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２８－支－尾上他３団地土地履歴調査業務

土地履歴調査業務仕様書

Ⅰ 特記編

１ 適用

この仕様書（Ⅱ共通編を含む）は、独立行政法人都市再生機構が発注する｢２８－支－尾

上他３団地土地履歴調査業務｣（以下、｢本業務｣という｡）に適用する。

本業務の履行にあたっては、土木設計業務等請負契約書及びこの仕様書によるものとし、

これらは相互に補完し合うものとする。

２ 履行場所（業務対象敷地）４団地（調査対象敷地面積：414,934 ㎡）

① 尾上団地（団地 A）

所在地 ：名古屋市北区尾上町 1-2
敷地面積：38,306 ㎡

敷地面積：38,306 ㎡（建設時の筆数 N＝４）

② 団地 B
所在地 ：名古屋市中川区

敷地面積：56,352 ㎡

敷地面積：56,352 ㎡（建設時の筆数 N＝４）

③ 団地 C
所在地 ：春日井市

敷地面積 ：159,860 ㎡

敷地面積 ：159,860 ㎡（筆数 N＝19）
④ 団地 D

    所在地 ：知立市

   敷地面積 ：158,368 ㎡

敷地面積 ：158,368 ㎡（建設時の筆数 N＝５）

３ 履行期間

契約締結日の翌日から平成 29 年 3 月 10 日まで

４ 業務の目的及び内容

本業務は、業務対象敷地の一部改変に伴い、土地利用の履歴状況を把握することを目的

とする。

受注者は、次に掲げる業務を行う。調査の方法は、Ⅱ共通編第２章による。

(1) 土地利用の履歴等調査

(2) 土壌汚染対策法４条、市民の健康と安全を確保する環境に関する条例（名古屋市）及び

土砂等の埋立て等に関する条例（春日井市）に基づく届出書類の作成
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５ 準拠基準

受注者は、次の法令及び基準等に基づいて本業務を実施する。

(1) 土壌汚染対策法（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号）

(2) 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（平成 24 年 8 月改訂第 2

版）

(3) 市民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 25 年 4 月１日名古屋市環境保全

条例第 57 号）

６ 再委託

土木設計業務等請負契約書第８条第１項に定める第三者に委託し、又は請負わせては

ならない主体的な部分とは、総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術判断・設計

の中核となる図面作成・打合せ及び内容説明をいう。

   土木設計業務等請負契約書第８条第３項の規定により、業務の一部を第三者に委託し、又

は請負わせようとするときは、あらかじめ下請け設計範囲について、調査員との協議及び、

別紙「再委託承諾申請書」により届出を行い、承諾を受けなければならない。

なお、再委託承諾申請書には以下の内容を記載することとする。

  ・再委託の相手方

・再委託業務の内容

・再委託業務の契約予定額

・再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由

７ 打合せ

(1) 受注者は、共通編１－９の２に基づき、次の時点において調査職員と打合せを行う。

① 業務着手時（作業計画書提出時）

② 土地利用の履歴等調査結果取りまとめ時

③ 本業務成果品取りまとめ時

(2) 前項の打ち合わせのほか、地方公共団体の指導窓口等との協議の同行を 1 回見込む。

８ 調査職員

本業務における調査職員は、下記とする。

          住宅経営部 ストック技術チーム担当者

９ 業務実績情報の作成、登録

本業務の請負金額が 100 万円以上の場合、受注者(公益法人の場合は除く)は、受注時に

おいては契約後 10 日(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。以下、同じ。)以内に、登録内容

の変更時においては、変更があった日から 10 日以内に、完了時においては、完了後 10 日以

内に、業務実績情報システム(テクリス)により、「業務実績データ」を作成し、「登録のための確

認のお願い」により発注者の確認を受けた後、登録するとともに、「登録内容確認書」の写し
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を発注者に提出しなければならない。業務実績情報の作成、登録に要する費用は本業務に

