
種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

全
国
共
通

国⼟交通省 要領・基準 3次元計測技術を⽤いた出来形管理要領(案) 令和4年3月 新規

農林⽔産省 農村振興局整備部

⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理基準の⼿引き 令和4年3月 新規

⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊⼯事施⼯管理基準の⼿引き 令和4年3月 新規

要領・基準 電⼦納品チェックシステム（農林⽔産省農業
農村整備事業版）

平成31年3月版
(Ver.14.0.001.001) 更新

要領・基準 発注者機関コード及び発注者コード表 2022年4月 令和4年4月適⽤ 更新

林野庁
施⼯管理基準 治⼭林道必携－積算・施⼯編－ 令和4年版 新規

⼯事帳票（テンプレート） 治⼭林道必携－積算・施⼯編－ 令和4年版 第1版 令和4年10月4
日 新規

⽔産庁 漁港漁場整備部 施⼯管理基準 漁港漁場関係⼯事共通仕様書 令和4年4月 新規

NEXCO 東日本⾼速道路株
式会社 ⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年7月 新規

保守サービス一覧
全国共通

2022年12月リリース



種 類

保守サービス一覧
北海道地区

2022年12月リリース

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

北
海
道
地
区

北海道開発局

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事監督実務要覧 更新

事業振興部

⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事書類作成マニュアル（案） 令和4年7月 新規

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事書類作成マニュアル（案） 令和4年7月 新規

⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊⼯事書類作成マニュアル（案） 令和4年7月 新規

北海道

建設部

施⼯管理基準 北海道建設部⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月版 令和4年10月版一部改正 新規

⼯事帳票（出来形管理） 北海道建設部⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月版 令和4年10月版一部改正 新規

⼯事帳票（品質管理） 北海道建設部⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月版 令和4年10月版一部改正 新規

⽔産林務部

施⼯管理基準 ⽔産⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月 新規

⼯事帳票（出来形管理） ⽔産⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月 新規

⼯事帳票（品質管理） ⽔産⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月 新規

⼯事帳票（安全管理） 建設⼯事の適正な施⾏ 令和4年度 2022年9月27日最終更新 新規

札幌市 財政局

⼯事帳票（出来形管理） 札幌市⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月版 新規

⼯事帳票（品質管理） 札幌市⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月版 新規

⼯事帳票（テンプレート） 札幌市⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月版 新規



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

東
北
地
区

⻘森県
県⼟整備部

⼯事帳票（品質管理） 共通仕様書（⼟⽊⼯事参考資料） 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（テンプレート） 共通仕様書（⼟⽊⼯事参考資料） 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（施⼯計画書） 共通仕様書（⼟⽊⼯事参考資料） 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（テンプレート） 共通仕様書（様式集） 令和3年10月1日以降適⽤ 新規

⻘森県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 更新

宮城県

⼟⽊部
施⼯管理基準 出来形管理基準 令和4年10月以降 新規
施⼯管理基準 品質管理基準 令和4年10月以降 新規
施⼯管理基準 写真管理基準 令和4年10月以降 新規

農政部

⼯事帳票（安全管理） 宮城県農業⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月 新規
⼯事帳票（テンプレート） 宮城県農業⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月 新規
施⼯管理基準 宮城県農業⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規
⼯事帳票（出来形管理） 宮城県農業⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規
⼯事帳票（品質管理） 宮城県農業⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規

秋田県
建設部

⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月1日以降適⽤ 新規
⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月1日以降適⽤ 新規

