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－２－

はじめてご利用の方

１ システム利用の流れ

このシステムを利用したことのある方

中部電力ネットＩＤ取得

工事概要等入力

工事場所入力

依頼完了

※ 必須

ログイン

中部電力グループの他のシステムで中部電力ネットＩＤを取得

新規登録

追加登録 （「埋設物調査ＷＥＢ受付システム」に必要なお客さま情報を追加してください。）

アクセス 中部電力パワーグリッドホームページの「埋設物調査ＷＥＢ受付システムについて」から案内ページへアクセス

「ログイン」画面で，ログインＩＤ・パスワードを入力

「利用者メニュー」で「１ 調査依頼（通常依頼）」を選択

「工事件名」，「工事概要」，「工事期間」を入力

※ 任意

・「依頼者情報」は「担当者メールアドレス」以外変更可能

・「発注者情報」を入力（なるべく入力してください。）

「工事場所住所」をプルダウンから選択

「工事範囲詳細」は，「範囲指定」で地図中に指定

「工事場所調査状況および調査結果」を入力

※ 必須

※ 必須

※ 任意

完了

調査完了後，設備有無メール受信

中部電力パワーグリッドにて調査を実施

調査結果確認

「設備あり」の場合，ＷＥＢにて調査結果を確認後，メールに記載の連絡先へ連絡

「設備なし」の場合，ＷＥＢにて調査結果を確認

「影響あり」の場合，立会・防護等について調整

ＷＥＢから「受付証」の印刷が可能

協議完了後，影響有無メール受信 「影響なし」の場合，ＷＥＢにて調査結果を確認

ＷＥＢから「受付証」の印刷が可能

協議

・指定された工事場所の詳細図面等を添付（なるべく添付してください。）

※（注意）範囲指定したエリアを基に、設備の有無を調査しているため、

正確な工事場所を入力して頂くようにお願いします。

なお、お客さまが工事箇所の範囲指定を誤って入力した場合や、

入力を怠った場合に弊社が正しい回答ができずに発生した

トラブル（設備損傷事故等）については、弊社では一切責任を

負いませんので、ご了承願います。



２ 概要・共通事項

（１）インターネットから、中部電力パワーグリッド埋設物※１の調査依頼ができます。中部電力パワーグリッドの調査が完了すれば、
お客さま（中部電力ネットＩＤ登録時のメールアドレス宛）へ通知メールを送付します。また、インターネットから、依頼された調査の
進捗状況（ステータス）を確認することもできます。
※１・・・対象となる埋設物は、営業所（配電線等）、電力センター（送電線・通信線等）で管理する電力設備に限ります。

（中部電力グループのその他の埋設物（ガス導管等）は別途確認が必要となります。）

（２）共通事項
・原則、２４時間受付いたします。
・平日１７時まで受付分は、原則、翌営業日１７時までに回答します。
・平日１７時～２４時受付分および土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）受付分は、
原則、翌々営業日１７時までに回答します。
・緊急時は、このシステムを利用される場合でも電話連絡が必要です。
（注）調査内容・状況により回答が遅れる場合がございます。また、システムメンテナンスなどにより、上記時間帯でもこのシステムを
ご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。
・１つの調査依頼（１工事場所）で５箇所まで指定できます。
・複数箇所指定される場合は，３００ｍ四方範囲で指定願います。
・このシステムを利用するには、「中部電力ネットＩＤ※２」を登録していただく必要があります。
※２・・・中部電力ネットＩＤとは中部電力グループが提供するインターネットサービスをご利用いただくためのログインＩＤです。

・InternetExplorer バージョン11.0以下のご利用を推奨いたします。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもご利用者のＷＥＢ
ブラウザの設定によっては、正しく表示されない場合がございます。
・ＪａｖａＳｃｒｉｐｔを有効にしてください。

－３－

（システムのイメージ）

お客さま

①調査依頼

（ＷＥＢ）
Ｗｅｂ

②依頼通知

（ﾒｰﾙ）

配電線窓口

送電線窓口

通信線窓口

③調査

④結果回答

（ＷＥＢ）

⑤結果通知

（ﾒｰﾙ）

調査

調査

⑥結果確認

（ＷＥＢ）

設備有り

設備無し 埋設物

設備の有無を調査

工事範囲指定を確認



－４－

３ ログインＩＤについて

３－１ 新規登録

①メールアドレス欄にご自身のメールアドレスを入力

②「登録内容の入力へ」をクリック
※入力したメールアドレスは通知メールのほか、ログインＩＤやパスワードを忘れた場合の通知に利用します。
③「個人情報保護基本方針」をクリックして内容を確認
④チェックボックスにチェック（クリック）

