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1. はじめに 

1.1. 導入目的 

群馬県では業務効率化の目的のもと、これまで書類の簡素化を進めています。このた

び更なる業務の効率化を図るため、システムで業務履行中、工事施工中に発生する書類

を提出・決裁し、更に電子納品時には CD を使わずシステムに直接納品するなど、業務

の簡略化を実現する仕組みとして「ぐんま電子納品システム」を導入しました。「ぐんま

電子納品システム」は「情報共有機能」と「成果品管理機能」から成り立っています。 
当ガイドラインは、業務効率化の手段として「ぐんま電子納品システム」の情報共有機

能（以下、本システム）を円滑に利用できるよう本システムの活用方法、利用の流れ等を

記載しています。 

1.2. 本システムの位置づけ 

本システムは図 1 のとおり、入札・契約後の業務委託・工事施工時から納品時にかけ

て利用します。なお、本システムの利用後は成果品データが「成果品管理機能」に移管さ

れ、過去案件のデータベースとして県職員が利用します。 

ぐんま電子納品システム

入札

実施

検査

納品

保管管理

ぐんま電子入札共同システム

情報共有機能

成果品管理機能

委託業務
及び
工事

利用者事業の種類 使用するシステム

受発注者

受発注者

発注者

ぐんま電子納品システム

入札

実施

検査

納品

保管管理

ぐんま電子入札共同システム

情報共有機能

成果品管理機能

委託業務
及び
工事

利用者事業の種類 使用するシステム

受発注者

受発注者

発注者
  

図 1 本システムの位置づけ 
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1.3. 本システム利用対象案件 

本システムの利用対象案件は以下の通りです。 
表 1 本システム利用対象案件 

部局名 H28 年度 H29 年度 H30 年度 
県土整備部 

 工事 当初設計金額 

800 万円以上 

業務委託 受注者が選択 

（任意） 

環境森林部 

 工事 
 

利用対象外 当初設計金額 800 万円以上 

※森林整備を除く 

 業務委託 利用対象外 受注者が選択 

（任意） 

 
 
 
 

1.4. 本システム利用対象ユーザ 

本システムの利用対象ユーザは以下の通りです。 
表 2 本システム利用対象ユーザ 

部局名 対象ユーザ 
工事 業務委託 

県土整備部 
 発注者 監督員、係長、事業所長、 

次長（技）、副所長、所長、

工事事務担当者 

監督員、係長、事業所長、 
次長（技）、副所長、所長、 
工事事務担当者 

受注者 現場代理人、 
主任（監理）技術者、 
その他案件従事者 

管理技術者、主任技術者、 
主任担当者、 
その他案件従事者 

環境森林部 
 発注者 監督員、係長、 

次長（技）、所長、 
工事事務担当者 

監督員、係長、 

次長（技）、所長、 

工事事務担当者 
受注者 現場代理人、 

主任（監理）技術者、 
その他案件従事者 

管理技術者、主任技術者、 

主任担当者、 

その他案件従事者 
 

※ 上の表を原則とし、対象金額未満であっても受注者が可能な

場合及び発注者が希望する場合は、受発注者協議により対象と

することができることとする。 
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1.5. 本システム導入による業務の変化 

本システム導入による受発注者の業務の変化を以下の図に示します。本システムを活

用した書類決裁、電子成果品の作成により、現状業務が大幅に簡略化されます。 
◆現状の課題 
・書類提出のために移動時間、移動経費が発生 
・書類（指示書含む）の作成、整理、成果品の作成に時間を要する 
・受発注者双方で電子納品チェックを実施（作業重複） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 本システム導入前イメージ 
 
◆本システム導入後 
・自席から移動を伴わない書類提出・決裁が可能 
・担当する複数案件の書類管理が同一方法で可能 
・本システムで電子成果品データの自動生成が可能 
・電子納品要領エラーチェックは本システム側で実施 
・案件完了処理と同時に本システム上で電子成果品を納品 →CD 提出不要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 本システム導入後イメージ 
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例）書類提出に関する業務の変化 

作成作成 印刷印刷 連絡連絡 移動移動 提出提出 連絡連絡 移動移動 受取受取

本システム導入前本システム導入前

本システム導入後本システム導入後

システムへ登録

メールで自動通知

システムで一元管理

整理整理 保管保管

作成作成 提出提出 連絡連絡 整理整理

 

図 4 書類提出に関する業務の変化 
 

1.6. 本システムを活用した業務遂行上の注意点 

シシスステテムムだだけけでではは全全ててのの業業務務ををままかかななええるるわわけけででははなないいののでで、、ススケケジジュューールル調調整整やや対対

面面ででのの打打合合せせななどどをを必必要要にに応応じじてて実実施施すするるよよううににししてて下下ささいい。。  
 
（受注者・発注者共通） 
工事・業務委託が終了すると、システムから全てのデータが削除されます。 
削除されるデータ例：提出書類、共有書類、連絡機能を使った内容等 
（受注者） 
案件終了後は、ぐんま電子納品システムに登録された書類やファイルを閲覧できなくな

りますので、成果品等については発注者（監督員等）が案件完了をする前にダウンロード

することを推奨します。 
（発注者） 
電子納品データは、保管管理システムへ移行され、保管管理システムにおいて閲覧可能

ですが、納品対象になっていない書類およびファイルについては、閲覧が不可能になりま

す。 
 



 5

1.7. 本システム対象書類および納品方法について 

本システムにおける対象書類とその納品方法は、表 3 の通りです。詳細については巻

末資料「5.1 システム対象書類（詳細）」（P. 36）を参照ください。 
 

表 3 本システムの対象書類および納品方法 

分類 主な書類（工事） 主な書類（委託） 業務支援 電子納品 備考

契約時 契約書 契約書 ○ ×
発注者、受注者の押印が必要なものは、
紙による提出

着手時 施工状況報告書 業務計画書 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙による
提出

施工計画書 ○ ○

施工中 工事打合せ書 打合せ記録簿 ○注1 ○注2
打合せ記録簿は、設計業務指示・承諾・
協議書に添付して提出

段階確認書 ○ ○

完成時 完成通知 業務完了届 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙による
提出

検査願 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙による
提出

検査時 出来形管理表 成果品 ○ ○

工事写真 ○ ○注3

工事完成図 ○ ○注4
CAD製図基準(案)に準拠していなくてもよ
い

出来形数量計算書 ○ ○

品質管理表 ○ ×

注1 紙が原本の書類は、無理に電子化する必要はありません。

注2 紙が原本の書類は、紙の書類を納品して構いません。

注3 撮影後に解像度を変更した写真は電子納品できませんが、

ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する際に縮小指定した写真は電子納品できます。

注4 CAD製図基準(案)に準拠している工事完成図は完成図面（DRAWINGF）として、

CAD製図基準(案)に準拠していない工事完成図はその他資料（OTHRS）として取り扱ってください。

提出書類のひな型を提供します。
工事施工中、監督員へ提出する書類は、電子提出できます。

【電子納品とは】
電子納品ガイドラインに基づく電子成果品の作成および提出を行えます。
受注者印が必要な書類は納品対象外です。

【業務支援とは】
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1.7.1. 本システム登録対象外書類（原本が紙媒体の書類）について 

原原本本がが紙紙媒媒体体のの書書類類はは本本シシスステテムム登登録録対対象象外外でですす。。ここれれららのの書書類類はは電電子子化化すするる必必要要はは

あありりまませせんん。。紙紙媒媒体体でで納納品品ししててくくだだささいい。。  
 
一例として、以下のような場合は、無理にシステムを利用する必要はありません。 
・押印が必要な書類を打合せ書に添付して提出するとき 
・品質証明的な考え方で承諾図を提出するとき 

なお、原本が紙媒体の書類についても、鑑（工事打合せ書等）をシステムに登録するこ

とにより、提出した書類の一覧がシステム上で確認できるので、書類を整理する手間が省

けます。 
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2. 本システムの主な機能と利用場面 
本システムの主な機能と利用場面について以下に説明します。 

2.1. 書類の作成提出 

2.1.1. 概要 

パソコンで作成した書類を会社・事務所から提出することができます。書類の提

出に伴い、決裁を求めるメールが次の決裁者に自動で通知されます。 

 
図 5 書類の作成画面 

2.1.2. 利用メリット 

 「工事打合せ書」を画面で再現しているため、紙の書類を作成する要領で、本シ

ステムで書類を作成できます 
 インターネットとパソコンがあれば時間や場所にとらわれない書類の提出、決裁

が可能です 
 書類の印刷代、移動にかかる交通費が削減可能です 

2.1.3. 利用イメージ図 

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ
時間外に

なってしまった
けど提出して

おこう

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ
時間外に

なってしまった
けど提出して

おこう

 

「提出」機能

から書類を

提出します 
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図 6 書類の提出イメージ 

2.1.4. 本システム活用例 

 工事書類等の提出 
施工計画書を提出する場合、工事打合せ書を使用します。システムで作成した工

事打合せ書に、ワープロソフト等で作成した施工計画書のファイルを添付して提出

します。複数のソフトで作成した場合は、体裁を整えひとつのファイル（PDF）と

して添付してください。 
 開庁時間外の書類の提出 
 工事ごとの書類の一元管理（本システム上で当該工事の書類を一元管理） 
 工程管理に必要な書類が容易に作成できます 
 中間前金払の申請書類が容易に提出できます 

2.1.5. 本システム未使用例 

 使用資材の承諾願いの提出（押印された資料を添付したもの） 
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2.2. 書類の決裁 

2.2.1. 概要 

提出された書類を決裁（承諾、不承諾、回答、受理）できます。本システムで予

め決裁の順番が登録されているので、次の決裁者を意識せずに書類の提出・決裁を

行うことが可能です。 

 
図 7 書類の決裁画面 

2.2.2. メリット 

 担当する複数工事の書類が一元化され、書類管理にかかる時間が短縮されます 
（システムを利用しない場合は、書類の管理が煩雑になります） 
 

 
図 8 担当する複数工事の書類の一覧表示 

 バインダでの書類の写しの保存が不要になります 
 決裁済みの書類は納品時に成果品データとなります 
 場所にとらわれず決裁業務を行うことができます 

「決裁」機能

から書類を

決裁します 

「決裁」の種類

の選択 
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 決裁の進捗を受発注者双方から確認できます 
 書類の承認履歴が確認できます 

 
図 9 決裁状況一覧（決裁の進捗および承認履歴の確認） 

2.2.3. 利用イメージ図 

協議依頼が
来ているな。

困っているだろう
からすぐに回答

しよう。

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ

協議依頼が
来ているな。

困っているだろう
からすぐに回答

しよう。

協議依頼が
来ているな。

困っているだろう
からすぐに回答

しよう。

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ

 
図 10 書類の決裁イメージ 

2.2.4. 本システム活用例 

 出張先での急ぎの書類の決裁（パソコンから決裁） 
 書類の決裁進捗状況の確認 

 

