
山梨県県土整備部ＩＣＴ活用工事試行要領　新旧対照表

備考
名称 名称の変更

（目的）
第１条

条文修正

（ＩＣＴ施工技術）
第２条

条文修正

（適用する要領・基準
等）
第３条

条文修正

（対象工事）
第４条

条文修正

（対象工事の明示）
第５条

条文修正

（ＩＣＴ施工技術の活用
に係る経費）
第６条

条文修正

（施工）
第７条

条文修正

（技術検討会の設置）
第８条

条文修正

（技術検討会の目的）
第９条

条文修正

（工事成績評定の取扱
い）
第１１条

条文修正

（総合評価落札方式に関
する事項）
第１２条

条項の追加

（完成成果品）
第１３条

条項の変更

（技術検討会の報告事
項）
第１４条

・条項の変更
・条文修正

（その他）
第１５条

条項の変更

第９条　技術検討会は、情報化施工の効率的な運用を図るため、次の内容について検討・協議する。
① 設計データ、管理基準及び管理方法
② ＩＣＴ施工技術情報化施工技術の選定や利用方法
③ ＩＣＴ施工技術情報化施工技術の効果の検証
④ 施工実績報告書の作成　※別添参照
⑤ その他必要な事項

第１１条　対象工事においてＩＣＴ施工技術を活用して完成させた場合は、第一次評定において、考査項目
５．創意工夫　細別Ｉ．創意工夫　における、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた
工事」の対象とし、２点加点する。

（総合評価落札方式に関する事項）
第１２条　山梨県が発注する総合評価落札方式の工事に関する事項は、次のとおりとする。
１　評価方法
・山梨県発注工事においてＩＣＴ施工技術を活用し、工事を完成させた実績がある入札参加者は、加点評価す
る。
・簡易型のうち「受注者希望型」で発注する工事において、ＩＣＴ施工技術の活用に関する「施工計画」を求
めるものとする。
２　実績の公表
　過去2ヶ年で第２条に掲げるＩＣＴ施工技術を１以上活用し、工事を完成させた実績一覧を、４半期毎に山
梨県技術管理課のホームページにおいて公表する。

―

第１１条　対象工事において情報化施工技術を利用して完成させた場合は、第一次評定において、考査項目
５．創意工夫　細別Ｉ．創意工夫　における、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた
工事」の対象とし、２点加点する。
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旧　R1.10

第１条　この要領は、山梨県県土整備部が発注する建設工事（営繕工事を除く）における、情報化施工技術の
試行に関して必要な事項を定める。

新　R2.4

第１条　この要領は、山梨県県土整備部が発注する建設工事（営繕工事を除く）における、ＩＣＴ施工技術を
活用した工事の試行に関して必要な事項を定める。

山梨県県土整備部ＩＣＴ活用工事試行要領 山梨県県土整備部情報化施工技術試行要領

（ＩＣＴ施工技術）
第２条　本要領により試行するＩＣＴ施工技術は、以下に掲げるものとする。

（情報化施工技術）
第２条　本要領により試行する技術情報化施工技術は、以下に掲げるものとする。

第３条　ＩＣＴ施工技術の試行にあたっては、山梨県が定める建設工事関連諸規程のほか、別表に掲げる要
領・基準等を準用する。

第３条　情報化施工技術の試行にあたっては、山梨県が定める建設工事関連諸規程のほか、別表に掲げる要
領・基準等を準用する。

第４条　本要領の対象とする工事（以下「対象工事」という。）は、ＩＣＴ施工技術の活用により建設現場の
生産性向上が期待される工事とする。

第４条　本要領の対象とする工事（以下「対象工事」という。）は、情報化施工技術の利用により建設現場の
生産性向上が期待される工事とする。

第５条　本要領を適用する工事は、・・・・・（以下省略）
・発注者指定型：ＩＣＴ施工技術の活用を義務づける工事
・受注者希望型：受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用が可能である工事

２　前項の規定によらず発注した工事において、契約後、受注者からＩＣＴ施工技術の活用希望があった場合
は、協議により対象工事にすることができるものとし、その取り扱いは、受注者希望型と同様とする。

第５条　本要領を適用する工事は、・・・・・（以下省略）
・発注者指定型：情報化施工技術の利用を義務づける工事
・受注者希望型：受注者の希望により情報化施工技術の利用が可能である工事

　２　前項の規定によらず発注した工事において、契約後、受注者から情報化施工技術の利用希望があった場
合は、協議により対象工事にすることができるものとし、その取り扱いは、受注者希望型と同様とする。

第１４条　（公社）山梨県建設技術センターは、工事完成後概ね２週間を目途に協議結果や活用効果について
報告書をとりまとめ、技術管理課に提出する。

第１３条　（公社）山梨県建設技術センターは、工事完成後概ね２週間を目途に協議結果や利用効果について
報告書をとりまとめ、技術管理課に提出する。

第１５条　この要領、関係諸規程及び運用基準等に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して
決定するものとする。

第１４条　この要領、関係諸規程及び運用基準等に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して
決定するものとする。

