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「農家経済調査」個別原票データ入力仕様書 

 

1. 目的 

 戦中・戦争直後期における日本の農家世帯についてのデータベース作成 

 

2. 内容 

2.1. データ入力（A） 

「農家経済調査」個別原票のデータベース作成 

  調査対象地域  ： 埼玉県，三重県，兵庫県，愛媛県 

  調査対象年度  ： 1942（昭和 17）－1948（昭和 23）年 

  入力対象世帯数 ： 514 世帯（原票は、一世帯当り 25 枚前後のカード資料） 

 

3. 納期 

 2019 年 1 月 30 日（水） 

 

4. 納品形態 

 データ CD－ROM 

 

5. データ入力形式 

 エクセル（拡張子.xls）形式、Windows で閲覧、追記、修正等の編集ができること。 

 

6. 入力について 

6.1. 対象となるデータ 

 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター（以下、「当方」とする） 所蔵 

 農林省「農家経済調査」個別原票のマイクロ撮影資料（紙焼済）。 

＊各府県の入力対象世帯数 

  1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 計 

  (S17) (S18) (S19) (S20) (S21) (S22) (S23)   

埼玉県 29 24 21 16 17 13 5 125 

三重県 23 19 20 14 23 23 9 131 

兵庫県 30 29 19 7 23 13 14 135 

愛媛県 28 1 29 14 15 20 16 123 

計 110 73 89 51 78 69 44 514 

＊ 説明会で提示する本仕様書の資料 1-3 およびデータ入力の対象となる資料、すなわち「農

家経済調査」個別原票のコピーについては、個人情報に関する部分を伏せた上で、入札

説明会にて貸し出す。なお、この資料一式は入札書受領期限 までに一橋大学財務部経理

調達課に持参して返却しなければならない。外部に情報が漏れることがないよう、入札

説明会出席者は充分な配慮を行い、返却までは本仕様書「8. 機密保持」「13. 作業につい

ての注意点および成果の判断基準」に準じて取り扱うこと。 

6.2. データ入力の書式 

・ データは、当方が作成したテンプレート「農家経済調査入力テンプレート s17-s23(一橋
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大学).xls」（これを「資料 1」とする。）に入力する。このテンプレートは昭和 17 年から

昭和 23 年までの世帯をカバーしており、1 世帯延べシート数は 42 枚（原票 25 枚前後）

である。 

・ ファイル名は「請求記号.xls」とする（請求記号は半角英数で入力すること。請求記号

については 6.3.1 を参照。）。 

・ 原票のフォーマットが年代により大きく変化している場合、シートは複数シート作成さ

れており、該当するシートに入力する。具体的には、16 家計費は昭和 17 年～22 年のフ

ォーマットと昭和 23 年のフォーマットとで構造が大きく異なるため、昭和 17 年～22

年のフォーマット用には「16 家計費 s17」というシート、昭和 23 年のフォーマット用

には「16 家計費 s23」というシートが用意されている。また、両方のフォーマットから

共通の項目を抽出した「16 家計費」というシートも用意されており、入力する際にはま

ず該当するフォーマットに対応するシート（「16 家計費 s17」か「16 家計費 s23」のど

ちらか）にデータを入力し、その後共通のシート「16 家計費」にもデータを入力する。 

・ フォーマットの変更が小さいものであった場合、両方のフォーマットを統合した単一の

シートが用いられているので注意すること。 

・ フォーマットの変更年度は県によって異なる場合がある。その場合は、原票と入力シー

トを確認し、該当する入力シートを用い、またシート中の「[表フォーマットに関する注

意事項]」の指示に従うこと。 

6.3. データ入力について 

6.3.1. 全般 

・ データは原則的に原票通りに入力する（文字はエクセルで表現可能な第一、第二水準ま

での文字で入力、それ以外の旧字は新字を使用）。 

・ 下記の共通項目はすべてのシートに入力する。 

  共通項目  都道府県  都道府県名 

   調査年   19xx 年  

   農家番号  1234  半角文字入力 

   氏名   一橋 太郎 

   請求記号  5678 半角文字入力 

   カード番号  1 （入力済み） 

   表番号   1.1 （入力済み） 

      ＊氏名は表紙シートの名を入力、苗字と名との間は全角 1 スペース 

・ データはすべて打ち込み入力とし、関数やマクロ等を用いて入力してはならない。 

6.3.2. 文字フォント 

・ MSP ゴシック 10P で入力する。 

・ 単位は MSP ゴシック右詰め上詰め 10P で入力する。 

6.3.3. 斜線 

・ 原票に斜線があればオートシェイプで入力する。 

6.3.4. 数値データ 

・ 3 桁毎にカンマ“,”を入力する。 

・ 負の値の表現は原票通り“-”、“△”を入力する。 

・ 合計値が違っている場合は原票通りに入力し、正しい値は薄く鉛筆で書き込み、付箋を

つける。 
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・ 数値の列はデータの右が揃うように入力する。 

