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大和川左岸（三宝）地区 換地設計等その他資料作成業務

特 記 仕 様 書

第１章  総    則

第１条 適用

本特記仕様書は、「大和川左岸（三宝）地区 換地設計等その他業務」(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、設計業務等共通仕様書(以下「共通

仕様書」という。)及び調査職員の指示による。

第２条 業務の範囲

  本業務の範囲は、別紙位置図に示す範囲とする。

第３条 履行期間

本業務の履行期間は、契約の翌日より平成30年 5月 31日でとする。

第４条 管理技術者

共通仕様書第６条第３項に規定する、これと同等の能力と経験を有する技術者とは、下記の

何れかに該当する者を本業務の管理技術者に定め機構に通知するものとする。

（１）土地区画整理士の資格を有する者。

（２）技術士「建設部門（都市及び地方計画）」又は「総合技術管理部門（都市及び地方計画）」

の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。

（３）ＲＣＣＭ「都市計画及び地方都市」の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。

第５条 照査技術者

１．請負者は、共通仕様書第７条第１項の規定に基づき、本業務の照査技術者を定め機構に

通知するものとする。

２．共通仕様書第７条第２項に規定する、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「設計照査の手引き」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。

第６条 業務の成果

成果の内容については、本特記仕様書「第２章業務内容」によるものとする。

第２章  業務内容

第７条 業務の目的

本業務は、南部大阪都市計画事業大和川左岸（三宝）土地区画整理事業（以下「本事業」とい

う。）における換地設計の修正を行うとともに、審議会への諮問等に必要な図書の作成を行うこと。

また、権利再調査の上、必要事項の整理及び不突合箇所の処理方法を立案し、処理に必要とな
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る申請資料等を作成する事を目的とする。

第８条 使用する技術基準等

本業務で使用する技術基準等は、次のとおりとする。

１．関連法令等

・土地区画整理法、同法施行規則、大都市法、都市計画法、不動産登記法、土地区画整理

登記令、借地借家法、建物の区分所有等に関する法律、その他

２．技術基準等

・土地区画整理事業仮換地指定要領（平成21年６月）

・「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)

・｢区画整理土地評価基準（案）｣（昭和５３年７月建設省都市局区画整理課監修）

・その他

第９条 貸与する資料等

１．本業務で使用するため貸与する関係資料は、次のとおりとする。

・事業計画書（案）、施行規程（案）

・換地設計基礎資料等業務成果

・原況図(1/500)

・計画図（土地利用計画図）（1/2,500）

２．契約書第１７条第１項に規定する引渡場所は、西日本支社とする。

第１０条 設計内容

Ⅰ．権利調査等

１．権利再調査

権利調査を行い、権利関係の変動の確認整理を行う。

  ①登記簿等との照合                    1,421筆（調査筆数）

  ②登記事項変動調書の作成            10筆（変動筆数）

③土地原簿（地番順）の補正           10筆（補正筆数）

④土地原簿（所有者別）の補正          10筆（補正筆数）

⑤総括表の補正                 10筆（補正筆数）

２．不突合調書の作成

施行地区内及び地区隣接１筆、施行地区周辺における施行地区内と同町名の土地に関し、所

轄法務局の登記簿目録及び地図索引表等を基に権利調査を行い、不突合の有無を調査し、その

処理方針を策定する。                1,421筆（調査筆数）

①登記簿目録の調査

②地図索引表の調査

③不突合の抽出

④不突合調書の作成

⑤不突合の処理方針の策定

３．公共用地調書の作成

   道路台帳、明示図面等の調査資料に基づき、調書を作成する。624筆（整理前地区内筆数）

Ⅱ．換地設計修正

１．換地設計修正                      624筆（整理前地区内筆数）
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既存の成果を活用して、事業計画に定められた街区に換地を定めるための一連の業務を行う。

①各種基準の検討

②路線価算定

③換地設計修正

  ２. 土地区画整理審議会及び評価員会議への諮問資料及び説明資料の作成

審議会及び評価員会議に必要となる説明資料を作成する。

(1) 土地区画整理審議会  ３回

・換地設計基準（案）作成

・換地配分方針（案）

・申出換地に関する資料の作成

   ・小規模宅地の取扱い要領

・その他、諮問事項に関する説明資料の作成

   (2) 評価員会議  ２回

   ・評価員会議説明資料の作成（土地評価基準価等に関する資料の作成）

   ・その他、諮問事項に関する説明資料の作成

第３章  その他

第１１条 業務カルテの作成

請負者は、契約時、変更時及び完了時において、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、業務実績情報として

