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新清洲駅北地区平成２９年度権利者等調整等業務

仕 様 書

平成 ２９年４月

独立行政法人都市再生機構中部支社

都市再生業務部市街地整備第２チーム
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新清洲駅北地区平成２９年度権利者等調整等業務仕様書

【共通事項】

（適用範囲）

第１条 この仕様書は、新清洲駅北地区に関する次の業務を一体的に実施する権利者等調整等業務に適用す

る。

(1) 現場調整関連

①区画整理に関する事項

②補償に関する事項

③工事に関する事項

（仕様書等の適用）

第２条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するものとす

る。

（用語の定義）

第３条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）「監督員」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務請負者

を監督する者で、契約書第７条に定める者をいう。

（２）「現場代理人」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契約書

第８条に定める者をいう。

（３）「請負業務従事者」とは、請負業務に従事する技術者をいう。

（４）「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。

（５）「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。

（６）「確認」とは、業務の履行に当たり、現場代理人が、契約書第１２条一項に該当する事実を発見し

たときに、書面をもってその旨を監督員に通知し、調査を求めることをいう。

（７）「通知」とは、監督員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第１２条一項に該当する事実

を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて現場代理人に連絡することをいう。

（８）「指示」とは、前項（７）において、調査の結果、必要なとるべき措置を現場代理人に対して通知

することをいう。

（９）「承諾」とは、請負者側の発議により現場代理人が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。

（10）「協議」とは、書面により契約図書の内容について、監督員と現場代理人が対等の立場で合議する

ことをいう。

（11）「提出」とは、現場代理人が監督員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその他の資

料を説明し、差し出すことをいう。

（12）「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録し、

署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。

    ・業務内容の疑義           ・成果品の納品

     ・業務開始の連絡           ・貸与資料の提示

    ・業務完了（中間）の報告       ・様式の提示

    ・緊急連絡、事故報告         ・成果品の修正連絡                                                           

・業務内容の一部変更の通知
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  注：事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。

（13）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。

（14）「修正」とは、目的物（成果品）が、前項の検査に合格しないとき、請負者の責務において行うべ

き訂正、補足その他の措置をいう。

（15）「施工者」とは、本事業に係る工事の請負者等をいう。

（16）「設計者」とは、本事業に係る設計業務に係る請負者又は施工者のうち設計業務に携わる者をいう。

（疑義）

第４条 請負者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって監督員へ確認又は

協議を求め、監督員は、調査を行った結果を書面で現場代理人へ通知又は協議を行い、業務を実施するも

のとする。

（業務の履行期間）

第５条 本業務の履行期間は、平成29月4月1日から平成30年3月31日までとする。

（現場代理人及び管理技術者）

第６条 請負者は本業務すべてを統括し、円滑な業務執行を行う現場代理人を定めなければならない。  

また、第１条（1）から（4）に示す関連業務の成果について技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工

程調整等を行う管理技術者を定めなければならない。本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第８

条に示す業務計画書に明記し、監督員に提出しなければならない。「工事監督業務共通仕様書」に定める管

理技術者は、現場代理人に読み替えるものとする。

区  分 担 当 業 務

現場代理人
契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者で、契約書第8条に定め

る者。なお、下記の管理技術者より選任することを可とする

管理技術者

業務の履行に関し、技術上の照査、各業務間の調整及び工程管理を行い

関連業務の統括を実施する者。また、1回/1週の調整会議の開催及び業務

の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。

担当技術者

（請負業務従事者）

管理技術者の下で業務を担当する者。業務の進行状況を管理し、管理技

術者の指示の下で、業務を実施する。

（担当部署）

第７条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。

中部支社

担当部署 都市再生業務部 市街地整備第２チーム

実施内容 現場調整関連、移転補償関連、工事関連

   

（業務計画書）

第８条 現場代理人は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、監督員に提出し承諾を得

なければならない。

（１）業務概要

（２）実施工程表及び配員計画

（３）業務実施方針・方法

（４）品質確保の取組み方針・方法

（５）使用する主な図書及び基準

（６）業務実施体制計画
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（７）連絡体制（緊急時含む）

（８）その他、業務実施上の必要事項

（業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応）

第９条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、監督員又は機構職員に取り

次ぐ。

（守秘義務）

第１０条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲覧、

複写、譲渡してはならない。ただし、書面により監督員の承諾を得たときは、この限りではない。

（官公署その他との応対等の報告）

第１１条 官公署その他に対して応対等を行ったときは、遅滞なくその旨を監督員に書面をもって報告する

ものとする。

（機材等）

第１２条 特記なき限り、業務に使用する機材の搬入搬出にあたっては、監督員の立会い、確認を要するも

のとする。

（資料等の貸与及び返却）

第１３条 機構は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、請負者に貸与するものとする。

２ 請負者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく発注者に借用書を提出しな

ければならない。

３ 請負者は、貸与品を使用した後はただちに機構に返却するものとする。

４ 請負者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した

場合には、請負者の責任において修復するものとする。

５ 請負者は、本仕様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。

（業務連絡箱）

第１４条 機構は、業務連絡箱を設置するものとする。

２ 請負業務従事者への書類や郵便物等は、業務連絡箱に投函されるものとする。

（関係法令及び条例の遵守）

第１５条 請負者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。

（再委託）

第１６条 請負者は、次の各号に掲げる本業務の「主たる部分」を再委託することはできない。

  一 関連業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断

  二 解析業務等における手法の決定及び技術的判断

  三 権利者との対応（協議,説明）、自治体関係機関との協議

２ 請負者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、作図などの

簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

３ 請負者は、第 1項、第 2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第 4条第 2項に基づき、

発注者の承諾を得なければならない。

（業務進捗確認方法）

第１７条 業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と現場代理人は、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て協議を行い、その内容については、その都度現場代理人が記録簿に記録し、

相互に了解しなければならない。

（テクリス登録）

第１８条 請負者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は契約後10

日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測量調査設
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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、監督員の確認を受けた後に、

