使用は不可とする。必ず文字要素とする。

※ 建物と建物以外のラインはきちんと区別する。（線幅が違う為注意）

※ 色,線種は bylayer とし画層プロパティ管理で設定する。

※ dwg での線幅は default とし、グローバル幅も 0とする。
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・画層の設定は下図のとおり。

３－２．団地境界、Areaの作成

・仕様書、各住まいセンター等での打ち合わせ事項等を考慮し、団地境界、Area を作成する。

・団地境界のラインは途切れたりしないように一つの領域として「閉じたポリライン」で作成する。

・団地境界及び Area は線同士がぶつかる箇所では端点をノードマッチさせ途切れないようにする。線同士の交

差部では要素を切断し付ける。線同士の交差部や T字箇所までの間は１要素のポリラインで構成し線種を正

常に表示できるようにする。

・AreaNo は各 Area の中心辺りでなるべく他の要素と重ならない位置に配置する。字高を 2500 とする。

・ポリラインは捻れ、同一要素の交差、途切れ、重複、同一要素の同一点重複は無しとする。

・ポリラインはカーブの箇所等が正しく表示するよう線種生成モードは有効にする。方法はオブジェクトプロ

パティ管理のその他の線種生成モードを有効にするか、ポリライン編集の線種生成モードで on にしてください。

【団地境界と Area の線種について】

線種をロードするときに「acad.lin」もしくは「aclt.lin」を選択する「acadiso.lin」「acltiso.lin」は

使用不可。 線種尺度については、グローバル線種尺度は 1.0 としオブジェクトの線種尺度を 5000 とする。

※植物図形を Cad で入力しＶｉｓｉｏに取り込む場合は仕様の画層名で図形を入力する。番号は使用しない

任意の画層名にしておくとやりやすい。

注）AutoCad の場合図形の始終点は閉じる処理ではなく実データとして始終点を一致させないとＶｉｓｉｏ

で面計処理の際システムが落ちることがある。

３－３．背景図.dwg（管理図用下図）作成

上記で作成した団地全体図ｄｗｇについて「Ａ３：１／５００」の図面範囲で図面又は図郭割り（ブロッ

ク割り）する。なお、「Ａ３：１／５００」は標準設定であり、それに収まらない場合は調査職員に確認し、

調査職員の指示によるものとする。
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【図割りを傾ける場合】

角度は小数点以下の端数がないように気をつける。表示桁数で値を丸める方法は不可。

次に図面又は図郭の基準点座標及び角度を計測する。Rotate で回転をかける。

※複数図面又は図郭の団地に対してはそれぞれの図面又は図郭に対して座標及び角度を取得する。

ファイルを別名で保存し複数図面又は図郭の場合は図面又は図郭数分コピーしファイル名をつける。

・各図面又は図郭単位のｄｗｇ作成

各図郭の内図郭で地形をカットしはみ出さないようにする。

外図郭の左下が xy=（0,0）に来るように移動する。

左下を基点に回転角度を 0度にする。下図のようにする。

外枠の左下を基準点の

位置とします。

右図の例）

基準点座標 xy=（10778.462,-209169.277）
図郭角度  59度
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＜４．背景図 vsd の作成＞

