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１．本書の位置付け

２．対象となる工事

３．ファイル名設定形式

舗装工事台帳のファイル名

ハイフン（半角） ハイフン（半角）

－××－△△－ □ － － ⊿ .xls

ハイフン（半角） ハイフン（半角） ハイフン（半角）

- 03 - YN - L - - 1 .xls

事業名路線番号

       D100

D100

　舗装工事台帳(エクセル様式)は、以下の図 3.1の形式で設定します。

３－１

　なお、路線番号は、各区役所まちづくり整備課管理係、又は本庁舎12Ｆ建
設局総務部管理課にある、「北九州市道路台帳（路線網図）」で閲覧できま
す。

　本書は、舗装工事台帳及び添付図面（位置図・平面図）を作成し、ＣＤ－
Ｒ等の電子媒体で市に提出するに当たり、ファイル名の設定方法について定
めたものであり、舗装工事台帳の作成・収集体制の円滑な実施を支援するも
のです。

　対象となる工事は、土地区画整理組合や市街地再開発組合等、北九州市以
外の事業施行者が行う舗装工事等です。なお、北九州市道路管理者以外が管
理している既存道路を、建設局に管理引継ぎする場合も、これに含みます。

○･･○ ◇･･◇

図 3.1　舗装工事台帳のファイル名設定形式

　例えば、以下の様になります。

EINOMARUNORIMATU

事業施行者名 「工区分け」や、

永犬丸・則松土地区画整理組合区画整理 「上り下り分け」無し

竣工年度

2003年度

行政区

八幡西

路線番号を、半角の算
用数字で記載します。
★舗装工事台帳作成時
点で、路線番号が未定
の場合は仮称とし、先頭
に「仮」と認識するために
半角大文字Dをつけて、
D○○○とします。

竣工年度の西暦
下2桁を、半角
の算用数字で、
記載します。

行政区名の記号を、半
角大文字のアルファベッ
トで、記載します。
★行政区名の記号は、
５ページの表　資料.1 行
政区記号表を参照して
下さい。

舗装工事台帳様式の整理番号の内、
「工区番号」を、半角の算用数字で記
載します。
★「工区番号」は、複数工区有る場合
や、上り下りの施工延長が異なる場合
等に、舗装工事台帳を分けて作成す
る時の枝番号です。分けが無い場合
の「工区番号」は１です。

事業名の記号を、半角
大文字のアルファベット
で、記載します。
★事業名の記号は、５
ページの表　資料.３ 事
業種別記号表を参照し
て下さい。

事業施行者名を簡潔に、半
角大文字のアルファベットで、
記載します。
★文字数は、事業施行者の
名称が判る程度とします。
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添付図面のファイル名

【位置図】

ハイフン（半角） ハイフン（半角）

.pdf
－××－△△－ □ － －■■ 又は

.xdw
ハイフン（半角） ハイフン（半角） ハイフン（半角）

- 03 - YN - L - - LC

事業名

D100 EINOMARUNORIMATU

　例えば、以下の様になります。

 .pdf
又は

事業施行者名 図面種別

位置図

○･･○ ◇･･◇

路線番号

       D100

竣工年度 行政区

2003年度 八幡西

図 3.2　添付図面のファイル名設定形式（位置図）

３－２

　添付図面のうち、位置図は以下の図3.2、平面図は図3.3の形式で設定しま
す。３－１同様、路線番号は各区役所まちづくり整備課管理係、又は本庁舎
12Ｆ建設局総務部管理課にある、「北九州市道路台帳（路線網図）」で閲覧
できます。
　なお、添付図面の様式は、PDFまたはDW（ドキュワークス）となります。

 .xdw

区画整理 永犬丸・則松土地区画整理組合

路線番号を、半角の算
用数字で記載します。
★舗装工事台帳作成時
点で、路線番号が未定
の場合は仮称とし、先頭
に「仮」と認識するため
に半角大文字Dをつけ
て、D○○○とします。

竣工年度の西暦
下2桁を、半角の
算用数字で、記
載します。

行政区名の記号を、
半角大文字のアルファ
ベットで、記載します。
★行政区名の記号
は、５ページの表　資
料.1 行政区記号表を
参照して下さい。

位置図の記号を半角大文字のアルファ
ベットで記載します。
★位置図の記号は、５ページの表　資
料.2 図面種別記号表を参照して下さい。

事業名の記号を、半角
大文字のアルファベット
で、記載します。
★事業名の記号は、５
ページの表　資料.３ 事
業種別記号表を参照し
て下さい。

事業施行者名を簡潔に、半
角大文字のアルファベットで、
記載します。
★文字数は、事業施行者の
名称が判る程度とします。
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【平面図】

