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第７１条 附帯工作物････････････････････････････････････････････････ ３３

第７２条 庭園･･････････････････････････････････････････････････････ ３３

第７３条 墳墓･･････････････････････････････････････････････････････ ３３

第７４条 立竹木････････････････････････････････････････････････････ ３３

第２節 調査書等の作成

第７５条 建物等の配置図の作成･･････････････････････････････････････ ３４

第７６条 法令に基づく施設改善･･････････････････････････････････････ ３４

第７７条 建物･･････････････････････････････････････････････････････ ３５

第７８条 機械設備･･････････････････････････････････････････････････ ３５

第７９条 生産設備･･････････････････････････････････････････････････ ３５

第８０条 附帯工作物････････････････････････････････････････････････ ３５
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第３節 算定
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第８章 予備調査

第１節 調査

第１０３条 予備調査････････････････････････････････････････････････ ４２

第１０４条 企業内容等の調査････････････････････････････････････････ ４２
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第２節 調査書等の作成
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第１１０条 建物及び機械設備等の図面作成････････････････････････････ ４４

第１１１条 移転計画案の作成････････････････････････････････････････ ４４

第３節 算定

第１１２条 補償概算額の算定････････････････････････････････････････ ４４

第９章 移転工法案の検討

第１節 調査

第１１３条 移転工法案の検討････････････････････････････････････････ ４５

第１１４条 企業内容等の把握････････････････････････････････････････ ４５

第１１５条 敷地使用実態の調査･･････････････････････････････････････ ４５

第２節 調査書等の作成

第１１６条 企業概要書･･････････････････････････････････････････････ ４６

第１１６条の２ 配置図･･････････････････････････････････････････････ ４６

第１１７条 移転工法案の作成････････････････････････････････････････ ４６

第１１８条 補償額の比較････････････････････････････････････････････ ４７



第１０章 再算定業務
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第１１章 事業認定申請図書等の作成
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第１２４条 現地踏査････････････････････････････････････････････････ ４９

第１２５条 起業地の範囲の検討･･････････････････････････････････････ ４９

第１２６条 事業認定申請図書の作成方法･･････････････････････････････ ４９

第１２７条 事前相談用資料の作成方法････････････････････････････････ ５０

第１２８条 事前相談用資料の提出････････････････････････････････････ ５０
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別記５ 建物移転料算定要領

別記６－１ 木造建物調査積算要領

別記６－２ 非木造建物調査積算要領

別記６－３ 曳家移転料算定要領

別記７－１ 機械設備調査算定要領

別記７－２ 工作物調査積算要領

別記７－３ 附帯工作物調査算定要領

別記８ 石綿調査算定要領

別記９－１ 立竹木調査算定要領

別記９－２ 立竹木調査算定要領

別記１０ 改葬の補償及び祭し料調査算定要領

別記１１－１ 営業補償調査算定要領

別記１１－２ 営業調査積算要領

別記１２－１ 居住者調査算定要領

別記１２－２ 仮住居等に要する費用に関する調査算定要領

別記１２－３ 家賃減収補償調査算定要領

別記１２－４ 借家人補償調査算定要領

別記１２－５ 移転雑費算定要領

別記１３－１ 動産移転料調査算定要領

別記１３－２ 動産調査算定要領

別記１４ 事業認定申請書等作成要領

別記１５ 写真台帳作成要領

別記１６ 土地調書及び物件調書作成要領

別記１７ 土地現地調査報告書記載上の注意

別記１８ 隣接境界線証明書作成要領
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