別途配布する「○○テンプレート.vsd」を開き、図面又は図郭単位で作成した各 dwg データを背景図シート

にインポート（４－４．挿入手順を参照）し、背景図 vsd を作成する。

４－１．ファイル名命規則

「団地コード＋団地名＋当該図面アルファベット＋半角スペース”＋(作成年度).vsd」

又は「団地コード＋団地名＋“半角スペース”＋“B”+当該図郭割番号＋“半角スペース”＋(作成年度).vsd」

とする。なお、名命の使い分けについては調査職員の指示による。

例）平成３０年度業務 ○○第１団地 の図面又は図郭数が２つの場合下記のように命名。

000○○第１ Ａ (H30).vsd 又は 000○○第１ B1 (H30).vsd

000○○第１ Ｂ (H30).vsd 又は 000○○第１ B2 (H30).vsd

注記）dwg ファイルについても同規則とする

４－２．図面ファイルのプロパティ設定

・ファイルのプロパティで下図の欄に入力を行う。（○○の箇所を埋める）

４－３．図面番号について

別途調査職員の指示による。

団地名を記入

工事名称を記入

空白とする。

住まいセンター名を記入

空白とする。

年度記入（調査職員の指示による）



植物管理図・台帳作成の手引き（案）

6

４－４．挿入手順について

・背景シートを表示し、「メニュー → 挿入 → CAD 図面」で図郭単位のｄｗｇを開く。

下図のようにとりこまれる。

次に取り込んだ CAD 図を選択し右クリックで下図の様に変換を左クリックし CAD 図を Visio シェイプに

変換する。

次へボタンを押して進む、途中下図の場所で「全ての DWG レイヤを削除」にチェックを付けて完了する。

変換完了後変換した背景図形を全選択しグループ化を行う。

縮尺を指定する

OKを押す
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マウスの右クリックで下図の様な「図形サイズ・位置・回転」ダイアログを表示させる。

グループ化を行った背景図を選択し“XY=0,0”、“Pin の位置を左下”にこれで基準点の位置に配置される。

その後グループ化を解除する。

背景図の外枠と図郭、図郭番号を削除する。

背景図形を全選択し書式の保護で以下のように保護する。

Area、団地境界、地形等の書式を「V-mapper 仕様（案）」の＜４．背景図 dwg の設定＞に従い変更する。

変更には書式のスタイルを使用し各名称を割り当てる。

＜５．基準点、スケール、オリエンテーションの配置＞

① 基準点の設定

背景図上の“XY=0,0 にある基準点”を選択し

マウス右クリックで図形のカスタムプロパティを表示する。
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３－２で取得した

高木、低木、芝生シートの基準点のカスタムプロパティにもそれぞれ基準点座標と図郭角度を入力する。

② オリエンテーション（方位）、スケールの配置

  V-mapper 機能の「000 一般.ステンシル」にあるオリエンテーションを極力図形のない位置に配置する（配置位

置は右上を基本とする）。幅 7500mm 図上 1.5ｃｍを基本とする。スケールバーはオリエンテーションの下付近に

配置する。

  

③ フェンス（柵）の配置

駐車場、給水・汚水処理施設、集会所等施設、敷地境界などのフェンス（柵）を調査結果に基づき作図する。

④ キープランの配置

団地全体を数ブロックに分割した場合は、各図面にキープランを作成し配置する

なお、作成仕様については別途調査職員の指示による。

基準点座標 xy=（10778.462,-209169.277）
図郭角度  59度

を右図のように入力し OK。
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＜６．インポート用内訳書.xls データを植物管理図 vsd へインポートする＞

  調査結果を入力したインポート用内訳書.xls データを、V-mapper 機能の「植栽図自動生成」機能を

使って植物管理図.vsd にインポートし、ステンシル（樹木番号・記号・樹種名・規格情報をプロパティと

して格納した引き出し線）を高木・低木・芝生シートそれぞれで作成する。

  

６－１．作成手順（概要）

・「メニュー → V-Mapper → 植栽図自動生成」を開く。

・インポート用の内訳書.xls を選択し高木、低木、芝生のいずれかのシートを開く。

・３～６行目のチェックを off、列の内容と青色部分の項目を一致させる。

取り込みの要、不要によって 1行目のチェックを on、off する。

・樹種ごとまたは一括でステンシルを作成。高、低、芝とも同じ方法でステンシルを作成する。

この時ステンシルに名前を付けて保存しておくと良い。

  ・なお、詳細は V-mapper 操作説明書を参照のこと。

※応用技として植栽図自動生成にてインポートするエクセルの各シートにＸ座標Ｙ座標の項目を追加し、ｄｗ

ｇの団地全体図面上での座標値を掃き出し入力して置くと植栽図自動生成時に図上に配置されるので、より効

率的に作業が行えます。また、XY 座標を図面上の任意の場所に配置されるよう座標値を入れ、とりあえず図面

上に整列させることも可能。

注）上記方法を使用する場合樹木シェイプの「図形の名前」が１ファイル（３シート）の中で重複しないよう

にしてください。＜１３．ＤＷＧデータの作成＞でブロック定義が重複し樹木シェイプが欠落することになり

ます。

       ＜インポート用内訳書サンプル＞
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＜７．高木図の作成＞

① 高・中・生垣・特殊樹木・特殊群植・特殊つる・雑木林について、前述の 6 で各植物管理図.vsd に読み込ん

だステンシルを開く。

  

