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適用する事業

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-1

土木工事に関する設計業務等

農業土木工事に関する設計業務等

営繕工事に関する設計業務等

水道・ガス工事に関する設計業務等
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電子納品とは

電子納品

調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子
成果品として納品すること

電子納品の利点

紙使用量が減少(省資源化)

保存スペースが小さくなる(省スペース化)

データベース化により検索時間が短縮される

データを共有することにより品質が向上する

ライフサイクルコストが低減される

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-1
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電子納品とは

電子成果品

工事または業務の共通仕様書等において規定される資
料のうち、要領等にもとづいて作成した電子データ

電子媒体

電子成果品を格納した「CD-R」

オリジナルファイル

CAD、ワープロ、表計算ソフト等で作成した電子デー
タ(スキャニングして電子化したものも含む)

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-2
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電子納品の流れ

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-3 図1-1

業務実施時

電子成果品のチェック

電子媒体のチェック

電子成果品チェック

完成検査

保管管理

電子成果品の整理

作業の詳細は「図3-2 電子成果品作
成作業の流れ」を参照

合意形成

電子成果品蓄積

共有・交換

エラーが発生しなくなるまで繰返し
やりとりは再利用可能な媒体で行う
こと。

成果品作成時
土木設計業務等

業務管理ファイルの作成 業務管理ファイルの作成 業務管理ファイルの作成

測 量 地 質

報告書の作成報告書の作成

図面成果の作成図面成果の作成

写真の作成写真の作成

測量成果の作成

地質・土質調査成果

の作成

XML

DTD

REPORT

DRAWING

PHOTO

SURVEY

BORING
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準拠する要領等(土木・水道・ガス工事)

H18.3機械設備工事電子納品要領(案)機械設備工事編施設機器コード

H18.3機械設備工事・業務CAD製図基準(案)機械設備工事編

H18.3機械設備工事工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編

H18.3機械設備設計土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編

H16.6電気通信設備工事・業務CAD製図基準(案)電気通信設備編

H16.6電気通信設備工事工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編

H16.6電気通信設備設計土木設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編

H18.1工事・業務デジタル写真管理情報基準(案)

H16.6測量作業測量成果電子納品要領(案)

H16.6地質調査地質・土質調査成果電子納品要領(案)

H16.6工事・業務CAD製図基準(案)

H16.6工事工事完成図書の電子納品要領(案)

http://ww
w.nilim-
ed.jp/ind
ex_denshi
.htm

H16.6業務土木設計業務等の電子納品要領(案)土木
(林
業・
水産
含む)

水
道・
ガス

掲載HP

アドレス

策定

年月
適用対象要領・基準名分野

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-4 表1-1
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準拠する要領等(営繕・農業土木工事)

(社)公共建築

協会(書籍)

H17.6機械設備工事・業務(農業土木)

H17.6機械設備工事(農業土木)

http://www
.nncals.jp
/you.html 

H17.4機械設備設計(農業土木)

H17.4電気通信設備工事・業務(農業土木)

電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編

工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編

設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編

電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編

農業
土木

H17.9電気通信設備工事(農業土木)工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編

H17.4電気通信設備設計(農業土木)設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編

H18.4工事・業務(農業土木)電子化写真データの作成要領(案)

H17.4測量作業(農業土木)測量成果電子納品要領(案)

H17.4地質調査(農業土木)地質・土質調査成果電子納品要領(案)

H17.4工事・業務(農業土木)電子化図面データの作成要領(案)

H17.4工事(農業土木)工事完成図書の電子納品要領(案)

H17.4業務(農業土木)設計業務等の電子納品要領(案)

H10.5営繕工事工事写真の撮り方(改訂第2版)(建築設備編)

H10.5営繕工事工事写真の撮り方(改訂第2版)(建築編)

H14.11営繕工事・建築設計建築CAD図面作成要領(案)

H14.11営繕工事営繕工事電子納品要領(案)

http://www.ml
it.go.jp/gobu
ild/kijun/cal
s/cals.htm 

H14.11建築設計建築設計業務等電子納品要領(案)営繕

掲載HP

アドレス

策定

年月
適用対象要領・基準名分野

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-4 表1-1
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準拠する要領等(ガイドライン)

http://www.n
ncals.jp/you
.html 

http://www.mlit.
go.jp/gobuild/ki
jun/cals/cals.ht
m

農業
土木

営繕

H17.4工事(農業土木)

H17.4工事(農業土木)

H17.4工事(農業土木)

H17.11工事(農業土木)

〃 別紙4

〃 別紙3

〃 別紙2

〃 別紙1

H17.4工事(農業土木)電子納品に関する手引き【工事編】

H17.4機械設備工事・業務(農業土木)電子納品運用ガイドライン(案)機械設備工事編

H17.4電気通信設備工事・業務(農業土木)電子納品運用ガイドライン(案)電気通信設備編

H17.4工事・業務(農業土木)電子納品運用ガイドライン(案)(業務・工事編)

