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チェックシート（タイプⅠ用）

		

																事前協議チェックシート（工事用） ジゼンキョウギコウジヨウ

																																																																																																																																				○

				（１）協議参加者 キョウギサンカシャ																																								実施日：平成 ジッシビヘイセイ				年 ネン				月 ツキ				日 ニチ

				工事名 コウジメイ

				工事番号 コウジバンゴウ

				工期 コウキ								平成 ヘイセイ						年 ネン				月 ツキ				日 ヒ		～		平成 ヘイセイ						年 ネン				月 ツキ				日 ヒ																																																																																								電子及び紙 デンシオヨカミ

				発注者 ハッチュウシャ								所　　属 トコロゾク																																																																																																																								紙 カミ

												役　　職 エキショク																																																																																																																								なし(不要) フヨウ

												参加者名 サンカシャメイ

				請負人 ウケオイニン								会 社 名 カイシャメイ																																																																																																																								電子 デンシ

												役　　職 エキショク																																																																																																																								紙 カミ

												参加者名 サンカシャメイ																																																																																																																								なし(不要) フヨウ

				（２）適用要領・基準類 テキヨウヨウリョウキジュンルイ

				工事完成図書の電子納品等要領 コウジカンセイトショデンシノウヒントウヨウリョウ																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用ガイドライン(案) デンシノウヒンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				ＣＡＤ製図基準 セイズキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン(案） セイズキジュンカンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				デジタル写真管理情報基準 シャシンカンリジョウホウキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用ガイドライン(案) デンシノウヒンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

																						平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【地質・土質調査編】 チシツドシツチョウサヘン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				備　　　考 ソナエコウ																道路局電子納品マニュアル　H24.4　タイプⅠ

				（３）インターネットアクセス環境・利用ソフト等 カンキョウリヨウトウ

				電子メール添付ファイルの容量制限 デンシテンプヨウリョウセイゲン

				発注者 ハッチュウシャ								2								MB

				請負人 ウケオイニン																MB

												ファイル形式及び拡張子 ケイシキオヨカクチョウシ																発注者使用ソフト ハッチュウシャシヨウ																請負人使用ソフト ウケオイニンシヨウ

																												（バージョンも含めて記載） フクキサイ																（バージョンも含めて記載） フクキサイ

				工事帳票
（文書作成等） コウジチョウヒョウブンショサクセイトウ								Word 形式 ケイシキ						(.doc）

												Excel形式 ケイシキ						(.xls)

												PDF  形式 ケイシキ						(.pdf)

												その他 タ

												その他 タ

												その他 タ

				ＣＡＤ図面 ズメン								提出時形式(SXF) ツツミデジ

												作業中の形式 サクギョウチュウケイシキ

				工 事 写 真 コウコトシャマコト								JPEG形式（.jpg）又はTIFF形式(.tif) ケイシキマタケイシキ

				その他 タ								電子納品支援ソフト デンシノウヒンシエン																EX-TREND官公庁版 カンコウチョウバン

												圧縮ファイル形式（.lzh） アッシュクケイシキ																（zip等他の形式は不可） トウタケイシキフカ

				※CAD図面の提出形式は、原則としてP21型式としますが、受発注者間の協議によりSFC形式も可能です。 ズメンテイシュツケイシキゲンソクケイシキジュハッチュウシャカンキョウギケイシキカノウ

				電子的な交換・共有 デンシテキコウカンキョウユウ

				電子的な交換・共有方法 デンシテキコウカンキョウユウホウホウ

				（４）電子納品必須対象項目 デンシノウヒンヒッスコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子(及び紙) デンシオヨカミ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ

				DRAWINGF										DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD																		なし(不要) フヨウ

														工事完成図 コウジカンセイズ																○		電子及び紙 デンシオヨカミ

				REGISTER										REGISTER.XML,REGISTER05.DTD

								ORG						施設台帳・品質管理台帳 シセツダイチョウヒンシツカンリダイチョウ

				BORING										BORING.XML BRG0150.DTD																		なし(不要) フヨウ

								DATA						ボーリング交換用データ																		なし(不要) フヨウ

								LOG						電子柱状図																		なし(不要) フヨウ

								DRA						電子簡略柱状図																		なし(不要) フヨウ

								PIC						コア写真																		なし(不要) フヨウ

								TEST						土質試験及び地盤調査																		なし(不要) フヨウ

								OTHRS						その他の地質・土質調査成果																		なし(不要) フヨウ

				OTHRS										OTHRS.XML OTHRS05.DTD																		なし(不要) フヨウ

								ORG																								なし(不要) フヨウ

				※XML、DTDの紙の提出は必要ありません。 カミテイシュツヒツヨウ

				※図面（DRAWINGF）や台帳（REGISTER）は対象となる図面や台帳の種類・名称等を「協議時の合意内容」欄に記入します。 ズメンダイチョウタイショウシュルイメイショウラン

				（５）貸与図面のCAD製図基準適用状況 テキヨウジョウキョウ

				CAD製図基準の適用状況 セイズキジュンテキヨウジョウキョウ

				※一部準拠している場合は、電子納品チェッカーを利用して準拠していない項目を別紙で作成してください。 イチブジュンキョバアイデンシノウヒンリヨウジュンキョコウモクベッシサクセイ