② 高中木シェイプを図中の対象箇所にドラッグ＆ドロップして配置する。基本の記号サイズは 2m と大きいので

V-mapper コマンド「メニュー → V-Mapper → 現況樹木表示サイズ更新」でサイズを変更する。なお、

サイズについては植物管理図 V-Mapper 仕様（案）による。

  （参 考）

生成されたステンシルはある程度番号は連続しているのでエクセルの行番号を目安に探すと良い。

③樹種区分ごとに線幅、色の変更を行う。

V-mapper コマンド「メニュー → V-Mapper → 樹木エクスプローラ」を開き。

下図のように常緑高木のみにチェックを付け、抽出図を作成する。

シート内に表示されている樹木シェイプを選択し「書式 → 線」にて線幅、色を変更する。または、スタイ

ルを変更し後で２重丸を修正する。

落葉高木、特殊樹木も同じ要領で行う。

次に中木の設定を行う。樹木エクスプローラの抽出条件で下図の様に設定し抽出を行った後表示された樹木シ

ェイプを選択し「書式 → 線」にて線幅、色を変更する。または、スタイルを変更し後で２重丸を修正する。

落葉の場合は常落区分の値を落葉に変えて実行する。

（参 考）

高木シェイプに書式のスタイル定義で定義した書式を適用すると○1重丸が◎2重丸になってしまうという不具

左の数字が行番号

右の（）数字が樹木番号
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合がまれに生じるが、 V-MapperTools フォルダの中に有る V-MapperTools.vss で修正が可能。詳細は

V-MapperTools フォルダの「操作手順書.pdf」を参照。

④生垣形状の作図

調査結果寸法に基づき、四角形コマンド又は線鉛筆コマンドを使用して生垣形状を作図・配置する。

その際、最終点を確実につなぎ「面形状」のデータに仕上げることとし、インポートした樹木シェイプは

変更しない。なお、レイヤは V-mapper 仕様(案)のとおりとする。

  また、生垣形状の作図を CAD 図で作成し背景に取り込んでいる場合は背景の生垣図形をグループ化し中心の座

標 XY を取得。高木図にコピー＆ペースト後取得した中心の座標 XY を入力し位置合せを行った後グループ化を

解除することでも作図可能。

  注記）

CAD にて入力し、画層名：常緑生垣、落葉生垣のレイヤ分けを行っておくと植物図形については

stylechanger.vss を使用し一括で書式設定出来る。ただし、この際図形と番号のレイヤは別にしておく事、更

にラインの捻れ、同一要素の交差、途切れ、重複、同一要素の同一点重複とならないようにする。

⑤ 生垣シェイプを図中の対象箇所にドラッグ＆ドロップ。生垣シェイプの引き出し向きを調整

⑥樹種区分ごとに線幅、色の変更を行う。

  下図は常緑生垣レイヤの図形を選択し「図形の書式」にて常緑生垣を割り当てると所定の線と色になる。

  落葉生垣についても同じ方法で行う。

⑦特殊つる、雑木林の作図

④の生垣形状の作図と同様とする。

  

