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29-学園南地区外販売宅地等境界確認その他測量 

特 記 仕 様 書 

 

 

第１章 総  則 

（適 用） 

第１条 本特記仕様書は「２９－学園南地区外販売宅地等境界確認その他測量」（以下「本測量」とい

う。）に適用する。 

２ 本測量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。）の定め

る「測量作業規程及び測量作業共通仕様書（平成 29 年 8 月）」（以下「作業規程等」という。）

並びに本特記仕様書に基づき実施する。 

 

（履行場所等） 

第２条  本測量の区域は、別紙位置図に示す範囲（所在：兵庫県神戸市、西宮市、三田市及び大阪府和

泉市、箕面市、茨木市）及び以下の業務内容に記載する範囲とする。 

 

（履行期間） 

第３条 本測量の履行期間は、契約締結日の翌日から平成 30年 11月 30日までとする。 

                              

（交渉等） 

第４条  本測量の実施にあたり、官公署・一般関係人等と交渉を要する場合は、機構監督員（以下「監

督員」という。）に連絡し、その指示に従うものとする。 

 

（貸与品） 

第５条  機構は、本測量の履行に必要な図書は期限を定めて貸与する。 

    ２ 測量・土質調査業務請負契約書第１５条に規定する引渡し場所は、募集販売センター販売業務 

第１課とする。 

なお、第１項に定める期限内においても、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。 

 

（誤 謬） 

第６条  本測量成果品の引渡し後といえども、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。 

 

（疑 義） 

第７条 本測量の実施にあたって疑義が生じた場合、又は業務上必要な事項で作業規程等及び特記仕様

書に定めのないものについては、監督員と協議し、その指示によるものとする。 

  

（再委託） 

第８条 契約書第７条に規定する「大部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、技術的

判断、業務説明資料・報告書の作成方針決定、及び成果物の照査をいい、委任又は下請負（以下
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「下請負等」という。）することはできない。 

  ２ 請負者は、ワープロ、コピー、印刷、製本、資料の整理、トレース、単純な集計、デ－タ入力、

計算処理（単純な電算処理に限る）の各業務を下請負等するに当たって発注者の承諾を要さない。 

  ３ 請負者は、第 1項及び第 2項に規定する業務以外を下請負等するに当たっては、発注者の承諾

を得なければならない。 

  ４ 請負者は、前項に規定する業務を下請負等する場合、書面により下請負等する者との契約関係

を明確にしておくとともに、下請負等する者に対し下請負等する業務の実施について適切な指導、

管理を行い、本業務を実施しなければならない。 

    なお、下請負等する者が、機構西日本支社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、機構西日本支社の指名停止期間中は、下請負等することができない。 

 

（守秘義務） 

第９条 本測量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、機構の承諾を受けた場合は、この限

りではない。 

 

 

第２章 測  量 

（目 的） 

第 10条  本測量は、機構施行の神戸学園南地区、出合地区、田中地区、名塩地区、北摂(住宅)地区、

和泉丘陵地区、国文都市地区において、宅地の販売及び公共施設の移管に向けた境界杭の点検

（調査・点間距離確認測量）並びに打設（復元・分割）等を行うことを目的とする。 

２ 本測量における杭の点検・打設等については、機構の販売業務及び公共施設移管のスケジュ

ールに応じた作業を実施する必要があるため、測量の作業時期・期間・場所等については、監

督員の指示に従い、班編成や測量工程の計画を立てるものとする。特に販売に係る測量につい

ては、当機構の事由により緊急に作業を指示することが想定されるがその際には迅速に対応す

ること。 

３ 本測量は、機構所有の残宅地及び未移管公共施設用地を対象とし、販売に向けた募集手続及

び公共団体との協議を開始する土地から順次境界杭の確認を行うものとする。その確認方法は

境界杭調査を基本とするが必要に応じて監督員の指示により境界杭の点間距離確認測量や復

元・分割対応等を行う。なお、本測量履行期間中に募集及び移管手続きを開始しない土地につ

いて本測量を実施しない場合がある（別途指示）。 

 

