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項  目 設計業務等の電子納品要領（案）（平成２３年３月版） 設計業務等の電子納品要領（案）（平成１７年４月版） 

目次 

改訂履歴 

改訂履歴 

要領・基準名称 適用要領基準※ 

設計業務等の電子納品要領（案）平成 13 年 10 月 農村振興土木 200110 

設計業務等の電子納品要領（案）平成 14 年 4 月 農村振興土木 200204 

設計業務等の電子納品要領（案）平成 15 年 4 月 農村振興土木 200304 

設計業務等の電子納品要領（案）平成 17 年 4 月 農村振興土木 200504-01 

設計業務等の電子納品要領（案）平成 23 年 3 月 農村振興土木 201103-01 

※業務管理項目の基礎情報「適用要領基準」項目に記入する内容  

－ 

１ 適用 

 

設計業務等の電子納品要領（案）」（以下、「本要領」という）は、農林水産省が

発注する土木工事に係る設計及び計画業務に係る業務請負契約書及び設計図書にお

いて定める成果物を電子的手段により提出する際の基準を定めたものである。な

お、測量、地質・土質調査等に関する業務についてもこれに準ずる。 

 

「設計業務等の電子納品要領（案）」（以下、「本要領」という）は、業務請負契約

書及び設計図書において定められる成果物を電子的手段により引き渡す場合に適用

する。なお、測量業務、地質・土質調査業務等に関する業務についてもこれに準じた

扱いとする。 

１ 適用 

 

表 1-1 共通仕様書 

№ 名         称 

１ 調査・測量・設計業務共

通仕様書※１ 

※１ 農林水産省農村振興局制定 

 

表 1-1 共通仕様書 

№ 名         称 

１ 調査・測量・設計業務共

通仕様書※１ 

※１ 農林水産省構造改善局制定 

 

２ フォルダ構成 
【解説】 

・ オリジナルファイルは、報告書ファイルの構成元となるファイルである。 
・ 要領に記載されていないフォルダについては作成しないのが望ましい。 
・ 本要領や他の要領はホームページ等で確認し 新のものを入手すること。また、
正誤表等についても、確認すること。 
・ ルートとは階層型ファイル構造における 上階層のディレクトリやフォルダの

ことをいう。 

－ 
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２ フォルダ構成 ※ XSL  eXtensible Style Language 
   XML文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様であり、「標
準仕様書 TSX0088:2006 拡張可能なスタイルシート(XSL)1.1」、「JIS X 4169:2007 
XSL 交換(XSLT)1.0」の規格がある。 
 

※ XSL  eXtensible Style Language 

   XML 文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様であり、「標

準情報(TR)TR X 0088:2003 拡張可能なスタイルシート言語(XSL)1.0」、「標準情報

(TR) TR X 0048:2001 XSL 交換(XSLT)1.0」の規格がある。 

 

3-1 業務管理項目  
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3-1 業務管理項目 

  

3-1 業務管理項目 

 
 

3-1 業務管理項目 AGRIS に未登録の業務は、「業務実績システム登録番号」に「0」を記入する。 AGRIS に未登録の業務は、「業務実績システム登録番号」に「０」を記入する。 

〈境界座標の取得精度について〉 成果物の「業務管理ファイル」の管理項目に記入する境界座標の精度は、業務範囲

にもよるが 100m 程度を目安とする（ちなみに、経緯度の 1秒は地上距離で約 30m に

相当する）。なお、業務範囲が大きくなれば一般的に精度も粗くなるが、可能な範

囲の精度で取得することが望ましい。 

成果物の「業務管理ファイル」の管理項目に記入する境界座標の精度は、業務範囲に

もよるが百 m程度を目安とする（ちなみに、経緯度の 1秒は地上距離で約 30m に相当

する）。なお、業務範囲が大きくなれば一般的に精度も粗くなるが、可能な範囲の精

度で取得することが望ましい。 

表 3-2 報告書管理項目 
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表 3-2 報告書管理項目 注）*：設計項目と成果品項目は、重複する場合でも両方に記入する。
※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。 