（財）日本建設情報総合センターに提出するとともに、（財）日本建設情報総合センター発行の「業務カル

テ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。

（検 査）

第１９条 業務が完了したときは、請負者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、監督員が立

ち会いのうえ検査を受けなければならない。

（成果品）

第２０条 成果品は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、監

督員に提出すものとする。

２ 成果品は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。

（業務の完了）

第２１条 完了した成果品を監督員に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了とす

る。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、請負者はその責任に

おいて補正を行わなければならない。

以 上
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【業務仕様書】

（ 総 則 ）

１．目  的

  本業務は、新清洲駅北地区における現場調整関連業務に関して地権者等調整等及び調整資料作成等他の

技術的業務を一体的に行うことで、事業の円滑な推進に資することを目的とする。

２．適  用

本仕様書は、「新清洲駅北地区平成 29年度権利者等調整等業務仕様書」【共通事項】第 1条に定める業

務毎の仕様書である。

３．業務処理に係る共通事項

１）事務所使用に関する事項

①請負者が、機構事務所等を使用する場合は、「事務所等（事務所、会議室、什器）の使用料に関する協

定」を締結するものとする。

②本業務履行のために、業務対象地区周辺に業務拠点等を設置する必要のある工事管理関連業務につい

ては、機構事務所等を使用する場合の別添「事務所等の使用料（単価）」により算定された事務所等（事

務所、会議室、什器）使用料相当分を直接費として見込むものとする。

２）業務実施上必要な備品等（事務所等以外の直接費等）

上記１）以外で、業務実施に必要となる直接的な経費（什器・備品等）は、請負者が準備するものとす

ること。なお、業務のために移動手段が必要な場合に限り、旅費交通費を計上できるものする。なお、旅

費交通費に替えて、業務用自動車（ライトバン 1500cc相当）を計上することもできる。

４．委託料基準

  本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。

業務区分 適用委託料基準

現場調整関連 機構支援業務（現場調整関連）委託料基準（案） H21.12

５．業務実施留意事項

１）実施に当たって

（１）業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものに

ついては、業務発生時期に貸与する。

（２）貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。ただ

し、監督員の許可を得たものは、持ち出しできるものとする。

（３）本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。

（４）機構が別に定める各様式（実施要領に定める基準等及び実施計画、甲の規程、通達及び本仕様書

で定める様式）については、請負者の応諾の範囲で変更できるものとする。

（５）本業務の実施にあたり、監督員への報告または成果品においてデータにより納品する場合、ファイ

ル形式は下記の通りとする。

種 別 ファイル形式

調書，記録簿，連絡文書，報告書，

集計（数値）データ等

Microsoft Word2010 以下

Microsoft Excel2010 以下

PDF ファイル Acrobat7.0 以下

画像ファイル JPEG 及び GIF、TIF 形式

図面 Auto CAD2007 以下
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６.業務別実施内容