（業務内容） 

第 11条 本測量の業務内容は以下のとおりとする。 

    （一）境界杭調査・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８４９点 

     (二）境界点間距離確認測量・・・・・・・・・・・・・ １８２点 

   （三）画地確定測量（埋標Ａ）：コンクリート杭（根巻き）・ １０点 

       (四）画地確定測量(杭打ち)・・・・・・・・・・・・・・ ２０点 

      (五）境界プレート設置工・・・・・・・・・・・・・・・ ２０点 

（六）画地確定測量（計算Ａ）（準拠点：86点）・・・・・・１７画地 

（七）画地確定測量（埋標Ｂ）：コンクリート杭（根巻き）・ ８６点 

（八）地積測量図作成（198点）・・・・・・・・・・・・・・一式  

 

（作業内容） 

第 12条 本測量の作業内容は、以下のとおりとする。 
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（一） 境界杭調査 

（１）計画準備、現地踏査、点間距離確認測量（通常の１/３）、成果の作成、点検整理 

※当該調査は境界杭の状態（棄損・破損等）を目視又はテ－プ測量等により確認し異

状杭を報告する。 

    (二) 境界点間距離確認測量（一筆単位が小さい場合） 

      （１）計画準備、現地踏査、点間距離確認測量、成果の作成、点検整理 

         ※当該測量は境界杭の点間距離確認測量を行い、精度及び構造物越境等を確認し異状

杭を報告する。 

      （三)  画地確定測量（埋標Ａ）：コンクリート杭（根巻き） 

   （１）計画準備、測設の計算、現地測設、点間距離確認測量、埋標、点検整理 

          ※当該測量は境界杭調査等により杭の異状（棄損・破損等）が発見された場合の杭の

打設（復元）を行う。又土地の分筆による分割杭の打設を行う。 

          ※当該測量において基準点が必要な場合は、監督員と協議の上設置することができる。 

          ※当該測量の現地測設（埋標）にあたっては、点間距離や構造物越境等を確認し、監

督員に報告したうえで行うこと。 

※コンクリート杭等は支給品ではないので、各自で調達すること。 

（四）画地確定測量（杭打ち） 

  （１）計画準備、測設の計算、現地測設、点間距離確認測量、点検整理 

     ※当該測量は前号と同様に木杭等の打設を行う。 

（五）境界プレート設置工 

  （１）設置 

    (六）画地確定測量（計算Ａ） 

        （１）計画準備、準拠点の測定・計算、準拠点間距離確認測量、確定計算、確定図の作成、 

調書の作成、点検整理 

         ※当該測量は準拠点による土地の分割計算(座標計算、面積計算)を行う。 

    (七) 画地確定測量（埋標Ｂ）：コンクリート杭（根巻き） 

            （１）埋標 

          ※当該測量は土地の分筆による分割杭の打設(準拠点の埋標)等を行う。 

（八）地積測量図作成（用地測量） 

      (１) 計画準備、地積測量図・土地所在図、点検整理 

     ※法務局提出用の土地の分筆嘱託書添付図面及び資料（写真等）を本測量の成果を基

に作成する。 

２ 本測量は、履行途中において作業内容等の変更が生じる場合がある。その場合は、機構の積

算額に本測量業務の落札率を乗じて得た額を目途として、契約(減額又は増額)変更を行うもの

とする。 

 

（注意事項） 

第 13条 本測量の実施における注意事項は、次のとおりとする。 

(一）本測量の履行に当たっては、監督員の指示に従って行うほか、協議を密にし、円滑なる業

務の進捗に務めること。 

(二）現地立ち入りの際は、無用な言動を慎み、地元地権者等との摩擦が生じないように十分注

意すること。また、必ず作業前に地元地権者へ挨拶及び説明を行ってから作業に着手するこ

と。 

なお、機構所有地以外の土地に立ち入る場合は監督員と協議の上、土地所有者及び占有者 

の同意を得るものとし同意が得られない場合は、監督員の指示によるものとする。 

(三）現地におけるたばこ等の火気取扱は厳禁とする。 
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(四） 本測量の作業においては、立竹木及び工作物等に損害を与えないように十分注意すること。 

万一、立竹木及び工作物等に損失を与えた場合は、請負者の責任において処理すること。 

(五）測量作業に必要な伐採等については、必要最小限の範囲とし、事前に監督員に報告し、そ

の指示に従うこと。 

 

