
別紙

業務分類 業務内容 No. システム機能
共通 セキュリティー 1 ユーザーＩＤ・パスワードの設定により利用権限・更新権限を管理できる。

2 稼働ログを採取してデータのアクセス・更新状況を把握できる。
運用 3 各画面表示の配列・配色などに規則性があり，安全で確実かつ効率的な検

索・照会・更新ができる。

4 バッチ起動の操作方法において，業務手順に応じた機能的な配慮があり，安
全で確実かつ効率的な操作・運用ができる。

5 バッチ起動の誤操作を防ぐ機能がある。
6 テスト環境等を整備し，誤操作・計算方法等の誤り・基データの不備などに
伴いバッチ起動結果に不良があった場合に，元の環境に戻すことができる。

7 システム稼働後も本市の評価実務に沿った仕様に柔軟に対応できる。
ＥＵＣ 8 Excel・Access等の汎用ソフトによる任意データの切り出し編集が可能でシ

ステム内データを二次利用できる。

9 ユーザーインターフェイスによる任意データの切り出し編集が可能でシステ
ム内データを二次利用できる。

10 評価計算結果を賦課システムが指定する書式にあわせて，出力できる。

11 入力画面を賦課システム同様に構成できる。
宛名 12 統合データベースから，定期的に宛名情報を取り込んで参照できる。

13 統合データベースからの宛名情報の一括取り込みと，日次での異動分のみの
取り込みができる。

14 Excel形式・CSV形式の建築確認データを一括で取り込むことができる。

15 一括取り込み以外に，個別に物件データを入力することもできる。
16 建築確認の所在地から町ごとに地域コードと学区を自動取得できる。
17 物件所在地から物件を担当者に振り分けができる。

地図情報システムと
の連携

18 岡山市税務地図情報システムへの外形図の出力ができる。

台帳管理 物件管理 19 任意の棟番号を付番できる。
20 指定した項目（学区，所在地，担当者など）で検索・並替した家屋を一覧表

示できる。

21 物件ごとに建築工事の進捗状況や納税者との接触履歴などを記録できる。

22 物件ごとに調査，評価，計算状況を記録できる。
23 担当者ごと，学区ごとに調査案内済み，調査日，評価済み，未評価，計算状

況などの進捗状況が把握，集計できる。

24 登記情報を入力・管理できる。
25 軽減，減免，非課税の入力・管理ができる。
26 その他，賦課システムとの連携に必要な項目を任意に追加することができ

る。

27 計算が完了した家屋データにロックをかけて，変更できないようにすること
ができる。

28 家屋データや環境設定を，手動で容易にバックアップ，リストアすることが
できる。

29 評価済みの物件を色分けするなど，進捗状況を把握しやすい工夫がされてい
る。

30 進捗状況等を個別の物件ごとに入力できるだけでなく，一覧表示して一括し
て入力できる。

評価資料作成 31 取り込んだ建築確認の情報などの物件情報を現場確認表（任意の様式）に打
出すことができる。

32 登記図面を作図したものをグリッド付の現場確認用図面として印刷できる。

33 物件ごとに調査スケジュールを管理できる。
34 担当職員ごとにスケジュール（調査・会議・休暇など）を管理できる。

35 調査担当班ごとにスケジュール管理できる。
36 全職員，全調査担当班のスケジュールを一覧表示できる。
37 スケジュールをカレンダー表示できる。
38 スケジュール一覧画面から物件の詳細画面にジャンプできる。

賦課システムとの連
携

他システムとの連
携・拡張性

建築確認データの取
り込み

スケジュール管理

家屋評価システム機能一覧

システム機能定義

1 / 4 ページ



業務分類 業務内容 No. システム機能
システム機能定義

作図機能 操作性能 39 平面図の作図ができる。
40 マウス操作による作図，キーボードを使用して長さと方向を入力することに

よる作図のどちらでも作図できる。また，切り替えが容易にできる。

41 線で作図していく方法と，矩形で作図していく方法のどちらでも作図でき
る。

42 グリッド間隔を自在に変更できる。
43 グリッドを任意の間隔に分割して作図できる。
44 不均一モジュールの家屋も自在に作図できる機能がある。
45 線を作図する場合，必ず水平・垂直に作図される機能がある。
46 水平・垂直・斜線・円弧から構成される家屋はすべて作図できる。
47 作図した線や図形を容易に延長・短縮・移動・回転する機能がある。
48 斜線・円弧と接続する間仕切との交点が容易に作図できる。また，外壁線と

