
１．第７回建設情報標準化委員会の開催と平成14年度

の成果

第7回建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫　武

蔵工業大学教授）が平成15年6月20日（金）に港区のアジ

ュール竹芝において開催されました。

建設情報標準化委員会は、建設分野全体おける建設

情報に関する標準化を推進することを目的に平成12年

10月4日、（財）日本建設情報総合センター（JACIC）が

設置しました。本委員会の目的は建設に関する情報を

最も効率よく活用するために、広く関係者を結集し、

建設情報に係る標準化を共同で推進することであり、

このため、委員会の下に４つの小委員会を設置し活動

を行っています。小委員会を含む全体の構成委員は延

べ人数で232名で、平成14年度にはWG、SWGを含め

て112回の会議が開催されました。

委員会は議事に沿って本委員会活動報告に続いて小

委員会活動報告等が行われました。平成14年度の主な

成果（活動）は次のとおりです。

１）小委員会活動

・コード小委員会

既存分類体系調査として、国内外の既存分類体系

Uniclass（英国）、OCCS（北米）、AIJコード（仮称）

（日本：建築学会）等について、問題点、課題などの検

討・整理を行い、建設分類体系（JCCS：Construction

Information Classification System in Japan）の開発に

着手しました。

JCCSとは、建設分野の電子データを円滑に流通させ

るためのフレームワークを与える標準分類体系であ

り、平成14年度はJCCSの開発コンセプト、基本構成

等の検討を行い、JCCSを開発する際の基礎資料とし

て「JCCS開発ガイドラインコード小委員会原案」を

作成しました。 今後、これに基づきJCCSの各テーブ

ルが作成され、各分野あるいは分野を誇いだコードの

共通化が促進されます。

・電子地図/建設情報連携小委員会

成果品電子納品要領（案）における位置情報の与え

方に関する標準案を作成しました。これは、電子納品

要領（案）や運用ガイドラインに反映され、今後、電

子納品された成果品をGIS上で管理するなどの局面で

その効果が期待されます。

また、計画、設計、施工等の各段階で作成した電子

地図やCADデータがライフサイクルを通じて利用でき

るようにすることを目的にDM-CAD（SXF）の変換仕

様（素案）を作成しました。これにより、測量作業に

より納品された地形図データがCADデータに自動変換

され、設計段階で利用することが可能になります。

・成果品電子化検討小委員会

成果品電子化検討小委員会の活動として新たに「測

量成果電子納品要領（案）」、「土木設計業務等の電子

納品要領（案）電気通信設備編」、「工事完成図書の電

子納品要領（案）電気通信設備編」、「CAD製図基準

（案）電気通信設備編」を策定しました。測量成果電

子納品要領（案）については、平成15年4月から適用

されています。電気通信設備関連の電子納品要領（案）

等については、いずれも平成15年10月以降から国土交

通省で適用される予定です。

・CADデータ交換標準小委員会

CADデータ交換標準（SXF）の改訂版Ver3.0仕様を

策定しました。これは現在、国土交通省のCADデータ

製図納品仕様として採用されているSXF（Ver2.0）の

次期バージョンとして期待されております。Ver3.0は
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土量の自動数量計算等が可能になるなど技術的に一段

