浜松市 CALS/EC アクションプログラム
（第２期）

平成 28 年 4 月

浜松市 CALS/EC 推進委員会
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浜松市 CALS/EC アクションプログラム

１ はじめに
１-１

CALS/EC とは

CALS/EC とは「公共事業支援統合情報システム」の略称であり、従来は紙で交換されていた情報
を電子化するとともに、ネットワークを活用して各業務プロセスをまたぐ情報の共有・有効活用を図るこ
とにより公共事業の生産性向上やコスト縮減等を実現するための取り組みである。
※CALS/EC ： Continuous Acquisition and Life-cycle Support / Electronic Commerce

国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2008 より
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（公共事業分野への CALS/EC 導入計画策定経緯）
1996 年 4 月『建設 CALS 整備基本構想』の策定 （建設省）
2010 年までに 21 世紀の新しい公共事業執行システムの確立を整備目標とし、建設 CALS/EC
実現を目指すこととした。
1997 年 6 月『建設 CALS/EC アクションプログラム』の策定 （建設省）
「建設 CALS 整備基本構想」をもとに、実際に整備すべき具体的な内容を明らかにするととも
に、旧建設省の直轄事業について、2004 年度までに導入・実現することとした。旧運輸省関係で
「港湾 CALS 整備基本計画」（1997 年 3 月）、「空港施設 CALS グランドデザイン」（1997 年 3 月）、
「港湾 CALS 整備基本計画」（1998 年 10 月）などが策定されている。
2001 年 6 月『地方展開アクションプログラム（全国版）』の策定 （国土交通省）
2010 年までに全国の地方自治体においても CALS/EC を混乱なく導入することが出来るように
するため、国土交通省が策定したプログラムである。
2005 年 3 月『国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2005』の策定（国土交通省）
国土交通省は 1997 年策定のアクションプログラムの完了年の平成 16 年度（2005 年 3 月）まで
には、全てが順調に導入できていない事から、より一層の推進を図るため 18 の目標を掲げ、アク
ションプログラム 2005 を策定した。
2009 年 3 月『国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2008』の策定（国土交通省）
これまでの CALS/EC アクションプログラムの成果を踏まえ、工事生産性の向上（コスト削減、ス
ピードアップ化）、維持管理の効率化、透明性の確保を図る観点から、下記の６つの目標を掲げ
重点分野において、ICT※技術を活用した建設生産システム（社会資本監理システム）の構築を
目指す。
①入札契約書類の完全電子化による手続きの効率化
入札契約手続き書類の完全電子化による手続きの効率化により一連の調達がすべてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で可能となる。

②受発注者間のコミュニケーションの円滑化
情報共有システムの利活用により、発注者・受注者間のコミュニケーションの円滑化を図る。

③調査・計画・設計・施工・管理を通じて利用可能な電子データの利活用
・必用な書類については完全電子納品化を行うとともに、これらの流通が図れるようなシステムの構築をはかる。
・建設生産システムの全フェーズ共通して利活用が図れるような電子データシステムの構築を図る。

④情報化施工の普及推進による工事の品質向上
情報化施工による施工中のデータの有効活用を行い、工事の一層の品質向上とコスト縮減を可能とする。

⑤電子納品化に対応した品質検査技術の開発
紙と電子の二重納品を排除するための現地検査方法の開発や書類検査の省力化を図る。

⑥CALS／EC の普及
各種研修や資格制度の活用等を通じ CALS／EC の普及を促進させて、直轄の CALS／EC リテラシー向上、自治体
の CALS／EC 普及率向上を図る。

※ ICT(Information and Communication Technology):情報処理及び情報通信
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１-２

