
 

茨城県土木部が発注する建設工事（土木工事）で活用する情報共有システム推奨事業者 

選定プロポーザル 質問回答書 

令和４年２月１６日 

 

 ※「実施要領」：茨城県土木部が発注する建設工事（土木工事）で活用する情報共有システム推奨事業者選定プロポーザル実施要領 

  「県要件書」：茨城県土木部情報共有システム要件書 

「覚  書」：情報共有システムの利用に関する覚書（案） 

「国要件書」：国土交通省「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（Rev5.3）」(令和３年３月) 

NO. 質問内容 要領等（頁） 回 答 

１ 

以下2点について、ご教示ください。 

①本様式では、様式第5号（国土交通省必須要件）を満たしたサービ

スを提供するための費用を記載する、という認識で合っていますで

しょうか。 

②「その他費用が発生する項目がある場合には、項目と見積条件を

記載し、単価を記入すること」と記載されていますが、これは例え

ば、1契約あたりの利用者数増に伴い追加料金が必要であれば、記載

する、といった理解でよろしいでしょうか。 

「実施要領」 

（様式第11号） 

 

① お見込みのとおりです。 

② 「その他費用が発生する項目」については、

「県要件書」において必須としている要件を

満たすシステムを提供するために、初期費用

と月額料金以外に費用が発生する場合に記載

してください。 

２ 

発注者の利用者数が最大約650人とのことですが、工事1件あたりの

発注者利用者数は何人程度でしょうか。 

「実施要領」 

（P.2） 

・「県要件書」５．システム利用者のとおりです。 

３ 

推奨事業者選定結果は、貴県から受注者へどのように通知されます

でしょうか（例：貴県土木部検査指導課様ホームページ上で推奨事

業者名や当該事業者ASPの紹介ページURLを掲載する、等）。 

－ ・「覚書（案）」第3条のとおり仕様書等にて記載

する予定としております。 



 

４ 

以下2点について、ご教示ください。 

①通常工事1件当り2GBと記載されていますが、通常工事にはi-Cons

truction 対象工事も含まれますでしょうか。 

②上記①で通常工事にi-Construction 対象工事が含まれない場

合、i-Construction 対象工事の1件当りのデータ容量についてご教

示ください。 

 

「実施要領」 

（P.2） 

① 含まれておりません。 

② i-Construction 対象工事については、10MB程

度を想定（参考値）しております。 

５ 

「５．システム利用者」に備考１及び２の記載がありますが、令和

4年4月1日の運用開始後に表5-1に示される構成員以外の利用者が

存在することが判明した場合、システム設定への反映時期について

は、貴県と推奨事業者間で別途協議の上決定する、という理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

「県要件書」 

（P.2） 

 

・お見込みのとおりです。 

６ 

国土交通省機能要件では、入出力様式として5帳票指定されていま

すが、本件においてはそのうち工事打合せ簿（様式－２）、工事履

行報告書（様式－５）の2帳票という理解で合っていますでしょう

か。 

 

「県要件書」 

（P.3） 

 

 

 

・「県要件書」表6-2に示す様式1～5の帳票をシス

テム上で作成できることを望ましい要件としてお

ります。 

７ 

表6-2に関し、書類管理機能において「工事測量成果表」「施工計画

書」「工事実績データ」「施工体制台帳」「工事打合せ簿」に分類

が可能 旨の記載がありますが、「工事実績データ」及び「施工体

制台帳」は、表6-1 フォルダ構成のどの階層に該当しますでしょう

か。 

「県要件書」 

（P.5） 

 

 

 

 

・「県要件書」表6-2のうち「工事実績データ」の

記載は誤りであるので訂正（削除）いたします。 



 

８ 

６．２工事書類等入出力・保管支援機能 に関し、ご教示ください。 

①適用する電子納品要領の種別、及び適用版（令和〇年度版、等）

を具体的にご教示ください。 

②本業務期間（3年間）中に適用する電子納品要領が変更になる可能

性はありますでしょうか。 

 

