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沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラムの改訂 
 

（1） 現行の沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラム 
平成 12 年度に策定した沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラムの

内容は次表の通りである。本アクションプログラムは、国土交通省の成果を導入

することを基本とし、2005 年度を実現目標年次としている。 

表 1 平成 12 年度策定 沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラム 

フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3 
対象期間 

～1999 年度 
(～平成 11 年度) 

2000～2002 年度 
(平成 12～14 年度) 

2003～2005 年度 
(平成 15～17 年度) 

整備目標 

・CALS/EC 基本構想の策定 
・CALS/EC アクションプロ 

グラム概略版の策定 
・電子データ授受体制の構築

・CALS/EC アクションプログ

ラム詳細版の策定 
・ライフサイクルの全プロセ

スにおいて電子データの交

換、連携、共有を実現 

設計 
積算 

・設計積算 WG 設置 ・電子納品の試行運用 
・業務成果品保管用サーバの

整備 
・数量計算諸様式の標準化 

・CAD データからの自動積算

の実施 
・電子納品実施(2003 年 4 月)
・積算システムの改良 

入札 
契約 

・入札契約 WG 設置 ・ホームページへの調達情報

掲示(PPI) 
・電子入札体制の整備 

・競争参加資格申請のオンラ

イン化 
・EDI による契約事務の執行

・電子入札一部実施 
(2003 年 4 月) 

工事 
施工 

・工事施工 WG 設置 ・情報共有実証実験(実証実験

で電子化を一部実施) 
・情報共有実験 
・電子納品実施(2004 年 4 月)
 
 

維持 
管理 

・維持管理 WG 設置 ・情報共有実験 
・維持管理書類関係様式統一

・施工維持管理 DB の整備 
・設備関係オンライン遠隔操

作・集中管理 
・道路等点検データの現場入

力・管理 

実
現
内
容 

環境 
整備 

・環境整備 WG 設置 
・インターネット受発信環境

の整備 

・電子決裁システム導入 
・インターネット受発信環境

の整備と電子署名の活用 
・GIS をベースとした統合デ

ータ環境の整備 

・GIS をベースとした統合デ

ータ環境の整備 

申請・届出 

 ・電子媒体又は電子メールに

よる申請・届出 
(電子認証有り) 

・全ての公共事業に係わる申

請・届出のオンライン化 

実証フィールド実験の実施 

実証 
実験 

・インターネットの利用環境

の整備 
・啓蒙普及活動(講習会等) 

・情報共有実験(業務、工事、

維持管理) 
・啓蒙普及活動(講習会等) 

・電子入札 
・情報共有実験(全フェーズ) 
・図面、数量、地図情報など

様々なシステムとの連携 
・電子納品 
・啓蒙普及活動(講習会等) 

措
置
・
技
術 

情報 
基盤 情報インフラの整備(光ファイバー網、空間データ基盤) 

 ※平成 13 年 7 月 4 日 記者発表資料より抜粋 
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（2） 沖縄総合事務局開発建設部 CALS/EC の達成状況 
沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラムの実施項目に対する現在

までの開発建設部 CALS/EC の達成状況を次表に示す。 
開発建設部では、電子入札および電子納品を当初の計画より前倒しで実施して

いる。また、電子署名の活用等の一部の実施項目については国土交通省の整備状

況を踏まえ、開発建設部への導入は平成 15 年度以降になる予定である。 
 

表 2 沖縄総合事務局開発建設部 CALS/EC の達成状況 

整備期間 フェーズ 2：2000～2002 年度 (平成 12～14 年度) 

実施項目/
達成状況 アクションプログラムの実施項目 実施項目に対する達成状況 

設 計 
積 算 

・電子納品の試行運用 
 
・業務成果品保管用サーバの整備 
 
・数量計算諸様式の標準化 

・電子納品の一部実施(2002 年 4 月) 
 当初予定より 1 年前倒しで実施 
・電子納品・保管管理システムの整備※1 
・数量集計表の導入 

入 札 
契 約 

・ホームページへの調達情報掲示(PPI) 
 
・電子入札体制の整備 

・PPI 導入は H15 年度以降に実施 
 (2001 年度検討会承認事項) 
・電子入札の試行運用の実施 
・電子入札の一部実施(2002 年 10 月) 
 当初予定より 1 年前倒しで実施 
 

工 事 
施 工 

・情報共有実験 
(実証実験で電子化を一部実施) 

・情報共有実証実験の実施(2000 年度～) 
・電子納品の一部実施(2002 年 4 月) 
 当初予定より 2 年前倒し 
・統一化した工事帳票の導入 
・電子納品・保管管理システムの整備※1 

 

維 持 
管 理 

・情報共有実験 
・維持管理書類関係様式統一 

・情報共有実験の開始(2002 年度～) 
・維持管理書類関係様式の収集・整理 
 様式統一は国交省の動向を踏まえ 2003 年度

以降に実施 

環 境 
整 備 

・電子決裁システム導入 
・インターネット受発信環境の整備と電子署名

の活用 
・GIS をベースとした統合データ環境の整備 

・電子決裁システムの導入および試行開始 
・電子署名の活用は国交省の動向を踏まえ、 

2004 年度以降に実施 
・GIS システム導入の基本ルールを検討 

その他の 
取り組み 

・情報システム WG の設置(2002 年 10 月) 
 
