
平成15年5月28日、第49回理事会が開催され、平成15

年度事業計画が議決されたのでその内容を紹介します。

JACICは、昭和60年11月の設立以来、建設分野にお

ける情報化を進めるため、官民との連携を図りながら

情報システムの研究開発、建設情報の提供、情報化の

啓発・普及活動等の諸事業を展開しています。

平成15年度においては、公共事業実施における透明

性確保、コスト縮減等の要請に対応するため、情報化

の企画提案、各事業主体の情報化支援、情報化に不可

欠な情報標準等のインフラ整備、建設情報の提供等を

進めることとし、主に次のものについて新規着手、改

良、重点実施等を行います。

・CORINSデータベースの充実と100万件余の保有デー　

タの有効活用に向けた解析高度化に関する検討

・工事成績データベースの開発

・建設情報を交換・利用するための分類、様式等の標

準化

・GISを活用した情報共有の標準等の作成

・XML等、新技術の建設分野への適用企画検討

・次期積算システムの開発

・河川関連情報や地盤情報の流通や活用に関する検討

・TECRISの補償業務への拡大に関する研究開発

・統合PPIとの連携によるCORINS/TECRISの精度向

上に関する研究開発

・建設副産物情報交換システムの加入者拡大

・公共事業の業務プロセスの見直し（BPR）に向けた情

報共有環境の検討

・電子入札コアシステムの改良及び提供

・電子入札の国際標準化

・次期建設情報標準化推進計画の策定

等をはじめ、国等が進める建設分野でのCALS/ECの

普及や各種情報化について委託を受け支援するととも

に、これら業務を円滑に執行するための体制の強化、

執務環境の整備、ISO9001:2000の認証を取得し、これに

基づく業務執行記録作成のシステム化を目指します。

次に各事業別の内容を紹介します。

１．調査研究開発事業

（１）建設情報の標準化

建設情報標準化委員会の運営により標準化の推進を

図るとともに、次期建設情報標準化推進計画の策定を

行う。

１）建設の情報標準の研究開発

a）XMLの利用に関する研究開発

b）電子地図を活用した建設情報の連携方式の標準化　

に関する研究開発

c）CAD交換標準の研究開発

d）建設情報標準分類体系の開発

e）電子納品要領等の策定・改定に関する調査研究

（２）建設情報システムのシステム設計に関する調査

研究

１）積算システムの研究開発

a）積算システムの改良・運用支援　

b）OSに依存しない土木工事積算システムの開発

c）土木積算合理化・簡素化の調査研究（ユニットプ

ライス）

２）GIS（地理情報システム）の研究開発

a）リアルタイム災害情報システムの開発（新規）

b）大深度地下利用支援システムの検討（新規）

c）河川業務支援システムの開発

d）道路業務支援システムの開発

e）防災情報システムの開発
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２００３.７月号

f）汎用のGIS表示システムの開発

３）CALS/ECに関する情報システムの研究開発

a）入札情報提供サービスの拡充

b）電子入札コアシステムの改良・提供

c）受発注者間の情報共有システムに関する調査研究

d）電子納品に関する研究開発

４）技術情報システムの研究開発

a）地方整備局技術情報システムの研究開発

b）地域整備情報システムの研究開発

c）工事成績データベースの開発（新規）

５）建設資材関係調査の実施

a）主要建設資材の需要予測

（３）建設情報システムに必要な機器に関する調査研究

（４）建設情報システムに必要なソフトウェアに関する

調査研究

（５）建設情報システムの普及促進事業

１）建設情報システムの開発成果の普及促進

a）自治体版積算システムの普及促進

b）LGWANを利用した電子入札実証実験環境の提供

（新規）

２）CALS/ECの普及

（６）建設情報システムに関する資料その他の情報の収

集及び提供

１）建設分野の情報化の現状に関する調査

（７）建設情報に関する国際協力の推進

１）海外建設資材情報の交換システムの提供

２）国際建設関連情報データベースの改良

３）国際標準との連携

a）電子入札システムの国際標準化

（８）建設情報システムに係る研究

１）研究助成事業の実施

その他、上記（１）から（７）に関して、委託を受

けて調査研究を行う。

２．広報事業

（１）建設情報の提供の円滑化に資する事業

１）出版事業

a）建設情報関係図書の発行

