
テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

企画 －

水質調査、地下水調査、治水経済調査、計画降雨
検討、基本高水・計画高水流量検討
低水流出解析、河道計画、内水解析

利水計画、正常流量検討、氾濫水理解析

総合治水調査・計画

その他

築堤・護岸、樋門・樋管、床止め

堰、水門・閘門

調節池・遊水池、揚排水機場

その他

築堤・護岸、樋門・樋管、床止め

堰、水門・閘門

調節池・遊水池、揚排水機場

その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

洪水予報、低水管理 －

水質保全、漏水対策、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 渓流空間利用実態調査、水系砂防調査、土石流対
策調査、流木対策調査、火山対策砂防調査、水系
砂防計画、土石流対策施設計画、流木対策施設計
画、火山対策砂防計画、地すべり予備調査、地す
べり概査、地すべり機構解析、地すべり対策計画、
急傾斜地予備調査、急傾斜地概査、急傾斜地機構
解析、急傾斜地崩壊対策計画、その他

・土砂防災調査計画は、「防災－土砂防
災」を選択してください。
・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

砂防えん堤（砂防ダム）、床固工、渓流保全工（流
路工）、土石流対策工、流木対策工、護岸工
地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設

山腹工、その他

砂防えん堤（砂防ダム）、床固工、渓流保全工（流
路工）、土石流対策工、流木対策工、護岸工

砂防、地すべり

河川

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

河川、砂防及び
海岸

維持管理

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

調査・計画 ・水防災調査計画は、「防災－水防」を選
択してください。
・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

路 ）、 石流対策 、流木対策 、護岸
地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設

山腹工、その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 点検、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

水理・水文・気象調査、利水計画、治水計画（洪水
調節計算）、施設配置計画
再建計画、経済調査、その他

転流工、コンクリートダム、フィルダム本体、フィル
ダム洪水吐き、管理施設（係船設備、管理所等）、
管理用発電
その他

転流工、コンクリートダム、フィルダム本体、フィル
ダム洪水吐き、管理施設（係船設備、管理所等）、
管理用発電、水理模型実験
その他

ダム

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

実施（詳細）設計

調査・計画

基本（予備・概略）設計

・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。
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テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

コンクリートダム施工計画・施工設備概略設計、コ
ンクリートダム施工計画・施工設備実施設計、フィ
ルダム施工計画・施工設備概略設計、フィルダム
施工計画・施工設備実施設計

－

その他 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 冷濁水対策、富栄養化対策、点検、維持修繕、そ
の他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

潮位・波浪調査、漂砂・海岸線調査計画、その他

海岸保全計画、浸食対策計画、海岸利用、経済調
査

堤防・護岸・胸壁、突堤、離岸堤・消波堤

高潮・津波防波堤、人工岬、人工リーフ、人工海浜

附帯設備（水門・樋門、排水機場、陸閘）

その他

堤防・護岸・胸壁、突堤、離岸堤・消波堤

高潮・津波防波堤、人工岬、人工リーフ、人工海浜

附帯設備（水門・樋門、排水機場、陸閘）

その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 点検、維持修繕、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

企画 －

調査・計画 港湾計画、人流・物流計画、経済調査、立地産業
調査、自然条件調査、管理・運営調査、水理模型
実験、その他

・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設

港湾及び空港 港湾

河川、砂防及び
海岸

ダム

海岸

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

施工計画

調査・計画

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

・高潮・津波防災調査計画は、「防災－高
潮・津波防災」を選択してください。
・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

実験、その他 景観調査は、 建設環境 景観調査 設
計」から選択してください。
・安全・防災対策調査は、「防災－高潮・
津波防災」を選択してください。

防波堤、防砂堤・防潮堤・導流堤・堤防

水門・閘門、護岸、岸壁・桟橋・物揚場・船揚場

臨港交通施設、その他

防波堤、防砂堤・防潮堤・導流堤・堤防

水門・閘門、護岸、岸壁・桟橋・物揚場・船揚場

臨港交通施設、その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他

維持管理 点検、維持修繕、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 空港計画、自然条件調査、人文調査、空港基本調
査、その他

・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

空港

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計
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テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

用地造成、舗装、排水、構造物

道路及び駐車場、その他

用地造成、舗装、排水、構造物

道路及び駐車場、その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 点検、維持修繕、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

水力発電所 ・管理用発電は、「河川、砂防及び海岸－
ダム」から選択してください。

補償 －

その他 －

企画 －

調査・計画 交通量調査、速度調査、起終点調査、交通渋滞調
査、道路網・路線現況調査、交通量推計調査、道
路網・路線計画、経済調査、その他

・交通・道路防災調査計画は、「防災－交
通・道路防災」を選択してください。
・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

道路設計（１／２，０００～５，０００）、道路修正設計
（１／２，０００～５，０００）
道路設計（１／１，０００）、道路修正設計（１／１，０
０１）

平面交差点設計、立体交差点設計、道路休憩・連
絡等施設設計（サービスエリア、インターチェンジ
等）、附帯工設計（付替・取付道水路工、土取場・
土捨場設計等）

その他

道路設計、歩道設計、平面交差点設計、立体交差
点設計
道路休憩・連絡等施設設計（サービスエリア、イン
ターチェンジ等）、附帯工設計（付替・取付道水路
工、土取場・土捨場設計等）、舗装設計
その他

道路

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。
・擁壁、カルバート、法面保護工は、「土質
及び基礎－土構造」から選択してくださ
い。
・地下駐車場、共同溝、キャブ、地下歩道
は、「土質及び基礎ー地下構造物」から選
択してください。
・落石・雪崩覆工は、「道路－道路施設」
から選択してください。
・植樹帯は、「造園－環境緑化・景観」から
選択してください。

空港

道路

電力土木

港湾及び空港 基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

－

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 事故調査、点検、変状調査、維持・補修計画、舗装
オーバーレイ、交通誘導・規制、その他

－

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 交通量調査、速度調査、起終点調査、交通渋滞調
査、道路網・路線現況調査、交通量推計調査、道
路網・路線計画、経済調査、その他

・交通・道路防災調査計画は、「防災－交
通・道路防災」を選択してください。
・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

道路設計（１／２，０００～５，０００）、道路修正設計
（１／２，０００～５，０００）
道路設計（１／１，０００）、道路修正設計（１／１，０
０１）

平面交差点設計、立体交差点設計、道路休憩・連
絡等施設設計（サービスエリア、インターチェンジ
等）、附帯工設計（付替・取付道水路工、土取場・
土捨場設計等）

その他

現道拡幅

基本（予備・概略）設計 ・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。
・擁壁、カルバート、法面保護工は、「土質
及び基礎－土構造」から選択してくださ
い。
・地下駐車場、共同溝、キャブ、地下歩道
は、「土質及び基礎ー地下構造物」から選
択してください。
・落石・雪崩覆工は、「道路－道路施設」
から選択してください。
・植樹帯は、「造園－環境緑化・景観」から
選択し くださ
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テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

道路設計、歩道設計、平面交差点設計、立体交差
点設計
道路休憩・連絡等施設設計（サービスエリア、イン
ターチェンジ等）、附帯工設計（付替・取付道水路
工、土取場・土捨場設計等）、舗装設計
その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 －

交通安全施設（防護柵、立体横断施設、照明等）

落石・雪崩覆工、遮音壁

交通管理施設（標識等）、その他

交通安全施設（防護柵、立体横断施設、照明等）

落石・雪崩覆工、遮音壁

交通管理施設（標識等）、その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 施設状況調査、維持・補修計画、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

企画 －

調査・計画 周辺開発・土地利用計画、駅間通過人員、駅別着
発人員の推定、停車場の規模、位置、通過地点の
検討、ルート図作成（１／２０万～５万）、概算事業
費、列車運行体系・種別、その他

・環境調査は、「建設環境－環境調査・保
全計画」から選択してください。
・景観調査は、「建設環境－景観調査・設
計」から選択してください。

基本（予備・概略）設計 停車場規模・配線の検討、ルート選定（１／１万～
２、５００）、鉄道計画図作成、設計基準、その他

－

停車場設備の検討 －

計画一般図、詳細工事費、その他 －

施工計画 －

道路施設

鉄道計画

・交通情報施設（道路情報表示装置等）
は、「建設電気通信」から選択してくださ
い。

鉄道

現道拡幅道路 実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

実施（詳細）設計

施工計画

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 保守設備計画、軌道構造計画、現況調査、その他 －

保守設備（保守基地、斜路、階段、検査足場等）

軌道構造（分岐器、締結装置、伸縮継目、マクラ
ギ、スラブ版等）、その他
保守設備（保守基地、斜路、階段、検査足場等） －

軌道構造（分岐器、締結装置、伸縮継目、マクラ
ギ、スラブ版等）、その他

－

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

鉄道施設

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

－
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テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

上水道 －

工業用水道 －

その他 －

企画 －

事業基本構想、経営計画、その他 －

全体計画、事業計画認可設計、流域別下水道整備
総合計画、更新・改良計画

－

管渠、ポンプ場、貯留池・滞水池、処理場

高度処理施設

その他

管渠（開削）、管渠（推進）、管渠（シールド）、管渠
（その他）、ポンプ場、貯留池・滞水池、処理場
高度処理施設

その他

施工計画 －

監督、積算、検査 －

その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

農業土木 －

森林土木 －

企画 －

公園・緑地計画、広場計画、スポーツ・レクリエー
ション計画

－

その他 －

公園、緑地設計、広場設計、スポーツ・レクリエー
ション設計、日本庭園設計、遊園地設計、墓園設
計、動・植物園設計

－

その他 －

公園、緑地設計、広場設計、スポーツ・レクリエー
ション設計、日本庭園設計、遊園地設計、墓園設
計、動・植物園設計

－

その他 －

造園

－

実施（詳細）設計

公園、緑地、広
場、スポーツ・レ
クリエーション施
設

－

下水道 下水道

上水道及び工
業用水道

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

調査・計画

基本（予備・概略）設計

調査・計画

施工管理・積算

その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

自然環境、都市環境、景観、河川、砂防、ダム、海
岸、港湾、空港、道路、住宅団地、工場・工業団
地、学校

－

その他 －

緑地保全、都市緑化、景観、河川緑化、港湾緑化、
空港緑化、道路緑化、人工地盤緑化、工場緑化、
ビオトープ形成

－

その他 －

緑地保全、都市緑化、景観、河川緑化、港湾緑化、
空港緑化、道路緑化、人工地盤緑化、工場緑化、
ビオトープ形式

－

その他 －

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

環境緑化・景観

調査・計画

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

企画 －

広域緑地計画、リゾート計画、観光計画、農村等計
画、地域活性化計画

－

その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

企画 －

都市計画基礎調査、総合計画・長期計画、地方・
地域計画、その他

－

都市マスタープラン（都市基本計画）、市街地整備
基本計画、地域地区、地区計画、観光開発、都市
景観・アーバンデザイン、都市・地域環境アセスメ
ント

－

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

総合交通体系、交通施設、その他

公園・緑地、広場等公共空地、上水道・供給施設、
下水道・処理施設、観光レクリエーション施設
交通施設、観光レクリエーション施設

その他

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

土地区画整理事業、都市（市街地）再開発事業、
新市街地開発事業、都市拠点総合整備事業、まち
づくり事業、商業活性化・近代化事業

－

その他 －

土地区画整理事業、都市（市街地）再開発事業、
宅地造成、排水計画、調整池（調節池）
その他

都市（市街地）
開発

都市・地域計画
及び都市整備

都市施設

造園

・上水道・供給施設は、「上水道及び工業
用水道」から選択してください。
・下水道・供給施設は、「下水道」から選択
してください

調査・計画

調査・計画

設計

都市・地域計画

地域計画

調査・計画

基本（予備・概略）設計

・都市防災施設は、「防災－都市防災」を
選択してください。

・上水道・供給施設は、「上水道及び工業
用水道」から選択してください。
・下水道・供給施設は、「下水道」から選択
してください。
・公園・緑地、広場等公共空地は、「造園」
から選択してください。

調査・計画

土地区画整理事業、都市（市街地）再開発事業、
宅地造成、排水計画、調整池（調節池）
その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 ・地域活性化計画は、「造園－地域計画」
から選択してください。
・環境保全計画は、「建設環境－環境調
査・保全計画」から選択してください。

企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 －
調査・計画 水文調査、透水試験、水質試験、物理探査、揚水

試験、原位置試験、地下水解析、その他
－

維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 －

地表地質調査、物理探査、ボーリング調査、試掘
調査、原位置試験、室内試験、地質解析、物理検
層

－

その他 －

地質（岩盤）

地質 地下水

してください。
・公園・緑地、広場等公共空地は、「造園」
から選択してください。

実施（詳細）設計

調査・計画
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －

その他 その他 その他 ・主に土を対象とする調査は、「土質及び
基礎－地盤（土質）調査」から選択してくだ
さい。

企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 ・主に岩盤を対象とする調査は、「地質」か
ら選択してください。

地表地質調査、物理探査、サウンディング、ボーリ
ング調査（一般、特殊）
ボーリング調査（海上）、原位置試験、室内試験、
物理探層、地盤（土質）解析
その他

記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 －
調査・計画 調査・計画 ・「地盤（土質）調査－調査・計画」から選

択してください。
根切掘削・山留め、直接基礎、既製杭基礎、場所
打杭基礎、深礎杭基礎
ケーソン基礎、鋼管矢板基礎、地中連続壁基礎
その他
根切掘削・山留め、直接基礎、既製杭基礎、場所
打杭基礎、深礎杭基礎

－

ケーソン基礎、鋼管矢板基礎、地中連続壁基礎
その他 －

施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 －
調査・計画 調査・計画 ・「地盤（土質）調査－調査・計画」から選

択してください。
盛土・切土、埋め立て・人工島、法面保護工、擁
壁、カルバート、アンカー、補強土、軟弱地盤対策
工

－

斜面安定解析、対策工、その他 －
盛土・切土、埋め立て・人工島、法面保護工、擁
壁、カルバート、アンカー、補強土、軟弱地盤対策
工

－

地質（岩盤）地質

基礎構造
（基礎構造とは
構造物の一部と
して、主として地
中に構築され、
上部構造から作
用する荷重を信
頼される地盤に
伝え、安定した
支持機能を負担
する部分をさ
す。）

土構造
（土構造とは、
土または地盤に
よって形成され
る構造物をさ
し、本体構造
（盛土・切土）と
構造を維持・補
強する付帯構造
（法面保護工

土質及び基礎 地盤（土質）調
査

調査・計画

実施（詳細）設計

主に岩盤を対象とする調査は、「地質」か
ら選択してください。

－

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

工
斜面安定解析、対策工、その他 －

施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 －
調査・計画 調査・計画 ・「地質-地盤（土質）調査－調査・計画」ま

たは「地盤（土質）調査－調査・計画」から
選択してください。

地下歩道、地下駐車場、共同溝、キャブ －
地下発電所、岩盤内備蓄施設、その他 －
地下歩道、地下駐車場、共同溝、キャブ －
地下発電所、岩盤内備蓄施設、その他 －

施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －

（法面保護工、
擁壁、アンカー
等）からなる。）

地下構造物

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

企画・調査計画立案 企画・調査計画立案 －
調査・計画 水文調査、透水試験、水質試験、物理探査、揚水

試験、原位置試験、地下水解析、その他
－

維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －

その他 その他 その他 －
企画 企画 －
調査・計画 調査・計画 －
基本（予備・概略）設計 基本（予備・概略）設計 ・上部工、下部工の 適形式検討

・技術データなし
鋼上部工（プレートガーダー）、鋼上部工（トラス）、
鋼上部工（ラーメン）、鋼上部工（アーチ）、鋼上部
工（吊橋）、鋼上部工（斜張橋）、鋼上部工（その
他）、ＲＣ上部工

基礎工は、「土質及び基礎－基礎構造」
から選択してください。

ＰＣ上部工（プレテン桁）、ＰＣ上部工（ポステン
桁）、ＰＣ上部工（場所打桁）、ＰＣ上部工（ラーメ
ン）、ＰＣ上部工（アーチ）、ＰＣ上部工（斜張橋）、Ｐ
Ｃ上部工（その他）、鋼製下部工
コンクリート下部工
その他 －

施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 点検、損傷・変状調査、維持・補修計画、塗装設

計、その他
－

記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画 企画 －
調査・計画 調査・計画 －
基本（予備・概略）設計 基本（予備・概略）設計 ・上部工、下部工の 適形式検討

鋼上部工（プレートガーダー）、鋼上部工（トラス）、
鋼上部工（ラーメン）、鋼上部工（アーチ）、鋼上部
工（吊橋）、鋼上部工（斜張橋）、鋼上部工（その
他）、ＲＣ上部工

・基礎工は、「土質及び基礎－基礎構造」
から選択してください。

ＰＣ上部工（プレテン桁）、ＰＣ上部工（ポステン
桁）、ＰＣ上部工（場所打桁）、ＰＣ上部工（ラーメ
ン）、ＰＣ上部工（アーチ）、ＰＣ上部工（斜張橋）、Ｐ
Ｃ上部工（その他）、鋼製下部工
コンクリート下部工
その他

