
4 桁
001 農 業 水 産 部 農業計画課
002 農 業 水 産 部 農業調査課
003 農 業 水 産 部 農業設計課
004 農 業 水 産 部 農業整備課
006 農 業 水 産 部 農業振興課
051 開 発 監 理 部 開発計画課
052 開 発 監 理 部 開発調整課
053 開 発 監 理 部 開発調査課
101 札幌開発建設部 農業整備課
102 札幌開発建設部 農業計画課
105 札幌開発建設部 ⼟地改良情報対策官
111 札幌開発建設部 岩⾒沢農業事務所
112 札幌開発建設部 札幌北農業事務所
113 札幌開発建設部 札幌南農業事務所
114 札幌開発建設部 深川農業事務所
151 札幌開発建設部 河川計画課
153 札幌開発建設部 ⼣張川ダム総合管理事務所
201 函館開発建設部 農業開発課
205 函館開発建設部 ⼟地改良情報対策官
211 函館開発建設部 函館農業事務所
251 小樽開発建設部 農業開発課
252 小樽開発建設部 ⼟地改良情報対策官
253 小樽開発建設部 後志中部農業開発事業所
301 旭川開発建設部 農業整備課
302 旭川開発建設部 農業計画課
305 旭川開発建設部 ⼟地改良情報対策官

XXXX 311 旭川開発建設部 旭川農業事務所
321 旭川開発建設部 名寄農業開発事業所
322 旭川開発建設部 富良野地域農業開発事業所
351 室蘭開発建設部 農業開発課
352 室蘭開発建設部 ⼟地改良情報対策官

室蘭開発建設部 胆振東部農業開発事業所
室蘭開発建設部 胆振農業事務所

401 釧路開発建設部 農業開発課
402 釧路開発建設部 農業環境保全対策官
405 釧路開発建設部 ⼟地改良情報対策官
411 釧路開発建設部 釧路農業事務所
412 釧路開発建設部 根室農業事務所
501 帯広開発建設部 農業整備課
502 帯広開発建設部 農業計画課
505 帯広開発建設部 ⼟地改良情報対策官
511 帯広開発建設部 帯広農業事務所
521 帯広開発建設部 ⿅追地域農業開発事業所
601 網走開発建設部 農業整備課
602 網走開発建設部 農業計画課
605 網走開発建設部 ⼟地改良情報対策官
611 網走開発建設部 北⾒農業事務所
612 網走開発建設部 網走農業事務所
701 留萌開発建設部 農業開発課
705 留萌開発建設部 ⼟地改良情報対策官
721 留萌開発建設部 天塩地域農業開発事業所
801 稚内開発建設部 農業開発課
805 稚内開発建設部 ⼟地改良情報対策官
811 稚内開発建設部 稚内農業事務所

※1

※2

※3

※4

※5 電子媒体のラベル面に表記する「工事番号」及び「業務番号」は、案件番号 全13桁 を記載のこと。

※6 「室蘭開発建設部 胆振農業事務所」の事業所コードについては、当面の間「371」を使用してください。
＊ 本表は、平成27年度以降の案件番号に適⽤となります。（過年度の案件番号は、別表-２を参照願います。） 北海道開発局（農業部⾨）

1.NN-CALS 発注者が定める 工事・業務の案件番号 一覧 H28年度4⽉改定版
（R04.1一部追記）

3 桁2 桁 4 桁

工事・業務の案件番号 【全１３桁】

局コード 事業所コード 整理コード

 「整理コード」(下4桁)は、各開発建設部の契約番号とし、4桁に満たない場合は、頭に0を記⼊し4桁とします。

 ⼯事の案件番号は、「⼯事完成図書の電⼦納品要領（案） 〔平成23年3⽉策定（平成25年3⽉正誤表対応）/平成23年4⽉適⽤、農林

⽔産省農村振興局設計課施⼯企画調整室〕に記載されている⼯事管理項⽬（P7〜10）の内、⼯事管理ファイル(INDEX_C.XML)に記⼊する

工事番号(発注者が定める案件番号)に該当。

 業務の案件番号は、「設計業務等の電⼦納品要領（案）」〔平成23年3⽉策定/平成23年4⽉適⽤、農林⽔産省農村振興局設計課施⼯

企画調整室〕に記載されている業務管理項⽬（P4〜6）の内、業務管理ファイル(INDEX_D.XML)に記⼊する設計書コード(発注者が定める案

件番号)に該当。

 （整理コードは「⼯事契約情報管理システム」で付される⼯事（業務）番号が引き継がれます。）

＊適⽤すべき整理コードがご不明の場合、当該案件の発注課所にお問い合わせください。

北海道開発局

【その他留意事項】

上表より、「局コード(2桁）」+「⻄暦年度(4桁）」+「事業所コード(3桁)」+「整理コード(4桁)」の全13桁とする。
例)平成28年度局農業設計課発注業務で契約番号12の設計書コード → 「0020160030012」

