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特 記 仕 様 書 

第１章 総 則 

１－１  適用 

本特記仕様書は、「高山地区 用地関連図書再整理等業務」（以下「本業務」という。）

に適用する。 

本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書によるほか、「土木設計業務等共通仕

様書（平成 28 年 7 月版）」（以下「共通仕様書」という。）による。 

共通仕様書は閲覧に供する。 

 

１－２  業務対象範囲 

本業務の範囲は、別添位置図に示す範囲とする。 

 

１－３  履行期間 

本業務の履行期間は、契約の翌日から平成２９年８月３１日までとする。 

 

１－４  管理技術者 

共通仕様書１.１.７に規定する「これと同等の能力と経験を有する技術者」とは、土

地区画整理士の資格保有者とする。 

 

１－５  照査技術者及び照査の実施 

１．受注者は、共通仕様書１.１.８の規定に基づき、本業務の照査技術者を定め独立行

政法人都市再生機構（以下「機構」という。）に通知するものとする。 

２．共通仕様書１.１.８に規定する「これと同等の能力と経験を有する技術者」とは、

土地区画整理士の資格保有者とする。 

３．照査の実施にあたっては、別に定める「区画整理関連照査要領（案）」に基づき実

施し、照査報告書をとりまとめ、提出するものとする。 

 

１－６  打合せ等 

１．業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡を

とり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受

注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。又調査職員の指示に

応じて、受注者は関係機関等との協議に同行するものとする。 

２．業務着手時及び、設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職

員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し、相互

に確認しなければならない。 

３．管理技術者は、仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに調査

職員と協議するものとする。 
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１－７  業務計画書 

１．受注者は、契約締結後１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、調査

職員に提出しなければならない・ 

２．業務計画書には、共通仕様書に基づき下記事項を記載するものとする。 

  ・業務概要           ・実施方針 

  ・業務工程           ・業務組織計画 

  ・打合せ計画          ・成果品の内容、部数 

  ・使用する主な図書及び基準   ・連絡体制（緊急時含む） 

  ・照査計画           ・その他（特記事項） 

   なお、受注者は設計図書において照査技術者となる照査が定められている場合

は、照査計画について記載するものとする。 

 

１－８  下請負等 

１．本業務の土木設計業務等請負契約書（以下「本契約書」という。）第８条第１項に

規定する「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、技術的

判断、業務説明資料の作成方針決定、及び成果物の照査をいい、受注者はこれを第

三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 

２．契約書第８条第３項ただし書きに規定する「軽率な部分」は、コピー、印刷、製

本、資料収集、要約といった簡易な業務、トレース業務、模型製作、パース作成、

写真撮影、計算（日影、省エネルギー関係、防災関係）、データ入力（ＣＡＤ、電算）

などの簡易な業務とする。 

３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外を第三者に委任し、又は請け負

わせるときは、発注者の承諾を得なければならない。 

４．受注者は、設計業務等を第三者に委任し、又は請け負わる場合、書面より協力者

との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに

設計業務等を実施しなければならない。 

 なお、協力者は機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合

は機構の指名停止期間中であってはならない。 

 

 

第２章 設計業務 

２－１  業務目的 

 本業務は、平成２８年２月２４日付で譲受人生駒市との間で締結した、高山地区内

の機構保有地の土地譲渡契約に基づき、平成３０年１２月末までに譲受人に対する土

地引渡しを円滑に行えるよう、機構が行った基準地積測量等に係る土地境界確定関連

資料を整理し、必要図書を作成することを目的とする。 
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２－２  使用する技術基準等 

 本業務で使用する技術基準等は、調査職員との協議に基づくものとし、使用した技術

基準等は、協議簿に記載するものとする。 

 

 ２－３  業務内容 

 １） 権利関係図書の補正等 

① 権利変動調書の作成（民有地が対象）             ・・・４２０筆 

・機構が貸与する過年度作成の土地原簿（機構の用地買収以前）と現時点の土地登

記簿謄本の写し（全部事項証明書）を比較し、所有権が変動している土地につい

て、権利変動の変遷を記載した権利変動調書を作成する。 

② 土地原簿（地番順）の補正（民有地全筆対象）        ・・・２１００筆 

・機構が貸与する過年度作成の土地原簿のデ－タを基に、機構が貸与する現時点の

土地登記簿謄本の写し（全部事項証明書）の内容に補正する。 

③ 土地原簿（所有者別）の補正（民有地全筆対象）       ・・・２１００筆 

・機構が貸与する過年度作成の土地原簿のデ－タを基に、機構が貸与する現時点の

土地登記簿謄本の写し（全部事項証明書）の内容に補正する。 

④ 所有権以外の権利簿の作成（民有地が対象）          ・・・４２０筆 

・機構が貸与する現時点の土地登記簿謄本の写し（全部事項証明書）の内容に補正

する。 

 

 ２） 機構との打合せ、関係機関との協議 

・業務着手時、中間打合せ、成果品納入時             ・・・３回 

・官公署との協議                        ・・・２回 

 