含む。

なお、変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は変更時の提出を省略できる。

また、発注者の確認及び「登録内容確認書」の写しの提出は、事前に発注者の承諾を得

た場合は、テクリスによる自動メール送信によることができる。

10 業務成績評定

１件の請負金額が 200 万円を超える業務については、業務成績評定の対象業務とし業務

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。

11 成果品

受託者は、下記の成果品を提出する。とりまとめ方法はⅡ共通編、１－１１による。

(1) 報告書  ２部

(2) 行政機関提出資料

① 土地利用の履歴等調査届出書 正副２部

② 根拠資料（住宅地図、航空写真、過去の地図、公図(写)等） ２部

(3) その他監督員が指示するもの

12 個人情報の保護

本業務の契約にあたり、発注者と受注者は、別紙２「個人情報等の保護に関する特約条

項」を締結する。

13 その他

(1) 共通編１－６の１の定めにより、次の資料を受注者に貸与する。

①18-支-賃貸住宅における地歴調査（予備調査）に係る調査業務（H18.9）

(2) 上記４(1)の土地利用の履歴等調査のために取得が必要となる、土地および家屋の登記

事項証明書（謄抄本）の手数料（オンライン請求・窓口交付）を、本業務費に見込む。

Ⅱ 共通編

第１章 総則

１－１ 調査の種類

調査は、次の調査をいい、実施する調査の種類は特記編による。

(1) 土地利用の履歴等調査

１－２ 用語の定義

この仕様書（Ⅰ特記編を含む）における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 「発注者」とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。

(2) 「受注者」とは、土木設計業務等請負契約の受注者又は土木設計業務等請負契約

書（以下、「契約書」という。）の規定により定められた管理技術者をいう。
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(3) 「調査職員」とは、契約書第 10 条第１項に規定する者で、総括調査職員、主任調査

職員及び調査職員を総称していう。

(4) 「調査職員の指示」とは、調査職員が受注者に対して業務の施行上必要な事項を

書面によって示すことをいう。

(5) 「調査職員の承諾」とは、受注者が調査職員に対して書面で申し出た事項について、

調査職員が、書面をもって了解することをいう。

(6) 「調査職員と協議」とは、協議事項について、調査職員と受注者とが結論を得るため

に合意することをいい、その結果を書面に残すことをいう。

(7) 「調査職員の立会い」とは、業務の施行上必要な指示、承諾、検査、確認及び調整

を行うため、調査職員がその場に臨むことをいう。

(8) 「調査職員の確認」とは、施行の各段階で、受注者が確認した施行状況、試験結果

等について、調査職員が立会い又は受注者より提出された資料に基づき、設計図書

との適合を判断することをいう。

(9) 「調査職員へ提出」、「調査職員へ報告」とは、受注者が調査職員に対して業務に

係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(10) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

(11) 「設計図書」とは、この仕様書及び質問回答書をいう。

(12) 「書面」とは、発行年月日が記載され、記名押印された文書をいう。

(13) 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対して又は受注者が発注者若し

くは調査職員に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

１－３ 管理技術者

１ 受注者は、業務の着手に先立ち管理技術者を定め、契約書第 11 条第 1 項に基づき通

知しなければならない。

２ 管理技術者は、業務対象敷地における作業に常に立会い、進捗状況について日報又

は口答により逐次調査職員に報告する。

３ 業務の契履行期間中は、原則として管理技術者を変更してはならない。

１－４ 提出書類

１ 受注者は、別に定める様式により、契約締結後、関係書類を遅滞なく発注者に提出し

なければならない。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様

式を定め、提出するものとする。ただし、調査職員がその様式を指示した場合は、これに

従わなければならない。

１－５ 打合せ

１ 受注者は業務を適正かつ円滑に実施するため、調査職員と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、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。
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２ 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りとなる時点において、受注者と調査職

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 受注者は、設計図書に定めのない事項について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。

１－６ 資料等の貸与及び返却

１ 調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料等を受注者に貸与するもの

とする。

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに調査

職員に返還するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷させてはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復のうえ、調査職員が