H14.11工事・業務(農業土木)電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)(業務・工事共通)

H14.11営繕工事・建築設計官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案)

H18.3機械設備工事・業務CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)機械設備工事編

H18.3機械設備工事電子納品運用ガイドライン(案)機械設備工事編【工事】

H18.3機械設備業務電子納品運用ガイドライン(案)機械設備工事編【業務】

H16.5電気通信設備工事・業務電子納品運用ガイドライン(案)電気通信設備編

H17.8工事・業務CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)

H17.8工事電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】

http://www.n
ilim-
ed.jp/index_
denshi.htm 

H17.8業務電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】土木
(林
業・
水産
含む)

水
道・
ガス

掲載HP

アドレス

策定

年月
適用対象要領・基準名分野

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P1-5 表1-2



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

電 子 納 品
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電子納品対象となる業務

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P2-1 表2-1

500万円未満

本格運用

一部本運用

各課1件

500万円以上

平成20年度以降平成19年度平成18年度設計業務費区分

※ 平成18年度は、設計業務費にかかわらず各課発注の業務のうち1件を電子納品対象とする。
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電子化の対象書類

電子化が困難な書類・図面の取扱い
電子化が困難なもの（カタログ、パース、模型等）は電子納品の対象外とする。これ
ら電子化が困難な成果品についてはスキャニングするなど、無理に電子データ化する
必要はない。ただし、既に電子化されている成果品については、電子納品対象とする。

押印のある書類・図面の取扱い
押印の必要な書類については、紙媒体の書類で行わざるを得ない。よって、打合せ記
録簿等の押印の必要な書類の電子納品については協議の上、決定する。ただし、営繕
における図面については、押印が存在するため電子納品と従来の紙納品の両方を行う
こととする。

スタイルシートの取扱い
要領等では、スタイルシートの作成は任意とされている。福井市においては、スタイ
ルシートの有用性ならびに作成の容易さ（ほとんどの電子納品作成支援ソフトがサ
ポートしていること）から、国と同様に任意とする。

企業局発注の業務について
企業局が発注する水道事業ならびにガス事業に関する業務については、国が定めた要
領等は存在しない。しかし、今後の電子成果品の利活用を考慮し、「1-5準拠する要
領等」にもとづき電子データを作成することとする。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P2-1
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本ガイドラインにかかわる規定類の関係

土木・農業土木・水道・ガスの業務

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P2-2・2-3 図2-1

CAD製図基準（案）

測量成果電子納品要領（案）

土質・地質調査成果電子納品要領（案）

土木設計業務等の電
子納品要領（案）

XML

DTD

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基準（案）



15福井市

電子成果品の全体構成

土木・農業土木・水道・ガスの業務

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P2-4 図2-3

INDEX_D.XML(土木設計業務編)
業務管理ファイル

INDE_D03.DTD(土木設計業務編)
DTD

報告書フォルダ

図面フォルダ

地質データフォルダ

REPORT

DRAWING

BORING

写真フォルダPHOTO

電子媒体

DTD

XML

INDEX_ED.XML(電気通信設備編)

INDE_ED03.DTD(電気通信設備編)

INDEX_MD.XML(機械設備工事編)

INDE_MD02.DTD(機械設備工事編)
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電子納品対象資料と資料の格納場所

土木・農業土木・水道・ガスの業務

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P2-5 表2-2

●参考図ファイル

●写真ファイル

●写真管理ファイル

●DTD

●図面オリジナル
CADデータ

●図面管理ファイル

●DTD

●図面ファイル

●報告書オリジナル
ファイル

●報告書管理ファイ
ル

●DTD

●報告書ファイル

ファイル形式格納する電子成果品サブフォルダフォルダ

JPG

JPG
or
TIF

XML DTD

REPORT.XML

(報告書管理ファイル)

REP03.DTD
報告書に関する電子成果品
を格納します。

REPORT

報告書フォルダ

ORG
報告書オリジナル
ファイルフォルダ (オリジナルファイル)

PHOTO

写真フォルダ

PIC
写真フォルダ

写真に関する電子成果品
を格納します。

XML DTD

PHOTO.XML
(写真管理ファイル)

PHOTO03.DTD

JPEGファイル(デジタル写真)

JPEGまたはTIFFファイル(参考図)

SFC
XML DTD

DRAWING.XML

(図面管理ファイル)

DRAW03.DTD

図面ファイル

図面に関する電子成果品
を格納します。

DRAWING

図面フォルダ

OTHRS
図面オリジナル
ファイルフォルダ (オリジナルファイル)

(報告書ファイル)

