
1 
 

用地調査等共通仕様書新旧対照表 
 

改正前 改正後 

第１条（略） 

（用語の定義） 

第２条（１）～（26）（略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押

印したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メール又はファクシミリにより伝

達できるが、後日有効な書面と差し換えるものとする。なお、電子納品を行う場合は、

別途監督職員と協議する。 

(28)～（48）（略） 

（新設） 

第１条（略） 

（用語の定義） 

第２条（１）～（26）（略） 

(27)「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。  

（28）「情報共有システム」とは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有

することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。なお、本システムを用

いて作成及び提出等を行った帳票については、別途紙に出力して提出しないものとす

る。 

（29）「書面」とは、紙及び電磁的記録に記録された事項を表示したものをいう。 

 なお、書面は、原則として情報共有システム又は電子メールにより伝達するものと

する。 

 

(30)～(50)（略） 

（51）「営業要領」とは、中央用対が定める営業補償調査算定要領（案）をいう。 
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(49)～(50)（略） 

第３条～第８条（略） 

（照査技術者及び照査の実施） 

第９条 １～４（略） 

５ 照査技術者は、全ての照査が完了した段階で、検証・照査済一覧表（様式第１号の３）

に取りまとめ、照査技術者の責において署名押印の上、管理技術者に提出するものとす

る。 

６～７（略） 

第10条～第12条（略） 

（業務実績データの作成及び登録） 

第13条 （略） 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承

認を受けるものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除

き10日以内。 

   この場合において、営業要領第１条中「基準細則」とあるのは「運用方針」と読み

替えるものとする。 

(52)～(53)（略） 

第３条～第８条（略） 

（照査技術者及び照査の実施） 

第９条 １～４（略） 

５ 照査技術者は、全ての照査が完了した段階で、検証・照査済一覧表（様式第１号の３）

に取りまとめ、照査技術者の責において記名の上、管理技術者に提出するものとする。 

 

６～７（略） 

第10条～第12条（略） 

（業務実績データの作成及び登録） 

第13条 （略） 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承

認を受けるものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内とする。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除

き10日以内とする。ただし、変更時と完了時の間が10日以内（土曜日、日曜日、祝
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（３）（略） 

第14条～第16条（略） 

（成果物の検証） 

第 17 条 受注者は、用地調査等業務が全て完了したときは、各成果物について十分な検

証を行った上で検証の結果を検証・照査済一覧表（様式第１号の３）により提出しなけ

ればならない。この場合において、次条に定める成果物のうち地図の転写図及び用地実

測図については各葉ごとに、その他については、表紙の裏面に検証を行った者の資格及

び氏名を記載し押印するものとする。 

２（略） 

第18条～第26条（略） 

（受注者の賠償責任） 

第27条 （略） 

（１）（略） 

（２）契約書第40条に規定するかし責任に係る損害が生じた場合 

（３）（略） 

第28条～第33条（略） 

（履行報告） 

日及び年末年始を除く。）に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 

（３）（略） 

第14条～第16条（略） 

（成果物の検証） 

第 17 条 受注者は、用地調査等業務が全て完了したときは、各成果物について十分な検

証を行った上で検証の結果を検証・照査済一覧表（様式第１号の３）により提出しなけ

ればならない。この場合において、次条に定める成果物のうち地図の転写図及び用地実

測図については各葉ごとに、その他については、表紙の裏面に検証を行った者の資格及

び氏名を記載するものとする。 

２（略） 

第18条～第26条（略） 

（受注者の賠償責任） 

第27条 （略） 

（１）（略） 

（２）契約書第40条に規定する契約不適合責任に係る損害が生じた場合 

（３）（略） 

第28条～第33条（略） 

（履行報告） 
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第34条（略） 

（新設） 

 

（新設） 

（用地調査等作業日報） 

第35条 受注者は､用地調査等業務の内容等を正確に用地調査等作業日報（様式第６号の

２）に記載し､監督職員に提出しなければならない。 

第36条～第50条（略） 

（補償額算定調書に計上する数値） 

第 51 条 補償額算定調書に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるも

ののほか、第48条による計測値を基に算出した数値とする。 

（１）建物の延べ床面積は、第49条第３項で算出した数値とする。 

（２）（略） 

第52条～第56条（略） 

（権利者の確認調査） 

第57条 受注者は、第55条及び前条に規定する調査に基づき、関係土地等の権利者につ

いて所轄市役所又は町村役場（以下「市役所等」という。）の戸籍簿及び法務局が管轄

する法人登記簿等により、次の各号に掲げる事項を調査し、権利者調査表（様式第 11

第34条（略） 

２ 受任者は、監督職員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は報告を求められ

たときは、これに応じなければならない。 

３ 受任者は、前項の進捗状況の報告に監理技術者を立ち会わせるものとする。 

（削る） 

 