「県要件書」 

（P.6） 

① 令和3年3月版です。 

② あります。 

９ 

システムにおける帳票設計及び作成の参考とさせていただきたく、

様式-1～様式-5 の記入例をご提供いただけますでしょうか。 

 

「県要件書」 

（様式1～5） 

・別紙のとおりです。 

10 

様式-1に関し、取り消し線に代えて、該当文字だけの記載を残す、

という表示方法で問題ないでしょうか。 

（例） 

「監督票・指示（承諾）書」の場合、発議者が「監督票」または「指

示（承諾）書」のいずれかを選択し、選択後は選択されたものを表

示する。 

「県要件書」 

（様式-1） 

・問題ありません。 

11 

「１１．２データ移行支援」で記載されている「必要となる支援作

業」とは、本業務期間（3年間）終了後にサービス事業者が変更とな

る場合を想定された記載という理解でよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

（P.7) 

 

・本業務期間（3年間）終了後の推奨事業者の変更

やその他の事情により推奨期間中にシステムを変

更するものも含みます。 

12 

システム利用のための説明会支援に関し、説明会実施時は貴県庁舎

会議室（工事事務所等出先機関の会議室も含む）等設備を利用させ

ていただくことは可能と考えてよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

（P.8) 

・「実施要領」４．実施期間に関する事項に規定

しているとおり、準備期間終了までに茨城県土木

部検査指導課と協議することとしてください。 

 

13 
工事の平均工期をお教えください。 － ・平均的な工期は180日間程度です。（過年度実績） 

 



 

14 
貴県の月別工事発注件数をお教えください。 － 

 

・年度毎に異なるため回答致しかねます。 

15 

様式第８号及び第１０号に関し、以下ご教示ください。 

①枠内における留意事項の記載は、作成時に削除して問題ないでし

ょうか。 

②枠外における※以降の注意書きは、作成時に削除して問題ないで

しょうか。 

③ 枠の拡大縮小等は、こちらで調整して問題ないでしょうか。 

「実施要領」 

(様式第8,10号) 

① 問題ありません。 

② 問題ありません。 

③ 様式の変更は認めません。 

16 

※４記入欄が不足する時は複写して、全ての実績について記載する

ことと記載されていますが、例えば、県内の国土交通省直轄事務所

への提供実績が複数事務所ある場合、様式の列を増やす（EXCELのD

列とE列の間に列を増やす）という書き方でも問題ないでしょうか。 

「実施要領」 

（様式第9号） 

 

 

 

・問題ありません。 

17 

対応ブラウザにInternet Explorerが含まれておりますが、こちら

は同ブラウザのMicrosoft社サポート期限である2022年6月14日ま

での動作保証対応で問題ない、という理解でよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

（P.6） 

・問題ありません。 

18 

プロポーザル実施要領には、サポート体制・操作性の評価内容とし

て以下記載があります。 

-------------------------------------- 

提出資料の内容について評価する。ヘルプデスクの内容、システム

障害への対応内容、操作説明会の実施内容、機能要望への対応、マ

ニュアルの整備・配布方法について評価する。 

-------------------------------------- 

一方、上記内容について記載する様式第１０号には、機能要望への

「実施要領」 

（P.7,8） 

（様式第10号） 

・機能要望への対応については、様式第10号「（１）

ヘルプデスクについて」にて記載願います。 

・マニュアルの整備・配布方法については、様式

第10号「（３）操作説明会の実施について」にて

記載願います。 



 

対応、マニュアルの整備・配布方法について記載する欄がありませ

ん。これらの提案内容について、様式第１０号のどの欄に記載すれ

ばよろしいでしょうか。 

19 

本様式に記載の全機能について、様式第11号に記載の費用内で提供

するという理解で良いでしょうか。 

※No.56～61（3次元データ等表示機能）についても、本業務におい

ては様式第11号内に記載の費用内で標準提供する必要がある、とい

う理解でいます。 

 

