
仕 様 書

１．件   名
平成 31・32 年度都市計画地理情報システムを活用した資料作成及び同情報

システム活用に係るコンサルティング等業務

２．履行場所 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

（１）事業調整部、事業企画部、事業推進部、密集市街地整備部、まちづくり

支援部

東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー13 階、15 階

（２）都心業務部

東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階

３．履行期間 平成 31 年４月１日～平成 33 年３月 31 日

４．業務内容

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部（以下「発注者」という。）は、事業を実

施するにあたり、事業戦略立案及び都市再生方策の検討を行っている。それらの検討には、

都市計画や行政計画に関する様々な情報を活用して、基礎資料の作成や調査・検証作業の

実施、行政や地権者等との協議資料の作成が必要である。

上記の業務の実施にあたって、地図情報のデータ解析およびデータ作成が必要となり、

その一部の作業を円滑に行うために発注者が利用する都市計画地理情報システム（以下「本

システム」という。利用環境については別紙のとおり。）について下記の内容で本システム

を活用した資料作成及び同情報システムを活用したコンサルティング等業務（以下「本業

務」という。）を行うこととする。

(１) 受注者は、本業務を実施するにあたり、別紙の２．システム利用環境に記載して

いる、発注者と同等のシステム稼動環境を受注者の社内に整備する。本業務に必

要となる受注者の社内で整備するソフトウェア、ハードウェアの調達は受注者の

負担とする。

(２) 受注者は、発注者からの電話、FAX 及び E-mail による本システム等に関連する問

い合わせに随時対応する。

(３) データ作成、更新、加工及び解析並びにコンサルティング

発注者が事業を効率的に行うため、受注者は、本システムについて適切な資料作

成及びコンサルティングを行うとともに、データの作成、更新、加工及び解析（以

下「作成等」という。）を担うこととする。

① 行政計画や都市計画、関連する都市整備動向に関する GIS 関連情報の提供、

入手可能データの情報提供、データ利活用の提案を行う。

② ①に伴う地図データの入手、更新及び加工に関して、東京都の地図データに

ついては、別途発注者が東京都より貸借を受ける地図データに更新するもの

とする。神奈川県・千葉県・埼玉県の地図データについては、国土交通省国

土地理院提供の基盤地図情報より入手し、別紙の２．システム利用環境④使

用ソフトウェア記載の GIS ソフトにて利用できる地図データへ加工したうえ

で、更新するものとする。また、他都道府県についても、発注者から要望が

あり次第、同様に入手及び加工し、更新するものとする。

③ 発注者からの要望に基づいて、データの作成等を毎月３回程度行う。受注者



は、実施にあたり、成果物が発注者の要望通りとなるように、作成等の方法

を検討及び提案し、発注者の了解を得るものとする。

④ 軽微なデータの作成等を機構職員が自ら行う場合、適宜、支援等を行う。

(４) コーディネート地区・事業地区（東京都内）一覧地図の作製・印刷

受注者は、発注者がコーディネート業務や都市再生事業を実施している地区を明

示した地図をデータにて作製し、印刷する。

① 発注者は、受注者にコーディネート業務や都市再生事業を実施している地区

の情報を提供する。受注者は、その情報と別途発注者が指示する内容を基と

して、地図を作製するものとする。

② 作業数量は、約 200 箇所／年程度とし、データ作製作業は、受注者の社内に

作業環境を準備して実施すること。

③ 成果品は、電子データ（shape ファイル）及び紙にて納品することとする。

紙にて納品する成果品のサイズ及び数量については、Ａ０ 13 枚、Ａ０×４

枚分 ４枚とする。

(５) 当機構職員（当機構との委託関係にある委託者を含む。）のための研修を以下の要

領で年１回程度行う。

① 対象者：合計 20 名程度

② 場 所：機構内会議室

③ 時 間：２時間×３回程度

④ 目 的：様々な都市計画関連 GIS 情報の提供を行うとともに、当機構職員の

スキルアップを図る。

⑤ 機器等：研修で用いる PC 等は、受注者にて用意する。プロジェクター及びス

クリーンは発注者が用意する。その他研修に必要な資料、機材等は受注者の

負担で用意する。

⑥ 必要に応じて上記人数、時間、条件は発注者との協議により調整するものと

する。

⑦ 研修内容は、発注者の業務内容に必要であると考えられる作業内容を受注者

が検討及び提案し、発注者と調整し、決定するものとする。

⑧ 研修資料は、本システムの操作マニュアルとしても活用できるよう作成し、

発注者の指示する部数（参加人数分）および電子データ（MSWord または PDF
形式）を納める。

⑨ 研修で使用するソフトウェア（GIS ソフト、MSOffice 等）については必要台

数分準備する。

⑩ 研修で使用する研修用データは、発注者との協議により必要なデータを加工

して準備し、地理情報システム環境としてセットアップする。

(６) 年１回以上、本システムに関するデータのバックアップ作業を行う。バックアッ

プデータ格納機器については受注者にて準備し、バックアップしたデータは履行

期間内保管しておく。履行期間が終了した後は、速やかにバックアップしたデー