b）広報誌の発行

２）広報事業

a）講習会等の開催

b）出版物による広報

c）展示会への出展

３）RCCM資格試験受験準備講習会の開催

４）CALS/ECエキスパート及びインストラクター資格

試験の実施

３．建設情報提供事業

（１）建設情報の収集、加工、蓄積及び提供

１）JACIC NETによる情報提供

２）工事実績情報サービス(CORINS)による情報収集及

び提供

３）測量調査設計業務実績情報サービス(TECRlS)によ

る情報収集及び提供

４）JC情報サービス（JCIS）による情報提供

５）建設副産物情報交換システムによるサービスの提

供

６）建設発生土情報交換システムによるサービスの提

供

７）入札情報サービス(PPI）の運営支援

８）インターネット版GISデータブックの運営

９）都市地域１/2,500地図データ（JACIC TOWN）の整

備・提供

10）Webによる単価積算サービスの提供

その他、上記に関して、委託を受けて調査研究を行う。

４．電子入札支援事業

国土交通省の電子入札システムの運営管理を行う。

５．審査証明事業

建設技術審査証明事業を実施するとともに、「建設

技術審査証明協議会」会員が実施した審査証明技術の

広報を行う。

（企画調整部　部長　高島一彦）
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電子入札国際標準化

CALS/ECコーナー

JACICではUN/CEFACTにおいて、電子入札国際標

準化に向けた活動を行ってまいりました。この度、5月

に東京で中間会議が開催されたのを機に、これまでの取

り組みと今後の方針について紹介します。

１． UN/CEFACTとは

UN/CEFACTは国連の行政、商業、運輸のための実

務と手続き簡易化センターの略称で、国連の下部組織

として電子データ交換（EDI）の標準を推進していま

す。世界の120カ国が参加し、総会には200名以上が参

加する世界最大規模の標準化組織です。

JACICの関与する建設分野の活動は、UN/CEFACT

のTBG6(International Trade and Business Group：国

際貿易・業務グループの第6班)の場で進められています。

２． 経緯

平成14年3月にスペインのバルセロナで開催された

UN/ CEFACT国際会議において、電子入札コアシス

テムを用いた、電子入札の国内標準化の取り組みを紹

介しました。その結果、建設部会のロンギ議長(仏)より

強い推薦をいただき、わが国が電子入札国際標準化プ

ロジェクトの幹事国として、プロジェクトを進める事

となりました。

電子入札国際標準化プロジェクトは、平成14年9月

に開催されたUN/CEFACT FORUMで正式なプロジ

ェクトとして発足しました。参加国は当初、フランス、

オランダ、スウェーデン、デンマーク、日本の5カ国

でしたが、現時点では英国、チェコ、韓国、台湾が加

わり9カ国（8カ国1地域）が参加しています。

３． 電子入札国際標準化の現状

平成14年上記の背景のもと、JACICでは、電子入札

の国際標準化のために、標準化範囲の検討や標準原案

の作成を行ってきました。昨年9月にUN/CEFACT

FORUMジュネーブ会議、本年1月にパリで開催された

TBG6中間会議、3月にUN/CEFACT FORUMサンデ

ィエゴ会議といった国際会議に参加しました。また、

5月には東京でTBG6中間会議が開催され、標準情報項

目の原案や今後の課題などについて議論を行いました。

本プロジェクトは、各業界で共通的に使用できる入

札プロセスと情報項目の標準化を目的としています。

建設業界を初めとする各業界の入札プロセスの調査

や、海外の公共入札について調査を行い、標準化範囲

と標準入札プロセスの原案作成を行いました。標準化

の範囲は工事、物品、サービスなどの入札対象物と、

公開入札（一般競争）、指名入札などの入札方式から

検討されました。検討の結果、最終的なプロジェクト

の対象範囲は全対象物、全入札方式とすることとされ

ましたが、2003年12月に向けた当面のプロジェクト対

象範囲としては「工事」の「公開入札」に絞ることと

しました。

その後の対象範囲の見直し方針については、9月の

UN/CEFACT FORUMソウル会議にて議論される予

定です。

パリ中間会議以降、情報項目についての検討が始ま

りました。日本と各国のデータ交換内容の比較を行い、

共通部分の抽出や各国独自の情報項目などの分類がさ