 

第35条～第49条（略） 

（補償額算定調書に計上する数値） 

第 50 条 補償額算定調書に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるも

ののほか、第47条による計測値を基に算出した数値とする。 

（１）建物の延べ床面積は、第48条第３項で算出した数値とする。 

（２）（略） 

第51条～第55条（略） 

（権利者の確認調査） 

第56条 受注者は、第54条及び前条に規定する調査に基づき、関係土地等の権利者につ

いて所轄市役所又は町村役場（以下「市役所等」という。）の戸籍簿及び法務局が管轄

する法人登記簿等により、次の各号に掲げる事項を調査し、権利者調査表（様式第 11
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号の１及び様式第11号の２）に記入しなければならない。 

（１）～（２）（略） 

２～５（略） 

第58条～第59条（略） 

（転写連続地図の作成） 

第60条 （略） 

（１）（略） 

（２）第55条第３号で調査した登記名義人の氏名等 

（３）（略） 

（調査書の作成） 

第61条 第55条から第57条までに調査した事項については、土地の登記記録調査表（様

式第９号の１、第９号の２）、建物の登記記録調査表（様式第10号の１、第10号の２）

及び権利者調査表（様式第11号の１、第11号の２）に所定の事項を記載するものとす

る。 

２ （略） 

３ 墓地管理者等の調査表は、第48 条の調査結果を基に改葬等要領により作成するもの

とする。 

４ 土地利用履歴等の調査表は、第59条の結果を基に土地利用履歴要領により作成する

号の１及び様式第11号の２）に記入しなければならない。 

（１）～（２）（略） 

２～５（略） 

第57条～第58条（略） 

（転写連続地図の作成） 

第59条 （略） 

（１）（略） 

（２）第54条第３号で調査した登記名義人の氏名等 

（３）（略） 

（調査書の作成） 

第60条 第54条から第56条までに調査した事項については、土地の登記記録調査表（様

式第９号の１、第９号の２）、建物の登記記録調査表（様式第10号の１、第10号の２）

及び権利者調査表（様式第11号の１、第11号の２）に所定の事項を記載するものとす

る。 

２ （略） 

３ 墓地管理者等の調査表は、第57条の調査結果を基に改葬等要領により作成するもの

とする。 

４ 土地利用履歴等の調査表は、第58条の結果を基に土地利用履歴要領により作成する
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ものとする。 