				（６）電子データで提出する工事写真・工事帳票の提出方法 デンシテイシュツコウジジャシンコウジチョウヒョウテイシュツホウホウ

				電子データの提出方法 デンシテイシュツホウホウ

				※その他の場合、別途打合せ簿を作成してください。 タバアイベットウチアワボサクセイ

				（７）工事写真・工事帳票電子データ提出協議項目 コウジシャシンコウジチョウヒョウデンシテイシュツキョウギコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子による デンシ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ

				PHOTO										PHOTO.XML,PHOTO05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										PIC				工事写真 コウジシャシン																○		電子 デンシ

										DRA				参考図 サンコウズ

				ＭＥＥＴ										MEET.XML  MEET05.DTD

										ＯＲＧ				品質管理 ヒンシツカンリ

														出来形管理 デキカタカンリ

														各種確認・立会願 カクシュカクニンタチアネガ

														施工体制台帳 セコウタイセイダイチョウ

														建設副産物確認処分届 ケンセツフクサンブツカクニンショブントド

														事故報告書 ジコホウコクショ

														工事材料検査申請書 コウジザイリョウケンサシンセイショ

														休日・夜間作業届出書 キュウジツヤカンサギョウトドケデショ

														臨機措置通知書 リンキソチツウチショ

														測量標・境界標確認報告書 ソクリョウヒョウキョウカイヒョウカクニンホウコクショ

														境界標復元報告書 キョウカイヒョウフクゲンホウコクショ

														工事出来形部分検査申請書 コウジデキカタブブンケンサシンセイショ

														工事完成期限延長申請書 コウジカンセイキゲンエンチョウシンセイショ

				ＰＬＡＮ										PLAN..XML PLAN05.DTD

										ＯＲＧ				施工計画書 セコウケイカクショ

				ＯＴＨＲＳ										OTHRS.XML OTHRS05.DTD

										ＯＲＧ				工事履行報告書 コウジリコウホウコクショ

														建設発生土関係書類 ケンセツハッセイドカンケイショルイ

				※デジタル写真により撮影した工事写真は電子データで提出を原則とします。 ジャシンサツエイコウジシャシンデンシテイシュツゲンソク

				（８）工事検査方法等 コウジケンサホウホウトウ

														機器名 キキメイ														数量 スウリョウ				単位 タンイ				発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				機器の準備 キキジュンビ										パーソナルコンピュータ																		台 ダイ

														モニター																		台 ダイ

														プロジェクター																		台 ダイ

														スクリーン																		基 キ

														対象 タイショウ										使用ソフト シヨウ												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				検査に使用
　　　　するソフト ケンサシヨウ										デジタル写真 シャシン

														CAD図面 ズメン

														PDF

				協議に基づき検査時に電子データを紙で用意する書類 キョウギモトケンサジデンシカミヨウイショルイ										書類名称 ショルイメイショウ														出力実施者 シュツリョクジッシシャ												備　　　　　　考

																												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン

														別紙のとおり ベッシ																				○



　　　行　う

　　　行わない

　　電子メール

　　　ＡＳＰ(情報共有システム)

　そ の 他

P21

SFC

　製図基準に全て準拠している

　製図基準に一部準拠している

　製図基準に全く準拠していない

　電子納品データと別媒体

　電子納品データと同一媒体

　その他（別途打合せ簿による）



チェックシート（タイプⅠ記入例）

		

																事前協議チェックシート（工事用） ジゼンキョウギコウジヨウ

																																																																																																																																				○

				（１）協議参加者 キョウギサンカシャ																																								実施日：平成 ジッシビヘイセイ		24		年 ネン				月 ツキ				日 ニチ

				工事名 コウジメイ								○○土木管内道路整備工事（その○） ドボクカンナイドウロセイビコウジ

				工事番号 コウジバンゴウ								1234567890

																																																																																																																																				電子 デンシ

				工期 コウキ								平成 ヘイセイ				24		年 ネン		4		月 ツキ		1		日 ヒ		～		平成 ヘイセイ				24		年 ネン		6		月 ツキ		30		日 ヒ																																																																																								電子及び紙 デンシオヨカミ

				発注者 ハッチュウシャ								所　　属 トコロゾク						○○○○土木事務所 ドボクジムショ																																																																																																																		紙 カミ

												役　　職 エキショク						主任監督員 シュニンカントクイン														担当監督員 タントウカントクイン																																																																																																				なし(不要) フヨウ

												参加者名 サンカシャメイ						○○ ○○														○○ ○○

				請負人 ウケオイニン								会 社 名 カイシャメイ						○○建設株式会社 ケンセツカブシキカイシャ																																																																																																																		電子 デンシ

												役　　職 エキショク						現場代理人 ゲンバダイリニン																																																																																																																		紙 カミ

												参加者名 サンカシャメイ						○○ ○○																																																																																																																		なし(不要) フヨウ

				（２）適用要領・基準類 テキヨウヨウリョウキジュンルイ

				工事完成図書の電子納品等要領 コウジカンセイトショデンシノウヒントウヨウリョウ																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用等ガイドライン デンシノウヒンウンヨウトウ																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【		土木工事 ドボクコウジ												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【		土木工事 ドボクコウジ												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				ＣＡＤ製図基準 セイズキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン(案） セイズキジュンカンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【		土木 ドボク												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【		土木 ドボク												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				デジタル写真管理情報基準 シャシンカンリジョウホウキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用ガイドライン(案) デンシノウヒンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