要領・基準 電⼦納品運⽤ガイドライン等の運⽤【R4年度
改定版】01運⽤編 令和4年9月14日 新規

要領・基準 電⼦納品運⽤ガイドライン等の運⽤【R4年度
改定版】02テクニカル編 令和4年9月14日 新規

秋田県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 2022年7月7日 更新

保守サービス一覧
東北地区①

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

東
北
地
区

⼭形県 農林⽔産部 ⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月 新規

福島県 ⼟⽊部

⼯事帳票（出来形管理） 共通仕様書 ⼟⽊⼯事編Ⅲ（参考資料） 令和4年10月1日 新規

⼯事帳票（品質管理） 共通仕様書 ⼟⽊⼯事編Ⅲ（参考資料） 令和4年10月1日 新規

⼯事帳票（テンプレート） 共通仕様書 ⼟⽊⼯事編Ⅲ（参考資料） 令和4年10月1日 新規

保守サービス一覧
東北地区②

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

関
東
地
区

関東地方整備局 施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び規格値 令和4年度版 令和4年9月改定 更新

栃⽊県

県⼟整備部 ⼯事帳票（テンプレート） 栃⽊県⼟⽊⼯事共通仕様書 平成31（2019）年版 令和4年4月一部改訂 更新

農政部

施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4(2022)年版 新規

⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4(2022)年版 新規

⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4(2022)年版 新規

⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4(2022)年版 新規

環境森林部 ⼯事帳票（テンプレート） 環境森林部⼟⽊⼯事等共通仕様書 令和2（2020）年版 令和4（2022）年6月
一部改訂版 更新

群馬県

県⼟整備部

⼯事帳票（テンプレート） 建設⼯事必携 令和三年 令和4年10月1日一部改
定（第13回） 新規

要領・基準 群馬県CALS/EC⼟⽊事業の電⼦納品ガイドラ
イン【⼯事編】 令和4年4月 新規

要領・基準 群馬県CALS/EC⼟⽊事業の電⼦納品ガイドラ
イン【資料編】（一般⼟⽊版） 令和4年4月 新規

要領・基準 群馬県CALS/EC⼟⽊事業の電⼦納品ガイドラ
イン【資料編】（森林⼟⽊版） 令和4年4月 新規

要領・基準 群馬県CALS/EC⼟⽊事業の電⼦納品ガイドラ
イン【資料編】（農業⼟⽊版） 令和4年4月 新規

要領・基準 群馬県電⼦納品チェックソフト Ver.7.0.001.001 更新

環境森林部
森林保全課 ⼯事帳票（テンプレート） 群馬県森林整備事業標準仕様書 平成19年10月1日 令和3年4月1日一部改

正 更新

群馬県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 更新

保守サービス一覧
関東地区①

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

関
東
地
区

埼玉県 県⼟整備部 ⼯事帳票（テンプレート） 埼玉県⼟⽊⼯事実務要覧 第4 様式編 平成31年4月 2022年4月27
日掲載 更新

千葉県 県⼟整備部 施⼯管理基準 千葉県施⼯管理基準 令和4年度版（令和4年10月1日 ） 新規

千葉市 建設局⼟⽊部 ⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事書類作成マニュアル 令和4年4月 新規

東京都

建設局 ⼯事帳票（テンプレート） 受注者等提出書類処理基準・同実施細目 令和4年4月 新規

財務局 ⼯事帳票（テンプレート） 東京都⼟⽊⼯事標準仕様書 令和4年4月 新規

交通局 ⼯事帳票（テンプレート） 受注者等提出書類処理基準 平成16年3月19日制定 令和3年10月1
日一部改定 新規

港湾局 ⼯事帳票（テンプレート） 受注者等提出書類処理基準・同実施細目 令和4年4月 新規

警視庁 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 2022年8月3日更新 更新

神奈川県
県⼟整備局 要領・基準 電⼦納品運⽤ガイドライン＜⼯事編＞

【⼟⽊⼯事版】 令和4年10月 新規

要領・基準 神奈川県電⼦納品チェッカー Ver.22.1.22104 更新

横浜市

道路局 ⼯事帳票（テンプレート） ⼯事施⼯関係の様式 2022年6月20日最終更新 新規

財政局
⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事共通仕様書（様式集） 令和3年4月1日改定 令和4年6月20