「業務カルテ」を作成し調査職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに登

録申請するとともに、(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

調査職員に提出しなければならない。なお、請負者が公益法人の場合は、この限りではない。    

提出の期限は、以下のとおりとする。

なお、業務カルテの作成にあたっては、別に定める「テクリス登録要領」を参考とする。

（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、契約終結後１０日以内とする。

（３）尚、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。

第１２条 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、請負者の負担で速やかにこれ

を訂正する。

第１３条 契約の保証について

    請負者は、契約書案提出にあたり、契約保証の手続き（別冊、「契約の保証について」参照）

を行うこととする。

第４章  成果品

第１４条 成果品
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１．提出する成果品は、下記のとおりとする。

Ⅰ．権利調査等関連

No. 調書・計算書・図面等
縮尺または

サ イ ズ 等     
部数等 摘    要

【権利再調査】

１

登記事項変動調書

別途指示 ２部

土地原簿（地番順）

土地原簿（所有者別）

総括表（地目別総括表、町名別・地

目別総括表、土地所有者別総括表）

【不突合調書】

２

不突合調書

別途指示 ２部

施行地区周辺に

おける施行地区

内と同町名の土

地

不突合図面

不突合処理方針案

不突合等処理申請書

【公共用地調書】

３
公共用地調書

別途指示 ２部
公共用地地図

Ⅱ．換地設計修正図書作成関連

No. 調書・計算書・図面等
縮尺または

サ イ ズ 等     
部数等 摘    要

【換地設計修正図書作成】

１
‐
①

換地設計基準（案）

別途指示 ２部
小規模宅地取扱い基準（案）

土地評価基準（案）

土地評価要領（案）

１
‐
②

各係数決定図書（整理後）

別途指示 ２部

整理後路線価計算書

整理後街区評価計算図

（1/1,000を基本とする）

整理後街区評価計算図書

増進率・比例率試算書

整理前後路線価番号図

整理前後路線価図

１
‐
③

○換地割込み

換地割込み方針（案） 別途指示 ２部

○換地設計図作成

換地設計図
別途指示 ２部

換地設計図（調整土地重ね図）
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○換地調書作成

街区別換地調書
別途指示 ２部

所有者別換地調書

○換地設計修正

暫定換地割込み図書

別途指示 ２部

暫定換地割込み修正図書

整理前権利者指数修正計算

整理後各筆指数計算図書

増進率・比例率計算書

換地設計総括表

２
土地区画整理審議会付議資料

別途指示 ２部
評価員会議付議資料

【共通】

No. 調書・計算書・図面等
縮尺または

サ イ ズ 等     
部数等 摘    要

１ 業務打合せ記録簿 A 4 ２部

２ 報告書 A 4 正 副

２．本業務にパソコンを使用する場合のＯＳは「Windows形式」とし、ワープロソフトは「Word

形式」、表計算ソフトは「Excel形式」とし、これを電子媒体(ＣＤ－Ｒ等)にコピーし、提

出するものとする。

３．またデジタルデータで納品する場合における調書データは「ＰＤＦ形式」とし、図面デー

タは「ＤＷＧ形式」とし、これを電子媒体(ＣＤ－Ｒ等)にコピーし、提出するものとする。

４．なお、図面等の作成については、別に定める「区画整理関連図面等作成要領(案)」による。

以 上
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大和川左岸（三宝）地区　　換地設計等その他資料作成業務

位　置　図

市道 築港南島線

大
阪
臨
海
線

○権利再調査
・登記簿等との照合 ：1,421筆（調査筆数）

・登記事項変動調書の作成 ： 10筆（変動筆数）

・土地原簿（地番順）の補正 ： 10筆（補正筆数）

・土地原簿（所有者別）の補正： 10筆（補正筆数）

・総括表の補正 ： 10筆（補正筆数）

○換地設計修正

・整理前筆数 ：624筆
・整理前路線数 ： 60路線
・整理後路線数 ： 88路線

・街区数（整理後）： 33街区

大和川左岸（三宝）地区（約13ha）

大和川