CALS/EC 導入の必要性と期待される効果

１-２-１ CALS/EC 導入の必要性
（1） 公共事業の執行過程改善のために
公共事業に対しては、その事業プロセスの「不透明性」や事業自体の「費用対効果」などに対
して厳しい意見が投げかけられており、「品質の向上と合わせたコストの縮減」、「事業の迅速化」、
「プロセスの透明性や公平性の確保」、「説明責任の向上」などが、公共事業を進めていく上での
大きな課題となっている。これらの課題に対しては、既に各発注機関においてコスト縮減対策や
各種情報の公開など、個々の課題ごとに克服するための取り組みが進められているが、公共事
業の全執行過程を通じて業務の進め方を改革・改善する総合的な取り組みが不可欠である。国
土交通省では、「公共工事入札契約適正化法の趣旨を徹底させるとともに、透明性の向上、競争
性の一層の向上を通じた公共 事業構造改革の一環として、その 基盤を提供する ICT 化
（CALS/EC）を推進する。」としており、CALS/EC は、こうした改革、改善の一環として有効な手段
である。
浜松市においても CALS/EC の導入は大きな効果が期待される。
（2） 公共事業分野における行政サービス向上のために
急速に進歩する情報通信技術（ICT）は、行政の簡素化や効率化のみならず、国民や地域住
民に対する行政サービスを飛躍的に向上させる可能性を持っている。
このようなことから、総務省においては、平成 13 年 10 月「電子政府・電子自治体推進プログラ
ム」を発表し、各種手続きのオンライン化やインターネットによる行政情報の提供など、国及び地
方自治体の ICT 化の推進を促している。公共事業分野においても、工事施工に伴う各種手続き・
情報だけでなく、占用の許可や工事の承認などの申請手続き、施設や工事に関する情報など、
幅広く国民に提供すべき行政サービスが数多くあり、電子自治体の一部をなす CALS/EC を推進
する必要性は極めて高いと言える。
（3） 地域建設産業の生産性向上のために
ICT 化の流れ、特にインターネット上での商取引は、事業者と消費者との間や事業者同士など、
わが国の産業界全体に広がっている。
建設業界においても、インターネットを通じた消費者向けの企業アピールや資材等の調達、工
事関係者間の情報共有などといった動きが見られ、年々着実に ICT 化が拡大しつつある。しかし
ながら、流通業や金融業ほどの大きな流れとはなっていない。
CALS/EC は、公共工事の発注者である国、県、市町村等における業務の効率化を主眼とした
ものであるが、発注者・受注者間での情報のやりとりを通じて、受注者である建設会社や測量・設
計会社における ICT 化を促し、業務の効率化や生産性を向上させる効果が期待できる。また、建
設業界における業務の効率化がなければ、公共事業の全執行過程を通じた改革・改善も成し遂
げられないことから、CALS/EC は、発注者と受注者双方の業務の効率化を目指す取り組みとして、
両者の協働により推進される必要がある。
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１-２-２

CALS/EC 導入により期待される効果

公共事業を「情報化」の観点から見ると以下に示す特徴がある。
・発注者、設計者、施工者、資材供給者等関係者が多岐にわたり、この間で頻繁に情報交換が
行われている。
・交換される情報は、文書のみならず図面や写真、計算書等多様で量が多い。
・施設のライフサイクルが長く、長期間にわたる維持修繕・管理が必要で、これを支える情報の役
割が大きい。

メリットの受益者
三要素

メリット

1) 情報の電子化

2) 通信ネット
ワークの利用

3) 情報の共有化

発注者

受注者

市民

①省資源

○

○

○

②省スペース

○

○

−

③検索時間の短縮

○

−

○

④市民への説明能力の向上

○

−

○

⑤移動コストの削減

−

○

−

⑥現場作業の安全性向上

−

○

−

⑦住民情報サービスの向上

−

−

○

⑧防災・維持管理

○

−

○

⑨コスト縮減

○

○

○

⑩品質の向上

○

○

○

⑪社会資本の有効活用

−

−

○

⑫官民技術レベルの向上

○

○

−

国土交通省 CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）より
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これらの特徴ゆえに、公共事業の ICT 化(CALS/EC)が実現した際には直接的、間接的効果を含め、
以下のメリットが考えられる。

