
動物医薬品検査所移転用地測量及び分筆登記業務仕様書 
 

 

第１章 総則及び目的 

 

（総則） 

第１条  本仕様書は、動物医薬品検査所移転用地測量及び分筆登記業務（以下「本業

務」という。）に適用する。 

 

（土地の経緯） 

第２条 移転用地の所在する農林研究団地（７号団地）は、日本住宅公団が行った

「研究学園都市第五土地区画整理事業」及び「研究学園都市計画事業羽成土地

区画整理事業」により整理された観音台２丁目及び３丁目によって構成され、

その後、一部が分筆され現在に至っている。 

移転用地は、つくば市観音台２丁目１番９及び２丁目１番１０で構成され、

現在は農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターが設置されている。 

 

（目的） 

第３条 本業務は、動物医薬品検査所（以下「甲」という。）において、令和３年中に、

現地番２丁目１番９及び２丁目１番１０について、移転用地とする範囲の測量及び

分筆及び登記を行うことを目的とする。 

 

（調査要綱） 

第４条 本業務は、本仕様書及び特記仕様書に定めるほか、国土交通省大臣官房官庁

営繕部制定「敷地調査共通仕様書（令和 3 年 3 月 25 日国営整第 207 号）」、「国

土交通省公共測量作業規定（平成 28 年 3 月 31 日国国地第 190 号）」及び「測量

業務共通仕様書（建設省技調発第 13 号昭和 53 年１月 20 日）」に準拠し、かつ

「甲」との綿密なる協議により作業の方針を決定し実施するものとする。 

 

（調査計画） 

第５条   本業務に先立ち、作業機関（以下「乙」という。）は、業務の技術上の管理を

行う主任技術者を定め、「甲」に通知するとともに、業務計画書を提出し承認を

受けなければならない。  



２.主任技術者は、技術業務に関する一切の事項を処理するものとする。 

 

（土地の立ち入り等） 

第６条 本業務において「乙」は、第三者の占有に係わる土地に立ち入りする場合は、

あらかじめ「甲」に報告するとともに「乙」の責任において関係者と緊密かつ十

分なる協調を保ち、円滑な測量の進捗を期さなければならない。 

 また、関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があった場合

は、これを提示しなければならない。 

 

（協議） 

第７条 本仕様書に明記なき事項、又は作業の過程において仕様書の内容若しくは解

釈について疑義を生じた場合は、協議し「甲」の指示に従って作業するものとす

る。 

 

（責務） 

第８条 本業務に必要な既存資料は「甲」が貸与するが、これらの貸与資料について破

損紛失等重大な過失が生じた場合は、「乙」がその責任を負うものとする。 

貸与資料の保管には十分注意し、これらの資料の内容及び本調査の過程、結果

から知り得た情報等について「甲」の許可なく公表してはならない。 

 

 

 

 

第２章 技術管理 

 

（精度管理） 

第９条 「乙」は、本業務における測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行

い、国土交通省公共測量作業規定に定める様式により、精度管理表を作成し「甲」

に提出するものとする。 

 

（機械器具検定） 

第 10 条 「乙」は、本業務に使用する機械器具につては、日本測量技術センター及び

建設研修センター等が検定して発行した検定証明書、若しくはこれに準ずる社

内検定証明書（写）を測量着手前に「甲」に提出しなければならない。 

 

（作業状況写真） 

第 11 条 本業務における測量作業状況を、作業段階毎に作業状況写真を撮影し、「甲」

に提出するものとする。なお、作業状況写真はアルバムに整理し提出するもの

とする。  



第３章 調査内容 

 

（調査内容） 

第 12 条 本業務は、当区域内についての各研究施設の面積を確定し、分筆登記を行

う為に、以下の調査を実施する。 

本業務の作業内容は以下のとおりとする。 

 

イ） 基準点測量 

「国土交通省公共測量作業規定（平成 28 年 3 月 31 日国国地第 190 号）」第２

編基準点測量に準じて作業を行う。 

 

ロ） 公図調査及び権利調査 

当該地区の管轄法務局に備えられた、公図及び土地登記簿に基づき、公図転

写図及び土地調査表の作成を行う。 

・公図等の転写 

 管轄法務局等に備えられている公図等を基にして、転写図の作成を行

う。また、立会が必要となる隣接地についても、転写図の作成を行う。連

続図の作成も行うものとする。 

・土地登記簿調査 

管轄法務局に備えられた、土地登記簿に基づき、土地調査表の作成を行

う。また、立会が必要となる隣接者についても、土地登記簿調査を行い、

土地調査表の作成を行う。 

 