																						平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【地質・土質調査編】 チシツドシツチョウサヘン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				備　　　考 ソナエコウ																道路局電子納品マニュアル（案）　H24.4　タイプⅠ

				（３）インターネットアクセス環境・利用ソフト等 カンキョウリヨウトウ

				電子メール添付ファイルの容量制限 デンシテンプヨウリョウセイゲン

				発注者 ハッチュウシャ								2								MB

				請負人 ウケオイニン								4								MB

												ファイル形式及び拡張子 ケイシキオヨカクチョウシ																発注者使用ソフト ハッチュウシャシヨウ																請負人使用ソフト ウケオイニンシヨウ

																												（バージョンも含めて記載） フクキサイ																（バージョンも含めて記載） フクキサイ

				工事帳票
（文書作成等） コウジチョウヒョウブンショサクセイトウ								Word 形式 ケイシキ						(.doc）										office2007																office2007

												Excel形式 ケイシキ						(.xls)										office2007																office2007

												PDF  形式 ケイシキ						(.pdf)										Adobe Acrobat X Standard

												その他 タ

												その他 タ

												その他 タ

				ＣＡＤ図面 ズメン								提出時形式(SXF) ツツミデジ																AutoCAD2008																AutoCAD2005

												作業中の形式 サクギョウチュウケイシキ								AutoCAD2005

				工 事 写 真 コウコトシャマコト								JPEG形式（.jpg）又はTIFF形式(.tif) ケイシキマタケイシキ																																○○写真帳Ver3.1 シャシンチョウ

				その他 タ								電子納品支援ソフト デンシノウヒンシエン																電子納品検査プログラム デンシノウヒンケンサ																○○電子納品作成ソフト デンシノウヒンサクセイ

												圧縮ファイル形式（.lzh） アッシュクケイシキ																（zip等他の形式は不可） トウタケイシキフカ

				※CAD図面の提出形式は、原則としてP21型式としますが、受発注者間の協議によりSFC形式も可能です。 ズメンテイシュツケイシキゲンソクケイシキジュハッチュウシャカンキョウギケイシキカノウ

				電子的な交換・共有 デンシテキコウカンキョウユウ

				電子的な交換・共有方法 デンシテキコウカンキョウユウホウホウ

				（４）電子納品必須対象項目 デンシノウヒンヒッスコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子(及び紙) デンシオヨカミ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ						1234567890○○土木管内道路整備工事（その○）

				DRAWINGF										DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD																		なし(不要) フヨウ

														工事完成図 コウジカンセイズ																○		電子及び紙 デンシオヨカミ						完成図 カンセイズ

				REGISTER										REGISTER.XML,REGISTER05.DTD																		なし(不要) フヨウ

								ORG						施設台帳・品質管理台帳 シセツダイチョウヒンシツカンリダイチョウ																		電子及び紙 デンシオヨカミ						台帳（工事台帳　道路工事） ダイチョウコウジダイチョウドウロコウジ

				BORING										BORING.XML BRG0150.DTD																		なし(不要) フヨウ

								DATA						ボーリング交換用データ																		なし(不要) フヨウ

								LOG						電子柱状図																		なし(不要) フヨウ

								DRA						電子簡略柱状図																		なし(不要) フヨウ

								PIC						コア写真																		なし(不要) フヨウ

								TEST						土質試験及び地盤調査																		なし(不要) フヨウ

								OTHRS						その他の地質・土質調査成果																		なし(不要) フヨウ

				OTHRS										OTHRS.XML OTHRS05.DTD																		なし(不要) フヨウ

								ORG																								なし(不要) フヨウ

				※XML、DTDの紙の提出は必要ありません。 カミテイシュツヒツヨウ

				※図面（DRAWINGF）や台帳（REGISTER）は対象となる図面や台帳の種類・名称等を「協議時の合意内容」欄に記入します。 ズメンダイチョウタイショウシュルイメイショウラン

				（５）貸与図面のCAD製図基準適用状況 テキヨウジョウキョウ

				CAD製図基準の適用状況 セイズキジュンテキヨウジョウキョウ

				※一部準拠している場合は、電子納品チェッカーを利用して準拠していない項目を別紙で作成してください。 イチブジュンキョバアイデンシノウヒンリヨウジュンキョコウモクベッシサクセイ

				（６）電子データで提出する工事写真・工事帳票の提出方法 デンシテイシュツコウジジャシンコウジチョウヒョウテイシュツホウホウ

				電子データの提出方法 デンシテイシュツホウホウ

				※その他の場合、別途打合せ簿を作成してください。 タバアイベットウチアワボサクセイ

				（７）工事写真・工事帳票電子データ提出協議項目 コウジシャシンコウジチョウヒョウデンシテイシュツキョウギコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子による デンシ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ						1234567890○○土木管内道路整備工事（その○）

				PHOTO										PHOTO.XML,PHOTO05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										PIC				工事写真 コウジシャシン																○		電子 デンシ						写真 シャシン

