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3-1 電子納品運用ガイドライン農業土木編について 

3-1-1 電子納品運用ガイドライン農業土木編の位置づけ 

電子納品の運用にあたり、各要領等において、共通の変更点を「電子納品運用ガイドライン第１

章共通編」（以下「本ガイドライン共通編」）にて定めているが、共通編とは別に、3-1-3に示す

工事又は工事に係る委託業務において必要となる変更点を「電子納品運用ガイドライン第3章農業

土木編」（以下「本ガイドライン農業土木編」）にて定める。 

 
図１ 電子納品運用ガイドライン第3章農業土木編の位置づけ 

 

3-1-2 電子納品の取扱い 

電子納品対象として特記仕様書に記載された工事及び工事に係る委託業務について、電子納品を

実施します。 
 

 

 

電子納品運用ガイドライン 第１章共通編 

電子納品運用ガイドライン 

第 3 章 農業土木編 

電子納品運用ガイドライン 

第 N 章 個別編 

電子納品運用ガイドライン 

第 N 章 個別編 

国の電子納品に関する要領・基準 

一部変更 

電子納品運用ガイドライン 

共通事項 

個別事項 



電子納品運用ガイドライン【第３章農業土木編】 

３－３ ver1.00 

3-1-3 適用する工事又は工事に係る委託業務 

本ガイドライン農業土木編は、和歌山県農業農村整備事業関係発注機関発注の建設工事又は工

事に係る委託業務において、次に示す共通仕様書及び特記仕様書に規定される成果品に適用する

ことを基本とします。 
なお、委託業務の内容（現場技術業務、補償説明業務等）によっては対象外とします。 
 
 

 
表１ 適用する仕様書 

種 別 仕様書名称 発行者 

農業土木 土木設計業務 土木設計業務等共通仕様書 和歌山県 県土整備部 

測量業務 測量業務共通仕様書 和歌山県 県土整備部 

地質調査業務 地質・土質調査業務共通仕様書 和歌山県 県土整備部 

工事 土木工事共通仕様書 和歌山県 
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3-1-4 電子成果の作成時に準用する要領・基準 

各分野の工事・委託業務で準用する要領・基準は､以下のとおりです。また、本ガイドライン共

通編への記載と以下に示す要領・基準に差異がある場合は、本ガイドライン共通編によるものとし

ます。 
なお、準用する要領・基準が明確でない場合は、適宜相応しい基準を準用してください。 
 

表２ 準用する要領・基準（農業土木） 

対象 要領・基準名称 年月 策定 
農業土木 土木 設計業務等の電子納品要領（案） H17.04 

農林水産省 

工事完成図書の電子納品要領（案） H17.04 
電子化図面データの作成要領（案） H17.04 
電子化図面データ作成運用ガイドライン（案） 
 （業務工事共通） 

H14.11 

電子化写真データの作成要領（案） H18.04 
測量成果電子納品要領（案） H17.04 
地質土質調査成果電子納品要領（案）本編 H17.04 
地質土質調査成果電子納品要領（案）付属資料 H17.04 
地質調査資料整理要領（案）本編  H16.04 
地質調査資料整理要領（案）付属資料  H16.04 
地質調査資料整理要領（案）全文 H15.04 
電子納品運用ガイドライン（案） 
（工事業務共通） 

H17.04 

電気 
 

設計業務等の電子納品要領（案） 
電気通信設備編 

H17.04 

工事完成図書の電子納品要領（案） 
電気通信設備編 

H17.09 

電子化図面データの作成要領（案） 
電気通信設備編 

H17.04 

電子納品運用ガイドライン（案） 
電気通信設備編 

H17.04 

機械 
 

設計業務等の電子納品要領（案） 
機械設備工事編 

H17.04 

工事完成図書の電子納品要領（案） 
機械設備工事編 

H17.06 

電子化図面データの作成要領（案） 
機械設備工事編 

H17.06 

電子納品運用ガイドライン（案） 
機械設備工事編 

H17.04 
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3-2 委託業務の電子納品の実施について 