【工事番号又は設計書コード〔全１３桁〕の決定方法】

00
XXXX

371

案件毎に付与

※４参照
⻄暦4桁

実施年度



001 農 業 水 産 部 農業計画課
002 農 業 水 産 部 農業調査課
003 農 業 水 産 部 農業設計課
004 農 業 水 産 部 農業整備課
006 農 業 水 産 部 農業振興課
051 開 発 監 理 部 開発計画課
052 開 発 監 理 部 開発調整課
053 開 発 監 理 部 開発調査課
101 札幌開発建設部 農業整備課
102 札幌開発建設部 農業計画課
105 札幌開発建設部 ⼟地改良情報対策官
111 札幌開発建設部 岩⾒沢農業事務所
112 札幌開発建設部 札幌北農業事務所
113 札幌開発建設部 札幌南農業事務所
114 札幌開発建設部 深川農業事務所
151 札幌開発建設部 河川計画課
153 札幌開発建設部 ⼣張川ダム総合管理事務所
201 函館開発建設部 農業開発課
205 函館開発建設部 ⼟地改良情報対策官
211 函館開発建設部 函館農業事務所
251 小樽開発建設部 農業開発課
252 小樽開発建設部 ⼟地改良情報対策官
253 小樽開発建設部 後志中部農業開発事業所
301 旭川開発建設部 農業整備課
302 旭川開発建設部 農業計画課
305 旭川開発建設部 ⼟地改良情報対策官
311 旭川開発建設部 旭川農業事務所
321 旭川開発建設部 名寄農業開発事業所
322 旭川開発建設部 富良野地域農業開発事業所
351 室蘭開発建設部 農業開発課
352 室蘭開発建設部 ⼟地改良情報対策官

室蘭開発建設部 胆振東部農業開発事業所
室蘭開発建設部 胆振農業事務所

401 釧路開発建設部 農業開発課
402 釧路開発建設部 農業環境保全対策官
405 釧路開発建設部 ⼟地改良情報対策官
411 釧路開発建設部 釧路農業事務所
412 釧路開発建設部 根室農業事務所
501 帯広開発建設部 農業整備課
502 帯広開発建設部 農業計画課
505 帯広開発建設部 ⼟地改良情報対策官
511 帯広開発建設部 帯広農業事務所
521 帯広開発建設部 ⿅追地域農業開発事業所
601 網走開発建設部 農業整備課
602 網走開発建設部 農業計画課
605 網走開発建設部 ⼟地改良情報対策官
611 網走開発建設部 北⾒農業事務所
612 網走開発建設部 網走農業事務所
701 留萌開発建設部 農業開発課
705 留萌開発建設部 ⼟地改良情報対策官
721 留萌開発建設部 天塩地域農業開発事業所
801 稚内開発建設部 農業開発課
805 稚内開発建設部 ⼟地改良情報対策官
811 稚内開発建設部 稚内農業事務所