第１３条　完成成果品は、山梨県県土整備部電子納品要領及び別表に掲げる要領・基準等により納品するこ
と。

第１２条　完成成果品は、山梨県県土整備部電子納品要領及び別表に掲げる要領・基準等により納品するこ
と。

第７条　対象工事の受注者は、第２条に掲げるＩＣＴ施工技術のうち、発注者指定型の場合、特記仕様書で指
定されたＩＣＴ施工技術を活用することとし、受注者希望型の場合、協議により決定したＩＣＴ施工技術を活
用し、施工すること。

第７条　対象工事の受注者は、第２条に掲げる情報化施工技術のうち、特記仕様書で指定された技術又は希望
した技術を利用して、対象工事を施工しなければならない。

（ＩＣＴ施工技術の活用に係る経費）
第６条　ＩＣＴ施工技術の活用に要する経費は、山梨県土木工事標準積算基準書に基づき、適切に積算するも
のとする。

（情報化施工に係る経費）
第６条　ＩＣＴ施工技術の活用情報化施工技術の利用に要する経費は、山梨県土木工事標準積算基準書に基づ
き、適切に積算するものとする。

第８条　対象工事の受注者、発注者及び（公社）山梨県建設技術センターの三者でＩＣＴ活用工事技術検討会
を設置するものとする。この検討会の運営は（公社）山梨県建設技術センターが行い、受注者は検討会の運営
に協力するものとすること。（以降の条文は変更無し）

第８条　対象工事の受注者、発注者及び（公社）山梨県建設技術センターの三者で情報化施工技術検討会を設
置するものとする。この検討会の運営は（公社）山梨県建設技術センターが行い、受注者は検討会の運営に協
力するものとすること。

第９条　技術検討会は、ＩＣＴ活用工事の効率的な運用を図るため、次の内容について検討・協議する。
①　設計データ、管理基準及び管理方法
②　ＩＣＴ施工技術の選定や利用方法
③　ＩＣＴ施工技術の効果の検証
④　施工実績報告書の作成　※別添参照
⑤　その他必要な事項



備考旧　R1.10新　R2.4
別表　要領、基準等

図書名 発行者 図書名 発行者

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 国土交通省 ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編） 国土交通省

土木工事数量算出要領（案） 国土交通省 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編） 国土交通省

土木工事共通仕様書　施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 国土交通省 ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

地方整備局土木工事検査技術基準（案） 国土交通省 ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省

既済部分検査技術基準（案）及び同解説 国土交通省 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領（案） 国土交通省

部分払いにおける出来高取扱方法（案） 国土交通省 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理監督検査要領（案） 国土交通省

ＣＡＤ製図基準 国土交通省 ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン 国土交通省 ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

デジタル写真管理情報基準 国土交通省 土木工事施工管理基準(案)(出来形管理基準及び規格値) 国土交通省

工事完成図書の電子納品要領 国土交通省 土木工事数量算出要領(案) 国土交通省

電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 国土交通省 土木工事共通仕様書　施工管理関係書類(帳票：出来形合否判定総括表) 国土交通省

ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案） 国土交通省 地方整備局土木工事検査技術基準(案) 国土交通省

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 既済部分検査技術基準(案)及び同解説 国土交通省

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 部分払における出来高取扱方法(案) 国土交通省

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省 ＣＡＤ製図基準 国土交通省

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン 国土交通省

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省 デジタル写真管理情報基準 国土交通省

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領 国土交通省

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）（案） 国土交通省 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 国土交通省

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省

TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省

ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省

ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（案） 国土交通省

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

音響測深機器を用いた出来形管理の監督検査要領（河川浚渫工事編）（案） 国土交通省 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案） 国土交通省 ＴＳを用いた出来形管理要領（舗装工事編） 国土交通省

施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案） 国土交通省 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編） 国土交通省

施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案） 国土交通省 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案) 国土交通省

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省 ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 国土交通省

ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 ICT建設機械　精度確認要領（案） 国土交通省

ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 国土交通省 ＴＳを用いた出来形管理要領（護岸工編） 国土交通省

ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 国土交通省 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（護岸工編） 国土交通省

ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 国土交通省 施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理・中層地盤改良工事編） 国土交通省

点検支援技術(画像計測技術）を用いた3 次元成果品納品マニュアル（トンネル編）（案） 国土交通省 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（表層安定処理・中層地盤改良工事編） 国土交通省

点検支援技術(画像計測技術）を用いた3 次元成果品納品マニュアル（橋梁編）（案） 国土交通省 ３次元計測技術を用いた出来形計測要領（案） 国土交通省

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理監督検査要領（案） 国土交通省 ３次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案） 国土交通省

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領（案） 国土交通省

施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

ICT建設機械　精度確認要領(案） 国土交通省

ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案） 国土交通省

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（護岸工編）（案） 国土交通省

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（護岸工編）（案） 国土交通省

施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（表層安定処理・中層地盤改良工事編）（案） 国土交通省

施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理・中層地盤改良工事編）（案） 国土交通省

３次元計測技術を用いた出来形計測要領（案） 国土交通省

３次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案） 国土交通省

・国土交通省
要領・基準等
の改定によ
る。
・図書名の記
載順を国交省
HPに準じ一部
変更。