⑤任意のログインＩＤ（半角６文字以上）を入力
⑥任意のパスワード（半角英数字６文字から３２文字）を入力
※誕生日など特定しやすいパスワードは設定しないでください。
⑦「次へ」をクリック
注）今後、このログインＩＤとパスワードでこのシステムが利用できます。お忘れにならないよう、ご注意ください。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

（中部電力パワーグリッドホームページのトップページ「埋設物調査ＷＥＢ受付システムについて」からアクセスできます。）

Ｐ５へ



－５－

⑧～⑫を入力

⑬「入力内容確認」をクリック

⑭「仮登録」をクリック
※仮登録後に、ご本人確認のためのメールを送信します。メールに記載の方法で、有効期限（４８時間）内に本登録してください。

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫

⑬
⑭

（Ｐ４のつづき）



－６－

３－２ 追加登録（中部電力グループの他のサービスで中部電力ネットＩＤを取得済みの場合）

①ログイン画面で、中部電力グループの他のサービスで取得した中部電力ネットＩＤのログインＩＤとパスワードを入力

②「ログイン」をクリック
③～⑤を入力
⑥「入力内容確認」をクリック

①

②

③

④

⑤

⑥

Ｐ７へ

c11111111

maisetsu@chuden.co.jp



－７－

（Ｐ６のつづき）

⑦「次へ」をクリック
※以降画面の指示に従い、操作してください。

⑦

maisetsu@chuden.co.jp

c11111111



－８－

３－３ ログインＩＤ／パスワードをお忘れの場合および登録内容の変更

「埋設物調査ＷＥＢ受付システム」のログイン画面のリンクからも選択できます。

該当項目をクリックし、以降、画面に従って
操作してください。



－９－

４ 新規調査依頼登録

7 工事場所指定（埋設物調査ＷＥＢ受付システム
操作マニュアル【工事場所指定】）参照

中部電力ネットＩＤで取得した
ログインＩＤとパスワードを入力

該当項目をクリック
（１．調査依頼（通常依頼））

①工事場所住所を

プルダウンから選択

②「範囲指定」をクリック

（地図が表示されます）

③Ｐ２１（埋設物調査ＷＥＢ受付システム

操作マニュアル【工事場所指定】）
を参考にご指定ください。）

補足資料①

指定された工事場所の詳細図面等を添付

（「参照」をクリックし，ファイルを選択してください。）

※地図指定で場所が分かりにくい場合は，できるだけ添付してください。

※（注意）範囲指定したエリアを基に、設備の有無を調査しているため、

正確な工事場所を入力して頂くようにお願いします。なお、お客さま

が工事箇所の範囲指定を誤って入力した場合や、入力を怠った場

合に弊社が正しい回答ができずに発生したトラブル（設備損傷事故

等）については、弊社では一切責任を負いませんので、ご了承願います。

「（＊）」は必須入力

凡例を見て、工事場所１～５に対して、該当する行番号に記入す
る。

（未調査を選択された場合は、入力不可となります。）

「掘削深さ」「電柱までの距離」「支線までの距離」「支柱の有無」

こちらの入力情報から、埋設物有無を調査しますので、正確な情

報を入力ください。なお、お客さまが工事箇所の範囲指定を誤っ

て入力した場合や、入力を怠った場合に弊社が正しい回答ができ

ずに発生したトラブル（設備損傷事故等）については、弊社では一

切責任を負いませんので、ご了承願います。

工事場所調査状況
※通常、調査済みを選択

設計業務にて、遠方地で調査が
困難な場合や影響の無い範囲で
設計可能な方は未調査を選択く
ださい。

小数第一位まで記入



－１０－

補足資料②



Ｐ１２へ

検索

検索条件設定

－１１－

５ 調査依頼修正・削除

該当する受付番号をクリック

検索条件設定はこちら

修正ボタン表示

当社受付（回答等のデータ更新）まで

削除ボタン表示

進捗状況が「保守箇所確定待ち」

「回答待ち」のとき

Ｐ１３へ

３．依頼済一覧をクリック

修正 削除



－１２－

（Ｐ１１のつづき）

【注意点】

・担当者メールアドレスおよび工事場所以外の項目が修正可能です。

・依頼されたデータは当社受付（回答等のデータ更新）までが修正可能期間です。

