
仕 様 書

１ 業務の名称

長岡市大手通表町東地区に係る評価・損失補償基準等検討及び建物等調査・算定

等業務

２ 業務対象地区

  新潟県長岡市大手通二丁目、表町二丁目、坂之上町二丁目、東坂之上二丁目の一部

３ 業務の目的

（仮称）長岡市大手通表町東地区第一種市街地再開発事業は、平成 30 年度の都市計画

決定（予定）に向け検討を進めているところ。

今後、関係権利者と合意形成を進めていくため、建物、附帯工作物、庭園、独立工作物、

機械設備、生産設備、墳墓等及び立竹木（以下「建物等」という。）の評価及び明渡しに

伴う通常生ずる損失に係る補償（以下「通損補償」という。）の算定が必要となる。

本業務は、評価・損失補償基準等を作成の上、建物等及び通損補償の調査を行い、建物

等の価格及び移転料並びに通損補償費の算定等を行い、本事業の円滑な推進に資する事を

目的とする。

４ 業務の内容

(1) 業務内容

① 評価・損失補償基準及び評価・損失補償基準に付属する細則・運用・算定要領（以

下「評価・損失補償基準等」）の案の検討・策定

② 建物等の調査、図面及び数量内訳表等の作成

③ 建物等の現在価格及び移転料の算定

  ④ 通損補償（建物等に含まれるもの及び営業補償を除く、以下同様。）の調査及び費

用の算定

⑤ 営業補償費の概算額の調査及び算定（調査の実施にあたっては関係権利者に対し

て決算資料、確定申告書等の提出は求めない。）

  ⑥ 土地調書案及び物件調書案の作成

  ⑦ 関係権利者に対する以下の補償説明の実施

・建物等及び通損補償調査実施に伴う事前説明

・評価・損失補償基準等に基づく当地区補償方針の説明

・上記②③④⑤の調査算定結果等に伴う補償説明

・上記⑥の調書案に係る説明

⑧ 機構の指示に基づく上記業務に係る関連資料、説明資料等の作成
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(2) 業務方法

  ① 本業務の作業実施時期及び説明会等の開催頻度等については、仕様書別紙１「事

業スケジュール表」に基づき実施するものとする。

② 本業務実施に当たっては、仕様書別紙２「実施留意事項」に基づき行うものとす

る。

③ 本業務の実施に当たっては、北陸地区用地対策連絡協議会の制定する「損失補償

算定標準書（平成 29 年度改訂版）等（以下「算定標準書等」という。）に定める算

定要領、歩掛、単価表等に基づき行うものとする。

④ 本業務の対象となる物件の件数及び関係権利者数等の概数は仕様書別紙３「数量

表」による。

⑤ その他、指示の明記のないものはその都度機構担当者の指示等による。

  

