
マスタ タイトルの書式設定

国交省・自治体工事で
圧倒的な支持！
数多くのご利用者様の声のもと
より現場に即したサービスに
進化し続けています

システム概要

情報共有システムは、工事施工中や業務履行中に受・発注者
間で発生する書類（工事打合せ簿など）、写真、図面などをイン
ターネットを介して提出・決裁するシステムです。

■ インターネットを介して、いつでもどこでもシステムを
利用できます

■ 工事施工後には一元管理された情報をもとに電子
納品データの作成が簡単に行えます

■ スケジュール管理や電子会議室、電子掲示板など
受発注者間のコミュニケーションを促進します

利用メリット

■業務効率化

・ 対面での打ち合わせ回数削減
・ 協議・確認・伝達などの時間を短縮（ワンデーレスポンス促進）
・ 資料の保管・管理作業の軽減
・ 電子納品対応作業の省力化

■コスト縮減

・ 間接経費削減（移動費、人件費他）
・ 工期短縮

■公共事業の品質向上

・ 監督体制の強化
・ 協議過程を正確に伝達できる
・ 日々の情報整理が定着

公共事業トータルソリューション シリーズ

情報共有システムとは？

工事監理官
ＮＥＣの情報共有システムＡＳＰサービス

利用イメージ

現場代理人、監督員の日常業務を通して、情報共有システムを利
用すると日常業務がどのように効率化されるかコミック形式でご紹
介しています。
弊社ホームページを是非ごらん下さい。

http://www.nec.co.jp/solution/publicworks/index.html
→民間企業のお客さま向けソリューション
→情報共有システム
→システム利用イメージ

http://www.nec.co.jp/solution/publicworks/index.html


工事監理官

■初めての方でもすぐにできる
提出書類の作成

各発注機関で現在お使いの書類レイア
ウトをそのまま画面で再現していますの
で、初めてシステムを操作する方でもス
ムーズに書類作成から提出まで行うこと
ができます。
※帳票様式はカスタマイズ可能です

■さまざまな体系で管理できる
フォルダ管理機能

工事中に作成されたさまざまな資料を、
書類種別体系や工事プロセス体系に
沿ったフォルダ構成で登録、管理、検
査することが可能です。
また工事写真は、工種体系に沿った階
層表示（ツリー表示）が行えます。
登録された資料をフォルダ構成を保っ
たままダウンロードして、検査資料とし
て活用することもできます。

■柔軟かつ使いやすい
書類のワークフロー機能

提出書類は、システムのワークフロー
機能により、あらかじめ設定された承
認経路で関係者に届きます。書類内容
に応じて経路の変更、差戻しも可能、
様々な承認パターンに対応できます。
また、提出されている書類の一覧を見
れば、各書類の決裁の進捗状況がひ
とめでわかります。

工事監理官のご紹介

機能紹介

NECの情報共有システムは、国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（案）Rev.3.0」の機能
要件をすべて満たしており、ご要望に応じて必要な機能を提供いたします。

各帳票に予め決裁ワーク
フローを設定しています
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決裁の状況を表示
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システムで提出された書
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■迅速な決裁を実現する
ワンデーレスポンス機能

ワンデーレスポンス支援として、決裁進
捗状況の確認のほか、書類提出時の
「メール連絡」や「回答予定管理」の機能
を備えています。

■ 回答予定管理とは

書類提出時には「回答希望日」を、書類
を受領後、回答まで時間を要する場合
には「回答予定日」を設定できます。受
注者側は決裁の緊急度の意思表示が
でき、発注者側では決裁書類を優先順
位づけして効率よく決裁できます。

■監督員の予定を確認のうえ
日程調整が可能

担当する工事の予定、自分の予定、工
事関係者（受発注者）の予定を一覧表
示することができます。また、発議され
た書類の立会い日時などをスケジュー
ルに反映し、予定の登録漏れを防ぐこ
とができます。
そのほか、月間・週間の表示切り替え
や、スケジュール上で受発注者間の予
定調整も行えます。

