
頁 改　定　前 改　　　定 備考

1 １．総則
1-1　適用
　～中略～
　次に示す事業の土木工事に適用する。
　　　・　河川事業　　・　道路事業　　・　公園事業　　・　下水道事業

１．総則
1-1　適用
　～中略～
　次に示す事業の土木工事に適用する。
　　　・　河川事業　　・　道路事業　　・　公園事業

変更

2 (3) 滋賀県工事管理情報システムのアドレス
　　 https://www.sct.or.jp/cals/
       （滋賀県建設技術センターホームページ内）

(3) 滋賀県工事管理情報システムのアドレス
　　 https://www.sct.or.jp/asp/
       （滋賀県建設技術センターホームページ内）

変更

3 （記載なし） 1-6 電子納品の対象とする資料の範囲
　　　i-construction追加 新規

3 （記載なし） 図 1-1 電子納品対象資料と資料の格納場所
　　i-Construction
　　　(ICN01_01.PDF)

新規

4 (2) DVD-Rは、データの肥大化を防ぐため、原則として使用不可とする。 (2) 電子媒体は、CD-RまたはDVD-Rを原則とする。
変更

全般 電子媒体(CD-R) 電子媒体(CD-RまたはDVD-R)
変更

全般 元号の変更（平成） 元号の変更（令和）
変更

6 2-3 電子納品・保管管理に関する運用ルール
　　　ダウンロード先　　http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/dennsann/cals_ec/

2-3 電子納品・保管管理に関する運用ルール
　　　ダウンロード先　　http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18783.html 変更

6 2-4 電子データを用いた書類検査
　CALS/ECを推進するため、できるだけ電子データで検査を行うことが望ましいが、紙データ
の混在等、書類検査の効率化を考慮し、検査時提出資料および説明資料は原則として紙で
準備する。
　～中略～
　滋賀県建設工事検査要領第８条で定める「検査時提出資料および説明資料」は、原則とし
て印刷物で１部準備する。
　ただし、工事写真については、写真閲覧ソフトによる適切な閲覧が可能であれば、不可視
部の出来形や段階確認等、印刷物の準備は一部分で良い。

2-4 電子データを用いた検査
　CALS/ECを推進するため、原則電子データで検査を行うこととする。ただし、検査時提出資
料は原則として紙で準備することとします。また検査時説明資料のうち、電子データ化が困
難な資料（公印が必要な資料等）は、紙で準備することとします。
　～中略～
　滋賀県建設工事検査要領第９条で定める「検査時提出資料および説明資料」「検査時提出
資料」は原則として印刷物で１部準備し、「検査時説明資料」は電子データ化が困難な資料
（公印が必要な資料等）は紙で準備する。
　ただし、工事写真については、滋賀県工事管理情報システムによる適切な閲覧が可能で
あれば、不可視部の出来形や段階確認等、印刷物の準備は一部分で良い。

変更

6 (1) 電子成果品により検査を行う書類の範囲
　工事完成図書の納品は、全て電子化することが望ましい。
　しかし、基準未策定のものや電子化が困難なものは紙で納品されるため、成果品に紙と電
子データが混在することになる。この結果、従来の紙のみの検査と比較して、電子成果品の
すべてを電子データで検査することが必ずしも効率化につながらないことが想定される。した
がって、電子納品された書類でも、印刷物を準備して書類検査を実施することとした。

(1) 電子成果品により検査を行う書類の範囲
　工事完成図書の納品は、全て電子化することが望ましい。
　しかし、基準未策定のものや電子化が困難なものは紙で納品されるため、成果品に紙と電
子データが混在することになる。この結果、従来の紙のみの検査と比較して、電子成果品の
すべてを電子データで検査することが必ずしも効率化につながらないことが想定される。した
がって、電子納品された書類でも、印刷物を準備して書類検査を実施することができるものと
する。

変更

滋賀県電子納品運用ガイドライン（案）[ 土　木　工　事　編 ] 　新旧対象表



頁 改　定　前 改　　　定 備考

6 (3) デジタル写真の電子検査
　受注者がデジタルカメラで写真撮影し、工事写真管理ソフト等で「デジタル写真管理情報基
準（案）」で定める電子データを監督職員へ提出する場合は、原則としてデジタル写真を利用
して電子検査を行う。
　受注者は、写真の電子データを電子検査用パソコンに保存し、工事写真管理ソフト等を利
用して、写真を表示し、電子検査を行う。