【補足】本システムにおける書類の決裁の順番について 

本システムでは提出できる書類（鑑）に予め決裁の順番を設定しています。本システ

ムで書類を提出すると、選択した決裁の順番に従い書類の決裁が行われます。 
【注意】 

決裁がまわってきた書類は、決裁しない限り次の決裁者にまわりません。決裁がまわ

ってきたときには早めのご確認をお願いします。 
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2.3. 共有書類･検査支援機能 

2.3.1. 概要 

工事施工中または業務履行中に作成した各種書類を、書類別またはプロセス別の

予め用意されたフォルダ体系で登録・管理することができます（任意のフォルダも

追加可能です）。本システムで提出・決裁された電子納品対象書類を該当フォルダ

に分類して登録したり、電子納品対象外の検討中の図面を登録し、受発注者間で共

有したりすることができます。 

 

図 11 共有書類・検査支援画面 

2.3.2. メリット 

 電子納品対象／対象外のどちらの書類も、直接登録して関係者間で共有できます 
 書類を複数添付できるため、作成中の書類の版管理に利用できます 
 書類の提出・決裁機能を利用して提出した書類をまとめて指定のフォルダに振り

分けることができます 
 ネットワーク環境が無くやむを得ずオンライン検査ができない場合でも、検査対

象書類をフォルダ体系を維持したまま一括出力できるため、オフラインでの検査

が可能となります 
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2.3.3. 利用イメージ図 

決裁前の書類を
登録して

発注者に事前に確
認してもらおう！

内容を確認して
事前に指摘して

おこう。

決裁前の書類を
登録して

発注者に事前に確
認してもらおう！

内容を確認して
事前に指摘して

おこう。

 
図 12 共有書類利用イメージ 

2.3.4. 本システム活用例 

 設計検討中の図面の版管理 
 書類提出前の事前打合せ時の資料共有 
 決裁後の書類をフォルダ分けして共有 
 オフラインでの書類検査 
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2.4. スケジュール管理 

2.4.1. 概要 

担当する工事の予定・自分の予定、案件関係者（受発注者）の予定を一覧で確認

できます。 

 
図 13 スケジュール画面 

2.4.2. メリット 

 工事の立会予定、段階確認予定等を工事のスケジュールとして登録し、受発注者

双方で共有できます 
 担当する工事が複数ある場合は複数工事の予定を一覧で確認できます 
 相手の予定を確認の上、スケジュールが調整できるため日程調整作業が効率化さ

れます 

2.4.3. 利用イメージ図 

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ

①自分の予定登録 ②日程の申請

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ

①自分の予定登録 ②日程の申請

 
図 14 スケジュール調整イメージ 
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2.4.4. 本システム活用例 

 担当する複数工事の予定管理（受注者からの打合せ申請等に対して発注者が参加

／不参加を回答）（発注者） 
 相手の予定を把握し日程調整を迅速化（受発注者） 
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2.5. 電子掲示板 

2.5.1. 概要 

案件関係者間で共有したい内容を工事の設計図面やスケジュール等の添付ファ

イル付きで掲載できます。発注者は掲示範囲を「案件内」「担当する案件すべて」「事

務所内の工事すべて」から選択することができます。（受注者は案件内のみ） 

 
図 15 電子掲示板 複数案件の掲示一覧画面（発注者） 

2.5.2. メリット 

 一度の掲示操作で複数の関係者に通知することが可能です 
 複数案件の掲示事項を一覧で確認できます（発注者） 
 電子メールでは受渡しできない大容量ファイルも登録可能です 

2.5.3. 利用イメージ図 

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ

交通規制につい
て事務所内の担
当者に掲示して

おこう！

掲示

監督員監督員

Ａ工事
担当者

Ａ工事
担当者

Ｂ工事
担当者

Ｂ工事
担当者

閲覧

掲示

閲覧

数量変更につい
て発注者に連絡

しておこう。

閲覧

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ

交通規制につい
て事務所内の担
当者に掲示して

おこう！

掲示

監督員監督員

Ａ工事
担当者

Ａ工事
担当者

Ｂ工事
担当者

Ｂ工事
担当者

閲覧

掲示

閲覧

数量変更につい
て発注者に連絡

しておこう。

閲覧

  
図 16 電子掲示板 複数案件の掲示一覧イメージ（発注者画面） 

2.5.4. 本システム活用例 

 関係者への交通規制、注意喚起、新工法の連絡（発注者） 
 変更数量、変更図面等の連絡（受注者） 
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2.6. 連絡機能 

2.6.1. 概要 

案件関係者間で Web メールのように連絡の発信・受信ができます。連絡にはフ

ァイルを添付でき、既読・未読も管理できます。 

2.6.2. メリット 

 協議内容の事前確認や資料の事前送付等、成果品対象外の資料も受発注者でやり

取りできます 
 一度に最大 10 ファイルまでのファイルのやり取りが可能です 
 案件に関する受発注者間のやり取りを一元的に整理できます 
 連絡先は予め登録されている関係者に限られるため、第三者への誤送信が発生し

ません 

2.6.3. 利用イメージ図 

連絡したいメンバを
選択します。

会議の資料を事
前に送付して

おこう

連絡内容を記載します。
※参考資料がある場合は添
付も可能です。
（最大10ファイルまで）

 
図 17 連絡発信画面イメージ 

2.6.4. 本システム活用例 

 協議日程の確認 
 データの受け渡し 

 

【補足】工事・業務委託終了時の連絡の取り扱いについて 

工事・業務委託が終了すると、システムが利用できなくなったり、連絡の内容や添付

ファイルが閲覧できなくなりますので、残しておきたい連絡内容や添付ファイルは、工

事終了前に印刷したり添付ファイルをダウンロードするなどの対応をお願いします。 
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2.7. 電子成果品作成支援機能 

2.7.1. 概要 

日々の書類のやり取りをもとに電子成果品データを簡単に作成できます。 

2.7.2. メリット 

 工期末の工事完成図書の整理、とりまとめ作業を軽減できます 
 本システムにそのまま納品できますので、CD の作成・提出は不要です 
 電子納品要領に沿った成果品を本システムで自動で作成します 
 本システムで納品要領エラーチェックを実施し、また、監督員確認済みの一元管

理された情報から電子成果品データを作成するため、信頼性が高くエラーの無い

成果品を作成することができます 
 電子納品支援ソフト等1を利用している場合、ソフトで作成した写真の成果品デー

タを一括・分割で本システムに取込み、本システムで作成したデータと併せて納

品をすることができます 

2.7.3. 利用イメージ図 

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ
電子納品要領
に沿った成果品

をシステムで
自動で作成！

ぐんま電子納品ｼｽﾃﾑ
電子納品要領
に沿った成果品

をシステムで
自動で作成！

   
図 18 電子成果品作成イメージ 

2.7.4. 本システム活用例 

 電子成果品の作成 
 これまでと同様に電子納品支援ソフト等 1で写真を整理。整理後にぐんま写真かん

たん登録ソフトでシステムへ簡単にアップロード 
 随時アップロードされる写真を見て、リアルタイムの工事状況を把握 

 
【補足】 

平成 29 年度からの運用では、電子納品要領（一般土木編）での適用となります（電

気通信設備案件、機械設備案件についても一般土木編での運用となります）。 
 

                                                   
1 電子納品支援ソフト、写真管理ソフト等を指す。 
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3. 本システムご利用の流れ 
本システムの発注準備（発注者）から利用終了までの流れを以下に記載します。 

3.1. 全体の流れ 

本システム対象案件の発注準備からシステム利用終了までの全体の流れを示します。 

発注準備

システム利用申込

システム利用料金
支払い

電子成果品作成

電子成果品の確認

案件完了

システム機能を利用し
て行う作業

システム機能を利用し
ないで行う作業 イベント

事前協議

凡例

ぐんま電子納品システム発注者 受注者

システム利用終了

システム利用開始

・書類の提出～決裁
・写真、図面の共有

 
図 19 全体の流れ 
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3.2. 発注準備～利用開始 

【工事】 

利用フェーズ

発注準備
■特記仕様書にぐんま電
子納品システム利用の旨

を記載

■契約担当者届出書の
作成・提出

契約担当者届出書の受理・
事業管理システム（工事管

理システム）への登録

案件登録メール送信
（利用申込書、利用規約を添

付、登録用URLを記載）

案件登録メール受信

利用約款の確認
■利用申込書の作成

登録用URLに利用申込書
を登録、

サイト上で内容確認

利用申込書内容確認
本人確認メール送信

（本人確認URLを記載）

本人確認メール受信

本人確認URLにアクセス
申込控えを印刷・保管

本人確認終了
申込み完了通知書送信

申込み完了通知書受信

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワード記載)

利用開始通知書送信
（受注者のみＩＤ,パスワード記載)

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワードは事前ユーザ

登録時に送信）

凡例 システムから受信する
メール

システム機能を利用しない
で行う作業 イベント

■システム利用にあたり
　　作成する書類

システム機能を利用して行
う作業

受発注者で協議：システムの利用内容について協議

ぐんま電子納品システムへの案件登録

ぐんま電子納品システムへの申込み完了

ぐんま電子納品システム
発注者

監督員等
受注者

契約担当、案件担当

ぐんま電子納品システムの利用開始

システムの利用開始

発注準備～利用申込

3.2.2 契約担当者届出書

3.2.4
受発注者協議について

■事前協議チェック
シートの作成

3.2.1 発注準備（発注者）

3.2.5
利用申込

契約担当

契約担当

契約担当

契約担当 案件担当

3.2.3 案件登録メールについて

 
図 20 発注準備～利用開始（全体図）（工事） 
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【委託】 

利用フェーズ

■ぐんま電子納品システ
ムの利用協議書の作

成・提出

■ぐんま電子納品システム
の利用協議書の受理、回

答作成・返送

■契約担当者届出書の
作成・提出

契約担当者届出書の受理・
事業管理システム（工事管

理システム）への登録

案件登録メール送信
（利用申込書、利用規約を添

付、登録用URLを記載）

案件登録メール受信

利用約款の確認
■利用申込書の作成

登録用URLに利用申込書
を登録、

サイト上で内容確認

利用申込書内容確認
本人確認メール送信

（本人確認URLを記載）

本人確認メール受信

本人確認URLにアクセス
申込控えを印刷・保管

本人確認終了
申込み完了通知書送信

申込み完了通知書受信

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワード記載)

利用開始通知書送信
（受注者のみＩＤ,パスワード記載)