れました。また、分類結果と既に標準化されている

EDIFACT（EDICON、CONTENなど）の情報項目と

整合性をとった形で原案を作成としています。

４． 今後の展開

本年9月に開催予定のUN/CEFACT FORUMソウル

会議で、TBG6以外のグループとの合同会議を行い、こ

れまでの取り組みを紹介するとともに、他分野との調整

を含む今後の作業方針について議論を行う予定です。

今後は、UN/CEFACT内の他グループとの協調や国

際標準化に必要な手続きなどを行いながら、参加各国

と協力して電子入札の国際標準化最終案の検討を進め

る予定です。

（CALS/EC部　電子入札コアシステム開発

コンソーシアム事務局　主任研究員　菊地　修）

（フランスのロンギ議長：東京会議にて）
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測量・地図技術フェア in沖縄
ニューテクノロジー｢測量と地図｣～今と未来

JACIC便り

平成15年7月14日(月)から18日（金）まで、国連アジ

ア太平洋地域地図会議が沖縄県宜野湾市の沖縄コンベ

ンションセンターで開催されます。この会議は、アジ

ア太平洋地域の55カ国及び国際機関の測量・地図分野

の責任者が一堂に集まる会議です。この会議の開催を

機会に、国連会議出席者や沖縄県民を対象に、最新の

測量・地図作成技術のPR及び国際的な普及啓発を行う

場として、JACICを含む測量・地図関係団体18団体の

主催による「測量・地図技術フェア in 沖縄」が7月15

日（火）から17日（木）まで同じ会場で開催されるこ

とになりました。

今回の展示会は、測量と地図に係わる今日の技術と

未来技術について紹介するもので、大きく①今日の技

術動向（高解像度衛星画像やレーザースキャナーによ

る地表面標高データの取得技術やGPS測位技術）、②

未来の技術（大学等の研究機関を中心にした、人工衛

星からの地形図自動化作成技術や四次元空間地図作成

技術、および、歩行者ナビ体験等のデモ）、③測量・

地図の国際的な広がり（海外での地図作成、地球地図

整備の現状、ケニア測量学院の活動報告）に分類され

展示されます。また、希望する企業からの業務紹介や

学識経験者による講演も行われます。

この中JACICは内閣府沖縄総合事務局の委託で作成

した「昔・普天間まちなみ再現CG」を紹介する外、

同じく内閣府の委託で作成した「沖縄DIS（防災情報

システム）」のデモと併せて、広域消防のGISモデルと

して「ニライ消防防災GIS」の紹介を行います。

また、今回の会議に併せて7月12日(土)から15日（火）

まで「地球地図フォーラム2003 in 沖縄」－21世紀の

地球環境を守るため－が開催され、講演や研究発表が

行われます。その外に7月12日(土)から18日（金）まで

沖縄の歴史や変遷を紹介する「ミニ地図展おきなわ」

が併催されます。

（研究第三部　主任研究員　高橋　哲男）

入札情報サービス(以下、PPI : Public Works

Procurement Information Service)は、国土交通省直

轄の工事及び業務の発注情報をインターネットで掲載

しています。掲載内容は、工事、業務毎に発注の見通

し、入札公告、入札結果です。詳細の掲載対象の入

札・契約方式については、PPIホームページの［ヘル

プ］に記載してあります。

PPIは、2001年4月にサービスが開始され今年度で3

年目になります。サービス開始当初は、地方整備局の

みの発注情報を掲載していましたが、今では大臣官房

官庁営繕部および北海道開発局の発注情報も掲載され

ています。アクセス件数も、サービス開始当初は4,000

件/日程度でしたが、今では10,000件/日を超えるアク

セスがあります。多い日は20,000件/日を超えることも

あります。

掲載情報の増大およびアクセス件数の増加に伴い、

検索時間などの低下がありましたが、今年度当初より、

システムの増強を行い改善を図っています。

2003年6月3日時点の掲載件数は表１のとおりです。

本年度7月からは沖縄総合事務局の発注情報の掲載

も予定されており、一層の発注情報の拡充が図られます。

また、PPIではヘルプデスクを用意し、利用者への

支援を行っています。ご利用ください。

URL http://www.ppi.go.jp

お問合せ：helpdesk@ppi.go.jp

（情報管理部　参事　白坂憲章）

入札情報サービス(PPI)