橋梁

土質及び基礎 地下水

現橋拡幅

実施（詳細）設計

実施（詳細）設計

鋼構造・コンク
リート

その他 －
施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画 企画 －
調査・計画 調査・計画 －

河川用水門設備、ダム用水門設備、樋門・樋管設
備

－

監視操作制御設備、その他 －
河川用水門設備、ダム用水門設備、樋門・樋管設
備

－

監視操作制御設備、その他 －
施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －

その他 その他 その他 －

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

水門設備
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

企画 企画 －
調査・計画 調査・計画 ・「地質-地盤（土質）調査－調査・計画」ま

たは「地盤（土質）調査－調査・計画」から
選択してください。

基本（予備・概略）設計 基本（予備・概略）設計 ・基本的構造、施工法の検討
山岳トンネル（鋼矢板工法）、山岳トンネル（ＮＡＴ
Ｍ）、シールドトンネル

－

開削トンネル、沈埋トンネル、推進工法、特殊工法
（圧気、凍結工法等）
その他 －

施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 点検、損傷・変状調査、維持・補修計画、その他 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －
企画 企画 －
調査・計画 調査・計画 －

換気設備、非常用設備、排水設備、受配電・自家
発電設備

－

環境関係設備（集塵、消音）、その他 －
軸流送風器、換気用監視操作制御設備、計測設備
（ＣＯ濃度計等）、非常用設備、排水設備、受配電・
自家発電設備、照明設備

－

ジェットファン、ブースターファン、電気集塵機、フィ
ルター式集塵機、、消音設備、非常用監視操作制
御設備、その他

－

施工計画 施工計画 －
施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －
維持管理 維持管理 －
記録・広報（ＰＲ） 記録・広報（ＰＲ） －
その他 その他 －

その他 その他 その他 －
施工計画 ・各部門における「施工計画」を選択してく

ださい。
施工設備 ・「建設機械ー施工設備」を選択してくださ

い。

施工管理 ・各部門における「施工管理」を選択してく
ださい。

積算 ・各部門における「積算」を選択してくださ

トンネル

トンネル付帯設
備

トンネル

施工計画・施工
設備及び積算

実施（詳細）設計

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

い。

企画 －
大気・騒音・振動等調査、自然環境（植物）調査、
自然環境（動物）調査

－

大気・騒音・振動等対策計画、自然環境保全計
画、その他

－

記録・広報（ＰＲ） －
その他 －
企画 －

河川（湖沼開発、放水路、堰）関連、ダム関連、埋
立・干拓関連、港湾関連、空港関連

－

発電所関連、道路関連、鉄道関連、下水道終末処
理場関連、宅地造成等面的開発関連
工場・事業場関連、レジャー施設関連、廃棄物処
理施設関連、土砂採取関連
その他 －

環境調査・保全
計画

環境アセスメン
ト

建設環境
調査・計画

調査・計画（現況）
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

河川（湖沼開発、放水路、堰）関連、ダム関連、埋
立・干拓関連、港湾関連、空港関連

－

発電所関連、道路関連、鉄道関連、下水道終末処
理場関連、宅地造成等面的開発関連
工場・事業場関連、レジャー施設関連、廃棄物処
理施設関連、土砂採取関連
その他 －

記録・広報（ＰＲ） －
その他 －
企画 －

水環境管理、河川空間環境管理、道路環境管理 －
港湾環境管理、空港環境管理、鉄道環境管理、地
域環境管理、その他

－

記録・広報（ＰＲ） －
その他 －
企画 －

河川、砂防、ダム、海岸、港湾、空港、道路、鉄道、
都市

その他
河川、砂防、ダム、海岸、港湾、空港、道路、鉄道、
都市

その他
河川、砂防、ダム、海岸、港湾、空港、道路、鉄道、
都市

その他
施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

河川、砂防、ダム、海岸、港湾、空港、道路、鉄道、
橋梁

その他

河川、砂防、ダム、海岸、港湾、空港、道路、鉄道、
橋梁

その他

ダ 海岸 道路 鉄道

環境アセスメン
ト

建設環境

環境管理計画

環境整備

調査・計画

景観調査・設計

・環境緑化を主とする業務は、「造園－環
境緑化・景観」から選択してください。

・環境緑化を主とする業務は、「造園－環
境緑化・景観」から選択してください。

基本（予備・概略）設計
（予測、評価、対策検討）

調査・計画

・環境緑化を主とする業務は、「造園－環
境緑化・景観」から選択してください。

・都市の景観調査・設計は、「造園－環境
緑化・景観」から選択してください。

・都市の景観調査・設計は、「造園－環境
緑化・景観」から選択してください。

都 「造 境

実施（詳細）設計

調査・計画

基本（予備・概略）設計

施 詳細

基本（予備・概略）設計

河川、砂防、ダム、海岸、港湾、空港、道路、鉄道、
橋梁

その他

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

企画 －

調査・計画 施工実態調査、作業測定調査・解析、改善計画、
機構計画設計、改善効果測定・評価、その他

－

土工用機械、運搬用機械、クレーン・荷役用機械、
基礎工事用機械、シールド・トンネル用機械、舗
装・締固め用機械、維持修繕用機械、除雪用機械

－

その他 －

土工用機械、運搬用機械、クレーン・荷役用機械、
基礎工事用機械、シールド・トンネル用機械、舗
装・締固め用機械、維持修繕用機械、除雪用機械

－

その他 －

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

建設機械 建設機械

・都市の景観調査・設計は、「造園－環境
緑化・景観」から選択してください。

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

企画 －

調査・計画 －

利水揚水（送水、農業取水等含む）、内水排除、道
路排水
雨水排水、上水送水、下水処理

冷却循環、揚水発電、共同溝排水

監視操作制御設備、地下駐車場排水、その他

利水揚水（送水、農業取水等含む）、内水排除、道
路排水
雨水排水、上水送水、下水処理

冷却循環、揚水発電、共同溝排水

監視操作制御設備、地下駐車場排水、その他

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 －

骨材運搬設備、骨材製造設備、コンクリート製造設
備、コンクリート運搬設備、コンクリート打設設備

－

濁水処理設備、コンクリート冷却設備

その他 －

骨材運搬設備、骨材製造設備、コンクリート製造設
備、コンクリート運搬設備、コンクリート打設設備

－

濁水処理設備、コンクリート冷却設備

その他 －

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 －

建設機械 ポンプ設備

施工設備

機械器具設備

－

－

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計

電気集塵機、フィルター式集塵機、下水道送風機
設備、昇降設備（エレベータ等）、除塵機

－

共同溝付帯設備、散水融雪設備、下水道水処理設
備、下水道汚泥処理設備、下水道汚泥焼却設備、
脱硫設備、脱硝設備、曝気設備（下水道処理用は
除く）、河川浄化設備、係船設備、機械式駐車場設
備、監視操作制御設備、その他

－

電気集塵機、フィルター式集塵機、下水道送風機
設備、昇降設備（エレベータ等）、除塵機

－

共同溝付帯設備、散水融雪設備、下水道水処理設
備、下水道汚泥処理設備、下水道汚泥焼却設備、
脱硫設備、脱硝設備、曝気設備（下水道処理用は
除く）、河川浄化設備、係船設備、機械式駐車場設
備、監視操作制御設備、その他

－

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 －

基本（予備・概略）設計 引船、（監督船、交通船、測量船）、油回収船、清
掃船、浚渫船、水質浄化船、その他

－

実施（詳細）設計 引船、（監督船、交通船、測量船）、油回収船、清
掃船、浚渫船、水質浄化船、その他

－

作業船

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計
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※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

水産土木 －

電気・電子 －

企画 －

通信ネットワーク計画、施設配置計画、その他 －

無線回線調査計画、有線回線調査計画 －

多重回線設計、単信回線設計、移動通信システム
設計、有線回線設備設計

－

鉄塔・反射板設計

施設設計、その他 －

多重回線設計、単信回線設計、移動通信システム
設計、有線回線設備設計

－

鉄塔・反射板設計

施設設計、その他 －

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

河川施設、ダム施設、道路施設

その他 －

電源設備設計、配電線路設計、防災設備設計 －

照明設備設計、情報表示施設設計

その他 －

電源設備設計、配電線路設計、防災設備設計 －

照明設備設計、情報表示施設設計

その他 －

施工計画

建設機械 作業船

通信施設建設電気通信

電気施設

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

調査・計画

基本（予備・概略）設計

実施（詳細）設計

調査・計画

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 河川施設、ダム施設、道路施設 －

調査・計画 その他 －

河川情報設備設計、ダム制御設備設計、道路情報
施設設計、監視制御設備設計、ＣＣＴＶ設備設計

－

その他 －

河川情報設備設計、ダム制御設備設計、道路情報
施設設計、監視制御設備設計、ＣＣＴＶ設備設計

－

その他 －

施工計画 －

施工管理・積算 監督、積算、検査、その他 －

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

建設副産物 －

公管路システム －

その他 －

衛生工学（廃棄
物以外）

－

応用理学（地質
以外）

－

制御処理システ
ム

廃棄物

実施（詳細）設計

基本（予備・概略）設計
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テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

企画 －

調査・計画 情報収集分析、情報管理、情報提供、業務支援情
報処理、その他

－

基本（予備・概略）設計 文献ＤＢ、数値ＤＢ、画像ＤＢ、マルチメディアＤＢ、
光ファイリングシステム、その他

－

実施（詳細）設計 文献ＤＢ、数値ＤＢ、画像ＤＢ、マルチメディアＤＢ、
光ファイリングシステム、その他

－

維持管理 資料整理、台帳管理、図面管理、技術図書管理、
データメンテナンス、システムメンテナンス、その他

－

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 数値シミュレーション、業務処理支援、ＯＲ、ＰＲ関
連、その他

－

基本（予備・概略）設計 数値シミュレーション、業務処理支援システム、プレ
ゼンテーション、ＯＡツール、その他

－

実施（詳細）設計 数値シミュレーション、業務処理支援システム、プレ
ゼンテーション、ＯＡツール、その他

－

維持管理 データ収集、システム改良、その他 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画 －

調査・計画 庁舎一般、集中処理システム、分散処理システム、
運用管理システム、施設更新計画、その他

－

基本（予備・概略）設計 設備設計、配線設計、工事設計、オンラインシステ
ム、電源設備、その他

－

実施（詳細）設計 設備設計、配線設計、工事設計、オンラインシステ
ム、電源設備、その他

－

維持管理 －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

その他 －

水防 －

高潮・津波防災 －

土砂防災 －

震災 －

データベース

情報処理システ
ム

電子計算システ
ム

情報

防災

都市防災 －

交通・道路防災 －

その他 －

企画・調査計画立案 －

基準点測量 基準点測量、水準測量、その他 －

地形測量 国土基本図作成、地形図作成、写真図、空中写真
撮影、その他

－

数値地形測量 ディジタルマッピング、既成図数値化、数値地形図
修正、空間データ基盤作成、その他

－

地理調査 湖沼・沿岸海域調査、地形分類調査、土地利用調
査、その他

－

地図調製 地図編集、地図製図、その他 －

研究（調査研究） －

記録・広報（ＰＲ） －

その他 －

企画・調査計画立案 －

基準点測量 基準点測量、水準測量、その他 －

地形測量 都市計画図作成、地形図作成、写真図、空中写真
撮影、その他

－

数値地形測量
ディジタルマッピング、既成図数値化、数値地形図
修正、その他

－

地図調製 地図編集、地図製図、その他 －

応用測量 路線測量、河川測量、用地測量、深浅・汀線測量、
その他

－

研究（調査研究） －
記録・広報（ＰＲ） －
その他 －

その他 －

基本測量測量

公共測量
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テクリス業務体系一覧

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３ 説明

土地調査 －
土地評価 －
物件 －
機械工作物 －
営業補償・特殊
補償

－

事業損失 －
補償関連 －
総合補償 －

補償
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（1/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0112 調査・計画 

 

011201 水質調査 1.調査地点数      カ所 

2.調査項目 

〔1:BOD､ 2:COD､ 3:SS､ 4:pH､ 5:DO､ 6:大腸菌群数､ 7:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                     

011202 地下水調査 1.観測井数      カ所 

2.観測年数           年 

3.解析手法    〔1:２次元、2:３次元、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                     

011203 治水経済調査 1.被害区分    〔1:直接、2:間接、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                     

2.対象河川流域面積         km2 

3.対象市町村数  

4.想定氾濫面積      km2 

011204 計画降雨検討 1.検討対象観測所数           カ所 

2.対象河川流域面積                 km2 

3.治水安全度           年 (確率年を記入する)
 

4.確率検討対象年数           年 

5.計画降雨継続時間        時間 

011205 基本高水･計画

高水流量検討 1.対象河川流域面積                 km2 

2.基本高水のピーク流量                 m3/s 

3.計画高水流量                 m3/s 

4.治水安全度           年 (確率年を入力する)
 

5.解析手法    〔1:合理式法、2:単位図法、3:貯留関数法、4:準線形

貯留型関数法、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（2/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0112 調査・計画 

 

011206 低水流出解析 1.対象河川流域面積                 km2
 

2.解析手法  〔1:タンクモデル法､2:単位図法､3:貯留関数法､ 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                     

3.検討対象月数           月 

011207 河道計画 1.対象河川流域面積                 km2 

2.計画高水流量                  m3/s 

3.治水安全度           年 (確率年を記入する) 

4.水位算定手法    〔1:等流、2:不等流、3:不定流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.河床勾配(平均) 1/ 

  河床勾配（ も急な区間）1/ 

  河床勾配（ も緩い区間）1/ 

6.検討対象区間距離           km 

011208 内水解析 1.検討対象面積           ．    km2 

2.排水量              m3/s 

3.治水安全度           年 (確率年を記入する) 

4.合流点処理    〔1:バック堤、2:セミバック堤、3:自己流堤、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（3/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0112 調査・計画 

 

011209 利水計画 1.流域面積                 km2 

2.利水安全度    〔1:1/10､2:2/20､3:3/30､4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.検討対象年数           年 

4.補給施設数        カ所 

5.新規開発水量                 m3/s 

6.新規開発項目 

〔1:農業用水､2:上水道､3:工業用水､4:発電､5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

011210 正常流量検討 1.対象河川流域面積                 km2 

2.河道延長                 ㎞ 

3.検討対象項目 

〔1:舟運、2:景観、3:塩害の防止、4:河口閉塞の防止、5:河川管理施

設等の保護、6:地下水位の維持、7:動植物の保護・漁業、8:流水の

清潔の保持、9:水利流量〕 

4.検討対象年数        年 

011211 氾濫水理解析 1.対象氾濫面積                    km2  

2.氾濫水位算定法    〔1:等流、2:貯留関数法、3:平面二次元不定流、

4:三次元不定流、5:その他〕 
「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.流出計算法    〔1:単位図法、2:貯留関数法、3:準線形貯留型関数法、

4:等価粗度法、5:その他〕 
「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.対象河道延長                 ㎞ 

5.河道水位設定法    〔1:等流、2:不等流(一次元､準二次元､二次元､

三次元)、3:不定流、4:その他〕 
「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．

．

  

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（4/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0112 調査・計画 

 

011212 総合治水調

査･計画 

1.対象流域面積              km2 

2.解析手法    〔1:合理式、2:貯留関数法、3:準線形貯留型関数法、4:
等価粗度法、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.対象市町村数      市町村 

4.治水対策                   〔1:遊水池、2:防災調節池、3:排水規

制、4:雨水浸透、5:雨水貯留、

6:その他〕 
「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（5/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0113 基本（予備･概略）設計 

 

011301 築堤･護岸 1.護岸種別    〔1:在来工法(コンクリートブロック､法枠等)、2:多

自然型工法(自然石､柳枝工､かくし護岸等)、3:環境

護岸(緑化ブロック､階段護岸､魚巣ブロック等)、4:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.法勾配(平均)             割 

3.高さ(平均)             m 

011302 樋門･樋管 1.断面 

 1)内幅（平均）      m 

2)内高（平均）      m 

 

2.対象流量               m3/s 

3.連数        連 

4.延長           m 

5.基礎処理工        〔1.直接基礎、2.ケーソン工、3.杭工、 

4.その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

011303 床止め 1.計画高水流量                 m3/s 

2.本体の高さ             m 

3.堤頂長                 m 

4.床止め型式    〔1:コンクリート、2:コンクリートブロック積、3:

鋼製、4:石積、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.基礎処理工       〔1:直接基礎、2:ケーソン工、3:杭工、4:軟弱

地盤処理工、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．

．

．

 

 

．

．

．

．

複数施工の場合は、代表的な樋門・

樋管（長い、または規模が大きい等）

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（6/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0113 基本（予備･概略）設計 

 

011304 堰 1.構造種別    〔1:固定堰、2:可動堰、3:組合せ堰(固定･可動)､4:水

門、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.計画高水流量                 m3/s 

3.高さ              m 

4.堰幅              m 

5.門数        門 

6.ゲート型式        〔1:引き上げ形(しゅう動扉､ローラーゲート､

ストーニゲート)､2:棒状形(角落し､針状)3:

転動形(ローリングゲート)､4:弧形(テンタ

ーゲート)､5:起伏形(ベヤトラップ)､6:盾

形､7:ドラム形､8:起伏式ゲート､9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

7.基礎処理工    〔1.直接基礎､2.ケーソン工､3.杭工､4.軟弱地盤処

理工､5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

8.土砂吐きの有無    〔1:有、2:無〕 

9.閘門の有無    〔1:有、2:無〕 

011305 水門・閘門 1.計画高水流量                 m3/s 

2.高さ             m 

3.水門幅              m 

4.門数        門 

5.基礎処理工    〔1.直接基礎､2.ケーソン工､3.杭工､4.軟弱地盤処

理工､5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 ．

 

 

 ．

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（7/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0113 基本（予備･概略）設計 

 

011306 調節池･遊水池 1.調節池面積              ha 

2.総貯水量                             m3 

3.水深             m 

4.流入方式  〔1.自然越流､2.ゲート操作､3.その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.排水方式  〔1.自然排水､2.強制排水､3.その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

011307 揚排水機場 1.検討対象面積                   ha 

2.計画揚排水量                   m3/s 

3.計画実揚程             m 

4.ポンプ 

1)型式     〔1:遠心、2:斜流、3:軸流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2) 大口径              mm 

3)台数 

a.常備        台      b.予備        台 

5.基礎処理工    〔1.直接基礎、2.ケーソン工、3.杭工、4.軟弱地盤

処理工、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 ．

．

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

 22

 

技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（8/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0114 実施（詳細）設計 

 

011401 築堤･護岸 1.護岸種別     〔1:在来工法(コンクリートブロック､法枠等)、   2:

多自然型工法(自然石､柳枝工､かくし護岸等)、3:

環境護岸(緑化ブロック､階段護岸､魚巣ブロック

等)、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.法勾配(平均)             割 

3.高さ(平均)             m 

011402 樋門･樋管 1.断面 

 1)内幅（平均）      m 

2)内高（平均）      m 

 

2.対象流量               m3/s 

3.連数        連 

4.延長           m 

5.基礎処理工        〔1.直接基礎、2.ケーソン工、3.杭工、 

4.その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

011403 床止め 1.計画高水流量                 m3/s 

2.本体の高さ             m 

3.堤頂長                 m 

4.床止め型式    〔1:コンクリート、2:コンクリートブロック積、3:

鋼製、4:石積、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.基礎処理工        〔1:直接基礎、2:ケーソン工、3:杭工、4:軟弱

地盤処理工、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．

．

．

 

 

．

．

．

．

複数施工の場合は、代表的な樋門・

樋管（長い、または規模が大きい等）

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（9/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0114 実施（詳細）設計 

 

011404 堰  1.構造種別    〔1:固定堰、2:可動堰、3:組合せ堰(固定･可動)､4:水

門、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.計画高水流量                 m3/s 

3.高さ              m 

4.堰幅              m 

5.門数        門 

6.ゲート型式       〔1:引き上げ形(しゅう動扉､ローラーゲート､ス

トーニゲート)､2:棒状形(角落し､針状)3:転

動形(ローリングゲート)､4:弧形(テンターゲ

ート)､5:起伏形(ベヤトラップ)､6:盾形､7:ド

ラム形､8:起伏式ゲート､9:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

7.基礎処理工    〔1.直接基礎､2.ケーソン工､3.杭工､4.軟弱地盤処

理工､5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

8.土砂吐きの有無    〔1:有、2:無〕 

9.閘門の有無    〔1:有、2:無〕 

011405 水門・閘門 1.計画高水流量                 m3/s 

2.高さ             m 

3.水門幅              m 

4.門数        門 

5.基礎処理工    〔1.直接基礎､2.ケーソン工､3.杭工､4.軟弱地盤処

理工､5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 

 

 

 ．

 

 

 ．

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（10/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0114 実施（詳細）設計 

 

011406 調節池･遊水池 1.調節池面積              ha 

2.総貯水量                             m3 

3.水深              m 

4.流入方式  〔1.自然越流､2.ゲート操作､3.その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.排水方式  〔1.自然排水､2.強制排水､3.その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

011407 揚排水機場 1.検討対象面積                   ha 

2.計画揚排水量                   m3/s 

3.計画実揚程             m 

4.ポンプ 

1)型式    〔1:遠心、2:斜流、3:軸流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)最大口径              mm 

3)台数 

a.常備       台      b.予備       台 

5.基礎処理工    〔1.直接基礎、2.ケーソン工、3.杭工、4.軟弱地盤

処理工、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 ．

．

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（11/26)〕 

詳細部門 011 河 川 業務段階 0117  維持管理 

 

011701 洪水予報 1.予報項目    〔1:水位、2:流量、3:雨量、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.流出計算法    〔1:貯留関数法、2:準線形貯留関数法、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

011702 低水管理 1.流出計算法    〔1:タンクモデル法、2:貯留関数法、3その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（12/26)〕 

詳細部門 012 砂防、地すべり 業務段階 0123  基本(予備･概略)設計 

 

012301 砂防えん堤

（砂防ダム） 

1.型式       〔1:重力式コンクリートダム、2:アーチ式コンクリー

トダム、3:コンクリートブロック積ダム、4:鋼製枠

ダム、5:スリット式ダム、6:中空重力式コンクリー

トダム、7:中詰重力式コンクリートダム、8:鋼製セ

グメントセル式ダム、9:鋼製矢板セル式ダム、10:そ

の他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.ダム高 

 1) 主ダム             m 

 2) 副ダムまたは垂直壁              m 

012302 床固工 1.計画高水流量                 m3/s 

012303 渓流保全工

（流路工） 
1.計画高水流量                 m3/s 

012304 土石流対策工 1.対策工の種類           〔1:砂防ダム、2:スクリーンダム、3:ス

リットダム、4:沈砂地、5:樹林帯、6:

導流堤、7:導流路、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

012305 流木対策工 1.対策工の種類           〔1:斜面安定工、2:護岸工、3:床固工、

4:透過型砂防ダム、5:部分透過型砂防

ダム、6:流木止め工、7:遊砂地(砂溜

工)、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

012306 護岸工 1.種別    〔1:在来工法、2:多自然型工法、3:環境護岸、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 

．

．

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（13/26)〕 

詳細部門 012 砂防、地すべり 業務段階 0123  基本(予備･概略)設計 

 

012308 地すべり防止

施設 

1.地すべり規模    〔1:幅 W＜50m かつ長さ L＜100m、2:50m≦幅

W＜100m かつ 100m≦長さ L＜150m、3:50m
≦幅 W かつ 150m≦長さ L、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.対策工の種類      〔1:地表水排除工(浸透防止工､水路工)、

2:地下水排除工(明暗渠工、集水井工、

横・排水ボーリング工等)、3:排土工･

押え盛土工、4:杭工、5:シｬフト工、

6:擁壁工、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

012309 急傾斜地崩壊

防止施設 

1.対策工の種類            〔1:地表水排除工(浸透防止工､水路工)、

2:地下水排除工(明暗渠工、集水井工、

横・排水ボーリング工等)、3:排土工･

押え盛土工、4:杭工、5:シｬフト工、

6:擁壁工、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（14/26)〕 

詳細部門 012 砂防、地すべり 業務段階 0124  実施(詳細)設計 

 

012401  砂防えん堤

（砂防ダム） 

1.型式       〔1:重力式コンクリートダム、2:アーチ式コンクリー

トダム、3:コンクリートブロック積ダム、4:鋼製枠

ダム、5:スリット式ダム、6:中空重力式コンクリー

トダム、7:中詰重力式コンクリートダム、8:鋼製セ

グメントセル式ダム、9:鋼製矢板セル式ダム、10:そ

の他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.ダム高 

 1)主ダム             m 

 2)副ダムまたは垂直壁             m 

012402 床固工 1.計画高水流量                 m3/s 

012403 渓流保全工

（流路工） 

1.計画高水流量                 m3/s 

012404 土石流対策工 1.対策工の種類            〔1:砂防ダム、2:スクリーンダム、3:ス

リットダム、4:沈砂地、5:樹林帯、6:

導流堤、7:導流路、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

012405 流木対策工 1.対策工の種類            〔1:斜面安定工、2:護岸工、3:床固工、

4:透過型砂防ダム、5:部分透過型砂防

ダム、6:流木止め工、7:遊砂地(砂溜

工)、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

012406 護岸工 1.種別    〔1:在来工法、2:多自然型工法、3:環境護岸、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．

 

．

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（15/26)〕 

詳細部門 012 砂防、地すべり 業務段階 0124  実施(詳細)設計 

 

012408 地すべり防止

施設 

1.地すべり規模    〔1:幅 W＜50m かつ長さ L＜100m、2:50m≦幅

W＜100m かつ 100m≦長さ L＜150m、3:50m
≦幅 W かつ 150m≦長さ L、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.対策工の種類            〔1:地表水排除工(浸透防止工、水路工)、

2:地下水排除工(明暗渠工、集水井工、

横・排水ボーリング工等)、3:排土工･

押え盛土工、4:杭工、5:シｬフト工、6:

擁壁工、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

012409 急傾斜地崩壊

防止施設 

1.対策工の種類            〔1:地表水排除工(浸透防止工、水路工)、

2:地下水排除工(明暗渠工、集水井工、

横・排水ボーリング工等)、3:排土工･

押え盛土工、4:杭工、5:シｬフト工、6:

擁壁工、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（16/26)〕 

詳細部門 013 ダ ム 業務段階 0132  調査･計画 

 

013201 水理･水文･気

象調査 
1.調査項目    〔1:雨量、2:流量、3:水質、4:気温、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013202 利水計画 1.維持流量                   m3/s 

2.利水容量                            m3 

3.不特定容量                             m3 

4.開発項目               〔1:農業用水、2:上水道、3:工業用水、

4:発電、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.新規開発水量                 m3/s 

013203 治水計画(洪

水調節計算) 

1.基準点治水安全度           年 (確率年を記入する) 

2.ダム地点治水安全度           年 (確率年を記入する) 

3.洪水調節容量                             m3 

4.検討対象洪水数           洪水 

5.治水方式    〔1:自然調節方式、2:一定量方式、3:定率定量方式、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013204 施設配置計画 1.施設種目    〔1:ダム、2:取水堰、3:導水路、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（17/26)〕 

詳細部門 013 ダ ム 業務段階 0133  基本(予備･概略)設計 

 

013301 転流工 1.対象流量              m3/s 

013302 コンクリート

ダム 
1.堤高                 m 

2.型式    〔1:重力式コンクリートダム、2:アーチ式コンクリートダ

ム、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.コンクリート量                         m3  

013303 フィルダム本体 1.堤高                 m 

2.フィル堤体積                          m3  

013304 フィルダム洪

水吐き 
1.非常用洪水吐き対象流量              m3/s 

2.ゲート規模 

 1)純径間             m 

 2)有効高             m 

 3)門数        門 

013305 管理施設(係

船設備･管理

所等） 

1.種別   〔1:電気設備、2:通信設備、3:観測･計測監視設備、4:警報

設備、5:操作制御設備、6:ダム･貯水池付属設備、7:建物

及びその他設備、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013306 管理用発電 1:年間発生電力量                    MWH 

2. 大出力                kW 

3. 大使用水量                m3/s 

4.発電方式    〔1:水路式、2:ダム水路式、3:ダム式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 ．

．

．

 

 ．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（18/26)〕 

詳細部門 013 ダ ム 業務段階 0134 実施(詳細)設計 

 

013401 転流工 1.対象流量              m3/s 

013402 コンクリート

ダム 
1.堤高                m 

2.型式    〔1:重力式コンクリートダム、2:アーチ式コンクリートダ

ム、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.コンクリート量                          m3  

013403 フィルダム本

体 
1.堤高                m 

2.フィル堤体積                          m3  

013404 フィルダム洪

水吐き 
1.非常用洪水吐き対象流量              m3/s  

2.ゲート規模 

 1)純径間             m 

 2)有効高             m 

 3)門数        門 

013405 管理施設(係

船設備･管理

所等） 

 

1.種別   〔1:電気設備、2:通信設備、3:観測･計測監視設備、4:警報

設備、5:操作制御設備、6:ダム･貯水池付属設備、7:建物

及びその他設備、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013406 管理用発電 1:年間発生電力量                    MWH 

2. 大出力                 kW 

3. 大使用水量                m3/s 

4.発電方式    〔1:水路式、2:ダム水路式、3:ダム式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013407 水理模型実験 1.種別      〔1:重力式コンクリートダム洪水吐き(クレストゲート

型)､2:重力式コンクリートダム洪水吐き(クレスト

ゲートレス堤趾部導流型)3:フィルダム洪水吐き､4:

アーチ式コンクリートダム､5:放流管抽出､6:その

他）〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 ．

．

．

 

 

 ．

 

．
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（19/26)〕 

詳細部門 013 ダ ム 業務段階 0135  施工計画 

 

013501 コンクリートダ

ム施工計画・施

工設備概略設計

1.設備種別    〔1:骨材貯蔵･輸送設備、2:骨材生産設備、3:コンク

リート生産設備、4:コンクリート輸送設備、5:コン

クリート打設設備、6:濁水処理設備、7:コンクリー

ト冷却設備、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013502 コンクリートダ

ム施工計画・施

工設備実施設計

1.設備種別    〔1:骨材貯蔵･輸送設備、2:骨材生産設備、3:コンク

リート生産設備、4:コンクリート輸送設備、5:コン

クリート打設設備、6:濁水処理設備、7:コンクリー

ト冷却設備、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013503 フィルダム施工

計画・施工設備

概略設計 

1.設備種別    〔1:骨材貯蔵･輸送設備、2:骨材生産設備、3:コンク

リート生産設備、4:コンクリート輸送設備、5:コン

クリート打設設備、6:濁水処理設備、7:コンクリー

ト冷却設備、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

013504 フィルダム施工

計画・施工設備

実施設計 

1.設備種別    〔1:骨材貯蔵･輸送設備、2:骨材生産設備、3:コンク

リート生産設備、4:コンクリート輸送設備、5:コン

クリート打設設備、6:濁水処理設備、7:コンクリー

ト冷却設備、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（20/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0142  調査・計画 

 

014203 海岸保全計画 1.種別           〔1:堤防、2:護岸、3:胸壁、4:突堤、5:離岸堤、

6:消波堤、7:人工岬、8:人工リーフ、9:人工

海浜、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

014204 侵食対策計画 1.種別           〔1:堤防、2:護岸、3:胸壁、4:突堤、5:離岸堤、

6:消波堤、7:人工岬、8:人工リーフ、9:人工

海浜、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

014205 海岸利用 1.事業種別     〔1:環境整備、2:CCZ、3:MMZ、4:水辺の楽校、

5:健康海岸、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

014206 経済調査 1.被害種別      〔1:高潮、2:侵食、3:直接、4:間接 5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（21/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0143 基本（予備・概略）設計 

 

014301 堤防・護岸・

胸壁 

1.設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:緩傾斜式、4:混成式、5:そ

の他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.天端高（平均）            m 

4.延長       m 

014302 突堤 1. 設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:緩傾斜式、4:混成式、5:そ

の他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.透過型式  〔1:透過堤、2:不透過堤、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.天端高（平均）      m 

5.延長       m 

014303 離岸堤、消波

堤 

1. 設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:緩傾斜式、4:混成式、 

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.透過型式  〔1:透過堤、2:不透過堤、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.天端高（平均）      m 

5.延長       m 

．

．

．

．

 

 

 

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（22/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0143 基本（予備・概略）設計 

 

014304 高潮・津波防

波堤 

1.設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:混成式、4:特殊堤、5:消波

ブロック、6:被覆堤、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.天端高（平均）      m 

4.延長       m 

014305 人工岬 1.設置水深              m 

2.形状  〔1:対称型、2:非対称型、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.透過型式  〔1:透過式、2:不透過式、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.岬間距離       m 

5.延長       m 

014306 人工リーフ 1.設置水深             m 

2.天端高（平均）      m 

3.天端幅（平均）      m 

4.法勾配（平均）      割 

5.延長       m 

6.被覆材所要重量       t 

014307 人工海浜 1.機能種別    〔1:防災機能の向上、2:海洋性レクリエーション場の

確保、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.後浜高（平均）      m 

3.前浜勾配（平均）       割 

4.延長       m 

5.養浜砂粒径       mm 

 

 

．

．

．

．

．

．

．

．

 

 

．

 

．
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（23/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0143 基本（予備・概略）設計 

 

014308 附帯設備（水

門･樋門、排水

機場、陸閘）

1. 高さ       m 

2. 幅     m 

3. 門数    門 

4.ポンプ型式  〔1:遠心、2:斜流、3:軸流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4. ポンプ 大口径       mm 

 

 ．
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（24/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0144 実施（詳細)設計 

 

014401 堤防・護岸・

胸壁 

1. 設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:緩傾斜式、4:混成式、 

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.天端高（平均）            m 

4.延長       m 

014402 突堤 1.設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:緩傾斜式、4:混成式、 

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.透過型式  〔1:透過堤、2:不透過堤、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.天端高（平均）      m 