(3) デジタル写真の電子検査
　受注者が「デジタル写真管理情報基準（案）」に基づきデジタルカメラで写真撮影した電子
データは、原則として滋賀県工事管理情報システムに登録を行い、デジタル写真を利用して
電子検査を行う。

（以下、削除）

変更

6 (4) 機器の操作
　2)　受注者は、電子媒体の内容や閲覧ソフトの機能を熟知するものを操作補助員として配
置してよい。

(4) 機器の操作
　2)　受注者は、電子媒体の内容や滋賀県工事管理情報システムの機能を熟知するものを
操作補助員として配置してよい。 変更

7 (6) 検査時提出資料および説明資料
　滋賀県建設工事検査要領第８条で定める「検査時提出資料および説明資料」を以下に示
す。
　(検査時提出資料)
　　(1) 検査概要調書、手続状況一覧表、特記事項処理状況報告書、工事材料使用届およ
び承諾願一覧表、使用材料一覧表、出来形管理一覧表、品質管理一覧表、作業別重点安
全管理項目一覧表
　　(2) その他必要と認められる資料
　(説明資料)
　　(1) 契約図書(契約書・設計図書)
　　(3) 施工計画書、工事材料使用届書および承諾願書、現場発生品図書、施工管理整理
図書(工程管理整理図書・出来形管理整理図書・品質管理整理図書)、工事写真
　　(4) 工事記録簿（工事日報）、材料購入伝票
　　(5) 指示書、承諾書、工事段階検査等記録簿
　　(9) その他必要と認められる資料
　　※　カッコ内の数字は、同要領と対応させています。

(6) 検査時提出資料および説明資料
　「検査時提出資料および説明資料」とは、滋賀県建設工事検査要領第９条で定める資料と
する。

（以下、削除）

変更

9  (3) 「工事材料の使用について(様式38)」は「情報共有システムの決裁＋紙の決裁」 （削除）
削除

9 (注意事項)
　(2) 発注者が、行政情報ネットワークを経由するインターネットから「ファイルを登録」する場
合、ファイルサイズが10Mバイト以下でないと登録出来ません。受注者側のファイルサイズは
規制がありませんが、10Mバイト以下に納まるよう分割して下さい。
　ただし、写真ファイル（JPEG）については、2Mバイト以下とします。

（削除）

削除

14 (3) SXFファイルの表示・印刷
　CADデータ交換標準 (SXF) に対応したCADソフトによって作成された図面データを表示・印
刷するソフトウェア（SXFブラウザ）は以下のサイトよりダウンロードすることができる。
(ただし、CADソフトとは違い、図面を表示する機能のみで、編集の機能はない。)

　ダウンロード先
　http://www.cals-ed.go.jp/calsec/cadsxfb.htm

(3) SXFファイルの表示・印刷
　CADデータ交換標準 (SXF) に対応したSXFデータの表示や印刷等は、以下のサイトを参考
にOCF検定に合格しているSXF対応ソフトウェアをご利用下さい。
( ただし、CADソフトとは違い、図面を表示する機能のみで、編集の機能はない。)

http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml

変更



頁 改　定　前 改　　　定 備考

15 請負者 受注者
変更

16 5. 事前協議チェックシート（土木工事用）
　～前略～
　なお、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のＨＰ「滋賀県CALS/ECポータルサイト」から
Excel形式で入手できる。

5. 事前協議チェックシート（土木工事用）
　～前略～
　なお、滋賀県ＨＰ「滋賀県CALS/ECポータルサイト」からExcel形式で入手できる。 変更

18 (7) 電子納品対象協議項目
　　　OTHRS
　　　　　∟ORG
　　　　　　　∟工事履行報告書
　　　　　　　∟段階確認書

(7) 電子納品対象協議項目
　　　OTHRS
　　　　　∟ORG
　　　　　　　∟工事履行報告書
　　　　　　　∟段階確認書
　　　　　　　∟i-Construction

新規

20 (4) 検査用ソフトウェア
　検査使用ソフトウェア名
　　滋賀県チェックソフト

(4) 検査用ソフトウェア
　検査使用ソフトウェア名
　　□滋賀県工事管理情報システム
　　□滋賀県チェックソフト

変更

22 □発注者は監理課技術管理室
※

へ電子成果品(副)および送付状を提出し、保管管理システ
ムへの登録を依頼する

※【補足】滋賀県電子納品・保管管理運用ルールにおいて、2015年 (平成27年) 4月以降、電
子成果品(副)の送付先は、（公財）滋賀県建設技術センターとしています。