⑧特殊つる、雑木林の面積計算について

  特殊つる（主にパーゴラ屋根部の場合）又は雑木林図形を選択し「図形の書式」で低木雲形を割り当てる。次

に「メニュー → V-Mapper → 低木数量自動設定」を行う。なお雑木林の VM 区分は面計機能の関係上高単

でなく低群にしないと面計されない。

  面計終了後「図形の書式」で雑木林図形を雑木林の設定に変更する。

注記）

低木数量自動設定ではレイヤプロパティで表示を切り替え必ず矢印で選択し下図の［いいえ］を押して選択し

ているもののみ面計を行うこと、全ての樹木シェイプで行うと低木雲形以外にかかるシェイプは現況数量が１

となるので注意すること。

樹木ステンシル

作図した生垣形状
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＜８．低木位置図の作成＞

① 低木・特殊地被について、前述の 6で各植物管理図.vsd に読み込んだステンシルを開く。

② 調査結果寸法に基づき、線鉛筆コマンド等を使用して低木又は地被形状を作図・配置する。

その際、最終点を確実につなぎ「面形状」のデータに仕上げることとし、インポートした樹木シェイプは

変更しない。なお、レイヤは V-mapper 仕様(案)のとおりとする。

また、低木・地被形状の作図を CAD 図で作成し背景に取り込んでいる場合は背景の低木・地被図形をグルー

プ化し中心の座標 XY を取得。低木図にコピー＆ペースト後取得した中心の座標 XY を入力し位置合せを行った

後グループ化を解除することでも作図可能。

  注記）

CAD にて入力し、画層名：常緑低木図形、落葉低木図形のレイヤ分けを行っておくと植物図形については

stylechanger.vss を使用し一括で書式設定出来る。ただし、この際図形と番号のレイヤは別にしておく事、

更にラインの捻れ、同一要素の交差、途切れ、重複、同一要素の同一点重複とならないようにする。

③ 低木・地被シェイプを図中の対象箇所にドラッグ＆ドロップ

④ 他の樹木シェイプ、図形と重ならないよう丸記号の位置を移動するなどして、引き出し線の体裁を整える。引

き出し線の先端は図形の中心付近に配置する。

なお、引き出し線の表示は必ず最前面へ移動しておく。

⑤ 樹種区分ごとに線幅、色の変更を行う。前述の様にレイヤを分けていれば画面で右クリックの「表示 →

レイヤプロパティ」でそれぞれのレイヤを表示して図形の書式でそれぞれの線幅、色等を変更する。

引き出し線の線幅を「書式 → 線」で１にし、引き出しシェイプの先端記号を「なし」に変更する。

＜９．芝生・雑草位置図の作成＞

① 芝生・雑草地について、前述の 6で各植物管理図.vsd に読み込んだステンシルを開く。

② 調査結果寸法に基づき、線鉛筆コマンド等を使用して芝生・雑草地形状を作図・配置する。

（平面部と斜面部は個別に作図・配置する）その際、最終点を確実につなぎ「面形状」のデータに仕上

げることとし、インポートした樹木シェイプは変更しない。なお、レイヤは V-mapper 仕様(案)のとおり

とする。

また、芝生・雑草地形状の作図を CAD 図で作成し背景に取り込んでいる場合は背景の低木・地被図形をグ

ループ化し中心の座標 XY を取得。低木図にコピー＆ペースト後取得した中心の座標 XY を入力し位置合せを

行った後グループ化を解除することでも作図可能。

注記）

CAD にて入力し、画層名：芝生平面、芝生斜面、雑草平面、雑草斜面のレイヤ分けを行っておくと植物図形に

ついては stylechanger.vss を使用し一括で書式設定出来る。ただし、この際図形と番号のレイヤは別にして

おく事、更にラインの捻れ、同一要素の交差、途切れ、重複、同一要素の同一点重複とならないようにする。

③ 各種シェイプを図中にドラッグ＆ドロップ。

引き出し線の先端は図形の中心付近に配置する。控除部分には配置しない。

④ 他の樹木シェイプ、図形と重ならないよう丸記号の位置を移動するなどして、引き出し線の体裁を整える。引

き出し線の先端は図形の中心付近に配置する。

なお、引き出し線の表示は必ず最前面へ移動しておく。
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⑤ 芝生・雑草地の面積計算について