（1） 「情報の電子化」によるメリット
図面や文書、計算書などの資料を電子化して保存することによって、紙に比べて保管スペース
が削減され、かつ、検索・加工が簡易・短時間で可能となる。また、住民説明会等において、画面
上でシミュレーションを行うなど専門知識が無くても理解し易い説明が可能となる。

（参考：「公共事業受発注者のためのCALS/ECガイドブック」(財)日本建設情報総合センター）
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（2） 「通信ネットワークの利用」によるメリット
CALS/EC の世界では、通信ネットワークを本格的に活用し、業務を進めることが基本である。
高度化された通信ネットワークを介して、電子化されたデータをやりとりすることにより、短時間で
どことでも情報の交換が可能となり、より迅速な業務の執行が可能となる。

（参考：「公共事業受発注者のためのCALS/ECガイドブック」(財)日本建設情報総合センター）

（3） 「情報の共有化」によるメリット
CALS/EC が導入されると情報の共有化が促進され、その結果、データを一元的に管理するこ
とになり、常に最新データの使用及び活用が可能となる。

（参考：「公共事業受発注者のためのCALS/ECガイドブック」(財)日本建設情報総合センター）
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２ 取り組み状況
２-１ 国土交通省
国土交通省は平成 8 年度に「建設 CALS 整備基本構想」を策定し、その後、省庁再編などの経緯の
中で随時改訂等を行い、平成 20 年度には最終版である「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム
2008」が策定された。これに基づき ICT 技術を活用した建設生産システム（社会資本監理システム）が
構築され、全ての事業において展開されている。
さらに 、平成 23 年度に は社会基盤情報標準化委員会の「社会基盤情報標準化推進計画
2010-2012」を策定し、平成 25 年度からは ICT の先端技術を取り入れた新たな社会情勢への機動的
な対応への期待に応えるため、単年度を基本とした「社会基盤情報標準化実施計画」のもと、建設情
報の新たな標準化方策への検討を進めている。

２-２ 浜松市
浜松市は平成 23 年 2 月に『浜松市 CALS/EC 推進委員会』が発足し、平成 24 年６月から浜松市
CALS/EC アクションプログラムのもと CALS/EC の構築を推進している。これまで、工事及び工事関連
業務委託の成果物の電子納品や GIS（地理情報システム）を中心に、環境整備及び情報の電子化に
よる業務の効率化を推進してきた。また、情報共有や CAD データと積算システムの連携及び情報化
施工については、他自治体との情報交換を積極的に行いその動向及び国の取り組み状況を注視し、
当市の情報通信基盤の整備状況や関係者の受け入れ態勢を考慮しつつ検討を進めている。
浜松市の主な取組み状況
分類

実施項目
CALS/EC実施体制

計画策定 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

H22以前 H23
H23.2
策定

実施年度
H24
H25

H26

H27

実施

要領基準の整備
段階実施

成果物の電子納品
設計積算

構築・運用

業務成果物保管用ｻｰﾊﾞｰ整備
入札契約 電子入札

H19
段階実施

成果物の電子納品

情報収集、調査、検討

工事施工 情報共有

情報収集

情報化施工

整備・運用、運用拡大

GIS
維持管理

構築・運用

業務成果物保管用ｻｰﾊﾞｰとGIS連携
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３ 浜松市における CALS/EC
建設事業において CALS/EC を実現するためには、現行の各種制度や業務プロセスの見直しなど
も必要とされる。それらも踏まえた『浜松市における CALS/EC 推進手順』を以下に示す。