 

第３章 成 果 品 

（成果品） 

第 14条 本測量の成果品は、作業規程等に基づき次の図書を納入（デジタルデータを含む。）するもの

とする。ただし、測量方法等によって該当しないものは作成を要しない。 

（一） 境界杭調査 （各一部） 

（１） 境界杭の調査（異状）報告書 

     （２）境界点整理表(エクセルで写真・点名・種別等の整理) 

(３) その他の資料（境界写真データ等） 

(二）境界点間距離確認測量の成果品 （各一部） 

     (１）境界点間距離確認測量簿 

(２）境界点間のＳＴ計算書 

     (３）境界点間距離実測図 

     (４）境界点写真 

     (５）境界点異状報告書（杭の異状や構造物越境等） 

     (６）境界点整理表（エクセルで写真・点名・種別等の整理） 

     (７）品質評価表及び精度管理表 

     (８）メタデータ 

(９）その他の資料（SXFファイル等） 

(三）画地確定測量（埋標Ａ）の成果品 （各一部） 

(１）画地点成果表 

(２）画地点設置計算簿 

(３）画地点測設図 

(４）画地点杭種図 

(５）画地点間距離確認測量簿 

(６）画地点間のＳＴ計算書 

(７）画地点間距離実測図 

     (８）品質評価表及び精度管理表 

     (９）画地点埋標写真（埋標作業箇所） 

     (10）メタデータ 

     (11）その他の資料（埋標写真データ・SXFファイル等） 

(四）画地確定測量(杭打ち) の成果品 （各一部） 

 （１）同条第１項第（三）号の成果に含む 

（五）境界プレート設置工の成果品 （各一部） 

 （１）同条第１項第（三）号の成果に含む 

（六）画地確定測量（計算Ａ）の成果品 （各一部） 

  (１）準拠点観測手簿 

  （２）準拠点成果表 

  （３）画地点成果表 

  （４）画地面積成果表 

  （５）準拠点計算簿（座標値、辺長、方向角） 



 

5 

 

  （６）画地面積の確定計算簿 

  （７）画地確定測量図（デ-タファイル含む） 

  （８）準拠点間距離確認測量簿 

  （９）準拠点間距離実測図 

  （10）準拠点杭種図 

  （11）準拠点埋標写真（埋標作業箇所） 

  （12）精度管理表及び品質評価表 

  （13）メタデ-タ 

  （14）その他の資料（SIMAファイル・SXFファイル等） 

      （七) 画地確定測量（埋標Ｂ）の成果品 （各一部） 

     （１）同条第１項第（六）号の成果に含む  

    （八）地積測量図作成 （各一部） 

     (１) 地積測量図・土地所在図及び境界点写真（法務局提出用の原稿と写し） 

     （２）その他の資料（SIMAファイル・SXFファイル・分割前面積計算書等） 

（九) 打合せ記録簿 （一部） 

（十) 電子記録媒体ＣＤ－Ｒ （一部） 

２ 前項各号の成果品の仕様・規格等については、監督員と協議するものとする。 

 

 

第４章 そ の 他 

（その他） 

第 15条 本業務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定項目として使用するこ

とがある。 

 

以 上 

 



名 塩 地 区 別紙 位置図 1/7 

境界杭調査 1,158 点

境界点間距離確認測量 182 点

画地確定測量（埋標A） 10 点



北摂（住宅）地区 別紙 位置図 2/7 

境界杭調査 116 点

画地確定測量（計算A）（準拠点16点） 3 画地

画地確定測量（埋標B） 16 点

地積測量図作成 18 点



神戸学園南地区 別紙 位置図 3/7 

境界杭調査 781 点

画地確定測量（計算A）（準拠点70点） 14 画地

画地確定測量（埋標B） 70 点

地積測量図作成 180 点



別紙 位置図 4/7 和泉丘陵地区 

境界杭調査 458 点

画地確定測量（杭打ち） 20 点

境界プレート設置工 20 点



国際文化公園都市地区 別紙 位置図 5/7 

境界杭調査 100 点



出合地区 

別紙 位置図 6/7 

境界杭調査　　（18箇所） 84 点



田中地区 別紙 位置図 7/7 

境界杭調査　　（43箇所） 152 点