芝生・雑草図形を選択し「図形の書式」を低木雲形に変更する。次に「V-Mapper → 低木数量自動設定」

にて面積計算を行う。

面積計算終了後「図形の書式」でそれぞれ芝生平面・芝生斜面・雑草平面・雑草斜面の設定に変更する。

なお、生垣・低木・地被や構造物等の控除方法については、別途調査職員の指示による。

＜１０．植物管理図.vsd のチェックＶＳＤの仕上げ＞

①背景から植物等不要なレイヤ図形の削除。高木・低木・芝生シートでも不要なレイヤ図形を削除。

②フォントの調整（必要な場合）

③「V-Mapper → 位置再計算 → シェイプの位置からプロパティの XY 座標を設定」を行う。

  高木、低木、地被シートとも行う。

④ファイルを開いたときの表示の設定。

  「メニュー → 表示 → ズーム → 図面ページ全体を表示」にする。（ショートカットキーCTRL+W）

  「V-Mapper → 抽出図 → 全てのシェイプを表示」にする。

⑤画面及び出力図にて確認する。（目視チェック）

 最終チェック・・・植物管理図・植物管理台帳を作成し、それぞれのチェックが終了したら、「VmpImporter

Ver1.0.2」（住宅管理協会版）を使用して図面と台帳の突合チェックを行うこと。

＜１１．植物管理台帳：集計表・内訳書の作成＞

１１－１．内訳書の作成

新規作成の場合 ⇒ インポート用内訳書.xls で作成した全内容を、別途調査職員が指示する内訳書.xls に

全コピーして作成する。

１１－２.集計表の作成

特記仕様書Ⅱ３（１）のとおり、別途調査職員が指示する所定様式にて集計表を作成する

＜１２．表紙・特記の作成＞

別途調査職員が指示する所定様式にて作成する

＜１３．図郭割シート図の作成＞

別途調査職員が指示する所定様式にて作成する

以 上
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＜１．植物管理図の整飾の統一＞

図枠：図面サイズはＡ３とし図枠のカスタムプロパティで余白を「左：2.0、右：0.55、上：0.55、

下：0.55」とする。整飾については別途配布する「テンプレート.vsd」を使用する。

方位（オリエンテーション）、スケールバーはＶＭapper 標準シェイプを使用。

＜２．植物管理図.vsd の各ページ作成＞

ページ名称 記載内容 備考

高木 高木・中木・生垣・特殊樹木・特殊つる

低木 低木・特殊地被

芝生 芝生・雑草 裸地はなし

背景 ベース図 各ページに表示

※ 背景図はベクトルデータとし、＜４．レイヤ等の設定＞のレイヤに分けること。

※ 図面縮尺は原則として、1/500 とする。（同一団地においては、同一の縮尺とする。）

植生が密で番号が判読できない場合は、樹木の位置関係が変わらないよう最小限転移するか、樹木

シェイプのサイズを 0.8 倍（1m04cm、番号のテキストを 3.2pt）にして対処することとするが、表

記が困難な場合は 1/400、1/300 等の縮尺を適用する。また、1/500 の縮尺で納まりに不都合があ

る場合等は、1/600 の縮尺を可とする。なお、１図郭に収まらない場合は、1/500 の縮尺で複数図

郭作成すること。

＜３．背景図 dwg の設定＞

ページ

名称

レイヤ名称 画層プロパティ

管理の線種

画層プロパティ

管理の色

ＤＷＧの

線幅

visio 線幅 備考

背景 301 建築 Continuous 7(white) Default 9mm 住棟等

背景 303 建築字 Continuous 7(white) Default 0 棟番号等

背景 401 地形 Continuous 7(white) Default 0 建物以外の線

背景 505 施設字 Continuous 7(white) Default 0 建物名以外の字

背景 Area DASHEDX2

線種尺度：5000

6( magenta) Default 9mm 住棟界。ライン同士を重ねない

ノードマッチさせる。

背景 団地境界 CENTER

線種尺度：5000

6( magenta) Default 9mm 団地境界。ライン同士を重ねない

ノードマッチさせる。

背景 AreaNo Continuous 1(red) Default 9mm 1:500 で約 16pt。Dwg での高さ 2500

背景 図郭 Continuous 7(white) Default 9mm 図郭番号の Dwg での高さ 10000

※ 当該図郭での Area 計上を行っている AreaNo のみを表記する。住棟番号等（303 建築字等）については、

隣接するブロック分も表記する。

※ dwg での線幅は default とし、グローバル幅も 0とする。

※ 色、線種は bylayer とし画層プロパティ管理で色を設定する。（手引き書参照）
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＜４．植物管理図 vsd 及び dwg レイヤ等の設定＞