【推進方法】
・情報入手
・推進体制

準 備

【方向性・方針】
・基本方針
・到達目標

浜松市 CALS/EC
整備基本構想

【具体的な行動計画】
・行動方針
・行動目標
・行動計画

浜松市 CALS/EC
アクションプログラム

CALS/EC 導入開始

【技術面】
システム整備
ネットワーク整備
セキュリティー対策
共有・連携
導入検討など

入札・契約

計画・調査

設計・積算

工事・施工

維持・管理

【制度面】

【人的な面】

基準・指針の見直し
業務執行の標準化
新しい制度の検討
新しい業務執行システム

情報リテラシー※向上
セキュリティー意識の向上
制度や技術の運用
業務執行の標準化

※情報リテラシー：情報を自己の目的に適合するよう使用できる能力
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３-１

準備

３-１-１

推進体制について

浜松市における CALS/EC の構築を推進するため、平成 23 年 2 月、公共事業担当部局を中心に、
オブザーバとして県技術管理課、関係業界団体等とで構成する『浜松市 CALS/EC 推進委員会』を発
足した。この委員会は本アクションプログラムの策定だけでなく、実証実験の実施、普及活動などにつ
いても行なうこととしている。
推進体制について以下に示す。

浜松市 CALS/EC 推進委員会

浜松市 CALS/EC 推進幹事会

・ アクションプログラム策定にかかる庁内の連絡
調整
・ CALS/EC のシステム構築にかかる連絡調整
・ 実証実験の実施等、CALS/EC の導入準備
・ 関係法令の整理

・ 推進委員会で検討すべき事項の企画・立案
・ CALS/EC 実証実験
・ 普及促進事業の立案・推進
・ その他委員会で必要とされた事項

委員長
委 員

幹事長 財務部
幹 事 企画調整部
財務部
財務部
産業部
産業部
都市整備部
都市整備部
都市整備部
都市整備部
都市整備部
都市整備部
土木部
土木部
土木部
土木部
土木部
土木部
上下水道部
上下水道部

財務部
財務部長
企画調整部 企画調整部長
産業部
農林水産担当部長
都市整備部 都市整備部長
都市整備部 花みどり担当部長
土木部
土木部長
上下水道部 上下水道部参与
オブザーバ
静岡県交通基盤部建設支援局
技術管理課
（一社）静岡県建設業協会
（一社）静岡県測量設計業協会
静岡県地質調査業協会
静岡県設備協会（一社）
（公社）静岡県建築士会
（一社）静岡県建築士事務所協会
H27.12

技術監理課長
情報政策課長
調達課長
公共建築課長
農地整備課長
林業振興課長
都市計画課長
市街地整備課長
緑政課長
公園課長
建築行政課長
住宅課長
道路課長
河川課長
南土木整備事務所長
北土木整備事務所長
東･浜北土木整備事務所長
天竜土木整備事務所長
水道工事課長
下水道工事課長

H27.12

浜松市 CALS/EC 推進委員会作業部会
各参加課から選出されたメンバーなどで構成
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３-２

浜松市 CALS/EC 整備基本構想

３-２-１

基本方針

CALS/EC 導入の必要性及び前提となる条件等を踏まえ、以下を浜松市における CALS/EC 整備
の基本的な考え方とする。
１）可能な限り速やかな導入・整備
「事業コストの縮減」、「透明性の向上」、「品質の確保」等、公共事業の進め方の改善に対
する要請を勘案し、可能な限り速やかな整備をめざす。
２）市が実施する公共事業全般への導入
建設業界も含めた業務の効率化を実現するために、公共事業全般への導入をめざす。ま
た、特定の分野、特定の部局が実施する事業にとどまることなく全庁的な導入をめざす（上
下水道を含む）。
３）先行システムとの整合・連携の確保
開発・整備コストの低減、受注者の混乱防止等の観点から、システムの開発・整備にあた
っては、国の CALS/EC 関連システム、積算システム等との整合・連携に留意するものとす
る。
４）情報通信基盤の整備状況等を踏まえた段階的な導入
発注者側における市及び受注者側における大手企業と零細企業との情報通信基盤の整
備状況等の格差を踏まえ、実施可能なものから段階的な導入、普及を図る。
５）関係者の習熟に配慮した導入
発注者・受注者双方の職員の情報リテラシーの現状を勘案し、導入・普及にあたっては、
関係者の習熟に十分配慮するものとする。