PDF

DRA
参考図フォルダ



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

代表的なフォルダの内容
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各種管理ファイル

管理ファイル
成果品の中に収められているデータを「検索･参照･再利
用｣するために必要な管理項目(属性項目)のファイル

1. 業務管理ファイル

2. 報告書管理ファイル

3. 図面管理ファイル

4. 写真管理ファイル

5. 測量情報管理ファイル

6. 地質情報管理ファイル … etc

管理項目
業務ごとに成果品が異なることから、管理ファイルも
成果品ごとに管理項目も異なる

成果品を格納するフォルダごとに管理項目が異なる
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業務管理ファイル

｢INDEX_D.XML｣｢INDEX_ED.XML｣｢INDEX_MD.XML｣
業務単位で成果品を、｢検索・参照・再利用｣するために必要な情報を、
管理するファイル。

主な管理項目
基礎情報 ：「メディア番号」「メディア総枚数」等

業務件名等：「業務名称」等

場所情報 ：「水系路線情報」等

発注者情報：「発注者名」等

受注者情報：「受注者名」等

業務情報 ：「主な業務の内容」等

予備情報

INDEX_D.XML

業務管理ファイル

INDE_D03.DTD

DTD

電子媒体

DTD

XML

報告書フォルダREPORT

･･････



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

電子納品の実施にあたっての留意事項
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特記仕様書への記載

発注者は、電子納品の対象とする業務について
は、電子納品に関する事項を特記仕様書に必ず
記載すること。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-1
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積算上の考え方

業務(土木・農業土木・水道・ガス)

測量業務成果品の電子納品にかかる費用については、
現行の諸経費率で対応する。

地質調査業務および設計業務等成果品の電子納品にか
かる費用については、現行の印刷製本費を電子成果品
作成費と改め、現行の積算とする。

建築設計

建築設計の電子成果品作成に要する費用は、

現行の諸経費で対応する。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-1
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業務中の留意事項

業務中の書類の取扱い(次スライド参照)

メール送受信の相互確認ルール

原本性の管理のためのルール

日常的な電子成果品の作成・整理

データのバックアップ

コンピュータウイルス対策

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-1・3-2



24福井市

業務中における情報交換の例

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-2 図3-1

  
請負者 発注者 

書類を添付ファイルとして電子データの交換を行います。 

データは担当者相互に管理を行います。 
①電子メールの利用

電子メール 

●データサイズの上限 

 協議の上、決定する。ただし、福井市の上限は 2ＭＢです。 

●メール送受信の相互確認 

 送信メールの確認方法を予め定めておき、そのルールに則って使用します。 

●原本性の管理 

 交換した書類の原本性を確保できるようルールの取り決めが必要です。 

作成したファイルを電子媒体に格納し、郵送もしくは持参しま

す。電子化が行えないものについては、紙媒体で行います。 ②電子媒体・紙媒体の利用

郵送・持参 

●原本性の管理 

 交換した書類の原本性を確保できるようルールの取り決めが必要です。 
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電子成果品の作成作業の流れ

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-3 図3-2

発注者による確認

ハードディスク上で整理

ウィルスチェック、電子成果品のチェック

CD-Rに格納

ウイルスチェックラベル面作成電子媒体納品書作成

電子媒体 電子媒体納品書

発注者へ提出

CD-Rへの格納は追記ができない形式とします。

CADデータはSXFブラウザにより

目視確認します。

エラーがあった場合、修正

すべき箇所を修正します。

発注者支援システムツールでエラーが出

ないことが必要です。

仮成果品の提出
エラーあり

エラーなし

エラー等が無いことを確認

XML

DTD

INDE_D03.DTD

INDEX_D.XML

作成した電子成果品

REPORT

DRAWING

SURVEY

BORING

PHOTO

XML

DTD

INDE_D03.DTD

INDEX_D.XML

作成した電子成果品

REPORT

DRAWING

SURVEY

BORING

PHOTO

電子納品チェックシステム用

作業フォルダをハードディス

ク上に作成します。
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成果品の管理項目

設計書コード

福井市の工事執行管理システム等で使用している
コード体系に従う

○○○○＋□□□□□□□□□＋△△△△△

会計年度 部課室コード 業務番号

例)平成18(2006)年度建設部河川課発注工事の場合

↓

200638003000012345

受注者コード

福井市が定める業者コード番号を使用し、業務着手時
の協議において発注者から受注者に指示

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-4
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電子媒体について

電子納品の媒体はCD-R(書き込みが1度しかできないもの)のみ

CD-Rの論理フォーマットは、ISO9660(レベル1)を原則と
する

CD-Rには検査終了後に検査職員が署名または押印を行う
ための欄を作成すること

受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために電
子媒体納品書(別添様式1)に署名・押印のうえ、電子媒体
とともに提出すること

品質劣化により、CD-Rの内容が確認できなくなるという
事態を避けるため、納品する際には、品質劣化の少ない
高品質のCD-Rを使用すること

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-4
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電子媒体表記例及びケースラベル例