□発注者は技術管理課へ電子成果品(副)および送付状を提出し、保管管理システムへの登
録を依頼する

変更

23 7.登録時
　　成果品送付
　　　滋賀県電子納品・保管管理運用ルールにより送付状を添付して成果品(副)を監理課技

術管理室
※

送付

※【補足】滋賀県電子納品・保管管理運用ルールにおいて、2015年 (平成27年) 4月以降、電
子成果品(副)の送付先は、（公財）滋賀県建設技術センターとしています。

7.登録時
　　成果品送付
　　　滋賀県電子納品・保管管理運用ルールにより送付状を添付して成果品(副)を技術管理
課送付

変更



頁 改　定　前 改　　　定 備考

4 (2) DVD-Rは、データの肥大化を防ぐため、原則として使用不可とする。 (2) 電子媒体は、CD-RまたはDVD-Rを原則とする。 変更

全般 電子媒体(CD-R) 電子媒体(CD-RまたはDVD-R) 変更

全般 元号の変更（平成） 元号の変更（令和） 変更

6 2-3 電子納品・保管管理に関する運用ルール
　　　ダウンロード先　　http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/dennsann/cals_ec/

2-3 電子納品・保管管理に関する運用ルール
　　　ダウンロード先　　http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18783.html 変更

9 (5) 業務分野コード、業務キーワードは、下記の資料のとおりとする。
　　http://www.cals-ed.go.jp/calsec/tecris.htm

(5) 業務分野コード、業務キーワードは、下記の資料のとおりとする。
　　http://www.cals-ed.go.jp/tecris/ 変更

14 (3) SXFファイルの表示・印刷
　CADデータ交換標準 (SXF) に対応したCADソフトによって作成された図面データを表示・印
刷するソフトウェア（SXFブラウザ）は以下のサイトよりダウンロードすることができる。
(ただし、CADソフトとは違い、図面を表示する機能のみで、編集の機能はない。)

　ダウンロード先
　http://www.cals-ed.go.jp/calsec/cadsxfb.htm

(3) SXFファイルの表示・印刷
　CADデータ交換標準 (SXF) に対応したSXFデータの表示や印刷等は、以下のサイトを参考
にOCF検定に合格しているSXF対応ソフトウェアをご利用下さい。
( ただし、CADソフトとは違い、図面を表示する機能のみで、編集の機能はない。)

http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml

変更

15 受託業務名
受託者名

業務名
受注者名 変更

16 5. 事前協議チェックシート（委託業務用）
　～前略～
　なお、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のＨＰ「滋賀県CALS/ECポータルサイト」から
Excel形式で入手できる。

5. 事前協議チェックシート（委託業務用）
　～前略～
　なお、滋賀県ＨＰ「滋賀県CALS/ECポータルサイト」からExcel形式で入手できる。 変更

22 □発注者は監理課技術管理室
※

へ電子成果品(副)および送付状を提出し、保管管理システ
ムへの登録を依頼する

※【補足】滋賀県電子納品・保管管理運用ルールにおいて、2015年 (平成27年) 4月以降、電
子成果品(副)の送付先は、（公財）滋賀県建設技術センターとしています。

□発注者は技術管理課へ電子成果品(副)および送付状を提出し、保管管理システムへの登
録を依頼する

変更

23 8. ボーリング位置情報チェックシート
～前略～
ダウンロード先：http://www.cals-ed.go.jp/calsec/rule/guide_bor2pcs.xls

8. ボーリング位置情報チェックシート
～前略～
ダウンロード先：http://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/guide_bor3pcs.xls 変更

滋賀県電子納品運用ガイドライン（案）[ 委　託　業　務　編 ]　新旧対象表



頁 改　定　前 改　　　定 備考

24 (参考)　滋賀県CALS/ECアクションプログラムについて
～前略～
http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/dennsann/cals_ec/cals_ec_actionprogram.html

(参考)　滋賀県CALS/ECアクションプログラムについて
～前略～
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18783.html

変更

29 3.写真編集等
　写真の信憑性を考慮し、原則として写真編集は認めない。

3.写真編集等
　写真の信憑性を考慮し、原則として写真編集は認めない。
　なお、デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入（電子黒板）は、写真編集に該
当しない。