PPI  2003/06/03現在の掲載件数

発注の見通し

入札公告

入札結果

発注の見通し

入札公告

入札結果

合　　計

9,179件

3,473件

20,247件

50件

170件

23,413件

56,532件

工

事

業

務
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北陸地方センター活動報告
電子入札コアシステム実務講習会

地方センターコーナー

国土交通省では平成１５年４月２１日からの工事並

びに業務委託に掛かる調達案件総てを、電子入札対象

とするとし、開始されています。

北陸地方における電子入札が円滑に行われるよう、

JACIC北陸地方センターでは、電子入札コアシステム

搭乗型サーバ（Sun Blade2000）を活用し、新潟市に

おいての北陸地方整備局契約担当職員の方々を皮切り

に、新潟・石川・富山各県の建設業協会、建設コンサ

ルタンツ協会を初めとし各協会員の方々の協力を得て

「電子入札コアシステム実務講習会」を新潟市・金沢

市・富山市において、日本海沿岸を東奔西走さながら

に十数回開催しました。

講習会は、未経験者を対象に受講者全員がパソコン

の操作を行える環境の確保を条件として、一回当たり

１７名を標準に操作マニュアルを使用し行いました。

疑似案件について、発注者側と申請書等のやり取り

を行い、入札準備から落札者決定まで、２つの入札方

式を行いました。パソコン操作そのものには特に支障

を来さない方が多く、講習会で大きな遅れやトラブル

は皆無と言って良いくらいでした。

各講習の終了間際約15分間の質疑応答時間では、か

なり延長したケースもありました。

各会場で、アンケートにご協力頂きました。結果の

一部をご紹介します。

【アンケート結果】

●操作方法は理解できましたか

●電子入札の操作について

特記すべき事項は、次のようなことです。

・操作について「簡単」との回答が４割ありましたが、

「どちらともいえない」との回答も約４割ありました。

・講習会は参考になったと９割の回答があり、受講し

た７割の方が今後とも講習会の開催を望んでいると回

答がありました。

北陸地方センターでは、今回報告致しました電子入

札講習会を当地方センター内CALS/EC推進室等で行

うとともに、地方整備局が主催する【北陸地方

CALS/EC推進連絡協議会】並びに北陸管内各地方自

治体が進めている協議会等に参画し、北陸地方の

CALS/EC推進に努めています。

CALS/EC（電子入札・電子納品）、CORINS 登録に

関する説明会等も、各機関からの要請を受け随時お受

け致し実施しています。詳しくは北陸地方センターに

ご連絡下さい。

電子入札体験コーナー申し込み先

E-mail(cals-hokuriku@jacic.or.jp)

（北陸地方センター　センター長　齋藤俊三）

【講習会構成図】



平成15年度 (財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内

（財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的※

に合致した研究企画案に対し、研究助成を行っています。

平成15年度は、情報技術を活用し、建設マネジメント

の向上に資する調査研究を助成対象として、公募します。

（１）研究助成の対象は以下のとおりです。

１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの

①建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化

等の調査研究

②建設情報の流通性の向上に関する調査研究

③建設分野のＢＰＲに関する調査研究

２）建設分野の各種業務に関する調査研究

①土木工事積算業務に関する調査研究

②河川・道路・都市等における業務の情報化に関

する調査研究

③防災業務の情報化に関する調査研究

④ＧＩＳを利用した業務支援システムの調査研究

⑤ＣＡＬＳ／ＥＣに関する調査研究

⑥建設副産物情報交換に関する調査研究

⑦その他

（２）助成対象者は、上記研究項目に関心を有する大

学、高等専門学校、民間企業等の研究者とします。

（３）助成期間は決定後１カ年で、助成研究の成果は

平成16年9月末の提出となります。

（４）助成金は１件につき２００万円を限度とし、総

額で約1800万円を予定しています。

助成を希望される研究者は、所定の申請書に必要事

項を記入のうえ、当センターへ提出して下さい。

なお、審査のうえ、採・否の決定通知を決定後申請

者に直接行います。

研究助成要綱、申請書及びこれまでの実績について

は、当センターのホームページをご覧下さい。

URL http://www.jacic.or.jp/

応募期限：平成15年8月29日

問い合わせ先：企画調整部

TEL03-3584-2404 FAX03-3505-2966
※

（企画調整部　参事　柳沢成一）

(財)日本建設情報総合センター寄附行為（抜粋）
第１章第３条
この法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報システ
ムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設情
報の提供を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の
効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、もって国民
生活の高度化及び経済の活性化に資することを目的とする。