日修正 新規

⼯事帳票（安全管理） 施⼯体制台帳・施⼯体系図について 令和3年7月 更新

相模原市
都市建設局

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事共通仕様書に基づく様式 令和3年11月29日最終更新 新規

⼯事帳票（テンプレート） 相模原市⼟⽊⼯事共通特記仕様書 令和4年4月28日更新 新規

財政局 ⼯事帳票（テンプレート） ⼯事請負契約書等様式集 令和3年5月24日最終更新 新規

保守サービス一覧
関東地区②

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

北
陸
地
区

富⼭県

⼟⽊部

⼯事帳票（品質管理） レディーミクストコンクリート単位⽔量測定・管理要領 平成24年1月 2021年2月24日更新 更新

施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規

⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊・建築⼯事で使⽤する書類 R04年8月改定 新規

⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊・建築⼯事で使⽤する書類 R04年8月改定 新規

農林⽔産部

施⼯管理基準 農林⽔産部 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年8月 新規

⼯事帳票（出来形管理） 農林⽔産部 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年8月 新規

⼯事帳票（品質管理） 農林⽔産部 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年8月 新規

⼯事帳票（出来形管理） 農林⽔産部の⼯事で使⽤する書類の様式 R3.4.1〜 2022年6月3日更新 新規

保守サービス一覧
北陸地区

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

甲
信
地
区

⼭梨県
県⼟整備部

⼯事帳票（出来形管理） 建設⼯事必携 令和4年10月 新規
⼯事帳票（品質管理） 建設⼯事必携 令和4年10月 新規
⼯事帳票（安全管理） 建設⼯事必携 令和4年10月 新規
⼯事帳票（テンプレート） 建設⼯事必携 令和4年10月 新規

林政部 ⼯事帳票（テンプレート） 提出・提⽰書類関係様式集及び参考資料 令和3年10月1日 新規

⻑野県

建設部
⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事現場必携 令和2年3月版 令和4年10月一部改定 更新

⼯事帳票（テンプレート） ⻑野県⼯事関係書類（図書、帳票、様式）ダウ
ンロード一覧 2022年5月10日更新 新規

⻑野県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 2021年6月10日更新 更新

農政部
要領・基準 農政部における電⼦納品に係る実施要領 平成27年9月29日制定、

令和4年9月20日一部改定 新規

要領・基準 【別記】⻑野県が準⽤する「要領・基準類」及
び「運⽤に関する⼿引き」等 令和4年10月1日現在 新規

保守サービス一覧
甲信地区

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

中
部
地
区

中部地方整備局 施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び規格値（案） 令和4年3月 R4.9.15一部訂正 更新

静岡県 交通基盤部

⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年7月 新規
⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年7月 新規
施⼯管理基準 農林⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規
⼯事帳票（出来形管理） 農林⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規
要領・基準 静岡県情報共有・電⼦納品運⽤ガイドライン 令和4年10月 新規

要領・基準 情報共有・電⼦納品 事前協議チェックシート
（⼯事⽤）（案） R4版 新規

静岡市 建設局 ⼯事帳票（安全管理） 静岡市建設⼯事共通仕様書 令和4年4月 新規

浜松市 財務部
⼯事帳票（テンプレート） 浜松市⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年4月 2022年9月5日更新 新規
⼯事帳票（テンプレート） ⼊札・契約関係書類（市⻑事務部局等） 2022年9月5日更新 新規

名古屋市

緑政⼟⽊局

⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事標準仕様書 令和4年10月 新規
⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事標準仕様書 令和4年10月 新規
施⼯管理基準 請負⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規
⼯事帳票（出来形管理） 請負⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規
施⼯管理基準 請負⼯事品質管理基準 令和4年10月1日 新規
⼯事帳票（品質管理） 請負⼯事品質管理基準 令和4年10月1日 新規
施⼯管理基準 写真管理基準 令和4年10月 新規

上下⽔道局
⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年8月 新規
施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年8月 新規
⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年8月 新規