１）－①．現場調整関連（区画整理編）

（１）準拠すべき仕様書、基準等

請負者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現場踏査を実施し

行うものとする。

基 準 等 発 行

土地区画整理事業を施行する場合の土地及び建物の権利調査に関する取扱い

について（平成 16年 7月 1日施行）
機構

土地区画整理事業に係る権利等の申告、届出等の事務取扱い要領について（平

成 21年 6月 1日施行）
機構

土地区画整理法第 76 条 2 項の規定による意見の提出について（平成 16 年 7
月 1日施行）

機構

独立行政法人都市再生機構情報公開規程（平成 16年 7月 1日施行） 機構

清須市個人情報保護条例（平成 17年７月条例第 11号） 清須市

清須市個人情報保護条例施行規則（平成 17年７月規則第 12号） 清須市

独立行政法人都市再生機構の保有する個人情報の開示請求等に対する開示決

定等に係る審査基準に関する達（平成 17年 4月 1日施行）
機構

土地区画整理事業における学識経験委員及び評価員の選任について（平成 16
年 7月 1日施行）

機構

土地区画整理審議会の運営及び評価員の会議等について（平成 16 年 7 月 1
日施行）

機構

土地区画整理審議会の委員の選挙に関する事務取扱い要領（平成 17 年 6 月

22日）
機構

土地区画整理における土地評価等に関する調査研究（その 2）報告書（昭和

60年 8月）
機構

基準地積の更正申出を受ける場合の事務取扱い要領について（平成 16年 7月

1日施行）
機構

土地区画整理の換地設計（平成 21年９月）
（社）全日本土地区画

整理士会

土地区画整理事業実務標準（改訂版）（平成 26年４月）
（社）街づくり区画整

理協会

国土交通省土地区画整理事業測量作業規程（平成 25年 1月） （社）街づくり区画整

理協会

測量作業規程及び測量作業共通仕様書（平成 26年 7月） 機構

設計照査の手引き（平成 19年 4月 1日） 機構

公共事業マニュアル＜区画整理補助編＞（平成 8年度版） 機構

区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領（平成 23年 4月 1日） 機構

情報公開事務処理手引（平成 18年 6月 9日） 機構

都市局所管補助事業実務必携＜国土交通省都市・地域整備局監修＞ 都市計画協会

土地区画整理必携＜国土交通省都市・地域整備局市街地整備課監修＞
（社）全国土地区画

整理士会



8

土地区画整理事業の手引き（事業計画編）
愛知県建設部

都市整備課

土地区画整理事業の手引き（組合運営編）
愛知県建設部

都市整備課

土地区画整理事業に関する積算資料
（財）愛知県都市整

備協会

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整理事業施行条例（平成 26年

12 月 22 日）
清須市

清須市土地区画整理審議会委員選挙管理規程（平成 27年 1 月 30 日） 清須市

清須市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

（平成 27年 7月 7日）
清須市

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整理審議会会議規則

（平成 27年 6月 26 日）
清須市

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整事業換地設計規則

（平成 27年 9月 24 日）

清須市

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整事業小宅地取扱要綱

（平成 27年 9月 24 日）

清須市

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整事業申出換地取扱要綱

（平成 27年 9月 24 日）

清須市

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整事業の基準地積の更正に関

する規則（平成 27年 1月 29日）

清須市

清須市名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整事業土地評価規則

（平成 28年 1月 28 日）

清須市

清須市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成 18年 3 月 29 日） 清須市

清須市土地区画整理事業仮換地指定要領(平成 28年 8月 19 日) 清須市

（２）権利者等対応及び資料作成等業務

①事業進捗基礎資料作成

・所定の様式に従い、事業進捗に関連する基礎資料を作成する。（4 回）

【実施時期】・6 月、9 月、12月、2 月

②区画整理に関する地元説明会の資料作成

・区画整理に関する地元説明会の開催がある際に、機構が貸与する資料を基に説明会資料を作成

する。また、説明会を聴取の上、会議録（様式：（別途指示様式））を作成する。（１回）

【実施時期】・10 月

③問合せ、手続き等対応及び権利者の個別説明

・区画整理事業に関すること、またはその他のことについて事務所来所者等の問合せ、手続き等

が発生した際、対応を行い、苦情等特に報告を要する場合その内容を記録し、報告書（様式：（事

務所所定様式））を作成する。

・地権者への換地に関する説明がある際に、機構が貸与する資料を基に説明資料を作成し、機構

の確認を得てから個別説明を行い、対応記録（様式：（別途指示様式））を作成する。
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・特に難航が想定される個別案件（地権者、利害関係者）が発生した際、当該案件の解決に向け、

機構が貸与する資料を基に問題点の把握と処理方針の提案資料を作成する。

【実施時期】・問合せ（発生時）・地権者説明（通年：1 回／月）

・難航地権者等対応（２回）

④地権者広報の作成

・事業進捗状況、今後の事業予定について、機構が貸与する資料を基に広報資料を作成し、発送

に必要となる宛名シールの作成と発送簿の作成を行う。（3 回、130 件/回）

【実施時期】・6 月、10 月、2月

⑤関係機関の資料作成

・関係機関との会議開催が決定した際、機構が貸与する資料を基に、会議資料を作成する。また

会議を聴取し会議録（様式：別途指示）を作成する。

【実施時期】・発生時（４月～３月）

⑥土地区画整理法第７６条申請に基づく許可申請対応

・土地区画整理法第７６条申請が発生した際、申請の対応をし、清須市の定める申請要領に基づ

き申請図書の内容確認を行い、申請の受付記録を記載し、意見書作成に係る資料を作成する。

また必要に応じて立会を行う。受け付けた申請図書に対し、清須市が定める申請要領に基づき

作成した必要書類を交付するとともに、交付記録を記載のうえ受付順にファイリングする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

⑦各種証明書等発行資料作成業務

・必要に応じて、仮換地証明書、該当敷地番証明書、及び地区内証明書に関する交付依頼が発生

した際は、所定様式に従い依頼に対応し、受付簿を作成し機構が貸与する区画整理関連資料と

申請書記載事項を確認の上、申請受付後 7 日以内に交付依頼のあった証明書を作成する。また

交付の際には交付記録簿を翌日までに作成し、受付簿にファイリングする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

（３）審議会・評価員会議運営に関する業務

①審議会・評価員会議の対応

・審議会、評価員会開催が決定した際、機構の定める所定の様式に従い、開催通知書と会議資料

を作成する。会議開催当日は議事運営シナリオを元に会議運営を補助する。また、会議を聴取

し会議録（様式：別途指示）を作成する。

【実施時期】・審議会（5 月、9 月、2月）   ・評価員会議（6 月、12 月）

②審議会委員選挙に関する資料作成

・審議会委員選挙の際に、機構から貸与する関連資料（権利調査に伴う資料等）を基に、機構の

定める要領（土地区画整理審議会の委員の選挙に関する事務取扱い要領：Ｈ17.6.22）に基づき、

選挙実施計画スケジュール資料及び地権者への周知資料ならびに選挙人名簿を作成する。選挙

人名簿縦覧及び選挙期日までの選挙に係る対応、選挙に関する公報掲載文案の作成を行う。（１

回）

・選挙実施計画スケジュールにより審議会選挙に係る地権者周知資料の発送に伴う宛名シール作

成と発送簿の作成を行う。

・選挙投票実施日において選挙運営を補助し、開票後は選挙録を作成する。

【実施時期】発生時

（４）権利等の申告、届出等への対応に関する業務

①区画整理事業に関する届出等対応
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・区画整理事業に関し、代表者選任通知及び所有権以外の権利で登記されていないものの申告

が発生した際、対応を行ない、機構の定める所定の様式に従い、記載内容を確認し不備がある

場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、受付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

②住所変更届出等対応

・地権者からの住所、氏名、連絡先等の変更届出等が発生した際、対応を行ない、機構の定める

所定の様式に従い、記載内容を確認し、不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、

受付記録を記載のうえ受付順にファイリングする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

③権利変動及び権利形態変更に伴う申告等対応

・権利変動及び権利形態変更に伴う申告並びに届出が発生した際、機構の定める受付要領に基づ

き対応し、内容確認を行ない、不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、申請受付

日に受付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

④権利変動及び権利形態変更に伴う登記簿等の確認調査及び資料作成

・権利変動及び権利形態変更に伴う申告並びに届出が発生した際、機構から貸与する区画整理関

連資料（当該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報）と当該申告等に関連する登記

簿、及び戸籍の調査（確認）を必要な関係機関等へ問い合わせ及び閲覧等により行い、権利調

書を作成又は更新する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

（５）調査・設計、測量業務の発注管理に関する業務

①調査・設計、測量業務発注に関する資料作成

・調査・設計、測量業務の発注が決定した際、貸与資料を基に数量を算出し、同業務に係る発注

準備資料（数量表、図面）を作成する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

②発注業務の確認資料作成

・業務発注が発注された際に、受注業者から提出される資料において、次の確認事項の整合性を

確認し整合しない場合はその旨を調書にまとめる。調書にまとめた不整合事項については、受

注業者に連絡し整合を図る。

【実施時期】発生時（４月～３月）

③地区界等立会

ｲ 現場調査

・地区界杭、土地境界杭、公共用地境界杭の立会いが発生した際は、機構からの貸与資料を

基に立会い予定日の３日前までに現場調査（確認）を行い、報告書（様式：別途指示様式）

を作成し、監督員に提出する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

ﾛ 立会、引継の時間割作成

・上記 ｲの業務に係る立会いが行われる場合は、関係地権者及び公共用地管理者と日程調整

を行い立会いに係る時間割を作成し、立会い日の前日までに監督員に提出する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

