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令和４年度　調査測量設計業務共通仕様書の改正一覧表

調査測量設計業務共通仕様書

【第１編 測量】

・第１章 総則： 字句の改正

・第２章 路線測量： 字句の削除・改正、ネガアルバム及びﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ用紙の削除

・第３章 農道舗装： 字句の削除、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ用紙の削除

・第４章 用地測量： 字句及び番号の追加・削除・改正、様式…境界確認書の削除

・第７章 暗渠排水： ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ用紙の削除

・第８章 海岸保全・調査： 字句の追加・削除・改正、表の削除（水深測量）、試験方法の改正

・第10章 農地造成改良： ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ用紙の削除

・第11章 農道台帳等作成： ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ用紙の削除

・第13章 ほ場整備測量： 字句の削除

【第２編 設計】

・第１章 総則： 字句の追加・改正、設計図書等の改正

・第７章 ほ場整備設計： 字句の改正

・第８章 農道設計： 字句及び番号の改正・落橋防止装置等の詳細設計項目の追加

【第３編 調査】

・第１章 総則： 字句の追加・改正

・第２章 地質・土質調査： 試験名称の改正、字句の追加・削除・改正、別表－２の削除（別表－１集約）

・第３章 骨材試験（参考資料）： 試験名称の改正

【第４編 用地調査】

・第２章 補償物件調査： 字句及び番号の追加・削除・改正、様式２－６～様式２－８の削除

【第５編 調査計画】

・第１章 総則： 字句の追加・削除・改正、体系図内の字句の改正（対策計画・工事計画）

・第２章 調査計画： 字句の改正（対策計画・工事計画）

・付表－１ 調査計画業務フロー：　フロー図内の字句の改正（対策計画・工事計画）

【第６編 施工管理】

・第１章 工事数量算定資料等作成業務： 字句の改正

・第２章 設計施工管理業務： 字句の改正

・第３章 現場技術委託業務： 字句の改正

　　　　　　　　　　　　【令和5年3月1日以降適用】

農水省、国交省、
建設部等における
改正に基づく見直
し、歩掛との整合
による。

項　目 名　称 改　正　内　容 摘　要

全体 主な改正
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令和４年度　調査測量設計業務共通仕様書の改正一覧表

・1-1-2、1-1-5、1-1-33　→　字句の改正

３－２　農道舗装

別表－１　様式一覧表　

別表－５　成果品及び測量記録
（国有林等）

項　目 名　称 細　目 改　正　内　容

第１編
測　量

第１章　総則

第２章　路線測量

１－１　総　則

第７章　暗渠排水

第13章　ほ場整備測量

・表内、字句の削除及び番号の改正
別表－４　成果品及び測量記録
（国有林を除く）

別表－１　図面記載事項　 ・表内、番号の改正

・8-4-4　→　表内、番号、字句の追加、削除、改正

第８章　海岸保全・調査

８－４　底質調査

・様式1-12  →　字句の改正

・7-2-6　→　字句の削除
・8-1-3　→　字句の改正

・13-2-7　→　字句の削除
・13-2-8　→　表内、字句の削除

・2-2-18　→　表内、字句の削除
・2-2-15　→　字句の削除、改正

２－２　路線測量

様　式

７－２　ほ場測量

13―２　ほ場整備測量

・様式-5  →　字句の削除及び番号の改正

・表内、番号の改正

第４章　用地測量

・8-1-4　→　表-1の削除、字句の追加、番号及び数値の改正
８－１　深浅測量

・8-2-3　→　字句の追加８－２　流況調査

・表内、字句の削除及び番号の改正(様式-6の削除による改正)

・3-2-8　 →　表内、字句の削除
３－３　路面性状調査 ・3-3-11　→　字句の削除

第３章　農道舗装

・4-4-7 　→　字句の削除、番号の改正

・様式番号の改正(様式-6～様式-22)

・4-4-10　→　番号の改正
４－４　測量作業

４－５　図面等作成 ・4-5-3　 →　番号の改正
４－６　土地調査書の作成 ・4-6-1　 →　番号の改正
４－７　用地境界杭の単独埋設 ・4-7-1　 →　番号の改正
４－９　雑　則 ・4-9-2　 →　番号の改正

