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１． 構成 

 

1.1. 画面構成 

各画面でできることは以下の通りです。 

 

●街区基準点等及び都市官基準点と公図と現況のずれを閲覧する画面 

 

【2.1．地図操作画面】 

  2.1.1．[住所検索]住所を選択して地図を検索します。 

    2.1.2．[地名検索]地名を使って地図を検索します。 

    2.1.3．[表示項目]  

      ①表示する基準点の種類を指定します。 

      ②基準点の詳細な情報を表示・印刷・ダウンロードを行います。 

      ③基準点の凡例を表示します。 

    2.1.4．[ダウンロード] 

      ①街区基準点等情報ダウンロード画面を表示します。 

        ②都市官基準点情報ダウンロード画面を表示します。 

【2.2．地図表示画面】 

    2.2.1．[拡大、縮小、移動]地図の拡大、縮小、移動を行います。 

    2.2.2．[印刷]地図の印刷を行います。 

    2.2.3．[Q＆A]Q＆A 情報を表示します。 

  2.2.4．[操作方法]操作方法を表示します。 

 

2.2．地図表示画面 2.1．地図操作

画面 
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●街区基準点等情報をダウンロードする画面 

 
 

●都市官基準点情報をダウンロードする画面 

 

【2.3．街区基準点等情報ダウンロード画面】 

  2.3.1．指定した市区町村の街区基準点等情報のダウンロードを行います。 

 

【2.4．都市官基準点情報ダウンロード画面】 

  2.4.1．指定した市区町村の都市官基準点情報のダウンロードを行います。 

 

 

 

2.4．都市官基準点情報ダウンロード画面 

2.3．街区基準点等情報ダウンロード画面 
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２．各画面の操作方法 

 

2.1. 地図操作画面 

   2.1.1. [住所検索]住所を選択して地図を検索します。 

    (1) [住所検索] タブを選択します。 

 

 

 

    (2) 住所情報の種類を選択します。 

「住所」を選択すると、平成 27 年 1 月 31 日までの市区町村合併を反映した住所情報と 

なります。 

「【参考】住所」を選択すると、都市再生街区基本調査を実施した平成 18 年当時の住所情報と 

なります。 

    (3) 閲覧したい 「都道府県」を選択します。 

    (4) 閲覧したい 「市区町村」を選択します。 

    (5) 地域をさらに絞りこむ場合は、「大字・町丁目」も選択します。 

    (6)「市区町村」または「大字・町丁目」まで選択し、検索ボタンを押すと選択した地域に 

      地図が遷移します。 
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   2.1.2．[地名検索]地名を使って地図を検索します。 

    (1) [地名検索] タブを選択します。 

 

 

    (2) 閲覧したい地名の都道府県がわかる場合は、「都道府県」を選択します。 

※わからない場合は選択する必要ありません。 

その場合は、地域を絞ることなく、地名検索します。 

    (3) 検索したい「地名」を入力します。 

※「地名」は公共施設、駅等の施設名称や住所が該当します。 

    (4) 検索ボタンを押します。 

 

 

    (5) 検索結果表示欄に地名検索した結果の一覧が表示されます。 
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※検索結果は 100 件まで表示されます。目的の地名がない場合、都道府県や地名の条件を指定 

しなおして、再検索してください。 

※検索結果が無い場合は、一覧は表示されません。別の条件で再度検索してください。 

※「クリア」ボタンを押すと、検索結果がクリアされます。 

 

    (6) 検索結果から、閲覧したい地名をクリックすることで地図が遷移します。 

 

   2.1.3. [表示項目選択]  

①表示する基準点の種類を指定します。 

    (1) ［表示項目選択］タブを選択します。 

 

 

    (2) ［表示する項目］にチェックを入れます。 

［表示する項目］は複数選択することも可能です。（「公図と現況のずれ」を除く） 

       選択できる [表示する項目] は、以下 6項目になります。 

    ・「街区三角点」 

・「街区多角点」 

・「補助点」 

・「公図と現況のずれ」 

・「都市官三角点」 

・「都市官多角点」 

※「公図と現況のずれ」にチェックを入れた場合、システム改修前の MAP である㈱オーク

ニー社製の背景地図に自動的に切り替わります。なお、街区基準点等及び都市官基準点

は背景地図が異なるため同時に選択はできません。 

     ※街区基準点等及び都市官基準点、公図と現況のずれに関する Q&A は各リンクを参照し

てください。 
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   ②基準点の詳細な情報表示・印刷・ダウンロードを行ないます。 

    (1) あらかじめ、2.1.3.① の手順で、地図表示画面に基準点のアイコンを表示します。 

    (2) 詳細な情報を表示したい地図上の基準点のアイコンをクリック（①）すると属性情報に 

      詳細な情報が表示されます。 

 

 