３-２-２

到達目標

浜松市における CALS/EC 到達目標は以下のとおりとし、整備の段階ごとに具体的な実現目標を設
定するものとする。
・情報の電子化による業務の効率化を実現する。
・電子情報の蓄積・管理による公共事業の品質向上を実現する。
・電子情報を利用した業務執行システムの構築による、効率的で市民に開かれた公共事業の
実現を図る。
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４ 浜松市 CALS/EC アクションプログラム（第２期）
４-１

行動方針

浜松市 CALS/EC アクションプログラム（第２期）を策定する上での行動方針を以下のように設定し
た。
浜松市においては、電子情報を利用した業務執行システムの構築により、効率的な公共事業
の実現を目標に CALS/EC を充実させ、以下を前提とし情報化社会に対応した公共事業の ICT
化を確立する。
・本市の情報化計画やこれに類する計画との整合性を図りながら、CALS/EC の拡充を図る。
・CALS/EC は段階的に実施範囲を拡大しながら推進を図る。
・国土交通省や静岡県他各自治体の動向を踏まえ、CALS/EC の推進にあたる。

４-２

行動目標

浜松市 CALS/EC アクションプログラム（第２期）における目標を以下のとおり設定する。
（1） 電子業務の充実
・電子化により効率化できる業務の電子化を図る。
（2） 電子情報の利活用環境の整備
・GIS を基幹とした情報の集約を推進する。
・システム連携による電子情報の共有、効率化を図る。
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４-３

行動計画

アクションプログラムの概要を以下に示す。

浜松市 CALS/EC アクションプログラム（第２期）概要
対象期間

平成 27 年度以前
の主な実施項目

入札契約

・電子入札ｼｽﾃﾑの運用
・電子納品の一部実施

平成 28〜29 年度
（2016〜2017 年度）

設計・積算
・情報共有 DB の構築

平成 32 年度〜
（2020 年度〜）

・電子納品の全面実施

調査･計画
・発注図 CAD 化
・CAD 研修の実施

平成 30〜31 年度
（2018〜2019 年度）

・CAD 製図基準に則し
た図面作成技術の習
得
・CAD ソフトの統一化検
討
・情報共有 DB の改善検
討

・調査・計画データの共
有の検討
・CAD 製図基準に則し
た図面による発注

・調査・計画データの共
有の実施

・CAD ソフトの選定
・統一 CAD ソフトの導入
・情報共有 DB の改善
・CAD データと積算ｼｽﾃ
ﾑの連携の検討

・保管管理ｼｽﾃﾑの構築
・電子納品の一部実施
・情報共有ｼｽﾃﾑの検討

工事施工

維持管理

共通事項

・情報化施工の情報収
集
・GIS の運用拡大
・GIS の構築運用及び保
管 管理 ｼ ｽ ﾃ ﾑと の 連
携

・浜松市 CALS/EC 推進
委員会の運営
・電子納品保管管理ｼｽ
ﾃﾑの保守、改善（増
設）
・大型ﾓﾆﾀｰ、PC、大判
ﾌﾟﾘﾝﾀｰの配備
・アクションプログラムの
策定見直し

・電子納品の全面実施
・メールや web ｻｰﾋﾞｽ等
を活用した情報共有
の検討
・情報共有ｼｽﾃﾑの検討
・電子納品内容拡充の
検討
・情報化施工の情報収
集
・GIS の運用拡大
・GIS と各ｼｽﾃﾑ等の連
携の検討
・ 電子納 品成 果物 と 各
台帳システム等の連
携の検討
・浜松市 CALS/EC 推進
委員会の運営
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・メールや web ｻｰﾋﾞｽ等
を活用した情報共有
の検証
・情報共有ｼｽﾃﾑの検証