「実施要領」 

（様式第5号） 

・お見込みのとおりです。 

20 
記載の機能につき、オプションサービスで提供する想定の場合は、

その旨と月額利用料を備考に記載をすれば良いでしょうか。 

「実施要領」 

（様式第7号） 

・記載は必須とはしていません。（参考に記載し

ていただいても差支えありません。） 

21 

記載の機能につき、以下2点ご教示ください。 

①「対応予定がない場合」の「対応状況」の記載例 

②上記①の場合、失格または減点になるか否か 

なお、「茨城県土木部情報共有システム要件書」P.3には国交省の任

意条件については必須としない旨が記載されています。 

さらに、様式第7号には「※備考欄には、補足説明や対応内容、対応

しない理由などを記入すること。」と記載されているため、対応予

定が無い場合の対応状況の記載例が必要と存じます。 

「実施要領」 

（様式第7号） 

 

① 「対応予定がない場合」の「対応状況」につい

ては、定めておりませんので空欄としてくだ

さい。 

② ― 

（実施要領９審査・選定等（３）質問書の提出に

記載の通り、評価及び審査に係る質問は受け付

けない。） 

 

22 

本様式に記載の機能につき、以下ご教示ください。 

①2022年4月1日のサービス開始後に準備が完了する予定の場合は

対応予定(B）とし、対応時期を備考欄に記載をすればよいでしょう

か。 

④ 各機能について、対応期限がありましたらご教示ください。 

「実施要領」 

（様式第7号） 

 

① 技術提案書等の提出日以降の対応であれば対

応予定（B）としてください。なお、様式に対

応予定時期欄を追加いたします。 

② 任意の機能であるため対応期限は設けており

ません。 



 

23 
本様式には税抜金額と税込金額のどちらを記載すればよろしいで

しょうか。 

「実施要領」 

（様式第11号） 

・税抜金額を記載願います。 

24 

「システム活用提案書等」という記載がありますが、本記載は具体

的に何を指していますでしょうか。 

※2/8(火)17:00締切の参加表明書等、及び2/24(木)17:00締切の技

術提案書等以外の追加の資料作成は認められない、という理解で合

っていますでしょうか。 

 

「実施要領」 

（P.8） 

・参加表明書等及び技術提案書等を指します。※

部分のご質問については、お見込みのとおりです。 

25 

６．１ 書類管理機能にて、「発議書類とする工事帳票の様式を表３

に示す。」とありますが、「発議書類とする工事帳票の様式を表6-

2に示す。」の誤りでしょうか。 

 

「県要件書」 

（P.4） 

・お見込みのとおりです。（「県要件書」を訂正

します。） 

 

26 

１１ 留意事項 (5)に関し、情報公開請求があった場合、外部への

公開に先立ち貴県より推奨事業者へ開示範囲の確認がなされる、と

いう理解でよろしいでしょうか。 

 

「実施要領」 

（P.9） 

・「茨城県情報公開条例」（平成12年茨城県条例

第5号）に基づき対応いたします。 

27 

１０．性能要件 システム拡張性において、「将来的な利用増加やア

クセス増加に対応する機器造成や負荷分散が可能なシステムの拡

張性を有していること。」と記載されています。将来的には、貴県

土木部発注工事だけでなく、他部門発注工事や委託業務での利用、

また県下自治体様発注工事等での利用も想定される、という理解で

よろしいでしょうか。その場合の年間利用件数想定がわかりました

らご教示ください。 

 

「県要件書」 

（P.7） 

・現時点では予定しておりません。 



 

28 

様式第１０号（２）では、障害通知方法、過去の障害対応事例につ

いて記載すること、と記載されています。一方でプロポーザル実施

要領P.3における様式第１０号の留意事項には、「システム障害につ

いて、障害対応の自社体制を具体的に記載すること」旨が記載され

ております。「障害対応の自社体制」を様式第１０号（２）に記載

してもよろしいでしょうか。 

 