ページ

名称

仕様名称 樹木番号 レイヤ名 模様 線幅 色 塗りつ

ぶし

備考

高木 針葉単木 番号 （default） 針葉樹 1 3 2 なし ○図上 2.6mm

高木 常緑広葉単木 番号 （default） 常緑高木 1 3 3 なし ○図上 2.6mm

高木 落葉広葉単木 番号 （default） 落葉高木 1 3 4 なし ○図上 2.6mm

高木 常緑中木 番号 （default） 常緑高木 1 0.2pt 12 なし ○図上 2.6mm

高木 落葉中木 番号 （default） 落葉高木 1 0.2pt 13 なし ○図上 2.6mm

高木 常緑生垣 ｉ番号+図形 （図形） 常緑生垣 1 3 9 なし ○図上 2.6mm

高木 落葉生垣 ｉ番号+図形 （図形） 落葉生垣 1 3 10 なし ○図上 2.6mm

高木 特殊樹木 E番号 （default） 特殊樹木 1 3 11 なし ○図上 2.6mm

高木 特殊群植 E番号+図形 （図形） 特殊群植 1 3 4 19 ○図上 2.6mm

高木 特殊つる Ｆ番号+図形 （図形） 特殊つる 1 3 4 3 ○図上 2.6mm

高木 雑木林 Ｈ番号+図形 （図形） 雑木林 1 3 4 6 ○図上 2.6mm

低木 常緑低木 番号+図形 （図形） 常緑低木図形 角丸 3（番号は 1） 3 なし ○図上 2.6mm

低木 落葉低木 番号+図形 （図形） 落葉低木図形 角丸 3（番号は 1） 4 なし ○図上 2.6mm

低木 特殊地被平面 Ｔ番号+図形 （図形） 特殊地被平面 1 3（番号は 1） 2 2 ○図上 2.6mm

低木 特殊地被斜面 ＴＳ番号+図形 （図形） 特殊地被斜面 1 3（番号は 1） 2 22 ○図上 2.6mm

低木 特殊地被屋上 ＴＯ番号+図形 （図形） 特殊地被屋上 1 3（番号は 1） 2 22 ○図上 2.6mm

芝生 芝生平面 Ｓ番号+図形 （図形） 芝生平面 1 1 3 4 ○図上 2.6mm

芝生 芝生斜面 ＳＳ番号+図形 （図形） 芝生斜面 1 1 3 24 ○図上 2.6mm

芝生 芝生屋上 ＳＯ番号+図形 （図形） 芝生屋上 1 1 3 24 ○図上 2.6mm

芝生 雑草平面 Ｚ番号+図形 （図形） 雑草平面 1 1 4 12 ○図上 2.6mm

芝生 雑草斜面 ＺＳ番号+図形 （図形） 雑草斜面 1 1 4 11 ○図上 2.6mm

芝生 雑草屋上 ＺＯ番号+図形 （図形） 雑草屋上 1 1 4 11 ○図上 2.6mm

背景 301建築 なし （図形） 301建築 1 5 0 なし 住棟等

背景 303建築字 なし （図形） 303建築字 1 0 なし 棟番号等

背景 401地形 なし （図形） 401地形 1 0 0 なし 建物以外の線

背景 505施設字 なし （図形） 505施設字 1 0 なし 建物名以外の字

背景 Area なし （図形） Area 16 5 6 なし 住棟界。ラインの重

複不可。ノードマッ

チさせる。

背景 団地境界 なし （図形） 団地境界 7 5 6 なし 団地境界。ラインの

重複不可。ノードマ

ッチさせる。

背景 AreaNo なし （図形） AreaNo 1 2 なし 1:500で 16pt

共通 駐車場部植栽 P+記号+番号 （図形） 駐車場をレイヤ

名の前に付す

1 3 2 なし ○図上 2.6mm

