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第１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）土地区画整理事業の事業計画図書を
基に、各街区及び各画地の確定（計算）測量を行うことを目的とする。
合わせて、事業区域の確定に必要な施行地区界測量及び土地区画整理法第 82 条分筆のた
めに必要な測量図等資料作成を行う。
第２条 適 用
１ 本特記仕様書は「大和川左岸（三宝）地区 街区確定測量他その他測量」（以下「本
業務」という）に適用する。
２ 本業務を実施するにあたっては、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」とい
う。）が定めた「測量作業規程及び測量作業共通仕様書（平成 26 年 7 月）」（以下
「作業規程」という。）並びに本特記仕様書によるほか監督員の指示によるものとする。
また、本業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、機構監督員と協議し、その指示
によること。
第３条 業務範囲
業務範囲は、別紙位置図に示す範囲とする。
第４条 履行期間
履行期間は、契約の翌日より平成３０年５月３１日までとする。
第５条 作業計画書
１ 請負者は契約締結後１５日以内に作業計画書を作成し、監督員に提出しなければなら
ない。
２ 作業計画書は、「測量作業規程及び同運用基準並びに測量作業共通仕様書」に基づき
作成するものとする。
第６条 貸与品
１ 機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。
２ 契約書第１５条第１項に規定する引渡場所は、西日本支社市街地整備チームとする。
なお、不要となった貸与品については、速やかに返還するものとする。
３ 第１項の貸与品は、その使用並びに保管等に充分注意するものとする。
第７条
１

作業内容
本業務の作業内容は、次に定める通りとする。
１）３級基準点測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５点
（作業計画、選点、観測、計算整理）
２）４級基準点測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０点
（作業計画、選点、観測、計算整理）
３）３級水準測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３.０ｋｍ
（作業計画、選点、観測、計算整理）

４）完成平面測量（1/500・平地・都市近郊）・・・・・・・・・・・・６.０ha
（作業計画、基準点等の展開、細部測量、数値編集、地形原図作成、
成果等の整理）
５）地区界測量（既存資料による地区界の確認・観測（復元））・・・・７８点
（計画準備、現地踏査、地区界点の観測、地区界点間距離確認測量
座標計算、面積計算、地区界点網図の作成、点の記の作成
成果表の作成、点検整理）
６）用地測量(法８２条分筆）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式
計画準備
境界点の観測
計算（座標･距離） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４点
境界点間距離確認測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４点
計算（面積） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４点
土地調書作成
地積測量図・土地所在図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４点
点検整理
７）街区確定測量（中心点及び街区点杭打ち） ・・・・・・・・・・・・５０点
（計画準備、測設の計算、杭打図の作成、現地測設、
中心点及び街区点間距離確認測量、現地引継ぎ、点検整理）
８）街区確定測量（計算） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０街区
（計画準備、準拠点の測定・計算、準拠点間距離確認測量、
中心点の計算、屈曲点の計算、街区の諸元及び面積計算、
確定図の作成、成果表の作成、点検整理）
９）画地確定測量（計算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３００画地
（計画準備、確定計算、確定図の作成、調書の作成、点検整理）
２ 本業務は、関係機関及び関係権利者との調整により、前項に計上した作業内容に著し
い差が生じた場合においても、機構の積算額に当該業務の落札率を乗じて得た額を目処
として契約変更を行うものとする。
第８条
１

成果品
本業務完了後、納入する成果品は次のとおりとする。
なお、成果品は、別途指定する製品仕様書の記載事項を踏まえ、作成するものとする。
１）３・４級基準点測量
①観測手簿及び観測記簿
②計算簿
③平均図
④成果表
⑤基準点網図
⑥品質評価表及び精度管理表
⑦点の記（写真）
⑧基準点現況調査報告書
⑨成果数値データ
⑩点検測量簿
⑪メタデータ
⑫その他資料
⑬公共測量の届出資料（測量成果検定に関する資料含む）
２）３級水準測量