・修正可能箇所および修正可能期間により、修正できない場合は再度調査依頼を作成し、

登録してください。

なお、不要となった依頼データの削除は進捗状況が「保守箇所確定待ち」「回答待ち」

のデータのみとなります。

必要箇所を修正
（修正可能箇所のみ入力可）



－１３－

（Ｐ１１のつづき）

【注意点】

・依頼されたデータの削除可能期間は進捗状況が「保守箇所確定待ち」または「回答待ち」

のデータのみとなります。

※進捗区分が「協議待ち」「調査完了」のデータは削除できませんのでご了承ください。



６ 調査結果確認

３．依頼済一覧をクリック

該当する受付番号をクリック

【注意点】

・進捗状況が「調査完了」のデータは受付証印刷および回答詳細画面確認が可能です。

・進捗状況が「協議待ち」のデータは回答詳細画面確認が可能です。

Ｐ１６へ－１４－ Ｐ１５へ

受付証印刷はこちら

回答詳細内容の
確認はこちら



－１５－

（Ｐ１４のつづき）

【回答詳細確認画面】

回答詳細確認画面では，お客さまよりご依頼いただきました

それぞれの工事場所に対する調査結果と保守箇所が確認で

きます。また、「設備あり」の場所に対する保守箇所（事業所）の

連絡先と「設備あり」「設備なし」に関わらず，お伝えしたい内容

を連絡事項として記載しておりますのでご確認ください。

※連絡先および連絡事項は「調査結果のお知らせ（設備あり），

（設備なし）」メールに記載しております。



－１６－

（Ｐ１４のつづき）

【受付証の発行について】

現在，埋設物調査で窓口にお越しいただいたお客さまに対しましては，

ご持参いただいた調査関係書類への弊社担当者サインや日付印等に
より，調査結果の証しとさせていただいております。

今後，当システムを利用された場合，システム内のみで調査が完了

することもあるため，調査完了時（設備有無回答時，影響有無回答時）

には，右の「受付証」の発行をもって調査結果の証しとさせていただき
ますことをご了承願います。

なお，受付証発行箇所・問い合わせ連絡先については，弊社の代表
として工事場所１の配電保守箇所を掲載しております。

工 事 場 所※



メール【設備有無回答通知】

－１７－

補足資料③

＜①○○＞ ＜②○○ ○○＞ 様

中部電力パワーグリッドの埋設物調査ＷＥＢ受付システムにてご依頼いただいた

工事場所には、中部電力パワーグリッドの設備は埋設されておりません。

このご依頼については、弊社との協議、立会は不要です。

埋設物調査結果の証明が必要な場合は、本メールではなく、

「受付証」を印刷し、ご利用ください。

「受付証」は、埋設物調査ＷＥＢ受付システムの調査依頼

詳細画面から印刷可能となっております。

【受付番号】＜③20130905101000001＞

【工事件名】＜④○○町内ガス管入替工事＞
【回 答】

・配電：地下埋設＜⑤設備なし＞
・送電：地下埋設＜⑥設備なし＞

・通信：地下埋設＜⑦設備なし＞

【連絡事項】

＜配電＞
＜⑧地下埋設設備はありません。＞

掘削範囲から１ｍ以内に、電柱、支柱、支線が有る場合は、
電柱傾斜等の恐れがあるため、下記の事業場までご連絡ください。

電柱等の影響範囲の考え方は下記ＵＲＬ参照。

https://powergrid.chuden.co.jp/resource/takuso_service/ippan/maisetsubutsu/maisetsubutsu_03.pdf
◆配電設備 保守箇所連絡先◆
（場所１，２）○○営業所 配電運営課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789
（場所３）○○営業所 配電運営課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789＞

＜送電＞
＜⑨地下埋設設備はありません。＞

＜⑩上空に架空送電設備がございます。管轄事業場より作業内容や使用重機等の確認を
させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。
◆架空設備 保守箇所連絡先◆
（場所１，２）○○電力センター送電課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789
（場所３）○○電力所送電課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789＞