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワードは事前ユーザ

登録時に送信）

凡例 システムから受信する
メール

システム機能を利用しない
で行う作業 イベント

■システム利用にあたり
　　作成する書類

システム機能を利用して行
う作業

システムの利用開始

ぐんま電子納品システムへの案件登録

ぐんま電子納品システムの利用開始

発注者
監督員等

受注者
契約担当、案件担当 ぐんま電子納品システム

利用協議～利用申込

受発注者で協議：システムの利用内容について協議

ぐんま電子納品システムへの申込み完了

3.2.3 契約担当者届出書

3.2.5
受発注者協議について

■事前協議チェック
シートの作成

3.2.2 利用協議書（受注者）

3.2.6
利用申込

契約担当

契約担当

契約担当

契約担当 案件担当

3.2.4 案件登録メールについて

 
図 21 発注準備～利用開始（全体図）（委託） 
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発注者が実施する範囲 
【工事】 

利用フェーズ  発注者監督員等 工事事務担当 参照先

発注準備
■特記仕様書にぐんま電
子納品システム利用の旨

を記載

3.2 .1　発注準備（発注者）

契約担当者届出書の受理・
事業管理システム（工事管

理システム）への登録

3.2 .3　契約担当者届出書

受発注者で協議：システムの
利用内容について協議

■事前協議チェック
　シートの作成

3.2 .5 受発注者協議について

ぐんま電子納品システムへ
の申込み完了

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワードは事前ユーザ

登録時に送信）

ぐんま電子納品システムの
利用開始

凡例 システムから受信する
メール

システム機能を利用しないで
行う作業 イベント

■システム利用にあたり
　　作成する書類

システム機能を利用して行う
作業

発注準備～利用申込

システムの利用開始

 
図 22 発注準備～利用開始（発注者）（工事） 

【委託】 

利用フェーズ  発注者監督員等 工事事務担当 参照先

■ぐんま電子納品システム
の利用協議書の受理、回

答作成・返送 3.2 .2　利用協議書（受注者）

契約担当者届出書の受理・
事業管理システム（工事管

理システム）への登録

3.2 .3　契約担当者届出書

受発注者で協議：システムの
利用内容について協議

■事前協議チェック
　シートの作成

3.2 .5 受発注者協議について

ぐんま電子納品システムへ
の申込み完了

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワードは事前ユーザ

登録時に送信）

ぐんま電子納品システムの
利用開始

凡例 システムから受信する
メール

システム機能を利用しないで
行う作業 イベント

■システム利用にあたり
　　作成する書類

システム機能を利用して行う
作業

利用協議～利用申込

システムの利用開始

 
図 23 発注準備～利用開始（発注者）（委託） 
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受注者が実施する範囲 
【工事】 

利用フェーズ 案件担当 契約担当 参照先

■契約担当者届出書の作
成・提出 3.2.2　契約担当者届出書

案件登録メール受信
3.2.3　案件登録メールについて

受発注者で協議：システム
の利用内容について協議

■事前協議チェック
　シートの作成

3.2.4 受発注者協議について

利用約款の確認
■利用申込書の作成 3.2.5 利用申込

登録用URLに利用申込書
を登録、

サイト上で内容確認

本人確認メール受信

本人確認URLにアクセス
申込控えを印刷・保管

申込み完了通知書受信

ぐんま電子納品システムへ
の申込み完了

ぐんま電子納品システムへ
の申込み完了

ぐんま電子納品システムへ
の案件登録

ぐんま電子納品システムへ
の案件登録

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワード記載)

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワード記載)

ぐんま電子納品システムの
利用開始

ぐんま電子納品システムの
利用開始

凡例 システムから受信する
メール

システム機能を利用しない
で行う作業 イベント

■システム利用にあたり
　　作成する書類

システム機能を利用して行
う作業

発注準備～利用申込

システムの利用開始

 
図 24 発注準備～利用開始（受注者）（工事） 

 
 

 
 
 
 



 23

【委託】 

利用フェーズ 案件担当 契約担当 参照先

■ぐんま電子納品システム
の利用協議書の作成・提

出
3.2 .2　利用協議書（受注者）

■契約担当者届出書の作
成・提出 3.2 .3　契約担当者届出書

案件登録メール受信
3.2 .4　案件登録メールについて

受発注者で協議：システムの
利用内容について協議

■事前協議チェック
　シートの作成

3.2 .5  受発注者協議について

利用約款の確認
■利用申込書の作成 3.2 .6  利用申込

登録用URLに利用申込書を
登録、

サイト上で内容確認

本人確認メール受信

本人確認URLにアクセス
申込控えを印刷・保管

申込み完了通知書受信

ぐんま電子納品システムへ
の申込み完了

ぐんま電子納品システムへ
の申込み完了

ぐんま電子納品システムへ
の案件登録

ぐんま電子納品システムへ
の案件登録

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワード記載)

利用開始通知書受信
（ＩＤ,パスワード記載)

ぐんま電子納品システムの
利用開始

ぐんま電子納品システムの
利用開始

凡例 システムから受信する
メール

システム機能を利用しないで
行う作業 イベント

■システム利用にあたり
　　作成する書類

システム機能を利用して行う
作業

発注準備～利用申込

システムの利用開始

 

図 25 発注準備～利用開始（受注者）（工事） 
 

3.2.1. 発注準備（発注者） 

本システムの対象案件を発注する場合には、発注段階で特記仕様書に利用する旨を記載すること

とします。特記仕様書の記載にあたっては、「5.2 特記仕様書記載例（発注者）」（P.47）を参考に

してください。 
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3.2.2. 利用協議書（受注者） 

業務委託において、本システムの利用を受注者が希望する場合には、契約後、「利

用協議書」（「5.3」（P.49）参照）に必要事項を記載し、監督員に提出して下さい。 
監督員は、承諾欄に必要事項を記載し、案件担当者へ返送して下さい。 

3.2.3. 契約担当者届出書 

受注者は契約後、「契約担当者届出書」（「5.4」（P. 50）参照）に契約担当者の所

属、氏名、メールアドレスを記載し、工事事務担当者（発注者）に提出してくださ

い（「契約担当者」とは、契約手続きの実務を行う人物を差します）。 
工事事務担当者（発注者）は、「契約担当者届出書」に基づき、ぐんま電子納品

システムの契約担当者を事業管理システム（工事管理システム）に事前登録してく

ださい。 
なお、業務委託の場合は、事業管理システム（工事管理システム）への登録を建

設企画課電子システム係に依頼して下さい。 
【注意】 

案件登録完了後に、契約担当者を変更する場合は、ヘルプデスクへ連絡してくだ

さい。 

3.2.4. 案件登録メールについて 

本システムの対象案件には、本システムから対象案件請負会社の契約担当者に

「案件登録メール」が送信されます（以下、「本メール」とします）。 
契約担当者は本メール記載の案件名を確認し、当該案件の担当部門（案件担当者）

に本メールを転送してください。 
案件担当者は本メール受信後すみやかに、本システムの利用について発注者との

協議に臨みます。 
 案件登録メール文面例 

登録用のURLは案
件毎に異なります
登録用のURLは案
件毎に異なります

 
図 26 案件登録メール文面例 
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3.2.5. 受発注者協議について 

契約締結後、「事前協議チェックシート」（「5.5」（P.51）参照）を利用して案件担

当者と監督員との間で本システムの利用環境や使用するソフトのバージョン等に

ついて事前協議を行ってください。 

3.2.6. 利用申込 

案件担当者は案件登録メールに添付されていた「ＡＳＰサービス「ぐんま電子納

品システム」利用規約」の内容を確認のうえ、「利用申込書」の空欄に必要事項を

記入してください。事業管理システムから発注者情報、案件情報、受注会社情報等

は連携登録されますので、ここで記入いただく内容は記入欄のある項目のみです。 
ご利用される方が別の案件で既にシステムをご利用中の場合、利用者 ID 欄には

その方のユーザ ID をご記入ください。ご利用中のユーザ ID でお申込される案件

をご利用いただけるため、大変便利です。なお、初めてご利用いただく方には利用

者 ID の記入は不要です。 
 

 利用申込書（抜粋） 

 
図 27 利用申込書（抜粋） 

作成した「利用申込書」は契約担当者が、案件登録メールに記載されていた URL
にアクセスし、WEB 画面上から登録してください。なお、登録用の URL は案件

毎に異なります。登録後、本人確認メールが契約担当者に送信されますので、その

メールに記載している URL をクリックし、本人確認を行ってください。 
本人確認完了後、契約担当者に申込み完了メールが送信されます。そのメールを

もって申込み完了となります。 
申込み完了後は監督員、契約担当者および案件担当者に利用開始通知書が送付さ

れ、本システム利用開始となります。 
【注意】 

利用開始後に、担当者の追加や変更等がある場合は、事前に（事後であれば分か

り次第）ヘルプデスクへ連絡してください。 
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3.3. 本システム利用料金の支払い 

利用フェーズ

システム利用料金請求
書受領・支払

システム利用料金請求書送付
(NECキャピタルソリューション

株式会社に委託）

【支払完了の場合】
システム利用料金支払

い完了

【未払いの場合】
支払い確認
確認電話

及び
支払い確認メール送信

システム利用料金支払
い確認メール受信

【支払完了の場合】
システム利用料金支払

い完了

【未払いの場合】
システム利用停止

システム利用停止処理
及び

システム利用停止メール送信

システム利用停止メール
受信

システム利用停止メール
受信

システム
利用料金の支払い

ぐんま電子納品システムの利用停止

受注者
契約担当、案件担当

発注者
監督員等 ぐんま電子納品システム

3.3.1　システムの
　　　利用料金の支払い

契約担当

契約担当

契約担当 案件担当

 
図 28 本システム利用料金の支払い 

3.3.1. 本システム利用料金の支払いについて 

本システムの利用料金は、工事の場合は共通仮設費の率分に含まれています。 
業務委託の場合は、受注者負担となります。 
利用料金の請求は表 4 のスケジュールの通り行われます。契約担当者は請求書に

従い、支払期日までに本システム利用料金を請求書記載の口座に振込みをして下さ

い。なお、本システム利用料金の請求はＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

に委託しているため、請求書は上記会社より送付されます。 
表 4 利用料金請求スケジュール 

お申込期間 前月 16 日から当月 15 日まで 
請求書発行日 当月末日 
お支払い締切日 翌月末日 

【注意】 

お支払い締切日までに本システム利用料金を未払いの場合は、契約担当者へ支払

い確認の電話及びメールを送付します。その後、翌々月末日までにお支払いいただ

けない場合は本システムを利用停止させていただきます。本システムの利用停止後

に再開を希望する場合は停止後２週間以内にヘルプデスクに連絡して下さい。 
【補足】 

年度を繰越す工期（履行期間）の場合でも、追加料金なしでシステムをご利用い

ただけます。 
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3.4. 本システム利用中～利用終了 

利用フェーズ

電子納品情報の確認 電子納品情報の付加

案件完了処理

完了督促メール受信
案件完了処理

【案件未完了の場合】
工期完了後30日経過後の案
件に対して完了督促メール送

強制完了メール受信 【督促後案件未完了の場合】
完了督促メール発送後15日経

過した場合、強制工事完了
強制完了メール送信

ぐんま電子納品システム

システム利用中
　～利用終了

書類の提出決裁（写真、図面等の共有）

ぐんま電子納品システムの利用終了（成果品管理機能に移管登録されます）

システムを利用した完了検査

発注者
監督員等

受注者
契約担当、案件担当

情報共有システム情報共有システム

3.4.1　システムを利用した完了検査について

3.4.2　案件完了処理について

案件担当

案件担当

 