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。 

3-2 報告書管理項目 
【解説】 

文書中に組み込んだ図、表、写真のオリジナルファイルは、電子媒体への格納は不

要である。なお、電子媒体へ格納する場合のオリジナルファイルの形式については

監督職員と協議する。 

文書中に組み込んだ図、表、写真のオリジナルファイルは、電子媒体への格納は不要

である。オリジナルファイルの形式は一般的なものが望ましく、一般的では無い場合

には監督職員と協議する。 

3-2 報告書管理項目 
【解説】 

削除 報告書管理ファイルの DTD、XML 内では、設計作業項目の標記は「設計項目」、「成

果品項目」となっているが、標記は変更せずに統合して「設計作業項目」と読み替え

ることとする。 

3-2 報告書管理項目 
【解説】 

削除 また、記入の際には、「設計項目」の方に「設計作業項目」を記入することとする。

４ ファイル形式 

【解説】 

拡張子が４文字以上、ファイル間でリンクや階層を持った資料など、本要領に寄り

がたい場合は、ファイルを圧縮して該当するフォルダに格納する。圧縮ファイル形

式は監督職員と協議し決定する。 

拡張子が４文字以上、ファイル間でリンクや階層を持った資料など、本要領に寄りが

たい場合は、ファイルを圧縮して電子媒体に格納する。圧縮ファイル形式は監督職員

と協議し決定する。 

※ ＰＤＦ Portable 

Document Format 

PDF は、プラットホームに依存しないファイル形式で、文書を作成した環境と別環境

(異なる機種、OS)との間における文書交換を可能にする。 
PDF は、プラットホームに依存しないファイル形式で、文書を作成した環境と別環境

(異なる機種、OS)との間における文書交換を可能にする。また、「標準情報(TR)TR X 

0026：ポータブル文書フォーマット PDF」として(財)日本規格協会から発行されてい

る。 

 

６ ファイルの命名規則 業務管理ファイルは「INDEX_D.XML」とし、業務管理ファイルの DTD は「INDE_D04.DTD」

（04 は版番号）とする。 

業務管理ファイルは「INDEX_D.XML」とし、業務管理ファイルの DTD は「INDE_D03.DTD」

（03 は版番号）とする。 

６ ファイルの命名規則 報告書管理ファイルは「REPORT.XML」とし、DTD は「REP04.DTD」（04 は版番号）と

する。 

報告書管理ファイルは「REPORT.XML」とし、DTD は「REP03.DTD」（03 は版番号）と

する。 

６ ファイルの命名規則 各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「INDE_D04.XSL」、「REP04.XSL」

とする。 

各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「INDE_03.XSL」、「REP03.XSL」

とする。 

６ ファイルの命名規則 

  
６ ファイルの命名規則 

 
 

７ 電子媒体 
7-1 電子媒体 
【解説】 

複数枚の CD-R になる場合は、「7-3 成果物が複数枚に渡る場合の処置」に従う。 ・複数枚の CD-R になる場合は、「7-3 媒体が複数に渡る場合の処置」に従う。 

７ 電子媒体 
7-1 電子媒体 
【解説】 
 

・基本的には CD-R の使用とするが、特定のシステムに依存しないファイルフォーマ

ット形式や再生ドライブの普及度を考慮して、DVD-R も協議により可とする。 

・DVD-R にデータを記録する（パソコンを使って記録する）際のファイルシステムの

論理フォーマットは、UDF（UDF Bridge）とする。 

 

 

・当面、電子媒体は、CD-R を原則とする。CD-R 以外の上記の３条件を満たす電子媒

体については、今後、普及状況等を踏まえて導入する。 
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７-2 電子媒体の表記規則 
 

電子媒体には、「案件番号」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受

注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォー

マット形式」、「総括監督員」、「管理技術者」を明記する。 

電子媒体には、「案件番号」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注

者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマッ

ト形式」を明記する。 

７-2 電子媒体の表記規則 
【解説】 
 

・電子媒体には、必要項目を表面に直接印刷、または油性フェルトペンで表記し、

表面に損傷を与えないよう注意する。 

・CD-R には、必要項目を表面に直接印刷、ラベル印刷したもの（シール）を張付、ま

たは油性フェルトペンで表記し、表面に損傷を与えないよう注意する。 

７-2 電子媒体の表記規則 
【解説】 
 

・シールによっては温湿度の変化で伸縮し、電子媒体に損傷を与えることがあるの
で、シールは使用しない。 
・総括監督員、管理技術者は、総括監督員管理技術者双方が、油性フェルトペンに