＜通信＞
＜⑪地下埋設設備はありません。＞

こちらのURLからアクセスしてください。
https://www.chuden.jp/a/sys/maisetu/kqa/index.html

※本メールは、システムにて自動送信しておりますので、返信はお受けできません。

「設備なし」の場合（調査完了通知）
件名：【中部電力パワーグリッド】埋設物調査結果のお知らせ（設備なし） ＜①○○＞ ＜②○○ ○○＞ 様

中部電力パワーグリッドの埋設物調査ＷＥＢ受付システムにてご依頼いただいた

工事場所には、中部電力パワーグリッドの設備が埋設されております。

このご依頼については、弊社との協議が必要になりますので

埋設物調査ＷＥＢ受付システムの調査依頼詳細画面から当社回答内容を

ご確認ください。

詳細内容確認のため、お手数ではございますが下記の『保守箇所連絡先』まで

ご連絡いただき、埋設物調査ＷＥＢ受付システムによる依頼

と受付番号をお伝え下さるようお願いいたします。

【受付番号】＜③20130905101000001＞

【工事件名】＜④○○町内ガス管入替工事＞

【回 答】

・配電：地下埋設＜⑤設備あり＞

・送電：地下埋設＜⑥設備あり＞

・通信：地下埋設＜⑦設備あり＞

【連絡事項】

＜配電＞

＜⑧配電埋設設備がありますので、ご連絡をお願いします。

◆地中設備 保守箇所連絡先◆

（場所１，２）○○営業所 配電運営課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789

（場所３）○○営業所 配電運営課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789＞

＜送電＞

＜⑨地下埋設設備がありますので、ご連絡をお願いします。

◆地中設備 保守箇所連絡先◆

（場所１，２）○○電力センター送電課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789

（場所３）○○電力所送電課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789＞

＜通信＞

＜⑪地下埋設設備がありますので、ご連絡をお願いします。

◆地中設備 保守箇所連絡先◆

（場所１，２）○○電力センター電子通信課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789

（場所３）○○電力所電子通信課 担当者１○○ TEL0123456789 担当者２○○ TEL0123456789＞

こちらのURLからアクセスしてください。

https://www.chuden.jp/a/sys/maisetu/kqa/index.html

※本メールは、システムにて自動送信しておりますので、返信はお受けできません。

「設備あり」の場合（調査結果通知） 件名：【中部電力パワーグリッド】埋設物調査結果のお知らせ（設備あり）

埋設物が無い場合でも、付近に架空送電線が有る場合は、

電力設備および公衆保安の観点から、工事内容や使用重機

等のご確認のため、ご連絡させていただくことがございます。

掘削範囲から１ｍ以内に、電柱、支柱、支線が有る場合は、

掘削に伴い電柱が傾斜する等の恐れがあるため、事業場まで

ご連絡ください。



メール【影響有無回答通知】

○○ ○○ 様

中部電力パワーグリッドの埋設物調査ＷＥＢ受付システムにて

ご依頼いただいた工事場所について、協議をさせていただいた結果、

貴社工事による中部電力パワーグリッド設備への影響はありません。

このご依頼については、今後の管理、立会等は不要です。

埋設物調査結果の証明が必要な場合は、本メールではなく、

「受付証」を印刷し、ご利用ください。

なお、「受付証」は、埋設物調査ＷＥＢ受付システムの調査依頼

詳細画面から印刷可能となっております。

【受付番号】20130905101000001

【工事件名】○○町内ガス管入替工事

【回 答】・配電：影響なし

・送電：影響なし

・通信：設備なし

こちらのURLからアクセスしてください。
https://www.chuden.jp/a/sys/maisetu/kqa/index.html

※本メールは、システムにて自動送信しておりますので、返信はお受けできません。

「影響なし」の場合 （調査完了通知）

件名：【中部電力パワーグリッド】協議結果のお知らせ（影響なし）

○○ ○○ 様

中部電力パワーグリッドの埋設物調査ＷＥＢ受付システムにて

ご依頼いただいた工事場所について、協議をさせていただいた結果、

貴社工事による中部電力パワーグリッドの設備への影響があります。

このご依頼については、今後の管理、立会等が必要です。