指示した期日までに返却するものとする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはなら

ない。

１－７ 関係官公庁への手続き等

１ 受注者は、業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協

力しなければならない。また受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸

手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告

し協議するものとする。

１－８ 調査の実施

１ 実施する調査の種類、数量及び調査箇所は、特記編による。

２ 調査の各段階を終了する際には、事前に調査職員に報告し、これに引き続く調査の着

手について調査職員の承諾を得る。報告を要する段階については、あらかじめ調査職

員と打ち合わせ、上記１－３の作業計画書に定める。

１－９ 関係法令等の遵守

受注者は、本業務に関するすべての関係法令等を遵守し、業務の円滑な推進を図ると

ともに、関係法令等の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。

１－１０ 成果の帰属

業務の成果は、発注者に帰属し、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。

１－１１ 報告書

１ 報告書は、次に従い作成し、調査職員に提出する。提出部数は特記編による。

(1) 報告書の大きさは A 列 4 判を原則とし、チューブファイルに綴じこむ。
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(2) 表紙には、業務名、受注者名及び業務完了年月日を明記し、押印する。

(3) 報告書には、業務概要を記載するとともに、この仕様書の写しを添付する。なお、設

計図書の変更があった場合は、その内容及び理由を業務概要に付記する。

(4) 業務対象敷地の位置図は、5 万分の 1 又は、2 万 5 千分の 1 の地形図を用いる。

(5) 調査地点位置図には、調査地点（試料採取地点）、番号、標高(次章第４節の調査

に限る)、基準点、調査項目等を明記する。

(6) 次章に示す調査に係る成果は、以下のとおり調査ごとに該当資料を整理する。

１）土地利用の履歴等調査

①土地履歴調査概要

②土地履歴調査年表

③調査対象地位置図

④現在の土地利用状況及びその周辺の土地利用状況

⑤土地利用計画図

⑥公図（写）

⑦履歴等調査における根拠資料

⑧複製承認書及び複製使用承諾書

       2）土地改変届資料作成

         ①別途貸与する工事設計図を基に土地改変に伴う届出資料を作成する。

(7) 報告書には、調査結果に基づく総合考察を記載する。

(8) 業務に、関係法令等に基づく土壌汚染に係る行政機関への届出書等の作成が含

まれる場合は、当該届出書等一式の写しを、業務の他の成果物等と区分して報告書

に添付する。

(9) 報告書には、上記１－９の打合せ記録簿を添付する。

(10) 記録写真のネガフィルムまたは電子データは、原則として調査の種別毎に分類し、

記録写真の写真番号からの検索ができるように整理して、報告書に添付する。

(11) 報告書原稿の電子データは、CD-R に記録し、報告書に添付する。電子データの

形式は、原則として Word 又は Excel とし、これによれない場合は、PDF とする。ただし、

ＣＡＤソフトを用いて作成した図面は、当該データファイルも添付する。また、記録写

真のデータ形式は JPEG とする。

２ 報告書に用いる資料のうち、著作権者による承諾等が必要な資料については、十分に

留意し、受注者の責任において承諾等を得ること。

１－１２ グリーン購入法関連

業務の実施に当たり受注者が提出する書類及び報告書に使用する用紙は、環境省が

定める「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（グリーン購入法.net〔環境省＞総

合環境政策＞グリーン購入法＞基本方針〕からダウンロードすること）の「紙類」に係る「判

断の基準」を満たすものとする。

１－１３ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置



7

(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点

で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

その内容を記載した文書により発注者に報告すること。

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議を行うこと。

第２章 調査

第 1 節 土地利用の履歴等調査

２－１－１ 調査の目的

本調査は、調査対象地の汚染のおそれを把握するため、有効な情報を把握し、試料採

取等の対象とすべき特定有害物質の種類の特定及び調査対象地の土壌汚染のおそれの

区分の分類を行うことを目的とする。

２－１－２ 調査の方法

調査の方法は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第

２版）」（平成 24 年８月、環境省水・大気環境局土壌環境課、以下「土対法調査ガイドライ

ン」という。）第２章による。

２－１－３ 調査結果の整理

調査の結果は、平成 24 年８月 17 日付環水大土発第 120817003 号「土壌汚染状況調

査における地歴調査について」の別添「地歴調査チェックリスト」に沿って必要により整理

すること。

以 上
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尾上団地（団地Ａ）

位 置 図
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（団地Ｂ）

（団地Ｃ）
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（団地 D）