3-2-1 電子納品の対象（委託業務） 

測量業務、設計業務、調査業務の全案件が電子納品の対象となります。 
但し、委託業務の内容（現場技術業務、補償説明業務等）によっては対象外とします。 
 

3-2-2 電子納品の対象書類（委託業務） 

委託業務において、電子納品の対象となる書類は、共通仕様書・特記仕様書に示す全書類です。 
 

3-2-3 公印私印の取り扱い（委託業務） 

納品対象となる書類には印（公印・私印）が必要となる書類と印が必要でない書類があります。 
印（公印・私印）が必要となる書類については、全て紙で納品することとするが、書類保管の

効率化のため電子データも納品してください。 
書類の電子化については、押印後にスキャニングする方法と書類作成時の電子データ（押印な

し）とする方法の 2 通り考えられますが、書類作成時の電子データを納品してください。 
 

 

印の有無
公印・私印の
必要なもの

印が不要なもの

押印後の
スキャニング電子化

電子データの
オリジナル

電子納品 保存しない 保存する

電子データの
オリジナル

保存する

 
 

図２ 電子納品とする書類 
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3-2-4 電子成果品のデータ形式（委託業務） 

電子成果品は、要領・基準等の規定に従い電子化し提出するものとします。 
 

3-2-4-1 電子成果品のファイル形式・構成（委託業務） 

委託業務におけるファイル形式・構成に関する電子成果品を以下に示します。 
 

表３ 成果品のファイル形式・構成に関するレベル区分（委託業務） 

委託業務 成果品の内容 

管理ファイル 
業務管理ファイル ○ 

各フォルダ管理ファイル ○ 

フォルダ構成等 
フォルダ構成・フォルダ名 ○ 

ファイルの命名規則 ○ 

成果品 

文書ファイル等 

オリジナル形式 

（doc･jtd･xls 等） 
○ 

pdf 形式 ○ 

図面ファイル 

オリジナル形式 

（dxf･dwg 等） 
× 

sxf 形式 

（p21 又は sfc） 
○※ 

写真ファイル jpg 形式 ○ 

上記以外の成果品 ○ 

○：要領等に則り電子納品を行う。 

×：電子納品不可。 

※ ファイル形式は、p21、sfc 形式のいずれかを協議により決定 
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3-2-4-2 紙成果品・電子成果品として提出する書類（委託業務） 

委託業務において、電子納品における紙成果品・電子成果品の提出に関する部数は、以下に示す

とおりです。 
 

表４ 電子納品の際の提出成果（委託業務） 

委託業務 提出部数 

報告書等（簡易製本版）※ １部 

電子媒体 ２部 

※  報告書等（簡易製本版）は、市販のチューブファイルに報告書等

書類を綴じたものとし、金文字黒表紙様式の製本は行わない。チ

ューブファイルの背表紙には、年度、委託業務名称及び受注者名

を明記し、報告書等の書類は両面刷り（A4版）、図面は縮小版

（A3版）を基本とする。なお、チューブファイルはA4版を基本

とし、図面などA3版のものを綴じる際はゼット折りを行い、綴

じることとする。 
※2 報告書（簡易製本版）にて完了検査を実施するものとする。 
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3-2-4 発注時の特記仕様書への記載（委託業務） 

電子納品の対象とする場合、特記仕様書等に電子納品の対象とする旨明示するものとします。 
 

特記仕様書等明示例（委託業務） 
第○○条（電子納品に関する基準） 

電子納品に関する基準は、「和歌山県電子納品運用ガイドライン第１章共通編平成

--年--月版」及び「和歌山県電子納品運用ガイドライン第3章農業土木編平成--年--月
版」（以下、両者を総称して「ガイドライン」という。）によるものとする。 

第○○条（電子納品） 
本業務は、電子納品対象業務とする。 
電子納品とは、調査、設計、工事等の各業務段階の最終成果を電子データで納品す

ることをいう。ここでいう電子データとは、ガイドラインに示されたファイルフォー

マットに基づいて作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱

いについては、別途、監督員と協議するものとする。 
第○○条（電子成果品の提出部数と電子納品に係る費用） 

本業務の成果として定められている成果品の提出部数はガイドラインによるもの

とする。電子化に要する費用は、現行の積算に含まれているものとする。なお、成果

品のうち、電子成果品によらないものは、従来どおり、紙にて提出すること。 
第○○条（成果品の提出） 

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、ウィルス対策を実施したうえで電子媒体を提出すること。

なお、国の電子納品に係る基準をガイドラインにて変更することにより生じたエラー

については、ガイドラインに沿ったものであれば、エラー無しとみなすこととする。 
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3-3 委託業務の電子成果品について 