高いものであり、この仕様を発表することによって各

CADベンダーに対しVer3.0準拠の製品作りを促すこと

になります。今後、実利用に向けて属性セット等の開発

を進めます。本仕様は平成15年7月以降公開予定です。

2）その他の議事

・次期「建設情報標準化推進計画」の策定について

本委員会規約において、委員会は「建設情報に係る

標準化ビジョン」を具体化するための推進計画を策定

し、これに基づき単年度毎に計画を策定し推進するこ

とになっています。

本委員会では平成16年度から始まる次期推進三箇年

計画について、次期推進計画の作成方針、検討体制及

びスケジュールといったフレームワークが承認されま

した。

・「建設情報標準化手続き」について

条文に「委員会は小委員会で策定された標準案を審

議し、推奨する。」とあり、この具体的手順について

事務局案が提示され審議が行われました。

２．今後の展開

本委員会の現在の活動は第一次三箇年推進計画に基

づいて進められています。当初は走りながら考えると

いう模索しながらの活動でしたが、徐々に軌道に乗り

３年目を迎えた現在では推進計画もほぼ順調に進捗

し、策定された電子納品要領・基準類等が国土交通省

はじめ幾つかの機関で使用されるなど具体の成果が上

がり、建設情報標準化委員会の活動が社会的にも認知

されてきました。平成15年度は第一次三箇年推進計画

の最終年になりますので、残された課題の検討作業を

進め、目標の完全な実現を図っていきます。

平成16年度からの本委員会の活動は、次期三箇年推

進計画に基づいた新たなスタートが切られます。この

ため今年度は次期推進計画の策定作業も大きな活動と

なります。国土交通省では時を同じくして次期の

CALS/ECアクションプログラム策定が検討されてい

ますが、ここでは、電子化された情報を如何に業務に

活用し効率をあげていくかが重要な課題となり、建設

情報標準化委員会としてはBPR（事業改善）から提起

される情報標準化の課題に適切に対応していくことが

必要です。建設情報標準化委員会の活動根拠は、「建

設情報標準化ビジョン」で建設分野全体の事業の効率

化を図ることであるとされています。このためには、

現在の活動範囲を更に広げていくことが必要であり、

同様な情報化活動を進めている国、地方公共団体、学

会、公益法人、業界団体等と分担、協力していくこと

が不可欠になります。このような課題を受けて、次期

推進計画の策定に当たっては、第一次計画の評価、建

設情報標準化を取り巻く社会情勢や技術動向等を踏ま

えた形で、次期標準化目標を設定し、具体の標準化課

題を盛り込む予定にしています。

最近標準化活動が認められてきたとはいっても、建

設分野全体としての認知度はまだ低いと言わざるを得

ません。標準部としては、これまでもHPでの情報提

供、標準叢書の発行、標準化セミナーの開催を行って

きましたが、更に、宣伝・教育・普及活動を強化して

関係者の理解を広め、標準化活動の輪を広げていく活

動を行う予定です。

（標準部　次長　山本　翔）

図　CADデータ交換標準SXF Ver.3.0の利用イメージ
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電子入札コアシステム Ver.3 の提供開始