ハ） 用地測量 

当該地区の土地及び境界等について調査し、分筆測量に必要な資料及び図面

を作成するため、下記の業務を行う。 

・業務計画 

作業着手前に、作業の方法、使用する主要な機械、要員、日程等につい

て業務計画書を立案し、「甲」の承認を得る。 

・計画準備 

細部に対する計画、資料検討、機材及び材料等の手配を行う。 

・現地踏査 

計画に基づき現地を踏査し、計画の修正を行う。 

・境界確認 

現地において、一筆ごとに土地の境界点を確認し、関係者全員に対する

境界立会依頼書、他機関との立会申請に関する図書の作成及び発送、境界

の立会筆界等へ木杭の打設及び立会確認書（押印）作成を行う。立会依頼

書、立会申請関係図書及び確認書は、「甲」の指示により「乙」が全ての作

業を行う。また、立会に関する費用については「乙」の負担とする。  

・境界測量 

現地にて、確定した境界点を測定し、その座標値等を求める作業を行う。 



・境界点間測量 

境界測量等において、隣接する境界点間の距離を測定して精度を確認す

る作業を行う。 

・面積計算 

境界測量の成果に基づき、各筆等の面積を算出する作業を行う。 

（地区内については、面積の調整あり） 

・用地実測図（原図）作成 

境界測量の座標値の成果を基に、境界点等を図紙に展開する作業を行

う。 

・用地境界杭設置 

現地において、確定した境界点箇所と同一の点に、用地境界杭を設置換

えする作業を行う。使用する杭は原則として 12 ㎝×12 ㎝×90 ㎝のコンク

リート製とする。 

・点の記作成 

現地において、確定した境界点及び基準点（２．３級）について、境界

点及び基準点を明確にするために、その付近の詳細スケッチ等を記入する

作業を行う。 

・既存測量データ等の利用 

平成３０年度に、当所が実施した件名「動物医薬品検査所敷地調査（敷

地測量及び土壌調査）」において収集した、つくば市観音台２丁目１番９及

び２丁目１番１０の動物医薬品検査所移転用地の測量データ等を貸与する

ので、これを利用し効率的かつ経済的に業務を行う。 

 

ニ） 申請手続 

用地実測図に基づき、土地の表示に関する申請手続きを行う。 

申請手続きとして、以下の作業を行うものとする。 

・申請書（副本含む）の作成 

・所在図及び地積測量図の作成 

・委任状の作成 

・法定添付図面の作成 

・申請書の提出及び受領 

 

ホ） 打ち合わせ協議 

「乙」は作業着手前、中間、完了納品時及び上記、イ）、ロ）、ハ）、ニ）にお

いて疑義が生じた場合、さらに関係機関との協議が必要になった場合は、「甲」

の承認を得て打ち合わせ協議を行わなければならない。この場合、打ち合わせ

協議の結果は遅滞なく「甲」へ報告し、承認を得なくてはならない。 

 

ヘ）上記の作業の他に本業務の目的を達成するために必要な作業  



第４章 成果品 

 

（成果品） 

第 13 条 本業務における成果品は、以下のとおりである。 

 

イ） 基準点測量  一式 

・成果表 

・基準点網図 

・基準点観測手簿及び計算簿 

・点の記 

・精度管理表 

・その他の資料 

図面種類及び縮尺等については、「甲」「乙」協議して決定するものとする。 

 

ロ）公図調査及び権利調査  一式 

・公図転写図 

・土地調査表 

 

ハ）用地測量  一式 

・土地境界立会確認書 

・境界点観測手簿及び計算簿 

・面積計算書 

・用地実測図原図 

・埋設位置図 

・精度管理表 

・点の記 

・その他の資料 

図面種類及び縮尺等については、「甲」「乙」協議して決定するものとする。 

 

ニ） 申請手続  一式 

・申請手続きを行った資料のコピー 

・その他の資料（表示登記後の謄本３部を含む） 

 

ホ）その他 

「乙」は「甲」より求められた資料については、提示または提出しなくては

ならない。  



第５章 附 則 

 

第 14 条 「乙」は、作業項目及び数量等に変更が生じた場合は、「甲」に遅滞なく報

告し、甲乙協議の上、契約変更を行う。ただし、請負金額の１０％以下の減、

及び増額の変更は行わない。 

 

第 15 条 「乙」は、業務の履行期間において、「甲」より進捗の状況及びその内容等

について、報告を求められた場合は、遅滞なく報告しなくてはならない。 

 

第 16 条 本業務は、前各項目の作業を行い、所定の図書を提出して同図書の検査に

合格した時をもって完了とする。 

 