										DRA				参考図 サンコウズ																		なし(不要) フヨウ

				ＭＥＥＴ										MEET.XML  MEET05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										ＯＲＧ				打合せ簿 ウチアワボ														○		○		紙 カミ

														監督員指示書 カントクインシジショ														○				紙 カミ

														品質管理 ヒンシツカンリ																○		紙 カミ

														出来形管理 デキカタカンリ																○		紙 カミ

														各種確認・立会願 カクシュカクニンタチアネガ																○		紙 カミ

														施工体制台帳 セコウタイセイダイチョウ																○		紙 カミ

														建設副産物確認処分届 ケンセツフクサンブツカクニンショブントド																○		紙 カミ

														事故報告書 ジコホウコクショ																		なし(不要) フヨウ

														工事材料検査申請書 コウジザイリョウケンサシンセイショ																○		紙 カミ

														休日・夜間作業届出書 キュウジツヤカンサギョウトドケデショ																		なし(不要) フヨウ

														臨機措置通知書 リンキソチツウチショ																		なし(不要) フヨウ

														測量標・境界標確認報告書 ソクリョウヒョウキョウカイヒョウカクニンホウコクショ																○		紙 カミ

														境界標復元報告書 キョウカイヒョウフクゲンホウコクショ																○		紙 カミ

														工事出来形部分検査申請書 コウジデキカタブブンケンサシンセイショ																		なし(不要) フヨウ

														工事完成期限延長申請書 コウジカンセイキゲンエンチョウシンセイショ																		なし(不要) フヨウ

				ＰＬＡＮ										PLAN..XML PLAN05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										ＯＲＧ				施工計画書 セコウケイカクショ																○		紙 カミ

				ＯＴＨＲＳ										OTHRS.XML OTHRS05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										ＯＲＧ				工事履行報告書 コウジリコウホウコクショ																○		紙 カミ

														建設発生土関係書類 ケンセツハッセイドカンケイショルイ																○		紙 カミ

				※デジタル写真により撮影した工事写真は電子データで提出を原則とします。 ジャシンサツエイコウジシャシンデンシテイシュツゲンソク

				（８）工事検査方法等 コウジケンサホウホウトウ

														機器名 キキメイ														数量 スウリョウ				単位 タンイ				発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				機器の準備 キキジュンビ										パーソナルコンピュータ														1				台 ダイ				○

														モニター														1				台 ダイ				○

														プロジェクター														0				台 ダイ

														スクリーン														0				基 キ

														対象 タイショウ										使用ソフト シヨウ												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				検査に使用
　　　　するソフト ケンサシヨウ										電子成果品 デンシセイカヒン										電子納品検査プログラム デンシノウヒンケンサ												○

				協議に基づき検査時に電子データを紙で用意する書類 キョウギモトケンサジデンシカミヨウイショルイ										書類名称 ショルイメイショウ														出力実施者 シュツリョクジッシシャ												備　　　　　　考

																												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン

														別紙のとおり ベッシ																				○



　　　行　う

　　　行わない

　　電子メール

　　　ＡＳＰ(情報共有システム)

　そ の 他

P21

SFC

　製図基準に全て準拠している

　製図基準に一部準拠している

　製図基準に全く準拠していない

　電子納品データと別媒体

　電子納品データと同一媒体

　その他（別途打合せ簿による）



別紙（タイプⅠ記入例）

		

												別　紙 ベツカミ

				工事完成図書						検査用媒体

										電子
データ		紙

				施工計画書								○

				監督員指示書								○

				工事数量計算書								○

				使用材料承諾願								○

				使用材料数量表								○

				各種配合設計書･成績表等								○

				検査に
必要な
図面 ヒツヨウズメン		管理位置図（検査合格判定に関する位置）						○

						平面図・縦断図・横断図・構造図・出来形図等						○

				出来形
管理		出来形管理表（丁張り・寸法管理）						○

						その他の管理データ						○

						検査合格
判定表
（出来形）		路床改良掘起し検査合格判定表				○

								路盤掘起し検査合格判定表				○

								抜取りコアー検査合格判定表				○

						路面の平坦性						○

				品質
管理		Ａｓ混合物日常管理報告書						○

						品質管理表		（Ａｓ温度管理表）				○

								（ﾚﾃﾞﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ各試験管理）				○

						その他の管理データ						○

						検査合格
判定表
（品質）		路床改良検査合格判定表置換工法				○

								路床改良検査合格判定表安定処理工法				○

								下層路盤締固め度検査合格判定表				○

								上層路盤締固め度検査合格判定表				○

								合材締固め度検査合格判定表				○

								抽出アスファルト量・粒度検査合格判定表				○

				発生土･廃材関係の処理								○

				旬報								○

				各種伝票（材料納入集計表）								○

				工事写真						○

				施工体制関係書類								○



&R&12タイプⅠ用




チェックシート（タイプⅡ用）

		

																事前協議チェックシート（工事用） ジゼンキョウギコウジヨウ

																																																																																																																																				○

				（１）協議参加者 キョウギサンカシャ																																								実施日：平成 ジッシビヘイセイ				年 ネン				月 ツキ				日 ニチ