埋設物調査結果の証明が必要な場合は、本メールではなく、

「受付証」を印刷し、ご利用ください。

なお、「受付証」は、埋設物調査ＷＥＢ受付システムの調査依頼

詳細画面から印刷可能となっております。

【受付番号】20130905101000001

【工事件名】○○町内ガス管入替工事

【回 答】・配電：影響あり

・送電：影響なし

・通信：設備なし

こちらのURLからアクセスしてください。
https://www.chuden.jp/a/sys/maisetu/kqa/index.html

※本メールは、システムにて自動送信しておりますので、返信はお受けできません。

「影響あり」の場合 （調査完了通知）

件名：【中部電力パワーグリッド】協議結果のお知らせ（影響あり）

－１８－

補足資料③



「埋設物調査ＷＥＢ受付システム」
操作マニュアル
【工事場所指定】

－１９－

７ 工事場所指定

【お客さまへのお願い】

・弊社では、お客さまが地図上に範囲指定したエリアを基に、設備の有無を調査しています。

地図上に代表箇所のみを範囲指定し、添付図面側で複数箇所を記載いただく場合は、

調査時に正しい回答ができませんので、お申込みの際は、全ての工事箇所を地図上で

範囲指定して頂くようお願い致します。

なお、お客さまが工事箇所の範囲指定を誤って入力した場合や、入力を怠った場合に

弊社が正しい回答ができずに発生したトラブル（設備損傷事故等）については、弊社では

一切責任を負いませんので、ご了承願います。



－２０－
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（２） 選択した工事場所住所で指定したい場所が表示されない場合

工事範囲指定

調査依頼登録画面の工事場所住所で
選択（プルダウン）した場所を地図で表示

（初期表示は１／８０００（地図ドラッグ不可））

①指定したい場所をクリック

②クリックした場所を中心に１／１０００を表示
（指定操作開始までは，地図ドラッグ可能）

工事範囲指定

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

【工事範囲指定についての注意事項】

●地図のドラッグは，縮尺１／１０００以のみ（その他の縮尺は固定）

●指定は，縮尺１／１０００（３００ｍ四方範囲）でのみ可能。

ただし、３００ｍ四方を超える範囲で複数の指定を実施される場合は、調査依頼を複数

に分けて

いただくようお願いいたします。

●どの縮尺（１／１０００を除く）からも指定したい場所をクリックするとその点を中心

に１／１０００を表示

●１／１０００以外の縮尺で場所を変更するには，変更したい場所をクリックし，その点

を中心に１／１０００を表示した後，他の縮尺に変更すると場所が変更可能。

●指定は，「地点指定」，「線形指定」，「範囲指定」の各ボタンをクリック後，

地図中で以下の操作

「地点指定」 ： クリックで確定

「線形指定」 ： 始点をクリック，２点目以降をクリック，終点をダブルクリックで確定

「範囲指定」 ： 始点をクリック，２点目以降をクリック，終点をダブルクリックで確定

「全削除」 ： 指定場所を誤った場合にクリック（すべての指定が削除される）

●指定操作開始後の制約は以下のとおり

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

－２１－

（１） 工事範囲指定場所の選択 補足資料④

＜戻る

＜戻る



（２） 選択した工事場所住所で指定したい場所が表示されない場合

②クリックした場所を中心に１／１０００を表示

＋

工事範囲指定

工事範囲指定

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

①１／１０００以外の縮尺で場所を変更するには，
変更したい場所をクリック

③他の縮尺に変更すると
場所の変更が可能

－２２－

＜戻る

＜戻る



登録

指定は，縮尺１／１０００
（３００ｍ四方範囲）でのみ可能

①指定は，「地点指定」，「線形指定」，「範囲指定」の各ボタンをクリック後，
地図中で以下の操作
「地点指定」 ： クリックで確定
「線形指定」 ： 始点をクリック，２点目以降をクリック，終点をダブルクリックで確定
「範囲指定」 ： 始点をクリック，２点目以降をクリック，終点をダブルクリックで確定
「全削除」 ： 指定場所を誤った場合にクリック（すべての指定が削除される）
※注意
指定操作開始後の制約は以下のとおり
・上記各指定ボタン以外，「登録」か「右上×（システム終了）」ボタンのみ有効
・縮尺の変更不可（ただし「全削除」ボタンをクリックすると縮尺変更・地図ドラッグ
が可能となる）