４月２１日にスタートした電子入札は、その後順調

に進んでいます。

１．入札案件登録及び開札状況

２． 発注者・応札者ヘルプデスクの利用状況

３．問い合わせ手段別内訳

４．ヘルプデスクに連絡する前に

頻繁に受ける質問に対する回答及び、使用上の手順

等を「e-BISCセンターホームページのＦＡＱ」に掲載

しています（http://www.e-bisc.go.jp/）。是非一度ご

確認ください。それでも問題が解決しない場合はヘル

プデスク（03-3505-0514）へお問い合わせください。

電子入札コーナー

入札案件登録・開札の状況

入札案件登録

605件

3,427件

4,032件

開　札

13件

1,453件

1,466件

４　月

５　月

累　計

入札案件登録

442件

811件

1,253件

開　札

4,923件

5,122件

10,045件

４　月

５　月

累　計

２００３.７月号

JACIC通信

入札案件登録

4,674件

5,171件

9,845件

開　札

691件

762件

1,453件

４　月

５　月

累　計



【電子入札システム操作】

・接続確認手順 ／利用者登録手順

・企業ＩＤの確認方法

【インストール手順】

・インストール手順詳細

【回線環境】

・ネットワーク環境

【ハード／ソフト環境】

・PCスペック

・OS 

・JRE、IE等ソフトウェアのバージョン

【ＩＣカード運用方法】

・ICカード利用者登録時の入力内容

・入札参加時のICカード必要枚数

（e-BISCセンター　次長　池田　護）

２００３.７月号

標準叢書
JACICが発行する建設情報標準叢書の一覧表を掲載します。

新たに、「営繕工事電子納品要領（案）」「建築設計業務等電子納品要領（案）」「建築CAD図面作成要領（案）」

が発行されます。

販売は大成出版社(TEL03-3321-4131、url:http://www.taisei-shuppan.co.jp)で行っております。

JACIC NETについてのお問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

書　　名

土木設計業務等の電子納品要領（案）

工事完成図書の電子納品要領（案）

CAD製図基準（案）

地質調査資料整理要領（案）

河川基盤地図ガイドライン（案）

河川基幹データベースシステム標準仕様（案）

デジタル写真管理情報基準（案）

測量成果電子納品要領（案）

営繕工事電子納品要領（案）

建築計業務等電子納品要領（案）

建築CAD図面作成要領（案）

版

平成13年8月版

平成13年8月版

平成14年7月改訂版

平成14年7月改訂版

第2.1版

第2.1版

平成14年7月改訂版

平成15年3月版

平成14年11月改定版

平成14年11月改定版

平成14年11月改定版

発行日

平成13年9月20日

平成13年9月20日

平成14年8月10日

平成14年8月10日

平成14年5月15日

平成14年5月15日

平成14年8月10日

平成15年3月31日

平成15年5月30日

平成15年5月30日

平成15年5月30日

1,470円

1,890円

2,625円

2,940円

1,260円

1,260円

945円

2,310円

1,260円

1,050円

945円

監　　修

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省河川局河川計画課

国土交通省河川局河川計画課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課、国土地理院

国土交通省大臣官房官庁営繕部　営繕計画課

国土交通省大臣官房官庁営繕部　営繕計画課

国土交通省大臣官房官庁営繕部建設課、設備課

定　価
（消費税込み）

5月のニュースから ニュースの詳細については、JACIC NETの「掲示板」の「今日のニュース」を
検索していただくと記事内容が表示されます。

【建設行政ニュース】

16日　国土交通省直轄工事等における違約金条項の創

設について （大臣官房）

23日　グリーン購入法に係る公共工事の特定調達品目

候補群（ロングリスト）の公表について

（大臣官房）

27日　2003年5月26日宮城県沖の地震に伴う地殻変動

について （国土地理院）

29日　平成15年度優秀施工者国土交通大臣顕彰につい

て～トップレベルの技能者である「建設マスタ

ー」が新たに472名誕生～ （総合政策局）

【地方建設情報】

１日　平成15年度一括配分に係る事業の予算に向けて

実施した事業評価結果の公表について（近畿地整）

８日　浅間山・最新火山映像配信！ （関東地整）

９日　中部地方整備局からの「９つのメッセージ」の

2002年度取組みに関するフォローアップについて

（中部地整）

19日　平成15年度における不良・不適正業者排除の推

進のための建設業監督部局による立入検査（施工