				工事名 コウジメイ

				工事番号 コウジバンゴウ

				工期 コウキ								平成 ヘイセイ						年 ネン				月 ツキ				日 ヒ		～		平成 ヘイセイ						年 ネン				月 ツキ				日 ヒ																																																																																								電子及び紙 デンシオヨカミ

				発注者 ハッチュウシャ								所　　属 トコロゾク																																																																																																																								紙 カミ

												役　　職 エキショク																																																																																																																								なし(不要) フヨウ

												参加者名 サンカシャメイ

				請負人 ウケオイニン								会 社 名 カイシャメイ																																																																																																																								電子 デンシ

												役　　職 エキショク																																																																																																																								紙 カミ

												参加者名 サンカシャメイ																																																																																																																								なし(不要) フヨウ

				（２）適用要領・基準類 テキヨウヨウリョウキジュンルイ

				工事完成図書の電子納品等要領 コウジカンセイトショデンシノウヒントウヨウリョウ																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用ガイドライン(案) デンシノウヒンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				ＣＡＤ製図基準 セイズキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン(案） セイズキジュンカンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【														編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				デジタル写真管理情報基準 シャシンカンリジョウホウキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用ガイドライン(案) デンシノウヒンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

																						平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【地質・土質調査編】 チシツドシツチョウサヘン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				備　　　考 ソナエコウ																道路局電子納品マニュアル　H24.4　タイプⅡ

				（３）インターネットアクセス環境・利用ソフト等 カンキョウリヨウトウ

				電子メール添付ファイルの容量制限 デンシテンプヨウリョウセイゲン

				発注者 ハッチュウシャ								2								MB

				請負人 ウケオイニン																MB

												ファイル形式及び拡張子 ケイシキオヨカクチョウシ																発注者使用ソフト ハッチュウシャシヨウ																請負人使用ソフト ウケオイニンシヨウ

																												（バージョンも含めて記載） フクキサイ																（バージョンも含めて記載） フクキサイ

				工事帳票
（文書作成等） コウジチョウヒョウブンショサクセイトウ								Word 形式 ケイシキ						(.doc）

												Excel形式 ケイシキ						(.xls)

												PDF  形式 ケイシキ						(.pdf)

												その他 タ

												その他 タ

												その他 タ

				ＣＡＤ図面 ズメン								提出時形式(SXF) ツツミデジ

												作業中の形式 サクギョウチュウケイシキ

				工 事 写 真 コウコトシャマコト								JPEG形式（.jpg）又はTIFF形式(.tif) ケイシキマタケイシキ

				その他 タ								電子納品支援ソフト デンシノウヒンシエン																EX-TREND官公庁版 カンコウチョウバン

												圧縮ファイル形式（.lzh） アッシュクケイシキ																（zip等他の形式は不可） トウタケイシキフカ

				※CAD図面の提出形式は、原則としてP21型式としますが、受発注者間の協議によりSFC形式も可能です。 ズメンテイシュツケイシキゲンソクケイシキジュハッチュウシャカンキョウギケイシキカノウ

				電子的な交換・共有 デンシテキコウカンキョウユウ

				電子的な交換・共有方法 デンシテキコウカンキョウユウホウホウ

				（４）電子納品必須対象項目 デンシノウヒンヒッスコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子(及び紙) デンシオヨカミ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ

				DRAWINGF										DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD																		なし(不要) フヨウ

														工事完成図 コウジカンセイズ																○		電子及び紙 デンシオヨカミ

				REGISTER										REGISTER.XML,REGISTER05.DTD																		なし(不要) フヨウ

								ORG						施設台帳・品質管理台帳 シセツダイチョウヒンシツカンリダイチョウ																○		電子及び紙 デンシオヨカミ

				BORING										BORING.XML BRG0150.DTD

								DATA						ボーリング交換用データ

								LOG						電子柱状図

								DRA						電子簡略柱状図

								PIC						コア写真

								TEST						土質試験及び地盤調査

								OTHRS						その他の地質・土質調査成果

				OTHRS										OTHRS.XML OTHRS05.DTD

								ORG

				※XML、DTDの紙の提出は必要ありません。 カミテイシュツヒツヨウ

				※図面（DRAWINGF）や台帳（REGISTER）は対象となる図面や台帳の種類・名称等を「協議時の合意内容」欄に記入します。 ズメンダイチョウタイショウシュルイメイショウラン

				（５）貸与図面のCAD製図基準適用状況 テキヨウジョウキョウ

				CAD製図基準の適用状況 セイズキジュンテキヨウジョウキョウ

				※一部準拠している場合は、電子納品チェッカーを利用して準拠していない項目を別紙で作成してください。 イチブジュンキョバアイデンシノウヒンリヨウジュンキョコウモクベッシサクセイ

				（６）電子データで提出する工事写真・工事帳票の提出方法 デンシテイシュツコウジジャシンコウジチョウヒョウテイシュツホウホウ

				電子データの提出方法 デンシテイシュツホウホウ

				※その他の場合、別途打合せ簿を作成してください。 タバアイベットウチアワボサクセイ

				（７）工事写真・工事帳票電子データ提出協議項目 コウジシャシンコウジチョウヒョウデンシテイシュツキョウギコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子による デンシ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ

				PHOTO										PHOTO.XML,PHOTO05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										PIC				工事写真 コウジシャシン																○		電子 デンシ

										DRA				参考図 サンコウズ

				ＭＥＥＴ										MEET.XML  MEET05.DTD

										ＯＲＧ				品質管理 ヒンシツカンリ

														出来形管理 デキカタカンリ

														各種確認・立会願 カクシュカクニンタチアネガ

														施工体制台帳 セコウタイセイダイチョウ

														建設副産物確認処分届 ケンセツフクサンブツカクニンショブントド

														事故報告書 ジコホウコクショ

														工事材料検査申請書 コウジザイリョウケンサシンセイショ

														休日・夜間作業届出書 キュウジツヤカンサギョウトドケデショ

														臨機措置通知書 リンキソチツウチショ

														測量標・境界標確認報告書 ソクリョウヒョウキョウカイヒョウカクニンホウコクショ

														境界標復元報告書 キョウカイヒョウフクゲンホウコクショ

														工事出来形部分検査申請書 コウジデキカタブブンケンサシンセイショ

														工事完成期限延長申請書 コウジカンセイキゲンエンチョウシンセイショ

				ＰＬＡＮ										PLAN..XML PLAN05.DTD

										ＯＲＧ				施工計画書 セコウケイカクショ

				ＯＴＨＲＳ										OTHRS.XML OTHRS05.DTD

										ＯＲＧ				工事履行報告書 コウジリコウホウコクショ

														建設発生土関係書類 ケンセツハッセイドカンケイショルイ

				※デジタル写真により撮影した工事写真は電子データで提出を原則とします。 ジャシンサツエイコウジシャシンデンシテイシュツゲンソク

				（８）工事検査方法等 コウジケンサホウホウトウ

														機器名 キキメイ														数量 スウリョウ				単位 タンイ				発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				機器の準備 キキジュンビ										パーソナルコンピュータ																		台 ダイ

														モニター																		台 ダイ

														プロジェクター																		台 ダイ

														スクリーン																		基 キ

														対象 タイショウ										使用ソフト シヨウ												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				検査に使用
　　　　するソフト ケンサシヨウ										デジタル写真 シャシン

														CAD図面 ズメン

														PDF

				協議に基づき検査時に電子データを紙で用意する書類 キョウギモトケンサジデンシカミヨウイショルイ										書類名称 ショルイメイショウ														出力実施者 シュツリョクジッシシャ												備　　　　　　考

																												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン

														別紙のとおり ベッシ																				○



　　　行　う

　　　行わない

　　電子メール

　　　ＡＳＰ(情報共有システム)

　そ の 他

P21

SFC

　製図基準に全て準拠している

　製図基準に一部準拠している

　製図基準に全く準拠していない

　電子納品データと別媒体

　電子納品データと同一媒体

　その他（別途打合せ簿による）



チェックシート（タイプⅡ記入例）

		

																事前協議チェックシート（工事用） ジゼンキョウギコウジヨウ

																																																																																																																																				○

				（１）協議参加者 キョウギサンカシャ																																								実施日：平成 ジッシビヘイセイ		24		年 ネン				月 ツキ				日 ニチ

				工事名 コウジメイ								○○区○○町地内舗装補修工事 クチョウチナイホソウホシュウコウジ

				工事番号 コウジバンゴウ								1234567890																																																																																																																								電子 デンシ

				工期 コウキ								平成 ヘイセイ				24		年 ネン		10		月 ツキ		1		日 ヒ		～		平成 ヘイセイ				25		年 ネン		3		月 ツキ		18		日 ヒ																																																																																								電子及び紙 デンシオヨカミ

				発注者 ハッチュウシャ								所　　属 トコロゾク						○○○○土木事務所 ドボクジムショ																																																																																																																		紙 カミ

												役　　職 エキショク						主任監督員 シュニンカントクイン														担当監督員 タントウカントクイン																																																																																																				なし(不要) フヨウ

												参加者名 サンカシャメイ						○○ ○○														○○ ○○

				請負人 ウケオイニン								会 社 名 カイシャメイ						○○建設株式会社 ケンセツカブシキカイシャ																																																																																																																		電子 デンシ

												役　　職 エキショク						現場代理人 ゲンバダイリニン														監理技術者 カンリギジュツシャ																																																																																																				紙 カミ

												参加者名 サンカシャメイ						○○ ○○														○○ ○○																																																																																																				なし(不要) フヨウ

				（２）適用要領・基準類 テキヨウヨウリョウキジュンルイ

				工事完成図書の電子納品等要領 コウジカンセイトショデンシノウヒントウヨウリョウ																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用等ガイドライン デンシノウヒンウンヨウトウ																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【		土木工事 ドボクコウジ												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【		土木工事 ドボクコウジ												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				ＣＡＤ製図基準 セイズキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン(案） セイズキジュンカンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン

				【		土木 ドボク												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【		土木 ドボク												編】 ヘン				平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				デジタル写真管理情報基準 シャシンカンリジョウホウキジュン																		平成 ヘイセイ		23		年 ネン		6		月版 ツキバン		電子納品運用ガイドライン(案) デンシノウヒンウンヨウアン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

																						平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン		【地質・土質調査編】 チシツドシツチョウサヘン																		平成 ヘイセイ				年 ネン				月版 ツキバン

