
電子納品要領 （平成２５年４月）の新旧対照表

※ 次表には、章・節・項目等の番号や頁番号、意味、内容の変わらない範囲での字句の修正、訂正、追加等を含まない。
改定
事項

改定前
ページ

改定後
ページ 章番号 項　目　等 改　定　前 改　定　後 改　定　の　理　由

○ P25 P25 6-11 測量編

4)用地測量における図面データ
用地測量における図面データ（用地実測図、用地平面図、公図等転
写連続図）のレイヤ名及び線色等は、8CAD編　8-3用地測量図面
におけるレイヤ構成に定める。

削除 用地測量図面についても（国）電子納品運用ガイドライン（案）【測量編】
（H21.6)のp63のレイヤ名に則ることにした。

○ P26 7 地質・土質調査編

下記を追加 保管活用システムにおけるボーリングデータ官民別抽出機能改造に伴
い、地質・土質調査業務の電子納品対象物に、（国）地質・土質調査成果
電子納品要領（案）に記載されている成果物の他に、「官民ボーリングリ
スト」を追加することにした。

1/2 H25要領 

d00pc010admin
テキストボックス



改定
事項

改定前
ページ

改定後
ページ 章番号 項　目　等 改　定　前 改　定　後 改　定　の　理　由

○ P30 P30 9 CAD編

8-3　用地測量図面におけるレイヤ構成 削除 用地測量図面についても（国）電子納品運用ガイドライン（案）【測量編】
（H21.6)のp63のレイヤ名に則ることにした。

2/2 H25要領 

d00pc010admin
テキストボックス
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改定
事項

改定前
ページ

改定後
ページ 章番号 項　目　等 改　定　前 改　定　後 改　定　の　理　由

○ P7 P7 3-2)
適用工種と国の要
領、基準等の関係

国の要領、基準等の更新に伴い、適用について変更した。
電子納品等運用ガイドライン機械設備工事編【工事】、電子納品
運用ガイドライン（案）機械設備工事編【業務】、電子納品等運用ガ
イドライン【電気通信設備工事編】、電子納品運用ガイドライン【電
気通信設備業務編】の更新において、電子納品等運用ガイドライ
ン【土木工事編】と同様に工事写真を電子成果品の対象から除外
しているため、適用除外した。
土木工事の情報共有システム活用ガイドラインについて、山梨県
では情報共有システムを運用していないので、適用除外した。
機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン(案）につい
て、業務担当課の運用等によるので適用除外した。

○ P8 P8 3-4)
関連する国土交通
省の要領および基
準

４）平成18年1月の（国）デジタル写真管理基準の適用時期に関する例外

5）平成２０年度に改定された国の要領、基準等の適用時期に関する例外

削除 国の要領、基準等の更新に伴い、記述する必要がなくなったので
削除した。

５ 次の業務段階に必要な電子成果品を保管活用システムから検索 取得する ５ 次の業務段階に必要な電子成果品を保管活用システムから検索 取得する 【活用 保管活用システム利用促進のため 活用例を追加した

○ P23 P23 4-13 共通編

５． 次の業務段階に必要な電子成果品を保管活用システムから検索・取得する。
【活用例1】工事発注図作成時に、該当する設計成果を検索・取得
【活用例2】災害復旧計画時に、参照する工事完成図、既存測量成果を検索・取得
【活用例3】工法検討時に、他所属等の既存設計成果等を検索・取得

５． 次の業務段階に必要な電子成果品を保管活用システムから検索・取得する。　【活用
例1】工事発注図作成時に、該当する設計成果を検索・取得
【活用例2】災害復旧計画時に、参照する工事完成図、既存測量成果を検索・取得
【活用例3】工法検討時に、他所属等の既存設計成果等を検索・取得
【活用例4】設計・測量時に既存のボーリングデータ、測量データを検索・取得