    (3) 「属性印刷」ボタン（②）を押すと、印刷ダイアログが表示されます。 

      「印刷」ボタンを押すと、基準点の詳細な情報が印刷されます。 

         ※ブラウザの種類によっては、属性印刷画面が変わる場合があります。 

 

 

    (4) 「ダウンロード」ボタン（③）を押すと、ファイルがダウンロードできます。 

・「開く」ボタンを押すと、対応する基準点情報の CSV ファイルが表示されます。 

・「保存」ボタンを押すと、ファイル保存ダイアログが表示されますので、そこで保存したい場所を 

選択のうえ「保存」ボタンを押すと、対応する基準点情報の CSV ファイルが保存されます。 

         ※ブラウザの種類によっては、ダウンロード方法が変わる場合があります。 

② 
① 

③ 
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   ③基準点の凡例を表示します。 

    (1) [表示項目選択] タブを選択します。 

    (2) [表示項目選択] タブの「凡例表示」のリンクを押すことにより、基準点の凡例を表示します。
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   2.1.4. [ダウンロード] 

①街区基準点等情報のダウンロードを表示します。 

    (1) [ダウンロード] タブを選択します。 

    (2) 上側の [ダウンロード] ボタンを押します。 

 

    (3) 街区基準点等情報ダウンロード画面が別画面表示されます。 

      別画面表示以降の操作方法は、2.3.を参照してください。 

 

   ②都市官基準点情報ダウンロード画面を表示します。 

    (1) [ダウンロード] タブを選択します。 

    (2) 下側の[ダウンロード] ボタンを押します。 

 

    (3) 都市官基準点情報ダウンロード画面が別画面表示されます。 

      別画面表示以降の操作方法は、2.4.を参照してください。 
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2.2. 地図画面表示 

   2.2.1. [拡大、縮小、移動] 地図の拡大、縮小、移動を行ないます。 

    (1) スクロールバーを使う場合 

地図表示画面左上にあります「縮尺変更スクロールバー」を 

操作します。 

① 「＋」ボタンで拡大、「-」ボタンで縮小 

② 「スクロール」ボタンで、地図の縮尺を変更 

③ 「上下左右」の移動ボタンで地図移動 

 

    (2) マウスを使う場合は、 

① マウスホイールを回転させることで、拡大縮小します。 

② 地図をドラッグすることで地図が遷移します。 

 

   2.2.2. [印刷] 地図の印刷を行います。 

    (1) 地図表示画面上部の「印刷」ボタンを押すと画面が表示されます。 

 

 

※「A4 縦」リンクをクリックすると、A4 縦サイズ印刷用の地図を表示します。 

※「A4 横」リンクをクリックすると、A4 横サイズ印刷用の地図を表示します。 

※「印刷」リンクをクリックすると、印刷ダイアログが表示されますので、印刷したい用紙の 

[横]、[縦]を選を選択し、印刷してください。 

 

 

 

 

③ 

① 

① 

② 
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   2.2.3. [Q&A] 情報を表示します。 

    (1) 地図表示画面上部の「Q＆A」ボタンを押すと、Q＆A 画面が別画面表示されます。 

 

 

 

   2.2.4. [操作方法] 操作方法を表示します。 

    (1) 地図表示画面上部の「操作方法」ボタンを押すと、操作マニュアルのｐｄｆファイル（本 

      マニュアル）が表示されます。 
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2.3. 街区基準点等情報ダウンロード画面 

   2.3.1. 指定した地域の、街区基準点等情報のダウンロードを行います。 

    (1) 閲覧したい「都道府県」を選択します。 

    (2) 閲覧したい「市区町村」を選択します。 

指定した市区町村に対応する「CSV ダウンロード」ボタンが、基準点種別ごとに表示さ

れますので、出力したい種別の「CSV ダウンロード」ボタンを押します。 

 

※「CSV ダウンロード」ボタンを押すと、ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。 

・「開く」ボタンを押すと、対応する種別の CSV ファイルが表示されます。 

・「保存」ボタンを押すと、ファイル保存ダイアログが表示されますので、そこで保存したい 

場所を選択のうえ「保存」ボタンを押すと、対応する基準点情報の CSV ファイルが保存されます。 

 

2.4. 都市官基準点情報ダウンロード画面 

   2.4.1. 指定した地域の、都市官基準点情報のダウンロードを行います。 

    (1) 閲覧したい「都道府県」を選択します。 

    (2) 閲覧したい「市区町村」を選択します。 

指定した市区町村に対応する「CSV ダウンロード」ボタンが、基準点種別ごとに表示さ

れますので、出力したい種別の「CSV ダウンロード」ボタンを押します。 

 

※「CSV ダウンロード」ボタンを押すと、ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。 

・「開く」ボタンを押すと、対応する種別の CSV ファイルが表示されます。 

・「保存」ボタンを押すと、ファイル保存ダイアログが表示されますので、そこで保存したい 

場所を選択のうえ「保存」ボタンを押すと、対応する基準点情報の CSV ファイルが保存されます。 