５ 業務の履行期間

  契約締結日の翌日から平成31年３月10日

６ 成果物

(1)  当地区評価・損失補償基準等の案（４（1）①）     ・・・１部

(2) 算定標準書等に定める書類、図面等一式（４(1)②③④⑤） ・・・正１部副２部

  （関係権利者別に作成）

(3) 土地調書案及び物件調書案（４(1)⑥）          ・・・１部

(4) 補償説明資料、補償説明記録簿等（４(1)⑦）      ・・・１部

(5)  本業務の実施過程において作成、収集した資料等で機構担当者の指示するもの

  （４(1)⑧）                      ・・・１部

(6) 電子データ一式                     ・・・１部

７ 留意事項

(1) 本業務の履行に当たっては、機構担当者と十分な協議を行い、その指示に従うもの

とする。受注者の業務の実施状況に問題が生じる虞があると当機構が判断した場合には、

当機構から説明を求めることができるものとし、当機構が適切でないと判断するときは、

当機構から改善を求めることができるものとする。

また、都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）を順守して本業務を履行することに加

え、マナーには特段の配慮を行い、関係権利者が不信感・不快感を抱かないように注意

するとともに、当機構から改善を求められた場合には、これに従わなければならない。

(2)  成果品については、国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成 12年法

律第 100 号。「グリーン購入法」といいます。）に基づく環境物品等の調達の推進に

関する基本方針（平成 29 年２月版）の判断の基準を満たしていること。



(3)  本仕様書に記載なき事項及び本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、機構担

当者と協議し、その指示に従うものとする。

  (4) 機構が貸与した資料等は、機構担当者に無断で持ち出してはならない。

  (5) 関係権利者との打合せについては、相手方、内容等について機構担当者の確認を得

ずに行ってはならない。

(6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

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。

(7) 重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項第２条に定める重要な情報等（以

下「重要な情報等」という。）の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等

の手続については、下記のとおりとする。

① 保管場所は受注者の事務所内とし、施行できる場所に保管する。

② 取扱場所は受注者の事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠

する。

③ 次に該当する行為を行おうとするときは、重要な情報等取扱記録台帳に記録し、

受注者の責任により監督員の承諾を得るものとする。

イ 重要な情報等を定められた取扱場所から持ち出すとき。（郵送及び電子メールに

よる送信等も含む。）

ロ 重要な情報等を複製するとき。

ハ 重要な情報等の複製を交付するとき。

以 上



仕様書_別紙１　事業スケジュール表
平成29年度 平成30年度 業務割合

再開発事業
手続

※１

再開発事業
関連作業等

※１

再開発事業
合意形成

※１

本業務
の予定

4%

16%

33%

13%

8%

8%

3%

100%

※２　本業務は、準備組合から機構施行の要請があった後に着手していただきます。

2 37 8 9 105 6 12 1

15%

11

※１　「再開発事業手続」、「再開発事業関連作業等」及び「再開発事業合意形成」のスケジュールは現時点の予定であり、
　　　　今後見直しとなる可能性があります。

2 3 4

基本計画・基本設計

測量・境界確定

②建物等の調査

⑧機構の指示に基づく上記業務に係る関連資料、説明資料等の作成

取得床位置の調整

◎都市計画決定

都市計画手続（市）

◎
事業計画認可公告

◎事業計画認可申請

縦覧期間

意見書対応等期間

③建物等の現在価値及び移転料の算定

④通損補償の調査及び費用の算定

⑥土地調書案及び物件調書案の作成

従後資産評価

従前資産評価

仮権利変換の提示

平面図確定

⑤営業補償費の概算額の調査及び算定

②図面及び数量内訳表等の作
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平面図仮確定

準備期間

仮権利変換提示の準備

①評価・損失補償基準等の案の検討・策定

●施行要請

※２

●⑦-1 建物等調査説明

⑦-2 補償方針個別説明

⑦-３ 調査算定結果等に伴う補償説明

⑦-４

土地調書案及び

物件調書案の説明
⑦関係権利者に対する補償説明



仕様書_別紙２ 実施留意事項

１．調査の実施について

（1）調査の実施にあたっては、発注者は予め関係権利者に対する説明会の開催を予定

（平成 30 年 3 月予定）しており、受注者はその準備及び開催のため以下の業務を

実施する。

①説明会開催に向けた発注者との協議打合せ

②受注者の説明部分に関する説明資料の作成

③説明会への出席、説明会運営補助、受注者が担当する説明資料の説明及びその質

疑応答対応

（2）土地又は建物等に立ち入って調査を実施するときは、受注者は発注者の了解を得

た上で、あらかじめ当該土地又は当該建物等の関係人に対し書面により通知するも

のとする。

（3）上記により調査の実施を求めても関係人の理解が得られないと判断した場合は、

速やかにその理由を発注者に報告し、確認を得るものとし、今後の取扱いについて

発注者の指示を受けるものとする。

（4）土地又は建物等に立ち入って調査を実施するときは、受注者は発注者の了解を得

た上で、権利者、利害関係を有する隣接地の権利者の立会いを求めなければならな

い。この場合において、発注者が必要と認めたときは、その依頼を文書により行う

ものとする。

（5）調査を実施するときは、受注者は発注者が発行する身分証明書を携帯しなければ

ならない。この場合において、受注者は、当該土地又は当該建物等の関係人の請求

があったときはその身分証明書を提示しなければならない。

（6）調査を実施するときは、受注者は当該土地又は当該建物等の関係人の住所及び氏

名、土地の所在、地目、地積及び利用状況、建築物等の所在、建築面積及び延床面

積、構造、用途、建築年月日、物件の種類及び数量、権利の種類及び内容、その他

必要な事項を調査しなければならない。

（7）営業補償費の概算額の調査にあたっては、公知化された情報又は関係権利者への

簡単な聞き込みによるものとし、関係権利者に対して決算報告書、確定申告書等の

提出は求めず、決算分析等の作業は不要とする。

（8）上記の他、調査の実施にあたっては、都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第

60 条、第 61 条、第 62条及び第 63 条の規定に準じるものとする。

２．図面、数量内訳表、算定書等の作成について

（1）調査の結果に基づき、図面、数量内訳表、算定書等を作成するときは、受注者は

ミスが生じないように複数人によるチェックを行うこと。
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（2）建物等、通損補償及び営業補償費の概算額の算定にあたっては、権利変換（借家