ﾊ 境界等の立会、杭の確認及び立会確認書の整理

・上記 ﾛの業務によって作成した時間割に基づき機構職員に同行しての立会いにより、立会

確認書（様式：別途指示様式）を取得するとともに、立会記録簿（様式：別途指示様式）
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を作成し、立会い日の翌日までに提出する。また、立会確認書及び立会記録簿を日付順に

ファイリングする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

（６）補助金等に関する業務

①補助金・交付金に係る資料作成

・機構が貸与する資料を基に、「補助事業実務必携」、「土地区画整理事業の手引き（愛知県）」を

踏まえ、機構の定める作成要領に基づき、資料を作成する。

・補助金等の検査の際、指摘事項について記録簿を作成する。

【実施時期】交付申請：4 月・概算要望：6 月・確定要望：10月・完了報告：3月

（７）仮換地指定関連業務

①仮換地変更指定に伴う通知書等の発送等業務

仮換地変更指定内容の整理及び発送

・仮換地変更指定に伴う通知書等について、発送前に権利者毎の通知図書等の確認を行い、確認

後監督員に報告する。

・通知書等を発送簿により発送を行った場合は、返送された配達証明を発送簿順にファイリング

ずる。

【実施時期】発生時（４月～３月）

（８）業務工程

    上記業務の実施工程について、別紙「現場調整関連工程表」に示す。

（９）成果品

本業務の成果品については、１）－④現場調整関連（成果品）・区画整理編のとおりとする。



12

１）－②，現場調整関連（補償編）

（１）準拠すべき仕様書、基準等

請負者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現地踏査を実施し

行うものとする。

基 準 等 発 行

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償の基準を定める規程 機 構

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償の基準細則 機 構

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償実施細目 機 構

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償調査・算定要領 機 構

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償業務処理要領 機 構

土地区画整理事業に係る補償業務積算要領 機 構

損失補償実務必携 機 構

新清洲駅北地区補償年度実施計画 機 構

中部地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書 中部地区用対

用地調査及び物件調査委託関係仕様書 愛知県

用地調査及び物件調査委託業務積算基準 愛知県

清須市公共事業の施行に伴う損失補償基準（平成 17年 7月 7日） 清須市

清須市情報公開条例（平成 17年 7月 7日） 清須市

清須市情報公開条例施行規則（平成 17年 7月 7日） 清須市

清須市土地区画整理事業の施行に伴う損失補償基準（平成 28年 9月 30日） 清須市

新清洲駅北土地区画整理事業の使用収益停止に伴う損失補償金算定実要領

（平成 28年 月 日）
清須市

（２）補償調整関連業務

①補償物件等の権利関係確認業務

○補償対象物件に係る土地、建築物、工作物の権利関係を地区内土地及び建物の登記簿謄本、地

区内事業者の法人登記簿謄本等で確認し、補償物件基礎資料を作成する。

○物件の移転（存置整備を含む。以下同じ。）、土地使用の実施に当たり、補償対象物件として把

握している土地、建築物、工作物の現況の権利関係を地区内土地及び建物の登記簿、地区内事

業者の法人登記簿（相続、売買等が発生した場合の権利変動に関する調書を含む）で確認し、

移転等対象物件に係る権利変動の有無について整理して報告する。

○土地使用（使用料支払い）等に当たって必要となる地区内土地の権利者の変動について、土地

の相続、売買等が発生した場合の権利変動に関する登記権利関係の調書を確認し、権利変動の

有無について整理して報告する。また、下記実施時期以外にも権利者訪問等を通じて変動の有

無の把握を行い、権利変動が認められた場合には速やかに監督員に報告を行う。

【実施時期】

・補償物件基礎資料：発生時（４月～３月）

・権利変動：発生時（４月～３月）

②補償金算定等に係る業務

◯補償算定調査について、補償基準及び用対単価との整合性を検証する。

◯補償算定調査の年度に係る適合性を図り、必要に応じて適正な再算定書を作成する。
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◯簡易な物件等については、調査・算定を行う。

○仮住まいに関する基礎資料として、事業施行地区の周辺賃貸事例や賃料を調査し、空き家住宅

情報や、リース仮設住宅の資料を収集し、「周辺賃貸事例、賃料リース物件資料（平成○年○

月現在）」として賃貸料、リース料順にファイリングして整理のうえ報告するものとする。

【実施時期】

    ・補償金算定基礎資料：４月～３月

    ・仮住まい関連基礎資料：４月～３月

③補償基準に関する資料の収集及び整理業務

○補償金算定に当って必要及び参考となる他の起業者及び地方公共団体などの補償基準・細則、

算定要領を収集し、貸与する中部地区用対連の単価表と共に整理する。

○補償金算定に当って他の起業者等の補償基準等を採用する必要があると認められる場合、その

根拠（機構の定める補償基準・細則、算定要領等に拠らない理由等）について整理する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

④補償に係る補助金等導入に関する資料作成業務

○①の計画に基づき補償費が発生する案件に対して補助金等導入の可能性を検討し、概算要望、

確定要望、交付申請、完了報告の際に、補助金等導入に係る資料として、対象一覧表、対象箇

所図を作成する。

【対象数量】

・概算要望：6 月、6 件（検討件数；次年度物件移転計画件数）

・確定要望：10 月、6 件（検討件数；次年度物件移転計画件数）

・交付申請：4 月、10 件（検討件数；次年度物件移転計画件数）

・完了報告：3 月、19 件（前年度及び当年度補助分）

（３）補償推進関連業務

①物件の移転、土地使用に係る権利者との調整等業務

○移転補償対象の一部に関して、権利者、利害関係者に物件の移転の必要性並びに移転補償金等

に関して説明をし、当該補償内容等について理解を得る。

○土地使用対象に関して、権利者に土地使用の必要性並びに使用料の説明をし、当該補償内容等

について理解を得る。

○補償内容等に係る説明に当たり機構から当該案件に係る情報（物件及び権利関係の概要、移転

等の方法・工法・スケジュール、移転先（換地）の計画、工事展開、これまでの補償内容等の

説明に係る経緯等)に関する資料の貸与を行うので、これらを踏まえ対応方針を整理・報告し、

監督員の確認を得た後に補償内容等に係る説明を行う。

○権利者から上記の補償内容等に係る理解が得られるものと判断したときは、当該権利者等に当

該内容等で清須市と補償契約を締結する意思の有無を確認し、清須市と補償契約を締結する旨

の意思が確認できた権利者等については、監督員が指定する様式により速やかに契約書及び請

求書等の契約関係書類の案を作成し、監督員へ提出し、監督員の確認を得る。

○上記に係る対応経過、結果については（様式：別途指示様式）に記録のうえ監督員に提出する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