第62条（略） 

（資料の作成及び立会い） 

第63条 （略） 

２ （略） 

３ 前条の打合せの結果、第60 条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量

等を行うことによって、部局等の長又は公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなす

とした場合には、これに必要な作業を行うものとする。この場合に必要に応じて公共用

地に隣接する土地の所有者から第67条第２項に準じた同意を得るものとする。 

第64条（略） 

（立会い準備） 

第 65 条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条の画地

の境界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第55 条から第

58条までの調査結果を基に作成しなければならない。 

２（略） 

第66条～第71条（略） 

（用地実測図等の作成） 

第72条 （略） 

ものとする。 

第61条（略） 

（資料の作成及び立会い） 

第62条 （略） 

２ （略） 

３ 前条の打合せの結果、第59 条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量

等を行うことによって、部局等の長又は公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなす

とした場合には、これに必要な作業を行うものとする。この場合に必要に応じて公共用

地に隣接する土地の所有者から第66条第２項に準じた同意を得るものとする。 

第63条（略） 

（立会い準備） 

第 64 条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条の画地

の境界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第54 条から第

57条までの調査結果を基に作成しなければならない。 

２（略） 

第65条～第70条（略） 

（用地実測図等の作成） 

第71条 （略） 
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（１）（略） 

① 土地の測量に従事した者の記名押印 

  ②～③（略） 

（２）～（３）（略） 

２（略） 

第73条～第76条（略） 

（協議） 

第77条 受注者は、第75条で規定する資料等の収集整理に当たり、管轄登記所等との折

衝の結果、その処理に困難なものがある場合には、監督職員と協議し、指示を受けなけ

ればならない。     

第78条～第85条（略） 

（生産設備） 

第86条 （略） 

（１）生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を

行う。 

（２）～（８）（略） 

第87条（略） 

（庭園） 

（１）（略） 

① 土地の測量に従事した者の氏名 

  ②～③（略） 

（２）～（３）（略） 

２（略） 

第72条～第75条（略） 

（協議） 

第76条 受注者は、第74条で規定する資料等の収集整理に当たり、管轄登記所等との折

衝の結果、その処理に困難なものがある場合には、監督職員と協議し、指示を受けなけ

ればならない。       

第77条～第84条（略） 

（生産設備） 

第85条 （略） 

（１）生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、現況測量等を

行う。 

（２）～（８）（略） 

第86条（略） 

（庭園） 
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第88条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 

（１）庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立

竹木の配置の状況。配置の調査は、平板測量により行う。 

（２）～（５）（略） 

第89条～第92条（略） 

（法令に基づく施設改善） 

第93条 第81条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。 

２（略） 

（木造建物） 

第94条 木造建物の図面及び調査書は、第82条の調査結果を基に作成するものとする。 

２～３（略） 

（木造特殊建物） 

第95条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第83条の調査結果を基に作成するものとす

る。 

２～３（略） 

（非木造建物） 

第96条 非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、第84条第１項の調査結果を基に非木造

建物要領により作成するものとする。 

第87条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。 

（１）庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立

竹木の配置の状況。配置の調査は、現況測量等により行うものとする。 

（２）～（５）（略） 

第88条～第91条（略） 

（法令に基づく施設改善） 

第92条 第80条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。 

２（略） 

（木造建物） 

第93条 木造建物の図面及び調査書は、第81条の調査結果を基に作成するものとする。 

２～３（略） 

（木造特殊建物） 

第94条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第82条の調査結果を基に作成するものとす

る。 

２～３（略） 

（非木造建物） 

第95条 非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、第83条第１項の調査結果を基に非木造

建物要領により作成するものとする。 
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２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第84 条第２項の調査結果を基に非木造建物