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-5 図3-3・3-4

CD-Rへの必須事項の表示
①表面に直接印刷

or
②サインペンで手書き

平成○年○月

発注者：福井市○○課
受注者：△△株式会社

ウイルス対策ソフト名：○○○○
ウイルス定義：○○○○年○月○日版
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)
チェック年月日：○○○○年○月○日

検査職員署名
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複数の要領にまたがる業務の電子媒体

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-6 図3-5
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図面ファイルの取扱いについて(1/8)

電子納品するファイル形式はSXF(SFC)形式
SXF形式には｢P21｣｢SFC｣の2種類ある

福井市では、｢SFC｣を採用

図面のオリジナルファイル
土木・農業土木・水道・ガスの業務の場合

電子納品対象外

電子納品を求める場合は受発注者間で協議し、納品の有無及びオリジナルファ
イル形式を決める

電子納品する場合は、「DRAWING (図面フォルダ)」の中にサブフォルダ
「OTHRS」を作成し格納する

管理ファイルには記載しない

建築設計の場合
電子納品必須

受発注者間で協議し、オリジナルファイル形式を決める

「DRAWING (図面フォルダ)」の中にサブフォルダ「ORG」へオリジナルファイ
ルを格納する

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-6・3-7
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図面ファイルの取扱いについて(2/8)
CAD図面作成に関する協議事項

図面の表題欄
輪郭と余白及び表題欄の位置

CAD製図基準(案)によらない色を使用する場合には、協議のうえ決定する。色(2-3-5)

作業レイヤの扱いについては関係者間で協議する。

同一図面オブジェクトが複数存在し、区別する必要があるなどやむを得ない
場合は関係者で協議して作図要素の表記を適宜変更してレイヤを作成する。

レイヤ名

(2-3-3)

整理番号の付番の方法は関係者間で協議する。ファイル名

(2-3-2)

高さの大きい構造物等を示す場合には、協議のうえ正位を変えることができ
る。

図面の正位

(2-2-2)

CAD製図基準(案)によらない大きさを使用する場合には、協議のうえ決定す
る。

図面の大きさ

(2-2-1)

協議事項協議項目

( )はCAD製図基準(案)の章節項を示す。

ａ ｂ

ｂ

ｂ

a=20mm以上
b=20mm以上

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-7・3-8 表3-1 図3-6
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図面ファイルの取扱いについて(3/8)

図面の表題欄
表題欄の記載事項

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-8 表3-2

図面の法的所有者である事業者(部課室)名を最下段に記載する。事業者名

作成責任者である設計会社もしくは、施工会社名等を記載する。なお、
契約用図面では無記入とする。

会社名

河川名、路線名、公園名等を記載する。○○名

図面番号を記載する。図面番号

紙出力する際の縮尺を記載する。縮尺

図面を作成した日付として、工期末日や竣工日、契約日等を記載する。
また、図面をやりとりする場合では、図面を提供した日を記載する。

作成年月日

業務もしくは工事の発注年度を記載する。施工年度

図面名称を記載する。図面名

委託業務場所もしくは工事場所を記載する。工事場所

委託業務名もしくは工事名を記載する。工事名

定 義記 載 事 項
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図面ファイルの取扱いについて(4/8)
図面の表題欄

表題欄(土木・農業土木・水道・ガス業務)

表題欄(林道業務)

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-9 図3-7・3-8

工 事 名 1
0

工 事 場 所 1
0

図 面 名 1
0

施 工 年 度 作成年月日 1
0

縮 尺 図面番号 / 1
0

○ ○ 名 1
0

会 社 名 1
0

事 業 者 名 1
0

20 30 20 30

100

8
0

福井市　　　　　　　　　　部　　　　　　　　　　課

路 線 名 事業名 1
0

林 道 区 分 級別区分 設計速度 km／h 1
0

年 度 施行主体 10

名 称 1
0

施 行 地 10

縮 尺 審査者 設計者 1
0

20 30 20 20 20 30

140

6
0

線 事業

図　　　　　　　　葉中　　　　　　　　番

　　福井市
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図面ファイルの取扱いについて(5/8)

レイヤ名

D-STR-HTXT

1.責任主体※ ：半角英大文字1文字

2.図面オブジェクト：半角英数字4文字以下

3.作図要素 ：半角英数字4文字以下

※ 責任主体：「S:測量」「D:設計」「C：施工」「M：維持管理」

例）D:設計、STR：主構造物、HTXT:旗上げ

① ③②

参照：CAD製図基準(案) P12
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図面ファイルの取扱いについて(6/8)

レイヤとは
レイヤは図面を層に分割して扱う機能のことである。図形
要素をレイヤに割り当てることによって、図面上の情報を
レイヤ単位で扱うことができる。CADでは作業効率を向上
させるため、レイヤ単位毎に色や線種の設定、画面上の表
示・非表示の設定、紙への出力・非出力の設定が可能であ
る。

見た目は1枚

3枚のレイヤから構成

参照：CAD製図基準(案) P12
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図面ファイルの取扱いについて(7/8)