工事範囲指定

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

指定操作開始後は縮尺変更・地図
ドラッグ不可

（３） 工事範囲指定

－２３－

＜戻る



（４） 工事場所調査状況および工事場所調査結果

－２４－

③「＜戻る」ボタンにより調査登録画面に戻る
（工事場所指定のため描かれた図形は削除される） ②「登録」ボタンにより調査登録画面に戻る

工事場所は、調査依頼１件につき、５箇所まで登録可能

作成順に番号が付番される。

例、工事場所１、２、３、４、５

工事場所調査結果は、工事範囲指定した際に付

番された番号（工事場所１、２、３、４、５）と対とな

る。

凡例を見て、工事場所１～５に対して、該当する行番号に記入する。

（未調査を選択された場合は、入力不可となります。）

「掘削深さ」「電柱までの距離」「支線までの距離」「支柱の有無」
こちらの入力情報から、埋設物有無を調査しますので、正確な情報を入力ください。なお、お客さまが工事箇所の範囲指定を
誤って入力した場合や、入力を怠った場合に弊社が正しい回答ができずに発生したトラブル（設備損傷事故等）については、弊
社では一切責任を負いませんので、ご了承願います。

工事場所調査状況

※通常、調査済みを選択

設計業務にて、遠方地で調査が困難な場合や影響の無い範囲で設計可能な方は

未調査を選択ください。

小数第一位まで記入



工事範囲指定

工事範囲指定

初期表示は縮尺１／４０００
（お客さまが最初にクリックした点

を中心に表示）

工事範囲指定箇所を検索

・縮尺変更可能

（スライダー，マウスホイール使用可能）
・地図ドラッグ可能

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

工事範囲指定についての注意事項 ←クリック

（５） 工事範囲確認

－２５－



８ 補足資料

「範囲指定」で表示される地図について

県 市 町・丁目

①「工事場所」をプルダウンで選択

②「範囲指定」ボタンで地図を表示範囲指定

上記「工事場所」の地図（１／８０００）が表示される

③任意点をクリックし，工事範囲指定

お客さま「範囲指定」 新規登録時

＋－ スライダー

・地図は固定（ドラッグ不可※）
※ドラックで上記「工事場所」と異なる場所の選択を防止

・縮尺は1/8000，1/4000，1/2000，1/1000
・縮尺はスライダーでのみ変更可※

※マウスホイールでの縮尺操作は不可

・地図はドラッグ可
・工事範囲指定は，１／１０００（３００ｍ四方範囲）でのみ可
・工事範囲指定を開始するまでは，縮尺変更・地図ドラッグ可

※指定の際の位置微調整に対応

・工事範囲指定を開始すると，スライダーが無効となり，
「登録」かシステム終了（右上×）のみ有効※

※縮尺を変更し別位置での工事範囲指定を防止

クリックした任意点を中心の地図（１／１０００）が表示される

＋－ スライダー

● □－ 全削除

登録

×

操作「範囲確認」で表示される地図について

初期表示は，１／４０００の地図を表示

「範囲指定」 登録後の「範囲確認」（お客さま・社員共通）

＋－ スライダー

・地図はドラッグ可
・お客さまの「工事範囲指定」で，一番最初にクリックした点が中心
・縮尺：1/8000，1/4000，1/2000，1/1000
・縮尺はスライダーおよびマウスホイールで変更可

５４
３２

１

＋－ スライダー

５

３

２

１

４

初期表示（１／４０００） 拡大・縮小，ドラッグ
で工事範囲を確認

操作

① ③

② ④

調査依頼の件数について

中村区

中川区

中区

熱田区

中村１

中村２

中１

中２

中区

中１

中区栄４丁目
【調査依頼パターン１】
件 名：中区栄４丁目地内ガス管入替工事
工事場所：愛知県 名古屋市 中区栄４丁目
工事概要：試掘５箇所

↓
《今回のシステム＝１調査依頼１工事場所（５箇所）》
※１調査依頼で１工事場所内５箇所まで確認できる

システム（範囲は３００ｍ四方範囲程度）

【調査依頼パターン２】
件 名：中区栄４丁目地内ガス管入替工事 他
工事場所：愛知県 名古屋市 中区栄４丁目

愛知県 名古屋市 中区大須３丁目
愛知県 名古屋市 熱田区横田２丁目
愛知県 名古屋市 中川区荒子５丁目
愛知県 名古屋市 中村区中村本町１丁目

工事概要：ＨＩφ２００ Ｌ＝２０ｍ，５箇所
↓

今回システムは，１調査依頼１工事場所のため，
５つに分割して依頼

しくみ

迅速な調査回答を目指し，１調査依頼での保守箇所分散による回答遅延を防止するため，以下の仕様を採用
・１／１０００以外の縮尺での地図移動（地図ドラック）を不可とした
・「範囲指定」は，縮尺１／１０００のみで可能とした（範囲指定の作図を開始すると縮尺変更・地図ドラック不可）

－２６－