要領を準用して作成するものとする。 

（機械設備）                  

第97条 機械設備の図面及び調査書は、第85条の調査結果を基に機械設備要領により作

成するものとする。 

（生産設備） 

第98条 生産設備の図面及び調査書は、第86条の調査結果を基に作成するものとする。 

２～３（略） 

（附帯工作物） 

第99条 附帯工作物の図面及び調査書は、第87条の調査結果を基に附帯工作物要領によ

り作成するものとする。 

（庭園） 

第100条 庭園の調査書は、第88条の調査結果を基に庭園工作物は附帯工作物要領に定

める調査表、庭園立竹木は立竹木要領に定める調査表を用いて、算定に必要と認める土

量、コンクリート量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとする。 

（墳墓） 

第101条 墳墓の図面及び調査書は、第89条の調査結果を基に改葬等要領により作成す

るものとする。 

２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第83条第２項の調査結果を基に非木造建物

要領を準用して作成するものとする。 

（機械設備）                  

第96条 機械設備の図面及び調査書は、第84条の調査結果を基に機械設備要領により作

成するものとする。 

（生産設備） 

第97条 生産設備の図面及び調査書は、第85条の調査結果を基に作成するものとする。 

２～３（略） 

（附帯工作物） 

第98条 附帯工作物の図面及び調査書は、第86条の調査結果を基に附帯工作物要領によ

り作成するものとする。 

（庭園） 

第99条 庭園の調査書は、第87条の調査結果を基に庭園工作物は附帯工作物要領に定め

る調査表、庭園立竹木は立竹木要領に定める調査表を用いて、算定に必要と認める土量、

コンクリート量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとする。 

（墳墓） 

第100条 墳墓の図面及び調査書は、第88条の調査結果を基に改葬等要領により作成す

るものとする。 
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（立竹木等） 

第102条 立竹木等の図面及び調査書は、第90条の調査結果を基に立竹木要領により作

成するものとする。 

２（略） 

（石綿） 

第103条 石綿の図面及び調査書は、第91条の調査結果を基に石綿要領により作成する

ものとする。 

（移転先の検討） 

第104条（略） 

２～３（略） 

４ 前３項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第92条で定

める図面に対象となるものを明示するものとする。 

（法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） 

第 105 条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に

係る運用益損失額の算定は、第93 条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格

物件であると認める場合に、運用方針第15第３項の定めるところにより行うものとす

る。 

（木造建物） 

（立竹木等） 

第101条 立竹木等の図面及び調査書は、第89条の調査結果を基に立竹木要領により作

成するものとする。 

２（略） 

（石綿） 

第102条 石綿の図面及び調査書は、第90条の調査結果を基に石綿要領により作成する

ものとする。 

（移転先の検討） 

第103条（略） 

２～３（略） 

４ 前３項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第91条で定

める図面に対象となるものを明示するものとする。 

（法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） 

第 104 条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に

係る運用益損失額の算定は、第92 条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格

物件であると認める場合に、運用方針第15第３項の定めるところにより行うものとす

る。 

（木造建物） 
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第106条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第

94 条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領によ

り、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 

なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建設費の積算に当たっては、木造

建物要領第２条第３項に定めるところによるものとする。 

２（略） 

（木造特殊建物） 

第107条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごと

に第95条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。 

なお、その積算に当たっては、木造建物要領第２条第３項に定めるところによるもの

とする。 

２（略） 

（非木造建物） 

第108条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに

第96 条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要

領により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 

  なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算に当たっては、非木造建物要領第３条

第３項に定めるところによるものとする 

第105条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第

93 条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領によ

り、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 

なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建設費の積算に当たっては、木造

建物要領第２条第３項に定めるところによるものとする。 

２（略） 

（木造特殊建物） 

第106条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごと

に第94条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。 

なお、その積算に当たっては、木造建物要領第２条第３項に定めるところによるもの

とする。 

２（略） 

（非木造建物） 

第107条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに

第95 条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要

領により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 

  なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算に当たっては、非木造建物要領第３条

第３項に定めるところによるものとする 
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２（略） 

（照応建物の詳細設計） 

第109条 第104条第２項の照応建物の推定建築費の概算額により第104条第１項の検討

を行った場合は、監督職員と協議するものとする。 

２ 前項の協議により照応建物によることが妥当と判断された場合における照応建物の

推定建築費の積算又は第 104 条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に

当たっては、次の各号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとす

る。 

（１）～（２）（略） 

（機械設備） 

第110条 機械設備の補償額の算定は、第97条で作成した資料を基に機械設備要領によ

り行うものとする。 

（生産設備） 

第111条 生産設備の補償額の算定は、第98条で作成した資料を基に当該設備の移設の

可否及び適否について検討した上で、行うものとする。 

２（略） 

（附帯工作物） 

第112条 附帯工作物の補償額の算定は、第99条で作成した資料を基に附帯工作物要領

２（略） 

（照応建物の詳細設計） 

第108条 第103条第２項の照応建物の推定建築費の概算額により第103条第１項の検討

を行った場合は、監督職員と協議するものとする。 

２ 前項の協議により照応建物によることが妥当と判断された場合における照応建物の

推定建築費の積算又は第 103 条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に

当たっては、次の各号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとす

る。 

（１）～（２）（略） 

（機械設備） 

第109条 機械設備の補償額の算定は、第96条で作成した資料を基に機械設備要領によ

り行うものとする。 

（生産設備） 

第110条 生産設備の補償額の算定は、第97条で作成した資料を基に当該設備の移設の

可否及び適否について検討した上で、行うものとする。 

２（略） 

（附帯工作物） 

第111条 附帯工作物の補償額の算定は、第98条で作成した資料を基に附帯工作物要領
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により行うものとする。 