新規

26 (適用する事業)
本ガイドライン(案)は、以下に示す事業の工事・業務に適用する。
　　・　河川事業　　　　・　道路事業　　　　　・　公園事業　　　　・下水道事業

(適用する事業)
本ガイドライン(案)は、以下に示す事業の工事・業務に適用する。
　　・　河川事業　　　　・　道路事業　　　　　・　公園事業

変更

55 (2) 電子納品対象の納品方法
　～中略～
　　 CD-R

(2) 電子納品対象の納品方法
　～中略～
     CD-R（DVD-R） 変更

滋賀県電子納品運用ガイドライン（案）[ 付　録 ] 　新旧対象表



頁 改　定　前 改　　　定 備考

目次 【別紙１】電子成果品（ＣＤ－Ｒ）送付状 ・・・・・・・・・・・・・・・5 【別紙１】電子成果品（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）送付状 ・・・・・・・・・・・・・・・5
変更

目次 [ 参考資料 ]　CD-Rの品質仕様について

○　電子媒体としてのCD-Rの品質仕様については、以下の条件を満たすことが望ましい。

最終成果品を永続的に保管管理する電子媒体の品質については、様々な保管条件のもとで
も原本性が保たれ、常に閲覧・検索・利用できる状態でなければならない。現時点での製品
検査結果では、以下の条件満たせば寿命を100年以上と推定されている。

(1)ＣＤ－Ｒの反射層の材質は金が最良である。（銀でもやむを得ない。）
(2)色素は耐光性に優れたフタロシアニン系が最良である。（シアニン系もやむを得ない。）
(3)ＣＤ－Ｒの読み取りエラー値を220cpsとした場合、次の条件を満足することが望ましい。
1)温度８０度、湿度85％の環境下で、500時間放置状態であっても異常がないこと。
2)温度-40度の環境下で、200時間放置状態であっても異常がないこと。
3)直射日光に曝された環境下で、100時間放置状態であっても異常がないこと。

（削除）

削除

3 1-1 はじめに
　～前略～
　本ルールは、2015年4月以降に契約する工事・委託業務に適用する。

1-1 はじめに
　～前略～
　本ルールは、2020年4月以降に契約する工事・委託業務に適用する。 変更

3 1-2 電子成果品の受け取り後のチェックから保管・登録まで

　（図中）電子成果品（副）　送付先　：　（公財）滋賀県建設技術センター

　※（公財）滋賀県建設技術センターの電子媒体（CD-R）は、保管管理システムに登録後、
一定期間保 管した後、破棄します。

1-2 電子成果品の受け取り後のチェックから保管・登録まで

　（図中）電子成果品（副）　送付先　：　滋賀県土木交通部技術管理課

　※電子媒体（CD-RまたはDVD-R）は、保管管理システムに登録後、一定期間保 管した
後、破棄します。

変更

4 (3) 土木事務所および事務所から（公財）滋賀県建設技術センターへの電子成果品（副）送付
　担当者は、電子成果品（副）を送付状と共に（公財）滋賀県建設技術センターの登録・保管
担当者へ送付する。
　担当者から登録・保管担当者への送付状の様式は【別紙１】とする。

(3) 土木事務所および事務所から技術管理課への電子成果品（副）送付
　担当者は、電子成果品（副）を送付状と共に技術管理課の登録・保管担当者へ送付する。
　担当者から登録・保管担当者への送付状の様式は【別紙１】とする。 変更

滋賀県電子納品・保管管理運用ルール　新旧対象表



頁 改　定　前 改　　　定 備考

5 (2) 所属コード（各セクション別） (2) 所属コード（各セクション別）

　　　　　　　　（芹谷地域振興事務所　→　削除）

変更

6 1-4　保管管理システムについて
　～前略～
本システムの使用方法については、「総合事務支援システム」→「特定ライブラリ」→「H00 土
木交通部フォルダ」→「01 CALS/EC関係」→「滋賀県電子納品・保管管理システムUser's
Manual」を参照のこと。（職員のみ閲覧可能）

1-4　保管管理システムについて
　～前略～
(削除） 変更

6 1-5　電子成果品の登録 1-5　電子成果品の登録

　
　　　　（芹谷地域振興事務所　→　削除）

変更