128128128暗灰

192192192明灰

25564128青紫

2551280明青

128192128薄緑

0128255橙

64128192茶

1280192牡丹

255255255白

2552550シアン

2550255マジェンタ

0255255黄色

25500青

02550緑

00255赤

000黒

BGR色名

色
CADデータ作図に用いる色は16色

参照：CAD製図基準(案) P15 表2-2
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図面ファイルの取扱いについて(8/8)

線の種類

線の太さ(細線：太線：極太線＝1：2：4)
図面に使用する線の太さは、

｢0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2mm｣

文字
JIS Z 8313:1998「製図-文字」に基づく図面に使用する文
字のサイズは、 ｢1.8, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20mm｣

特定機種固有文字を使用しない

想像線、基準線、境界線、参考線、などで一点鎖線と区別する必要があるとき二点鎖線

中心線、切断線、基準線、境界線、参考線一点鎖線

見えない部分の形を示す線破線

可視部分を示す線、寸法および寸法補助線、引き出し線、破断線、輪郭線、中心線実線

主な用法外観線種

参照：CAD製図基準(案) P16・17 表2-3
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写真の取扱いについて

写真ファイル形式

｢JPEG｣

参考図ファイル形式は「JPEG」か「TIFF」

写真の編集

写真の編集は認めていない

有効画素数

黒板の文字が認識できる

100万画素～120万画素(300～600KB)

ボーリングコア写真は200万画素以上

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-9・3-10
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報告書ファイル(PDF)の作成時留意事項

用紙サイズ
サイズ「A4」・向き「縦」

解像度・圧縮率の設定
印刷時、文章中の文章･表･図･写真の内容が判読できるように設定

フォントの埋め込み
標準的なフォントを使用し、埋め込みは行わない

ファイルサイズ
最大10MBを目安に作成

報告書原稿の作成 (次スライド参照)
ワープロソフトや表計算ソフトから直接変換し作成

報告書ファイルへの追加事項
業務打合せ簿を最後に追加する

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-10・3-11
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PDF形式ファイルへの変換方法と特徴

PDF形式ファイルがオリジナ
ルファイルとなる。

PDF形式ファイルがオリジナルファ
イルとはならない。

納品形態

ほぼ不可能ページ毎の分割/結合や若干の修正
は可能

ファイルの加工

OCRソフトがあれば可能な場
合がある。

可能ファイル内の文字検索

大きい（内容やページ数によ
り、非常に大きなファイルサ
イズとなることがある）

小さい（オリジナルファイルより
小さくなることが多い）

ファイル要領

PDFファイルへの変換ソフト
に加え、スキャナが必要

オリジナルファイルの構成の整理
やPDFファイルへの変換ソフトが必
要

作成の手間

スキャニングオリジナルファイルから変換特徴の評価項目

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-11 表3-3
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報告書ファイルの編集

しおりの作成
｢章・節・項｣まで作成

報告書ファイルを分割する場合は、当該ファイル以外への
リンクとなるしおりは「章」まででよい(次スライド参照)

セキュリティ、文書情報の設定
パスワード、印刷・変更・再利用の許可等のセキュリティ
関連の設定はしない

しおりの作成時期
要領等にもとづくファイル名称変換後に行う

(2ページ後のスライド参照)

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-11・3-12
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しおりの作成

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-12 図3-9

報告書ファイル①

1章．〇〇○
1-1節．××
1-1-1項. △△

1章.〇〇○
1-1節.××

1-1-1項.△△

2章.◇◇◇

3章.□□□

本文しおり

報告書ファイル②

2章．◇◇◇
2-1節．××
2-1-1項. △△

1章.〇〇○

2-1節.××
2-1-1項.△△

2章.◇◇◇

3章.□□□

本文しおり

報告書ファイル③

3章．◇◇◇
3-1 節 ．
××3-1-1項. △△

1.〇〇○

3-1節.××
3-1-1項.△△

2.◇◇◇
3章.□□□

本文しおり

どのファイル間でも行き
きができるようにリンク
を貼る
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しおりの作成時期

第1章.xxx
第2章.xxx

第1章.PDF
第2章.PDF

REPORT01.PDF
REPORT02.PDF

オリジナルファイル

注：この時点では「しおり」は作成しない

注：この段階で「しおり」を作成する

※要領にもとづいたファイル名に変更した後に「しおり」を作成しないと、リンク
設定がずれてしまう。同一ファイル内については作成時期は問わない。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-13 図3-10
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書類等作成ソフト

ワープロソフトならびに表計算ソフトで作成する
場合、以下のバージョンのソフトでも確認できる
形式とする。

ワープロソフト

Microsoft Word 2000

表計算ソフト

Microsoft Excel 2000

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-13
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電子成果品について