3-3-1 電子媒体について（委託業務） 

電子納品において、納品に使用する媒体は、以下の各項目に従ってください。 

（1）媒体はCD-Rとする。 

（2）媒体は1部提出する。 

書き込み形式は、ISO9660フォーマット（レベル1）を標準とする。 

（3）原則、1枚のCD-Rに格納する。複数枚のCD-Rに格納する場合には、「設計業務等の電子納

品要領（案）平成１７年４月/農林水産省」の「成果物が複数枚に渡る場合の処置」に従う。 

（4）CD-Rのラベルは、ラベル用紙へ印刷後に貼付、プリンタによる直接印刷あるいは油性マジ

ックによる手書きとする。ラベル用紙以外のもの（文字シール等）の貼付は不可とする。 

（5）CD-Rのラベルの表示項目には、以下の項目を記入する。 
委託業務 

・施工番号（和歌山県電子納品コードの上１７桁） 
・何枚目／総枚数（CD-R） 
・業務名称 
・作成年月 
・発注者名 
・受注者名 
・発注者署名欄 
・受注者署名欄 
・ウィルスチェックに関する情報 
（ソフト名、ウィルス定義、チェック年月日） 

・フォーマット形式 
 

（6）CD-Rケースの背表紙には、以下項目を横書きで記入する。 
委託業務 

・業務名称 
・作成年月 
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（7）CD-Rのラベルイメージ 
 

委託業務 

工事番号:012345678901234567

平成○○年度 ○○○○○○○○工事

平成○年○月

発注者：○○振興局建設部
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○
ウィルス定義：○○年○月○日版
チェック年月日：○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(ﾚﾍﾞﾙ1)

1/1

 
図３ CD-Rのラベルイメージ 

 
 
 
 
 
 
 

成果品 
施工番号：12345678901234567 
平成○○年度 ○○○第○号 ○○○○○○業務 

受注者署名欄 

 

 

発注者署名欄 
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3-3-2 電子成果品と紙成果品の整合性（委託業務） 

納品時には電子媒体と共に、電子成果品と紙成果品が同一であることを証明する電子媒体内容

証明書を添付してください。 

  内容証明書例） 

    

　　　　　　　和歌山県知事　様　　　　　　　　　　

受注者　 （ 住所 ）
（ 名称 ） 印

    下記の通り、電子媒体で納めた部分が紙媒体のそれと相違ないことを証明します。

規格 単位 数量 電子媒体作成年月日 備考

（例）

CD-R 1/2 ISO99660 枚 1 平成17年11月1日

CD-R 2/2 ISO99660 枚 1 平成17年11月1日

電子媒体

記

電　子　媒　体　内　容　証　明　書

業務名

施工番号（電子納品コードの上１７桁）
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3-3-3 電子成果品の確認及びウィルスチェック（委託業務） 

（1）電子成果品の確認 
受注者は提出前に、作成した電子成果品の内容を確認し、電子納品に係る基準・特記仕様

書に基づき、電子成果品が作成されているかを確認してください。 
監督員は検査前に、受注者が提出した電子成果品の内容を確認し、電子納品に係る基準に

基づき、電子成果品が作成されているかを確認してください。 
なお、監督員が行う電子成果品の確認に際して、県の行政事務用パソコン等により電子成

果品の確認が出来ない場合、受注者は監督員との協議により電子成果品の確認に必要な機材

を準備できるものとします。 
 

（2）ウィルスチェック 
受注者は納品前に、作成した電子媒体のウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに使

用したソフト名、ウィルス定義日、チェック日をCD-Rラベルに記載してください。 
監督員は、受領した電子媒体のファイルを開く前に、必ず、行政事務用パソコンのローカ