様　式　 ・様式-6 の削除（境界確認書）

第10章　農地造成改良 10－２　ほ場測量

・8-3-3　→　表内、字句の追加、削除及び改正
・8-3-4　→　番号の改正
・8-3-8　→　表内、番号、字句の追加、削除、改正

８－３　水質調査

・8-4-3　→　番号の改正

・10-2-7　→　字句の削除
・11-2-3　→　字句の削除11－２　農道台帳

11－３　河川竣功平面図 ・11-3-5　→　字句の削除
第11章　農道台帳等作成

【令和5年3月1日以降適用】

2 / 4 



項　目 名　称 細　目 改　正　内　容

第２編
設　計

・1-1-2、1-1-29、1-1-32　→　字句の追加

・表内、字句の追加及び改正

第１章　総　則

・2-5-4　→　字句の追加、改正
・2-5-5　→　字句の改正

２－５　サウンディング

２－７　解析等調査業務 ・2-7-7　→　字句の追加

２－４　サンプリング

２－６　その他の原位置試験

１－１　総　則

１－１　総　則

・1-1-33  →　字句の改正

・2-4-1  →　字句の改正

・2-6-4  →　字句の改正

・2-5-1　→　字句及び番号の追加、削除、改正
・2-5-2　→　字句及び番号の追加、削除

・1-1-2  →　字句の改正

別表－１　様式一覧表　 ・表内、字句の削除及び番号の改正
・様式の削除（様式2-6、様式2-7、様式2-8）及び番号の改正

・2-11-1　→　字句の改正

様　式

２－11　地すべり解析 ・2-11-4　→　字句の改正
２－14　地下水検層 ・2-14-1　→　字句の改正

主要技術基準及び参考資料
１－２　設計業務 ・1-2-12　 →　字句の追加、改正

・7-2-2 ≪基本設計≫ 2-3  →　表内、字句の改正　第７章　ほ場整備設計
８－２　農道設計 ・8-2-6 ≪実施設計≫ 4  　→　表内、字句の改正　

７－２　ほ場整備

・8-5-8　→　番号の改正　

第８章　農道設計 ・8-5-7　→　字句の追加　
８－５　橋梁拡幅設計

第３編
調　査

別表－１　様式一覧表　 ・表内、字句の追加(様式-19～様式-26)
別表－２　様式一覧表　 ・別表－２の削除(様式-19～様式-26の移項による削除)
様　式 ・様式-24　→　字句の改正

第２章
地質・土質調査

３－１　通　則 ・3-1-2　→　表内、字句の削除及び改正
第３章　骨材試験（参考資料） ・3-2-1、3-2-4　→　字句の改正

３－２　骨材の規格試験

・1-1-5  →　字句の追加

２－１　通　則 ・2-1-2  →　字句の追加、削除、改正

・2-5-2　→　字句の改正

第１章　総　則

２－16　電気探査 ・2-16-5　→　字句の改正

２－８　弾性波探査 ・2-8-5　→　字句の改正

２－６　予備調査 ・2-6-2　→　番号の改正
２－７　移転工法案の検討 ・2-7-2　→　番号の改正
２－10　物件調書の作成 ・2-10-1　→　番号の改正

第２章　補償物件調査

・2-27-1　→　番号の改正
２－27　様式及び表示記号

・3-2-5　→　字句の削除

２－11　写真台帳の作成

・2-5-3　→　字句の削除及び改正、番号の改正

・2-27-2　→　字句の改正

第４編
用地調査

２－５　営業その他の調査
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項　目 名　称 細　目 改　正　内　容

・2-2-1　→　字句の改正

２－１　地域調査
・字句の追加、削除、改正及び体系図内の字句の改正
・2-1-1　→　字句の改正

１－２　調査計画業務

第６編
施工管理

第１章　工事数量算定資料等作成業務 １－１　総　則 ・1-1-2　→　字句の改正
第２章　設計施工管理業務 ２－１　総　則 ・2-1-2　→　字句の改正

３－１　総　則 ・3-1-2　→　字句の改正第３章　現場技術委託業務

・2-2-5～2-2-13　→　字句の改正

２－２　工種計画調査

２－６　測量調査（概略調査） ・2-6-1　→　字句の改正

第２章　調査計画

調査計画業務フロー ・フロー図内、字句の改正付表－１ 調査計画業務フロー

第５編
調査計画

第１章　総　則

・2-2-2～2-2-4　→　字句の削除、改正
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