三重県 県⼟整備部
⼯事帳票（テンプレート） 三重県公共⼯事共通仕様書 令和2年8月制定 令和4年7月一部改

定版 更新

⼯事帳票（テンプレート） 三重県建設⼯事実務必携 令和4年4月1日 新規
要領・基準 三重県CALS電⼦納品運⽤マニュアル 令和4年7月 新規

保守サービス一覧
中部地区

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

近
畿
地
区

京都市 建設局 ⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊請負⼯事必携 令和4年11月 新規

大阪府
都市整備部

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊請負⼯事必携 令和4年4月 2022年7月4日更新 新規

⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊請負⼯事必携 令和4年4月 2022年7月4日更新 新規

施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び規格値 令和4年4月 2022年9月6日更新 更新

環境農林⽔産部 ⼯事帳票（テンプレート） 建設⼯事等様式集 令和3年4月1日時点
（R3.4.30改） 新規

兵庫県 ⼟⽊部

⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊請負⼯事必携 平成29年12月 令和4年10月改定 更新

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊請負⼯事必携 平成29年12月 令和4年10月改定 更新

施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 平成29年12月 令和4年10月改定 更新

神⼾市 建設局 ⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊請負⼯事必携 令和4年4月 2022年8月22日最終更新 新規

和歌⼭県 県⼟整備部
⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊請負⼯事必携 令和4年7月 新規

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊請負⼯事必携 令和4年7月 新規

保守サービス一覧
近畿地区

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

中
国
地
区

中国地方整備局 施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年度版 令和4年9月誤記訂正 更新

岡⼭県

⼟⽊部

施⼯管理基準 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（出来形管理） 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（品質管理） 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（出来形管理） 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 別冊様式集 令和4年度版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（品質管理） 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 別冊様式集 令和4年度版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（安全管理） 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 別冊様式集 令和4年度版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（テンプレート） 岡⼭県⼟⽊⼯事共通仕様書 別冊様式集 令和4年度版 2022年3月15日更新 新規

⼯事帳票（テンプレート） 岡⼭県発注の建設⼯事等に係る契約関係様式集 2022年9月27日更
新 新規

農林⽔産部・
⼟⽊部 要領・基準 岡⼭県⼟⽊⼯事書類作成マニュアル 令和4年4月 更新

岡⼭県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 2022年1月4日更新 更新

岡⼭市 財政局 ⼯事帳票（安全管理） 岡⼭市⼟⽊⼯事様式集 令和3年4月1日 2022年3月29日 更新

広島県 ⼟⽊建築局
施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年8月 R4.9.22 一部訂正 新規

施⼯管理基準 写真管理基準 令和4年8月 新規

保守サービス一覧
中国地区①

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

中
国
地
区

広島市 都市整備局 施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事共通仕様書 Ⅱ施⼯管理関係 令和4年8月 令和4年9月訂正 新規

⼭口県 ⼟⽊建築部 ⼯事帳票（テンプレート） 様式集 2022年7月20日更新 新規

保守サービス一覧
中国地区②

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

四
国
地
区

四国地方整備局 施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び規格値（案） 令和4年3月 R4.9訂正 更新

徳島県

県⼟整備部 ⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事主要提出書類 R4.4.1版 新規

農林⽔産部
要領・基準 徳島県電⼦納品運⽤ガイドライン【農林⼟⽊⼯事編】 令和元年9月(令和4年

10月改定) 新規

⼯事帳票（テンプレート） 農林⼟⽊⼯事主要提出書類 R4.4.1〜 新規

香川県 ⼟⽊部 ⼯事帳票（テンプレート） 各種様式集 令和4年9月5日現在 新規

愛媛県

総務部 ⼯事帳票（テンプレート） ⼯事請負契約書様式 令和4年4月1日から適
⽤ 新規

⼟⽊部 ⼯事帳票（テンプレート） 請負⼯事に⽤いる帳票様式 令和3年4月 新規

愛媛県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 更新

⾼知県
⼟⽊部

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊政策課契約担当様式ダウンロードサービス 2022年05月13日公開 新規