第 17 条 本業務が完了し、前項の検査に合格して竣工と認められた後といえども、

成果品に誤りが発見された場合には、乙の責任において処理するものとする。 

 

第 18 条 本業務の履行期間は、契約日から令和３年１１月２６日までとする。 
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１章 一般共通事項 

 

１－１ 適用 

(1) この特記仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「敷地調査共通仕様書（令和３年３

月２５日国営整第 207 号）」(以下「敷地共仕」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行

に適用する。 

   なお、敷地共仕は国土交通省のホームページに掲載しているもの（令和３年改訂版）を適用

し、アドレスは以下の通りである。 

   http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html 

  (2) この業務にあたっての一般事項は、敷地共仕によるものとする。 

 (3) 特記事項に記載の（0.0.00）内表示番号は、敷地共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 

 

１－２ 調査場所 

  調査場所は別途図面に示す場所とする。 

   茨城県つくば市観音台２－１－９外 

 

１－３ 履行期間 

  履行期間は、契約日から令和３年１１月２６日までとする。 

 

１－４ 業務実績情報の登録（1.1.4） 

   契約金額が１００万円以上の場合の受注者は、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、

「登録のための確認のお願い」を作成し、発注者の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請し

なければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。（担当技術

者の登録は８名までとする。）また、提出期限は、敷地共仕 1.1.4 による。 

  また、受注者は、契約時において、予定価格が１，０００万円を超える競争入札により調達さ

れる建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報

システム（テクリス）に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した

上で「登録のための確認のお願い」を作成し、発注者の確認を受けること。 

  例：【低】動物医薬品検査所 敷地調査業務（敷地測量及び土壌調査） 

  また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認を 

受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロー

ドし、発注者に提出しなければならない。 

 

１－５ 配置技術者の確認及び業務実績情報システムへの登録について 

 (1) 受注者は、業務計画書（敷地共仕 1.2.2）の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確

に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様と

する。 

 (2) 業務実績情報システム（テクリス） に登録できる技術者については、以下のとおりとする。 

  ① 業務打合せ（電話等打合せを含む） において、発注者と業務に関する報告・連絡・調整等

を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者 

  ② 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる 

  者 

 (3) 業務実績情報システム（テクリス）に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方 

  の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」の提出にあたり、 

  技術者本人の登録に関する認識の確認のため、個々の技術者の署名を付すものとする。なお、 

  「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付 

  する場合も同等とみなす。 
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 (4) 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないこと

が明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。 

   また、配置技術者以外が業務実績情報システム（テクリス）へ登録された場合についても、 

  同様とする。 

 

１－６ 業務計画書（1.2.2） 

 (1) 受注者は、契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、発注者に提出  

 しなければならない。 

 (2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

  ① 業務概要 

  ② 実施方針 

  ③ 業務工程 

  ④ 業務組織計画 

  ⑤ 打合せ計画 

  ⑥ 成果物の内容、部数 

  ⑦ 使用する主な図書及び基準 

  ⑧ 連絡体制（緊急時含む） 

  ⑨ 使用機械の種類、名称、性能（一覧表にする） 

  ⑩ 仮設備計画 

  ⑪ その他 

   業務計画書に記載する主任技術者については、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書 

  に記載した予定主任技術者でなければならない。 

   ② 実施方針又は⑪ その他には、１－１５ 個人情報の取扱い、敷地共仕１．３．５ 現場

作業中の安全確保及び環境保全、 １－１７ 行政情報流出防止対策に関する事項も含めるもの

とする。 

 (3) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえで、その都

度発注者に変更業務計画書を提出しなければならない。 

 (4) 発注者の指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画書に係る資料を提出しなけ

ればならない。 

 

１－７ 打合せ等（1.2.3） 

 (1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と発注者は常に密接な連絡をとり、業務の

実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合

せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

   なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要 

  に応じて書面（打合せ記録簿）を作成するものとする。 

 (2) 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と発注者は打合せを行

うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 

 (3) 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協

議するものとする。 

 (4) 打合せ（対面）は、以下のとおりとする。 

・業務着手時 

・中間打合せ 

・成果品納入時 

 (5) 発注者及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 

   ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応するこ

とをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、

速やかに何らかの対応をすることをいう。 
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１－８ 主任技術者（1.3.2） 

  主任技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験

を有するもので日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可 ）である者とする。 

  また、本業務の主任技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予 

定の技術者でなければならない。 

  主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等や

むをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者にするものとし、受注者は発注者 

の承諾を得なければならない。 

 

１－９ 現場における作業条件について（1.3.4） 

・構内既存施設の水道、電力は利用できないものとする。 

 