※ 樹木番号の引き出しシェイプは全て黒色とする。また（default）の箇所はＶＭの基本レイヤ名を

示し、（図形）の箇所は図形のレイヤ名を示す。番号はＶＭの基本レイヤ名を使用する。（変更する

と抽出図に影響する為）

※ 塗りつぶしは透過性 50％とする。背景を薄く表示させる。

※ 線色等は図形ごとに変更する。表示のレイヤプロパティは使用しない。

※ 樹木番号で用いるアルファベット数字等は全て半角文字とする。

※ 樹木番号の文字サイズは 1:500 の場合ＭＳＰゴシック 4pt 、○記号の実寸は 1.3～2.0m。

※ 樹木番号の桁数が４桁になった場合はフォント設定及び縦横比を変更する。＜縦横比 66％＞
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※ 一つの図形に対して樹木番号は一つとする。

※ 上表によらない仕様名称がある場合は調査職員の別途指示による。

＜visio 線幅番号、pt 対比表（樹木シェイプ配置時に摘要可）＞

線幅番号 1 3 5 9

線幅 pt 0.24pt 0.72pt 1.2pt 2.16pt

図郭、文字、記号、ステンシル等のサイズは縮尺毎に変更する。1:500 を 1.0 とした倍率は下表

のとおり。

ただし 1:600 適用時については樹木番号及び樹木記号のサイズを 1:500 と同サイズとする。それ

以外は下表のとおり 1.2 倍とする。

1:300 1:400 1:500 1:600

0.6 倍 0.8 倍 1.0 倍 1.2 倍

例．1:500 で 4pt の文字は 1:300 では 3.2pt とする。

         1:500 で 4pt の文字は 1:600 では 4pt のままとする。

＜５．植物管理台帳項目とＶＭ項目の対比表＞

仕様名称 樹木番号 ＶＭ区分 ＶＭ常落区分 単位

針葉単木 番号 高単 針葉 本

常緑広葉単木 番号 高単 常緑 本

落葉広葉単木 番号 高単 落葉 本

常緑中木 番号 高単 常緑 本

落葉中木 番号 高単 落葉 本

常緑生垣 i+番号 生垣 常緑 ｍ

落葉生垣 i+番号 生垣 落葉 ｍ

特殊樹木 E+番号 特殊 常緑 本

特殊群植 E+番号 低群 常緑 ㎡（備考欄に本数）

特殊つる F+番号 地被 なし ㎡

雑木林 H+番号 低群 落葉 ㎡

常緑低木 番号 低群 常緑 ㎡

落葉低木 番号 低群 落葉 ㎡

特殊地被平面 T+番号 地被 なし ㎡

特殊地被斜面 TS+番号 地被 なし ㎡

特殊地被屋上 TO+番号 地被 なし ㎡

芝生平面 S+番号 地被 なし ㎡

芝生斜面 SS+番号 地被 なし ㎡

芝生屋上 RO+番号 地被 なし ㎡

雑草平面 Z+番号 地被 なし ㎡

雑草斜面 ZS+番号 地被 なし ㎡

雑草屋上 ZO+番号 地被 なし ㎡

(共通)駐車場部 P+各記号+番号 － － 本、ｍ、㎡

※ 特殊群植、雑木林については面積自動計算の為ＶＭ区分を低群とする。
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※ 特殊樹木、特殊群植、雑木林については計上対称樹木の常落を問わずＶＭ常落区分入力は上表による。

※ 中木の常落区分は針葉樹でも常緑か落葉を入力する。

※ 上表によらない仕様名称がある場合は調査職員の別途指示による。

以上