【対象数量】

移転補償等：7 件

土地使用料：3 件

○清須市と権利者との調整の過程その他で権利者、利害関係者への補償に関する対応の必要が生
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じた時は、機構から貸与する当該権利者等からの要望等及び当該地権者等に係る情報(物件及

び権利関係の概要、移転等の方法・工法・スケジュール、移転先（換地）の計画、工事展開、

これまでの補償内容等の説明に係る経緯等)に関する資料を整理のうえ対応方針案を作成し、

監督員の確認を得た上で権利者等への対応を行う。

対応経過、結果については（様式：別途指示様式）に記録・提出する。

また、特に難航が想定される個別案件（補償物件、権利者、利害関係者）が生じた時は、上

記貸与資料を基に問題点を整理のうえ、当該案件に係る処理方針の策定に資する資料を作成す

る。

○補償に関する案件で権利者、利害関係者から問合せ、要望等及び苦情が申し出られたときは、

相手方の氏名、住所、連絡先を確認のうえ、要望等及び苦情の内容を（様式：別途指示様式）

に記録し、監督員へ報告する。

権利者等から権利の変動、住所、氏名等の変更が申し出られたときは、これを（様式：別途

指示様式）に記録し、監督員へ速やかに報告する。

権利者等から補償に係る資料に関する開示請求が生じた時は、清須市情報公開条例及び損失

補償実務必携〔Ⅰ〕第 10 章を参照のうえ開示請求者の要求を整理し、開示対象となる文書等

の整理、一覧表の作成を行う。

対応に当たり監督員に確認を要する場合は、確認書を使用し対応方法を確認するが、相手方

へすぐに回答が必要等、緊急な対応を要する場合は、文書による連絡に限らないものとする。

【実施時期】発生時（４月～３月）

【対象数量】

・移転補償等：2件

・土地使用：1 件

②契約締結後の物件移転促進業務

○補償契約を締結した物件について、移転期限完了までの間、補償対象者に対し契約書に記載さ

れた期限内において随時現地の状況を確認し補償対象者に移転完了を促す。対応経過、結果に

ついては（様式：別途指示様式）に記録のうえ監督員に提出する。

○移転期限内の現地の状況確認に当たり、移転期限内での移転が履行されない恐れが生じている

と認められる場合は、当該補償対象者に状況を確認のうえ、確認内容（現況写真を添付）を監

督員に報告する。

その後、引き続き当該権利者に移転期限内での移転履行を促すとともに、監督員に補償業務処

理要領第１６条第５項但書又は第６項に定める措置のいずれに拠るかを確認のうえ、当該補償

対象者に対する契約履行の要請等に係る資料（移転等促進依頼書案又は移転等催告書案若しく

は変更契約案）を作成する。

○補償対象者からの連絡を受け移転完了の現地確認を行った場合は、現況写真を添付のうえ監督

員に報告する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

【対象数量】

10 件

③各種証明書等発行資料作成業務

○譲渡所得等に係る課税の特例適用に係る税務当局との事前協議又は事前協議の変更協議の必

要が生じた時は、当該協議に係る資料を作成する。

○補償契約又は土地使用契約及び補償金又は土地使用料支払いに関する証明書等の権利者又は

税務署への交付及び提出が必要となった場合、又は、権利者より補償物件・補償金に関する証
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明書等の交付申請があった場合は、損失補償実務必携〔Ⅰ〕第８章を参照のうえ②での成果品