間仕切線が交わっていることのチェック機能がある。

49 アンドゥ機能がある。
50 ショートカットが豊富にある。
51 １フロア50,000㎡以上の作図ができる。
52 地下５階地上99階まで作図できる。
53 延床面積は，外壁線を基準に求積し，登記面積と一致する。
54 床面積はいつでも確認できる。（延床，建床，各階，部屋ごと。）
55 各部屋の面積の合計が延床面積と一致するように自動調整する。
56 内部仕上（内壁・天井・床）の標準的なパターンの登録が自在にできる。

57 作図すると同時に，内部仕上（内壁・天井・床）の評点項目が自動付設でき
る。

58 同じ部屋の中でも，仕上を部分的に変えられる。直接数値を入力する施工割
合によるものと，図面に作図して位置を指定するものの，どちらの方法でも
できる。

59 吹抜けを作図すると，床面積から自動的に控除される。
60 面積に算入しない小屋裏部屋や床下収納なども作図できる。床面積には算入

されず，内部仕上は付設できる。

61 柱は壁の両端と交点に自動配置ができ，かつ容易に追加・削除ができる。

62 通柱，管柱，真壁柱，大壁柱に別に表示記号を変えられる。
63 柱寸法を複数本まとめて，また個別に設定できる。
64 階高，天井高は部分的に変えられる。
65 勾配天井を作図できる。施工割合を勾配によって増点する。
66 ベランダを作図できる。
67 屋根伏図を作図する際，平面図の外形線が表示され，屋根の施工範囲を容易

に認識できる作図機能がある。

68 平面図の外形線により，屋根伏図を自動作図する機能がある。円弧を含む場
合でもそれができる。

69 基礎伏図は，１階の間仕切により，自動作図する機能がある。
70 建具の種類・寸法を個別に設定し，作図ができる。
71 建具の寸法を初期値登録した一覧表から選び，配置したい壁を選択すること

により，同じ寸法のものをまとめて配置することができる。

72 建具は同一箇所に上下に配置できる。
73 斜線・円弧部にも建具を配置することができる。
74 非木造家屋の外周壁骨組や間仕切骨組を作図できる。
75 アパートの界壁を作図により付設できる。
76 アパートの各戸の床面積を容易に求めることができる。
77 作図途中でもその時点での再建築費評点数等を確認できる。
78 任意の複数の部屋を図面上で選択し，求積できる。

表示機能 79 各部屋・外壁・柱・屋根等の属性や仕上を一覧表示し，確認・変更できる。

80 簡単なマウスやキー操作により自在に拡大，縮小，画面移動ができる。

81 寸法線，方角，メモの登録・表示機能がある。
82 設備の記号等が自由に書き込める。
83 外壁・間仕切において，資材の違いにより図面の線の色分けができる。

84 仕上資材の違いより部屋の色分けができる。
85 仕上表を表示するとき，使用資材により資材の印字や背景色などを変えられ

る。

86 図面上の部屋名，内部仕上等の表示・非表示が切り替えできる。
87 仕上を入力済みの部屋かどうかが一目で分かる工夫がなされている。
88 増築の際，既存家屋から図面を取り込める。
89 配置図が作図できる。
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業務分類 業務内容 No. システム機能
システム機能定義

コピー機能 90 １フロア，１部屋分など指定した範囲をコピーできる。
91 コピーした作図を反転したり，任意の角度に回転して貼り付けることができ

る。

92 既存家屋をコピーできる。作図をコピーすると，評点もコピーされる。

93 物件情報はそのままで，図面と評価計算だけを他の家屋からコピーしてくる
ことができる。

94 コピーする内容を選択できる。（外壁線のみ，外壁線＋間仕切のみ，建築設
備を除くなど）

入力チェック 95 外壁，内壁の展開図が表示され，建具位置，仕上の確認ができる。
96 壁線や建具の重なりをチェックできる。
97 間仕切の重複を防止できる。

図面管理 98 システム導入後の増築，一部滅失などの図面の履歴管理ができる。
補助機能 99 デジタルカメラの画像データを取り込んで物件と関連付けできる

100 建築図面をスキャニングしたデータを物件と関連付けできる。
101 建築図面をスキャニングして，図面を起こすことができる。
102 実地調査時に入力端末を携帯し，作図することができる。

評価計算 評価計算 103 木造，非木造，プレハブ，丸太組のすべての構造，用途について評価計算す
ることができる。

104 作図した家屋の評価計算を自動でできる。
105 標準量による計算，実面積計算の切り替えができる。
106 本則評価・比準評価・一部比準評価のすべてに対応する。
107 項目ごとの施工量・施工割合は，作図した図面から自動計算される。
108 施工量の多少の補正は，図面から施工量を自動計算し，補正率を算出する。

