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インターネット GISを活用した
道路工事情報収集と開示について

三 宅 裕 昭＊ 五ノ井 琢 磨

１．はじめに

インターネット加入世帯の激増や携帯電話のネット

対応という情報化社会の進展に伴い、地方公共団体が

保持している情報の公開方法も多様化の兆しを見せて

いる。道路工事の様に住民生活に影響を及ぼす可能性

が大きい事柄については、極力周知徹底を図る必要が

ある。ここでは、道路工事情報の収集、管理及び一般

への情報開示を、インターネットという現在注目され

ているインフラにより有効的に活用した事例につい

て、そのシステム化に至る経緯と技術的手法及び今後

の展開について紹介する。

２．目的

埼玉県越谷市では、把握できる数としても年間約

3,000件以上、すなわち１日10件弱にも上る道路工事

が市内の何処かで行われている。道路工事は、車両通

行止めや夜間工事による騒音など沿道住民に対して少

なからず影響を及ぼすものであり、これまでにも工事

を減少又は工期を短縮するなどの努力が払われてきた

が、ライフラインや市街化区域の拡大に伴いさらなる

増加傾向にある。

道路管理者は、夜間工事に対する住民からの苦情や

問い合わせに対して明確な対処が求められてきたが、

件数が多く、また工事主幹（官、民間）が多岐に渡っ

ていることから、何処で何の工事を行っているのか把

握できないでいるのが実状である。

そこで、情報の収集や開示について最もコストが安

く必要な人が24時間365日閲覧できるインターネット

のインフラに着目し、ここに地図情報を活用した分か

りやすく簡単であり、なおかつ情報の登録から開示・

管理までをデジタル情報としてまとめられるシステム

の構築を検討、開発を行った。

３．実施内容

3.1 システム化の経緯

一般的な工事予定の収集方法としては、道路占用申

請時に提出される添付書類（案内図、設計図書）があ

り、工事実施日については「工事着手届」及び「工事

完了届」を提出させることによりおおよその状況を把

握することができる。但し、一般に工事は天候や施工

業者の機材手配などの状況に応じ往々にして工事実施

日が提出書類通りに実施されないことも多く、まして

事後報告にて受け付けている役所ではなおさら状況把

握が困難になっていた。

そこで、工事の状況を一番把握しているのは「工事

実施者（施工者）」であるという原点に立ち返り占用

企業者及び庁内工事主管課を中心に道路管理者を交え

た検討を行なうこととなった。

補足ではあるが、工事情報管理システム開発に至る

１年前に道路工事調整会議ツールを作成し、半年スパ

ンにて今後行われる工事の予定場所や内容を占用企業

者、庁内各課にフロッピーディスクによる提出を開始

しており今回のシステムに至る下地は整っている。

また、平成８年度当初より道路管理システム（基準

点・境界線管理システム、道路占用物管理システム、

道路台帳管理システム、路線測量成果管理システム、

測量計算システム、道路工事調整会議ツール）を順次

開発・稼動に至っており、システム実施の素地である

各種主題及び背景データが十分に蓄積されている。
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図１ 越谷市のシステム構成