（庭園） 

第113条 庭園の補償額の算定は、第100条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等

を検討した上で、行うものとする。 

（墳墓） 

第114条 墳墓の補償額の算定は、第101条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び

当該地方における改葬方法の慣行等を検討した上で、改葬等要領により行うものとす

る。 

（立竹木等） 

第115条 立竹木等の補償額の算定は、第102条で作成した資料を基に当該立竹木等の移

植の可否及び適否について検討した上で、改葬等要領により行うものとする。 

第116条（略） 

（営業に関する調査） 

第117条 法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる

次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

（１）営業主体に関するもの 

  ① 法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日 

  ② 移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日 

により行うものとする。 

（庭園） 

第112条 庭園の補償額の算定は、第99条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等

を検討した上で、行うものとする。 

（墳墓） 

第113条 墳墓の補償額の算定は、第100条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び

当該地方における改葬方法の慣行等を検討した上で、改葬等要領により行うものとす

る。 

（立竹木等） 

第114条 立竹木等の補償額の算定は、第101条で作成した資料を基に当該立竹木等の移

植の可否及び適否について検討した上で、改葬等要領により行うものとする。 

第115条（略） 

（営業に関する調査） 

第116条 営業に関する調査は、営業要領により行うものとする。 

 

（削る） 
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  ③ 資本金の額 

  ④ 法人の組織（支店等及び子会社） 

⑤ 移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金 

  ⑥ 移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係 

（２）業務内容に関するもの 

  ① 業種 

  ② 移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 

③ 原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先（得意先） 

  ④ 品目等別の売上構成 

  ⑤ 必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。 

（３）収益及び経費に関するもの 

   営業調査表（様式第20号の１、第20号の２、第20号の３及び第20号の４）の各

項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。 

  ① 直近３か年の事業年度の確定申告書（控）（写）であって、税務署受付印のあるも

の。 

  ② 直近３か年の事業年度の損益計算書（写）及び貸借対照表（写） 

  ③ 直近１年の事業年度の総勘定元帳（写）及び固定資産台帳（写）。特に必要と認め

る場合は直近３か年。 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 
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  ④ 直近１年の事業年度の次の帳簿（写）。特に必要と認める場合は直近３か年。 

   ア 正規の簿記の場合 

     売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳 

   イ 簡易簿記の場合 

     現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳 

（４）その他補償額の算定に必要となるもの 

２ 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。 

３ 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調

査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督職員に

報告するものとする。 

（１）仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

（２）仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

（３）仮設組立建物等の資材のリースに関する資料 

第118条～第119条（略） 

（調査書の作成） 

第120条 営業に関する調査書は、第117条の調査結果を基に営業調査表（様式第20号

の１、第20号の２、第20号の３及び第20号の４）に所定の事項を記載することによ

り作成するものとする。 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

 

 

 

第117条～第118条（略） 

（調査書の作成） 

第119条 営業に関する調査書は、第116条の調査結果を基に営業要領により作成するも

のとする。 
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２ 居住者等に関する調査書は、第118条の調査結果を基に居住者調査表（様式第21号）

に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 

３（略） 

（補償額の算定） 

第121条 営業に関する補償額の算定は、監督職員から営業補償の方法につき指示を受け

るほか、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該委託契約の対象とされていないとき

は、これらの移転工法の教示を得た上で、行うものとする。 

 

２ 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法につ

いて監督職員の指示を受けるものとする。 

３ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行うものとす

る。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が

困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 

第122条（略） 

（調査） 

第123条（略） 

（１）～（15）（略） 

（新設） 

２ 居住者等に関する調査書は、第117条の調査結果を基に居住者調査表（様式第21号）

に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 

３（略） 

（補償額の算定） 

第120条 営業に関する補償額の算定は、前条第１項で作成した資料を基に営業要領によ

り行うものとする。この場合において、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該委託

契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得た上で、行うものとす

る。 

２（削る） 

 

２ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行うものとす

る。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が

困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 

第121条（略） 

（調査） 

第122条（略） 

（１）～（15）（略） 

（16）高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書 
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（16）その他の資料 

