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令和元年版 治山林道必携 調査・測量・設計編 の訂正について（ご案内） 

  

お客様におかれましては、当協会発行の書籍をご利用いただきありがとうございます。 

さて、令和元年７月に発行した見出しの書籍につきましては、令和元年９月 18日に林野

庁から追加の正誤が発表されました。本訂正は、この林野庁正誤表に対応するとともに、そ

の他の訂正を要する事項を併せまして、以下のとおり謹んでお知らせ致します。皆様にはご

不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。  

 

❶（訂正箇所）治山林道必携（調査・測量・設計編）目次 ５ 

（誤） ５ 国有林野事業の建設工事に係る設計業務の請負契約  

（正） ５ 国有林野事業の建設工事に係る設計業務の請負契約書 

 

❷（訂正箇所）40 ページ ２－３－４ 直接調査費の算出（注） 

（誤） せん孔深度の補整係数は、…… 

（正） せん孔深度の補正係数は、…… 

 

❷（訂正箇所）63 ページ 解析等調査業務費（表）下部３行 

（誤） 

報告書とりまとめ 1.5 2.0 4.0    

照      査 0.5 0.8          

合 計 3.2 9.5 12.0 5.0 2.0  

（正）  

照      査 0.5 0.8          

報告書とりまとめ 1.5 2.0 4.0    

合 計 3.2 9.5 12.0 5.0 2.0  

 

❷（訂正箇所）152 ページ 打合せ会議 ２ 

（誤） ……打合会数を増減する。 

（正） ……打合回数を増減する。 

 

❷（訂正箇所）205 ページ ５－３ 保安林調査 表欄外（注）２． 

（誤） ……精度管理費係数の対象としない。 

（正） ……精度管理費の対象としない。 

 

❷（訂正箇所）206 ページ ５－４ 土壌汚染対策調査 表欄外（注）４． 

（誤） ……精度管理費係数の対象としない。 
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（正） ……精度管理費の対象としない。 

 

❷（訂正箇所）342 ページ ２－１－１ 治山ダム予備設計 表 主任技師の合計欄 

（誤） 6.6 

（正） 7.2 

 

❷（訂正箇所）349 ページ ２－３－４ 流木対策工詳細設計 １標準歩掛 

（誤） ……新設の実施設計の歩掛である。 

（正） ……新設の詳細設計の歩掛である。 

 

❷（訂正箇所）349 ページ ２－３－４ 流木対策工詳細設計 表下（注）３． 

（誤） ……仮説構造物設計」…… 

（正） ……仮設構造物設計」…… 

 

❷（訂正箇所）350 ページ ２－４－１ 流路工実施設計 １標準歩掛 

（誤） ……250ｍを越え 1,000ｍ以下…… 

（正） ……250ｍを超え 1,000ｍ以下…… 

 

❷（訂正箇所）392 ページ ６－１－３ もたれ式、井桁、大型ブロック積擁壁実施設計 

      １標準歩掛 （注）３． 

（誤） 形式比検討を行う…… 

（正） 形式比較検討を行う…… 

 

❷（訂正箇所）393 ページ ６－１－４ 補強土実施設計（テールアルメ、多数アンカー式

擁壁等） １標準歩掛 （注）３． 

（誤） 形式比検討を行う…… 

（正） 形式比較検討を行う…… 

 

❷（訂正箇所）402 ページ ６－４ 雪崩予防施設実施設計 ３タイプ数 (1) 表 

箇所数欄 

（誤） ……設計行うタイプ数 

（正） ……設計を行うタイプ数 

 

❷（訂正箇所）411 ページ ６－７－１ 橋梁上部工【実施設計】 ２全体補正 (2)（注） 

（誤） ……設計歩係の補正は行わない。 

（正） ……設計歩掛の補正は行わない。 
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❸（訂正箇所）518 ページ 目次 

（誤） 第２編 測量業務標準仕様書…… 

（正） 第２編 測量業務等標準仕様書…… 

 

❸（訂正箇所）559 ページ 第 1504 条 業務内容 ７ 報告書作成 

（誤） 第 1502 条第７項に準じるものとする。 

（正） 第 1502 条第８項に準じるものとする。 

 

❸（訂正箇所）581 ページ 目次 

582～646 各ページ 左ヘッダー 

（誤） 第２編 測量業務標準仕様書 

（正） 第２編 測量業務等標準仕様書 

 

❸（訂正箇所）587 ページ 第 2101 条 適 用 

（誤） １ 測量業務標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は…… 

（正） １ 測量業務等標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は…… 

 

❸（訂正箇所）594 ページ 第 2113 条 業務計画書 ７ 報告書作成 

（誤） ……及び第 2138 条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとす

る。 

（正） ……及び第 2138 条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 

 

❸（訂正箇所）635 ページ 第 2405 条 ３ (3) ア 測深機器 

（誤） ……使用する音響測深機は「表２－１音響測深機の性能…… 

なお、特記仕様書に定めがなく、表２－１に示す…… 

（正） ……使用する音響測深機は表４－１「音響測深機の性能…… 

なお、特記仕様書に定めがなく、表４－１に示す…… 

 

❸（訂正箇所）724 ページ 第 3326 条 13 報告書作成 (3) 

（誤） (3) 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、「表３－11設計…… 

（正） (3) 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、表３－11「基本設計…… 

 

❸（訂正箇所）795 ページ 第 3705 条 全体計画作成 １ 計画の立案) 

（誤） 第 3702 条第２項から第３項及び第 3704 条第１項の…… 

（正） 第 3702 条第２項から第４項及び第 3704 条第１項の…… 
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❸（訂正箇所）800 ページ 第 3706 条 予測・評価 

（誤） ……及び第 3704 条第１項から第 3704 条第８項の調査…… 

（正） ……及び第 3704 条第１項から第８項の調査…… 

 

❶（訂正箇所）864 ページ Ⅳ⑵表の欄外 

（誤） 「指定」とは、…… 

（正） ※「指定」とは、…… 

 

❶（訂正箇所）873 ページ 出版物のご案内 

 治山林道必携 積算・施工編（元年版） 定価欄 

（誤） 7,500 円 

（正） 7,600 円 

 

 

訂正箇所左の丸数字は、掲載した版に対応しています。 

 

令和元年 9月 26 日 第 3版  

（令和元年 9月 5日 第 2版） 

（令和元年 8月 30日 第 1 版） 


