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電子納品の適用時期について 

 

 

農林水産省農業農村整備事業における電子納品要領の適用時期は以下のとおりです。 

 

１．平成２６年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H23.3 改正（H25.3 正誤表対応版） 

・設計業務等の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H24.3 改正（H26.3 一部改訂） 

・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H24.3 改正（H24.7 正誤表対応版） 

・電子化図面データの作成要領（案）H23.3 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H23.3 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正（H25.3 正誤表対応版） 

・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H25.3 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H25.3 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定（H25.3 正誤表対応版） 

・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H26.3 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H26.3 制定 
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○参考（平成２５年度以前） 

１．平成 15 年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・設計業務等の電子納品要領（案）H15.4 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H15.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）H15.4 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H15.4 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H15.4 制定 

・地質調査資料整理要領（案）H15.4 制定 

２．平成 15 年 10 月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H15.4 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）H15.4 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H15.9 改正 

（既発注の該当業務についてもなるべく改正後の要領を適用するようお願いしてお

ります。） 

・地質調査資料整理要領（案）H15.4 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）H15.4 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H15.4 改正 

３．平成 16 年５月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H15.4 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）H15.4 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H15.9 改正 

・地質調査資料整理要領（案）H16.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）H16.4 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H15.4 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H16.4 制定 

・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H16.4 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H16.4 制定 

４．平成 17 年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H17.4 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）H17.4 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H17.4 改正 

・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H17.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）H17.4 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）Ｈ17.4 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4 制定 

・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H17.4 制定 
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５．平成 17 年６月 30 日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・設計業務等の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・測量成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）H17.4 改正 
・電子化写真データの作成要領（案）Ｈ17.4 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4（H17.6 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4 制定 
・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H17.4（H17.6 正誤表対応版） 

６．平成 17 年９月 15 日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・設計業務等の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・測量成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）H17.4 改正 
・電子化写真データの作成要領（案）Ｈ17.4 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4（H17.9 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4（H17.6 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4 制定 
・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H17.4（H17.6 正誤表対応版） 

７．平成 18 年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・設計業務等の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・測量成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）H17.4 改正 
・電子化写真データの作成要領（案）Ｈ17.4（H18.4 正誤表対応版） 
・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4（H17.9 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4（H17.6 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H17.4 制定 
・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H17.4（H17.6 正誤表対応版） 
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８．平成 19 年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・設計業務等の電子納品要領（案）H17.4 改正 
・測量成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）H17.4 改正 
・電子化写真データの作成要領（案）Ｈ17.4（H18.4 正誤表対応版） 
・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4（H17.9 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 改正 
・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H19.4 改正 

９．平成 23 年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H17.4 改正 

・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H17.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）H23.3 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H23.3 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4（H17.9 正誤表対応版） 

・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

10．平成 24 年４月１日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H24.3 改正 

・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H24.3 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）H23.3 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H23.3 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4（H17.9 正誤表対応版） 

・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 
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11．平成 24 年７月 13 日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・設計業務等の電子納品要領（案）H23.3 改正 

・測量成果電子納品要領（案）H24.3 改正 

・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H24.3 改正（H24.7 正誤表対応版） 

・電子化図面データの作成要領（案）H23.3 改正 

・電子化写真データの作成要領（案）H23.3 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正（H17.9 正誤表対応版） 

・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正 

・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

12．平成 25 年 4 月 1 日以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するもの。 

・工事完成図書の電子納品要領（案）H23.3 改正（H25.3 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）H23.3 改正 
・測量成果電子納品要領（案）H24.3 改正 
・地質・土質調査成果電子納品要領（案）H24.3 改正（H24.7 正誤表対応版） 
・電子化図面データの作成要領（案）H23.3 改正 
・電子化写真データの作成要領（案）H23.3 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編 H17.4 改正（H25.3 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編 H25.3 改正 
・電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 H25.3 改正 
・工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定（H25.3 正誤表対応版） 
・設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 
・電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 H19.4 制定 

 

 

 