5.延長       m 

014403 離岸堤、消波

堤 

1. 設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:緩傾斜式、4:混成式、 

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.透過型式  〔1:透過堤、2:不透過堤、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.天端高（平均）      m 

5.延長       m 

．

．

．

．

 

 

 

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（25/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0144 実施（詳細)設計 

 

014404 高潮・津波防

波堤 

1.設置水深             m 

2.構造型式    〔1:直立式、2:傾斜式、3:混成式、4:特殊堤、5:消波

ブロック、6:被覆堤、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.天端高（平均）      m 

4.延長       m 

014405 人工岬 1. 設置水深              m 

2.形状  〔1:対称型、2:非対称型、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.透過型式  〔1:透過式、2:不透過式、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.岬間距離       m 

5.延長        m 

014406 人工リーフ 1. 設置水深             m 

2.天端高（平均）      m 

3.天端幅（平均）      m 

4.法勾配（平均）      割 

5.延長       m 

6.被覆材所要重量       t 

014407 人工海浜 1.機能種別    〔1:防災機能の向上、2:海洋性レクリエーション場の

確保、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.後浜高（平均）      m 

3.前浜勾配（平均）       割 

4.延長       m 

5.養浜砂粒径       mm 

 

．

 

 

．

．

．

．

．

．

．

 

 

．

 

．
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技術データ一覧表〔01：河川・砂防及び海岸（26/26)〕 

詳細部門 014 海 岸 業務段階 0144 実施（詳細)設計 

 

014408 附帯設備（水

門･樋門、排水

機場、陸閘）

1. 高さ       m 

2.幅      m 

3.門数    門 

4.ポンプ型式  〔1:遠心、2:斜流、3:軸流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.ポンプ 大口径       mm 

 

 ．

  

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

 41

 

技術データ一覧表〔02：港湾及び空港（1/6)〕 

詳細部門 021 港  湾 業務段階 0213 基本（予備・概略）設計 

 

021301 防波堤 1.構造  〔1:重力式、2:矢板式、3:捨石式、4:特殊構造、

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

6.天端幅（平均）      m 

021302 防砂堤・防潮堤・

導流堤・堤防 

1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:捨石式、4:特殊構造、5:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

6.天端幅（平均）      m 

 

．

 

．

 

．

．

 

．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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技術データ一覧表〔02：港湾及び空港（2/6)〕 

詳細部門 021 港  湾 業務段階 0213 基本（予備・概略）設計 

 

021303 水門・閘門 1.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:ケーソン工、3:杭工、

4:軟弱地盤処理工、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.構造規模 

 1)高さ       m 

 2)水門幅       m 

 3)門数    門 

 4) 大径間長         m 

021304 護岸 1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:傾斜式、4:緩傾斜式、5:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

021305 岸壁・桟橋・物

揚場・船揚場 

1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:混成式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

 

．

 

 

 

．

．

．

．

．
複数の場合は、代表的な水門につい

て基礎底面から天端までの高さ、全

幅を入力する。 

複数施工の場合は、純径間の

大を入力する。 
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技術データ一覧表〔02：港湾及び空港（3/6)〕 

詳細部門 021 港  湾 業務段階 0214 実施（詳細）設計 

 

021401 防波堤 1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:捨石式、4:特殊構造、5:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

6.天端幅（平均）      m 

021402 防砂堤・防潮

堤・導流堤・

堤防 

1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:捨石式、4:特殊構造、5:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

6.天端幅（平均）      m 

 

．

．

 

 

．

 

．

．

．
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技術データ一覧表〔02：港湾及び空港（4/6)〕 

詳細部門 021 港  湾 業務段階 0214 実施（詳細）設計 

 

021403 水門・閘門 1.基礎処理工 種別     〔1:直接基礎、2:ケーソン工、3:杭工、

4:軟弱地盤処理工、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.構造規模 

 1)高さ       m 

 2)水門幅        m 

 3)門数    門 

 4) 大径間長         m 

021404 護岸 1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:傾斜式、4:緩傾斜式、5:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

021405 岸壁・桟橋・物

揚場・船揚場 

1.構造    〔1:重力式、2:矢板式、3:混成式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.基礎処理工 種別    〔1:直接基礎、2:置換工法、3:サンドド

レーン工法、4:サンドコンパクション

パイル工法、5:深層混合処理工法、6:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長       m 

4.設置地盤高           m 

5.天端高（平均）      m 

 

 

．

．

 

 

．

．

 ．

．

複数の場合は、代表的な水門について基

礎底面から天端までの高さ、全幅を入力

する。 

複数施工の場合は、純径間の

大を入力する。 
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技術データ一覧表〔02：港湾及び空港（5/6)〕 

詳細部門 022 空 港 業務段階 0223 基本（予備・概略）設計

 

022301 用地造成 1. 造成面積       ha 

2.掘削機械    〔1:パワーショベル、2:バックホウ、3:クラムシ

ェル、4:トラクタショベル、5:ブルドーザリッ

パ、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.転圧機械    〔1:タイヤローラ、2:ロードローラ、3:タンピン

グローラ、4:振動ローラ、5:コンパクタ、6:ラ

ンマ、7:ブルドーザ、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.盛土機械    〔1:ブルドーザ、2:モーターグレーダ、3:スプレ

ッダ、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

022302 舗装 1. 舗装厚（平均）      cm 

022304 排水 1.流域面積       ha 

2.調整池貯留量          m3 

3.調整池計画放流量       m3/s 

4.下流河川計画流量       m3/s 

022305 構造物 1. 盛土法面勾配（平均）     割 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔02：港湾及び空港（6/6)〕 

詳細部門 022 空 港 業務段階 0224 実施（詳細）設計 

 

022401 用地造成 1. 造成面積       ha 

2.掘削機械    〔1:パワーショベル、2:バックホウ、3:クラムシ

ェル、4:トラクタショベル、5:ブルドーザリッ

パ、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.転圧機械    〔1:タイヤローラ、2:ロードローラ、3:タンピン

グローラ、4:振動ローラ、5:コンパクタ、6:ラ

ンマ、7:ブルドーザ、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.盛土機械    〔1:ブルドーザ、2:モーターグレーダ、3:スプレ

ッダ、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

022402 舗装 1. 舗装厚（平均）      cm 

022404 排水 1.流域面積       ha 

2.調整池貯留量          m3 

3.調整池計画放流量       m3/s 

4.下流河川計画流量       m3/s 

022405 構造物 1. 盛土法面勾配（平均）     割 

 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔03：電力土木（1/1)〕 

詳細部門 031 水力発電所 業務段階  

 

 1.年間発生電力量          MWH 

2.発電方式  〔1:水路式、2:ダム水路式、3:ダム式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.電気事業者  〔1:一般、2:卸売り、3:自家用、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（1/14)〕 

詳細部門 041 道 路 業務段階 0413 基本（予備・概略）設計

 

041301 道路設計 

(1/2,000～5,000) 

1.延長         m 

2.規格 

 1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

 2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員     m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

041302 道路修正設計 

(1/2,000～5,000)

1. 延長         m 

2.規格 

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員    m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（2/14)〕 

詳細部門 041 道 路 業務段階 0413 基本（予備・概略）設計

 

041303 道路設計 

(1/1,000) 

1. 延長         m 

2.規格 

 1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

 2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員    m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

041304 道路修正設計 

(1/1,000) 

1. 延長         m 

2.規格 

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員     m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（3/14)〕 

詳細部門 041 道 路 業務段階 0413 基本（予備・概略）設計

 

041305 平面交差点設計 1. 型式  〔1:T 字型、2:十字型、3:Y 字型、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2. 交差数 

3. 本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 

041306 立体交差点設計 1.型式  〔1:ダイヤモンド型、2:トランペット型、3:クローバー型、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.ランプ数 

3.本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 

041307 道路休憩･連

絡等施設設計

（ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ、

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等） 

1.施設種別  〔1:インターチェンジ、2:パーキングエリア、3:道の

駅、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施設面積          m2 

041308 附帯工設計

（付替・取付

道水路工、土

取場・土捨場

設計等） 

1.種別  〔1:取付・付替水路、2:取付・付替道路、3:土取場、4:土

捨場、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.掘削量または盛土量            m3 

3.延長       m 
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技術データ一覧表〔04：道 路（4/14)〕 

詳細部門 041 道 路 業務段階 0414 実施（詳細）設計 

 

041401 道路設計 1. 延長         m 

2.規格 

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員    m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

041402 歩道設計 1. 延長         m 

2. 幅員    m 

041403 平面交差点設計 1.型式  〔1:T 字型、2:十字型、3:Y 字型、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.交差数 

3.本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 

041404 立体交差点設計 1.型式  〔1:ダイヤモンド型、2:トランペット型、3:クローバー型、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.ランプ数 

3.本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 
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技術データ一覧表〔04：道 路（5/14)〕 

詳細部門 041 道 路 業務段階 0414 実施（詳細）設計 

 

041405 道路休憩･連

絡等施設設計

（ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ、

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等） 

 

1.施設種別  〔1:インターチェンジ、2:パーキングエリア、3:道の

駅、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施設面積          m2 

041406 附帯工設計

（付替・取付

道水路工、土

取場・土捨場

設計等） 

1.種別  〔1:取付・付替水路、2:取付・付替道路、3:土取場、4:土

捨場、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.掘削量または盛土量            m3 

3.延長       m 

041407 舗装設計 1.種別   〔1:アスファルト舗装、2:コンクリート舗装、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.延長         m 

3.車線数     
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技術データ一覧表〔04：道 路（6/14)〕 

詳細部門 042 現道拡幅 業務段階 0423 基本（予備・概略）設計

 

042301 道路設計 

(1/2,000～5,000)

1. 延長         m 

2.規格 

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員    m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

042302 道路修正設計 

(1/2,000～5,000)

1. 延長         m 

2.規格 

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員    m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（7/14)〕 

詳細部門 042 現道拡幅 業務段階 0423 基本（予備・概略）設計

042303 道路設計 

(1/1,000) 

1. 延長 m

2.規格

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.幅員 m

4.車線数

5.設計速度 ㎞/h

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無 〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

042304 道路修正設計 

(1/1,000) 

1. 延長 m

2.規格

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.幅員 m

4.車線数

5.設計速度 ㎞/h

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無 〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（8/14)〕 

詳細部門 042 現道拡幅 業務段階 0423 基本（予備・概略）設計

 

042305 平面交差点設計 1. 型式  〔1:T 字型、2:十字型、3:Y 字型、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2. 交差数 

3. 本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 

042306 立体交差点設計 1.型式  〔1:ダイヤモンド型、2:トランペット型、3:クローバー型、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.ランプ数 

3.本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 

042307 道路休憩･連

絡等施設設計

（ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ、

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等） 

1.施設種別  〔1:インターチェンジ、2:パーキングエリア、3:道の

駅、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施設面積          m2 

042308 附帯工設計

（付替・取付

道水路工、土

取場・土捨場

設計等） 

1.種別  〔1:取付・付替水路、2:取付・付替道路、3:土取場、4:土

捨場、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.掘削量または盛土量            m3 

3.延長       m 
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技術データ一覧表〔04：道 路（9/14)〕 

詳細部門 042 現道拡幅 業務段階 0424 実施（詳細）設計 

 

042401 道路設計 1. 延長         m 

2.規格 

1)種  〔1:１種、2:２種、3:３種、4:４種、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)級  〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:５級、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.幅員    m 

4.車線数 

5.設計速度      ㎞/h 

6.交差点（IC 等）・SA・PA 設計の有無  〔1:有、2:無〕 

7.地域種別  〔1:市街地、2:平地、3:丘陵地、4:山地、5:急峻山地、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

042402 歩道設計 1. 延長         m 

2. 幅員    m 

042403 平面交差点設計 1.型式  〔1:T 字型、2:十字型、3:Y 字型、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.交差数 

3.本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 

042404 立体交差点設計 1.型式  〔1:ダイヤモンド型、2:トランペット型、3:クローバー型、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.ランプ数 

3.本線と合併設計・交差点単独の別  〔1:合併、2:単独〕 
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技術データ一覧表〔04：道 路（10/14)〕 

詳細部門 042 現道拡幅 業務段階 0424 実施（詳細）設計 

 

042405 道路休憩･連

絡等施設設計

（ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ、

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等） 

1.施設種別  〔1:インターチェンジ、2:パーキングエリア、3:道の

駅、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施設面積          m2 

042406  附帯工設計

（付替・取付

道水路工、土

取場・土捨場

設計等） 

1.種別  〔1:取付・付替水路、2:取付・付替道路、3:土取場、4:土

捨場、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.掘削量または盛土量            m3 

3.延長       m 

042407 舗装設計 1.種別  〔1:アスファルト舗装、2:コンクリート舗装、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.延長         m 

3.車線数     
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技術データ一覧表〔04：道 路（11/14)〕 

詳細部門 043 道路施設 業務段階 0433 基本（予備・概略）設計

 

043301 交通安全施設

（防護柵、立

体横断施設、

照明等） 

1.種別  〔1:防護柵、2:照明施設、3：視線誘導標、4:道路反射鏡、

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.立体横断施設種別  〔1:横断歩道橋、2:地下横断歩道、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（12/14)〕 

詳細部門 043 道路施設 業務段階 0433 基本（予備・概略）設計

 

043303 落石・雪崩覆工 

 

1.落石工 

1)型式           （計画した施設のうち、より代表的な

施設を左側に入力する。） 

〔1:落石予防工（切土工、浮石・転石除去工、ワイヤロープ掛工等）、

2:落石防護工（落石防止網工，落石防止柵工）、3:張工、4:法枠工、

5:落石擁壁工、6:アンカー工、7:鋼製落石覆工、8:コンクリート製

落石覆工、9:PC 製落石覆工、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

2)延長 

        m 

3)施工面積 

           m2 

2.雪崩覆工 

 1)型式           （計画した施設のうち、より代表的な

施設を左側に入力する。） 

〔1:発生予防工（予防杭、予防柵、吊柵、スノーネット、雪庇予

防柵）、2:防護施設（防護柵）、3:擁壁、4:なだれ割、5:防護杭、

6:鋼製スノーシェッド、7:コンクリート製スノーシェッド、

8:PC 製スノーシェッド、9:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

 2)延長 

          m 

 3)施工面積 

              m2 

043304 遮音壁 1.種別  〔1:コンクリート製遮音壁、2:金属製遮音壁、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.高さ   ．  m 

 

 

 

 

 

 

型式で も左側に入力した施設に

ついて該当する場合に入力する。

型式で も左側に入力した施設に

ついて該当する場合に入力する。
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技術データ一覧表〔04：道 路（13/14)〕 

詳細部門 043 道路施設 業務段階 0434 実施（詳細）設計 

043401 交通安全施設

（防護柵、立

体横断施設、

照明等） 

1.種別  〔1:防護柵、2:照明施設、3：視線誘導標、4:道路反射鏡、

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.立体横断施設種別  〔1:横断歩道橋、2:地下横断歩道、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔04：道 路（14/14)〕 

詳細部門 043 道路施設 業務段階 0434 実施（詳細）設計 

043403 落石・雪崩覆工 
1.落石工

1)型式 （計画した施設のうち、より代表的な

施設を左側に入力する。） 

〔1:落石予防工（切土工、浮石・転石除去工、ワイヤロープ掛工等）、

2:落石防護工（落石防止網工，落石防止柵工）、3:張工、4:法枠工、

5:落石擁壁工、6:アンカー工、7:鋼製落石覆工、8:コンクリート製

落石覆工、9:PC 製落石覆工、10:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2)延長

m

3)施工面積

m2

2.雪崩覆工

1)型式 （計画した施設のうち、より代表的な

施設を左側に入力する。） 

〔1:発生予防工（予防杭、予防柵、吊柵、スノーネット、雪庇予

防柵）、2:防護施設（防護柵）、3:擁壁、4:なだれ割、5:防護杭、

6:鋼製スノーシェッド、7:コンクリート製スノーシェッド、

8:PC 製スノーシェッド、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2)延長

m

3)施工面積

m2

043404 遮音壁 1.種別  〔1:コンクリート製遮音壁、2:金属製遮音壁、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.高さ   ．  m

 

型式で も左側に入力した施設に

ついて該当する場合に入力する。

型式で も左側に入力した施設に

ついて該当する場合に入力する。
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技術データ一覧表〔05：鉄 道（1/3)〕 

詳細部門 051 鉄道計画 業務段階 0514 実施（詳細）設計 

 

051401 停車場設備の

検討 

1.種別   〔1:販売施設、2:サービス施設、3:駅前広場、4:公衆施設、

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔05：鉄 道（2/3)〕 

詳細部門 052 鉄道施設 業務段階 0523 基本（予備・概略）設計

 

052301 保守設備（保

守基地、斜路、

階段、検査足

場等） 

1.種別    〔1:車両設備、2:軌道設備、3:架線設備、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔05：鉄 道（3/3)〕 

詳細部門 052 鉄道施設 業務段階 0524 実施（詳細）設計 

 

052401 保守設備（保

守基地、斜路、

階段、検査足

場等） 

1.種別    〔1:車両設備、2:軌道設備、3:架線設備、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔07：下水道（1/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0712 調査・計画 