て記載する。 

・シールによっては温湿度の変化で伸縮し、CD-R に損傷を与えることがあるので、伸

縮性の低いシールを選択するよう注意する。 

【解説】図7-1 ＣＤ-Ｒへの表記
例 

  

【解説】 

 

 

成果物を複数枚の媒体に分けて格納する場合の例を下図に示す。 
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【解説】（２）留意事項 長期的な見読性を確保するため、使用できる文字を必要 小限に規定している。 

 

長期的な見読性を確保するため、使用できる文字を必要 小限に規定している。使用

文字の対象は管理ファイルとしているが、オリジナルファイルにおいても可能な限り

準じることが望ましい。 
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付 1-1 

付属資料１ 管理ファイルの

DTD 

（１）業務管理ファイルの DTD 

各管理ファイルの DTD を以下に示す。なお、DTD ファイルは、農林水産省のホームペ

ージ（http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html）から入

手できる。 

 

 

業務管理ファイル（INDEX_D.XML）のDTD（INDE_D04.DTD）を以下に示す。 

 
 

各管理ファイルの DTD を以下に示す。なお、DTD ファイルは、ＮＮ－ＣＡＬＳのホー

ムページ（http://www.nncals.jp/you.html）から入手できる。 

 

 

 （１）業務管理ファイルの DTD 

業務管理ファイル（INDEX_D.XML）の DTD（INDE_D03.DTD）を以下に示す。 
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付 1-3 
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付 1-4 

（２）報告書管理ファイルの DTD 

報告書管理ファイル（REPORT.XML）のDTD（REP04.DTD）を以下に示す。 
 

<!-- REP04.DTD / 2011/03 --> 

 

<!ELEMENT reportdata (報告書ファイル情報+,ソフトメーカ用 TAG*)> 

<!ATTLIST reportdata DTD_version CDATA #FIXED "04"> 

 

<!--  報告書ファイル情報  --> 

<!ELEMENT 報告書ファイル情報 (報告書名,報告書副題?,報告書ファイル名,報告書ファイル日本語名?

報告書ファイル作成ソフトウェア名,設計項目?,成果品項目?,報告書オリジナルファイル情報*,その

他?)> 

<!ELEMENT 報告書名 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 報告書副題 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 報告書ファイル名 (#PCDATA)>  

<!ELEMENT 報告書ファイル日本語名 (#PCDATA)>  

<!ELEMENT 報告書ファイル作成ソフトウェア名 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 設計項目 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 成果品項目 (#PCDATA)> 

 

<!--  報告書オリジナルファイル情報  --> 

<!ELEMENT 報告書オリジナルファイル情報 (報告書オリジナルファイル名?,報告書オリジナルファイ

ル日本語名?,報告書オリジナルファイル作成ソフトウェア名?)> 

<!ELEMENT 報告書オリジナルファイル名 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 報告書オリジナルファイル日本語名 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 報告書オリジナルファイル作成ソフトウェア名 (#PCDATA)> 

 

<!--  その他  --> 

<!ELEMENT その他 (受注者説明文?,予備*)> 

<!ELEMENT 受注者説明文 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT 予備 (#PCDATA)> 

 

<!ELEMENT ソフトメーカ用 TAG (#PCDATA)> 
 

 

 報告書管理ファイル（REPORT.XML）の DTD（REP03.DTD）を以下に示す。 
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付 2-1 

付属資料２ 管理ファイルの

XML 記入例 

 