ルモードにてウィルスチェックを行ってください。 
インターネットに接続した機器で電子データを交換・共有している環境はウィルスに感染

する危険が高いと言えます。そのため、データを交換・共有するすべてのコンピュータにウ

ィルス対策ソフトを常駐させ、定期的に最新のウィルスパターンに更新してください。また、

日々の電子化書類のやり取りでウィルスが発見・駆除された場合は、文書の作成者に速やか

に連絡し、感染源を特定して対策を打ってください。 
 

3-3-4 完了検査（委託業務） 

完了検査については、3-2-4-2 紙成果品・電子成果品として提出する書類（委託業務）に示すと

おり、報告書（簡易製本版）を用いた検査を行います。 
 

3-3-5 電子媒体の保管（委託業務） 

発注者は、検査の後に受領した電子媒体を保管します。 
取り扱いは、紙による成果品と同様です。 
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3-4 工事の電子納品の実施について 

3-4-1 電子納品の対象（工事） 

工事において、設計金額（税抜き）1,000 万円以上となる工事が電子納品の対象となります。 

3-4-2 電子納品の対象書類（工事） 

工事において、電子納品の対象となる書類は以下に示すとおりです。これ以外の書類について

は、受発注者間の協議で決定します。 
表５ 工事における電子納品の対象書類と電子納品収納フォルダ・作成者一覧 

書類名 フォルダ 
作成者 

発注者 請負者 

発注図面（当初図面） 
発注図 
DRAWINGS 

○  

特記仕様書 
特記仕様書 

DRAWINGS/SPEC 

○  

工事数量総括表 ○  

工事内訳書 ○  

完成図面（変更図面） 
完成図 
DRAWINGF 

○  

工事打合簿 打合せ簿 
MEET 

○ ○ 

出来形管理関係図書（出来形図含む）  ○ 

施工計画書 
施工計画書 

PLAN 
 ○ 

工事記録写真 
写真 
PHOTO 

 ○ 

段階確認書 
その他 

OTHERS/ORGnnn 
 ○ 

再生資源利用計画書 
その他 

OTHERS/ORGnnn 

 ○ 

再生資源利用促進計画書  ○ 

再生資源利用促進実施書  ○ 

施工体制台帳 
その他 

OTHERS/ORGnnn 
 ○ 

3-4-3 公印私印の取り扱い（工事） 

納品対象となる書類には印（公印・私印）が必要となる書類と印が必要でない書類があります。 
書類の電子化については、押印後にスキャニングする方法と書類作成時の電子データ（押印な

し）とする方法の 2 通り考えられますが、書類作成時の電子データを納品してください。 

印の有無
公印・私印の
必要なもの

印が不要なもの

押印後の
スキャニング電子化

電子データの
オリジナル

電子納品 保存しない 保存する

電子データの
オリジナル

保存する

 
図３ 電子納品とする書類 
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3-4-4 電子成果品のデータ形式（工事） 

電子成果品は、要領・基準等の規定に従い電子化し提出するものとします。 
 

3-4-4-1 電子成果品のファイル形式・構成（工事） 

ファイル形式・構成を以下に示します。 
図面ファイルの形式については、当分の間出来形図のみに適用します。 
 

表６ 電子成果品のファイル形式・構成（工事） 

工事 成果品の内容 

管理ファイル 
工事管理ファイル ○ 

各フォルダ管理ファイル ○ 

フォルダ構成等 
フォルダ構成・フォルダ名 ○ 

ファイルの命名規則 ○ 

成果品 

文書ファイル等 
オリジナル形式 

（doc･jtd･xls 等） 
○ 

図面ファイル 

オリジナル形式 

（dxf･dwg 等） 
× 

sxf 形式 

（p21 又は sfc） 
○※ 

写真ファイル jpg 形式等 ○ 

上記以外の成果品 ○ 

○：要領に則り電子納品を行う。 

×：電子納品不可。 

※ ファイル形式は、p21、sfc 形式のいずれかを協議により決定 
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3-4-4-2 電子成果品として提出する書類（工事） 

工事において、電子成果品として提出する書類は、以下に示すとおりです。 
 

表７ 電子成果品として提出する書類（工事） 

書類名 電子納品の内容 

発注図面 △※ 
特記仕様書 △※ 
工事数量総括表 △※ 
工事内訳書 △※ 
完成図面（変更図面） △※ 
工事打合簿 ○ 
出来形管理関係図書（出来形図含む） ○ 
施工計画書 ○ 
工事記録写真 ○ 
段階確認書 ○ 
再生資源利用計画書 ○ 
再生資源利用促進計画書 ○ 
再生資源利用促進実施書 ○ 
施工体制台帳 ○ 