図 29 本システム利用中～利用終了 
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3.4.1. 本システムを利用した完了検査について 

本システムを利用した完了検査の種類は表 5 のとおりです。なお、本ガイドライ

ンでは以下の方法を示します。受発注者間で協議し検査方法を決定してください。 
 書類 

オンラインで検査を行う場合は、方法１に従って検査を行えます。 
オンラインで検査を行えない場合は、方法２に従って検査を行えます。 

 写真 
方法３のオフラインによる検査が従来と同じ方法です。 

表 5 検査方法 
オンライン 

/オフライン 
方法 対象データの閲覧方法 利用機能 対象 

オンライン 方法１ 
共有書類フォルダ体系

で閲覧（電子納品形式

ではない） 

「共有書類・検査支援」

機能 

書類 
写真 
図面 

オフライン 

方法２ 
共有書類フォルダ体系

で閲覧（電子納品形式

ではない） 

「共有書類・検査支援－

検査対象書類設定」機能

から検査対象データを

出力後、Windows のエ

クスプローラ機能を利

用 

書類 
図面 

方法３ 
電子納品支援ソフト等2

を利用して閲覧（電子

納品形式） 

「納品物等を作る－一

括ダウンロード」機能か

ら検査対象を出力後、左

記のソフトを利用 

写真 
 

 
なお、ぐんま電子納品システムの具体的な操作方法は、『ぐんま電子納品システ

ム操作マニュアル（工事編）』または『ぐんま電子納品システム操作マニュアル（業

務委託編）』で紹介されています。このマニュアル類は、本システムのポータルサ

イトの資料ダウンロードのページに掲載されています。 

                                                   
2 電子納品支援ソフト、写真管理ソフト、電子納品データ閲覧ソフト等を指す。 
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【補足】システムを利用した検査と納品の方法について 

完了検査に関わる取り組みの一例を、以下に紹介します。 
 
ケース１：オンライン検査（方法１） 
利用フェーズ 発注者 受注者

事前協議 （１）検査方法の選択

施工中 （２）検査データの整理

（３）書類、図面の登録

（４）写真の整理注1

（５）写真の登録注2

納品準備 （６）電子納品の管理情報の登録

検査直前 （７）検査準備

（８）検査データのダウンロード

検査日 （９）機材設営（インターネット接続）

（１０）検査データの提示・閲覧

納品 （１１）案件完了

注1 電子納品支援ソフト等を利用
注2 ぐんま写真かんたん登録ソフトを利用  

図 30 完了検査に関わる取り組みの例（ケース１） 
 
ケース２：オフライン検査（方法２＋方法３） 
利用フェーズ 発注者 受注者

事前協議 （１）検査方法の選択

施工中 （２）検査データの整理

（３）書類、図面の登録

（４）写真の整理注1

（５）写真の登録注2

納品準備 （６）電子納品の管理情報の登録

検査直前 （７）検査準備

（８）検査データのダウンロード

検査日 （９）機材設営

（１０）検査データの提示・閲覧注1

納品 （１１）案件完了

注1 電子納品支援ソフト等を利用
注2 ぐんま写真かんたん登録ソフトを利用  

図 31 完了検査に関わる取り組みの例（ケース２） 
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（１）検査方法の選択 
事前協議で、検査方法を決めましょう。もし、事前協議で検査方法が決まらなか

った場合でも、検査の準備に入る前に受発注者間で協議し、検査方法を決めておき

ましょう。 
 
【参考】検査方法を選択する際の判断材料 

検査会場のパソコンが、
インターネットに
接続できるか？

接続できるインターネット
回線は高速か？

オンライン検査
（方法１）

オフライン検査
（方法２＋方法３）

いいえ

スタート

※オンライン検査も可能ですが、
　オフライン検査を推奨します。

はい

はい

いいえ ※

 
 
検査に使用する機材やインターネット環境を準備する担当を決めておきましょ

う。よく利用される機材には、以下のものがあります。 
・パソコン 
（※書類・図面用と写真用でパソコンを使い分ける場合など、2 台以上用意する

と、検査の進行がスムーズです） 
・プロジェクタ、スクリーン、パソコン接続用ケーブル 
・ディスプレイ 
（※検査会場の間取りや人数に合わせてプロジェクタと使い分けます） 
・インターネット接続環境（方法２、方法３では使用しません） 
・書類や図面を閲覧可能なワープロソフトや CAD データのビューワソフト等 
・電子納品支援ソフト等3（方法１では使用しません） 
・プリンタ、電源の延長コード等 
担当が決まったら、「事前協議チェックシート」に記載し、受発注者双方が持ち

帰り、大切に保管しましょう。 
 

（２）検査データの整理 
施工中に、少しずつでも検査の準備を進めましょう。 
検査の直前に書類や写真を整理すると、必要な書類が揃っているかどうかの確認

に時間がかかったり、説明しやすい並びや括りに整理しきれないことがあります。

少しずつでも、普段から書類の整理やデータ入力を進めましょう。 
 

①検査に使用する書類の決裁が終わっていることを確認しましょう。 

                                                   
3 電子納品支援ソフト、写真管理ソフト、電子納品データ閲覧ソフト等を指す。 
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もし、決裁をやり残している書類がある場合は、決裁していただくように、監督

員等に依頼しましょう。 
※決裁が終わっていない書類は検査で使用できませんので、ご注意ください。 

②決裁が終わっている書類を、共有書類・検査支援機能のフォルダに整理しましょ

う。フォルダは名前を変更したり、新しく追加することができますので、検査で

説明しやすい様に、フォルダを準備しましょう。 
 

（３）書類、図面の登録 
システムで提出した書類以外にも、手持ちの電子データ（書類や図面）に検査で

提示したり、成果品として電子納品するものがあれば、電子成果品作成支援機能で

システムに登録しましょう。 
登録後、書類や図面を共有書類・検査支援機能のフォルダに整理しましょう。フ

ォルダは名前を変更したり、新しく追加することができますので、検査で説明しや

すい様に、フォルダを準備しましょう。 
 

（４）写真の整理 
撮影した写真は、電子納品支援ソフト等4を利用して整理しておきましょう。 
※電子納品支援ソフト等 4は、利用者様自身でご用意ください。 
 

（５）写真の登録 
整理が終わった写真は、ぐんま写真かんたん登録ソフトでシステムに登録しまし

ょう。 
（ぐんま写真かんたん登録ソフトの入手方法および操作マニュアルは、本システム

のポータルサイトで紹介されています） 
 

（６）電子納品の管理情報の登録 
電子納品の工事（業務）管理情報を登録しましょう。 
※この作業は施工（業務着手）直後から実施できます。 
もし、工期（履行期間）が変更になった場合は、登録内容の更新を忘れずに行

ってください。 
 

（７）検査準備 
検査当日に向けての準備を進めましょう。 

①「事前協議チェックシート」に記載されている機材等を準備しましょう。 
インターネットに無線 LAN や無線ブロードバンドを利用する場合は、検査会場

でのインターネットの接続状況を予め確認しておきましょう。 
②検査で提示する書類等が全て揃っているかどうか、確認しましょう。 
③検査で写真を提示する場合、検査用のパソコンに、整理した写真をコピーし、電

子納品支援ソフト等 4で閲覧できるように準備しましょう。 
方法１の場合（オンライン検査の場合）でも、インターネットのトラブルに備え、

                                                   
4 電子納品支援ソフト、写真管理ソフト、電子納品データ閲覧ソフト等を指す。 
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ダウンロードしたデータがあると安心です。 
 

（８）検査データのダウンロード 
共有書類・検査支援機能のフォルダに登録した書類等をパソコンにダウンロード

しましょう。 
方法１の場合（オンライン検査の場合）でも、インターネットのトラブルに備え、

会社の控えとしてダウンロードしたデータがあると安心です。 
※決裁が終わっていない書類はダウンロードできませんので、ご注意ください。 
※検査で使用するパソコンを受注者が用意する場合は、そのパソコンでダウンロ

ードすると、作業が効率的に行えます。 
※ダウンロードした書類等のデータは圧縮されているので、解凍ソフト等で元の

状態に復元しましょう。 
 

（９）機材設営 
早めに会場に入って機材等の設営を済ませましょう。 
●方法１（オンライン検査）の場合 

検査用のパソコンがインターネットに接続でき、ぐんま電子納品システムの

画面が正常に表示できることを確認しましょう。 
※インターネットにうまく接続できない場合は、会場に持参しておいた会社

控えのデータを表示する準備をしましょう。 
 

（１０）検査データの提示・閲覧 
●方法１（オンライン検査）の場合 

パソコンを使って本システムにログインし、検査員が提示を求める書類等を

要求に応じて表示（またはダウンロード）します。 
※インターネットにうまく接続できない場合は、会社控えのデータを表示し

ましょう。 
 
●方法２（オフライン検査）の場合 

検査員が提示を求める書類等を要求に応じて、パソコンに格納した（または

会社控えのデータ）書類等を要求に応じて表示します。 
 
●方法３（オフライン検査）の場合 

電子納品支援ソフト等5を使用し、検査員が提示を求める書類等を要求に応じ

て表示します。 
 

（１１）案件完了 
検査終了後、監督員は本システムにて工期終了後 30 日以内に案件完了処理を行

ってください。詳細については「3.4.2 案件完了処理について」（P.33）を参照くだ

さい。 

                                                   
5 電子納品支援ソフト、写真管理ソフト、電子納品データ閲覧ソフト等を指す。 
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3.4.2. 案件完了処理について 