「実施要領」 

（P.3） 

(様式第10号) 

・記載願います。 

29 

工事写真データは電子納品の対象でしょうか。貴県電子納品ガイド

ライン（令和3年3月版）を拝見したところでは電子納品対象と推察

しておりますが、国土交通省では電子納品対象外ということもあ

り、念のためにご教示いただけますでしょうか。 

－ ・対象です。 

30 

「表6-2 工事帳票一覧」の「工事打合せ簿（協議・承諾・提出・報

告・通知）」にて下記の記載がございます。 

>書類管理機能において、「工事測量成果表」 

>「施工計画書」「工事実績データ」「施工体 

>制台帳」「工事打合せ簿」に分類が可能 

このうち、「工事実績データ」にあたる書類管理上のフォルダはど

れになりますでしょうか？ 

「表6-1 フォルダ構成」にて該当するものが見当たりません。 

 

「県要件書」 

（P.2） 

・「茨城県土木部情報共有システム要件書」表6-

2のうち「工事実績データ」の記載は誤りであるの

で訂正（削除）いたします。（質問No.7と同様） 

31 

「表5-1 システム利用者の基本的な構成」の受注者に「監理（主任）

技術者」とありますが、工事打合せ簿や工事履行報告書の書式には

「主任(監理)技術者」とあります。どちらの呼称にすれば宜しいで

しょうか？ 

「県要件書」 

（P.2） 

・各工事の配置状況により、監理技術者若しくは

主任技術者となります。提示している様式につい

ては、記載のとおりで差支えありません。 



 

32 

「様式―１監督票・指示（承諾）書」下部の課(所)長欄、課(所)員

欄は押印欄で宜しいでしょうか？ 

押印欄の場合、それぞれ押印数の最大はいくつに想定すれば宜しい

でしょうか？ 

「県要件書」 

（様式-1） 

・押印欄です。押印数は、「県要件書」５．シス

テム利用者数のとおりです。 

33 
LGWANでの運用となりますでしょうか？ 

 

－ ・インターネットでの運用になります。 

34 

様式10に記載する（3）操作説明会の実施は、過去の実績ではなく、

推奨事業者に選定後の実施計画を記載するものですか。 

 

「実施要領」 

（様式10） 

・お見込みのとおりです。 

35 

様式10に記載する（3）操作説明会の実施は、オンライン等での実施

も含めての提案でよいですか。その際の開催場所については「オン

ライン」と記載すればよいですか。 

「実施要領」 

（様式10） 

・差支えありません。 

36 

要件書の１１．２ データ移行支援 に記載があるデータ移行につい

て、推奨事業者決定以前に契約し令和4年4月以降も稼働する工事も

「データ移行」の対象となりますか。 

「県要件書」 

（P.7） 

・「県要件書」については、令和４年４月以降に

起工する案件からの適用を予定しているため、そ

れ以前の契約であれば適用対象とはなりません。 

37 
要件書で要求がある、茨城県独自帳票様式の改定について、今後3年

間で計画がありますか。 

「県要件書」 

（P.5） 

・現時点では予定はありません。 

38 

推奨期間に大きな技術革新や国の機能要件の変更等により、応募時

に提案した機能の維持が困難になる場合には個別の協議が可能で

すか。 

「県要件書」 

（P.3） 

・「要件書」の改定は、推奨事業者と締結する「覚

書」第５条の規定に基づき協議の上決定すること

としております。 

39 

提案説明（プレゼンテーション）について、日程や実施方法等につ

いて詳細を教えてください。 

 

「実施要領」 

(P.6) 

・別途、通知いたします。 

 



 