109 補正項目・補正値は，構造，用途，種別により異なる設定ができる。
110 補正項目・補正値を管理するテーブルを設け，計算式や根拠等を管理し，評

価計算画面から参照できる。

111 補正は，一覧から選択型で入力でき，大きさなどを直接数値入力し，補正値
を求めることもできる。

112 部分別に，よくある組み合わせを何パターンも作成しておくことができる。

113 建築設備は，よくある組み合わせを何パターンも作成しておくことができ
る。

114 計算途中に構造，用途を変更しても，作業を戻ることなく再計算できる。

115 図面を作図しなくても，資材の施工割合等を直接入力することで計算でき
る。

116 【県税事務所依頼分など】計算結果を直接入力することもできる。
117 床組の評点は，床仕上から自動的に計算できる。また，任意に指示すること

ができる。

118 端数処理などの計算の設定ができる。
119 自動計算による計算過程をすべて表示し，確認することができる。
120 補正計算項目を追加したり，計算式を変更したりすることができる。

評点数 121 評価基準では構造・用途によって記載されていない資材についても，単価表
と標準量からあらかじめ登録されている。

122 標準量や下地の評点等を考慮しつつ，他の用途から評点数を流用して計算で
きる。

123 評価基準にない点数を自由に作成，追加できる。また，算出根拠を管理でき
る。

124 部分ごとに加算評点を設けられる。
按分計算 125 区分所有家屋の按分計算ができる。

126 専有部分の天井の高さ，付帯設備の程度，仕上の程度の差異により按分割合
を補正することができる。

127 按分計算後，専用部分，共用部分ごとに賦課システムに登録するための台帳
を自動作成する。

過年度計算 128 賦課漏れ家屋の評価額計算ができる。
129 過去の評価基準を保持していて，当時の基準で計算した評価額をもとに，当

時から現在までの基準年度ごとの評価替えと同様の計算を行うことで評価額
が算出できる。

130 現行基準での再建築費評点数から，上昇率で過去に逆算して，当時から現在
までの基準年度ごとの評価替えと同様の計算を行うことで評価額が算出でき
る。

131 基準年度ごとの価格推移表が作成できる。また，価格推移をグラフ化でき
る。

132 構造，種別ごとの経年減点補正率表を管理している。
133 過去の評価替で地域ごとに行った補正内容を管理し，自動で過年度計算す

る。また，補正内容を参照できる。
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業務分類 業務内容 No. システム機能
システム機能定義

エラーチェック 134 入力漏れを防ぐエラーチェックがある。
135 エラーの定義を任意に指定できる。
136 条件抽出した家屋の評価額を比較できる機能がある。評価額が適正かどうか

を比較できる。

137 更新する際に，エラーを防止する機能がある。
その他 138 システム導入後も評点数，補正，エラーの定義などの仕様の追加・変更に柔

軟に対応できる。

139 建築年と構造，用途から経年減点補正率を自動認識できる。
評価替 140 新基準への移行時に独自評点，補正も考慮される。

141 旧基準から新基準への資材の統合・廃合データを管理する。
142 基準年度も新基準の改正を待たずに旧評価基準で評価し，新基準改正後に旧

基準から新基準への一括変換ができる。

帳票印刷 共通 143 印刷用紙のサイズの選択ができる。
144 印刷エリアを任意に指定できる。
145 プレビュー表示される。
146 印刷する帳票をその都度選択できる。
147 表示内容の説明などのコメント追加ができる。

評点数 148 部分ごとに使用資材，使用量と標準評点数，補正項目，補正額が記載され，
各評点数が表示される。

149 補正値の算出過程が表示される。
150 属性・仕上の一覧表など，計算過程で生じる情報を印刷することができる

（評点表とは別途でよい）。

図面 151 印刷する内容を選択できる。（外壁線のみ，外壁線＋間仕切のみ，部屋名を
表示する／しない，メモを表示する／しない，など）

152 従来保管している図面に合わせて，印刷するレイアウトを設定できる。

調査案内 153 条件に合わせた案内文を何パターンも登録できる。
154 宛名や調査対象物件情報を差込印刷できる。
155 条件抽出して一括印刷できる。

データ集計 集計 156 条件設定をして，該当データの切り出しができる。
157 評価進捗状況を集計・管理することができる。
158 条件を設定し，計算結果のエラー検証をすることができる。

概要調書・見込 159 未評価家屋について，見込用に見込評価額を入力することができ，計算後の
評価額とは区別できる。
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