検査終了後、受注者は、電子納品データが全て揃っていることをシステムの画面

で確認してから、エラーがないことを確認しましょう。エラーがないことを確認で

きたら、電子納品データをシステムに登録し終わったことを監督員に連絡してくだ

さい。 
受注者からの連絡を受けた後、監督員は本システムにて工期終了後 30 日以内に

案件完了処理を行ってください。案件完了処理を実施いただけなかった場合、本シ

ステムから監督員に完了督促メールを送付します。また、そのメールより 15 日間

を経過しても完了いただけなかった場合は、本システムにて強制完了いたします。

完了後は成果品管理機能にデータ移管し、県職員が維持管理フェーズで納品された

データを活用します。 
 

【注意】 

強制完了された場合、完了処理を行っていない成果品データは保管管理システムへ移行

されません。また、システムに登録されたデータは復元できませんので、必ず案件完了処

理を行ってください。 
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3.5. システムからの通知メール送信元アドレスについて 

本システムから受発注者が受信するメールの送信元アドレスは以下の通りです。 
ドメイン指定メール受信をされている方は以下のアドレスからのメールを受信できる

ようにしておいてください。 
表 6 送信元アドレスについて 

項番 利用フェーズ 送信元アドレス 
3.2. 発注準備～利用開始 gunma-e@neo-calsec.com 
3.3. システム利用料金の支払い 
3.4. システム利用中～利用終了 gunma-j@neo-calsec.com 
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4. 本システムの利用について 

4.1. 本システムご利用推奨環境について 

本システムの利用にあたり推奨する利用環境は以下の通りです。 
本システム独自のソフトをインストールする必要はありません。 
 

表 7 本システム利用推奨環境 
項目 基本仕様 

OS Windows 7 / 8.1 / 10 
ブラウザ Internet Explorer 11 
ネットワーク ADSL（上り 1Mbps／下り 8Mbps）以上 
電子メールソフト 電子メールの送受信が可能なソフト 
ワープロ、表計算 Word、Excel、一太郎等 
ウィルスチェック 各社標準のソフトウェア 

4.2. 本システムのポータルサイト 

本システムのログインはポータルサイトから行います。ポータルサイトは以下です。 

http://gunma.neo-calsec.com/ 
ポータルサイトには、システムのご利用に関するお知らせや、操作マニュアル等の各種

資料を掲載しています。 
 

4.3. 本ガイドライン問い合わせ先 

本ガイドラインに関する問い合わせ先は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 

4.4. 本システムの操作等に関する問い合わせ先 

本システム操作方法に関するお問合せ先（ヘルプデスク）は、本システムから送付され

る電子メールに記載されています（電子メール本文に URL が記載されているポータルサ

イトにも記載しています）。操作がわからないときは、ヘルプデスクにお問合せください。

電話、メールにて操作方法をご案内いたします。 
【注意】 

電話でのお問合せは受付時間が限られておりますが、メールでのお問合せはいつでも承

ります。受付時間については、ポータルサイトでご確認ください。 
ヘルプデスクでは、お客様の操作の代行は行っておりませんのでご了承ください。 

ぐんま電子納品システム運用全般に関する問い合わせ 
群馬県 県土整備部 建設企画課 電子システム係 
TEL 027-226-3539 
E-Mail e-nohin@pref.gunma.lg.jp 
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5. 巻末資料 

5.1. システム対象書類（詳細） 

5.1.1. 工事 

本システムには「工事打合せ書」および「段階確認表」の鑑が用意されています。

「段階確認表」を提出する際は鑑に必要事項を記入して必要に応じて資料を添付し

提出してください。その他の対象書類を提出する際は「工事打合せ書」の鑑に添付

して提出してください。システム登録対象工事書類は以下の通りです。 
表 8 本システムの対象書類および納品方法（工事） 

分類 主な書類（工事） 業務支援 電子納品 備考

契約時 契約書 ○ ×
発注者、受注者の押印が必要なものは、
紙による提出

着手時 施工状況報告書 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙による
提出

施工計画書 ○ ○

施工中 工事打合せ書 ○注1 ○注2
打合せ記録簿は、設計業務指示・承諾・
協議書に添付して提出

段階確認書注3 ○ ○

完成時 完成通知 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙による
提出

検査願 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙による
提出

検査時 出来形管理表 ○ ○

工事写真 ○ ○注4

工事完成図 ○ ○注5
CAD製図基準(案)に準拠していなくてもよ
い

出来形数量計算書 ○ ○

品質管理表 ○ ×

注1 紙が原本の書類は、無理に電子化する必要はありません。

注2 紙が原本の書類は、紙の書類を納品して構いません。

注3 打合せ簿種類には、「提出」を記入してください。

注4 撮影後に解像度を変更した写真は電子納品できませんが、

ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する際に縮小指定した写真は電子納品できます。

注5 CAD製図基準(案)に準拠している工事完成図は完成図面（DRAWINGF）として、

CAD製図基準(案)に準拠していない工事完成図はその他資料（OTHRS）として

取り扱ってください。

提出書類のひな型を提供します。
工事施工中、監督員へ提出する書類は、電子提出できます。

【電子納品とは】
電子納品ガイドラインに基づく電子成果品の作成および提出を行えます。
受注者印が必要な書類は納品対象外です。

【業務支援とは】
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提出書類のひな型の掲載場所は、ぐんま電子納品システムからリンクしています。 

①標準帳票一覧をクリック

②標準帳票一覧をクリック

 
図 32 標準帳票ダウンロード画面の表示方法 

 
表 9 システム登録対象工事書類（詳細）凡例 

項目 記号 凡例 
様式有無 ○ 「標準帳票一覧」機能で提供する様式 
電子化 ○ 従来電子化されている書類 

× 従来電子化されていない書類 
PDF 化 従来電子化されていないが、PDF 化する書類 

電子納品 
 

○ 電子納品対象書類 
× 電子納品対象外書類 
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表 10 システム登録対象工事書類（詳細） 
時期 分類 書類 様式有無 電子化 電子納品 格納フォルダ

契約時 契約関係 入札書 ○ × × ×
工事費内訳書 × × ×
入札辞退届 ○ × × ×
課税事業者届出書 ○ × × ×
免税事業者届出書 ○ × × ×
請書 ○ × × ×
債権譲渡承認願 ○ × × ×
債権譲渡通知書 ○ × × ×
工程表 ○ × × ×
現場代理人等指定・変更通知書 ○ × × ×

着手前 契約関係 施工状況報告書 ○ × × ×
建設業退職金共済制度に該当する場合、掛金収納書（発注者用） × × ×

施工体制 施工体制台帳 ○ ○ ○ MEET
施工体系図 ○ ○ ○ MEET
再下請契約通知書の写し PDF化 ○ MEET
下請契約書の写し PDF化 ○ MEET

施工計画 施工管理 施工計画書 ○ ○ PLAN
変更施工計画書 ○ ○ MEET
再生資源利用計画書※COBRIS登録している場合は登録証明書のみ

○ ○ MEET

再生資源利用促進計画書※COBRIS登録している場合は登録証明書の
み

○ ○ MEET

再生資源利用計画書（実施書）※COBRIS登録している場合は登録証明
書のみ

○ ○ MEET

再生資源利用促進計画書（実施書）※COBRIS登録している場合は登録
証明書のみ ○ ○ MEET

安全教育及び安全訓練等の具体的な計画 ○ ○ MEET
火気の使用場所及び日時、消火設備等を記載した計画書 ○ ○ MEET
コンクリート打設高さ ○ ○ MEET
段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等） ○ ○ MEET
維持管理、補修及び使用方法等の計画書 ○ ○ MEET
緊張管理計画書 ○ ○ MEET
輸送計画に関する事項 ○ ○ MEET
鋼材の種類と特性、溶接材料の種類と特性、溶接作業者の保有資格、継
手の形状と精度、溶接環境や使用設備、溶接施工条件や留意事項、溶接
部の検査方法、不適合品の取り扱い

○ ○ MEET

使用材料、施工方法、主桁製作設備、試験ならびに品質管理計画 ○ ○ MEET
原寸、工作、溶接に関する事項 ○ ○ MEET
1回(1日)のコンクリート打設高さ ○ ○ MEET
原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項 ○ ○ MEET
プレフレクション管理計画書 ○ ○ MEET
養生方法等 ○ ○ MEET
使用材料の協議結果 ○ ○ MEET
掘削補助工Bの範囲について、関連法規や周辺環境を調査した施工計画

○ ○ MEET

原寸、工作、溶接、溶接等製作に関する事項 ○ ○ MEET
打継ぎ位置 ○ ○ MEET
雪庇処理、つらら処理、人工雪崩の実施時期、施工方法 ○ ○ MEET
補修計画 ○ ○ MEET
再生資源利用計画 ○ ○ ○ MEET
再生資源利用促進計画 ○ ○ ○ MEET
資格証明書の写し PDF化 ○ MEET
氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書 PDF化 ○ MEET
溶接工の資格証明書の写し PDF化 ○ MEET
火薬取扱主任の経歴書 PDF化 ○ MEET
資格等を証明する書類 PDF化 ○ MEET

本システム利用前に
作成する書類
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時期 分類 書類 様式有無 電子化 電子納品 格納フォルダ

施工中 契約関係 工期変更の協議書 ○ × × ×
工事事故報告書 ○ × × ×
官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、理由を付した書面 × × ×
完成期日延期申請書 ○ × × ×
工事変更請書 ○ × × ×
出来形検査願 ○ × × ×
下請け施工状況変更届 ○ × × ×
調査票 × × ×
基本計画書

× × ×

中間技術検査願 ○ × × ×
出来形検査願書 ○ × × ×

施工管理 工事工程報告書 ○ ○ ○ MEET
工事打合せ書 ○ ○ ○ MEET
設計書の照査結果 ○ ○ MEET
測量結果 ○ ○ MEET
建設発生土の受入れ地の地形を実測した資料 ○ ○ MEET
指定された採取場の地形を実測した資料 ○ ○ MEET
指定された建設発生土の受入れ地の地形を実測した資料 ○ ○ MEET
指定された採取場、建設発生土の受入れ地の地形を実測した資料

○ ○ MEET

工事打合せ簿（出来形、品質管理資料を含む） ○ ○ MEET
タワミ測定 ○ ○ MEET
注入の効果の確認が判定できる資料 ○ ○ MEET
橋の形状が設計に適合するかどうかを確認した結果 ○ ○ MEET
削孔延長、削孔土砂等により確認した結果 ○ ○ MEET
岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合の確認資料 ○ ○ MEET
注入後の確認書（チェックリスト） ○ ○ MEET
修正した管割図 ○ ○ MEET
工事用材料検査願 ○ ○ ○ MEET
三者技術検討会記録簿 ○ ○ ○ MEET
遅延回復措置書 ○ ○ ○ MEET
段階確認表 ○ ○ ○ MEET
段階確認 ○ ○ ○ MEET
段階確認書 ○ ○ ○ MEET
立会による材料確認結果 ○ ○ ○ MEET

品質管理 登録証（農薬取締法） × × ×
材料の事前審査における認定書の写し × × ×
加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量について事前
審査における認定書の写し