付属資料２ 管理ファイルの XML 記入例 
 
（１）業務管理ファイルの記入例 
 
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>  

  <!DOCTYPE gyomudata SYSTEM "INDE_D04.DTD">  

- <gyomudata DTD_version="04"> 

- <基礎情報> 

  <メディア番号>2</メディア番号>  

  <メディア総枚数>3</メディア総枚数>  

  <適用要領基準>農村振興土木 201103-01</適用要領基準>  

  <報告書フォルダ名>REPORT</報告書フォルダ名>  

  <報告書オリジナルファイルフォルダ名>REPORT/ORG</報告書オリジナルファイルフォルダ名>  

  <図面フォルダ名>DRAWING</図面フォルダ名>  

  <写真フォルダ名>PHOTO</写真フォルダ名>  

  <測量データフォルダ名>SURVEY</測量データフォルダ名>  

  <地質データフォルダ名>BORING</地質データフォルダ名>  

  </基礎情報> 

- <業務件名等> 

  <業務実績システムバージョン番号>2.10</業務実績システムバージョン番号>  

  <業務実績システム登録番号>10602990840</業務実績システム登録番号>  

  <設計書コード>0220041060361</設計書コード>  

  <業務名称>○○水路実施設計業務</業務名称>  

- <住所情報> 

  <住所コード>12204</住所コード>  

  <住所>○○県△△市××町○丁目○○番地</住所>  

  </住所情報> 

  <履行期間-着手>2011-09-15</履行期間-着手>  

  <履行期間-完了>2012-03-25</履行期間-完了>  

  </業務件名等> 

- <場所情報> 

  <測地系>00</測地系>  

- <水系-路線情報> 

  <対象水系路線コード>19303</対象水系路線コード>  

  <対象水系路線名>○○川</対象水系路線名>  

  <現道-旧道区分>00</現道-旧道区分>  

  <対象河川コード>8606040001</対象河川コード>  

  <左右岸上下線コード>02</左右岸上下線コード>  

- <測点情報> 

  <起点側測点-n>0015</起点側測点-n>  

  <起点側測点-m>008</起点側測点-m>  

  <終点側測点-n>0018</終点側測点-n>  

  <終点側測点-m>005</終点側測点-m>  

  </測点情報> 

- <距離標情報> 

  <起点側距離標-n>031</起点側距離標-n>  

  <起点側距離標-m>045</起点側距離標-m>  

  <終点側距離標-n>036</終点側距離標-n>  

  <終点側距離標-m>067</終点側距離標-m>  

  </距離標情報> 

  </水系-路線情報> 

- <境界座標情報> 

業務管理項目の記入規則に基づき、赤文

字の部分について内容を記述する。 
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付 2-3 

（２）報告書管理ファイルの記入

例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



設計業務等の電子納品要領（案）新旧対照表 

 

項  目 設計業務等の電子納品要領（案）（平成２３年４月版） 設計業務等の電子納品要領（案）（平成１７年４月版） 

付 3-2 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

• 対象地域が発注者の管内全域等の広域に渡る場合 

 

• 特定の地域に該当しない場合 

 

• 対象地域が発注者の管内全域等の広域に渡る場合 

 

 
 

特定の地域に該当しない場合 
 
 
 

付 3-2 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

場所情報 

対象水系路線コード 

対象水系路線コードは、農林水産省ホームページに掲載された発注者が示す

コード表により記入する。 

 

業務対象水系・路線コード 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html 

 

場所情報 

対象水系路線コード 

対象水系路線コードは、ＮＮＣＡＬＳホームページに掲載された発注者が示

すコード表により記入する。 

 

業務対象水系・路線コード 

http://www.nncals.jp/you.html 
 

付3-3 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

• 対象地域が複数の路線に該当する場合 

 

• 対象地域が複数の路線に該当する場合 
 
 
 

付3-3 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

「対象河川コード」の XML 表記例 

淀川の例である。なお下 4 桁(nnnn)は河川番号を示しており、「河川コード

仕様書」を準拠し、0001 から連番により付与する。 

「対象河川コード」の XML 表記例 

淀川の例である。なお下 4桁(nnnn)は河川番号を示しており、「河川コード仕

様書(案)」を準拠し、0001 から連番により付与する。 
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付3-4 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

境界座標(緯度・経度)の値が明確である場合は、調査職員との間で確認の

上、その値を管理項目に記入する。境界座標(緯度・経度)の値が不明確である

場合は、地形図等から読み取るなどして、その値を管理項目に記入する。その

時の精度は、業務範囲にもよるが 100m 程度を目安とする(経緯度の 1秒は地上

距離で約 30m に相当する)。業務範囲が大きくなれば一般に精度も粗くなるが、

可能な範囲の精度で取得することが望ましい。 

なお、座標の調査方法については、次頁に示すような方法により調査できる。

 