継続）及び転出の両方の額を算定すること。

３．補償説明について

（1）個別訪問での関係権利者に対する補償説明は２名以上で行うものとする。

（2）関係権利者と面談するときは、事前に連絡をとり、日時、場所その他必要な事項

について了解を得るなど社会通念上妥当な方法によること。

（3）関係権利者に対する補償説明は、本業務において作成した資料及び発注者が貸与

する図書及び図面を基に、説明の内容等の理解が得られるよう十分に行うものとす

る。

（4）個別訪問等による補償説明終了後、速やかに補償説明が終了したことを発注者に

報告すること。また、説明に使用した資料、書類等のうち発注者から貸与を受けた

ものについて速やかに発注者に返還するものとする。

（5）受注者は、個別訪問等での権利者に対する補償説明を行ったときは、その都度、

説明の内容及び関係権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿に記録作成

の上、原則として翌営業日中に発注者に提出しなければならない。

（6）土地調書案及び物件調書案の説明にあたっては、受注者はあらかじめ発注者の指

示に基づき建物等及び通損補償の算定の根拠となる補償対象物件の内訳資料を作

成するものとし、関係権利者に対する土地調書案及び物件調書案の説明と共にその

内訳資料の説明も行い、補償対象物件の確認を行うものとする。

（7）受注者は、関係権利者が説明に応じない、又は、当該事業計画、補償方針、補償

内容、その他意見の相違等があるため理解を得ることが困難と判断したときは、機

構に報告し、対応策を協議するものとする。

４．業務の体制について

（1）現地に常駐体制をとらないことを基本方針とする。

以上



積 算 基 準

１ 適用範囲

この積算基準は、「長岡市大手通表町東地区に係る評価・損失補償基準等検討及び建物等

調査・算定等業務」に適用する。

２ 業務費の算定

業務費    ＝ 業務価格 + 消費税等相当額

＝ （業務原価 + 一般管理費等）× （１ + 消費税等税率）

   ＝ {（直接人件費 + 直接経費 + その他原価） + 一般管理費等}

× （１ + 消費税等税率）

直接経費   ＝ 本業務を実施するにあたって必要な材料等の費用 ＋ 旅費・交通費※

        ※想定出張回数月３回、想定出張人数３名

その他原価  ＝ 直接人件費 × α／（１-α）

※ただしαは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価

の割合であり、35％とする。

一般管理費等 ＝ （直接人件費 + 直接経費 + その他原価）×β／（1-α）

※ただしβは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35％とする。

３ 業務内容ごとの業務量の目安（単位：人・日）

業務項目
業務量

（人・日）
備考

①評価・損失補償基準等の案の検討・策定 33.0人・日

②建物等の調査、図面及び数量内訳表等の作成

③建物等の現在価格及び移転料の算定
500.5人・日

④ 通損補償の調査及び費用の算定 63.6人・日

⑤営業補償費の概算額の調査及び算定 61.2人・日

⑥土地調書案及び物件調書案の作成 23.6人・日

⑦関係権利者に対する補償説明の実施

・建物等及び通損補償調査実施に伴う事前説明

・評価・損失補償基準等に基づく当地区補償方針の説明

・上記②③④⑤の調査算定結果等に伴う補償説明

・上記⑥の調書案に係る説明

118.4人・日

⑧機構の指示に基づく上記業務に係る関連資料、説明資

料等の作成
上記に含む

合       計 800.3人・日
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長岡市大手通表町東地区に係る評価・損失補償基準等検討及び

建物等調査・算定等業務

参考資料

１ 都市計画マスタープラン

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/master-plan.html

２ 中心市街地活性化基本計画（第２期）

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/sigaiti-kassei2/

３ 立地適正化計画（案）

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/ricchi-tekisei.html

４ 大手通表町地区・地区計画

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/seido/oote-omotemach

i.html

以 上