 ３） 既往デ－タにおける検証等 

① ＳＩＭＡデ－タを基に土地一覧表の作成及び面積の検証 

・・・３７００画地（結線数：公共用地を含む） 

・機構が貸与するＳＩＭＡデ－タを基に、その結線名称と面積を表示した一覧表を

作成の上、機構が貸与する基準地積確定図（民有地）及び基準地積面積計算書（民

有地+機構用地+公共用地）に記載されている地番及び面積を対比して、各簡略化

された結線名称内に含まれる全ての土地が分る一覧表を作成するとともに各面積

の検証も行い、相違がある場合はその内容を記録する。また当該検証の際には基

準地積面積計算書の地番欄には各結線名称内に含まれる全ての土地の地番を追記

する。 

 

② 基準地積確定図等（画地）の形状等の検証 

a) 機構所有地の検証                  ・・・１８４０画地 

・機構が貸与する基準地積面積計算書（境界点プロット図を含む）と機構の実測買
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収図（何れも画地）及び官民明示確定図（国道・県道・市道・道路・水路・行政

界）の地番、面積、形状、辺長、隣接地地番及びその筆界線について比較検証し、

相違がある場合は、その内容を記録する。 

b）民有地の検証                     ・・・１４６０画地 

・機構が貸与する、基準地積確定図（画地）と官民明示確定図（国道・県道・市道・

道路・水路・行政界）の地番、形状、辺長、隣接地地番及びその筆界線について

比較検証し、相違がある場合は、その内容を記録する。 

 

③ 調整土地図（1/3000）と基準地積確定図等の検証（地区内の全筆） 

・・・３７００画地（結線数：公共用地を含む） 

・機構が貸与する、ＳＩＭＡデータにより作成したＣＡＤデータの調整土地図と基

準地積確定図（民有地）及び基準地積面積計算書（機構用地+公共用地：境界点プ

ロット図を含む）の地番、形状、隣接地地番及びその筆界線について比較検証し、

相違がある場合は、その内容を記録する。 

 

④ 基準地積確定図（1/500の集合図）と同確定図（画地）等の検証（地区の全筆） 

・・・３７００画地（結線数：公共用地を含む） 

・機構が貸与するＳＩＭＡデータにより作成したＣＡＤデータの基準地積確定図

（1/500の集合図）と基準地積確定図（民有地）及び基準地積面積計算書（当機構

用地+公共用地）の地番、形状、辺長、隣接地地番及びその筆界線について比較検

証し、相違がある場合はその内容を記録する。 

 

⑤ 基準地積未確定想定箇所の関連資料の調査及び経緯書の作成（地区全域） 

・・・５４５箱（段ボール箱） 

・高山地区関連図書納入の保管箱について、基準地積確定に関連する図書の存否を

調査し、当該図書が存した場合はその経緯書を作成する。 

 

⑥ 調整土地図（1/3000）の修正               ・・・１８５画地 

・上記 3)-①～3-⑤の検証等作業により確定した内容に基づき、機構が貸与するＳ

ＩＭＡデータ及びＣＡＤの調整土地図（1/3000）を修正し修正図を作成する。 

 

⑦ 基準地積確定図（1/500の集合図）の修正         ・・・３７０画地 

・上記 3)-①～3-⑤の検証等作業により確定した内容に基づき、機構が貸与するＳ

ＩＭＡデータ及びＣＡＤの基準地積確定図（1/500の集合図）を修正する。 

 

⑧ 基準地積確定図（画地）及び面積計算書の修正又は作成    ・・・７３画地 

・上記 3)-①～3-⑤の検証等作業により確定した内容に基づき、機構が貸与する基

準地積確定図（民有地）が無い場合又は修正する場合は、基準地積確定図を作成す
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る。また、基準地積面積計算を新規で行う又は変更する場合は、面積計算書を作成

する。 

 

４）権利再調査の結果に基づく検証等 

①修正後の調整土地図及び基準地積確定図、公図と修正土地原簿による消し込み 

・・・５０００筆（公共用地含む） 

・上記 3)-⑥及び 3)-⑦により作成した調整土地図（1/3000）及び基準地積確定図

（1/500の集合図）並びに法務局備付けの「公図」と上記 1）-②で作成した土地原

簿により、地区内全筆の消し込み作業を行い、不突合があった場合は、その原因を

調査し、記録する。 

 

②修正後の調整土地図及び基準地積確定図、公図と現時点の地積測量図の検証 

・・・４０筆 

・上記 3)-⑥及び 3)-⑦により作成した調整土地図（1/3000）及び基準地積確定図

（1/500の集合図）並びに法務局備付けの「公図」と法務局付けの地積測量図（平

成 15年時点取得以降）の地番、形状、辺長、隣接地地番及びその筆界線について

比較検証し、相違がある場合はその内容を記録する。 

 

５）権利再調査に基づく各種図書の修正等 

① 基準地積確定図（画地）及び面積計算書の修正又は作成    ・・・３０画地 

・上記 4)-①～4)-②の検証等作業により確定した内容に基づき、機構が貸与する、

基準地積確定図（民有地）が無い場合又は修正する場合は、基準地積確定図を作成

する。また基準地積面積計算を新規で行う又は変更する場合は、面積計算書を作成

する。 

 