１－１０ 電子納品 

 (1) 本業務は電子納品対象業務である。電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階の  

  終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「建築設計業 

  務等電子納品要領（令和３年改訂）」(以下、「要領」という。又、「要領」の「調査職員」 

  は「発注者」と読み替える。)」に基づいて作成した電子データを指す。なお、「要領」は１－ 

  １に示す国土交通省のホームページに掲載している。 

 (2) 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(CD-R)で６部提出する。「要 

  領」で特に記載が無い項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要 

  領」の解釈に疑義がある場合は発注者と協議のうえ、電子化の是非を決定する。 

 (3) 電子納品にあたっては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 

 （令和３年改訂）」を参照する。なお、電子納品の対象であることが記載された成果品以外を 

  電子納品の対象とする場合は、発注者と受注者で協議（ガイドライン「４．業務着手時の協議」 

  を参照する）を行う。なお、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 

  （令和３年改訂）」は１－１に示す国土交通省のホームページに掲載している。 

 (4) 電子成果品のファイル形式は、「要領」の「５．ファイル形式」よるほか、オリジナルファ 

  イルも提出する。なお、オリジナルファイルのファイル形式は発注者と協議する。 

 (5) 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこ

とを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 

 (6) 提出された CAD データについては、当該施設に係る設計者及び工事の受注者に貸与し、当 

  該工事の設計及び当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持 

  管理に使用することがある。 

 

 

 

１－１１ 成果品（1.5.1） 

 (1) 成果品は製本されたものを、敷地測量報告書 ３部とする。 

 (2) 記録写真の撮影箇所数は、５０箇所（枚）以上とする。 

 

１－１２ 部分使用 

 (1) 発注者は、次の各号に掲げる場合において、 測量調査等請負契約書（以下「契約書」とい 

  う。）第３２条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 

  ①別途業務等の使用に供する必要がある場合 

  ②その他特に必要と認められた場合 

 (2) 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 

 



                                        
                                        5 
 
 
 
 

１－１３ 再委託 

  (1) 契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは次に掲げるものをいい、受注者はこれを 

   再委託することはできない。 

①測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等 

  (2) 契約書第８条に規定する「軽微な再委託」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録  

の作成、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート

票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助とする。 

(3) 受注者は、 (1)及び (2)に規定する業務以外の業務の再委託にあたっては、あらかじめ再委

託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等につい

て記載した書面を提出して、発注者の承諾を得なければならない。 

 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

(4) (3)の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 

(5) 受注者は、業務の一部を再委託に付する場合、書面により再委託する者（以下、「協力者」

という。）との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもと

に業務を実施しなければならない。なお、協力者は、農林水産省の公共工事及び建設コンサ

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。 

 

１－１４ 守秘義務 

 (1) 受注者は、契約書第１条第５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) 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を第三者に 

  閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たとき 

  はこの限りではない。 

 (3) 受注者は本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を１－６に示す業 

  務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的 

  に使用してはならない。 

 (4) 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務 

  の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

 (5) 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の 

  許可なく複製しないこと。 

 (6) 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

 (7) 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的 

 外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

 

１－１５ 個人情報の取扱い 

 (1) 別紙－１の「個人情報の取扱いについて」により、個人情報の保護を行う。 

 (2) 発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそ

れらを破棄又は消去するとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。 

 

１－１６ コンピュータウイルス対策 

  受注者は、電子納品時のみならず、発注者と業務に関する事項について電子データを提出する

際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックは常に

新データに更新（アップデート）した状態で行わなければならない。 

 

１－１７ 行政情報流出防止対策の強化 

 (1) 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、 

  １－６で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 

 (2) 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければなら 
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  ない。 

  （関係法令等の遵守） 

    行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する 

   事項を遵守するものとする。 

  （行政情報の目的外使用の禁止） 

    受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外 

   に使用してはならない。 

  （社員等に対する指導） 

   １）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣 

    労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。） 

    に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

   ２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

   ３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者 

    に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

  （契約終了時等における行政情報の返却） 

   受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製

した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中に

おいて発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務

の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

  （電子情報の管理体制の確保） 

   １）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」と 

    いう。）を選任及び配置し、業務計画書に記載するものとする。 

   ２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

    イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

    ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

    ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

  （電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 

    受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 

    イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

    ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

    ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

    ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

    ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

  （事故の発生時の措置） 

   １）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流 

   出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

   ２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をと 

   り、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

 (3) 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認 

  を行う場合がある。 

 

１－１８ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

 (1) 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 

  また、不当介入を受け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。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

 (2) (1) により警察に通報又は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発注 

  者に報告すること。 

 (3) (1) 及び(2) の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることが 
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  ある。 