電子成果品(CD-R)が複数枚に渡る場合

要領等で規定されている方法に従い作成

電子成果品の提出

受注者
電子成果品作成後、チェックシステムにより要領等に準拠し
ていることを確認

監督職員に正副2部を提出すること

監督職員
電子成果品を発注者支援ツールにより要領等に準拠している
かをチェックする

エラーがある場合受注者に修正を求めること

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-13
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受注者のチェック

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-14

電子成果品が要領等に準拠しているか確認

電子納品支援ソフトによるチェック

以下のURLよりダウンロードした電子納品チェックシステ
ムによるチェック

【土木・水道・ガスに関する業務】
URL:http://www.nilim-ed.jp/index_dl.htm

【建築設計】
URL:http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/supportsys.htm

【農業土木】
無償で公開されているチェックシステムは現在公開されていない

SXFブラウザによるCADファイルのチェック
URL:http://www.cals.jacic.or.jp/cad/



47福井市

監督職員のチェック

電子成果品の受取り

電子成果品のチェック

受注者へ差し戻し 完了検査へ

電子媒体の
外観チェック

電子データの
チェック

NG OK

ウイルスチェックも行うこと

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-14
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チェックの際の留意事項

電子成果品の内容確認

妥当性の確認

内容の確認

電子媒体の確認

電子媒体に損傷がないことを目視確認

ラベルが正しく作成されていることを目視確認

ウイルスチェック

電子媒体のウイルスチェックが最新版のウイルス定義
ファイルでなされているかを確認

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-14
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書類検査

業務成果および打合せ記録簿等

設計成果図、地質図面等のCADデータを検査する際に
は、受注者がA3版程度に印刷したもの、あるいは内
部審査、照査に利用した印刷物を事前に準備し受検

打合せ簿等双方で決裁等確認されたものは、それを利
用して受検

準備と実施

検査に必要な機器は原則として発注者が準備する

パソコン等の操作についても発注者側が行う

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-15
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書類検査

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-15 図3-11

決裁を受けた
提出済み資料

CADデータをA3版程度に
プリントアウトした図面

あるいは
内部審査、照査に用いた印刷物

報告書、設計成果、地質成果、
測量成果等の印刷物

書類検査対象資料
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電子成果品の保管

IDC

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P3-15・3-16 図3-12



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

受発注者間協議事項
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着手前協議

協議事項

遵守するべき要領等(協議)

電子納品対象項目(協議)

検査に使用する成果形態(協議)

電子データのファイルフォーマット(協議)

電子媒体に関する事項(指示)

電子データのバックアップ方法(指示)

ウイルス対策(指示)

その他

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P4-1・4-2



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

福井市電子納品ガイドライン(案)
【工事編】



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

福井市電子納品ガイドライン(案)
【工事編】の位置付け
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土木工事

農業土木工事

営繕工事

水道・ガス工事

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P1-1

適用する事業
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電子納品の流れ

 

 

 

 
 

 

電子成果品のチェック

電子媒体のチェック

電子成果品チェック

書類検査

現場検査

保管管理

電子成果品の整理

 

作業の詳細は「図3-5 電子成果品作
成作業の流れ」を参照

エラーが発生しなくなるまで繰返し
やりとりは再利用可能な媒体で行う
こと。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P1-3 図1-1



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

電 子 納 品
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1千万円未満

1千万円以上

3千万円以上

本格運用

一部本運用

一部本運用

一部本運用1億円以上

平成22年度以降平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度
工事設計

金額区分

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P2-1 表2-1

電子納品対象となる業務



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

代表的なフォルダの内容
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管理ファイル
成果品の中に収められているデータを「検索・参照・再利
用」するために必要な管理項目(属性項目)のファイル

1. 工事管理ファイル

2. 発注図管理ファイル

3. 打合せ簿管理ファイル

4. 施工計画書管理ファイル

5. 完成図管理ファイル

6. 写真管理ファイル

7. その他管理ファイル … etc

管理項目
工事ごとに成果品が異なることから、管理ファイルも成果
品ごとに管理項目も異なる

成果品を格納するフォルダごとに管理項目が異なる

各種管理ファイル
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工事管理ファイル

｢INDEX_C.XML」「INDEX_EC.XML」「INDEX_MC.XML」
工事単位で成果品を、「検索・参照・再利用」するために必要な情報を、
管理するファイル。工事管理台帳のような位置付けのファイル。

主な管理項目
基礎情報 ：「メディア番号」「メディア総枚数」等

工事件名等：「発注年度」等

場所情報 ：「対象路河川コード」等

発注者情報：「発注者名」等

請負者情報：「請負者名」等

予備情報

INDEX_C.XML

工事管理ファイル

INDE_C03.DTD

DTD

電子媒体

DTD

XML

発注図フォルダDRAWINGS･･････



63福井市

発注図管理ファイル

｢DRAWINGS.XML」

図面をファイル単位で、「検索・参照・再利用」するために、
必要な情報を管理するファイル。
図面がどのようなソフトで作成され、縮尺や工種等、図面
ファイルの詳細な構成も分かる。