境界座標(緯度・経度)の値が明確である場合は、調査職員との間で確認の

上、その値を管理項目に記入する。境界座標(緯度・経度)の値が不明確である

場合は、地形図等から読み取るなどして、その値を管理項目に記入する。その

時の精度は、業務範囲にもよるが百 m程度を目安とする(経緯度の 1秒は地上距

離で約 30m に相当する)。業務範囲が大きくなれば一般に精度も粗くなるが、可

能な範囲の精度で取得することが望ましい。 

なお、座標の調査方法については、次頁に示すような方法により調査できる。

 



項  目 設計業務等の電子納品要領（案）（平成２３年４月版） 設計業務等の電子納品要領（案）（平成１７年４月版） 

付3-8 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

 地形図閲覧サービス(国土地理院)による境界座標の調査方法 

1. 業務対象範囲を地図等におとし、左下隅および右上隅を確認する。対象

範囲が路線区間である場合は、対象路線の外側を業務対象範囲とする。

対象範囲 

対象路線 

 
図付 3-1 業務対象範囲の取得方法 

 

2. Web ブラウザにより下記 URL のホームページに接続すると、「地形図閲覧

システム検索インデックス」が表示される。 

http://mapbrowse.gsi.go.jp/mapsearch.html 

 
図付 3-2 地形図閲覧システム検索インデックス 

3. 「地形図閲覧システム検索インデックス」から、該当する地域をマウス

で選択する。 
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付3-12 

付属資料３ 場所情報の記入方

法 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

都道府県の東西南北端点と重心の経度緯度の調査方法 

各都道府県の東西側の経度、南北側の緯度については、下記 URL のホームペ

ージを参照して記入することができる。 

 

(参照先：日本の東西南北端点の経度緯度) 

国土地理院 

http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/center.htm 

  

1. 対象範囲の左下隅を含むメッシュ(二重線で囲まれた部分)を下図のよう

に取り出し、比例配分等により秒数を計算し、左下隅(X1,Y1)の座標を求

める。求められた北緯 X1を「南側境界座標緯度」に、東経 Y1を「西側境

界座標経度」に記入する。 
 140°25’ 140°26’ 

36°27’ 

36°26’ 

a 

b 

y 

x 
（X1,Y1） 

(1)スケール等で地形図上からa、bの距離を求める。
       a＝7.5cm　　　b＝6.0cm
(2)同様にx,yの距離を求める。
       x＝1.25cm　　　y＝5.0cm
(3)下記計算により（X1、Y1）を求める。
       北緯＝ 36°26’＋60”×1.25÷7.5＝ 36°26’10”
       東経＝140°25’＋60”×5.0 ÷6.0＝140°25’50”

図付 3-8 メッシュ拡大図 

 

2. 右上隅も同様の手順で、北緯を「北側境界座標緯度」に,東経を「東側境

界座標経度」に記入する。 

 

都道府県の東西南北端点と重心の経度緯度の調査方法 

各都道府県の東西側の経度、南北側の緯度については、下記 URL のホームペ

ージを参照して記入することができる。 

 

(参照先：都道府県の東西南北端点と重心の経度緯度) 

国土地理院 

http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/CENTER/center.html 

 

既知の平面直角座標を変換する方法 

平面図等で既に対象範囲の平面直角座標が判明している場合は、それらの値

を緯度経度に変換して境界座標に記入することができる。 

 

(インターネット上で利用可能な変換プログラム例) 

国土地理院 

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html 

 

 



設計業務等の電子納品要領（案）新旧対照表 
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付 4-1 

付属資料４ XML 文書作成にお

ける留意点 

・最新の JIS に修正 － 

付 4-1 

付属資料４ XML 文書作成にお

ける留意点 

XML 文書の作成は、「JIS X 4159:2005 拡張可能なマーク付け言語(XML)1.0」を参照

すること。 

XML 文書の作成は、「JIS X 4159:2002 拡張可能なマーク付け言語(XML)」、「標準情

報(TR)TR X 0015:1999XML 日本語プロファイル」を参照すること。 

全体 ・ 版番号 
・ 各管理ファイルのDTDを03→04へ 
・ スタイルシートのファイル名を03→04へ 

河川コード仕様書（案）→河川コード仕様書 

－ 

 