× × ×

入加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度について事前審査におけ
る認定書の写し

× × ×

加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量について事前審査にお
ける認定書の写し × × ×

加熱アスファルト混合物の基準密度について事前審査における認定書の
写し × × ×

排水性舗装用混合物の配合設計について、事前審査における認定書の
写し × × ×

材料の計量設備の計量精度の定期点検結果 × × ×
品質を証明する資料 × × ×
海外建設資材品質審査証明書、試験結果資料 × × ×
外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料 × × ×
アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認し、確認した資料 × × ×
建設資材の品質記録 × × ×
材料の試料及び試験結果 × × ×
試験成績書 × × ×
品質証明書 × × ×
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時期 分類 書類 様式有無 電子化 電子納品 格納フォルダ

施工中 品質管理 定期試験による試験結果（小規模工事） × × ×
塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩、数量 × × ×
法面の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ）の結果 × × ×
耐久性に係わる試験結果 × × ×
材料の品質証明書 × × ×
品質証明書（ミルシート）、溶接証明書 × × ×
接着剤の性質に関する資料 × × ×
工場製作にあたり製作図書 × × ×
工場の品質管理データ（コンクリート工場製品の場合） × × ×
材料試験成績（再生骨材を使用する場合、使用半年以内のもの） × × ×
材料試験により品質管理を行った記録（使用料1000m3以上） × × ×
JISK1408に規定する項目を示すメーカーによる証明書 × × ×
水ガラスの入荷時はメーカーによる数量証明書 × × ×
コンクリートの管理図、配合表（監督員が請求した場合） × × ×

出来形管理
配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄
筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査し、不備を確認で
きる資料

○ ○ MEET

下部工の橋座高及び支承間距離の検測結果 ○ ○ MEET
下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行った結果 ○ ○ MEET
沓座高及び支承間距離等の検測結果 ○ ○ MEET
確認資料及び実施状況 ○ ○ MEET

完成時 契約関係 支給品清算書 ○ × × ×
発生品引渡書 ○ × × ×
工事完成通知書 ○ × × ×
請負代金請求書 ○ × × ×
完成引渡書 ○ × × ×
履行報告書 ○ × × ×
請負代金内訳書 ○ × × ×
検査願 × × ×
物件納入書 × × ×
道路標識調書 × × ×
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時期 分類 書類 様式有無 電子化 電子納品 格納フォルダ

検査時 契約関係 補償誓約書 × × ×

施工管理
土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、その記録及
び関係書類 ○ ○ MEET

土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合、確認のための
資料 ○ ○ MEET

順序、緊張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の
記録

○ ○ MEET

締付け確認 ○ ○ MEET
塗膜厚測定記録 ○ ○ MEET
施工記録 ○ ○ MEET
支持層の確認のための資料 ○ ○ MEET
鋼管杭の上杭の建込み、溶接箇所について、欠陥の有無 ○ ○ MEET
支持地盤に達した資料 ○ ○ MEET
グラウトの注入の施工記録 ○ ○ MEET
深度に達したことを確認するための資料 ○ ○ MEET
欠陥の有無の記録 ○ ○ MEET
板取りに関する資料 ○ ○ MEET
キャンバーを測定し、その記録 ○ ○ MEET
設計図書に示す品質が得られることを確認し、その資料 ○ ○ MEET
施工中の地質、湧水、その他の自然現象、支保工覆工の変状の有無を観
察するとともに、その記録 ○ ○ MEET

計測記録 ○ ○ MEET
判定資料 ○ ○ MEET
順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリートの強度
等の記録 ○ ○ MEET

工事写真 ○ ○ MEET
施工管理写真 ○ ○ MEET
杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況写真 ○ ○ MEET
計器の表示部等の写真 ○ ○ MEET
工事記録写真 ○ ○ MEET
工事写真帳と原本 ○ ○ MEET

品質管理 材料試験結果、配合の決定に関する確認資料 × × ×
調査・試験及び確認資料 × × ×
材料の品質を証明する資料

× × ×

品質確認結果 × × ×
品質が得られることを確認するための資料 × × ×
出荷証明書、塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色採、数量を明記） × × ×
試験に関する資料 × × ×

出来形管理 工事完成図 ○ ○ MEET
出来高に関する資料 ○ ○ MEET
出来形数量 ○ ○ MEET

  
原原本本がが紙紙媒媒体体のの書書類類はは本本シシスステテムム登登録録対対象象外外でですす。。ここれれららのの書書類類はは電電子子化化すするる必必要要はは

あありりまませせんん。。紙紙媒媒体体でで納納品品ししててくくだだささいい。。  
 
 
 
 
 



 42

表 11 管理ファイルの作成・登録方法（工事） 

フォルダ 管理ファイル注２

①システム画面か
ら必要事項を入力

して作成する

②各自の支援ソフ
トで作成し、アップ

ロードする
ルート 工事管理ファイル ○ ×

MEET 打合せ簿管理ファイル ○ ○
(打合せ簿フォルダ)
PLAN 施工計画書管理ファイル ○ ○
(施工計画書フォルダ)
OTHRS その他管理ファイル ○ ○
(その他フォルダ)
BORING 地質情報管理ファイル × ○
(地質データフォルダ)

PIC コア写真管理ファイル × ○
（コア写真フォルダ）
TEST 土質試験及び地盤調査管理ファイル × ○
（土質試験及び地盤調査フォルダ）
OTHRS その他管理ファイル × ○
（その他の地質・土質調査成果フォルダ）

DRAWINGS 図面管理ファイル ○ ○注１

（発注図フォルダ）
DRAWINGF 図面管理ファイル ○ ○注１

(完成図フォルダ)
PHOTO 写真管理ファイル ○ ○注１

(写真フォルダ)

【凡例】
○：利用できる方法、×：利用できない方法
注１：納品対象の図面や写真が多い場合に効率的な方法
注２：管理項目の記入にあたっての留意点等の詳細については、「群馬県CALS/EC土木事業の電子納品ガイドライン
　　　【資料編】」をご参照ください。主な該当箇所は以下のとおりです。

第 5 部 管理項目
5.1.1. 一般土木
5.2. 一般土木
5.2.2. 工事
5.2.3. 地質・土質調査
5.2.5. 図面
5.2.6. 写真
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表 12 ぐんま電子納品システムを利用した場合と群馬県 CALS/EC 電子納品ガイドラインに記

載されている入力項目（必要度）の違い 
（１）工事管理ファイル

分類 項目名
群馬県CALS/EC電子納品

ガイドラインでの扱い
ぐんま電子納品システム

でのチェック内容

工事実績システムバージョン番号 任意 必須
工事実績システム登録番号 指定なし 必須
工事分野 任意 必須
工事業種 任意 必須
工種 任意 必須
工法型式 任意 必須
住所コード 任意 必須
発注者－大分類 任意 必須
発注者－中分類 任意 必須
発注者コード 任意 必須

（２）打合せ簿管理ファイル

分類 項目名
群馬県CALS/EC電子納品

ガイドラインでの扱い
ぐんま電子納品システム

でのチェック内容
打合せ簿オリジナルファイル
作成ソフトバージョン情報

任意 必須

オリジナルファイル内容 任意 必須

（３）施工計画書管理ファイル

分類 項目名
群馬県CALS/EC電子納品

ガイドラインでの扱い
ぐんま電子納品システム

でのチェック内容
施工計画書オリジナルファイル
作成ソフトバージョン情報

任意 必須

オリジナルファイル内容 任意 必須

（４）その他管理情報ファイル

分類 項目名
群馬県CALS/EC電子納品

ガイドラインでの扱い
ぐんま電子納品システム

でのチェック内容
オリジナルファイル
作成ソフトバージョン情報

任意 必須

オリジナルファイル内容 任意 必須

工事件名等

発注者情報

打合せ簿情報

施工計画書情報

サブフォルダ情報
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5.1.2. 業務委託 

本システムには「設計業務指示・承諾・協議書」の鑑が用意されています。シス

テム対象書類で押印が必要な書類を提出する際は「設計業務指示・承諾・協議書」

の鑑に添付して提出してください。（例 業務打合せ記録簿） 
システム登録対象書類は以下の通りです。 

表 13 本システムの対象書類および納品方法（業務委託） 

分類 主な書類（委託） 業務支援 電子納品 備考

契約時 契約書 ○ ×
発注者、受注者の押印が必要なもの
は、紙による提出

着手時 業務計画書 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙によ
る提出

施工中 打合せ記録簿 ○注1 ○注2
打合せ記録簿は、設計業務指示・承
諾・協議書に添付して提出

完成時 業務完了届 ○ ×
受注者の押印が必要なものは、紙によ
る提出

検査時 成果品 ○ ○

注1 紙が原本の書類は、無理に電子化する必要はありません。
注2 紙が原本の書類は、紙の書類を納品して構いません。

【業務支援とは】
提出書類のひな型を提供します。
工事施工中、監督員へ提出する書類は、電子提出できます。

【電子納品とは】
電子納品ガイドラインに基づく電子成果品の作成および提出を行えます。
受注者印が必要な書類は納品対象外です。  

提出書類のひな型の掲載場所は、ぐんま電子納品システムからリンクしています。 

①標準帳票一覧をクリック

②標準帳票一覧をクリック

 
図 33 標準帳票ダウンロード画面の表示方法 
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また、電子納品対象業務、電子納品対象成果品等の詳細については、「群馬県

CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【資料編】」を参照ください。主な該当

箇所は以下のとおりです。 
第 2 部 対象業務委託・工事 

2.1.1. 測量 
2.1.2. 地質・土質調査 
2.1.3. 設計業務 
2.1.4. 対象工種 

電子成果品は、電子納品対象外書類とともに製本して納品してください。納品す

る部数は基本的に 1 部です。 

電子成果品をシステムからダウンロードして、出力

電子納品対象外書類

製本

 
図 34 電子成果品の紙による提出イメージ 
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表 14 管理ファイルの作成・登録方法（業務委託） 

フォルダ 管理ファイル注２

①システム画面か
ら必要事項を入力

して作成する

②各自の支援ソフ
トで作成し、アップ

ロードする
ルート 業務管理ファイル ○ ×

REPORT 報告書ファイル ○ ○
（報告書フォルダ）
BORING 地質情報管理ファイル × ○
(地質データフォルダ)

PIC コア写真管理ファイル × ○
（コア写真フォルダ）
TEST 土質試験及び地盤調査管理ファイル × ○
（土質試験及び地盤調査フォルダ）
OTHRS その他管理ファイル × ○
（その他の地質・土質調査成果フォルダ）

SURVEY 測量情報管理ファイル × ○
(測量データフォルダ)