・沖縄 CALS/EC 推進連絡協議会設立(2001 年 11 月)：沖縄地方の CALS/EC の推進を図るため、関

係機関相互の情報交換および CALS/EC 地方展開アクションプログラム（沖縄地方版）の策定等

を目的に設置。 

  ・フォント赤：当初予定より前倒しで実施 
  ・フォント青：国交省の動向を踏まえ、当初予定を H15 年度以降実施に変更 
 
 ※1) 電子納品・保管管理システムは、設計積算および工事施工の両フェーズで共同運用 
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（3） 沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラムの改訂 
沖縄総合事務局開発建設部における CALS/EC の達成状況、ならびに国土交通

省における CALS/EC の整備状況を踏まえ、沖縄総合事務局版 CALS/EC アクシ

ョンプログラムを下表の通り改訂する。 

表 3 沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラム(改訂版) 

フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3 
対象期間 

～1999 年度 
(～平成 11 年度) 

2000～2002 年度 
(平成 12～14 年度) 

2003～2005 年度 
(平成 15～17 年度) 

整備目標 

・CALS/EC 基本構想の策定 
・CALS/EC アクションプロ 

グラム概略版の策定 
・電子データ授受体制の構築

・CALS/EC アクションプログラ

ム詳細版の策定 
・ライフサイクルの全プロセス

において電子データの交換、

連携、共有を実現 

設計 
積算 

・設計積算 WG 設置 ・電子納品の一部導入 
(2002 年 4 月) 

・数量集計表の導入 

・電子納品を全面的に導入 
・電子納品・保管管理システム

の全面整備※1 
 

入札 
契約 

・入札契約 WG 設置 ・電子入札の試行運用 
・電子入札の一部導入 

(2002 年 10 月) 

・電子入札を全面的に導入 
(2004 年度) 

・入札情報サービスの整備 
・電子契約の開始 

工事 
施工 

・工事施工 WG 設置 ・電子納品の一部導入 
(2002 年 4 月) 

・情報共有実験※2 
・統一化した帳票を導入※3 
 

・電子納品を全面的に導入 
・情報共有実験※2 
・電子納品・保管管理システム

の全面整備※1 
 

維持 
管理 

・維持管理 WG 設置 ・情報共有実験 
・維持管理書類関係様式の整備

開始 

・維持管理書類関係様式の整備

・オンライン維持管理システム

の導入 

実
現
内
容 

環境 
整備 

・環境整備 WG 設置 
・インターネット受発信環境

の整備 

・電子決裁システム試行運用 
・GIS システム導入の基本ルー

ルを整備 
・情報システム WG の設置 

(2002 年 10 月) 

・電子決裁システムの運用開始

・GIS を基盤とする統合データ

環境の整備 

実証フィールド実験の実施※2 

実証 
実験 

・インターネットの利用環境

の整備 
・啓蒙普及活動(講習会等) 

・情報共有実験(全フェーズ) ※2

・啓蒙普及活動(講習会等) 
・電子入札 
・電子納品 

・情報共有実験(全フェーズ) ※2

・啓蒙普及活動(講習会等) 
措
置
・
技
術 

情報 
基盤 情報インフラの整備(光ファイバー網、空間データ基盤) 

 
 
 ※1) 電子納品・保管管理システムは、設計積算および工事施工の両フェーズで共同運用 
 ※2) 港湾・空港事業においては「帳票管理システム」 
 ※3) 河川・道路・公園事業で実施 

 
上表に基づき改訂したマイルストーン※1を次頁に示す。 

 
※1：物事の推移・展開・発達等の一段階を示すしるしとなるもの。 

次世代 CALS/EC への取り組み
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表 4 沖縄総合事務局版 CALS/EC アクションプログラムのマイルストーン 

全面的に導入

環
境
整
備

フェーズ/実施項目

設
計
積
算

入
札
契
約

工
事
施
工

オンライン維持管理システムの導入

電子納品・保管管理システムの整備

電子納品に関するフォローアップ

電子納品の実施

工事施工中の受発注者間の情報交換・共有の展開

(H15年度) (H16年度) (H17年度)

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

(H12年度)

GISを基盤とした統合データ環境の整備

電子署名を活用した業務・工事執行体制の確立

電子決裁システムの整備

電子入札実施体制の整備

維持管理における電子情報の保管管理

電子入札に関するフォローアップ

維
持
管
理

(H13年度) (H14年度)

維持管理書類関係の書類統一

入札情報サービスの整備

電子納品の実施

数量計算書の標準化・電子化

電子納品・保管管理システムの整備

電子納品に関するフォローアップ

電子契約による契約事務の執行

2000/10　実験開始

2003/7以降に導入

2002/10

　

2002/9

2000/4

実験・試行期間 全面・継続実施一部運用・拡大運用期間 継続的実施

2003/7以降に導入

【凡　例】

検討期間

2002/4　請負予定金額3億円以上 　2003/4　請負予定金額2億円以上 　2004/4　請負予定金額6千万円以上

 