○：要領に則り電子納品を行う。 

△：事前協議により受注者の協力が得られる場合は、電子納品を行う。 

※ 発注者から電子データ（ＣＡＤ図面）の提供があった場合のみ。 

 
3-4-4-3 紙成果品として提出する書類（工事） 

電子納品を実施する際の紙成果品、電子成果品の提出する書類は、以下に示すとおりです。なお、

紙による成果品の提出がないものは、電子成果品にて電子検査を行うこととします。 
表８ 紙成果品として提出する書類（工事） 

工事 紙 電子 

出来形管理関係図書（出来形図含む） ○ ○ 
施工計画書 ○ ○ 
工事記録写真 × ○ 
工事記録写真（ダイジェスト版）※1 ○ × 
上記以外の電子成果品 × ○ 
電子媒体の提出部数 正副１部ずつ 

○：提出する。 
△：事前協議により受注者の協力が得られる場合は、提出する。 
×：提出しない。 
※  工事記録写真（ダイジェスト版）は、工事記録写真のうち、着手前写真や完成写

真、完成時に確認できない寸法の写真等必要最低限の写真を抽出し、A4版の紙に
１ページあたり３枚程度をカラープリンタ出力し、綴じたものとする。 
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3-4-5 発注時の特記仕様書への記載（工事） 

電子納品の対象とする場合、特記仕様書等に電子納品の対象とする旨明示するものとします。 
 

特記仕様書等明示例（工事） 
第○○条（電子納品） 

本工事は電子納品対象工事とする。電子納品に関する基準は、「和歌山県電子納品

運用ガイドライン第１章共通編平成--年--月版」及び「和歌山県電子納品運用ガイド

ライン第３章農業土木編平成--年--月版」（以下、両者を総称して「ガイドライン」

という。）によるものとする。 
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3-5 工事の電子成果品について 

3-5-1 電子媒体について（工事） 

電子納品において、納品に使用する媒体は、以下の各項目に従ってください。 

（1）媒体はCD-Rとする。 

（2）媒体は1部提出する。 

書き込み形式は、ISO9660フォーマット（レベル1）を標準とする。 

（3）原則、1枚のCD-Rに格納する。複数枚のCD-Rに格納する場合には、「設計業務等の電子納

品要領（案）平成１７年４月/農林水産省」の「成果物が複数枚に渡る場合の処置」に従う。 

（4）CD-Rのラベルは、ラベル用紙へ印刷後に貼付、プリンタによる直接印刷あるいは油性マジ

ックによる手書きとする。ラベル用紙以外のもの（文字シール等）の貼付は不可とする。 

（5）CD-Rのラベルの表示項目には、以下の項目を記入する。 
工  事 

・施工番号（和歌山県電子納品コードの上１７桁） 
・何枚目／総枚数（CD-R） 
・工事名称 
・作成年月 
・発注者名 
・受注者名 
・発注者署名欄 
・受注者署名欄 
・ウィルスチェックに関する情報 
（ソフト名、ウィルス定義、チェック年月日） 

・フォーマット形式 
 

（6）CD-Rケースの背表紙には、以下項目を横書きで記入する。 
工  事 

・工事名称 
・作成年月 
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（7）CD-Rのラベルイメージ 
 

工  事 

工事番号:012345678901234567

平成○○年度 ○○○○○○○○工事

平成○年○月

発注者：○○振興局建設部
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○
ウィルス定義：○○年○月○日版
チェック年月日：○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(ﾚﾍﾞﾙ1)

1/1

 
図５ CD-Rのラベルイメージ 

 
 
 
 
 
 
 

成果品 

 施工番号：12345678901234567 
平成○○年度 ○○○第○号 ○○○○○○工事 

発注者署名欄 

 

 

受注者署名欄 
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3-5-2 電子成果品と紙成果品の整合性（工事） 

