2020 年 2 月

広島県

情報共有システムバージョンアップのお知らせ

主な機能改良の内容を以下に示します。
項目

内容

① 成果品ビューア対応

ダウンロードデータにスタイルシート（XSL ファ
イル）が追加されました。
これにより、XML ファイルを Web ブラウザで閲覧
することができるようになりました。

② 打合せ簿帳票 4 種類の改良

打合せ簿の帳票 4 種類について「処理・回答区分」
に必須チェックを入れました。未入力だとエラーに
なります。
工事打合せ簿のみ、「発議事項」に応じて選択でき
る「処理区分」が限定されるようになりました。

③ 監督員通知、調査員通知の発注者 監督員通知、調査員通知の発注者欄の初期表示を変
更しました。
欄の初期値変更

④ スマートフォン専用画面対応

スマートフォンで操作できる専用 URL を公開しま
した。

【凡例】
:受注者の画面

:発注者の画面
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各機能改良詳細
項目

内容

① 成果品ビューア対応

ダウンロードデータにスタイルシート（XSL ファイ
ル）が追加されました。
これにより、XML ファイルを Web ブラウザで閲覧す
ることができるようになりました。

イメージ図
納品フォルダ一式

各フォルダのイメージ例

成果品ビューアの表示方法について（画面イメージは次のページ参照）
フォルダ内の INDEX_C.XML をダブルクリックします。

※表示されない場合は以下操作をお試しください。
１．INDEX_C.XML 上で右クリック
２．
『プログラムから開く』から『Internet Explorer』を選択

※大容量の写真データはサムネイルが表示できない可能性があります。
（目安 1.3G、300 枚程度まで）
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成果品ビューアの表示例
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項目

内容

② 打合せ簿帳票 4 種類の改良

打合せ簿帳票 4 種類について「処理・回答区分」に必
須チェックを入れました。未入力だとエラーになりま
す。
工事打合せ簿のみ、
「発議事項」に応じて選択できる
「処理区分」が限定されるようになりました。

1.

打合せ簿帳票 4 種類について処理回答区分の必須化
『工事打合せ簿』
、『修繕打合せ簿』、
『業務打合せ簿』
、
『業務打合せ簿（道路巡視）』の
「処理・回答区分」が必須項目になりました。未入力の場合エラーとなります。

決裁画面イメージ①

処理・回答欄を未入力で承認すると、エラーメッセージ
が表示されます。
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2.

発議事項に応じた処理区分を限定し初期表示
『工事打合せ簿』は、発議事項に応じて選択できる処理区分が以下に限定されます。
※この改良により、バージョンアップ前の『工事打合せ簿』は引用できなくなります。
バージョンアップ前に作成済みの書類は決裁いただけます。
発議事項
受注者発議

発注者発議

処理区分

初期値

協議

承諾／指示、その他

指示

提出

受理、その他

受理

報告

受理、その他

受理

通知

受理、その他

受理

承諾

承諾、その他

承諾

指示

その他

その他

通知

受理、その他

受理

協議

承諾、その他

承諾

提出

受理、その他

受理

決裁画面イメージ②

発議事項に応じて、処理・回答欄の選択項目が限定され
ます。
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項目

内容

③ 監督員通知、調査員通知の発注 監督員通知、調査員通知の発注者欄の初期表示を変更
者欄の初期値変更
しました。

監督員通知、調査員通知の発注者欄の初期表示を変更しました。変更内容については別紙（本
資料の末尾）を参照してください。
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項番