タを抹消するものとする。

(７) 本システムの不具合発生時には、直ちに不具合内容を確認し、ハードウェアまた

はソフトウェアのいずれに起因する事象かを確認し、不具合事象の発生原因を発



注者へ報告する。

① 報告の結果、不具合の発生原因がハードウェアに起因する場合、別途契約す

る機器リース会社が機器の修理・交換を行うものとするが、機器リース会社

が回収修理を行う場合、受注者は必要な代替機器（デスクトップ PC、外付

HDD、モニタ、マウス、キーボード）を発注者の求めに応じて必要な期間、

無償で用意する。

② 代替機器については修理完了時に返却される。

③ 代替機器の汚損、破損について、通常使用の範囲内で発生した事故について

は、受注者はこれにかかる費用を請求しない。

(８) 本システムに不具合が発生し、データが消去された場合、直近のバックアップデ

ータを元にバックアップ時点のシステム環境まで復元する。

① RAID 構成された復旧可能なディスク故障の場合、故障ディスクを外し、発注

者の用意した交換ディスクを接続の上、管理ツールから復旧の操作を行う。

② ①による回復が不可能な場合には（６）における直近のバックアップデータ

を元にバックアップ時点のシステム環境まで復元する。

③ OS の不具合等が原因とみられる動作不安定が生じ、工場出荷時の状態に戻す

必要がある場合には、OS のインストール、ソフトウェアのインストール、デ

ータインストール、ユーザー設定等の再設定を行うものとする。

(９) 本システムが安定稼動するために必要な更新プログラムのインストールを行う。

但し、インターネットに接続していない環境であるため作業方法に留意する。

① OS、ウイルス対策ソフト、GIS ソフトを対象とする。

② 必要に応じて行うこととし、時期については別途協議の上決定する。

③ 緊急を要するウイルス対応等については別途協議の上行う。

(１０)発注者の指示する機構内ユーザーのみが本システムを利用することができるよう

ユーザー登録を行う。

① 発注者の指示による各履行場所の登録ユーザー一覧を基とする。

② 登録ユーザーのみが指定のデータを利用できるよう、権限設定を行う。

(１１)受注者は、実施した本業務について、半年に一度、実施報告書（任意様式可）を

作成し提出することとし、行った資料作成及びコンサルティングについてはその

内容をまとめ、併せて報告すること。

５．その他

（１） 調達物品は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」に適合して

いること。

（２） 本業務の履行、本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、

その都度発注者と協議し、調整を行うこと。

（３） 受注者は、この業務により知り得た事項を外部に漏らしてはならず、また、

本業務以外の目的に使用しないこと。

（３）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介

入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があ

った時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。



② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が

生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

以 上



都市計画地理情報システム利用環境

１．利用目的

発注者において、本システムは、主として東日本都市再生本部管轄内の都市計画に関す

る地図情報を活用して、機構の事業戦略の立案及び都市再生方策検討のための調査・分析

のための基礎資料作成等に利用する事を目的としている。

２．システム利用環境

  本システムにおける使用環境は次の通り予定している。

①PC
デスクトップ PC（５台、スタンドアローン形式）なお、PC はそれぞれ東日本都市

再生本部内の下記事務所に設置されている。

②周辺機器

外付 HDD、モニタ、マウス、キーボード、プリンタ

③OS
・Microsoft Windows10 Enterprise LTSC

④使用ソフトウェア

GIS ソフト

・ArcGIS 10 for Desktop Basic SU
（東京都より上記 GIS ソフトにて使用できる東京都縮尺 1/2,500 地形図、都市計

画情報レイヤー及び土地利用現状調査レイヤーを借用している。）

その他、次のソフトウェアが PC にインストールされている。

・Microsoft Office Professional 2016
・Auto CAD LT2016
・Adobe Creative Cloud
・Vectorworks Fundamentals with Renderworks 2016
・ウィルス対策ソフト（ソフト名：トレンドマイクロコーポレートエディション）

３．システムの管理

  地図データを不特定の第三者が更新できないようにするため、ユーザーID とパスワー

ドによる利用者認証機能を設定している。

以 上

設置事務所 台数

（１）事業調整部、事業企画部、事業推進部、密集市街地整備部

東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー13 階、15 階

４台

（２）都心業務部

東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階

1 台

別紙