 (4) 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、発注者と協議しなければならない。 

 

１－１９ 保険加入の義務 

 (1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定に 

  より、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければ 

  ならない。 

 (2) 受注者は、(1) に示されている保険に加入している旨（以下の例を参照）を業務計画書に 

  明示すること。 

   ただし、発注者からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければな 

  らない。 

   （例）動物医薬品検査所 移転用地の測量及び分筆登記 特記仕様書 １－１９ 保険加入の義

務に基づき、雇用者等を被保険者とする保険に加入しています。 

 

１－２０ 測量の精度管理 

  精度管理は「国土交通省公共測量作業規程」により行うものとし、精度管理表を点検測量完了 

後、速やかに発注者に提出しなければならない。 

 

１－２１ 測量の機械器具の検定 

  受注者は、測量に使用する機器について、「国土交通省公共測量作業規程」に定める第三者機

関の検定を受け、同機関の発行する検定証明書を提出すること。 
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２章 敷地測量 

２－１ 成果品その他（2.1.6） 

 (1) 野帳の提出は、不要。 

 (2) ＣＡＤデータ、ＰＤＦデータの提出は、必要。 

 (3) 現況写真の提出は、必要。 

 

２－２ 平面測量（2.1.1）（表 2.1.1）（2.2.4） 

 (1) 別紙図面に示す範囲について、平面測量を行うものとする。 

 (2) 成果品は下表による。 

    名    称   縮  尺  ＣＤ－Ｒによる提出  現況写真の提出 

 平面図      1/500  必要  必要 

  求積図      1/500   必要   必要 

 測量計算書    

 (3) 真北の測量（2.2.4） 

   真北の測量は、行う。 

   測定の方法は、既設座標値により計算で求める方法による。 

 

２－３ 水準測量（2.1.1）（表 2.1.1）（表 2.3.4）（2.3.2）（2.3.4）（2.3.6） 

 (1) 別紙図面に示す範囲について、水準測量を行うものとする。 

 (2) 成果品は下表による。 

    名    称       縮  尺 ＣＤ－Ｒによる提

出 

現況写真の提出 

  高低図         1/500   必要   必要 

  縦断面図及び横断面図 

 

 高低差方向 1/50   必要 

 

  必要 

  水平方向    1/200 

  (3) 方眼線（2.3.2） 

   方眼線の方向は、発注者の指示による。 

   方眼線の間隔は、敷地共仕 表 2.3.1 による。 

 (4) ベンチマーク（2.3.4） 

   標高の高さの基準は、ＴＰ（基準点名 ２級基準点 NO.5 距離 1.5km）とする。 

   ベンチマークは、位置及び高さが確認出来るように写真を報告書に添付すること。 

 (5) 等高線（2.3.6） 

   等高線は、記入しない。 

 

２－４ 境界仮杭 

 (1) 別紙図面に示す範囲について、境界仮杭の設置を行うものとする。 

 (2) （1）の境界線上に境界仮杭を設置する。 

  (3) 境界仮杭はプラスチック製とし、45mm 角、長さ 450mm とする。 

  (4) 境界仮杭は６箇所設置とする。 
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別紙－１ 

個人情報の取り扱いについて 
 
１．基本事項 
  受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報
の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法
律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成
15 年 5 月 30 日法律第 58 号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法
律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅 失、
改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな ら
ない。 

 
２．秘密の保持 
  受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、
又 は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様
とする。 

 
３．取得の制限 
  受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本
人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内
で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 
４．利用及び提供の制限 
  受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利
用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 
５．複写等の禁止 
  受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発
注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 
６．再委託の禁止及び再委託時の措置 

  受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個

人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはなら

ない。 

  なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を 

行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものと 

する。 

 
７．事案発生時における報告 
  受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったとき
は、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があっ
た場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 
８．資料等の返却等 

  受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、 

若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者 

に返却し、又は引き渡さなければならない。 

  ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 

 
９．管理の確認等 
（１）受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情 
  報の管理の状況について、年１回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱い 
  に係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応 
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  じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年１回以上の定期的検査等 
  により確認し、発注者に報告するものとする。 

（２）発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、 

  発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又 

  は検査することができる。 

  
１０．管理体制の整備 

  受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制 

を定め、特記仕様書１－６で示す業務計画書に記載するものとする。 

 
１１．従事者への周知 
  受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た
個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個
人情 報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 
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別紙－２ 

 

証明書 

 

 

業務名：             

 

受注業者名：            

 

証 明 者：           印 

 

 

 

 

 

 個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。 

 

 

 

 

 

（※証明者については、主任技術者が行うものとする。） 
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