体制等調査指導班）の取組について （東北地整）

19日　出水期を控え河川巡視の強化に向けた運用試験

実施について （北陸地整）

【公募情報（国・公団等）】71件

【公募情報（地方公共団体）】734件



２００３.７月号

JACIC news 平成15年7月1日発行　第三種郵便物認可

１. 主　　催： 財団法人 日本建設情報総合センター

２. 後　　援： 国土交通省

３. テキスト：「平成15年度ＲＣＣＭ資格試験 受験準備講習会テキスト」

財団法人 日本建設情報総合センター　監修

４. 受 講 料： １０,０００円（税込み。テキスト代込み。昼食代は含みませんので各自ご用意下さい。）

５. 開催地・開催日・会場：

６．プログラム：

７．講　　師： 発注機関および民間有識者

８．受講申込： 申込書に必要事項を記入のうえ、郵便振替払込金受領証のコピーを申込書に同封し、郵送で下記

方 法 等 申込先へお送り下さい。（尚、電話による申込みは受付けいたしませんのでご了承下さい。）

JACICのHPにRCCM資格試験講習会のご案内及び申込書を掲載しています。

（URL http://www.jacic.or.jp/）

HPから案内書、申込書をダウンロードできない方は、「RCCM講習会案内書請求」と明記して、

下記申込先宛にFAXして下さい。(FAX 03-3505-2966)

＊尚、受講申込者が多い場合には、受講地を第２希望・第３希望に変更させていただきます。ご希望にそえない

場合も有りますのでご承知おき下さい。また、定員になり次第締め切らせていただきます。

９．受付期間： 受付開始日　平成１５年７月　１日(火)

受付締切日　平成１５年８月１８日(月)

< 申 込先 >（財）日本建設情報総合センター ＲＣＣＭ講習会事務局
〒107-8416 東京都港区赤坂7-10-20 アカサカセブンスアヴェニュービル TEL 03-3584-2404

ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会のご案内

会　　　場

札　幌
仙　台
東京１
東京２
東京３
新　潟
名古屋
大　阪
広　島
高　松
福　岡
沖　縄

9/19(金)
9/10(水)
9/16(火)
9/17(水)
9/29(月)
9/11(木)
9/09(火)
9/17(水)
9/26(金)
9/18(木)
9/25(木)
9/12(金)

会場名

北海道厚生年金会館
仙台国際センター
日本都市センター会館
日本都市センター会館
日本都市センター会館
新潟技術士センタービル
名古屋市公会堂
大阪国際交流センター
メルパルクHIROSHIMA
香川県土木建設会館
シーホーク
自治会館

住　所

札幌市中央区北1条西12丁目
仙台市青葉区青葉山
千代田区平河町2-4-1
千代田区平河町2-4-1
千代田区平河町2-4-1
新潟市新光町10-2
名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
大阪市天王寺区上本町8-2-6
広島市中区基町6-36
高松市松福町2-15-24
福岡市中央区地行浜2-2-3
那覇市旭町14 

TEL

011-231-9551
022-265-2450
03-3265-8211
03-3265-8211
03-3265-8211
025-281-1111
052-731-7191
06-6772-5931
082-222-8501
0878-23-4550
092-844-8111
098-862-8181

定　員

540 
450 
400 
400 
400 
160 
600 
1,006 
220 
260 
800 
216 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

時　　間

10:30

10:45～12:15

13:30～15:00

15:00～15:30

内　　　　容

開　　始

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題（業務関係）

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係）

ＲＣＣＭ資格試験問題例と演習

備　　　　考

試験内容

問題Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの回答のポイント

開催地
会場
No.

開催日

■編集・発行 財団法人　日本建設情報総合センター
〒107-8416 東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL. (03)3505－2981〈代表〉 FAX. (03)3505－2966
E-mail : admin@jacic.or.jp       JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp

印刷・製本　交文社印刷（株）
購読料は会費に含まれます

（定価80円）