KITEN 基準点測量成果管理ファイル × ○
(基準点測量フォルダ)
SUIJUN 水準測量成果管理ファイル × ○
(水準測量フォルダ)
CHIKEI 地形測量及び写真測量成果管理ファイル × ○
(地形測量フォルダ)
ROSEN 路線測量成果管理ファイル × ○
(路線測量フォルダ)
KASEN 河川測量成果管理ファイル × ○
(河川測量フォルダ)
YOUCHI 用地測量成果管理ファイル × ○
(用地測量フォルダ)
OTHRSOYO その他の応用測量成果管理ファイル × ○
その他の応用測量サブフォルダ
DOC ドキュメント管理ファイル × ○
ドキュメントサブフォルダ

DRAWING 図面管理ファイル ○ ○注１

（図面フォルダ）
PHOTO 写真管理ファイル ○ ○注１

(写真フォルダ)

【凡例】
○：利用できる方法、×：利用できない方法
注１：納品対象の図面や写真が多い場合に効率的な方法
注２：管理項目の記入にあたっての留意点等の詳細については、「群馬県CALS/EC土木事業の電子納品ガイドライン
　　　【資料編】」をご参照ください。主な該当箇所は以下のとおりです。

第 5 部 管理項目
5.1.1. 一般土木
5.2. 一般土木
5.2.1. 設計業務
5.2.3. 地質・土質調査
5.2.4. 測量
5.2.5. 図面
5.2.6. 写真

 
表 15 ぐんま電子納品システムを利用した場合と群馬県 CALS/EC 電子納品ガイドラインに記

載されている入力項目（必要度）の違い 

（１）業務管理ファイル

分類 項目名
群馬県CALS/EC電子納品

ガイドラインでの扱い
ぐんま電子納品システム

でのチェック内容
業務実績システムバージョン番号 任意 必須
業務実績システム登録番号 任意 必須
住所コード 任意 必須

発注者情報 発注者機関コード 任意 必須
受注者情報 受注者コード 任意 必須

主な業務の内容 任意 必須
業務分野コード 任意 必須
業務キーワード 任意 必須
業務概要 任意 必須

業務件名等

業務情報
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5.2. 特記仕様書記載例（発注者） 

5.2.1. 工事（電子納品対象案件） 

ぐんま電子納品システム利用対象工事特記仕様書 
 
（総則） 
第 1 条 

本工事は特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない

事項は、標準仕様書及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。 
施行は本特記仕様書、図面を優先し、標準仕様書、その他参考図書の順とする。 
受注者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生

じた場合には、速やかに監督員と協議しなければならない。 
 
（電子納品対象工事及びぐんま電子納品システムの利用） 
第 2 条 

本工事は、ぐんま電子納品システム（以下「本システム」という。）を利用する電子納品対

象工事である。本システムの運用にあたっては、「群馬県 CALS/EC ぐんま電子納品システム

運用ガイドライン（案）」（平成 29 年 3 月版）（以下、「ガイドライン」という。）に基づき運

用する。 
 
（利用準備及び利用料の支払い） 
第 3 条 

受注者は、以下の項目について契約後速やかに実施するものとする。 
(1)契約担当者の所属、氏名、メールアドレスを「契約担当者届出書」に記載し、工事事務

担当者に報告すること。 
(2)現場事務所等に、本システムが使用可能な下記程度のインターネット環境及びパソコン

環境を整えること。 
項目 基本仕様 
OS Windows 7 / 8.1 / 10 
ブラウザ Internet Explorer 11 
ネットワーク ADSL（上り 1Mbps／下り 8Mbps）以上 
電子メールソフト 電子メールの送受信が可能なソフト 
ワープロ、表計算 Word、Excel、一太郎等 
ウィルスチェック 各社標準のソフトウェア 

(3)受注者は、本システムより送付される「登録確認メール」に従い 7 日以内に利用登録を

行い群馬県が本システムの運用業務を委託している者（以下「システム事業者」という。）

と契約を締結すること。 
(4)受注者は、本システムの利用料金を、システム事業者から利用料の回収を委託されてい

る利用料収納代行業者に支払うこと。 
システム事業者：日本電気株式会社 
利用料収納代行業者：NEC キャピタルソリューション株式会社 
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（利用対象書類） 
第 4 条 

本工事では、ガイドラインに示された書類について本システムを介して受け渡しを行うもの

とする。なお、ガイドラインに示された書類以外の書類については、監督員と協議を受け、

利用の可否を決定する。 
 
（用語の定義） 
第 5 条 

「群馬県土木工事標準仕様書」（平成 27 年 10 月版）について、書面とは、手書き、印刷物、

電子データ等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したもの、または帳票

データ等を作成したことや確認したことを示す機能を持ったシステムを利用したものを有効

とする。 
本工事においては、仕様書に記載してある「押印」は「押印または帳票データ等を作成した

ことや確認したことを示す機能」と読み替える。 
 
（成果品の提出） 
第 6 条 

電子納品は、ガイドラインに基づき成果品データをシステムに登録する。電子納品の対象外

の登録データの取り扱い方法は、発注者と協議のうえ、決定することとする。 
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5.3. 利用協議書 

様

住所

受注者

氏名

㊞

　下記のとおり、ぐんま電子納品システムの利用を協議します。

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　 ）

上記の協議内容について承諾します。

様

○○土木事務所長

　氏名 ㊞

平成　　年　　月　　日

　　　　　　○○○○

契 約 金 額

契 約 年 月 日 平成　年　月　日 工 期 平成　年　月　日

契約管理番号

事 業 名

施 工 箇 所

平成　　年　　月　　日

○○土木事務所長

　　　　　　○○○○

ぐんま電子納品システムの利用協議書
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5.4. 契約担当者届出書 

 

契 約 担 当 者 届 出 書  

 
年    月    日 

 
  ○○○事務所 
 工事事務担当者 様 
 

                                        受注者名 
                                        氏  名                           

 
 

  下記の者を         工事における契約担当者とするので、その旨届出ます。 
 

 

氏名  

所属  

メールアドレス  
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5.5. 事前協議チェックシート 

5.5.1. 工事（電子納品対象案件） 

事前協議チェックシート(工事用)（例）
(１)担当者 実施日 　平成　　年　　月　　日　

工事名

路線河川名

施工箇所

工期 　 平成　　年　　月　　日　 ～ 平成　　年　　月　　日　

契約管理番号

発注者 事務所・係名

役職名

氏名

TEL

e-mail

受注者 会社名

役職名 (現場代理人)

氏名

TEL

e-mail

(２)ぐんま電子納品システムの利用

(３)適用要領・基準類

（国土交通省の要領等）

(４)インターネットアクセス環境

最大回線速度 ■1.5Mbps以上  □384Kbps以上  □128Kbps以上  □128Kbps未満
電子メール１通当たりの容量制限 □5MB以上 ■5MB未満  □3Mbyte未満
最大回線速度 □1.5Mbps以上 □384Kbps以上 □128Kbps以上 □128Kbps未満
電子メール１通当たりの容量制限 □制限無し □制限有り　（　　　）MB未満

※ファイル等の送受信は基本的に本システムの連絡機能を利用してください。

文書作成等 一太郎

Word

Excel

その他

CAD図面 SXF(SFC)形式

写真 JPEG(またはTIFF)形式

その他

(５)ぐんま電子納品システム利用機能

□H16.06　□H20.05

□H20.12

CAD製図基準に関する
運用ガイドライン(案)

電子納品運用ガイドライン(案)
【地質・土質調査編】

ソフト名もしくはファイル形式
発注者　利用環境

(バージョンを含めて記載)

ぐんま電子納品
システム利用機能

CAD製図基準(案)

ぐんま電子納品
システム利用案件

群馬県CALS/ECぐんま電子納品
システム運用ガイドライン(案)

工事完成図書の電子納
品要領（案）

□H20.05　 □H22.09

■H29.03

■利用対象案件

　□書類の作成提出・決裁機能

受注者　利用環境
(バージョンを含めて記載)

□H21.06　 □H22.09

□H21.06

□H22.08

電子納品運用ガイドライン(案)
【土木工事編】

　□連絡機能

発注者

受注者

　□電子成果品作成支援機能

　□電子掲示板機能

デジタル写真管理情報
基準（案）

□H20.05　 □H22.09

地質・土質調査成果
電子納品要領(案)

H24の運用は、一般土木の要領のみの運用となります。備考

　□スケジュール管理機能

　□共有書類・検査支援機能
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(６)電子納品対象項目

フォルダ チェック欄

○：電子

△：紙　

×：不要

<root> ○

DRAWINGS

SPEC

MEET

ORG

○ 出来形管理資料

○ 工事打合せ書

○ 段階確認書

PLAN

ORG ○

DRAWINGF

○

PHOTO ○

PIC ○

DRA

OTHRS

ORG003 ○

※1　紙が原本の書類は、紙の書類を納品して構いません。

(７)ウイルス対策

使用ソフト名

（受注者）

(８)検査時に使用する機器

発注者 受注者

※1 検査前には、工事検査員に、準備する機器種類について確認を行ってください。

※2 検査用パソコンに書類や図面を閲覧可能なワープロソフトやCADデータのビューワソフト等を準備してください。

　　オフラインで検査を行う場合は、検査用パソコンに電子成果品を閲覧可能なビューワソフト等を準備してください。

※3 検査の際、工事検査員と受注者が別々に画面を見る場合や、工事検査員の補助員が付く場合等、状況に応じ

　　可能であれば準備してください。

(９)その他

サブフォルダ

品質管理資料

納品データ名
（○を記入）

作成者

協議時の合意内容

マウス１ （ 発注者用 ）

マウス２ （ 受注者用 )（USBマウス）

補助モニタ （ ディスプレイ ）

プロジェクタ、スクリーン、パソコン接続用ケーブル

完成図面
(CAD製図基準(案)に準拠していないもの)

プリンタ （ カラー OR モノクロ ）

電源の延長コード

ノートパソコン　※3

準備担当
備考

検査用パソコン　※2

特記仕様書等

地質断面図

完成図面
(CAD製図基準(案)に準拠しているもの)

施工計画書

その他（　　　　　　　　　　　）

発注図面

受注者

インターネット接続環境

地質平面図

工事写真

検査時に準備する機器の種類　※1

参考図

発注者

工事管理ファイル
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5.5.2. 業務委託（電子納品対象案件／対象外案件共通） 

事前協議チェックシート(業務委託用)（例）
(１)担当者 実施日 　平成　　年　　月　　日　

業務名

路線河川名

施工箇所

工期 　 平成　　年　　月　　日　 ～ 平成　　年　　月　　日　

契約管理番号

発注者 事務所名・係名

役職名

氏名

TEL

e-mail

受注者 会社名

役職名 (管理技術者)