				備　　　考 ソナエコウ																道路局電子納品マニュアル　H24.4　タイプⅡ

				（３）インターネットアクセス環境・利用ソフト等 カンキョウリヨウトウ

				電子メール添付ファイルの容量制限 デンシテンプヨウリョウセイゲン

				発注者 ハッチュウシャ								2								MB

				請負人 ウケオイニン								4								MB

												ファイル形式及び拡張子 ケイシキオヨカクチョウシ																発注者使用ソフト ハッチュウシャシヨウ																請負人使用ソフト ウケオイニンシヨウ

																												（バージョンも含めて記載） フクキサイ																（バージョンも含めて記載） フクキサイ

				工事帳票
（文書作成等） コウジチョウヒョウブンショサクセイトウ								Word 形式 ケイシキ						(.doc）										office2007																office2007

												Excel形式 ケイシキ						(.xls)										office2007																office2007

												PDF  形式 ケイシキ						(.pdf)										Adobe Acrobat X Standard

												その他 タ

												その他 タ

												その他 タ

				ＣＡＤ図面 ズメン								提出時形式(SXF) ツツミデジ																AutoCAD2008																AutoCAD2005

												作業中の形式 サクギョウチュウケイシキ								AutoCAD2005

				工 事 写 真 コウコトシャマコト								JPEG形式（.jpg）又はTIFF形式(.tif) ケイシキマタケイシキ																																○○写真帳Ver3.1 シャシンチョウ

				その他 タ								電子納品支援ソフト デンシノウヒンシエン																電子納品検査プログラム デンシノウヒンケンサ																○○電子納品作成ソフト デンシノウヒンサクセイ

												圧縮ファイル形式（.lzh） アッシュクケイシキ																（zip等他の形式は不可） トウタケイシキフカ

				※CAD図面の提出形式は、原則としてP21型式としますが、受発注者間の協議によりSFC形式も可能です。 ズメンテイシュツケイシキゲンソクケイシキジュハッチュウシャカンキョウギケイシキカノウ

				電子的な交換・共有 デンシテキコウカンキョウユウ

				電子的な交換・共有方法 デンシテキコウカンキョウユウホウホウ

				（４）電子納品必須対象項目 デンシノウヒンヒッスコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子(及び紙) デンシオヨカミ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ						1234567890○○区○○町地内舗装補修工事

				DRAWINGF										DRAWINGF.XML,DRAW04.DTD																		なし(不要) フヨウ

														工事完成図 コウジカンセイズ																○		電子及び紙 デンシオヨカミ						完成図 カンセイズ

				REGISTER										REGISTER.XML,REGISTER05.DTD																		なし(不要) フヨウ

								ORG						施設台帳・品質管理台帳 シセツダイチョウヒンシツカンリダイチョウ																○		電子及び紙 デンシオヨカミ						台帳（工事台帳　道路工事） ダイチョウコウジダイチョウドウロコウジ

				BORING										BORING.XML BRG0150.DTD																		なし(不要) フヨウ

								DATA						ボーリング交換用データ																		なし(不要) フヨウ

								LOG						電子柱状図																		なし(不要) フヨウ

								DRA						電子簡略柱状図																		なし(不要) フヨウ

								PIC						コア写真																		なし(不要) フヨウ

								TEST						土質試験及び地盤調査																		なし(不要) フヨウ

								OTHRS						その他の地質・土質調査成果																		なし(不要) フヨウ

				OTHRS										OTHRS.XML OTHRS05.DTD																		なし(不要) フヨウ

								ORG																								なし(不要) フヨウ

				※XML、DTDの紙の提出は必要ありません。 カミテイシュツヒツヨウ

				※図面（DRAWINGF）や台帳（REGISTER）は対象となる図面や台帳の種類・名称等を「協議時の合意内容」欄に記入します。 ズメンダイチョウタイショウシュルイメイショウラン

				（５）貸与図面のCAD製図基準適用状況 テキヨウジョウキョウ

				CAD製図基準の適用状況 セイズキジュンテキヨウジョウキョウ

				※一部準拠している場合は、電子納品チェッカーを利用して準拠していない項目を別紙で作成してください。 イチブジュンキョバアイデンシノウヒンリヨウジュンキョコウモクベッシサクセイ

				（６）電子データで提出する工事写真・工事帳票の提出方法 デンシテイシュツコウジジャシンコウジチョウヒョウテイシュツホウホウ

				電子データの提出方法 デンシテイシュツホウホウ

				※その他の場合、別途打合せ簿を作成してください。 タバアイベットウチアワボサクセイ

				（７）工事写真・工事帳票電子データ提出協議項目 コウジシャシンコウジチョウヒョウデンシテイシュツキョウギコウモク

				フォルダ										納品データ名 ノウヒンメイ														作成者 サクセイシャ				提出形態 テイシュツケイタイ						協議時の合意内容 キョウギジゴウイナイヨウ

								ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ																				発注者 ハッチュウシャ		請負人 ウケオイニン		・電子による デンシ

																																・紙による カミ

																																・なし(不要) フヨウ

				<root>										INDEX_C.XML,INDE_05.DTD														○		○		電子 デンシ						1234567890○○区○○町地内舗装補修工事