２（略） 

（補償の要否の判定等） 

第124条 （略） 

２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（「土地改良事業用地の取得等に伴

う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（平成26年４月１日

付け25農振第2418号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知）別添－５参考）によ

り、補償の要否を判定（課税売上割合の算定を含む。）するものとし、消費税等調査表

（様式第18号）を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表

によることが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載し

た調査表を作成するものとする。 

第125条～第127条（略） 

（建物調査） 

第128条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象

となる範囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とす

る建物について、第82条から第84条に準ずる方法により行うものとする。この場合に

おける建物調査は、間取平面、建築設備、構造概要、立面等、推定再建築費の概算額の

積算並びに移転計画の作成に必要な概要調査及び概算補償額の算定を行うものとする。 

（17）その他の資料 

２（略） 

（補償の要否の判定等） 

第123条 （略） 

２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（「土地改良事業用地の取得等に伴

う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（令和元年 10 月 10

日付け元農振第1862号農林水産省農村振興局長通知）別添－5、6参考）により、補償

の要否を判定（課税売上割合の算定を含む。）するものとし、消費税等調査表（様式第

23 号）を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によるこ

とが不適当又は困難と認めたときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表

を作成するものとする。 

第124条～第126条（略） 

（建物調査） 

第127条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象

となる範囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とす

る建物について、第81条から第83条に準ずる方法により行うものとする。この場合に

おける建物調査は、間取平面、建築設備、構造概要、立面等、推定再建築費の概算額の

積算並びに移転計画の作成に必要な概要調査及び概算補償額の算定を行うものとする。 



18 
 

２～３（略） 

（機械設備等調査） 

第 129 条 予備調査に係る機械設備等（生産設備及び附帯工作物を含む。）の調査は、第

126条及び第127条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する機械設

備等及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする機械設備等につい

て、第85条から第87条までに準ずる方法により行うものとする。この場合における機

械設備等調査は、配置、機械名（種類）、規格等、概算額の積算並びに移転計画の作成

に必要な概算調査及び概算補償額の算定を行うものとする。 

２～３ （略） 

（企業概要書） 

第130条 企業内容等の調査書は、第126条の調査結果を基に企業概要書（様式第19号

の１）を用いて、作成するものとする。 

（配置図） 

第131条 予備調査に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地のうち予備

調査の対象とした範囲について、第127条の調査結果を基に次の各号により作成するも

のとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利

者から提供されたときは、これを使用することができる。 

（１）～（３）（略） 

２～３（略） 

（機械設備等調査） 

第 128 条 予備調査に係る機械設備等（生産設備及び附帯工作物を含む。）の調査は、第

125条及び第126条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲に存する機械設

備等及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする機械設備等につい

て、第84条から第86条までに準ずる方法により行うものとする。この場合における機

械設備等調査は、配置、機械名（種類）、規格等、概算額の積算並びに移転計画の作成

に必要な概算調査及び概算補償額の算定を行うものとする。 

２～３ （略） 

（企業概要書） 

第129条 企業内容等の調査書は、第125条の調査結果を基に企業概要書（様式第24号

の１）を用いて、作成するものとする。 

（配置図） 

第130条 予備調査に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷地のうち予備

調査の対象とした範囲について、第126条の調査結果を基に次の各号により作成するも

のとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利

者から提供されたときは、これを使用することができる。 

（１）～（３）（略） 
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第132条（略） 

（移転計画案の作成） 

第133条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第126条から第129条の調査結果を基

に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、残

地が建物等の移転先地として運用方針第15第１（４）アからウまでの要件に該当する

か否かの検討を行うものとする。 

（１）～（７）（略） 

２（略） 

（補償概算額の算定） 

第134条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第130条か

ら前条までで作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 

第135条（略） 

（企業内容等の調査） 

第136条 大規模工場等の企業内容等の調査は、移転工法案の検討に当たって重要な要素

となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第

130条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 

（１）～（８）（略） 

（敷地使用実態の調査） 

第131条（略） 

（移転計画案の作成） 

第132条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第125条から第128条の調査結果を基

に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、残

地が建物等の移転先地として運用方針第15第１（４）アからウまでの要件に該当する

か否かの検討を行うものとする。 

（１）～（７）（略） 

２（略） 

（補償概算額の算定） 

第133条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第129条か

ら前条までで作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 

第134条（略） 

（企業内容等の調査） 

第135条 大規模工場等の企業内容等の調査は、移転工法案の検討に当たって重要な要素

となる事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第

129条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 

（１）～（８）（略） 

（敷地使用実態の調査） 
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第137条 大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転工法の検討に当たって重要とな