＊1

＊2

＊3

＊4

＊5

＊ 本表は、平成27年度以降の案件番号に適⽤となります。（過年度の案件番号は、別表-２を参照願います。） 北海道開発局（農業部⾨）

00

事業区分コード

H28年度4⽉改定版
（R04.1一部追記）

2.NN-CALS 発注者が定める 工事・業務の発注者コード 一覧

工事・業務の発注者コード 【全８桁】

局コード 事業所コード

3 桁2 桁

「事業区分コード」(下3桁)が⼀覧表(別表－１)より記載。なお、⼀覧の「000〜012」に該当しない場合は、事業区分コードを「999」とする。

 ＊適⽤すべき事業区分コードがご不明の場合、当該案件の発注課所にお問い合わせください。

3 桁

北海道開発局

上表より、「局コード(2桁）」+「事業所コード(3桁)」+「事業区分コード(3桁)」の全8桁とする。

「室蘭開発建設部 胆振農業事務所」の事業所コードについては、当面の間「371」を使用してください。

 例)局農業設計課かんがい排⽔事業地区に関する発注業務の発注機関コード → 「00003003」

業務の発注者コードは、「設計業務等の電⼦納品要領（案）」〔平成23年3⽉策定/平成23年4⽉適⽤、農林⽔産省農村振興局設計課施⼯

企画調整室〕に記載されている業務管理項⽬（P4〜6）の内、業務管理ファイル(INDEX_D.XML)に記⼊する発注者コード（事業コード）に該

当。

【その他留意事項】

【発注者コード又は発注機関コード〔全８桁〕の決定方法】

371

XXX

別表-１ より選定

※４参照

⼯事の発注者コードは、「⼯事完成図書の電⼦納品要領（案）〔平成23年3⽉策定（平成25年3⽉正誤表対応）/平成23年4⽉適⽤、農林

⽔産省農村振興局設計課施⼯企画調整室〕に記載されている⼯事管理項⽬（P7〜10）の内、⼯事管理ファイル(INDEX_C.XML)に記⼊する

発注者コード（事業コード）に該当。



２ 電子納品チェックシステム

H27年度からの案件に適⽤
H27年度からの案件に適⽤追加

121
122
123
131

帯広開発建設部

153

007

夕張シューパロダム総合建設事業所札幌開発建設部
釧路開発建設部

札幌開発建設部

網走開発建設部

421

＊ 上表は、H18年度以降の組織変更等に伴い、⼀覧表から削除・追加を⾏った事業所・事業コードとなります。

（削除としたコードは、一覧表の掲載から削除していますが、当該コードの廃止ではありません。）

根室農業事務所

 ⼯事・業務の案件番号における「整理番号」や発注者コードにおける「事業区分コード」の適⽤が不明な場合、発注課所（監

督職員・調査職員）にお問い合わせください。

 【参考②︓北海道開発局（農業部⾨）におけるNN-CALSについて】

工事・業務の 案件番号は全１３桁、発注者コードは全８桁となります。（ゼロ値が省略された桁数で表記された事例がある

ため、⼊⼒内容・桁数のチェックを必ず⾏ってください。）

 【参考①︓案件番号のよくある問合せについて】

北海道開発局 農業⽔産部 農業設計課

TEL︓011-709-2311（内線5557）

 業務・⼯事の案件番号に含める⻄暦（４桁）は、当該案件の発注年度を記載してください。（発注時期が１⽉〜３⽉の場

合、誤って次年度を⼊⼒しないよう注意してください。）

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/ud49g7000000il7t.html

釧路開発建設部412

３．記載すべきコード番号が不明

・ 電子納品チェックシステム･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html

  システムのアップデートが⾏われている場合がありますので、チェック作業の際は最新バージョンとなっているか下記サイトで確認をお願いします。

H22年度までの案件に適⽤

札幌開発建設部

沼田農業開発事業所
⼤⼣張ダム管理所

削除 篠津地域農業施設管理所

技術事務所
⼲拓

農地防災
施設整備
災害復旧
その他

札幌開発建設部
札幌開発建設部

１．⼯事・業務の案件番号の記載コード（⻄暦・４桁）の扱いについて

２．対象コードの⼊⼒桁数について

 【別表－２︓組織変更等に伴う⼀覧表からの削除・追加コードについて】

本資料に関するお問い合わせ先

根室中部農業開発事業所
十勝南部農業開発事業所

深川農業開発事業所
樺⼾農業開発事業所

⼣張川ダム総合管理事務所

H22年度までの案件に適⽤
H26年度までの案件に適⽤
H23年度までの案件に適⽤

010
012

522
621

札幌開発建設部

 【別表－１︓事業区分コード表】

999

008
009

１．電子成果品に関する情報

草地開発

札幌開発建設部

114

000

002
003
004
005
006

・別表-1 記載事業名の追加を⾏いました。（H29.1）

・事業所コードの追加を⾏いました。（R3.12）

・事業所コードの削除を⾏いました。（R4.1）

＊ 事務所から事業所となった場合、コード番号も変更されておりますので留意願います。

H23年度までの案件に適⽤

H28年度4⽉改定版
（R04.1一部追記）

  電⼦納品に関する情報は、北海道開発局 CALS/EC サイトを参照願います。・

参考（該当事業等）

直轄地すべり対策事業 等
国営農地再編整備事業、緊急農地再編整備事業 等
草地開発事業 等
国営かんがい排水事業、国営環境保全型かんがい排水事業、直轄明渠排水事業 等
開発局は該当無し

国営造成⽔利管理事業、国営造成⽔利施設保全対策指導事業・推進事業、ストマネ⾼度化事業 等
⼟地改良事業地区調査、地域整備⽅向検討調査 等
開発局は該当無し
開発局は該当無し
農地防災事業、防災情報ネットワーク事業 等
国営造成⼟地改良施設整備事業、国営施設機能保全事業、国営施設応急対策事業 等
災害復旧事業 等
上記のいずれにも該当しない場合 （発注課所担当者に確認された後、選択可能とします。）

H26年度までの案件に適⽤
H26年度までの案件に適⽤
H18年度までの案件に適⽤
H26年度までの案件に適⽤

雄武農業開発事業所
深川農業事務所

H24年度からの案件に適⽤

備 考

事業区分

コード

札幌開発建設部

132
152

地すべり

事業区分名

001 農用地再編開発

海岸
造成施設管理

調査

かん排

区分 事業所・事業コード（３桁）