・情報共有の導入

・電子納品内容拡充の
検証
・情報化施工の情報収
集
・GIS の運用拡大
・GIS と各ｼｽﾃﾑ等との連
携の検証
・ 電子納 品成 果物 と 各
台帳システム等の連
携の検証
・浜松市 CALS/EC 推進
委員会の運営
・電子納品保管管理ｼｽ
ﾃﾑの保守、改善（増
設検討）
・大判ﾌﾟﾘﾝﾀｰ更新

・電子納品内容拡充の
実施
・情報化施工の採用検
討
・GIS の運用拡大
・GIS と各ｼｽﾃﾑ等との連
携実施
・ 電子納 品成 果物 と 各
台帳システム等の連
携の実施
・浜松市 CALS/EC 推進
委員会の運営

・PC 更新
・アクションプログラムの
見直し

浜松市 CALS/EC アクションプログラム

浜松市CALS/ECアクションプログラム（第２期） 業務別工程表
分類

実施項目

優先度

CALS/ECアクションプログラムの策定見直し

A

要領基準の整備

A

〜H27

H28

計画策定

入札契約 電子入札実施

A

電子納品の実施

A

調査・計画データの共有

A

CAD製図基準に則した図面による発注

A

CADソフトの統一

B

情報共有DBの改善

A

CADデータと積算システムの連携

C

電子納品の実施

A

受発注者間の情報共有(ﾒｰﾙやwebｻｰﾋﾞｽ、情報共有ｼｽﾃﾑ）

B

電子納品内容の拡充

B

情報化施工

C

GISの運用拡大

A

調査・計画

設計・積算

工事施工

維持管理 GISと各システム等の連携
電子納品成果物と台帳システム等の連携
環境整備 CALS/EC関連機器更新

B
B
A

【優先度】
A：平成 32 年度までに必ず実施する項目
B：平成 32 年度以降に実施となる可能性がある項目
C：国土交通省、他機関の整備状況を踏まえ実施の是非を検討する項目
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【凡例】
検討
実施

実 施 年 次
H29
H30

H31

H32

浜松市 CALS/EC アクションプログラム

実施項目の内容は次のとおりである。
４-３-１

入札契約

平成１３年度当初より、国土交通省直轄事業において、電子入札システムおよび発注予定情報、発
注情報、入札結果を一元的に集約、格納し、検索を可能とする入札情報サービス（PPI）の運用が開始
されている（http://www.ppi.go.jp）。
浜松市は静岡県が立ち上げた「静岡県電子入札共同利用者協議会」の協議会員であり、県下全て
の市町が会員・準会員となって静岡県が構築する電子入札システム・入札情報サービスを共同利用し
ている。当面このシステムを運用していく。

４-３-２

調査・計画

（1） 電子納品
建設工事関連業務委託に関する電子納品については、土木系では平成 27 年度から設計金
額 100 万円を超えるものを対象とする全面実施となっており、建築系では平成 29 年度から設計金
額 30 万円超えるものを対象とする全面実施まで段階的に対象の拡大を図る。
（2） 調査・計画データの共有
調査・計画データは次工事のみならず他事業においても利用できる可能性を有している。調
査・計画データを共有することで業務効率の向上や計画策定資料としての有効利用が見込まれ
る。そこで、効率的な調査・計画データの共有を図る。