納品時には電子媒体と共に、電子成果品と紙成果品が同一であることを証明する電子媒体内容

証明書を添付してください。 

  内容証明書例） 

　　　　　　　和歌山県知事　様　　　　　　　　　　

受注者　 （ 住所 ）
（ 名称 ） 印

    下記の通り、電子媒体で納めた部分が紙媒体のそれと相違ないことを証明します。

規格 単位 数量 電子媒体作成年月日 備考

（例）

CD-R 1/2 ISO99660 枚 1 平成17年11月1日

CD-R 2/2 ISO99660 枚 1 平成17年11月1日

電子媒体

記

電　子　媒　体　内　容　証　明　書

工事名

施工番号（電子納品コードの上１７桁）
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3-5-3 電子成果品の確認及びウィルスチェック（工事） 

（1）電子成果品の確認 
受注者は提出前に、作成した電子成果品の内容を確認し、電子納品に係る基準・特記仕様

書に基づき、電子成果品が作成されているかを確認してください。 
監督員は検査前に、受注者が提出した電子成果品の内容を確認し、電子納品に係る基準・

特記仕様書の電子成果品に基づき、電子成果品が作成されているかを確認してください。 
なお、監督員が行う電子成果品の確認に際して、県の行政事務用パソコン等により電子成

果品の確認が出来ない場合、受注者は監督員との協議により電子成果品の確認に必要な機材

を準備できるものとします。 
 

（2）ウィルスチェック 
受注者は納品前に、作成した電子媒体のウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに使

用したソフト名、ウィルス定義日、チェック日をCD-Rラベルに記載してください。 
監督員は、受領した電子媒体のファイルを開く前に、必ず、行政事務用パソコンのローカ

ルモードにてウィルスチェックを行ってください。 
インターネットに接続した機器で電子データを交換・共有している環境はウィルスに感染

する危険が高いと言えます。そのため、データを交換・共有するすべてのコンピュータにウ

ィルス対策ソフトを常駐させ、定期的に最新のウィルスパターンに更新してください。また、

日々の電子化書類のやり取りでウィルスが発見・駆除された場合は、文書の作成者に速やか

に連絡し、感染源を特定して対策を打ってください。 
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3-5-4 完了検査（工事） 

完了検査については、当分の間、紙成果品を用いた検査を基本とします。紙による成果品の提出

がないものは、電子成果品による電子検査を行います。 
なお、工事記録写真においては、紙による提出がある場合でも、電子成果品による検査を基本と

します。 
 
原則として、発注者が機器及び閲覧用ビューワソフト等を準備し、機器の操作は監督員が行うこ

ととしますが、受発注者間の協議により受注者が必要な機器及び閲覧用ビューワソフト等を準備で

きるものとします。 
 

3-5-5 電子媒体の保管（工事） 

発注者は、検査の後に受領した電子媒体を保管します。 
取り扱いは、紙による成果品と同様です。 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料 

 

別紙1 事前協議チェックシート（委託業務：農業土木） 
別紙2 事前協議チェックシート（工事：農業土木） 

 

 



 

 

別紙 1 事前協議チェックシート（委託業務：農業土木） 

協議日

業務名 業務番号

工期

所属

電話

パソコンのOS

通信回線

インターネット
ブラウザ

□ 水準測量 PDF、TXT、オリジナル形式

SXF(実証実験では協議により決定)

オリジナル形式

□ 基準測量

□ 報告書ファイル　　(　　　　　　）MB

オリジナル形式

その他

□ 地形測量

□監督員(主務): □主任技術者:

Ｅメール: Ｅメール:

Ｅメール: Ｅメール:

□監督員(副主務):

□ 98　 □ Me　 □ 2000
□ XP　 □ その他(     　　　 　　 　)

□ 路線測量

□ 写真帳

XML、DTD

XML、DTD

JPEG

□ 専用線　　□ ADSL　　□ ISDN
□ ADSL   □ CATV   □ ダイヤルアップ
□ その他(    　　　　　　　　　 　　)

□ Netscape (Ver.        )  

PDF、TXT、オリジナル形式

PDF、オリジナル形式

XML、DTD

□ ドキュメント

□ 写真フォルダ(PHOTO)

□ 図面管理ファイル

□ 図面ファイル

□ 写真情報管理ファイル

平成　　　年　　　月　　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日

発注者 受注者
(所属名)

□ 報告書オリジナルファイルフォルダ(ORG)

□ 測量データフォルダ(SURVEY)

□担当者:

□ 2000　　□ NT　　□ 2003server

国土交通省

国土交通省港湾局

□ 各種試験結果

名　　　　　称

事前協議チェックシート(1/2)　　　　　　　　                  　委託業務：農業土木
平成　　　年　　　月　　　日

標準ファイル形式

電子納品対象項目

□ 電子化図面データの作成要領(案)

JPEG

PDF

遵守要領・基準（受注者が電子成果作成時に遵守する要領・基準である。監督員が受注者から聞取り記入する。）

農林水産省農村振興局平成17年4月

□ 現場写真

平成16年6月

平成17年3月

国土交通省

対象項目

□ 業務管理ファイル

□ 報告書フォルダ(REPORT)

□ 図面フォルダ(DRAWING)

XML、DTD

PDF(協議により5MBまたは10MBを目安に決定)

□ 報告書オリジナルファイル

□ 報告書管理ファイル

□ 岩盤断面図

オリジナル形式

XML、DTD

PDF、XML

PDF、XML□ ボーリング柱状図

□ 土質断面図

オリジナル形式

□ デジタル写真管理情報基準(案) 平成16年6月 国土交通省

□ 河川測量

□ 岩盤ボーリング柱状図

JPEG

策定者改定日

□ コア写真

(会社名)

名前及びEメール

平成16年6月

平成16年6月

□ Internet Explorer (Ver.        )  

□ CAD製図基準(案)

SXF

□ 地質データフォルダ(BORING)

□ 測量成果電子納品要領(案)

□ 地質調査資料整理要領(案)

国土交通省

国土交通省

□ Internet Explorer (Ver. 6 )  

□ CAD図面作成要領(案)

PDF、TXT、DM

□ 土木設計業務等の電子納品要領(案)

□ 地質情報管理ファイル

□ 用地測量

平成16年6月

SXF

SXF□ 地質平面図

 



 

 

電子媒体

使用ソフトウェア名
(発注者)

添付ファイルの容量の制限

添付ファイルの圧縮形式

CADソフト

機器の準備

機器の操作

検査ソフト

検査時のソフトウェア名（いくつでも）：

備考

電子納品チェックソフト □ 国土交通省版(ver.　　　　　　　　　)

その他(                   )

写真ファイル □ JPEG形式　(有効画素数100万画素程度とする)

検査対応　※検査前に協議してもよい

□ 発注者　　　□ 受注者

□ 発注者　　　□ 受注者

□ 使用ソフト(                    ver.          )

CAD納品データ形式 □ SXF(p21)　 □ SXF(sfc)　 □ オリジナル形式 (                    )

事前協議チェックシート(2/2)  　　　　　　                　　
成果物納品方法

表計算 □ Excel ver.      　□ その他(               ver.          )

ワープロ □ Word ver.         □ その他(            ver.       )

コンピュータウイルス対策

使用ソフトウェア名
(受注者)

□ Norton Antivirus (Ver.      ) □ ウイルスバスター(Ver.          )

□ McAfee Virus Scan(Ver.      ) □ その他 (               Ver.        )

その他(                    )

書類作成ソフト（受注者が電子成果の作成に使用するソフトを記入する。）

□CD-R　　部

□ McAfee Virus Scan(ver.    )

電子メール（受発注者の協議により決めるものとする。）

□ 1MB以下  　　□(        )MB以下

□ LZH形式　　　□ ZIP形式　　　□ その他(　　　　　　　)

 



 

 

別紙 2 事前協議チェックシート（工事：農業土木） 

協議日
工事名 工事番号
工期

所属

電話

パソコンのOS

通信回線

サブフォルダ(ORG)

サブフォルダ(PIC)
サブフォルダ(DRA)

サブフォルダ(ORGnnn)

サブフォルダ(ORGnnn)

サブフォルダ(ORGnnn)

サブフォルダ(ORGnnn)

インターネット
ブラウザ

国土交通省

策定者

国土交通省
国土交通省

□ その他オリジナルファイル(発注図の参考CADデータ)

協議による(            )
協議による(            )

国土交通省港湾局
農林水産省農村振興局

国土交通省

国土交通省
平成16年6月

国土交通省
国土交通省

XML、DTD

XML、DTD

□ Internet Explorer (Ver. 6 )  □ Internet Explorer (ver.      )  