主な管理項目

共通情報：「適用基準」「対象工種」等

図面情報：「図面名」「図面ファイル名」「作成者名」

「図面ファイル作成ソフトウェア名」等
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発注図(DRAWINGS)フォルダの構成

XML

DTD

特記仕様書等

発注図(DRAWINGS)フォルダの格納イメージ
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発注図オリジナルファイル名

C0PL0010.SFC

1. ライフサイクル：半角英大文字1文字「C：施工」

2. 整理番号 ：半角英数字1文字 (全て「0」)

3. 図面種類 ：半角英字2文字 (PL：平面図)

4. 図面番号 ：半角数字3文字
(全て表題欄の連番と一致させる)

5. 改訂履歴 ：半角英数字1文字 (全て「0」)

6. 拡張子            ：半角英数字3文字 (SFC)

① ③ ④ ⑤ ⑥②
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特記仕様書オリジナルファイル名

SPECnn.XXX

1. ｢SPEC｣ 固定 ：半角英大文字4文字

2. 特記仕様書ファイル番号：半角英数字2文字

3. 作成ソフト固有拡張子 ：半角英字3文字

① ② ③



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

電子納品の実施にあたっての留意事項
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積算上の考え方

工事(土木・農業土木・水道・ガス)

工事完成図書の電子成果品作成に要する費用は、現行
の共通仮設費率で対応する。

営繕工事

営繕工事の電子成果品作成に要する費用は、現行の諸
経費で対応する。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-1
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発注図書の作成(発注者)

1. 工事管理ファイル (INDEX_C.XML)

2. 工事管理ファイルのDTD (INDE_C03.DTD)

3. 図面管理ファイル (DRAWINGS.XML)

4. 図面管理ファイルのDTD (DRAW03.DTD)

5. 発注図面

6. 特記仕様書

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-1
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業務電子成果品と工事完成図書との関係

 

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-2 図3-1
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発注者が提供する設計図書の項目(例)

特記仕様書等(金抜設計書や数量総括表を含む)SPEC

(特記仕様書)

発注図面 ※3

DRAW03.DTD        ※2

DRAWINGS.XML     ※1DRAWINGS

(発注図フォルダ)

INDE_C03.DTD       ※2

INDEX_C.XML        ※1〈root〉

(工事管理ファイル)

サブフォルダ
提供データ名

フォルダ

※1 発注者支援ツールなどを利用して作成する。

※2 国総研Webサイト「電子納品に関する要領・基準」でダウンロードし入手する。

※3 CAD製図基準(案)に準拠したCADデータとする。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-2 表3-1
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発注図書の格納イメージ

※ライフサイクルに合わせて、業務成果品のファイル名をD(設計)からC(施工)に、改訂履歴はZから

0に変更する。

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-3 図3-2
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発注図書の作成手順

発注者支援ツールを起動

発注図書(工事発注図・特記仕様書等)を
DRAWINGSフォルダへ格納

発注図書の工事管理ファイル管理項目の

必須項目を入力

発注者支援ツールにより管理項目および図面
のCAD製図基準チェックを行い、エラーなし

を確認

ウイルスチェックを行い、CD-Rに格納

図面管理ファイルの必須項目を入力

発注図書作成終了

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-4 図3-3
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成果品の管理項目

工事番号

福井市の工事執行管理システム等で使用している
コード体系に従う

○○○○＋□□□□□□□□□＋△△△△△
会計年度 部課室コード 工事番号

例)平成18(2006)年度建設部河川課発注工事の場合

↓

200638003000012345

請負者コード

福井市が定める業者コード番号を使用し、工事着手時
の協議において発注者から請負者に指示

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-8
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電子媒体表記例及びケースラベル例

平成○年○月

発注者：福井市○○課
請負者：△△株式会社

ウイルス対策ソフト名：○○○○
ウイルス定義：○○○○年○月○日版
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)
チェック年月日：○○○○年○月○日

検査職員署名

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-9 図3-6・3-7

CD-Rへの必須事項の表示
①表面に直接印刷

or
②サインペンで手書き
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書類検査

工事記録写真
電子データでの検査が基本

請負者の持つ印刷物等で検査を行ってもよい

出来形管理資料・工事関係図及び工事報告書等

発注図・完成図・出来型管理図等を検査する際は、請負者がCAD
データをA4版又はA3版程度に印刷したもの、あるいは内部審
査・照査に利用した印刷物を事前に準備し受検

施工計画書、打合せ簿等双方で決裁等確認されたものは、それを
利用して受検

準備と実施
検査に必要な機器は原則として発注者が準備する

パソコン等の操作についても発注者側が行う

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-16
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完成検査・現場検査