■電子納品データを作成する
負荷を軽減

システムに蓄積された書類の情報や写
真、図面などをもとにして、システム側
で電子納品データを自動作成します。
ボタンひとつでデータを作成することが
でき、またダウンロード時には、ご利用
のネットワーク環境に合わせて、大容
量データを分割してダウンロードするこ
ともできます。

ダウンロード

システムに蓄積されたデータ
をもとに電子納品成果品が
自動作成

システムに蓄積されたデータ
をもとに電子納品成果品が
自動作成
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工事監理官

システムのご利用にあたって

利用者サポート

NECは長年にわたる利用者サポート経験を元に、PC操作に不安
がある方も安心してシステムをご利用いただけるように、以下の
ようなサポートを行っております。

■ 操作講習会
■ ヘルプデスク（電話／メール）
■ ポータルサイトによる情報発信
■ ＷＥＢチュートリアル
■ ＦＡＱ

システム利用環境

日常業務でご利用のパソコンとインターネット環境があればご利
用いただくことができます。そのほか、必要に応じて、文書作成ソ
フトやPDF閲覧ソフト、CADソフトなど、普段ご利用のものをお使い
ください。

■ パソコン
ＯＳ ：WindowsXP、Vista、7
ブラウザ ：InternetExplorer6、7、8

：Firefox3.5 

■ インターネット接続回線（ブロードバンド推奨）
■ メールアドレス（通知メールなどの受信に必要）

■過去15年間の利用者の声を反映した機能を提供
NECは、平成8年度に国土交通省が情報共有システムについて検討を始めた初期段階からシステム検討に参画し、以後15年間にわたり、
全国の利用者の要望に基づき機能改良を継続的に実施してきました。この経験とノウハウにより、「現場で使いやすい機能」を実装したシス
テムを提供しております。

■充実した利用者サポート
システムの有効活用のため、経験・知識豊富なスタッフが
工夫を凝らした操作講習会を実施いたします。
また、親切丁寧なヘルプデスク対応はみなさまより
高い評判をいただいています。

特長

工事監理官のご紹介

NEC 公共ソリューション事業部
建設CALS推進グループ
ホームページお問い合わせ担当

日本電気株式会社 〒108-8558 東京都港区芝4丁目14-22（大東田町ビル）

toiawase@cals.jp.nec.com

TEL:03(3456)7287 FAX:03(3456)7289

201204_03

お問い合わせは、下記へ

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品（ソフトウェア含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。
●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

http://www.nec.co.jp/solution/publicworks/index.html

『NEC 工事監理官』 で検索してください

さらに詳しい情報はこちらから

さらに詳しい情報をお探しの方は、下記のホームページをご覧ください。

機能紹介

■大容量データを安全に受送信
できる連絡機能

決裁を必要としない資料や、仕様書等
で提出義務のない資料をシステム上で
共有できます。案件関係者一覧から送
付先を選択するため誤送信を防止でき
ます。また、メールでは送信できない大
容量ファイルを扱うこともできます。

案件関係者の一覧
から送付先を選択

大容量ファイルの
やりとりも可能
(一度に10ファイルま
で添付可能)

■書類の承認と検索のみに特化
した発注者用簡易メニュー画面

書類の確認を中心にシステムを利用す
る総括監督員などの利用者のために、
書 類 表 示 画 面 を 大 き く し た 簡 易 メ
ニュー画面をご用意しました。利用頻
度の高いメニューのみ表示されるため、
操作手順を迷うことなく、快適に資料を
閲覧し、決裁を行うことができます。

■担当工事関係者に効率的な
連絡、指示を行える掲示板機能

掲示板では「特定の1工事」「全ての担
当工事」「事務所全体」と閲覧範囲を指
定して連絡事項を一斉周知できます。
また、登録時に資料を添付することで
より明確な連絡や指示を行うことがで
きます。

閲覧範囲を指定できます

ファイルを
添付できます

閲覧範囲を指定できます

ファイルを
添付できます

利用頻度の高い
「書類の決裁」
(赤ボタン)
「書類の検索・提出」
(青ボタン)だけに
メニューを絞って表示

画面いっぱいに書類を表示して
確認できます

mailto:toiawase@cals.jp.nec.com
http://www.nec.co.jp/solution/publicworks/index.html