事務所名

【現在】発注者欄の初期表示

【変更後】発注者欄の初期表示

1 下水道公園課

下水道公園課事務所⾧

広島県知事

2 企業総務課

企業総務課事務所⾧

広島県公営企業管理者

3 住宅課

住宅課事務所⾧

広島県知事

4 北部建設事務所

北部建設事務所事務所⾧

広島県北部建設事務所⾧

5 北部建設事務所庄原支所

北部建設事務所庄原支所事務所⾧

広島県北部建設事務所⾧

6 北部畜産事務所

北部畜産事務所事務所⾧

広島県北部畜産事務所⾧

7 北部農林水産事務所

北部農林水産事務所事務所⾧

広島県北部農林水産事務所⾧

8 北部農業技術指導所

北部農業技術指導所事務所⾧

広島県北部農業技術指導所⾧

9 営繕課

営繕課事務所⾧

広島県知事

10 団体検査課

団体検査課事務所⾧

広島県知事

11 園芸産地推進課

園芸産地推進課事務所⾧

広島県知事

12 土地整備課

土地整備課事務所⾧

広島県公営企業管理者

13 土木建築総務課

土木建築総務課事務所⾧

広島県知事

14 広島ヘリポート管理事務所

広島ヘリポート管理事務所事務所⾧

広島ヘリポート管理事務所⾧

15 広島水道事務所

広島水道事務所事務所⾧

広島水道事務所⾧

16 広島港湾振興事務所

広島港湾振興事務所事務所⾧

広島県広島港湾振興事務所⾧

17 庄原ダム管理事務所

庄原ダム管理事務所事務所⾧

広島県北部建設事務所⾧

18 建築課

建築課事務所⾧

広島県知事

19 建設産業課

建設産業課事務所⾧

広島県知事

20 技術企画課

技術企画課事務所⾧

広島県知事

21 東部建設事務所

東部建設事務所事務所⾧

広島県東部建設事務所⾧

22 東部建設事務所三原支所

東部建設事務所三原支所事務所⾧

広島県東部建設事務所⾧

23 東部建設事務所三原支所野間川ダム管理事務所

東部建設事務所三原支所野間川ダム管理事務所事務所⾧

広島県東部建設事務所⾧

24 東部畜産事務所

東部畜産事務所事務所⾧

広島県東部畜産事務所⾧

25 東部農林水産事務所

東部農林水産事務所事務所⾧

広島県東部農林水産事務所⾧

26 東部農林水産事務所三川ダム管理事務所

東部農林水産事務所三川ダム事務所⾧

広島県東部農林水産事務所⾧

27 東部農林水産事務所尾道農林事業所

東部農林水産事務所尾道事業所事務所⾧

広島県東部農林水産事務所⾧

28 東部農業技術指導所

東部農業技術指導所事務所⾧

広島県東部農業技術指導所⾧

29 林業課

林業課事務所⾧

広島県知事

30 森林保全課

森林保全課事務所⾧

広島県知事

31 水産課

水産課事務所⾧

広島県知事

32 水質管理センタ－

水質管理センタ－事務所⾧

広島県水質管理センター所⾧

33 水道課

水道課事務所⾧

広島県公営企業管理者

34 河川課

河川課事務所⾧

広島県知事

35 沼田川水道事務所

沼田川水道事務所事務所⾧

広島水道事務所⾧

36 港湾振興課

港湾振興課事務所⾧

広島県知事

37 港湾漁港整備課

港湾漁港整備課事務所⾧

広島県知事

38 用地課

用地課事務所⾧

広島県知事

39 畜産課

畜産課事務所⾧

広島県知事

40 砂防課

砂防課事務所⾧

広島県知事

41 空港振興課

空港振興課事務所⾧

広島県知事

42 西部建設事務所

西部建設事務所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

43 西部建設事務所呉支所

西部建設事務所呉支所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

44 西部建設事務所呉支所野呂川ダム管理事務所

西部建設事務所呉支所野呂川ダム管理事務所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

45 西部建設事務所安芸太田支所

西部建設事務所安芸太田支所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

46 西部建設事務所廿日市支所

西部建設事務所廿日市支所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

47 西部建設事務所東広島支所

西部建設事務所東広島支所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

48 西部建設事務所東広島支所仁賀ダム管理事務所

西部建設事務所東広島支所仁賀ダム管理事務所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

49 西部建設事務所東広島椋梨ダム管理事務所

西部建設事務所東広島椋梨ダム管理事務所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

50 西部建設事務所魚切ダム管理事務所

西部建設事務所魚切ダム管理事務所事務所⾧

広島県西部建設事務所⾧

51 西部畜産事務所

西部畜産事務所事務所⾧

広島県西部畜産事務所⾧

52 西部農林水産事務所

西部農林水産事務所事務所⾧

広島県西部農林水産事務所⾧

53 西部農林水産事務所呉農林事業所

西部農林水産事務所呉事業所事務所⾧

広島県西部農林水産事務所⾧

54 西部農林水産事務所東広島農林事業所

西部農林水産事務所東広島事業所事務所⾧

広島県西部農林水産事務所⾧

55 西部農業技術指導所

西部農業技術指導所事務所⾧

広島県西部農業技術指導所⾧

56 販売推進課

販売推進課事務所⾧

広島県知事

57 農林整備管理課

農林整備管理課事務所⾧

広島県知事

58 農林水産総務課

農林水産総務課事務所⾧

広島県知事

59 農業基盤課

農業基盤課事務所⾧

広島県知事

60 農業技術大学校

農業技術大学校事務所⾧

県立農業技術大学校⾧

61 農業技術課

農業技術課事務所⾧

広島県知事

62 農業担い手支援課

農業担い手支援課事務所⾧

広島県知事

63 道路企画課

道路企画課事務所⾧

広島県知事

64 道路整備課

道路整備課事務所⾧

広島県知事

65 道路河川管理課

道路河川管理課事務所⾧

広島県知事

66 都市計画課

都市計画課事務所⾧

67 流域下水道課

広島県知事
広島県公営企業管理者
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項目

内容

④ スマートフォン専用画面対応

スマートフォンで操作できる専用 URL を公開しまし
た。

スマートフォンで簡単に操作できる専用画面を公開しました。

QR コード:

専用 URL:

https://web.neo-calsec.com/hiroshima/pages/mobile/index.vm

スマートフォンで操作できる機能は以下となります。
・書類の「承認」
「否認」
・書類の照会（添付ファイルの確認は簡易確認用 PDF のみ）
・スケジュールの照会
・連絡発信、照会
※PC で操作できる機能を絞って提供するため、以下操作は提供していません。
・書類および連絡の一時保存
・書類の添付ファイル追記・削除機能
・書類のコメント閲覧
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