⼯事帳票（テンプレート） 建設⼯事技術者研修会テキスト 令和4年6月 新規

⾼知県警察 ⼯事帳票（テンプレート） 道路使⽤許可申請書 更新

保守サービス一覧
四国地区

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

九
州
地
区

九州地方整備局

施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び規格値（案） 令和4年3月 更新

施⼯管理基準 写真管理基準（案） 令和4年3月 更新

施⼯管理基準 多⾃然川づくり施⼯管理基準（案） 平成20年7月22日 新規

福岡県

県⼟整備部

⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年10月 新規

⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年10月 新規

⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年10月 新規

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年10月 新規

要領・基準 事前協議チェックシート【⼯事】 令和4年10月 新規

農林⽔産部

⼯事帳票（施⼯計画書） 福岡県農林⽔産部 ⼟⽊⼯事共通仕様書 令和4年10月1日 新規

⼯事帳票（品質管理） 農林⽔産部（⽔産林務関係）⼯事施⼯管理基準・⼯事
施⼯管理実施要領 令和4年10月 新規

⼯事帳票（テンプレート） 農林⽔産部（⽔産林務関係）⼯事施⼯管理基準・⼯事
施⼯管理実施要領 令和4年10月 新規

⼯事帳票（施⼯計画書） 農林⽔産部（⽔産林務関係）⼯事施⼯管理基準・⼯事
施⼯管理実施要領 令和4年10月 新規

⼯事帳票（安全管理） ⼯事関係提出書類一覧表 令和4年10月1日以降 更新

福岡市 財政局
⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年10月 新規

⼯事帳票（テンプレート） ダウンロード（各種様式の出⼒）⼯事⽤ 2022年03月03日更新 新規

保守サービス一覧
九州地区①

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報

九
州
地
区

北九州市 技術監理局 ⼯事帳票（安全管理） 請負⼯事の提出⽤書類様式一覧 2022年10月3日更新 新規

佐賀県
県⼟整備部、
農林⽔産部及
び地域交流部

⼯事帳票（出来形管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年7月 新規

⼯事帳票（品質管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年7月 新規

⼯事帳票（安全管理） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年7月 新規

⼯事帳票（テンプレート） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年7月 新規

⼯事帳票（施⼯計画書） ⼟⽊⼯事施⼯管理の⼿引き 令和4年7月 新規

⻑崎県

⼟⽊部

⼯事帳票（テンプレート） ⻑崎県建設⼯事共通仕様書 令和4年4月 新規

⼯事帳票（テンプレート） ⼯事関係書類 令和2年度 更新

⼯事帳票（テンプレート） 各種様式（公共事業⼊札契約制度関係） 2022年8月4日更新 新規

農林部
⼯事帳票（出来形管理） 農業⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 更新

⼯事帳票（品質管理） 農業⼟⽊⼯事施⼯管理基準 令和4年10月 新規

熊本市 総務局 ⼯事帳票（安全管理） 熊本市⼊札・契約（⼯事等）ホームページ 2022年10月17日最終更新 新規

大分県 ⼟⽊建築部 ⼯事帳票（テンプレート） 建設⼯事契約関係様式 2022年3月31日更新 新規

宮崎県 環境森林部 施⼯管理基準 環境森林部所管⼯事の技術基準 令和3年4月 令和4年10月1日 更新

保守サービス一覧
九州地区②

2022年12月リリース



種 類

地
区 発注者 部署 サービス

参考図書
形態

図書名 年度 改定情報
沖
縄
地
区

沖縄総合事務局
施⼯管理基準 ⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び規格値 令和4年3月 更新

施⼯管理基準 写真管理基準 令和4年3月 更新

保守サービス一覧
沖縄地区

2022年12月リリース