CALS/ECコーナー

平成15年6月30日、電子入札コアシステムVer.3をリ

リースしました。本稿では、今回新たに提供した機能

について紹介します。

１． 電子入札コアシステムの開発経緯

平成13年7月（財）日本建設情報総合センター

（JACIC）と、（財）港湾空港建設技術サービスセンタ

ー（SCOPE）が共同で、広範な公共発注機関のニーズ

をふまえた汎用的なシステムの仕様や、提供条件を検

討するためのコンソーシアムを設立しました。

JACICとSCOPEはコンソーシアムの活動を通じて、

ユーザーニーズをきめ細やかにふまえ、かつ日本を代

表するＩＴベンダー各社の技術力を結集し、各公共発

注機関に共通して要求される機能を有する汎用的な電

子入札コアシステムを開発します。また、各公共発注

機関はこれをカスタマイズして独自の電子入札システ

ムを構築する仕組みです。

平成14年6月にコアシステムVer.1を提供開始し、同

年10月にVer.2、そして今回Ver.3と、順次機能の追加

を図ってきました。どの段階で購入したユーザーに対

しても、Ver.4までバージョンアップ（無償）するこ

とになっています。

２． 電子入札コアシステムVer.3の概要

Ver.3で新たに機能向上を図った点は、以下のとお

りです。

(1) マルチプラットフォーム対応

Ver.2までは、動作するOSをサン･マイクロシステム

ズ社のUNIX（Solaris）に限定していましたが、今回の

Ver.3からは、これをマイクロソフト社のWindows2000、

RedHat社のLinuxにも拡張しました。

これにより、複数のOSやミドルウエア製品への対応

が容易になるとともに、小規模なシステムについては

安価に構築できるようになりました。

(2) LGPKI対応

LGPKIとは、地方公共団体が住民・企業等との間で

実施する申請・届出等の手続きを行う際、職員の官職

証明を行う仕組みです。Ver.3では発注者側の認証に、

LGPKIを使えるようになりました。各県域認証局から

発行されるICカードおよびICカードリーダライタ使用

環境で、コアシステムを利用するための専用クライア

ントソフトウェアを提供しています。

(３) 物品調達機能

コアシステムVer.2で対応した物品調達機能に加え、

原本管理システムとのインタフェース機能、資格審査

システムとのインタフェース機能及び紙入札への移行

機能を追加しました。これらの機能は、工事調達に対

しても同様の機能をカスタマイズによって実装するこ

とが可能です。

(4) 発注機関および応札業者の要望対応

電子入札コアシステムを既に導入済みの発注機関お

よび応札業者からの要望を取り入れ、種々の機能を追

加しました。主なものは以下の通りです。

①従前は指定通知書の発行をした特定個人のみ入札書

提出が可能でしたが、コアシステムVer3では、会社に

対して指名し、（会社の責任のもとで）案件ごとに（当該

会社の）ICカードを用いて入札できます。

②ICカードが破損した場合でも、同一企業の別利用者

のカードで手続きを続行することができます。

③受注者画面で、発注者の作業の進捗状況を逐次確認

することができます。

(５) 性能向上

以上の機能拡張とあわせて、Ver.3ではVer.2に対して、

「サーバー処理時間を50％以上短縮する」という目標を

立てて処理スピードのアップに努めてきました。下図

に示すとおり、顕著な速度向上が実現されています。

３． 今後の予定

現在20を超える公共発注機関が、電子入札コアシス

テムを採用した電子入札システムを構築しています。

今後、平成16年6月末のVer.4リリースに向けて、一層

の機能向上を図るとともに、すべての公共発注機関に

共通の道具として広く活用いただくという初期の目的

を達せられるよう、普及活動に取り組んでまいります。

なお、コアシステムに関してよく寄せられる質問に対

する回答を、Q&Aの形で下記ホームページ上で提供

していますので、参考にして下さい。

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/index.html

（CALS/EC部　　主任研究員　中村　英孝）
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入札案件登録・開札の状況