② 調整土地図（1/3000）の修正（現時点）           ・・・３０画地 

・上記 4)-①～4)-②の検証作業により確定した内容に基づき、機構が貸与するＳＩ

ＭＡデータ及びＣＡＤの調整土地図（1/3000）修正調整土地図を作成する。 

 

③ 基準地積確定図（1/500の集合図）の修正（現時点）      ・・・３０画地 

・上記 4)-①～4)-②の検証作業により確定した内容に基づき機構が貸与するＳＩＭ

Ａデータ及びＣＡＤの基準地積確定図（1/500の集合図）を修正する。 

 

④ 公共用地確定図（1/500の集合図）の作成・・・３７００画地（公共用地を含む） 

・上記 5)-③により作成した基準地積確定図（集合図）のＳＩＭＡデータから民有

地の境界番号と辺長を削除した上で、国道・県道・市道・里道・水路を着色すると

ともに、既明示番号等を記入した公共用地確定図を作成する。 
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⑤ 公図の作成              ・・・３７００画地（公共用地を含む） 

・上記 5)-③により作成した基準地積確定図（集合図）のＳＩＭＡデータから、全

ての境界点記号・番号及び辺長の表記を削除し、里道・水路に着色した新公図を作

成する。 

 

⑥ 地役権設定図の作成                    ・・・２００筆 

・上記 5)-②により作成した調整土地図に地役権設定された土地を図示した図面を

作成する。また、現公図写しに地役権設定された土地を図示した図面も作成する。 

 

第３章  成果品 

作業内容 成果品 部数 

１）－① 権利変動調書、EXELデータ ２部 

１）－② 土地原簿（地番順）、EXELデータ ２部 

１）－③ 土地原簿（所有者別）、EXELデータ ２部 

１）－④ 所有権以外の権利簿、EXELデータ ２部 

２） 機構打合せ記録簿、官公署協議資料、同協議記録 １部 

３）－① 各結線名称内に含まれる土地一覧表、EXELデータ ２部 

３）－②ａ） 検証資料 一式、相違点記録簿、EXELデータ １部 

３）－②ｂ) 検証資料 一式、相違点記録簿、EXELデータ １部 

３）－③ 検証資料 一式、相違点記録簿、EXELデータ １部 

３）－④ 検証資料 一式、相違点記録簿、EXELデータ １部 

３）－⑤ 調査資料 一式、経緯書、EXELデータ １部 

３）－⑥ （Ｈ15時点）修正調整土地図（1/3000） １部 

３）－⑦ （Ｈ15時点）修正基準地積確定図（1/500集合図） １部 

３）－⑧ （Ｈ15時点）修正基準地積確定図（画地）、修正面積計算書 １部 

４）－① 消し込み確認図書 一式 １部 

４）－② 検証資料 一式、相違点記録簿、EXELデータ １部 

５）－① 
（現時点）基準地積確定図（民有地全画地）、基準地積面積計

算書（地区内全画地：公共用地含む） 
３部 

５）－② 
調整土地図（1/3000）、CADデータ（DWG及び SXF）、PDFデータ、

SIMAデータ 
３部 

５）－③ 
基準地積確定図の現況重ね図（1/500集合図）46枚の製本、CAD

データ（DWG及び SXF）、PDFデータ 
３部 

５）－④ 
公共用地確定図の現況重ね図（1/500）46 枚の製本、CAD デー

タ（DWG及び SXF）、PDFデータ 
３部 

５）－⑤ 
新公図（1/500の集合図）及び CADデータ（DWG及び SXF）、PDF

データ 
３部 

５）－⑥ 地役権設定土地表示の調整土地図及び現公図（写し） ３部 
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第４章 その他 

４－１  業務カルテの作成 

・受注者は、業務請負代金額 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報

サービス（TECRIS）に基づき、「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、

一般財団法人日本建設情報センターにフロッピーディスク又は公衆回線を通じてオン

ラインで提出するとともに、一般財団法人日本建設情報総合センター発行の「業務カ

ルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。 

なお、提出の期限は、以下のとおりとする。 

（1）受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10日以内とする。 

（2）完了時登録データの提出期限は、業務完了後 10日以内とする。 

（3）履行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10

日以内に変更データを提出しなければならない。 

 

４－２  守秘義務 

１．受注者は、本契約書第６条第１項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を

第三者に漏らしてはならない。 

２．受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、共通仕様書第１.１.３０

の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

 

４－３  業務の完了及び誤りの訂正 

・本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。 

なお、検査の合格後であっても誤りが発見された場合には、受注者の負担で速やか

にこれを訂正するものとする。 

 

４－４  業務成績表定点の通知 

・本業務は業務成績評定対象業務であり、受注者には、業務完了後、業務成績評定点

を通知する。なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項

目として使用することがある。 

 

４－５  個人情報取り扱い 

・個人情報の取扱いについては、共通仕様書１.１.３１に基づき取扱うものとする。 

以 上  
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別添 位置図 

奈良県生駒市 高山地区 

 