40 
システム対象工事（概算工事件数）の最小件数は何件を想定されて

いますでしょうか。 

「実施要領」 

（P.1） 

・最小件数は想定しておりません。 

41 
様式６、様式７の全て対応済(A)については令和4年4月から提供可

能の場合、(A)としてよいでしょうか。 

「実施要領」 

（様式6,7） 

・対応予定（B）としてください。 

42 

(1)～(14)については国土交通省機能要件にも同様の記載がありま

すが、茨城県として達成手法は想定されていますでしょうか。 

こちらに関連して、No.43の質問にもご回答をお願いします。 

「県要件書」 

（P.1） 

・県独自の達成手法は設定しておりません。 

43 

(10)「関連システム」とはどのようなシステムを想定されています

か。 

(11)維持管理業務での活用とは、工事終了後も維持管理業務で継続

利用されるのか、または維持管理業務の別契約として情報共有シス

テムを利用されるのでしょうか。或いはそれら以外の活用を想定さ

れているのでしょうか。 

(12)資材会社からの製品情報提供とは、資材会社から直接製品情報

を登録するのか、または受注者が資材会社から受け取った製品情報

をシステムに登録するのか、どちらを想定されているのでしょう

か。 

(14) 業務プロセスをまたいだ情報共有をシステムにて行う場合、

その間の利用料の負担はどのような取り扱いをされるのでしょう

か。 

「実施要領」 

(様式10) 

・(10)オンライン電子納品等の関連するシステム

を想定しております。 

・(11)工事単位での利用を想定しております。 

・(12)発注者又は受注者が得た情報をシステム上

で共有すること等を想定しております。 

・(14)三者会議等を活用する場合など、工事に設

計会社の職員が参加すること等を想定しておりま

す。 

44 

表5-1の発注者欄の「現場技術員」、受発注者欄の「その他関係者」

はどういった機関の方が担当することを想定されていますか。 

「県要件書」 

（P.2） 

・現場技術員とは、「茨城県県土木工事共通仕様

書」、「第３編 土木工事共通編 第１章総則」、

「第１節 総則」に定義する現場技術員を指しま

す。 



 

・「その他関係者」は、現場代理人、主任技術者

以外の受注者の関係者や三者会議等を活用する場

合に設計会社の職員が参加すること等を想定して

おります。 

45 

表5-1の「その他関係者」を含め、システム利用者は最大何名になり

ますでしょうか。 

「県要件書」 

（P.2） 

・「県要件書」５．システム利用者のとおりです。

工事毎に異なることから最大人数については設定

しておりません。 

46 

備考2のメンバーの押印確認はシステム画面・成果物のどちらのこ

とを指していますか。成果物の場合は、様式に押印欄がないものは

どのように対応すればよいでしょうか 

「県要件書」 

（P.2） 

・システム画面・成果物どちらも指しております。

様式に押印欄がないものについては、システムの

記録（ログ）のみの確認で問題ありません。 

 

47 

データ・システム連携機能を満たすものとありますが、 

「９． 他システムとの連携」とは具体的にどういったシステムを想

定されていますか。 

「県要件書」 

（P.3） 

・「国要件書」に規定する「データ・システム連

携機能」を指しており、「９． 他システムとの連

携」とは関連しておりません。なお、「９． 他シ

ステムとの連携」は、特定のシステムを想定して

いるものではありません。 

48 

表6-1のICONフォルダについては国要領と同じ形式でよろしいでし

ょうか。 

（国要領と同様の場合、階層は第3階層以下となります。） 

「県要件書」 

（P.5） 

・差支えありません。 

49 

表6-2の工事帳票一覧「工事実績データ」とは表6-1フォルダ構成の

うちどの階層に該当しますか。 

「県要件書」 

（P.5） 

・「県要件書」表6-2のうち「工事実績データ」の

記載は誤りであるので訂正（削除）いたします。

（質問No.7と同様） 

 



 