を確認した後に発行が必要な証明書等の案を作成し、監督員へ提出する。

【作成する資料】

・譲渡所得等に係る課税の特例適用に係る税務当局との事前協議又は事前協議の変更に係る説

明書（案）及び関係資料（案）

・公共事業用資産の買取り等の申出証明書（案）及び公共事業用資産の買取り等の証明書（案）

・不動産等の譲受けの対価の支払調書（案）、不動産の使用料等の支払調書（案）及び法定調書

合計表（案）

【実施時期】発生時（４月～３月）

  【対象数量】

・申出証明書：10 件

・買取証明書：2 件

・支払調書（対価）：10 件

・支払調書（使用料等）：2 件

④（３）の業務を行うに当たり生じる権利者等への説明等（①～④の業務において対応するものを

除く）に係る資料作成等業務

○個人への説明又は地元への説明会を開催する場合は、貸与資料（土地利用計画図、工事展開に

係る図面）を基に、損失補償実務必携〔Ⅰ〕第 11 章を参照のうえ事業の概要、スケジュール、

土地使用、物件の移転を必要とする工事の目的、内容、補償の概要（物件の移転等の流れ・内

容、補償金の構成、予想される移転時期等）を記載した説明用資料を作成し、また、説明実施

時にこれを聴取のうえ、内容を（様式：別途指示様式）に記録し、監督員に提出する。

他の起業者並びに地方公共団体等関係機関との会議（調整）を行う場合は、貸与資料（当該

機関の概要、土地利用計画図、工事展開に係る図面）を基に、損失補償実務必携〔Ⅰ〕第 11

章を参照のうえ物件の移転等の実施に当たっての調整事項、補償に係る計画や要領等の適用に

係る調整事項及び対応策などを記載した会議（調整）に係る資料を作成し、また、関係機関と

の会議（調整）時にこれを聴取のうえ、内容を（様式：別途指示様式）に記録し、監督員に提

出する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

【対象数量】

権利者への説明：10件

関係機関との会議（調整）：10 件

（４）補償管理関連業務

①調査算定業務発注に係る基礎資料作成

○物件の移転・土地使用に係る所在地図、工事計画図を収集し、移転補償物件・土地使用に係る

基礎資料として発注に係る数量表（案）を作成する。

○発注に係る数量表（案）の作成に当たり、移転補償物件・土地使用：移転又は土地使用時期を

確認のうえ、調査・算定の着手が必要なエリア（範囲）及び補償物件の数量、着手必要時期

を整理のうえ、移転補償物件・土地使用：土地区画整理事業の施行に伴う補償業務積算要領

に準拠して作成する。

【実施時期】発生時（４月～３月）

【対象数量】

10 件（10 権利者）
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（５）業務工程

    上記（１）から（４）の業務実施工程について、別紙「現場調整関連工程表」に示す。

（６）成果品

   本業務の成果品については、１）－④現場調整関連（成果品）・補償編一覧表のとおりとする。
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１）－③ 現場調整関連（工事編）

（１）事業費執行管理に係る資料作成

    監督員から示す事業費執行に係る資料に基づき、資料を作成する。

    工事実施計画資料作成における実施概要

種別 実施時期 備考

平成 29年度当初予算 ４月 平成 29年度当初予算の資料作成

平成 30年度実施計画 10月 次年度実施計画策定に資する資料作成

平成 29年度執行管理 4月～3月 毎月の事業費の執行管理

（２）業務発注に係る資料作成

工事実施計画に基づき機構が発注する下記業務について、以下の資料作成を行う。なお、

業務とは、「土木・造園工事に係る基本・実施設計及び土質調査」をいう。下記に対象業務一

覧を示す。

対象業務一覧

番

号

業務名
種別

実施

内容

実施

時期

備考

関係機関との協議（相手先：時期）

等業務概要

１
（仮称）29-11 街区他実

施設計業務

土木

実施

設計

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

5 月～

8 月

①対象業務に係る既存資料の検索と資料作成

・上記「対象業務一覧」における業務の実施にあたり、業務ごとに必要な既存資料について、

その資料の有無、資料名、検討概要、検討結果に関して整理する。

   ②現地踏査

・上記「対象業務一覧」の業務について、①で作成した資料を基に現地踏査を実施し、現況を

把握するとともに、現地条件が検討事項と適合しているか確認する。

     イ．現況図と現地の状況の整合

     ロ．供給処理施設の有無、及び位置の確認

     ハ．電柱の支線、支柱、隣接地からの越境物の確認

     ニ．周辺道路の車道幅員、歩道幅員、車両乗り入れ部の有無の確認

   ③土木・造園工事の基本設計に係る資料の確認

    ・設計条件及び施工条件に関する基礎資料を確認する。

【既存資料の種類】
・確定図            ・現況図            
・完成図            ・機構発行の技術基準類
・区画整理設計図          ・各地方自治体の技術基準（下水,道路,水道等）
・土地利用計画図        ・既往業務・工事に関する報告書 ・土質調査データ
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    ・関係機関協議資料の作成及び協議実施

     基本・実施設計で必要となる技術基準・仕様について、地方自治体等関係機関へ確認事項が

生じた場合、確認する事項を整理したうえで各関係機関へ確認する。確認結果については記

録（書面）し、監督員へ提出する。

・供給処理施設の設置箇所等について確認する。

   ④監督員から示す特記仕様書標準様式に基づき、業務目的、業務内容、業務数量、業務位置図、

準拠する基準類及び設計条件や特記事項について整理し、特記仕様書案を作成する。なお、実

施にあたっては、（２）①に関するファイルも参照すること。

⑤発注予定の業務について、概算金額と実施計画書の発注予定額の整合を確認すること。

⑥発注した業務の契約が締結された後、監督員より提供される契約締結結果等の関連資料に基

づき、発注予定額と契約金額の整合を確認のうえ、実績データを整理すること。その際に明ら

かな差異が認められる場合は、当年度の予算執行が可能となるよう検証すること。

⑦設計・積算管理に係る資料作成

・設計に関する照査

工事発注に係る実施設計（上記、対象業務一覧「対応する設計業務」参照）の成果品を対

象に、設計方針、設計条件及び技術基準・指針及び自治体基準等の適用基準や条件の設定根

拠等について照査を行い、設計条件を確認する。

    ・数量算出及び図面作成内容の照査

（３）業務の契約変更及び完了に係る資料作成

     業務の契約変更に係る以下の資料作成を行う。なお、対象となる業務を「契約変更対象業務

一覧」に示す。

   ①業務等の契約変更に係る業務

    ・監督員より提供される資料に基づき、変更業務数量の確認を行う。

    ・監督員から示す特記仕様書標準案に基づき、変更業務数量、変更業務位置図、準拠する基準

類について整理し、変更特記仕様書案を作成する。

・変更契約が締結された後、監督員より提供される契約締結結果等の関連資料に基づき、実績

管理データ（書面）を作成し報告する。

契約変更対象業務一覧

番号 契約変更時期 業務実施時期 前節（2）対象業務 備考

１ 1月 12 月 番号１
（仮称）29-11街区他実施設

計業務

②業務の完了時期の確認

   履行中の業務等（（２）「対象業務一覧」参照）について、進捗状況を確認し、現工期内を変

更する事由が生じた場合、（書面）により監督員へ報告する。

③業務検査日程の確認

   履行中の業務等（（２）「対象業務一覧」参照）について、工期満了後速やかに検査を受けら

れるように業務請負者と検査日程の確認を行い、監督員より通知される検査担当者との日程

調整を実施し、その結果を監督員へ報告する。

④完了書類（完成届,請求書,納品書,引渡書）の受領

     業務請負者より提出される完了書類を受領し、内容に不備がないか確認し、業務及び工事件
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名毎に作成したファイルに保管する。確認の結果を監督員へ報告する。