る事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第127条

の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。 

（１）～（４）（略） 

（５）（略） 

  ① （略） 

  ② 第126条第６号の製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ（図式化したもの） 

  ③ 第 117 条第２号②の移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な

品目 

（６）～（７）（略） 

（企業概要書） 

第138条 企業内容等の調査書は、第136条の調査結果を基に企業概要書（様式第19号

の１）を用いて、作成するものとする。 

（配置図） 

第138条の２ 移転工法案の検討に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷

地の移転工法案の検討の対象とした範囲について、第137条の調査結果を基に次の各号

により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体

の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。 

第136条 大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転工法の検討に当たって重要とな

る事項で、主として次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第126条

の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。 

（１）～（４）（略） 

（５）（略） 

  ① （略） 

  ② 第125条第６号の製品等の製造（加工）工程又は商品等の流れ（図式化したもの） 

  ③ 第 116 条第２号②の移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な

品目 

（６）～（７）（略） 

（企業概要書） 

第137条 企業内容等の調査書は、第135条の調査結果を基に企業概要書（様式第24号

の１）を用いて、作成するものとする。 

（配置図） 

第137条の２ 移転工法案の検討に係る大規模工場等の配置図は、当該大規模工場等の敷

地の移転工法案の検討の対象とした範囲について、第136条の調査結果を基に次の各号

により作成するものとする。ただし、当該大規模工場等の敷地が広大な場合で敷地全体

の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。 
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（１）～（３）（略） 

（移転工法案の作成） 

第139条 大規模工場等の移転工法案は、第80条から第88条まで、第90条、第136条

及び第137条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものと

する。この場合において、残地が建物等の移転先地として運用方針第15第１（４）ア

からウまでの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 

（１）～（７）（略） 

２（略） 

第140条～第145条（略） 

（標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成） 

第146条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第143条に定める土地評価の基

準を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとす

る。 

２～３（略） 

第147条～第171条（略） 

（相談用資料の添付図面の作成方法） 

第172条 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書（案）の

添付図面の作成は、第170条の定めるところにより、法第20条の事業の認定の要件全

（１）～（３）（略） 

（移転工法案の作成） 

第138条 大規模工場等の移転工法案は、第79条から第87条まで、第89条、第135条

及び第136条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものと

する。この場合において、残地が建物等の移転先地として運用方針第15第１（４）ア

からウまでの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 

（１）～（７）（略） 

２（略） 

第139条～第144条（略） 

（標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成） 

第145条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第142条に定める土地評価の基

準を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとす

る。 

２～３（略） 

第146条～第170条（略） 

（相談用資料の添付図面の作成方法） 

第171条 起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書（案）の

添付図面の作成は、第169条の定めるところにより、法第20条の事業の認定の要件全
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てに該当するように記載するものとし、次に掲げるものから必要と認められる図面を作

成するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料の添付図面を

併せて作成するものとする。 

（１）～（９）（略） 

第173条～第186条（略） 

（登記及び権利に関する調査）  

第187条 登記所備付け地図の転写は、第54条を、土地の登記記録の調査は、第55条を、

権利者の確認調査は、第57条をそれぞれ準用し、当該地周辺の登記及び権利関係の阻

害要因を調査するものとする。 

第188条～第189条（略） 

（阻害要因の調査分析及び取りまとめ） 

第190条 第185条から前条までの調査における阻害要因を分析の上、阻害要因等特定調

査票（様式第25号）に取りまとめ、施設別及び次に掲げる類型別に整理するものとす

る。 

（１）～（８）（略） 

２（略） 

第191条～第192条（略） 

（写真台帳の作成） 

てに該当するように記載するものとし、次に掲げるものから必要と認められる図面を作

成するものとする。この場合において、事前相談に必要と認める参考資料の添付図面を

併せて作成するものとする。 

（１）～（９）（略） 

第172条～第185条（略） 

（登記及び権利に関する調査）  

第186条 登記所備付け地図の転写は、第53条を、土地の登記記録の調査は、第54条を、

権利者の確認調査は、第56条をそれぞれ準用し、当該地周辺の登記及び権利関係の阻

害要因を調査するものとする。 

第187条～第188条（略） 

（阻害要因の調査分析及び取りまとめ） 

第189条 第184条から前条までの調査における阻害要因を分析の上、阻害要因等特定調

査票（様式第30 号）に取りまとめ、施設別及び次に掲げる類型別に整理するものとす

る。 

（１）～（８）（略） 

２（略） 

第190条～第191条（略） 

（写真台帳の作成） 
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第193条（略） 

２（略） 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他

必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。 

４（略） 

 

第192条（略） 

２（略） 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他

必要と認められる事項を明記し、写真撮影に従事した者の氏名を記載するものとする。 

４（略） 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


