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工事件名 平成22年度 米代川朴瀬護岸工事 

１．工事概要 

工事場所 秋田県能代市朴瀬地内 
工   期 平成２２年９月２２日～平成２３年２月２８日 

工事概要 護岸基礎工 
        （広幅鋼矢板Ⅳ型L=14.5 193枚） 
         (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎H1000 L=116m) 

法覆護岸工(覆土ﾀｲﾌﾟ)1,317m2 

根固め工 ２ｔ型(製作・据付・運搬)2,465個 

発 注 者  東北地方整備局 能代河川国道事務所 
       監督：二ツ井出張所 
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１．工事概要 

着工前 完成 
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1. 申し込み先：秋田県建設業協会 

２．運用状況 

2. ASPアプリケーション 

 ・TOINX 「工事監理官」 Rev.2.0対応 

3. 通信環境 

通信回線  光回線「契約回線速度14.4Mbps, 
             基地局距離6.33km」 

●運用環境 
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4. ハード環境 

機 器  ・PC  OS Microsoft Windows XP 
      ・カラー複合機 （リース品) 
      ・デジタルカメラ  RICOH G600 

現場代理人 

監理技術者 

施工担当者 

事務員 
外付HD(共有) 

ルーター 

２．運用状況 

●運用環境 
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5. ソフト環境 
Word  2003 
Excel 2003 
Adobe Acrobat 7.0 

・ワープロ 
・表計算 

・PDF 

・施工管理支援  デキスパート   

・CAD  A納図 ・写真    写管屋 

・出来形 出来形管理 ・測量  現場大将 

・電子納品 電子納品支援システム ・その他 

２．運用状況 

●運用環境 

・品 質  コンクリート品質管理 
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２．運用状況 

●文書の作成 

Word、Excel、CADによる添付書類の作成 

          （カタログはスキャナーによるPDF化） 

今まで ASP 

作成添付書類 紙媒体印刷 PDF化 

カタログ類 スキャナ 電子カタログ 

※カタログは資材納入業者へ電子媒体カタログ(PDF)を 
   依頼。 
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２．運用状況 

●文書の提出、決裁 

工事管理官により工事打合簿等を作成し提出 
協議事項については対面打合せを行い、決定事項を提出 

打合簿等作成 

Excel 
Word 
CAD 

PDF変換 
 

資料添付 提出～決裁 
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２．運用状況 

●操作について 

秋田県電子納品システムを平成２０年に操作
していたため、問題なく操作できた。 

※秋田県電子納品システムは現在廃止 

・工事打合簿の入力文字数に注意 
工事打合簿 
 
内容○○○○○○○ 
  ○○○。 

工事打合簿 
 
内容○○○○○○○ 
  ○○○。 

工事打合簿 
 
内容○○○○○ 
      ○○○ 
 ○○○。 
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２．運用状況 

●文書の処理 

決裁完了文書は、印刷を行いファイリング。 
理由 紙媒体の慣れ。 
    現場職員・他職員の閲覧環境。 

現場事務所内 電子と紙媒体の二重書類 

決済完了の文書 



11     OHMORI CONSTRUCTION                  11 

３．電子納品 

●前処理 

工事・案件 
基本情報の入力 

書類の検索 

工事番号、工事名称、 
 工事分野等の入力 

すべて を選択 

納品情報の 
確認、入力 

初期値入力済 
未入力部分には情報を入力 
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３．電子納品 

●ダウンロード 

ダウンロード 

保存 

一括ダウンロードを選択 
（最終作成） 

任意フォルダに保存 

保存ファイルの 
結合 

各ファイルを結合 
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３．電子納品 

●提出物の作成 

ファイルの統合 

納品CD作成 

デキスパートを用いて統合 

①工事管理官のデータ 
②デキスパート上での作成
データ（品質・出来形・CAD・
写真等） 
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４．完成検査 

●検査環境 

機器類及び人員配置 

検査官 監督員 
主任 
監督員 

PC 
操作員 

現場 
代理人 

監理 
技術者 

品質 
証明員 

モニター１台 
 
ＰＣ  １台 
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４．完成検査 

●検査状況 

紙媒体の準備        

・工事写真 
・出来形管理資料（出来形(管理)図)含 
・品質管理資料 
・総合評価（総合評価実施報告書) 
・成績評定(創意工夫・社会性等実施状況)  
・完成図  
・施工計画書（検査官の要望に対応）     

・紙に出力して用意する工事帳票を事前に協議       
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４．完成検査 

●検査状況 

電子検査該当分は紙媒体により目次を準備 

 その目次により、検査官が閲覧 
したい書類を指示され、操作員が 
検索し、画面表示。  

 施工計画書に関しては紙媒体での検査協議
をしていなかったが、検査官の要望により、紙
媒体での検査となった。 

協議書目次 
 
1.○○○○ 
2.○○○○ 
3.○○○○ 
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４．完成検査 

●検査状況 

問題点：時間を要する事項がある 

検査官：図面の拡大を指示 
当社側：指示部分が見えない→時間を要する 

(発注者側) 

(受注者側) 

(スクリーン) 

改善案：ＰＣの追加 またはスクリーンの使用 
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５．利用効果 

●時間短縮効果 

時間の短縮 

・発注者まで持参する移動時間がない。 
               （片道20分） 

・発注者側のスケジュールを気にせずに書類  
 提出が可能 

対面打合は必要 

・現場での問題点などは監督員との対面打合が
必要で、決定事項を協議書で提出。 
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５．利用結果 

●事務作業短縮効果 

日々の業務 

紙の利用量 

検査書類作成の業務 

ASPを使用しない場合、提出書類は正・副2部 
作成する。今回は1部印刷なので、半分となった。 
発注者側で増えているとの情報（図面や計算書類） 

提出ファイル作成、インデックス張、等がない。 

提出物添付書類の折り込み、提出書類の紛失がない。 
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５．利用結果 

●課題や要望事項 
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スケジュール管理機能、掲示板機能等は使用せず、電話
等による従来対応を行った。 
毎週木曜日：他工事も合わせた工程調整会議を実施 
複数のＡＳＰソフトが混在する場合は一元化できない 

受発注者間でのコミュニケーション不足 
文書の解釈による誤解（スキルの向上が必要） 

コミュニケーション 

付属機能 
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５・利用結果 

ASPサーバー 

情報共有システムの送受信にかかる時間には大きな
不満はないが、ファイル容量が大きいもの、一括ダウ
ンロードでは時間がかかり、エラーがでる。 

工事打合簿入力画面 

打合簿の内容入力で、1行の入力文字数を規制して
ほしい。 

●課題や要望事項 
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６．まとめ 

事務作業の時間短縮効果が図れる。 

対面の打合せが重要となる。 

電子検査は、工夫が必要。 

複数のＡＳＰ混在で、一元化が不能（発注側）。 

バージョンアップによる改善に期待する。 

紙のように広げる端末の出現に期待する。 

情報共有システムは継続して使用したい。 
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