・ 原票の数値データの前に“増”とある場合は数値のみそのまま入力し、“減”とある場合

は“-”をつけて入力する。 

6.3.5. 単位 

・ 項目欄に一括して“△□”（例：“円”）とある場合、単位の入力欄はない。 

・ 単位の列セルとデータとの間には罫線がないので注意すること。 

・ 重さの単位のメは貫の省略形とし貫と入力する。 

・ 広さの単位、町-反-畝-歩（坪）の歩（坪）は、1 畝＝30 歩であり 10 進法ではないが、

畝の下位 2 桁で入力する。 

6.3.6. 入力位置の指定 

・ 主に自由回答欄において、xx と入力されているセルは該当するデータを入力するセル

を意味している。入力すべきデータがある場合はこのセルにデータを入力し、データが

ない場合は xx を消す。 

6.3.7. 表紙シートについて 

・ 表紙のない世帯については、世帯員あるいは家族員のシートを参考に氏名、県名などを

入力する。 

・ 原票にない文字群は消す。 

6.3.8. フォーマットの変更 

・ 上記 6.2 のようにシートが用意されているが、さらに固定欄に変化のあるフォーマット

については、原則的に原票通りに上書き入力する。 

・ テンプレートで指定した枠に入りきらない場合は枠を増やし、シート最上部の「[表フォ

ーマットに関する注意事項]」と、「入力フォーマット変更記録 s17-s23(一橋大学).xls」

（これを「資料 2」とする。）にその旨を入力する。 

6.3.9. その他 

・ データ入力の対象となる資料は、1942（昭和 17）-1948（昭和 23）年に調査・作成され

ており、手書きで記入されている。また、原資料の一部が劣化しており、文字・数字の

判読が難しい箇所がある。加えて、データ入力に際し、漢字（旧字体を含む）、ひらがな

のくずし字、変体仮名（例えば、与→と、奈→な、能→の、者→は、遠→を、など）、当

て字の入力があるので注意すること（漢字の旧字体については、その一部を「資料 3」

に示す。）。 

・ 文字が判断できないものは、“〓”を入力する。 

・ 仝、〃の記述は省略しない文字群を入力する。 

 

7. 作業場所 

・ 作業場所：本件業務の受注者が用意した国内の作業場所で行う。業務を遂行する作業場

は、十分な火災及び防犯対策が施されている建物内であること。作業時以外の資料の保

管は、十分な火災及び防犯対策が施されている建物内の施錠された場所で厳重に管理さ

れること。なお、資料の搬出・搬入も業務に含む。 

・ 入力作業に必要な機器類：入力作業を行うために必要な機器及びソフトウェアは本件業

務の受注者が用意する。また、作業に必要な機器類は外部ネットワークから隔離されて

いなければならない。 
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8. 機密保持 

・ 本件業務の入札説明会参加者及び受注者は業務上で知り得た情報に関して秘密を厳守

すること。 

・ 本件業務の受注者は、第三者に本業務を委託しないこと。 

 

9. 入札参加資格 

・ 入札への参加を希望する場合は、事前に開催する説明会に必ず参加すること。 

・ 原資料は、くずし字、異体字等の判読が難しい文字を多数含む。したがって、入札参加

者は、大学等から請けた古文書・歴史資料等（1945 年以前に作成されたもの）の入力実

績を、過去 10 年以内に 3 件以上有していなければならない。入札参加者は、古文書・

歴史資料等の入力実績を入札書受領期限までに書面にて提出すること。 

・ 入札参加者は、本仕様に対応する業務全体の作業工程表（作業単位毎の処理フローを示

す資料。作業単位毎の総人数および作業責任者を明記すること）を会社概要と共に入札

書受領期限までに書面にて提出すること。 

・ 原資料は個人情報を含むため、作業をする際の具体的な情報漏洩対策を示した資料を入

札書受領期限までに書面にて提出すること。また、入札参加者はプライバシーマークを

取得していることが望ましい。 

 

10. 納品場所 

・ 一橋大学経済研究所 

 

11. 請求書の提出先 

・ 国立大学法人一橋大学財務部経理調達課（契約係）に送付するものとする。 

 

12. 代金の支払い方法 

・ 代金の支払は検査確認後、適法な請求書を受理した日の属する月の翌月 25 日までに財

務部経理調達課から 1 回に支払うものとする。 

 

13. 作業についての注意点および成果の判断基準 

・ 本件業務の受注者は、円滑な業務の遂行および品質管理のため、作業開始前に業務全体

の作業工程表を作成し、当方へ提示の上確認を得ること。各作業工程には責任者を定め

ること。作業者は作成した作業工程表に沿って業務を遂行し、行程の各段階を完了する

ごとに当方へ報告し、確認を得ること。 

・ データ入力の原資料となる、「農家経済調査」個別原票の作成年度は、1942（昭和 17）

年から 1948（昭和 23）年にかけてのものである。最古のものだと、70 年以上前のもの

であり、原資料の劣化および破損などがある。原資料の撮影に際し、最新の技術と撮影

者の技能をもってしても、一部不鮮明な箇所があることは否めない。本作業においては、

原資料のマイクロフィルムを紙媒体にしており、それをデータ入力のための資料とする。

そのため、文字および数値の判読については、データ入力の際、特に注意を払うこと。

なお、原資料はくずし字、異体字等の判読が非常に困難な文字を多数含み、相当の歴史

知識・技術が要求される。入力の際はそれら文字についても専門辞書やインターネット

等を利用して判読しなければならない。 
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・ データ入力の段階で、原資料などに破損や汚損などが生じた場合は、当方の指示に従い、

受注者側の責任において、原状回復をすること。 

・ データ入力に際し、原資料は個人情報を含むため、情報漏洩などが発生しないよう取り

扱いに注意すること。 

・ 作業成果の判断基準は、次の通りである。納品後、当方が過去の入力済みデータを基準

に成果物を比較・検討する。当方の基準を満たしていない場合は、当方の基準を満たす

まで、作業をやり直し、その後正式に納品することとする。なお、作業成果の判断につ

いての期間は、本契約終了後も有効に存続する。すなわち、当方の基準を満たさない箇

所を発見した段階で、随時作業をやり直さなければならない。 

・ 納入後も十分な技術協力またはサポートを行えること。ここでの技術協力とは、遅くと

も一両日中での技術者の派遣や質問事項に対する回答等を意味する。 

・ 本作業について変更等が生じても、本契約の範囲内とすること。 

・ 本仕様書に定めるもののほか、本学担当者及び当方の指示によるものとする。 

 

以 上 