年月

□ 工事完成図書の電子納品要領(案)

名　　　　　称

平成16年6月

XML、DTD
協議による(            )

　□ 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編

　□ CAD製図基準(案)電気通信設備編

JPEG
JPEG、TIFF(G4)

TIFF

□ 完成図フォルダ(DRAWINGF)

SXF(sfc又はp21)

□ その他フォルダ(OTHRS)

XML、DTD

□ その他管理ファイル
□ その他オリジナルファイル(工事履行報告書)
□ その他オリジナルファイル(段階確認申出書)

□ 2000　　□ NT　　□ 2003server

□ 打ち合わせ関連フォルダ(MEET)

□ Netscape (ver.       )  □ Netscape (ver.       )  

□ 98    □ Me    □ 2000
□ XP    □ その他(      　　 　)

□ ADSL □ CATV □ダイヤルアップ
□ その他(　　　　              )

対象項目 標準ファイル形式
XML、DTD□ 工事管理ファイル

名前及びEメール

発注者 請負者

(会社名)(所属名)

Eメール:

Eメール:
□ 監督員(副主務): □ 主任(監理)技術者:

Eメール:

事前協議チェックシート(1/2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事：農業土木

平成　　　年　　　月　　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

□ 監督員(主務): □ 現場代理人:

Eメール:

□ 専用線　　□ ADSL　　□ ISDN

□ 工事写真ファイル
□ 参考図ファイル

□ 図面管理ファイル

□ 写真フォルダ(PHOTO)
□ 写真管理ファイル

電子納品対象項目

□ 打合せ簿管理ファイル
□ 打合せ簿オリジナルファイル

□ 図面ファイル

□ その他オリジナルファイル(発注図のラスターデータ)
協議による(            )

□ CAD図面作成要領(案)
□ 電子化図面データの作成要領(案) 平成17年4月

遵守要領・基準（受注者が電子成果作成時に遵守する要領・基準である。監督員が受注者から聞取り記入する。）

□ CAD製図基準(案)
平成17年3月
平成16年6月

□ デジタル写真管理情報基準(案) 平成16年6月

　□ 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成16年6月

□ 測量成果電子納品要領(案) 平成16年6月
□ 地質調査資料整理要領(案) 平成16年6月
□ その他

平成16年6月 国土交通省
国土交通省　□ CAD製図基準(案)機械設備工事編 平成16年3月  



 

 

電子媒体

使用ソフトウェア名
(発注者)

機器の準備者

ソフトの準備者

機器の操作者

備考(その他協議事項)

□ McAfee Virus Scan(ver.    )

添付ファイルの容量の制限
添付ファイルの圧縮形式

書類作成ソフト（受注者が電子成果の作成に使用するソフトを記入する。）

ワープロ
表計算

□ 電子納品チェックシステム(ver.        )

□ Excel(ver.        ) □ その他(               ver.        )

CADソフト

その他(                    )

写真ファイル □ JPEG形式　(有効画素数80万画素程度とする)
□ 使用ソフト(                    ver.        )

CAD納品データ形式 □ SXF(p21)　 □ SXF(sfc)　 □ オリジナル形式(                 )

□ その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

検査時に使用する
ソフト

□ 写真ビューワソフト(　　　　　　　　)
□ CADビューワソフト(SXFブラウザ　ver.　　　　　)

電子納品チェックソフト

使用ソフトウェア名
(請負者)

□ Norton Antivirus (ver.    ) □ ウイルスバスター(ver.         )
□ McAfee Virus Scan(ver.    ) □ その他 (               ver.       )

□ 現場代理人　　　□ 主任(監理)技術者　　　□ その他(氏名　　　　　　　　　)

□ 1MB以下 　　□ (　　　　)MB以下

電子メール（受発注者の協議により決めるものとする。）

□ LZH形式      □ ZIP形式      □ その他(          )

□ 発注者　　　　　□ 請負者

検査時の対応　　※検査前に協議してもよい

□ 発注者　　　　　□ 請負者

その他(　　　　　　　)

□ Word(ver.         ) □ その他(               ver.        )

コンピュータウイルス対策

事前協議チェックシート(2/2)　　　　　　　　　　　　　　　　
成果物納品方法

□ CD-R　　部

 