（４）管理者協議に係る資料作成

     管理者協議とは、事業地区において機構又は企業者によって整備する公共施設、供給処理施

設に係る整備水準、整備箇所・範囲、工事工程について協議することをいう。

   ①道路、公園、下水道に係る管理者協議資料作成

機構により施行する道路、公園、下水等の公共施設について、整備後に移管する地方自治体

等関係機関との設計協議に係る以下の資料を作成する。協議が必要となる工事について（２）

「対象業務一覧」に示す。

    ・工事実施計画で作成する工事箇所図を基に、公共施設及び供給処理施設の路線延長、面積、

整備内容について整理する。

    ・整備する公共施設及び供給処理施設について、準拠した法律、技術基準・指針について整理

し、管理者協議資料案を作成する。

    ・上記で作成した管理者協議資料案に基づき、管理者との事前協議を実施し了解を得る。

   ②水道、ガス、電気等に係る企業者協議資料作成

      企業者協議とは、機構が整備する宅地、道路,公園等の公共施設に、各企業者により整備・

供給する水道、ガス、電気等の各施設について協議を実施することをいう。企業者との協議

が必要となる資料を作成する。

    ・工事実施計画で作成する工事箇所図を基に、供給処理施設の整備範囲・整備延長等を整理し、

施工箇所図、路線図を作成する。

    ・上記で作成した施工延長、施工路線図に基づき、概算事業費を算出する。概算事業費は過年

度の実績資料に基づき作成する。

    ・各企業者と現地立会いが生じた場合、確認事項を整理し監督員に確認の上現地立会いを行う。

なお、現地立会い結果については（書面）により報告する。

（５）業務工程

      上記業務の実施工程について、別紙「現場調整関連工程表」に示す。

（６）成果品

  本業務の成果品については、１）－④現場調整関連（成果品）・工事編のとおりとする。
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１）－④．現場調整関連（成果品）