 

071202 全体計画 1. 対象面積       ha 

2.種別  〔1:汚水雨水、2:汚水、3:雨水、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

071203 事業計画認可

設計 

1. 対象面積       ha 

2.種別  〔1:汚水雨水、2:汚水、3:雨水、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

071204 流域別下水道

整備総合計画

1. 対象面積       ha 

2.計画人口            人 

3.排水量         ｍ3/s 

071206 更新・改良計画 1.施設の種別      〔1:管渠、2:ポンプ場、3:貯留池・滞水池、

4:処理場、5:高度処理施設、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 

．
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技術データ一覧表〔07：下水道（2/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0713 基本（予備・概略）設計

 

071301 管渠 1.種別      〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:汚泥、5:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.延長         m 

3.管径       mm 

071302 ポンプ場 1.種別  〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.揚水量         m3/s 

3.ポンプ 

 1)型式      〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横

軸軸流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸

渦巻、8:スクリュウ、9:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

 2) 大口径       mm 

 3)台数    台 

071303 貯留池・滞水池 1. 貯留量          m3 

071304 処理場 1.処理方法    〔1:標準活性汚泥法、2:酸素活性汚泥法、3:長時

間エアレーション法、4:オキシデーションディ

ッチ法、5:回分式活性汚泥法、6:散水ろ床式、

7:回転生物接触法、8:接触酸化法、9:好気性ろ

床法、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.処理水量            m3/日 

3.施設面積          m2 

 

 

 

 

．
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技術データ一覧表〔07：下水道（3/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0713 基本（予備・概略）設計

 

071305 高度処理施設 1.処理方法    〔1:硝化促進型活性汚泥法、2:循環式硝化脱窒法、

3:硝化内生脱窒法、4:嫌気－無酸素－好気法、

5:凝集剤併用型生物学的窒素除去法、6:凝集剤

添加活性汚泥法、7:嫌気－好気活性汚泥法、8:

晶析脱りん法、9:急速ろ過法、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.処理水量            m3/日 
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技術データ一覧表〔07：下水道（4/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0714 実施（詳細）設計 

 

071401 管渠（開削） 1.種別  〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:汚泥、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

071402 管渠（推進） 1.種別  〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:汚泥、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

071403 管渠(シール

ド） 

1.種別  〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:汚泥、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

071404 管渠（その他） 1.種別  〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:汚泥、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

071405 ポンプ場 1.種別  〔1:汚水、2:雨水、3:合流、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.揚水量         m3/s 

3.ポンプ 

 1)型式      〔1:縦軸斜流､2:縦軸軸流､3:横軸斜流､4:横軸軸

流､5:水中ポンプ､6:縦軸渦巻､7:横軸渦巻､8:

スクリュウ、9:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    

 2) 大口径       mm 

 3)台数    台 

071406 貯留池・滞水池 1. 貯留量          m3 

071407 処理場 1.処理方法    〔1:標準活性汚泥法、2:酸素活性汚泥法、3:長時

間エアレーション法、4:オキシデーションディ

ッチ法、5:回分式活性汚泥法、6:散水ろ床式、

7:回転生物接触法、8:接触酸化法、9:好気性ろ

床法、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.処理水量            m3/日 

3.施設面積          m2 

 

 

 

 

．

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

 69

 

技術データ一覧表〔07：下水道（5/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0714 実施（詳細）設計 

 

071408 高度処理施設 1.処理方法    〔1:硝化促進型活性汚泥法、2:循環式硝化脱窒法、

3:硝化内生脱窒法、4:嫌気－無酸素－好気法、

5:凝集剤併用型生物学的窒素除去法、6:凝集剤

添加活性汚泥法、7:嫌気－好気活性汚泥法、8:

晶析脱りん法、9:急速ろ過法、10:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.処理水量            m3/日 
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技術データ一覧表〔07：下水道（6/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0715 施工計画 

 

 1.施設の種別      〔1:管渠、2:ポンプ場、3:貯留池・滞水池、

4:処理場、5:高度処理施設、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔07：下水道（7/7)〕 

詳細部門 071 下水道 業務段階 0716 施工管理・積算 

071601 監督 1.施設の種別      〔1:管渠、2:ポンプ場、3:貯留池・滞水池、

4:処理場、5:高度処理施設、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

071602 積算 1.施設の種別      〔1:管渠、2:ポンプ場、3:貯留池・滞水池、

4:処理場、5:高度処理施設、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

071603 検査 1.施設の種別      〔1:管渠、2:ポンプ場、3:貯留池・滞水池、

4:処理場、5:高度処理施設、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔10：造 園（1/7)〕 

詳細部門 
101 公園、緑地、広場、スポー

ツ・レクリエーション施設 
業務段階 1012 調査・計画 

 

101201 公園・緑地計画 1. 計画面積             m2 

2.公園種別  〔1:都市計画公園、2:都市計画緑地、3:その他の公園、

4:その他の緑地〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

101202 広場計画 1.計画面積 

1)駅前広場          m2 

2)その他のオープンスペース          m2 

101203 スポーツ・レ

クリエーショ

ン計画 

1.計画面積            m2 

2.施設の種類  〔1:運動公園以外のスポーツ施設(スキー場、ゴル

フ場等)、2:娯楽施設（競馬場、競輪場等）、3:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔10：造 園（2/7)〕 

詳細部門 
101 公園、緑地、広場、スポー

ツ・レクリエーション施設 
業務段階 1013 基本（予備・概略設計）

 

101301 公園・緑地設計 1. 施設面積             m2 

2.公園種別  〔1:都市計画公園、2:都市計画緑地、3:その他の公園、

4:その他の緑地〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

101302 広場設計 1.計画面積 

1)駅前広場          m2 

2)その他のオープンスペース          m2 

101303 スポーツ、レ

クリエーショ

ン設計 

1.施設面積            m2 

2.施設の種類  〔1:運動公園以外のスポーツ施設(スキー場、ゴル

フ場等)、2:娯楽施設（競馬場、競輪場等）、3:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

101304 日本庭園設計 1. 施設面積            m2 

101305 遊園地設計 1.施設面積            m2 

101306 墓園設計 1. 施設面積            m2 

101307 動・植物園設

計 

1.施設面積            m2 

2.施設の種類  〔1:科学博物館、2:自然博物館、3:動物園、4:水族

館、5:植物園、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔10：造 園（3/7)〕 

詳細部門 
101 公園、緑地、広場、スポー

ツ・レクリエーション施設 
業務段階 1014 実施（詳細）設計 

 

101401 公園・緑地設計 1. 施設面積             m2 

2.公園種別  〔1:都市計画公園、2:都市計画緑地、3:その他の公園、

4:その他の緑地〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

101402 広場設計 1.計画面積 

1)駅前広場          m2 

2)その他のオープンスペース          m2 

101403 スポーツ、レク

リエーション

設計 

1.施設面積            m2 

2.施設の種類  〔1:運動公園以外のスポーツ施設(スキー場、ゴル

フ場等)、2:娯楽施設（競馬場、競輪場等）、3:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

101404 日本庭園設計 1. 施設面積            m2 

101405 遊園地設計 1.施設面積            m2 

101406 墓園設計 1. 施設面積            m2 

101407 動・植物園設計 1.施設面積            m2 

2.施設の種類  〔1:科学博物館、2:自然博物館、3:動物園、4:水族

館、5:植物園、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔10：造 園（4/7)〕 

詳細部門 102 環境緑化・景観 業務段階 1022 調査・計画 

 

102201 自然環境 1. 計画面積             m2 

102202 都市環境 1.計画面積             m2 

102203 景観 1. 計画面積             m2 

102204 河川 1.計画面積             m2 

102205 砂防 1. 計画面積             m2 

102206 ダム 1.計画面積             m2 

102207 海岸 1. 計画延長             m 

102208 港湾 1.計画面積             m2 

102209 空港 1.計画面積             m2 

102210 道路 1. 計画延長             m 

102211 住宅団地 1.計画面積             m2 

102212 工場・工業団地 1. 計画面積             m2 

102213 学校 1.計画面積             m2 
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技術データ一覧表〔10：造 園（5/7)〕 

詳細部門 102 環境緑化・景観 業務段階 1023 基本（予備・概略）設計 

 

102301 緑地保全 1. 施設面積             m2 

102302 都市緑化 1.施設面積             m2 

102303 景観 1. 施設面積             m2 

102304 河川緑化 1.施設面積             m2 

2.工法  〔1:芝張、2:法枠ブロック、3:緑化ブロック、4:植栽、5:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

102305 港湾緑化 1. 施設面積             m2 

102306 空港緑化 1.施設面積             m2 

102307 道路緑化 1. 施設面積             m2 

2.工法  〔1:緑化ブロック、2:法面吹付、3:法枠緑化、4:土のう植

生、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

102308 人工地盤緑化 1.施設面積             m2 

2.工法  〔1:フラワーポット、2:植裁桝、3:客土緑化、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

102309 工場緑化 1.施設面積             m2 

102310 ビオトープ形成 1.施設面積             m2 
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技術データ一覧表〔10：造 園（6/7)〕 

詳細部門 102 環境緑化・景観 業務段階 1024 実施（詳細）設計 

102401 緑地保全 1. 施設面積 m2

102402 都市緑化 1.施設面積 m2

102403 景観 1. 施設面積 m2

102404 河川緑化 1.施設面積 m2

2.工法  〔1:芝張、2:法枠ブロック、3:緑化ブロック、4:植栽、5:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

102405 港湾緑化 1. 施設面積 m2

102406 空港緑化 1.施設面積 m2

102407 道路緑化 1. 施設面積 m2

2.工法  〔1:緑化ブロック、2:法面吹付、3:法枠緑化、4:土のう植

生、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

102408 人工地盤緑化 1.施設面積 m2

2.工法  〔1:フラワーポット、2:植裁桝、3:客土緑化、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

102409 工場緑化 1.施設面積 m2

102410 ビオトープ形式 1.施設面積 m2
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技術データ一覧表〔10：造 園（7/7)〕 

詳細部門 103 地域計画 業務段階 1032 調査・計画 

 

103201 広域緑地計画 1. 計画面積             m2 

103202 リゾート計画 1.計画面積             m2 

103203 観光計画 1. 計画面積             m2 

103204 農村等計画 1.計画面積             m2 

103205 地域活性化計画 1. 計画面積             m2 
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技術データ一覧表〔11：都市・地域計画及び都市整備（1/6)〕 

詳細部門 111 都市・地域計画 業務段階 1112 調査・計画 

 

111204 都市マスター

プラン（都市

基本計画） 

1. 計画面積          ㎞２ 

111205 市街地整備基

本計画 

1.計画面積          ㎞２ 

111206 地域地区 1. 計画面積          ㎞２ 

111207 地区計画 1.計画面積          ㎞２ 

111208 観光開発 1. 計画面積          ㎞２ 

111209 都市景観・アーバ

ンデザイン 

1.計画面積          ㎞２ 

111210 都市・地域環境

アセスメント 

1. 計画面積          ㎞２ 

2.環境要素 

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、7:

植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等〕 

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔11：都市・地域計画及び都市整備（2/6)〕 

詳細部門 112 都市施設 業務段階 1122 調査・計画 

112203 公園･緑地、広場等公共空地 1. 計画面積 m2

112204 上水道・供給施設 1.計画面積 m2

112205 下水道・処理施設 1. 計画面積 m2

112206 観光レクリエーション施設 1.計画面積 m2
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技術データ一覧表〔11：都市・地域計画及び都市整備（3/6)〕 

詳細部門 112 都市施設 業務段階 1123 設 計 

 

112301 交通施設 1. 施設面積             m2 

112302 観光レクリエ

ーション施設

1.施設面積             m2 
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技術データ一覧表〔11：都市・地域計画及び都市整備（4/6)〕 

詳細部門 113 都市(市街地)開発 業務段階 1132 調査・計画 

 

113201 土地区画整理事業 1. 計画面積             m2 

113202 都市（市街地）再開発事業 1.計画面積             m2 

113203 新市街地開発事業 1. 計画面積             m2 

113204 都市拠点総合整備事業 1.計画面積             m2 

113205 まちづくり事業 1. 計画面積             m2 

113206 商業活性化・近代化事業 1.計画面積             m2 
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技術データ一覧表〔11：都市・地域計画及び都市整備（5/6)〕 

詳細部門 113 都市(市街地)開発 業務段階 1133 基本（予備・概略）設計

 

113301 土地区画整理事業 1. 施設面積             m2 

113302 都市（市街地）再

開発事業 

1.施設面積             m2 

113303 宅地造成 1. 施設面積             m2 

113304 排水計画 1.施設面積             m2 

113305 調整池（調節池） 1. 施設面積             m2 
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技術データ一覧表〔11：都市・地域計画及び都市整備（6/6)〕 

詳細部門 113 都市(市街地)開発 業務段階 1134 実施（詳細）設計 

 

113401 土地区画整理事業 1. 施設面積             m2 

113402 都市（市街地）再

開発事業 

1.施設面積             m2 

113403 宅地造成 1. 施設面積             m2 

113404 排水計画 1.施設面積             m2 

113405 調整池（調節池） 1. 施設面積             m2 
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技術データ一覧表〔12：地 質（1/2)〕 

詳細部門 121 地下水 業務段階 1212 調査・計画 

 

121201 水文調査 1.対象範囲  〔1:山地、2:平地、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121202 透水試験 1.試験方法  〔1:注入法、2:回復法、3:ルジオンテスト、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121203 水質試験 1.試験項目  〔1:水道法基準、2:特殊試験、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121204 物理探査 1.探査法  〔1:電気探査、2:電気検層、3:放射法探査、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121205 揚水試験 1.水位状況  〔1:被圧、2:不圧、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121206 原位置試験 1.試験方法  〔1:透水試験、2:流向流速測定、3:水位観測、   

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121207 地下水解析 1.解析法  〔1:数値シミュレーション、2:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

121299 その他 1.試験方法  〔1:トレーサー調査、2:地下水利用調査、3:水源調査、

4:環境同位体調査、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔12：地 質（2/2)〕 

詳細部門 122 地 質（岩盤） 業務段階 1222 調査・計画 

 

122201 地表地質調査 1.対象面積         ㎞２ 

2.縮尺  １／ 

122202 物理探査 1.対象面積       ㎞２ 

2.対象総延長       ㎞ 

122203 ボーリング調

査 

1.調査本数      本 

2.総深度       m 

3.解析の有無  〔1:有、2:無〕 

122204 試掘調査 1.掘削種別  〔1:立坑、2:横坑、3:斜坑、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.掘進長       m 

122205 原位置試験 1.試験項目  〔1:変形試験、2:せん断試験、3:特殊試験、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

122206 室内試験 1.試験項目  〔1:振動三軸試験、2:大型三軸圧縮試験、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

122207 地質解析 1.工種  〔1:ダム、2:トンネル、3:道路、4:橋梁、5:地すべり、 

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.対象面積       ㎞２ 

122208 物理検層 1.測定延長       m 

2.調査本数      本 

 

 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（1/11)〕 

詳細部門 131 地盤（土質）調査 業務段階 1312 調査・計画 

131201 地表地質調査 1.対象面積    ㎞２

2.縮尺 １／ 

131202 物理探査 1.探査法  〔1:電気探査、2:弾性波探査、3:放射法探査、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.対象面積    ㎞２

3.対象総延長    ㎞

131203 サウンディング 1.調査本数 本 

2.深度（調査深度間の平均層厚）

1)腐植土    m

2)砂質土    m

3)粘性土    m

4)礫質土    m

5)その他    m

3.解析の有無 〔1:有、2:無〕 

131204 ボーリング調

査（一般、特殊） 

1.調査本数 本 

2.深度（調査深度間の平均層厚）

1)腐植土    m

2)砂質土    m

3)粘性土    m

4)礫質土    m

5)その他    m

3.解析の有無 〔1:有、2:無〕 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（2/11)〕 

詳細部門 131 地盤（土質）調査 業務段階 1312 調査・計画 

131205 ボーリング調

査（海上） 

1.調査本数 本 

2.深度（調査深度間の平均層厚）

1)腐植土    m

2)砂質土    m

3)粘性土    m

4)礫質土    m

5)その他    m

3.解析の有無 〔1:有、2:無〕 

131206 原位置試験 1.試験項目  〔1:変形試験、2:せん断試験、3:特殊試験、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

131207 室内試験 1.試験項目  〔1:振動三軸試験、2:大型三軸圧縮試験、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

131208 物理探層 1.測定延長 m

2.調査本数 本 

131209 地盤（土質）

解析 
1.対象面積 ． ㎞２ 

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（3/11)〕 

詳細部門 132 基礎構造 業務段階 1323 基本（予備・概略）設計

132301 根切掘削・山

留め 

1.施工法  〔1:打込み、2:圧力、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.幅     m

3.長さ  m

4.深度      m

132302 直接基礎 1.支持地盤  〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:硬岩、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