3.2 システム概要

本システム開発の基本コンセプトとして、以下に掲

げる項目を必須の条件として設定した。

１）既存の道路工事調整会議ツールの容易な操作性を

損なうことなく、情報入力から送信を一体的に行

えること。

２）入力・修正は該当する企業あるいは庁内工事担当

課のみ可能とするために、認証システムを設け

る。

３）インターネットを通じて回収された工事情報は、

道路総務課担当職員により一般公開を前に最終

チェックが行えること。また蓄積されたデータは

履歴として管理し、必要に応じて表示・検索可能

であること。

４）一般市民が閲覧する「越谷市道路工事情報」は、

ブラウザの種類またはオペレーティングシステム

を問わずに機能すること。また、全体のデザイン

は市にて運用しているホームページを踏襲するこ

と。

５）既存ハードウェアの用途を変更することで、新規

導入を最小限に抑えること。

これらの条件を満たすべく、情報提供者である占用

企業者及び庁内各課、道路総務課を含め合計５回に渡

る協議を重ねてきた。

図２にあるように、占用企業のデータ収集はイン

ターネットを活用して情報を直接市役所へ送信する。

これは登録する場所を問わないことを意味し、占用企

業内においても工事を実際に行なうのは越谷市を管轄

としている支店あるいは営業所ではなく、子会社など

に発注している場合が多々あるのでデータ入力は最も

現場に近い工事担当者が行なえることになる。次に、

登録された工事については、道路管理者によって必ず

チェックされる仕組みにしており、データに不具合が

認められる場合にはMAILまたは電話確認されることに

なっている。

庁内工事主管課については、庁内に敷設されたネッ

トワークから道路管理システムネットワークへの接続

が認められないため、紙文書による工事申請に留まっ

ている。このデータ入力については、当面業者委託

（アウトソーミング）として対処することになる。受

託業者は、工事情報入力ツールによって外部から登録

する権限を与えており、データ登録からの運用におい

ては差異が発生しないように運用されている。

４．機能概要

図３は、登録手続きを図式化したものである。ここ

から判るように、大きく分けて３パターンの機能構築

が必要との結論に至り、それぞれの用途に合わせたサ

ブシステムを作成することとした。

３サブシステムを結びつける要となるのがインター

ネット技術であり、情報は出入りとも庁内に設置する

サーバにて一括管理することを前提として設計してい

る。

以下に、各サブシステムの機能概要を説明する。
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図２ 工事情報収集方法

4.1 道路工事管理サーバープログラム

各占用企業から配信された工事情報の取りまとめか

らユーザ認証、データ配信までを一括して管理するプ

ログラムとしてマップサーバ上で稼動する。占用企業

者から通信回線を通じて送信されたデータは、パス

ワード要求処理を実施し、該当企業者であることの確

認を行った後、これまでに入力されている工事情報を

全てダウンロード（レコードの要求）を行なう。接続

してきた企業者がどのような処理を行ったかは全てロ

グとしてモニタできるようになっており、日時、ユー

ザ名、IPアドレス、処理内容を蓄積し、万が一サー

バがダウンした際にも復旧処理を行なうことが可能で

ある。

4.2 道路工事情報 Management Console（マネージ

メントコンソール）

道路工事管理サーバアプリケーションを介して集約

されたデータの閲覧を主体とした機能を持つ他に、

WEB上への一般公開を最終的に許可する「登録」機

能を持つ。設計当初は、占用企業が送信してきたデー

タの受信から一般公開までをプログラム上で自動的に

処理する仕様として進めていたが、データの質や責任

の所在を明確にするために、あえて職員が介在する

「関所」を設けることとなった。

また、過年度に登録された情報を表示・閲覧するこ

とが可能であり、苦情として最も多い過去の工事に起

因する道路陥没などの連絡先を照会することにも一役

買っている。

4.3 工事情報入力ツール

占用企業者及び庁内工事主管課が実際に工事情報を

登録するアプリケーションである。

工事情報の入力は、街頭に設置される工事看板をイ

メージとして作成しており、ユーザが入力した内容に

よってフレキシブルに表示内容が変化する仕掛けを施

してある。この内容は、ホームページ上に公開された

時の検索結果画面と同一になっており、ユーザに記載

事項の漏れやミスが発生しないように意識的に注意喚

起している。

本ツールは、工事情報登録のほかに工事調整会議情

報入力機能も保有しており、毎年４月、10月に開催さ

れる「道路工事調整会議（道路管理者と占用企業者が

集まり、年間の工事予定を策定する会議）」の資料と

して工事予定箇所の登録が可能になっている。道路工
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図３ システム機能概要

図４ サーバーアプリケーションログ表示
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図５ 集約された工事情報の一般公開登録画面