50 
様式については国土交通省の標準様式に合わせていく（工事関係書

類の標準化等）予定はありますでしょうか。 

「県要件書」 

（P.5） 

・現時点では予定しておりません。 

51 

材料使用届・段階確認書・工事履行報告書はOTHRSフォルダに格納さ

れる形を想定されているのでしょうか。その場合は、茨城県電子納

品ガイドライン（記載のない箇所は国土交通省電子納品要領に準

拠：国土交通省電子納品要領ではMEETフォルダ）との相違が生じる

ものと思われますが問題ないでしょうか。 

「県要件書」 

（P.6） 

・材料使用届・段階確認書・工事履行報告書につ

いては、ご質問のとおり国土交通省電子納品要領

に準じMEETフォルダへの格納を予定しているた

め、訂正いたします。 

52 

工事管理ファイル（INDEX_C.XML）を出力できることが望ましいとあ

りますが、茨城県令和3年3月電子納品ガイドライン「表2-4 土木工

事における電子成果品のフォルダ構成」によると、INDEX_C07.DTDと

記載があるので電子納品用要領は国土交通省のR3.3版かR2.3版の

どちらでしょうか。 

「県要件書」 

（P.6） 

・R3.3月版です。 

53 

国土交通省電子納品要領では、工事帳票種類の項目には「打合せ簿」

「工事履行報告書」「材料確認願」 「段階確認書」「確認・立会願」

の工事帳票の鑑の種類を記入することになっています。様式－1 監

督・指示（承諾）書の電子納品時の工事帳票種類は何にすればよい

でしょうか。 

 

「県要件書」 

（P.6） 

・「打合せ簿」としてください。 

54 

Internet Explorerに関しまして 

Internet Explorer 11 は廃止され、2022年6月15日にサポートを終

了しますが対応する必要はありますでしょうか。（サポートされて

いないブラウザの使用はセキュリティ担保ができません。） 

 

「県要件書」 

(P.7) 

・サポート終了までの期間の対応で問題ありませ

ん。（No.17の回答と同様） 



 

55 

システム移行が生じるのはどういったケースを想定されています

か。 

「県要件書」 

（P.7） 

・本業務期間（3年間）終了後の推奨事業者の変更

やその他の事情により推奨期間中にシステムを変

更するものも含みます。(No.11の回答と同様) 

56 

定期メンテナンス等システムの安定稼働に必要なシステム停止時

間については、茨城県との協議の上、設定することができると記載

ありますが、メンテナンススケジュールはサービス提供者の意向は

反映可能でしょうか。 

「県要件書」 

(P.8) 

・県要件書に記載のとおり、事業者と協議の上決

定いたします。 

57 

提案説明（プレゼンテーション）について、日程や実施方法等につ

いて詳細を教えてください。 

 

「実施要領」 

(P.6) 

・別途、通知いたします。（No.39の回答と同様） 

58 

「不要の文字は二重線で消す」仕様を削除し、代わりに選択事項は

チェックボックス等にしてもよろしいでしょうか。その場合、No.5

9・No.60の質問にもご回答お願いします。 

「県要件書」 

(様式-1) 

・差支えありません。 

59 

上欄の監督票・指示（承諾）書の記載は「監督票」「指示書」「承

諾書」の3つを選択、もしくは「監督票」「指示（承諾）書」の2つ

を選択できるようにすべきでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-1) 

・いずれか一つが選択できれば問題ありません。 

60 

「指示事項」「承諾事項」「協議事項」はチェックボックス等によ

る選択にしてもよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-1) 

・差支えありません。 

61 

「現場代理人署名」となっているが氏名表示すればよろしいでしょ

か。（自署でなくてもよろしいでしょうか。） 

「県要件書」 

(様式-1) 

・差支えありません。 

 



 

 

62 
発注者と受注者それぞれの記入箇所と、記入必須の箇所をご教示い

ただけますでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-1) 

・別紙、記載例をご確認ください。 

63 
課員の欄に押印する方の役職名をご教示いただけますでしょうか。 「県要件書」 

(様式-1) 