132303 既製杭基礎 1.構造  〔1:RC、2:PC、3:PHC、4:SC、5:鋼管、6:H 鋼･鋼矢板、

7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.杭径（平均） mm（代表的な杭の径を入力する。）

3.杭長（平均深度）    m

132304 場所打杭基礎 1.種別  〔1:リバース、2:オールケーシング、3:アースドリル、4:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.杭径（平均） mm（代表的な杭の径を入力する。）

3.杭長（平均深度）    m

132305 深礎杭基礎 1.地盤  〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.杭径（平均）    m

3.杭長（平均深度）     m

 

 

 

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（4/11)〕 

詳細部門 132 基礎構造 業務段階 1323 基本（予備・概略）設計

132306 ケーソン基礎 1.構造  〔1:ニューマチックケーソン、2:オープンケーソン、3:そ

の他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.幅（橋軸方向平均）      m

3.高さ（平均）       m

4.長さ（橋軸直角方向平均 ）      m

5.ニューマチックケーソン圧気圧（ 大）      kgf/cm２

6.オープンケーソン掘削面積（平均） m2

132307 鋼管矢板基礎 1.施工法  〔1:打込み、2:圧力、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.打込み、圧力深度（平均）     m

3.鋼管矢板延長 m

132308 地中連続壁基

礎 

1.幅 （平均）  m

2.長さ（平均）  m

3.深度（平均）  m （地中内の深さを入力する。）

．

．

．

壁中心軸での幅、長さを入力す

る。

．

 

  

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（5/11)〕 

詳細部門 132 基礎構造 業務段階 1324 実施（詳細）設計 

132401 根切掘削・山

留め 

5.施工法  〔1:打込み、2:圧力、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

6.幅     m

7.長さ  m

8.深度      m

132402 直接基礎 1.支持地盤  〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:硬岩、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

132403 既製杭基礎 1.構造  〔1:RC、2:PC、3:PHC、4:SC、5:鋼管、 6:H 鋼･鋼矢

板、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.杭径（平均） mm（代表的な杭の径を入力する。）

3.杭長（平均深度）    m

132404 場所打杭基礎 1.種別 〔1:リバース、2:オールケーシング、3:アースドリル、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.杭径（平均） mm（代表的な杭の径を入力する。）

3.杭長（平均深度）    m

132405 深礎杭基礎 1.地盤  〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.杭径（平均）    m

3.杭長（平均深度）    m

 

 

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（6/11)〕 

詳細部門 132 基礎構造 業務段階 1324 実施（詳細）設計 

132406 ケーソン基礎 1.構造 〔1:ニューマチックケーソン、2:オープンケーソン、 

3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.幅（橋軸方向平均）      m

3.高さ（平均）     m

4.長さ（橋軸直角方向平均 ）      m

5.ニューマチックケーソン圧気圧（ 大）      kgf/cm２

6.オープンケーソン掘削面積（平均） m2

132407 鋼管矢板基礎 1.施工法  〔1:打込み、2:圧力、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.打込み、圧力深度（平均）     m

3.鋼管矢板延長 m

132408 地中連続壁基

礎 

1.幅 （平均）  m

2.長さ（平均）  m

3.深度（平均）  m （地中内の深さを入力する。）

．

．

．

壁中心軸での幅、長さを入力す

る。

．

  

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（7/11)〕 

詳細部門 133 土構造 業務段階 1333 基本（予備・概略）設計

133301 盛土・切土 1.盛土量または切土量 m3

2.直高または深さ（平均 ）  m

133302 埋め立て・人

工島 

1.土工量 m3

133303 法面保護工 1.工法

〔1:植生工、2:吹付工、3:張工、4:法枠工、5:積工、6:擁壁工(コン

クリート擁壁を除く)、7:井桁工、8:アンカー工、9:杭工、10:その

他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

133304 擁壁 1.高さ（平均）    m

133305 カルバート 1.内幅または内空（平均）     m

2.内高（平均）     m

3.延長 m

133306 アンカー 1.工法

〔1:フレシネー工法、2:VSL 工法、3:SEEE 工法、4:ストロングホ

ールド工法、5:CCL 工法、6:ゲビンデスターブ工法、7:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

133307 補強土 1.種別 〔1:テールアルメ工法、2:ジオテキスタイル工法、 

3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

133309 軟弱地盤対策

工 

1.工法

〔1:置換工法、2:プレローディング工法、3:表層混合処理工法、4:バ

ーチカルドレーン工法、5:サンドコンパクション工法、6:ロッドコ

ンパクション工法、7:バイブロフロテーション工法、8:石灰パイル、

9:深層混合処理工法（高圧噴射工法を含む）、10:DCI(動圧密工法)､

11:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（8/11)〕 

詳細部門 133 土構造 業務段階 1334 実施（詳細）設計 

133401 盛土・切土 1.盛土量または切土量 m3

2.直高または深さ（平均）  m

133402 埋め立て・人

工島 

1.土工量 m3

133403 法面保護工 1.工法

〔1:植生工、2:吹付工、3:張工、4:法枠工、5:積工、6:擁壁工(コン

クリート擁壁を除く)、7:井桁工、8:アンカー工、9:杭工、10:その

他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

133404 擁壁 1.高さ（平均）    m

133405 カルバート 1.内幅または内空（平均）      m

2.内高（平均）    m

3.延長 m

133406 アンカー 1.工法

〔1:フレシネー工法、2:VSL 工法、3:SEEE 工法、4:ストロングホ

ールド工法、5:CCL 工法、6:ゲビンデスターブ工法、7:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

133407 補強土 1.種別 〔1:テールアルメ工法、2:ジオテキスタイル工法、 

3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

133409 軟弱地盤対策

工 

1.工法

〔1:置換工法、2:プレローディング工法、3:表層混合処理工法、4:バ

ーチカルドレーン工法、5:サンドコンパクション工法、6:ロッドコ

ンパクション工法、7:バイブロフロテーション工法、8:石灰パイル、

9:深層混合処理工法（高圧噴射工法を含む）、10:DCI(動圧密工法)､

11:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（9/11)〕 

詳細部門 134 地下構造物 業務段階 1343  基本（予備・概略）設計

134301 地下歩道 1.延長  m

2.内幅    m

134302 地下駐車場 1.延長  m

2.内幅  m

3.層数 層 

134303 共同溝 1.延長    m

2.内幅（平均）    m

3.内高（平均）    m

134304 キャブ 1.延長    m

2.内幅（平均）    m

3.内高（平均）    m

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（10/11)〕 

詳細部門 134 地下構造物 業務段階 1344  実施（詳細）設計 

134401 地下歩道 1.延長  m

2.内幅      m

134402 地下駐車場 1.延長  m

2.内幅  m

3.層数  層 

134403 共同溝 1.延長   m

2.内幅（平均）     m

3.内高（平均）     m

134404 キャブ 1.延長     m

2.内幅（平均）    m

3.内高（平均）    m

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔13：土質及び基礎（11/11)〕 

詳細部門 135 地下水 業務段階 1352  調査・計画 

135201 水文調査 1.対象範囲  〔1:山地、2:平地、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135202 透水試験 1.試験方法  〔1:注入法、2:回復法、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135203 水質試験 1.試験項目  〔1:水道法基準、2:特殊試験、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135204 物理探査 1.探査法  〔1:電気探査、2:電気検層、3:放射能探査、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135205 揚水試験 
1.種別  〔1:被圧、2:不圧、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135206 原位置試験 1.試験方法 〔1:透水試験、2:流向流速測定、3:水位観測、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135207 地下水解析 1.解析法  〔1:数値シミュレーション、2:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

135299 その他 1.調査種別  〔1:トレーサー調査、2:地下水利用調査、3:水源調査、

4:環境同位体調査、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（1/8)〕 

詳細部門 141 橋 梁 業務段階 1414 実施（詳細）設計 

141401 鋼上部工（プレー

トガーダー） 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141402 鋼上部工（ト

ラス）

1.全橋長    m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141403 鋼上部工（ラ

ーメン） 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141404 鋼上部工（ア

ーチ） 

1.全橋長  m

2. 大支間長  m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141405 鋼上部工(吊

橋) 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141406 鋼上部工(斜

張橋) 

1.全橋長  m

2. 大支間長  m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141407 鋼上部工(そ

の他) 

1. 全橋長  m

2. 大支間長  m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141408 RC 上部工 1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

4.型式  〔1:床版橋、2:アーチ橋、3:ラーメン高架橋、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（2/8)〕 

詳細部門 141 橋 梁 業務段階 1414 実施（詳細）設計 

141409 PC 上部工（プ

レテン桁）

1. 全橋長  m

2. 大支間長  m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141410 PC 上部工（ポ

ステン桁）

1.全橋長    m

2. 大支間長  m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141411 PC 上部工（場

所打桁） 

1. 全橋長  m

2. 大支間長  m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141412 PC 上部工（ラ

ーメン） 

1.全橋長  m

2. 大支間長     m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141413 PC 上部工（ア

ーチ） 

1.全橋長    m

2. 大支間長   m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141414 PC 上部工（斜

張橋） 

1.全橋長     m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141415 PC 上部工（そ

の他） 

1.全橋長    m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

141416 鋼製下部工 1. 型式  〔1:単柱、2:門柱、3:二層、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2. 杭基礎の有無 〔1:有、2:無〕 

．

．

．

．

 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（3/8)〕 

詳細部門 141 橋 梁 業務段階 1414 実施（詳細）設計 

141417 コンクリート

下部工 

1.橋台の型式    〔1:重力式、2:箱式、3:逆 T 式、4:ラーメン中

抜き、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.橋脚の型式    〔1:壁式、2:柱式、3:ラーメン（一層）、4:ラ

ーメン（二層）、5:πラーメン、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.橋台高さ

1)平均  m

2) 高  m

4.橋脚高さ

1)平均  m

2) 高  m

5.橋台基数 基 

6.橋脚基数 基 

7.杭基礎の有無 〔1:有、2:無〕 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（4/8)〕 

詳細部門 142 現橋拡幅 業務段階 1424 実施（詳細）設計 

142401 鋼上部工（プレ

ートガーダ

ー） 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142402 鋼上部工（ト

ラス）

1.全橋長    m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142403 鋼上部工（ラ

ーメン） 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142404 鋼上部工（ア

ーチ） 

1.全橋長    m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142405 鋼上部工(吊

橋) 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142406 鋼上部工(斜

張橋) 

1.全橋長    m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142407 鋼上部工(そ

の他) 

1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3.動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

142408 RC 上部工 1. 全橋長    m

2. 大支間長    m

3. 動的解析・免震設計の有無 〔1:有、2:無〕 

4.型式  〔1:床版橋、2:アーチ橋、3:ラーメン高架橋、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（5/8)〕 

詳細部門 142 現橋拡幅 業務段階 1424 実施（詳細）設計 

 

142409 PC 上部工（プ

レテン桁） 

1.全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3.動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142410 PC 上部工（ポ

ステン桁） 

1. 全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3. 動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142411 PC 上部工（場

所打桁） 

1.全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3.動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142412 PC 上部工（ラ

ーメン） 

1. 全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3. 動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142413 PC 上部工（ア

ーチ） 

1.全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3.動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142414 PC 上部工（斜

張橋） 

1. 全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3. 動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142415 PC 上部工（そ

の他） 

1.全橋長          m 

2. 大支間長        m 

3.動的解析・免震設計の有無  〔1:有、2:無〕 

142416 鋼製下部工 1. 型式  〔1:単柱、2:門柱、3:二層、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2. 杭基礎の有無  〔1:有、2:無〕 

．

 ．

．

．

 

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（6/8)〕 

詳細部門 142 現橋拡幅 業務段階 1424 実施（詳細）設計 

 

142417 コンクリート

下部工 

1.橋台の型式    〔1:重力式、2:箱式、3:逆 T 式、4:ラーメン中

抜き、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.橋脚の型式    〔1:壁式、2:柱式、3:ラーメン（一層）、4:ラ

ーメン（二層）、5:πラーメン、6:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.橋台高さ 

1)平均       m 

2) 高       m 

4.橋脚高さ 

1)平均       m 

2) 高       m 

5.橋台基数    基 

6.橋脚基数    基 

7.杭基礎の有無  〔1:有、2:無〕 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（7/8)〕 

詳細部門 143 水門設備 業務段階 1433 基本（予備・概略）設計

 

143301 河川用水門設備 1.扉体構造  〔1:ガータ、2:シェル、3:ゴム引き布、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.扉体の純径間( 大)        m 

3.扉体の高さ（ 大）       m 

143302 ダム用水門設備 1.扉体構造    〔1:ラジアルゲート 2:ローラーゲート、3:転倒ゲ

ート、4:直線多段ゲート、5:円形多段ゲート、

6:半円形多段ゲート、7:スライドゲート、8:ジ

ェットフローゲート、9:ゲートバルブ（スルー

スバルブを含む）、10:放流管のみ、11:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

143303 樋門･樋管設備 1.扉体構造  〔1:スライドゲート、2:ローラーゲート、3:フラップ

ゲート、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.扉体の純径間（ 大）      m 

3.扉体の呑口高（ 大）      m 

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔14：鋼構造・コンクリート（8/8)〕 

詳細部門 143 水門設備 業務段階 1434 実施（詳細）設計 

143401 河川用水門設

備 

1.扉体構造  〔1:ガータ、2:シェル、3:ゴム引き布、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.扉体の純径間( 大)    m

3.扉体の高さ（ 大）    m

143402 ダム用水門設

備 

1.扉体構造 〔1:ラジアルゲート、2:ローラーゲート、3:転倒ゲ

ート、4:直線多段ゲート、5:円形多段ゲート、6:

半円形多段ゲート、7:スライドゲート、8:ジェッ

トフローゲート、9:ゲートバルブ（スルースバル

ブを含む）、10:放流管のみ、11:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

143403 樋門･樋管設

備 

1.扉体構造  〔1:スライドゲート、2:ローラーゲート、3:フラップ

ゲート、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.扉体の純径間（ 大）    m

3.扉体の呑口高（ 大）    m

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔15：トンネル（1/4)〕 

詳細部門 151 トンネル 業務段階 1514 実施（詳細）設計 

151401 山岳トンネル

（鋼矢板工法） 

1. 地山分類と延長

A m

B m

C m

D m

E m

2.トンネル延長 m

3.内くう面積（平均） m2

4.断面形状  〔1:側壁直型、2:２R 馬蹄型、3:３R 馬蹄型、4:４R
以上または偏平馬蹄型、5:円形、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

151402 山岳トンネル

（NATM）

1. 地山分類と延長

A m

B m

C m

D m

E m

2.トンネル延長 m

3.内くう面積（平均） m2

4.断面形状  〔1:側壁直型、2:２R 馬蹄型、3:３R 馬蹄型、4:４R
以上または偏平馬蹄型、5:円形、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

151403 シールドトン

ネル

1. 切羽土質 （代表土質を入力する。） 

〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:硬岩、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.全延長 m

3.シールド型式  〔1:開放型、2:密閉型、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

4.シールド外径（平均）    m．
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技術データ一覧表〔15：トンネル（2/4)〕 

詳細部門 151 トンネル 業務段階 1514 実施（詳細）設計 

 

151404 開削トンネル 1.地質分類  （代表土質を入力する。） 

〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:硬岩、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.全延長        m 

3.基礎面から地表までの平均高さ       m 

151405 沈埋トンネル 1.地質分類  （代表土質を入力する。） 

〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:硬岩、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.全延長        m 

3.内くう面積（平均）     m2 

151406 推進工法 1.地質分類  （代表土質を入力する。） 

〔1:砂質土、2:粘性土、3:礫質土、4:軟岩、5:硬岩、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.工法  〔1:刃口推進、2:小口径推進、3:泥水推進、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.全延長        m 

151407 特殊工法（圧気、

凍結工法等） 

1.工法  

〔1:水抜きボーリング、2:水抜き坑、3:ウェルポイント、4:ディープ

ウェル、5:圧気工法、6:注入工法、7:パイプルーフ工法、8:遮断壁

工法、9:特殊鋼矢板推進工法、10:凍結工法、11:垂直縫地工、12:

その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

 

 

 

 

．
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技術データ一覧表〔15：トンネル（3/4)〕 

詳細部門 152 トンネル付帯設備 業務段階 1523 基本（予備・概略）設計

 

152301 換気設備 1.主設備型式 

〔1:軸流送風機、2:ジェットファン(ブースタファン)、3:電気集塵機、

4:フィルター式集塵機、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

152303 非常用設備 1.設備種別 

〔1:通報装置、2:非常用警報装置、3:消火設備、4:排煙設備、5:避難

設備 6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

152304 排水設備 1. 排水容量           ﾘｯﾄﾙ/min 

2. 濁水設備の有無  〔1:有、2:無〕 

152305 受配電・自家

発電設備 

3. 容量       kW 

．
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技術データ一覧表〔15：トンネル（4/4)〕 

詳細部門 152 トンネル付属設備 業務段階 1524 実施（詳細）設計 

 