保管活用システム利用促進のため、活用例を追加した。

2/4 H25マニュアル
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長方形



改定
事項

改定前
ページ

改定後
ページ 章番号 項　目　等 改　定　前 改　定　後 改　定　の　理　由

○ P27 P27 4-17 共通編

(1)　フォルダ構成
フォルダ命名規則については国の要領、基準等に従う。フォルダ構成は、工事の場合1) 工事
の写真・出来形管理図・完成図・工事管理台帳等を電子納品する場合のフォルダ構成のとお
り、”REGISTER”のほか”DRAWINGS”、”PHOTO”についてこれまでと同様作成することとす
る。

(1)　フォルダ構成
フォルダ命名規則については国の要領、基準等に従う。フォルダ構成は、工事の場合1)
工事の写真・出来形管理図・完成図・工事管理台帳等を電子納品する場合のフォルダ構
成のとおり、”MEET”、”PHOTO” 、”DRAWINGF”、”REGISTER”、”OTHERS”のように作
成することとする。

国の要領と同様にDRAWINGSフォルダを除外した。

○ P63 P63 6-11 測量編

4)用地測量における図面データ
用地測量における図面データ（用地実測図、用地平面図、公図等転写連続図）のレイヤ名及
び線色等は、8CAD編　8-3用地測量図面におけるレイヤ構成に定める。

削除 用地測量図面についても（国）電子納品運用ガイドライン（案）【測
量編】（H21.6)のp63のレイヤ名に則ることにした。

下記を追加 保管活用システムにおけるボーリングデータ官民別抽出機能改造

○ P65 7 地質・土質調査編

下記を追加 保管活用システムにおけるボ リングデ タ官民別抽出機能改造
に伴い、地質・土質調査業務の電子納品対象物に、（国）地質・土
質調査成果電子納品要領（案）に記載されている成果物の他に、
「官民ボーリングリスト」を追加することにした。

3/4 H25マニュアル

d00pc010admin
長方形



改定
事項

改定前
ページ

改定後
ページ 章番号 項　目　等 改　定　前 改　定　後 改　定　の　理　由

○ P81P82 P81P82 9 CAD編

8-3　用地測量図面におけるレイヤ構成 削除 用地測量図面についても（国）電子納品運用ガイドライン（案）【測
量編】（H21.6)のp63のレイヤ名に則ることにした。

○ p89 p89 11 (1)
要領・運用マニュア
ル等のホームページ
アドレス

「電子納品要領・基準類　ガイドライン
　http://www.cals-ed.go.jp/index_denshi.htm 」

「電子納品要領・基準類
　http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/ 」
「電子納品ガイドライン
　http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/ 」

最新の情報に更新した。

○ p89 p89 11 (1)
要領・運用マニュア
ル等のホームページ
アドレス

「電子納品Q&A
　http://www.cals-ed.go.jp/qa_sys/admin/q_a_index.htm 」

「電子納品Q&A
　http://www.cals-ed.go.jp/inq_qanda/ 」

最新の情報に更新した。

○ p89 p89 11 (1)
要領・運用マニュア
ル等のホームページ
アドレス

「国土交通省SXFブラウザ
　http://www.cals-ed.go.jp/index_denshi.htm 」

「国土交通省SXFブラウザ
　http://www.cals-ed.go.jp/sxf_what/ 」

最新の情報に更新した。

○ p89 p89 11 (1)
要領・運用マニュア
ル等のホームページ

「TECRIS　コード表
　http://www.cals-ed.go.jp/index.denshi.htm 」

「TECRIS　コード表
　http://www.cals-ed.go.jp/tecris/ 」

最新の情報に更新した。

アドレス

○ p89 p89 11 (1)
要領・運用マニュア
ル等のホームページ
アドレス

「CORINS　コード表
　http://www.cals-ed.go.jp/index.denshi.htm 」

「CORINS　コード表
　http://www.cals-ed.go.jp/corins/ 」

最新の情報に更新した。

4/4 H25マニュアル

d00pc010admin
長方形