決裁を受けた
提出済み資料

CADデータをA3版程度に
プリントアウトした図面

あるいは
内部審査、照査に用いた印刷物

日々管理・作成した写真データ等

書類検査対象資料

決裁を受けた提出済み資料
CADデータをA3版程度に
プリントアウトした図面

あるいは
内部審査、照査に用いた印刷物

現場に持参する資料

完成検査における書類検査対象資料のイメージ

現場に持参する資料のイメージ

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【工事編】P3-16・3-17 図3-12・3-13



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

問い合わせ等
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問い合わせ等

福井市のCALS/ECに関するWebサイト
http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

国土交通省のCALS/ECに関するWebサイト
http://www.nilim-ed.jp/

CALS/ECに関する「Q&A」Webサイト
http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/q_a_index.htm

問い合わせ先
福井市 工事検査室 技術管理課

TEL:0776-20-5172

FAX:0776-20-5767

E-Mail:gijyutsu@city.fukui.lg.jp

参照：福井市電子納品ガイドライン(案)【業務編】P5-1
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ヘルプデスク

対 象 者
福井市の電子納品対象業務を受託する事業者

福井市職員

支援内容
福井市が実施する電子納品に関すること

｢福井市電子納品ガイドライン」に関すること

電子納品作成方法に関すること

対応時間
9：00～17：00 (土日曜・祝祭日は除く)

問い合わせ先
福井市専用ヘルプデスク

TEL    ：090-1955-2408

E-MAIL  ：cals-fukui-city@osaka.ctie.co.jp



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

境 界 座 標
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工事管理ファイル(境界座標)

境界座標の記入について

境界座標には、三種類ある。
点（ポイント）

線（距離標）

面（境界・範囲）

世界測地系に準拠する。

境界座標の入手用法
測量成果電子納品「業務管理項目」

境界座標入力支援サービス

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html
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境界座標入力支援サービス

ここを選択
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境界座標入力支援サービス

ここを選択
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境界座標入力支援サービス
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境界座標入力支援サービス

1点を指定
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境界座標入力支援サービス

2点を指定



福井市建設CALS/EC URL：http://www.city.fukui.lg.jp/cals/

電子納品に必要な機器・ソフト
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電子納品に必要な機器(ハード)

特に高価で高性能な機器は必要無い

一般的に市販されているもので十分対応が可能
1. パソコン

2. デジタルカメラ

3. プリンタ(カラー)･･･ラベル印刷機能

4. スキャナ

5. CD-Rドライブ

6. CD-Rラベルプリンタ 他

注意) 3.プリンタと6.ラベルプリンタについては、1台で対応できる機種もあり
ます。CD-Rの盤面に直接印刷できるものを選択する
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成果品作成や電子納品に必要なソフト

特に発注者の使用ソフトにあわせる必要はない

CADソフトは「OCF検定」合格品が望ましい

1. 成果品作成用ソフト
① ワープロソフト

② 表計算ソフト

③ CADソフト

④ 写真管理ソフト

⑤ PDFファイル作成ソフト

2. ウイルス対策ソフト

3. 電子納品支援ソフト
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ソフトウェア選定時の留意事項

ポイント

電子納品要領(案)や基準(案)が改訂される

発注機関毎に、細やかな取扱いが違う場合がある

電子納品作成支援ソフトを導入しないと、電子納品の作成
が非効率になる→各種管理ファイルの作成には必須

不況でソフト会社の撤退等によりサポートが受けられなく
なる場合がある→将来性のある会社の製品を採用する→販
売シェアの高い製品を採用する

特にCADは「OCF検定合格品(SXFVer2.0以上)」を採用する

将来的な、三次元化も考慮する
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JACIC中国地方センター

ここをクリック

〔URL〕http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku/
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電子納品関連ソフトの試用

ここをクリック

〔URL〕http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku/nohinsoft.htm
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JACIC東北地方センター

スペック比較一覧表(Excel)

〔URL〕http://www1.bstream.jp/%7Ethjacals/joho/johogen_siensoft.htm
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電子納品作成支援ソフトスペック一覧
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CADソフト選定時のポイント

オープンCADフォーマット評議会

〔URL〕http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml
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200

200100

－数値入力により、寸法・図形両オブジェクトを変形

－それぞれのオブジェクトを個別に変形

寸法オブジェクト →

図形オブジェク ト →

①寸法オブジェクト修正

②図形オブジェクト修正

操作が単純化
作業能率向上

操作が複雑化
作業能率低下

寸法オブジェクト →

図形オブジェク ト →

100

CAD操作の一例
◆伸縮・端点移動による、寸法オブジェクト・図形オブジェクトの変形
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国土交通省の無償ソフト

ここをクリック

ここをクリック
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SXFブラウザによる目視確認

－レイヤ確認事項－

・不要レイヤが混在していないか

・レイヤと図面の整合が取れているか

・責任主体は合っているか

・図面表示画面で図面がずれていないか 図面表示エラー

主要構造物旗上げ(D-STR-DIM)のみ表示

主要構造物旗上げ以外のレイヤ
が混在していないかをチェック
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