ハイフン（半角） ハイフン（半角）               ハイフン（半角）

.pdf
－××－△△－ □ － － ⊿ － ■■ 又は

.xdw
ハイフン（半角） ハイフン（半角） ハイフン（半角）

 .pdf
- 03 - YN - L - - 1 - PL 又は

 .xdw
事業名 　図面種別

　平面図

　例えば、以下の様になります。

       D100

○･･○

八幡西 区画整理 永犬丸・則松土地区画整理組合

「工区分け」や、路線番号

「上り下り分け」無し2003年度

◇･･◇

D100 EINOMARUNORIMATU

竣工年度 行政区 事業施行者名

図 3.3　添付図面のファイル名設定形式（平面図）

路線番号を、半角の
算用数字で記載しま
す。
★舗装工事台帳作成
時点で、路線番号が
未定の場合は仮称と
し、先頭に「仮」と認識
するために半角大文
字Dをつけて、D○○
○とします。

竣工年度の西暦下2
桁を、半角の算用数
字で、記載します。

平面図の記号を半
角大文字のアル
ファベットで記載し
ます。
★平面図の記号
は、５ページの表
資料.2 図面種別
記号表を参照して
下さい。

行政区名の記号を、
半角大文字のアルファ
ベットで、記載します。
★行政区名の記号
は、５ページの表　資
料.1 行政区記号表を
参照して下さい。

舗装工事台帳様式の整理番号の内、
「工区番号」を、半角の算用数字で記載
します。
★「工区番号」は、複数工区有る場合
や、上り下りの施工延長が異なる場合
等に、舗装工事台帳を分けて作成する
時の枝番号です。分けが無い場合の
「工区番号」は１です。

事業名の記号を、
半角大文字のア
ルファベットで、記
載します。
★事業名の記号
は、５ページの表
資料.３ 事業種別
記号表を参照して
下さい。

事業施行者名を簡
潔に、半角大文字の
アルファベットで、記
載します。
★文字数は、事業施
行者の名称が判る
程度とします。
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４．工区番号が２以上の場合のファイル名設定例

路線番号：D100、竣工年度：2006年度、行政区：門司区、事業名：区画整理事業
事業施行者名：大里本町土地区画整理組合、「工区分け」や「上り下り分け」等：
「上り」と「下り」の２つに分けて、舗装工事台帳を作成する 　　　の場合

【舗装工事台帳のファイル名】
- 06 - MJ - L - DAIRIHONMATI - 1 .xls
- 06 - MJ - L - DAIRIHONMATI - 2 .xls

【添付図面(位置図)のファイル名】
- 06 - MJ - L - DAIRIHONMATI - LC

【添付図面(平面図)のファイル名】
- 06 - MJ - L - DAIRIHONMATI - 1 - PL

- 06 - MJ - L - DAIRIHONMATI - 2 - PL

５．ファイル名設定についての問い合わせ先

図 4.1　工区番号が２以上の場合のファイル名設定例

または

　北九州市建設局道路部道路維持課　舗装工事台帳担当

                             ℡(093)582-2274     Fax(093)582-2792

　なお、「上り」と「下り」、どちらを１、２としても、構いません。

 .pdf

または

D100

D100 または
 .xdw

 .xdw

 .xdw
 .pdf

D100

D100

D100

 .pdf

　ファイル名の設定例は、以下、図4.1を参照して下さい。
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資料：行政区記号表・図面種別記号表・事業種別記号表

八幡東 YH

八幡西 YN

　行政区名の記号は、表 資料.1で該当するものを、図面種別の記号は、

行　政　区 記　　　号

門司 MJ

小倉北

位置図

戸畑

若松

LC

TB

WM

　表　資料.3　事業種別記号表

事  業　種　別 記　　　号

のを、記載して下さい。

平面図 PL

表 資料.1 行政区記号表

表 資料.2で該当するものを、事業名の記号は、表 資料.3で該当するも

　表　資料.2　図面種別記号表

図　面　種　別 記　　　号

KK

小倉南 KM

その他事業 J

区画整理事業 L

市街地再開発事業 U
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