152401 軸流送風器 1. 口径       mm 

152405 換気用監視操

作制御設備 

1.設備数     台 

152406  計測設備  

（ＣＯ濃度計等） 

1. 設備数    台 

152408 非常用設備 1.押釦数      カ所 

2.火災検知器数      カ所 

152410 排水設備 1. ポンプ口径       mm 

152411 受配電・自家

発電設備 

1.受電電圧         kV 

2.盤数    面 

3.発電電圧      kV 

4.容量       kW 

5.エンジン型式  〔1:ディーゼルエンジン、2:ガソリンエンジン、

3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

152412 照明設備 1.照度       lx 

2.ランプ種類  〔1:水銀ランプ、2:蛍光ランプ、3:ナトリウムラン

プ、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.ランプ灯数      灯 

 

 

 

 

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

110

技術データ一覧表〔17：建設環境（1/14)〕 

詳細部門 171 環境調査･保全計画 業務段階 1712 調査・計画 

171201 大気・騒音・

振動等調査 

1. 調査地点数 地点 

2.調査区分  〔1:文献調査、2:現地調査、3:保全調査、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:土壌、6:その他〕 
「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

4. 調査項目

〔1:大気環境基準項目、2:騒音、3:振動、4:水生活環境項目、

5:放射線、6:その他〕 
「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

171202 自然環境（植

物）調査 

1. 調査時期 〔1:春、2:夏、3:秋、4:冬〕 

2.調査区分   〔1:文献調査、2:現地調査、3:保全調査、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

171203  自然環境（動

物）調査 

1. 調査時期 〔1:春、2:夏、3:秋、4:冬〕 

2.調査区分  〔1:文献調査、2:現地調査、3:保全調査、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

3.類区分

〔1:哺乳類、2:鳥類、3:両生類、4:爬虫類、5:魚類、6:昆虫類、7:底

生動物、8その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（2/14)〕 

詳細部門 172 環境アセスメント 業務段階 1722 調査・計画（現況） 

172201 河川（湖沼開

発、放水路、堰）

関連 

1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172202 ダム関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172203 埋立・干拓関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172204 港湾関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172205 空港関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（3/14)〕 

詳細部門 172 環境アセスメント 業務段階 1722 調査・計画（現況） 

172206 発電所関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172207 道路関連 
1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172208 鉄道関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172209 下水道終末処

理場関連 

1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172210 宅地造成等面

的開発関連 

1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（4/14)〕 

詳細部門 172 環境アセスメント 業務段階 1722 調査・計画（現況） 

172211 工場・事業場関

連 

1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172212 レジャー施設

関連 

1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172213 廃棄物処理施

設関連 

1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172214 土砂採取関連 1. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（5/14)〕 

詳細部門 172 環境アセスメント 業務段階 1723 基本（予備・概略）設計

172301 河川（湖沼開

発、放水路、堰）

関連 

2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172302 ダム関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172303 埋立・干拓関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172304 港湾関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172305 空港関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（6/14)〕 

詳細部門 172 環境アセスメント 業務段階 1723 基本（予備・概略）設計

172306 発電所関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172307 道路関連 
2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172308 鉄道関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172309 下水道終末処

理場関連 

2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172310 宅地造成等面

的開発関連 

2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（7/14)〕 

詳細部門 172 環境アセスメント 業務段階 1723 基本（予備・概略）設計

172311 工場・事業場関

連 

2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172312 レジャー施設

関連 

2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172313 廃棄物処理施

設関連 

2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

172314 土砂採取関連 2. 環境要素

〔1:大気質、2:騒音、3:振動、4:水質、5:地形及び地質、6:動物、

7:植物、8:生態系、9:景観、10:人と自然との触れ合いの活動の場、

11:廃棄物等、12:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（8/14)〕 

詳細部門 173 環境管理計画 業務段階 1732 調査・計画 

 

173201 水環境管理 1. 河川種別  〔1:一級河川、2:二級河川、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

173202 河川空間環境

管理 

1.河川種別  〔1:一級河川、2:二級河川、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

173205 道路環境管理 1. 道路種別  〔1:国道、2:県道、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（9/14)〕 

詳細部門 174 環境整備 業務段階 1742 調査・計画 

174201 河川 1. 計画面積 m2

174202 砂防 1.計画面積 m2

174203 ダム 1. 計画面積 m2

174204 海岸 1.計画面積 m2

174205 港湾 1. 計画面積 m2

174206 空港 1.計画面積 m2

174207 道路 1. 計画面積 m2

174208 鉄道 1.計画面積 m2

174209 都市 1. 計画面積 m2
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技術データ一覧表〔17：建設環境（10/14)〕 

詳細部門 174 環境整備 業務段階 1743 基本（予備・概略）設計

174301 河川 1. 施設面積 m2

174302 砂防 1.施設面積 m2

174303 ダム 1. 施設面積 m2

174304 海岸 1.施設面積 m2

174305 港湾 1. 施設面積 m2

174306 空港 1.施設面積 m2

174307 道路 1. 施設面積 m2

174308 鉄道 1.施設面積 m2

174309 都市 1. 施設面積 m2
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技術データ一覧表〔17：建設環境（11/14)〕 

詳細部門 174 環境整備 業務段階 1744 実施（詳細）設計 

 

174401 河川 1. 施設面積                m2 

174402 砂防 1.施設面積                m2 

174403 ダム 1. 施設面積                m2 

174404 海岸 1.施設面積                m2 

174405 港湾 1. 施設面積                m2 

174406 空港 1.施設面積                m2 

174407 道路 1. 施設面積                m2 

174408 鉄道 1.施設面積                m2 

174409 都市 1. 施設面積                m2 
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技術データ一覧表〔17：建設環境（12/14)〕 

詳細部門 175 景観調査・設計 業務段階 1752 調査・計画 

175201 河川 1. 延長 m

175202 砂防 1.主ダム高    m

175203 ダム 1. ダム高  m

2.コンクリート量 m3

3.フィル堤体積 m3

175204 海岸 1. 延長 m

175205 港湾 1.延長 m

175206 空港 1. 施設面積 m2

175207 道路 1.延長 m

175208 鉄道 1. 延長 m

175209 橋梁 1.延長 m

．

．
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技術データ一覧表〔17：建設環境（13/14)〕 

詳細部門 175 景観調査・設計 業務段階 1753 基本（予備・概略）設計

 

175301 河川 1. 延長        m 

175302 砂防 1.主ダム高       m 

175303 ダム 1.ダム高         m 

2.コンクリート量             m3 

3.フィル堤体積             m3 

175304 海岸 1. 延長         m 

175305 港湾 1.延長         m 

175306 空港 1. 施設面積               m2 

175307 道路 1.延長         m 

175308 鉄道 1. 延長         m 

175309 橋梁 1.延長         m 

 

 

 

 

 

 

．

．
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技術データ一覧表〔17：建設環境（14/14)〕 

詳細部門 175 景観調査・設計 業務段階 1754 実施（詳細）設計 

175401 河川 1. 延長 m

175402 砂防 1.主ダム高  m

175403 ダム 1. ダム高  m

2.コンクリート量 m3

3.フィル堤体積 m3

175404 海岸 1. 延長 m

175405 港湾 1.延長 m

175406 空港 1. 施設面積 m2

175407 道路 1.延長 m

175408 鉄道 1. 延長 m

175409 橋梁 1.延長 m

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（1/12)〕 

詳細部門 181 建設機械 業務段階 1813 基本（予備・概略）設計

181301 土工用機械 1. 機械種別

〔1:ブルドーザ、2:パワーショベル、3:スクレーパ、4:トラクタショ

ベル、5:バックホウ、6:ドラグライン、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181302 運搬用機械 1.機械種別    〔1:トラック、2:ダンプトラック、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181303 クレーン・荷

役用機械 

1.機械種別  〔1:クローラクレーン、2:トラッククレーン、3:その

他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181304 基礎工事用機械 1.機械種別    〔1:バイブロハンマ、2:ディーゼルハンマ、3:油

圧ハンマ、4:クローラ式杭打機、5:油圧式杭打

機、6:アースオーガ、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181305 シールド・ト

ンネル用機械

1. 機械種別  〔1:T.B.M、2:シールド機、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181306 舗装・締固め

用機械 

1.機械種別

〔1:アスファルトプラント、2:アスファルトフィニッシャ、3:コンク

リートフィニッシャ、4:振動ローラ、5:ロードローラ、6:タイヤロ

ーラ、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181307 維持修繕用機

械 

1.機械種別  〔1:清掃車、2:草刈車、3:ラインマーカ、4:路面切削

機、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181308 除雪用機械 1.機械種別  〔1:ロータリ除雪機、2:除雪トラック、3:除雪ドーザ、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔18：機械（2/12)〕 

詳細部門 181 建設機械 業務段階 1814 実施（詳細）設計 

181401 土工用機械 2. 機械種別

〔1:ブルドーザ、2:パワーショベル、3:スクレーパ、4:トラクタショ

ベル、5:バックホウ、6:ドラグライン、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181402 運搬用機械 1.機械種別    〔1:トラック、2:ダンプトラック、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181403 クレーン・荷

役用機械 

1.機械種別  〔1:クローラクレーン、2:トラッククレーン、3:その

他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181404 基礎工事用機械 1.機械種別    〔1:バイブロハンマ、2:ディーゼルハンマ、3:油

圧ハンマ、4:クローラ式杭打機、5:油圧式杭打

機、6:アースオーガ、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181405 シールド・ト

ンネル用機械

2. 機械種別  〔1:T.B.M、2:シールド機、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181406 舗装・締固め

用機械 

1.機械種別

〔1:アスファルトプラント、2:アスファルトフィニッシャ、3:コンク

リートフィニッシャ、4:振動ローラ、5:ロードローラ、6:タイヤロ

ーラ、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181407 維持修繕用機

械 

1.機械種別  〔1:清掃車、2:草刈車、3:ラインマーカ、4:路面切削

機、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

181408 除雪用機械 1.機械種別  〔1:ロータリ除雪機、2:除雪トラック、3:除雪ドーザ、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔18：機械（3/12)〕 

詳細部門 182 ポンプ設備 業務段階 1823 基本（予備・概略）設計

182301 利水揚水（送

水、農業取水

等含む） 

1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182302 内水排除 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182303 道路排水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（4/12)〕 

詳細部門 182 ポンプ設備 業務段階 1823 基本（予備・概略）設計

182304 雨水排水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182305 上水送水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182306 下水処理 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（5/12)〕 

詳細部門 182 ポンプ設備 業務段階 1823 基本（予備・概略）設計

182307 冷却循環 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182308 揚水発電 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182310 共同溝排水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

．
どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（6/12)〕 

詳細部門 182 ポンプ設備 業務段階 1824 実施（詳細）設計 

182401 利水揚水（送

水、農業取水

等含む） 

1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182402 内水排除 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182403 道路排水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（7/12)〕 

詳細部門 182 ポンプ設備 業務段階 1824 実施（詳細）設計 

182404 雨水排水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182405 上水送水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182406 下水処理 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（8/12)〕 

詳細部門 182 ポンプ設備 業務段階 1824 実施（詳細）設計 

182407 冷却循環 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182408 揚水発電 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

182410 共同溝排水 1.ポンプ型式 〔1:縦軸斜流、2:縦軸軸流、3:横軸斜流、4:横軸軸

流、5:水中ポンプ、6:縦軸渦巻、7:横軸渦巻、8:

スクリュウ、9:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.総吐出量－１    m3/s

3.総吐出量－２    ﾘｯﾄﾙ/min

4.主ポンプ口径（ 大） mm

． どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．

どちらかを入力する。
1,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ /min 以上
0.1m3/s ＝ 6,000 ﾘ ｯ ﾄ ﾙ
/min 未満は 0.1m3/s を
入力する。 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（9/12)〕 

詳細部門 183 施工設備 業務段階 1833 基本（予備・概略）設計

183301 骨材運搬設備 1.設備種別  〔1:ダンプトラック、2:ベルトコンベア、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    t/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183302 骨材製造設備 1.設備種別    〔1:発破骨材採取骨材プラント、2:河川砂利採取、

3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    t/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183303 コンクリート

製造設備 

1.設備種別  〔1:重力式ミキサ、2:強制練ミキサ、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183304 コンクリート

運搬設備 

1.設備種別  〔1:トラックミキサ、2:索道、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183305 コンクリート

打設設備 

1.設備種別  〔1:コンクリートポンプ、2:バケット、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力  m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（9/12)〕 

詳細部門 183 施工設備 業務段階 1833 基本（予備・概略）設計

183306 濁水処理設備 1.設備種別 〔1:粗粒分離設備、2:凝集沈殿設備、3:中和設備、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183307 コンクリート

冷却設備 

1.設備種別  〔1:ポンプ設備、2:配管設備、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    JRT

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（10/12)〕 

詳細部門 183 施工設備 業務段階 1834 実施（詳細）設計 

183401 骨材運搬設備 1.設備種別  〔1:ダンプトラック、2:ベルトコンベア、3:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    t/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183402 骨材製造設備 1.設備種別 〔1:発破骨材採取骨材プラント、2:河川砂利採取、 

3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    t/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183403 コンクリート

製造設備 

1.設備種別  〔1:重力式ミキサ、2:強制練ミキサ、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183404 コンクリート

運搬設備 

1.設備種別  〔1:トラックミキサ、2:索道、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力    m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183405 コンクリート

打設設備 

1.設備種別  〔1:コンクリートポンプ、2:バケット、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

2.設備能力  m3/h

（２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

．

．

．

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（10/12)〕 

詳細部門 183 施工設備 業務段階 1834 実施（詳細）設計 

 

183406 濁水処理設備 1.設備種別  〔1:粗粒分離設備、2:凝集沈殿設備、3:中和設備、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.設備能力          m3/h 

  （２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

183407 コンクリート

冷却設備 

 

1.設備種別  〔1:ポンプ設備、2:配管設備、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.設備能力          JRT 

  （２系列以上の場合は 大値を入力する。） 

．

．
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技術データ一覧表〔18：機械（11/12)〕 

詳細部門 184 機械器具設備 業務段階 1843 基本（予備・概略）設計

 

184301 電気集塵機 1.型式  〔1:乾式、2:湿式、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.機械能力         m3/min 

184302 フィルター式

集塵機 

1.機械能力         m3/min 

184305 下水道送風機

設備 

1.設備能力         m3/min 

184313 昇降設備（エ

レベータ等）

1.型式  〔1:エレベータ、2:リフト、3:インクライン、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

184315 除塵機 1.型式  〔1:定置式前面掻工背面降下型、2:トラッシュカー式、3:

ネット式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.除塵量         m3 

3.１台当り外寸法 

 1)高さ       m 

 2)幅        m 

 

 

 

．

．

．

．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔18：機械（12/12)〕 

詳細部門 184 機械器具設備 業務段階 1844 実施（詳細）設計 

 

184401 電気集塵機 1.型式  〔1:乾式、2:湿式、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.機械能力        m3/min 

184402 フィルター式

集塵機 

1.機械能力        m3/min 

184405 下水道送風機

設備 

1.設備能力        m3/min 

184413 昇降設備（エ

レベータ等）

1.型式  〔1:エレベータ、2:リフト、3:インクライン、4:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

184415 除塵機 1.型式  〔1:定置式前面掻工背面降下型、2:トラッシュカー式、3:

ネット式、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.除塵量         m3 

3.１台当り外寸法 

 1)高さ       m 

 2)幅        m 

 

 

 

．

．

．

．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（1/9)〕 

詳細部門 311 通信施設 業務段階 3112 調査・計画 

 

311202 無線回線調査

計画 

1.施設種別  〔1:多重無線、2:単信無線、3:衛星通信、4:移動体通

信、5:路車間通信設備、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.回線容量            Kbps 

3.回線の周波数帯         MHz 

4.回線状況  〔1:現回線、2:新回線、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

311203 有線回線調査

計画 

1.施設種別  〔1:光ケーブル、2:メタルケーブル、3:NTT、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4.回線状況  〔1:現回線、2:新回線、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（2/9)〕 

詳細部門 311 通信施設 業務段階 3113 基本（予備・概略）設計

 

311301 多重回線設計 1.回線容量            Kbps 

2.回線の周波数帯       GHz 

3.回線のスパン数      スパン 

4.反射板の有無  〔1:有、2:無〕 

311302 単信回線設計 1.基地局数    局 

2.端末局数    局 

3.中継局数    局 

4.中継方式  〔1:V－V、2:μ－V、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.回線の周波数帯      MHz 

6.回線のスパン数      スパン 

311303 移動通信シス

テム設計 

1.基地局数    局 

2.端末局数    局 

3.中継局数    局 

4.回線の周波数帯      MHz 

5.回線のスパン数      スパン 

311304 有線回線設備

設計 

1.施設種別  〔1:光ケーブル、2:メタルケーブル、3:NTT、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施工方法  〔1:架空、2:埋設、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（2/9)〕 

詳細部門 311 通信施設 業務段階 3113 基本（予備・概略）設計

 

311306 鉄塔・反射板

設計 

1. 鉄塔 （代表的な鉄塔について入力する。） 

 1)高さ      m 

 2)基数     基 

 3)リング数    段 

2.反射板（代表的な反射板について入力する。） 

 1)地上高      m 

 2)基数    基 

 3)反射板面積         m2 ．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（3/9)〕 

詳細部門 311 通信施設 業務段階 3114 実施（詳細）設計 

 