・区画整理編 一覧表

業務区分 業務の内容 納入時期 成果品 納入方法

（２）権利者等対応

及び資料作成業務

①事業進捗基礎資料

作成
発生後 14日以内

仮換地指定及び使用

収益開始状況基礎資

料図

現況建築状況基礎資

料図

公共施設移管状況基

礎資料図

調書

図面

電子データ

②区画整理に関する

地元説明会の資料作

成

開催日 14日前

説明会会議資料（お

知らせ文、図面等）

調書

図面

電子データ

説明日後 3日以内
会議録 調書

電子データ

③問合せ、手続き等

対応及び権利者の個

別説明

対応当日
報告書 調書

電子データ

説明日 14日前

説明資料

提案資料

調書

図面

電子データ

説明日後 3日以内
対応記録 調書

電子データ

④地権者広報の作成
発送日 14日前

広報資料

発送簿

宛名シール

調書

電子データ

⑤関係機関の資料作

成等

会議開催 14日前

会議資料 調書

図面

電子データ

開催日後 3日以内

会議録 調書

電子データ

⑥土地区画整理法第

７６条申請に基づく

許可申請対応

受付日後 6日以内

受付簿

意見書作成に係る資

料

交付簿

調書

図面

電子データ

⑦各種証明書等発行

資料作成業務
受付日後 7日以内

受付簿

交付簿

調書

図面

電子データ

（３）審議会・評価

員会議運営に関する

業務 ①審議会・評価員会

議の対応

開催日 14日前

開催通知書

会議資料

調書

図面

電子データ

開催日後 3日以内
会議録 調書

電子データ

②審議会委員選挙に

関する資料作成
選挙日の 14日前

実施計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ

周知資料

選挙人名簿

官報掲載文

宛名シール

発送簿

調書

電子データ
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選挙日後 6日以内

選挙録 調書

電子データ

（４）権利等の申告、

届出等への対応に関

する業務

①区画整理事業に関

する届出等対応
受付日

申告書

届出書

通知書

受付簿

調書

②住所変更届出等対

応
受付日

③権利変動及び権利

形態変更に伴う申告

等対応

受付日

受付簿

申告書（届出書）

調書

④権利変動及び権利

形態変更に伴う登記

簿等の確認調査及び

資料作成

申請後 14日以内

権利調書（更新済み） 調書

（５）調査・設計、

測量業務の発注管理

に関する業務

①調査・設計、測量

業務発注に関する資

料作成

発注日 14日前

発注準備資料 調書

図面

電子データ

②発注業務の確認資

料作成
業務発注後 6日以内

調査報告書 調書

③地区界等立会

イ現場調査 立会日 14日前

現場調査報告書（写

真含む）

調書

図面

ロ立会、引継の時間

割作成
立会日 14日前

立会時間割表 調書

ハ境界等の立会、杭

の確認及び立会確認

書の整理

立会後 6日以内

立会確認書

立会記録簿（写真含

む）

調書

図面

電子データ

（６）補助金等に関

する業務
①補助金・交付金に

係る資料作成

各要望日等の14日前

概算・確定要望調書

交付申請図書

完了実績報告書

調書

図面

電子データ

検査日後 6日以内
記録簿 調書

（７）仮換地指定関

連業務

①仮換地変更指定の

伴う通知書等の発送

等業務

指定通知発送日の 10

日前

仮換地変更指定通知

書

通知に係る関係書類

発送簿

調書

配達証明受取日 配達証明書綴り 調書
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補償編 一覧表

業務区分 業務の内容 成果品 納入時期 納入方法

（２）
補償関連業
務

① 補 償
物 件 等
の 権 利
関 係 確
認業務

補 償 物 件
基 礎 資 料
作成

調書（補償物件基礎資料） 作成後速やかに
調書、
電子データ

移 転 等 対
象 物 件 権
利 変 動 確
認

調書（移転等対象物件権利変
動）

確認後速やかに

調書、
電子データ

土 地 使 用
権 利 変 動
確認

調書（土地使用権利変動） 確認後速やかに

② 補 償
金 算 定
等 に 係
る 基 礎
資 料 作
成業務

補 償 金 算
定 基 礎 資
料 作 成 業
務

調書（仮住居費単価案／地目
別土地使用料単価案）

作成後速やかに
調書、
電子データ

仮 住 ま い
に 関 す る
基 礎 資 料
整理業務

調書（周辺賃貸事例、賃料リ
ース物件資料に係るファイ
ル）

整理後速やかに
調書、
電子データ

③補償基準に関する
資料の収集及び整理
業務

調書（他起業者等補償基準等
ファイル／他起業者等基準
等採用根拠整理）

収集又は整理後
速やかに

調書、
電子データ

④補償に係る補助金
等導入に関する資料
作成業務

調書（概算要望関連）

各要望日３日前
まで

調書、図面
電子データ

調書（確定要望関連）

調書（交付申請関連）

調書（完了実績報告関連）

（３)補償
推 進 関 連
業務

①物件
の移転
土地使
用に係
る機構
と権利
者との
調整等
業務

補償内容説
明、補償契
約締結の意
思の確認

調書（対応方針案、説明内容案） 作成後速やかに

調書
電子データ

調書（契約書ほか関係書類の
案）

作成後速やかに

調書（議事録〔又は記録簿〕）
補償説明後速や
かに

権利者等と
の対応

調書（対応方針案） 対応日前日まで

調書、
電子データ

調書（議事録〔又は記録簿〕） 対応後速やかに

調書（難航案件処理方針案）
個別の難航案件
発生後速やかに

問 い 合 わ
せ、要望等
及び苦情へ
の対応等

調書（議事録〔又は記録簿〕） 対応後速やかに
調書、
電子データ

調書（住所変更等の申出に係る
記録簿）

住所変更等の申出

記録後速やかに

調書（情報開示請求対象）
情報公開請求受
付後速やかに
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業務区分 業務の内容 成果品 納入時期 納入方法

（３)補償
推 進 関 連
業務

②契約締結後の物件
移転促進業務

調書（移転進捗状況確認報告）
移転期限内での
状況確認のつど
速やかに

調書
電子データ

調書（移転完了確認報告）
完了確認後速や
かに

調書
電子データ
写真

調書（期限内履行不能状況確認
報告）

移転期限内での
履行不能が認め
られると確認後
速やかに

調書
電子データ
写真

調書（契約履行要請関連）
監督員に確認後
速やかに

調書
電子データ

③各種証明書等発行
資料作成等業務

調書(税務に係る事前協議文書
の案、証明書の案及び法定調書
の案／その他の証明書の案)

作成後速やかに
調書、
電子データ

④（３）
の業務を
行うに当
たり生じ
る権利者
等への説
明等に係
る資料作
成等業務

個人又は
地元への
説明

調書（説明用資料） 対応日前日まで

調書
電子データ

調書（議事録〔又は記録簿〕） 対応後速やかに

関係機関
との会議
（調整）

調書（会議（調整）資料） 対応日前日まで

調書（議事録〔又は記録簿〕） 対応後速やかに

業務区分 業務の内容 成果品 納入時期 納入方法

（４）補償
管理関連
業務

①調査算定業務発注
に係る基礎資料作成
業務

調書（発注に係る基礎資料） 作成後速やかに
調書、
電子データ
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・工事編 一覧表
（１）事業費執行管理に係る資料作成

業務の内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法

①工事費執行管理に係る

資料作成

「対象業務一覧」

参照
７日以内 報告書

データ

ファイル

（２）業務発注に係る資料作成

業務の内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法

①対象業務に係る既存資料の
検索と資料作成

「対象業務一覧」参照 ７日以内 既存資料
データ
ファイル

②現地踏査 「対象業務一覧」参照
現地踏査後 3
日以内

現地踏査結果
データ
ファイル

③土木・造園工事の基本・実
施設計に係る資料作成

「対象業務一覧」参照 ７日以内 設計関係資料
データ
ファイル

④業務発注に係る資料作成 「対象業務一覧」参照
契約審査会２
週間前

特記仕様書案
業務箇所図
実績データ

データ
ファイル

⑤業務・工事実績に係る資料
作成

「対象業務一覧」参照
契約後２週間
以内

実績データ
データ
ファイル

⑥設計・積算管理に係る資料
作成

「対象業務一覧」参照
H29 年 5月～
H30 年 2月

図面
数量計算書

データ
ファイル

（３）業務等の契約変更及び完了に係る資料作成

業務の内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法

①業務の契約変更に係る業務
「契約変更対象業務
一覧」参照

契約変更２週
間前

変更特記仕様書
案
実績データ

データ
ファイル

②業務の完了時期の確認 「対象業務一覧」参照
工期末２ヶ月
前

完了時期一覧表
データ
ファイル

③業務検査日程の確認 「対象業務一覧」参照
工期末１ヶ月
前

検査日程一覧表
データ
ファイル

④完了書類の受領 「対象業務一覧」参照 工期末 完了書類
データ
ファイル

（４）管理者協議に係る資料作成

業務の内容 実施時期 納入時期 成果品 納入方法

①道路、下水道、調整池に係
る管理者協議資料作成

発生時（4月～3月）
協議完了後２
週間以内

協議資料
データ
ファイル

②水道、ガス、電気等に係る
企業者協議資料作成

発生時（4月～3月）
協議完了後２
週間以内

協議資料
データ
ファイル
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別紙　現場調整関連工程表

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 人工数（想定） 直接経費（想定）

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ● ● ● ●

6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7

8

9

10

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4

5

6

7

8

9

10

1 ● ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ●

3 ● ●

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5

6

7

8

9

10

【担当技術者】

1人・日（108人）

注：管理技術者の

人工数は含まない

【担当技術者】

1人・日（216人）
注：管理技術者の

人工数は含まない

区
画

整

理

関
連

権利等の申告、届出等への対応に関する業務

調査・設計、測量業務の発注管理に関する業務

権利者等対応についての資料作成等業務

仮換地指定変更関連業務

補

償
関

連

工
事

関

連

事業費執行管理に係る資料作成

業務の契約変更及び完了に係る資料作成

管理者協議に係る資料作成

審議会・評価員会議運営に関する業務

補助金等に関する業務

補償調整関連業務

業務項目

【担当技術者】
1人・日（108人）

注：管理技術者の

人工数は含まない

補償推進関連業務

補償管理関連業務

業務に係る資料作成
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別図（設計図）