４-３-３

設計・積算

（1） CAD 製図基準に則した図面による発注
CALS/EC の中核を担う図面情報の図面データ交換の実現に向け、CAD データ交換標準開
発コンソーシアム(SCADEC)によってデータ形式 SXF が制定された。この CAD データの標準化が
進んだことにより、事業実施過程における情報共有の効率化が図られるほか、長期にわたるデー
タの再現性が確保された。一方、CAD データを調査、計画、設計、調達、施工及び維持管理の
各業務プロセスで有効に活用するためには製図基準（線種、線幅、記号等）を統一する必要があ
る。そこで、発注段階で製図基準に則した図面による発注をすることが、データを有効活用する
上で重要となることから、CAD 製図基準に則した図面による発注を行う。これには、設計担当職
員の CAD 製図基準の習得が必要になるため、教育、情報提供を行う。
（2） CAD ソフトの統一
浜松市では、使用している CAD ソフトが CADWell、JWW、HOCAD、AutoCAD 等の CAD ソフ
トが職場ごとにまちまちであり、異動による職員の CAD ソフト操作技術の習得の負担が大きい。よ
って、CAD ソフト統一に係る諸問題を整理し、できるだけ早い時期の CAD ソフトの統一を図る。
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（3） 情報共有 DB の改善
情報共有 DB とは、設計積算に関する通知などの情報のデータベースである。
情報共有 DB は、１情報当りのデータ容量の制約が無いなどの利便性の良さから、職員間での
情報交換等さまざまな形で有効利用がなされている。しかしながら、データベース内の情報が多く
なることで情報選択の手間の増大や記憶媒体容量不足などが懸念される。
そこで、利便性を向上させつつ、利用時の負担や基盤への負荷を軽減するように改善を行う。
（4） CAD データと積算システムの連携
CAD システム内で数量計算を自動化し、その結果を積算システムに取り込むことにより積算の
効率化を図るため検討する。
現在、特定の CAD ソフトにおいては数量計算機能を持ち、数値データの出力も可能となって
いるものもあり、また、CAD データ交換標準フォーマット（SXFver3.0）でも可能となったが、一般的
な普及に至っていない。
さらに、国土交通省では３次元モデルを活用した BIM（Building Information Modeling、建築分
野）を平成２２年度より試行を開始している。BIM とはコンピュータ上の３次元の形状情報に加え材
料・部材の仕様・性能、コスト情報等、建物の属性情報を併せもつ建物情報モデル（BIM モデル）
を構築することで、設計から施工、維持管理に至る建築ライフサイクルのあらゆる工程で BIM モデ
ルを活用することにより、建築生産や維持管理の効率化に繋げるものである。そして、土木分野
においてこの技術を応用した CIM（Construction Information Modeling/Management）により積算
の効率化をはじめあらゆる工程で効率化、高度化の効果を期待し、その導入検討を行っている。
これらの CAD データとシステム連携した CAD ソフトや BIM、CIM に対する国の取り組み等に注
目しながら検討する。

国土交通省中部地方整備局 HP より
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４-３-４

工事施工

（1） 電子納品の拡大
建設工事に関する電子納品については、土木系では平成２７年度から設計金額 250 万円を超
えるものを対象とする全面実施となっており、建築系では平成２９年度から設計金額 250 万円超え
るものを対象とする全面実施まで段階的に対象の拡大を図る。
（2） 受発注者間の情報共有（メールや web サービス等、情報共有システム）
工事施工の業務プロセスでは、受発注者間で協議打ち合わせから定型様式に沿った書類の
やり取り等で各種の紙媒体による情報交換が頻繁に行われ、その情報量はかなり膨大なものに
なる。完了時にはそれらの整理業務に費やす時間も双方にとって負担となっている。しかし、ICT
技術を活用することで、業務の効率化、省力化を図ることができる。さらに、設計、施工及び維持
管理する上での必要な情報を関係者間で電子的に共有し、相互利用することができる。このこと
から ICT による受発注者間の情報共有を推進する必要がある。
浜松市における受発注者間の情報共有の方法については、関係者の受入体制、浜松市の情
報通信環境及び他自治体の動向を注視しながら導入の判断をする必要がある。そこで、一般的
に普及しており、現在も情報交換の手段として利用している「電子メールや weｂサービス等を活用
する方法」や国土交通省が全面導入したことにより ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ
ー）による事業が広がった「情報共有システムを利用する方法」について、利用方法の検討やモ
デル工事での検証を行い段階的な導入を図る。
いずれの方法においても、受発注者間の情報共有で利用される ICT はインターネットによると
ころとなることから、インターネット環境の充実を進める必要がある。