氏名

TEL

e-mail

(２)ぐんま電子納品システムの利用

(３)適用要領・基準類

（国土交通省の要領等）

(４)インターネットアクセス環境

最大回線速度 ■1.5Mbps以上  □384Kbps以上  □128Kbps以上  □128Kbps未満
電子メール１通当たりの容量制限 □5MB以上 ■5MB未満  □3Mbyte未満
最大回線速度 □1.5Mbps以上 □384Kbps以上 □128Kbps以上 □128Kbps未満
電子メール１通当たりの容量制限 □制限無し □制限有り　（　　　）MB未満

※ファイル等の送受信は基本的に本システムの連絡機能を利用してください。

文書作成等 一太郎

Word

Excel

その他

CAD図面 SXF(SFC)形式

写真 JPEG(またはTIFF)形式

その他

(５)ぐんま電子納品システム利用機能

受注者

　□書類の作成提出・決裁機能

　□連絡機能

受注者　利用環境
(バージョンを含めて記載)

備考

CAD製図基準(案)

地質・土質調査成果
電子納品要領(案)

ソフト名もしくはファイル形式
発注者　利用環境

(バージョンを含めて記載)

□H16.06　□H20.05

□H20.12

測量成果
電子納品要領(案)

発注者

□H17.08　□H21.06

□H22.08

電子納品運用ガイドライン(案)
【業務編】

CAD製図基準に関する
運用ガイドライン(案)

電子納品運用ガイドライン(案)
【地質・土質調査編】

H24の運用は、一般土木の要領のみの運用となります。

□H20.12

ぐんま電子納品
システム利用案件

群馬県CALS/ECぐんま電子納品
システム運用ガイドライン(案)

土木設計業務等の
電子納品要領(案)

□H20.05

■H29.03

■利用対象案件

□H21.06

ぐんま電子納品
システム利用機能

　□共有書類・検査支援機能

　□電子成果品作成支援機能

　□電子掲示板機能

　□スケジュール管理機能

電子納品運用ガイドライン(案)
【測量編】

□H21.06

デジタル写真管理情報
基準（案）

□H20.05　 □H22.09
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(６)電子納品対象必須項目、協議項目

□業務管理ファイル

□(１)報告書フォルダ(REPORT) □(４)測量フォルダ(SURVEY) □(５)地質フォルダ(BORING)

 □報告書管理ファイル  □測量情報管理ファイル  □地質情報管理ファイル

 □報告書ファイル  □基準点測量  □ボーリング交換用ファイル

 □報告書オリジナルファイル  □水準測量  □電子柱状図

□(２)図面フォルダ(DRAWING)  □地形測量及び写真測量  □電子簡略柱状図

 □図面管理ファイル  □路線測量  □地質平面図

 □図面ファイル  □河川測量  □地質断面図

□(３)写真フォルダ(PHOTO)  □用地測量  □コア写真

 □写真情報管理ファイル  □その他の応用測量  □土質試験及び地盤調査

 □写真ファイル  □ドキュメント  □その他の地質・土質調査成果

 □参考図ファイル □(６)その他

　　(　　　　　　　　　　)

(７)ウイルス対策

使用ソフト名

（受注者）

(８)その他
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5.6. 所属別の決裁ルート一覧 

・前橋土木事務所 
・太田土木事務所

■発注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）
発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 現場代理人
主任（監理）

技術者

カテゴリ 書類の種類
決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者
業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 管理技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任技術者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → → 副所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任担当者  



 56

■受注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　現場代理人発議（所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → → 副所長 所長

工事打合せ書　現場代理人発議（副所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → → 副所長

工事打合せ書　現場代理人発議（係長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → → 副所長 所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（副所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → → 副所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（係長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長

段階確認表　現場代理人発議

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 監理監督員

段階確認表　主任（監理）技術者発議

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 監理監督員

認定請求書　現場代理人発議 

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　主任（監理）技術者発議 

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長
工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　閲覧者発議（請求担当者等） 

請求担当者
等（閲覧者）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → → 副所長 所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（副所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → → 副所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（係長決裁）

管理技術者 監督員 係長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → → 副所長 所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（副所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → → 副所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（係長決裁）

主任技術者 監督員 係長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → → 副所長 所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（副所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → → 副所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（係長決裁）

主任担当者 監督員 係長  
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・高崎土木事務所 

■発注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）
発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 現場代理人
主任（監理）

技術者

カテゴリ 書類の種類
決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者
業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 管理技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任技術者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 事業所長 → 副所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任担当者  
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■受注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　現場代理人発議（所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長

工事打合せ書　現場代理人発議（副所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 事業所長 → 副所長

工事打合せ書　現場代理人発議（事業所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 事業所長

工事打合せ書　現場代理人発議（係長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（副所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 事業所長 → 副所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（事業所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 事業所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（係長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長

段階確認表　現場代理人発議

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 監理監督員

段階確認表　主任（監理）技術者発議

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 監理監督員

認定請求書　現場代理人発議 

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　主任（監理）技術者発議 

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長
工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　閲覧者発議（請求担当者等） 

請求担当者
等（閲覧者）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（副所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 事業所長 → 副所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（事業所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 事業所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（係長決裁）

管理技術者 監督員 係長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（副所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 事業所長 → 副所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（事業所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 事業所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（係長決裁）

主任技術者 監督員 係長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 事業所長 → 副所長 所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（副所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 事業所長 → 副所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（事業所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 事業所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（係長決裁）

主任担当者 監督員 係長  
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・渋川土木事務所 
・安中土木事務所 
・伊勢崎土木事務所 
・桐生土木事務所 
・館林土木事務所 
・上信自動車道建設事務所 
・道路管理課 
・河川課 
・砂防課 
・都市計画課 
・契約検査課 
・建設企画課 

・渋川森林事務所 
・西部環境森林事務所 
・藤岡森林事務所 
・富岡森林事務所 
・吾妻環境森林事務所 
・利根沼田環境森林事務所 
・桐生森林事務所 
・森林保全課 
・自然環境課 
・林政課 
 
 

■発注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）
発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 → 所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 現場代理人
主任（監理）

技術者

カテゴリ 書類の種類
決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者
業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 → 所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 管理技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 → 所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任技術者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 → 所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任担当者  
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■受注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　現場代理人発議（所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → 次長 → 所長

工事打合せ書　現場代理人発議（次長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → 次長

工事打合せ書　現場代理人発議（係長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → 次長 → 所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（次長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → 次長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（係長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長

段階確認表　現場代理人発議

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 監理監督員

段階確認表　主任（監理）技術者発議

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 監理監督員

認定請求書　現場代理人発議 

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　主任（監理）技術者発議 

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長
工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　閲覧者発議（請求担当者等） 

請求担当者
等（閲覧者）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → 次長 → 所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（次長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → 次長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（係長決裁）

管理技術者 監督員 係長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → 次長 → 所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（次長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → 次長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（係長決裁）

主任技術者 監督員 係長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → 次長 → 所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（次長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → 次長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（係長決裁）

主任担当者 監督員 係長  
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・藤岡土木事務所 
・富岡土木事務所 
・中之条土木事務所 
・沼田土木事務所 

■発注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）
発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 → 所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 現場代理人
主任（監理）

技術者

カテゴリ 書類の種類
決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者
業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 → 所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 管理技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 → 所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任技術者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 → 所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 事業所長 次長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（事業所長決裁）

監督員 係長 事業所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任担当者  
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■受注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　現場代理人発議（所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 事業所長 次長 → 所長

工事打合せ書　現場代理人発議（次長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 事業所長 次長

工事打合せ書　現場代理人発議（事業所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 事業所長

工事打合せ書　現場代理人発議（係長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 事業所長 次長 → 所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（次長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 事業所長 次長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（事業所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 事業所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（係長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長

段階確認表　現場代理人発議

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 監理監督員

段階確認表　主任（監理）技術者発議

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 監理監督員

認定請求書　現場代理人発議 

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　主任（監理）技術者発議 

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長
工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　閲覧者発議（請求担当者等） 

請求担当者
等（閲覧者）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 事業所長 次長 → 所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（次長決裁）

管理技術者 監督員 係長 事業所長 次長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（事業所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 事業所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（係長決裁）

管理技術者 監督員 係長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 事業所長 次長 → 所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（次長決裁）

主任技術者 監督員 係長 事業所長 次長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（事業所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 事業所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（係長決裁）

主任技術者 監督員 係長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 事業所長 次長 → 所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（次長決裁）

主任担当者 監督員 係長 事業所長 次長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（事業所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 事業所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（係長決裁）

主任担当者 監督員 係長  
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・道路整備課 
・下水環境課 
・下水道総合事務所 
・特定ダム対策課 
・八ッ場ダム水源地域対策事務所 

■発注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）
発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 現場代理人
主任（監理）

技術者
工事打合せ書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 現場代理人
主任（監理）

技術者

カテゴリ 書類の種類
決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者
業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 管理技術者
（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 管理技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 主任技術者
(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任技術者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（副所長決裁）

監督員 係長 → 次長 副所長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（次長決裁）

監督員 係長 → 次長 主任担当者
（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　監督員発議（係長決裁）

監督員 係長 主任担当者  
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■受注者発議帳票 
カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

工事 工事打合せ書　現場代理人発議（所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → 次長 副所長 所長

工事打合せ書　現場代理人発議（副所長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → 次長 副所長

工事打合せ書　現場代理人発議（次長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長 → 次長

工事打合せ書　現場代理人発議（係長決裁）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → 次長 副所長 所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（副所長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → 次長 副所長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（次長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長 → 次長

工事打合せ書　主任（監理）技術者発議（係長決裁）

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長

段階確認表　現場代理人発議

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 監理監督員

段階確認表　主任（監理）技術者発議

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 監理監督員

認定請求書　現場代理人発議 

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　主任（監理）技術者発議 

主任（監理）
技術者

現場代理人 監督員 係長
工事事務担当

者（閲覧者）

認定請求書　閲覧者発議（請求担当者等） 

請求担当者
等（閲覧者）

現場代理人
主任（監理）

技術者
監督員 係長

工事事務担当

者（閲覧者）

カテゴリ 書類の種類

決裁の順番（左から右へ）

発議者 決裁者

業務 （設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → 次長 副所長 所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（副所長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → 次長 副所長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（次長決裁）

管理技術者 監督員 係長 → 次長

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書　管理技術者発議（係長決裁）

管理技術者 監督員 係長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → 次長 副所長 所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（副所長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → 次長 副所長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（次長決裁）

主任技術者 監督員 係長 → 次長

(測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書　主任技術者発議（係長決裁）

主任技術者 監督員 係長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → 次長 副所長 所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（副所長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → 次長 副所長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（次長決裁）

主任担当者 監督員 係長 → 次長

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書　主任担当者発議（係長決裁）

主任担当者 監督員 係長  
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以上 