①観測手簿
②観測成果表及び平均成果表
③水準路線図
④計算簿
⑤平均図
⑥点の記（写真）
⑦成果数値データ
⑧基準点現況調査報告書
⑨品質評価表及び精度管理表
⑩点検測量簿
⑪メタデータ
⑫その他資料
３）完成平面測量
①基準点成果簿
②基準点観測手簿
③基準点計算簿
④完成平面図データファイル
⑤品質評価表および精度管理表
⑥メタデータ
⑦その他の資料
４）地区界測量（既存地区界成果による現地観測・測設（復元））
①使用基準点成果表（網図含む）
②地区界点成果表
③観測手簿
④地区界点計算簿
⑤面積計算書
⑥地区界点網図
⑦地区界点の記（埋標写真含む）
⑧地区界点間距離点検簿
⑨地区界測量図データファイル
⑩品質評価表および精度管理表
⑪メタデータ
⑫その他資料
５）用地測量（法８２条分筆）
①公図等転写図
②公図等転写連続図
③土地調査表
④権利者調査表
⑥観測手簿
⑦測量計算簿等
⑧面積計算書
⑨地積測量図等（嘱託書含む）
⑩品質評価表及び精度管理表
⑪メタデータ
⑫その他資料
６）街区確定測量（中心点及び街区点杭打ち）
①使用基準点成果表

②測設街区点等成果表
③杭打ち図
④中心点および街区点の設置測量計算簿
⑤設置写真
⑥中心点および街区点間距離点検簿
⑦品質評価表および精度管理表
⑧点間距離実測図
⑩メタデータ
⑪その他資料
７）街区確定測量（計算）
①中心点及び街区点成果表
②面積成果表
③準拠点観測手簿
④準拠点等計算簿
⑤中心点及び街区点計算簿
⑥面積の確定計算簿
⑦街区確定測量図【集合図含む】（cm 止め、mm 止め）（データファイル）
⑧品質評価表および精度管理表
⑨メタデータ
⑩その他資料
８）画地確定測量（計算）
①画地面積成果一覧表
②画地面積の確定計算簿
③画地確定図（cm 止め、mm 止め）データファイル
④品質評価表および精度管理表
⑤メタデータ
⑥その他資料
２ 打合せ記録簿
３ 成果品は、報告書として２部（A4 版、データ納品を含む）納入するものとする。
４ 成果品の規格、仕様等については、監督員と協議するものとする。
５ 本業務において作成し提出すべき用紙につては、「国等による環境物品等の調達推進
等に関する法律（グリーン購入法）」の施行に伴い、印刷及び再生紙の使用等の基準に
則り作成すること。詳細については、監督員と協議すること。
第９条
一括委任又は一括下請負
１ 契約書第７条第１項に規定する「大部分」とは、次の各号に揚げるものをいい、請負
者は、これを再委託することはできない。
・総合調整マネジメント ・測量業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の
決定及び技術的判断 ・解析・計算業務における手法の決定及び技術的判断 ・測
量業務の中核となる図面等の作成 ・打合せ等 ・成果物の照査
２ 請負者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、模型製作などの簡
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項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承
諾を得なければならない。
４ 請負者は、当該業務を再委託に付する場合は、書面により協力者との契約関係を明確
にしておくと共に、協力者に対し当該業務の実施について適切な指導、管理のもとに当
該業務を実施しなければならない。

なお、協力者は、都市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、指名停止期間中であってはならない。
第１０条 業務カルテの作成
請負者は、当該業務について、測量調査設計業務実績情報サ－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－にフロッピ－ディスクにより、又は公衆回線を通じてオンラインで提出するとともに、
（財）日本建設情報総合センタ－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。
提出の期限は、以下のとおりとする。尚、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 なお、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１１条 測量業務成績評定
本測量は、業務成績評定対象業務である。請負者には、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。
第１２条 不当要求等を受けた場合の報告
契約の履行にあたって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察へ
の届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同
様の要求を受けた場合についても、必ず警察へ届出又は相談を行うよう指導し、機構に対し
てもその事実を報告すること。
第１３条 守秘義務
１ 請負者は、契約書第４３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 請負者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、契約書第４３条第２項の承
諾を受けた場合はこの限りではない。
第１４条 誤 謬
本業務の成果品の引き渡し後といえども、成果品等に誤謬が発見された場合は、請負者の
責任において補正するものとする。
第１５条 その他
請負者は、測量等の作業にあたり、道路上での作業を行う際には、所轄警察へ道路使用許
可の申請を行うものとする。
以

上
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大和川左岸（三宝）地区（約13ha）

■業務内容
①３級基準点測量
②４級基準点測量
③３級水準測量
④現地（現況平面）測量
⑤地区界測量
⑥用地測量（法８２条分筆）
⑦街区確定測量（中心点及び街区確定測量）
⑧街区確定測量（計算）
区
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