311401 多重回線設計 1.回線容量            Kbps 

2.回線の周波数帯       GHz 

3.回線のスパン数      スパン 

4.反射板の有無  〔1:有、2:無〕 

311402 単信回線設計 1.基地局数    局 

2.端末局数    局 

3.中継局数    局 

4.中継方式  〔1:V－V、2:μ－V、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.回線の周波数帯      MHz 

6.回線のスパン数      スパン 

311403 移動通信シス

テム設計 

1.基地局数    局 

2.端末局数    局 

3.中継局数    局 

4.回線の周波数帯      MHz 

5.回線のスパン数      スパン 

311404 有線回線設備

設計 

1.施設種別  〔1:光ケーブル、2:メタルケーブル、3:NTT、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施工方法  〔1:架空、2:埋設、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（3/9)〕 

詳細部門 311 通信施設 業務段階 3114 実施（詳細）設計 

 

311406 鉄塔・反射板

設計 

 

1. 鉄塔 （代表的な鉄塔について入力する。） 

 1)高さ      m 

 2)基数    基 

 3)リング数    段 

2.反射板（代表的な反射板について入力する。） 

 1)地上高      m 

 2)基数    基 

 3)反射板面積         m2 ．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（4/9)〕 

詳細部門 312 電気施設 業務段階 3122 調査・計画 

 

312201 河川施設 1.施設種別  〔1:高圧受変電設備、2:低圧受変電設備、3:発電設備、

4:無停電電源設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312202 ダム施設 1.施設種別  〔1:高圧受変電設備、2:低圧受変電設備、3:発電設備、

4:無停電電源設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312203 道路施設 1.施設種別  〔1:高圧受変電設備、2:低圧受変電設備、3:発電設備、

4:無停電電源設備、5:照明灯、6:融雪設備、7:その

他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（5/9)〕 

詳細部門 312 電気施設 業務段階 3123 基本（予備･概略）設計

 

312301 電源設備設計 1.設備種別  〔1:高圧受変電設備、2:低圧受変電設備、3:発電設備、

4:無停電電源設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.規模  〔1:特別高圧、2:高圧、3:低圧、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.受電電圧         V 

4.発電電圧         V 

5.負荷容量         kVA 

6.発電容量         kVA 

7.盤数    面 

8.エンジン型式  〔1:ディーゼル、2:ガスタービン、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312302 配電線路設計 1.方式  〔1:架空、2:埋設、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.線種  〔1:CV、2:IV、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.延長      m 

4.受電電圧  〔1:高圧、2:低圧、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312303 防災設備設計 1.設備種別  〔1:トンネル非常用警報設備、2:火災感知設備、3:交

通量観測設備、4:気象観測設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（5/9)〕 

詳細部門 312 電気施設 業務段階 3123 基本（予備･概略）設計

 

312304 照明設備設計 1.ランプ種別  〔1:蛍光水銀灯、2:高圧ナトリウム灯、3:メタルハ

ライド、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.灯数      灯 

3.ランプ規格       kW 

4.設計照度       lx 

5.施設種別  〔1:道路、2:トンネル、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312305 情報表示施設

設計 

1.表示板型式  〔1:門柱 A 型、2:F 柱 B 型、3:門柱 hLn 型、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施設種別  〔1:道路、2:河川、3:砂防、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.回線種別  〔1:無線、2:有線、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 

．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（6/9)〕 

詳細部門 312 電気施設 業務段階 3124 実施（詳細）設計 

 

312401 電源設備設計 1.設備種別  〔1:高圧受変電設備、2:低圧受変電設備、3:発電設備、

4:無停電電源設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.規模  〔1:特別高圧、2:高圧、3:低圧、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

8.受電電圧         V 

9.発電電圧         V 

10.負荷容量         kVA 

11.発電容量         kVA 

12.盤数    面 

8.エンジン型式  〔1:ディーゼル、2:ガスタービン、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312402 配電線路設計 1.方式  〔1:架空、2:埋設、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.線種  〔1:CV、2:IV、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

5.延長      m 

6.受電電圧  〔1:高圧、2:低圧、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312403 防災設備設計 1.設備種別  〔1:トンネル非常用警報設備、2:火災感知設備、3:交

通量観測設備、4:気象観測設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（5/9)〕 

詳細部門 312 電気施設 業務段階 3124 実施（詳細）設計 

 

312404 照明設備設計 1.ランプ種別  〔 1:蛍光水銀灯、2:高圧ナトリウム灯、

3:メタルハライド、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.灯数      灯 

6.ランプ規格       kW 

7.設計照度       lx 

8.施設種別  〔1:道路、2:トンネル、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

312405 情報表示施設

設計 

1.表示板型式  〔1:門柱 A 型、2:F 柱 B 型、3:門柱 hLn 型、

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.施設種別  〔1:道路、2:河川、3:砂防、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.回線種別  〔1:無線、2:有線、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

 
 

 

．
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（7/9)〕 

詳細部門 313 制御処理システム 業務段階 3132 調査・計画 

 

313201 河川施設 1.種別  〔1:河川(洪水)情報処理設備、2:テレメータ設備、3:その

他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313202 ダム施設 1.種別  〔1:放流制御処理設備、2:ダム諸量処理設備、3:テレメー

タ設備、4:放流警報設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313203 道路施設 1.種別  〔1:道路情報処理設備、2:気象観測設備、3:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（8/9)〕 

詳細部門 313 制御処理システム 業務段階 3133 基本（予備・概略）設計

 

313301 河川情報設備

設計 

1.種別  〔1:雨量、2:水位、3:流入量、4:放流量、5:貯留量、 

6:注意報･警報、7:体制区分、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313302 ダム制御設備

設計 

1.対象ゲート         

〔1:非常用放流設備、2:常用放流設備、3:水位維持放流設備、4:利水

放流設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.制御方式 

〔1:自然調節、2:定率定量、3:一定量、4:定水位、5設定流量、 

6:ただし書、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313303 道路情報施設

設計 

1.種別  〔1:雨量、2:気温、3:風向風速、4:路面状態、5:除雪情報、

6:通行規制、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.道路またはトンネルの長さ         m 

313304 監視制御設備

設計 

1.設備種別  〔1:遊水池、2:排水機場、3:水門、4:トンネル、 

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313305 CCTV 設備設

計 

1.監視対象物  〔1:放流設備、2:排水機場、3:水門、4:道路、 

5:河川、6:トンネル、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.カメラ数    台 
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技術データ一覧表〔31：建設電気通信（9/9)〕 

詳細部門 313 制御処理システム 業務段階 3134 実施（詳細）設計 

 

313401 河川情報設備

設計 

1.種別  〔1:雨量、2:水位、3:流入量、4:放流量、5:貯留量、 

6:注意報･警報、7:体制区分、8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313402 ダム制御設備

設計 

1.対象ゲート         

〔1:非常用放流設備、2:常用放流設備、3:水位維持放流設備、       

4:利水放流設備、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.制御方式 

〔1:自然調節、2:定率定量、3:一定量、4:定水位、5設定流量、     

6:ただし書、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313403 道路情報施設

設計 

1.種別  〔1:雨量、2:気温、3:風向風速、4:路面状態、5:除雪情報、

6:通行規制、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.道路またはトンネルの長さ         m 

313404 監視制御設備

設計 

1.設備種別  〔1:遊水池、2:排水機場、3:水門、4:トンネル、 

5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

313405 CCTV 設備設

計 

1.監視対象物  〔1:放流設備、2:排水機場、3:水門、4:道路、 

5:河川、6:トンネル、7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.カメラ数    台 
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技術データ一覧表〔37：測 量（1/11)〕 

詳細部門 371 基本測量 業務段階 3712 基準点測量 

 

371201 基準点測量 1.等級区分   〔1:高度基準点、2:二次基準点、3:四等三角点、 

4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.点数           点 

371202 水準測量 1.等級区分   〔1:１等、2:２等、3:渡海(河)、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.測定距離                   km 

371299 その他 1.新点数           点 

2.測定距離                 km 

3.面積                    km2 

 

．

 ．

．

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

 152

 

技術データ一覧表〔37：測 量（2/11)〕 

詳細部門 371 基本測量 業務段階 3713 地形測量 

 

371301 国土基本図作

成 

1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2  

3.面数              面 

371302 地形図作成 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2  

3.面数              面 

371303 写真図 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2  

3.面数              面 

371304 空中写真撮影 1.フィルムの種類       〔1:カラー､2:モノクロ〕 

2.縮尺  １／ 

3.面積                    km2 

371399 その他 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2  

3.面数              面 

 ．

 ．

 ．

 ．

 

 

 

 

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（3/11)〕 

詳細部門 371 基本測量 業務段階 3714 数値地形測量 

 

371401  ディジタルマ

ッピング 

1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                   km2 

3.面数               面 

371402 既成図数値化 1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                   km2 

3.面数              面 

371403 数値地形図修

正 

1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                   km2 

3.面数              面 

371404 空間データ基

盤作成 

1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                   km2 

3.面数              面 

371499 その他 1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                   km2 

3.面数              面 

 ．

 ．

 ．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（4/11)〕 

詳細部門 371 基本測量 業務段階 3715 地理調査 

 

371501 湖沼･沿岸海

域調査 

1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数              面 

371502 地形分類調査 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数              面 

371503 土地利用調査 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数              面 

371599 その他 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数              面 

 

 

 

 

 ．

 ．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（5/11)〕 

詳細部門 371 基本測量 業務段階 3716 地図調製 

 

371601 地図編集 1.縮尺  １／ 

2.面数              面 

371602 地図製図 1.縮尺  １／ 

2.面数              面 

371699 その他 1.縮尺  １／ 

2.面数              面 

 

 

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

 156

 

技術データ一覧表〔37：測 量（6/11)〕 

詳細部門 372 公共測量 業務段階 3722 基準点測量 

 

372201 基準点測量 1.等級区分    〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.新点数           点 

3.永久標識の有無    〔1:有､2:無〕 

372202 水準測量 1.等級区分    〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:簡易、 

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.測定距離                    km 

3.永久標識の有無    〔1:有､2:無〕 

372299 その他 1.新点数           点 

2.測定距離                 km 

3.面積                    km2 

．

．

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（7/11)〕 

詳細部門 372 公共測量 業務段階 3723 地形測量 

 

372301 都市計画図作

成 

1.縮尺  １／ 

2.面積                          km2 

3.面数           面 

372302 地形図作成 1.縮尺  １／ 

2.面積                          km2 

3.面数           面 

372303 写真図 1.縮尺  １／ 

2.面積                          km2 

3.面数           面 

372304  空中写真撮影 1.フィルムの種類    〔1:カラー､2:モノクロ〕 

2.縮尺  １／ 

3.面積                     km2 

372399 その他 1.縮尺  １／ 

2.面積                          km2 

3.面数           面 

 

 

 

 

 ．

 ．

 ．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（8/11)〕 

詳細部門 372 公共測量 業務段階 3724 数値地形測量 

 

372401 ディジタルマ

ッピング 

1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:GIS 関連業務､8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                          km2 

3.面数           面 

372402 既成図数値化 1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:GIS 関連業務､8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                          km2 

3.面数           面 

372403 数値地形図修

正 

1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:GIS 関連業務､8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                          km2 

3.面数            面 

372499 その他 1.地図情報レベル   〔1:250､2:500､3:1000､4:2500､5:5000､6:10000､

7:GIS 関連業務､8:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.面積                          km2 

3.面数            面 

 ．

 

 

 

 

 ．

 ．

． 
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技術データ一覧表〔37：測 量（9/11)〕 

詳細部門 372 公共測量 業務段階 3725 地図調製 

 

372501 地図編集 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数           面 

372502 地図製図 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数            面 

372599 その他 1.縮尺  １／ 

2.面積                    km2 

3.面数           面 

 

 

 

 ．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（10/11)〕 

詳細部門 372 公共測量 業務段階 3726 応用測量 

 

372601 路線測量 1.縮尺  １／ 

2.測定距離                 km 

372602 河川測量 1.縮尺  １／ 

2.測定距離                 km 

3.断面の本数              本 

372603 用地測量 1.縮尺  １／ 

2.面積                       km2 

372604 深浅･汀線測

量 

1.測定距離                 km 

2.面積                 km2 

372699 その他 1.測定距離                 km 

2.面積                 km2 

．

．

．

．

．

 ．

 ．
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技術データ一覧表〔37：測 量（11/11)〕 

詳細部門 379 その他 業務段階  

 

379000 その他 1.測量種別    〔1:基準点測量､2:水準測量､3:地形測量､4:数値地形

測量､5:応用測量､6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2.等級区分    〔1:１級、2:２級、3:３級、4:４級、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3.新点数            点 

 4.測定距離                 km 

5.面積                          km2 

6.縮尺  １／ 

 

 

．

 ．
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技術データ一覧表〔38：補 償（1/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381201 土地調査 1. 地図(公図)転写 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

2. 転写連続図作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

3. 地積測量図転写 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

4. 土地登記簿調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

5. 建物登記簿調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

6. 登記名義人住民票等調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

7. 登記名義人戸籍簿等調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

8. 相続関係調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

9. 所有権確認聞込調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

10. 所有権以外の権利調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

11. 土地境界確認 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

12. 土壌汚染に関する土地利用履歴調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

381202 土地評価 1. 土地所有権評価 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

2. 区分所有権評価 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

3. 区分地上権評価 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 
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技術データ一覧表〔38：補 償（2/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381203 物件 
1. 木造建物調査算定 

   〔1:住宅、2:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2. 木造特殊建物調査算定 

   〔1:神社、2:仏閣、3:教会堂、4:茶室、5:土蔵、6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3. 非木造建物調査算定 

    〔1:鉄筋コンクリート構造、2:鉄骨鉄筋コンクリート構造、    

3:重量鉄骨構造、4:軽量鉄骨構造、5:石造・煉瓦造・ブロック造、

6:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

4. 予備調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

5. 移転工法案検討 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

6. 照応建物設計 

   〔1:住宅、2:店舗、3:工場、4:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

7. 独立工作物調査算定 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

8. 庭園設備調査算定 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

9. 墳墓調査算定 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

10. 立竹木調査算定 

    〔1:庭木、2:山林立木、3:収穫樹、4:国有林、5:その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

11. 附帯工作物調査算定 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

12. 再算定 

    〔1: 木造建物、2:木造特殊建物、3:非木造建物、4:附帯工作物、

5:独立工作物、6:庭園、7:庭木、8:山林立木、9:収穫樹、10:国

有林、11:墳墓〕 
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技術データ一覧表〔38：補 償（3/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381204 機械工作物 
1. 機械設備調査算定 

    〔1:燃料供給設備、2:修理設備、3:娯楽・スポーツ設備、4:製造設

備、5:精密機械設備、6:プラント設備、7:処理設備、8:その他〕

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

2. 生産設備調査算定 

   〔1: 製造設備、2:営業設備、3: その他〕 

「その他」場合は、20 文字以内で記入してください。 

                    
 

3. 再算定 

   〔1: 機械設備、2:生産設備〕 
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技術データ一覧表〔38：補 償（4/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381205 営業補償・特

殊補償 

1. 営業調査算定 

    〔1: 製造業、2：建設業、3：卸売業、4：販売業、5:飲食店業、 

6:サービス業〕 

2. 営業調査再算定 

    〔1: 製造業、2：建設業、3：卸売業、4：販売業、5:飲食店業、 

6:サービス業〕 

3. 特殊補償 

    〔1: 漁業権、2：鉱業権、3：採石権、4：水利権、5:温泉利用権〕
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技術データ一覧表〔38：補 償（5/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381206 事業損失 
1. 日照 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

2. 電波 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

3. 水枯渇 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

4. 地盤変動 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

5. 農作物 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

6. 騒音・振動 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

7. 臭気 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

8. 不定形事業損失 

    〔1：事前調査、2：事後調査、3：補償額算定、4：費用負担説明〕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。



技術データ一覧表 

 167

 

技術データ一覧表〔38：補 償（6/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381207 補償関連 1. 意向調査 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

2. 生活再建調査 
〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

3. システムデータ整備 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

4. 調査研究 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

5. 補償説明 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

6. 資料作成整理等 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

7. 精度監理業務 

    〔1:木造特殊建物、2:非木造建物、3:機械設備、4:生産設備、 

5:営業調査、6:移転工法案の作成、7:照応建物の詳細設計〕 

8. 事業認定申請図書作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

9. 裁決申請図書作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

10. 明渡裁決申立図書作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

11. 国有林野所管換申請図書作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

12. 保安林解除申請図書作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

13. その他 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 
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技術データ一覧表〔38：補 償（6/6)〕 

詳細部門 381 補償 業務段階 3812 補償 

 

381208 総合補償 1. 公共用地取得計画図書の作成 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

2. 公共用地取得に関する工程管理 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

3. 補償に関する相談 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

4. 関係住民等に対する補償方針に関する説明 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

5. 公共用地交渉 

〔実施した場合、「今回登録する業務で実施」を選択してください。〕 

 

 
 

※本資料に掲載している各番号（コード）は、2009年以前の実績データ登録時に使用していた内容です。
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