図６ 工事情報入力画面

事調整会議用のデータは、調整会議の開催月にフロッ

ピーディスクによって集約される。

4.4 工事情報閲覧機能（Web）

一般市民を対象に工事情報の閲覧を可能とする仕組

みである。ユーザのオペレーティングシステムやブラ

ウザを自動的に判別し、それぞれが動作するコント

ロールを起動することで若干の見た目は違うものの同

一の操作体系を実現している。

・Windowsユーザ用： ActiveXコントロール版

・Macintosh、Netscapeユーザ用： Javaアプレッ

ト版

【検索方法】

工事情報の検索方法として

・住所から探す

・地図から探す

・工事から探す
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図７ 検索方法のお知らせ画面

図８ 工事情報の検索結果

と３通りの方法を用意し、ユーザが的確に知りたい

場所または工事内容を閲覧できるようになっている。

また初めて本ページを訪れた人にも理解できるよう

に、検索方法を掲示板風に作成している。（図７．参

照）

【検索結果】

図７．よりユーザ任意の方法で検索すると地図画像

と共に工事位置が企業者別色塗りで表示される。地図

操作は拡大、縮小、移動からなり、さらに固定縮尺指

定による地図の拡大縮小も用意されている。

工事位置情報（ライン）をマウスポインタにて指定

することにより工事情報を看板イメージで表示する。
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表１ プログラム開発環境

表２ によるサービス内容

地図データはベクトル（ESRI Shape ファイル)を使

用している。

５．開発環境と動作環境

5.1 開発環境

本システムは、表１、２に示す開発環境を用いて作

成した。

道路工事情報MC及び道路工事調整会議ツールは、

Windowsオペレーティングシステムのバージョンに

よるライブラリ不整合トラブルの発生を未然に防ぐた

めに、プログラム開発時に利用しているライブラリを

全て静的にリンクさせ１つの EXEプログラムとして

いる。このことにより、CD-ROMからの起動も可能

となり、各占用企業者や庁内各課へ配布後のトラブル

を未然に防いでいる。

5.2 動作環境

【インターネット接続環境】

新規にインターネット接続環境を構築するにあたり、

回線品質、セキュリティ対策、バックアップ体制に重

点を置き、接続業者の選択を行なった。

越谷市では、大手プロバイダ数社に上記内容につい

て提案を募り、トータルバランスに優れた株式会社

IIJと契約している。

セキュリティに関しては、導入直前に省庁のホーム

ページ改ざんが大きな問題となっていた時期だったた

め、常時監視やレポート提出、定期的なセキュリティ

情報改定サービス等稼動後のコストが最少で

かつ効果が最大となることを評価した。実際に、セッ

トアップ中にレイアウト変更の必要があり、事前に断

りもせず電源及び電話回線を抜いてしまったところ、

ものの２分内に異常感知の電話連絡が寄せられた。

（後日 FAXによるレポートも到着）

【ハードウェア構成】

インターネットサービスは24時間365日運用が前提

となる。よって、情報集約・配信の要であるMap-

Serverには冗長化設計電源や RAIDドライブ、定期

バックアップ、無停電電源装置を配し、障害時の復旧

を速やかに実施できるようになっている。

なお、MapServer以外のハードウェアについては、

既存の装置を活用している。

６．まとめ

住民情報公開の新たな手段として、インターネット

を用いた工事情報（位置）照会及び情報収集を実施し

た訳であるが、本原稿執筆時点（平成12年10月）では

テスト運用中であり、正式稼動には至っていない。

※平成12年12月１日より、越谷市のメインページから

リンクされる予定

http://www.city.koshigaya.saitama.jp

現在の情報収集範囲は、工期が２週間以上且つ130

万円以上の工事と限定しており、頻繁に行なわれる取

り出し管埋設工事は、年間件数の多さによる占用企業
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図９ 越谷市のハードウェア構成

者の負担増を考慮し、持ち越しになっている。

（取り出し管埋設は、占用料も免除されることや緊急

工事の対象になりやすいことからさらに整理が難しい

のが現状である）情報収集範囲を増やしつつ、占用企

業者への負担を減らすことが今後の課題である。

今後の展開であるが、実に様々な可能性が挙げられて

いる。越谷市ではホームページ上にアンケートコー

ナーがあり、ここには行政へのさまざま要望が寄せら

れている。道路管理者に関係するものとして多いの

は、工事時の迂回路案内であり、これは道路管理者も

必要性を感じており、既に次期機能拡張検討項目とし

て前向きに考えられている。

また、道路関係以外においても各種公共施設への地

理案内や文化財案内などを市のホームページに用意

し、住民サービス向上に期待されている。

（＊株式会社パスコ）
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