・工事毎に異なります。記載例を参考にしてくだ

さい。 

64 

本様式の運用は、工事打合せ簿「指示」とどのように使い分けるか

ご教示いただけますでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-1) 

・「指示」については、基本的に監督票・指示（承

諾）書により行います。 

65 
宛先「～～殿」には事務所名、所長名等の宛先をどこまで記入する

必要がございますか。 

「県要件書」 

(様式-3) 

・発注機関の事務所長宛として差支えない。 

（例：茨城県水戸土木事務所長） 

66 
上段の監督員欄は2名分ありますがそれぞれ発注者のどの方になり

ますでしょうか。また最大2名という認識でよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-3) 

・発注者の監督員となります。基本的に2名の認識

で問題ありません。 

67 

産地又は製造工場の「県内」欄は自由記入欄でよろしいでしょうか。 「県要件書」 

(様式-3) 

・別紙、記載例をご確認ください。 

68 

上段の監督員欄は2名分ありますがそれぞれ発注者のどの方になり

ますでしょうか。また最大2名という認識でよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-4) 

・発注者の監督員となります。基本的に2名の認識

で問題ありません。 

69 

日付入力箇所「報告日」「施工予定時期」「確認予定日」「確認実

施日」には時間帯記入は必要でしょうか。 

「県要件書」 

(様式-4) 

・必要ありません。別紙、記載例をご確認くださ

い。 

70 

「段階確認の実施（監督員記入欄）」の「監督員欄」は複数名押印

する場合もありますでしょうか。 

「県要件書」 

(様式-4) 

・基本的に監督員1名の押印との認識で差支えあ

りません。 



 

71 

様式－1、様式－3、様式－4について、同名の既定帳票で対応し活用

いただいております。「茨城県土木部情報共有システム要件書」に

添付のものとは様式番号、項目など若干異なる部分があります。今

回の「茨城県土木部情報共有システム要件書」に添付のものに改定

するのでしょうか。 

「県要件書」 

（様式-1,3,4） 

・記載する内容が網羅されていれば、改定する必

要はありません。 

72 

「うちICT活用工事件数」について、お客様からのお申込み情報から

は判断できません。どのような案件をカウントすればよろしいです

か。 

「実施要領」 

（様式第9号） 

・認識されている範囲の記述で構いません。 

73 

「通算提供年月」とは、令和２年４月1日～令和３年１２月３１日の

間でどれだけ提供しているかという期間でしょうか。例えば、上記

以前より活用いただいている場合は、最大1年9か月という記載でよ

ろしいでしょうか。それとも上記期間に関係なく、提供している期

間の事でしょうか。 

「実施要領」 

（様式第9号） 

・「通算提供年月」には、令和2年4月1日から令和

3年12月31日の間での提供期間を記載願います。 

74 

「直近の提供期間」とは、令和２年４月1日～令和３年１２月３１日

の間で直近で利用開始した単一の工事の利用期間でよろしいでし

ょうか。 

「実施要領」 

（様式第9号） 

・お見込みのとおりです。 

75 

「7.1基本要件」のうち、「特定のアプリケーションソフトウェアに

依存しないこと。」とは、国土交通省の定める機能要件(Re.5.3)の

うち、「5.6.5 次元データ等表示機能 条件付き必須機能」にあるよ

うな図面データなどを特定のビューワを利用せずに、工事情報共有

システム上で閲覧できることという認識でよろしいでしょうか。 

「県要件書」 

(P.6) 

・情報共有システム自体の動作環境として、特定

のアプリケーションに依存しないことを指しま

す。 

76 

「7.1基本要件」のうち、「JIS X 8341-3に配慮したアクセシビリテ

ィを確保した設計であること。」とありますが、これは必須の要件

でしょうか。 

「県要件書」 

(P.6) 

・必須の要件としております。 


