
地質・土質調査業務共通仕様書の一部改正について

改正案（R02.04 改正） 現 行

第１章 総則 

第１節 総則 

第１－１条～第１－９条 [略] 

第１－１０条 業務計画書

受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

２～４[略] 

第１－１１条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整

備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、

ＡＧＲＩＳ上において監督職員の承認を受けなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承認を受けるものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除] 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除]  

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き 10日以内[削除]とし、訂正時の登

録は適宜行うものとする。 

第１－１２条 ～第１－１６条 ［略］ 

第１－１７条 成果物の提出 

２～３[略] 

４ 成果物は、原則として｢地質・土質調査成果電子納品要領（案）本編及び付属資料｣農業土木工事編（香川県農政水産部[削

除]）に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。 

第１－１８条 ～ 第１－３９条 ［略］ 

第２章 ～ 第１２章 ［略］

第１章 総則 

第１節 総則 

第１－１条～第１－９条 [略] 

第１－１０条 業務計画書

受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

２～４[略] 

第１－１１条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村

整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、調査職員に提出するも

のとする。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を調査職員に提出しなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績登録通知の提出は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職員に提出する。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職

員に提出する。 

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職員

に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。 

第１－１２条 ～第１－１６条 ［略］ 

第１－１７条 成果物の提出 

２～３[略] 

４ 成果物は、原則として｢地質・土質調査成果電子納品要領（案）本編及び付属資料｣農業土木工事編（香川県農政水産部

平成１７年１０月版）に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。 

第１－１８条 ～ 第１－３９条 ［略］ 

第２章 ～ 第１２章 ［略］



測量業務共通仕様書の一部改正について

改正案（R02.04 改正） 現 行

第１条～第１０条 [略] 

第１１条 業務計画書

受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

２～４[略] 

第１２条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整

備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、

ＡＧＲＩＳ上において監督職員の承認を受けなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承認を受けるものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除] 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除]  

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き 10日以内[削除]とし、訂正時の登

録は適宜行うものとする。 

第１３条 ～第１－１７条 ［略］ 

第１８条 成果物の提出 

２ [略] 

３ 成果物は、原則として｢地質・土質調査成果電子納品要領（案）本編及び付属資料｣農業土木工事編（香川県農政水産部[削

除]）に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。 

第１９条 ～ 第３９条 ［略］ 

第１条～第１０条 [略] 

第１１条 業務計画書

受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

２～４[略] 

第１２条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村

整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、調査職員に提出するも

のとする。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を調査職員に提出しなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績登録通知の提出は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職員に提出する。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職

員に提出する。 

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職員

に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。 

第１３条 ～第１－１７条 ［略］ 

第１８条 成果物の提出 

２ [略] 

３ 成果物は、原則として｢地質・土質調査成果電子納品要領（案）本編及び付属資料｣農業土木工事編（香川県農政水産部

平成１７年１０月版）に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。 

第１９条 ～ 第３９条 ［略］ 



設計業務共通仕様書の一部改正について

改正案（R02.04 改正） 現 行

第１章 総則 

第１節 総則 

第１－１条～第１－１０条 [略] 

第１－１１条 業務計画書

受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

２～４[略] 

第１－１２条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整

備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、

ＡＧＲＩＳ上において監督職員の承認を受けなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承認を受けるものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除] 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除]  

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き 10日以内[削除]とし、訂正時の登

録は適宜行うものとする。 

第１－１３条 ～第１－１６条 ［略］ 

第１－１７条 成果物の提出 

２～３[略] 

４ 成果物は、原則として｢地質・土質調査成果電子納品要領（案）本編及び付属資料｣農業土木工事編（香川県農政水産部[削

除]）に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。 

第１－１８条 ～ 第１－３９条 ［略］ 

第２章  ［略］

第１章 総則 

第１節 総則 

第１－１条～第１－１０条 [略] 

第１－１１条 業務計画書

受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

２～４[略] 

第１－１２条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村

整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、調査職員に提出するも

のとする。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を調査職員に提出しなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績登録通知の提出は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職員に提出する。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職

員に提出する。 

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内に登録通知を調査職員

に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行うものとする。 

第１－１３条 ～第１－１６条 ［略］ 

第１－１７条 成果物の提出 

２～３[略] 

４ 成果物は、原則として｢地質・土質調査成果電子納品要領（案）本編及び付属資料｣農業土木工事編（香川県農政水産部

平成１７年１０月版）に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。 

第１－１８条 ～ 第１－３９条 ［略］ 

第２章  ［略］



用地調査等業務共通仕様書の一部改正について

改正案（R02.04 改正） 現 行

第１章 総則 

第１条～第１１条 [略] 

第１２条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整

備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、

ＡＧＲＩＳ上において監督職員の承認を受けなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、監督職員の承認を受けるものとする。 

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除] 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。[削除]  

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き 10日以内[削除]とし、訂正時の登

録は適宜行うものとする。 

第１３条 ～第３８条 ［略］ 

第２章 用地調査等業務の基本的処理 

第１節 用地調査等業務の実施手続 

第３９条～第４０条 [略] 

第４１条 業務計画書

受注者は、契約締結後１４日以内に共通仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に、作業計画書を作成し、調査

職員に協議し提出しなければならない。 

２～５[略] 

第４２条 ～ 第４４条 ［略］ 

第２節 [略] 

第３章 ～ 第２２章 ［略］

第１章 総則 

第１条～第１１条 [略] 

第１２条 業務実績データの作成及び登録 

受注者は、業務委託料が１００万円以上の業務について、受注時、登録内容の変更時、業務完了時において、農業農村整

備事業測量調査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、調査職員に提出しなければな

らない。また、速やかに、登録機関から発行される業務実績登録通知を調査職員に提出しなければならない。

なお、登録データ作成等に要する費用は、受注者の負担とする。

２ 業務実績登録通知の提出は、原則として以下の期限内に手続を行うものとする。

（１）受注時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き１０日以内に登録通知を調査職員に提出する。

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き１０日以内 に登録通知を調査職

員に提出する。

（３）業務完了時は、業務完了通知書を提出後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き１０日以内に登録通知を調査職員

に提出するものとし、訂正時の登録は適宜行う。 

第１３条 ～第３８条 ［略］ 

第２章 用地調査等業務の基本的処理 

第１節 用地調査等業務の実施手続 

第３９条～第４０条 [略] 

第４１条 業務計画書

受注者は、契約締結後１５日以内に共通仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に、作業計画書を作成し、調

査職員に協議し提出しなければならない。 

２～５[略] 

第４２条 ～ 第４４条 ［略］ 

第２節 [略] 

第３章 ～ 第２２章 ［略］