				PHOTO										PHOTO.XML,PHOTO05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										PIC				工事写真 コウジシャシン																○		電子 デンシ						写真 シャシン

										DRA				参考図 サンコウズ																		なし(不要) フヨウ

				ＭＥＥＴ										MEET.XML  MEET05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										ＯＲＧ				打合せ簿 ウチアワボ														○		○		紙 カミ

														監督員指示書 カントクインシジショ														○				紙 カミ

														品質管理 ヒンシツカンリ																○		電子 デンシ						打合せ簿　別紙のとおり ウアボベッシ

														出来形管理 デキカタカンリ																○		電子 デンシ						打合せ簿　別紙のとおり ウアボベッシ

														各種確認・立会願 カクシュカクニンタチアネガ																○		紙 カミ

														施工体制台帳 セコウタイセイダイチョウ																○		紙 カミ

														建設副産物確認処分届 ケンセツフクサンブツカクニンショブントド																○		紙 カミ

														事故報告書 ジコホウコクショ																		なし(不要) フヨウ

														工事材料検査申請書 コウジザイリョウケンサシンセイショ																○		紙 カミ

														休日・夜間作業届出書 キュウジツヤカンサギョウトドケデショ																○		紙 カミ

														臨機措置通知書 リンキソチツウチショ																		なし(不要) フヨウ

														測量標・境界標確認報告書 ソクリョウヒョウキョウカイヒョウカクニンホウコクショ																○		紙 カミ

														境界標復元報告書 キョウカイヒョウフクゲンホウコクショ																○		紙 カミ

														工事出来形部分検査申請書 コウジデキカタブブンケンサシンセイショ																		なし(不要) フヨウ

														工事完成期限延長申請書 コウジカンセイキゲンエンチョウシンセイショ																		なし(不要) フヨウ

				ＰＬＡＮ										PLAN..XML PLAN05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										ＯＲＧ				施工計画書 セコウケイカクショ																○		紙 カミ

				ＯＴＨＲＳ										OTHRS.XML OTHRS05.DTD																		なし(不要) フヨウ

										ＯＲＧ				工事履行報告書 コウジリコウホウコクショ																○		紙 カミ

														建設発生土関係書類 ケンセツハッセイドカンケイショルイ																○		紙 カミ

				※デジタル写真により撮影した工事写真は電子データで提出を原則とします。 ジャシンサツエイコウジシャシンデンシテイシュツゲンソク

				（８）工事検査方法等 コウジケンサホウホウトウ

														機器名 キキメイ														数量 スウリョウ				単位 タンイ				発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				機器の準備 キキジュンビ										パーソナルコンピュータ														1				台 ダイ				○

														モニター														1				台 ダイ				○

														プロジェクター														0				台 ダイ

														スクリーン														0				基 キ

														対象 タイショウ										使用ソフト シヨウ												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン						備考 ビコウ

				検査に使用
　　　　するソフト ケンサシヨウ										電子成果品 デンシセイカヒン										電子納品検査プログラム デンシノウヒンケンサ												○

				協議に基づき検査時に電子データを紙で用意する書類 キョウギモトケンサジデンシカミヨウイショルイ										書類名称 ショルイメイショウ														出力実施者 シュツリョクジッシシャ												備　　　　　　考

																												発注者 ハッチュウシャ						請負人 ウケオイニン

														別紙のとおり ベッシ																				○



　　　行　う

　　　行わない

　　電子メール

　　　ＡＳＰ(情報共有システム)

　そ の 他

P21

SFC

　製図基準に全て準拠している

　製図基準に一部準拠している

　製図基準に全く準拠していない

　電子納品データと別媒体

　電子納品データと同一媒体

　その他（別途打合せ簿による）



別紙（タイプⅡ記入例)

		

												別　紙 ベツカミ

				工事完成図書						検査用媒体

										電子
データ		紙

				施工計画書								○

				監督員指示書								○

				工事数量計算書								○

				使用材料承諾願								○

				使用材料数量表								○

				各種配合設計書･成績表等								○

				検査に
必要な
図面 ヒツヨウズメン		管理位置図（検査合格判定に関する位置）						○

						平面図・縦断図・横断図・構造図・出来形図等						○

				出来形
管理		出来形管理表（丁張り・寸法管理）				○

						その他の管理データ				○

						検査合格
判定表
（出来形）		路床改良掘起し検査合格判定表		○

								路盤掘起し検査合格判定表		○

								抜取りコアー検査合格判定表		○

						路面の平坦性						○

				品質
管理		Ａｓ混合物日常管理報告書						○

						品質管理表		（Ａｓ温度管理表）		○

								（ﾚﾃﾞﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ各試験管理）		○

						その他の管理データ				○

						検査合格
判定表
（品質）		路床改良検査合格判定表置換工法		○

								路床改良検査合格判定表安定処理工法		○

								下層路盤締固め度検査合格判定表		○

								上層路盤締固め度検査合格判定表		○

								合材締固め度検査合格判定表		○

								抽出アスファルト量・粒度検査合格判定表				○

				発生土･廃材関係の処理								○

				旬報								○

				各種伝票（材料納入集計表）								○

				工事写真						○

				施工体制関係書類								○
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