情報共有システム
（ASP・SaaS など）

対面打合せ

国土交通省関東地方整備局
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（3） 電子納品内容の拡充
受発注者間の情報共有の電子化が進むことにより、施工記録や協議書等の情報の電子化が
進む。電子化された情報を電子納品の対象とすることで、完成時の書類整理等の省力化が図ら
れると伴に、維持管理等他の業務プロセスに情報を受け渡すことが容易になる。そこで、受発注
者間の情報共有の電子化に合わせ、電子納品内容の拡充を図る。
（4） 情報化施工
情報化施工とは、設計等から得られる電子情報を活用して、出来形管理や建設機械の制御を
行うなどして施工することをいい、国土交通省では、平成 20 年 7 月に続き平成 25 年 3 月に「情
報化施工推進戦略」を発表し、平成 29 年度までの目標や取り組みを具体的に示し、情報化施工
をより一層推進している。
情報化施工は今後予想される技術者不足や品質確保等の諸問題の解決手段として大いに期
待できることから、浜松市としては、情報化施工技術の信頼性や一般化を見極めつつ受け入れ
態勢を整えていく必要がある。
これらのことから、情報化施工の採用について検討する。

国土交通省 情報化施工推進戦略 より
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４-３-５

維持管理

（1） GIS の運用拡大
GIS とは、地理情報システム（Geographic Information System）の略称で、文字や数字、画像な
どを地図と結びつけてコンピュータ上に再現し、位置や場所から様々な情報を統合･分析したり、
わかり易く地図表現したりすることが出来るシステムである。
平成 23 年度に構築した建設系 GIS に、電子納品保管管理システムの保管先（リンク）を設定し、
地図上から施工箇所の電子納品成果品を閲覧することをはじめ、建設に関連する地理情報を各
課で登録するなど GIS の利活用が広がっている。
今後、全庁系 GIS と統合することで、情報は全庁的な行政情報となり、多方面での有効利用の
可能性が広がることから、より一層の利用拡大を進める。
（2） GIS と各システム等の連携
GIS は各システムや情報の連携の中心となり得るものである。つまり、GIS の位置情報を起点と
して各システムや情報同士の連携を可能にする。このことにより、情報取得効率の向上や情報の
分析の高度化などが期待できる。
そこで、台帳システムなどのシステム更新時には、GIS と連携できるシステムに更新することを推
進する。
（3） 電子納品成果物と台帳システム等の連携
工事完成時の情報から施設台帳等に反映される情報は多く、また、情報は施設管理上速やか
に更新されることが望ましい。そこで、工事の電子納品成果物と施設台帳等が連携することで、台
帳更新の効率化、省力化及び迅速化が図られる。
よって、静岡県の各施設台帳の電子化による施設台帳の確実な整備などを目的とした「台帳
電子化等推進 WG」の活動を注視しつつ、工事の電子納品成果物と施設台帳等の連携を図る。

□□ｼｽﾃﾑ

JACIC ホームページより

○○台帳

××台帳

△△ｼｽﾃﾑ
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資料 アクションプラン改定経緯
浜松市 CALS/EC アクションプログラム
平成 24 年 2 月

浜松市 CALS/EC 推進委員会にて承諾

平成 24 年 6 月

掲載資料等を H24.4 時点修正

平成 24 年 6 月

実施

浜松市 CALS／EC アクションプログラム（第 2 期）
平成 28 年 1 月

浜松市 CALS/EC 推進委員会にて承諾

平成 28 年 4 月

実施
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