電子入札コーナー

１　電子入札は、その後も順調に進んでいます。入札

案件登録及び開札状況は、次のとおりです。

入札案件登録及び開札状況

２　利用者の増加に伴い、ヘルプデスクへの問い合わ

せも数多く寄せられました。利用者別、手段別の問

い合わせ状況は、次のとおりです。

発注者・応札者別ヘルプデスクの利用状況

問い合わせ手段別内訳

３　電子入札システムチュートリアルついて

電子入札システムＷＥＢ版チュートリアルは、次

の特徴があります。

・時間的・場所的な制約を受けずに、電子入札システ

ムの練習ができます。

・応札者側の操作、発注者側の操作について、それぞ

れ一連の流れを個別に練習できます。

・操作画面に従い、はじめて操作を行う人でも一人で

練習できます。

・間違えやすい操作については、その部分だけを繰り

返して練習できます。

初めて、電子入札システムに挑戦される方は、ぜひ

一度体験されることをお勧めします。

（e-BISCセンター　次長　池田　護）

入札案件登録

605件

3,427件

2,926件

6,958件

開　札

13件

1,453件

2,320件

3,786件

４　月

５　月

６　月

合　計

発注者

442件

811件

696件

1,949件

応札者

4,923件

5,122件

6,703件

16,748件

４　月

５　月

６　月

合　計

電話

4,674件

5,171件

6,410件

16,255件

メール・FAX

691件

762件

989件

2,442件

４　月

５　月

６　月

合　計

時代を読む・未来を読む建設情報誌ＪＡＣＩＣ情報のご案内

JACIC通信

ＪＡＣＩＣは、建設分野の情報化推進、建設マネジメント技術の向上、発展、啓発等に資することを目的に、建

設情報誌「ＪＡＣＩＣ情報」を年４回発刊しています。

本誌では、建設分野を中心とする社会の高度情報化に適応するための産官学の取組み事例や、ＪＡＣＩＣが主体

的に取り組んでいるＣＡＬＳ／ＥＣ、ＧＩＳ、建設副産物、建設マネジメントに関する国や国土交通省、地方公共

団体あるいは民間等での取組み、さらにＪＡＣＩＣの活動及び研究成果などの分かりやすく紹介しています。

過去２年間の特集は、次のとおりです。多くの皆様にご購読いただきますよう案内申し上げます。

ＪＡＣＩＣ情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。ＪＡＣＩＣの賛助会員の皆様には割引等の特典があ

ります。ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部（小林・徳重　Tel 03-3505-2981（代表））までお願い

いたします。

（企画調整部　参事　徳重政志）

平成13年
第61号　新たな事業手法への取組み　－PFI－

第62号　建設分野におけるモバイル技術の活用

第63号　21世紀におけるGISの展望－電子国土構築に向けて－

第64号　電子入札

平成14年
第65号　建設リサイクル

第66号　多様な入札契約方式

第67号　GPS

第68号　建設分野における情報システム連携

平成15年
第69号　災害に強い国土づくりに向けた高度情報化 －情報防災－

第70号　情報セキュリティ

第71号　改革・発展する公共事業（予定）
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GISと市町村合併を発刊

平成11年7月、「市町村の合併の特例に関する法律」、

いわゆる「合併特例法」が改正され、現在、多くの自

治体で市町村合併が検討されています。

当然、市町村合併に伴い、現在、各市町村で整備さ

れている地理情報システム（以下、「GIS」という）や

地図（デジタル、アナログを含む地図データ全般を指

す）も統合が進むでしょう。

JACICでは、実際に先行して合併した市町村で整備

されているGISや地図データの実情を調査したところ、

地図の整備年次の違いや縮尺・精度、取得項目の相違、

市町村境界部分における接合不良等の多くの問題・課

題が浮き彫りとなってきました。既に導入されている

GISの統合にあたっては、個別業務の運用の相違や、

主題DBが要るなどさまざまな問題を解決する必要が

あり、GISの統合が複雑で簡単にはいかないことを認

識しておく必要があります。

そこで、JACICでは、市町村合併に際し、GISに関

係するさまざまな課題の解決策を提示する“GISと市

町村合併”を発刊しました。

本書は、主に市町村の職

員を対象に、市町村合併に

よって発生することが予想

されるGISや地図に関する諸

課題に対し、重要となる概

念と解決策をGISという観点

から解説しています。市町

村合併の検討を契機に、GIS

と地図の課題を認識してい

ただき、行政サービスのレベルの維持、向上に役立て

ていただければ幸いです。

その他関連書籍に関するご購入・お問い合わせにつ

いては、当センター研究第三部　佐々木（03－3584－

2403直通）までご連絡ください。本書の定価は1200

円／冊（税別、送料別）です。

（研究第三部　研究員　阿部　融）

■季刊誌「Repis」の概要

季刊誌「Repis」は、地域づくり情報誌として、国

土交通省総合政策局事業総括調整官室の監修の下、昭

和63年12月に発行を開始し、平成12年度より一般販売

を行っています。

現在、本誌は年４回の発刊を基本に、毎季地域づく

りに関連した特集テーマを設定し、テーマに応じた国

土交通省の施策やモデル事業及び地方の取り組み事例

を紹介するとともに、全国の地域トピックスも掲載し

ています。

■春夏合併号の特集テーマ：訪れてみたい地域づくり

先頃、政府主催の観光立国懇談会において「一地域

一観光の国民運動」が提案されました。他方、地域づ

くりにおいても、住民が自らの地域社会を愛し、誇り

を持ち、楽しく幸せに暮らせることが必要であり、そ

うなればおのずと誰もがその地を訪れたくなるもので

す。

そこで、本春夏合併号では「訪れてみたい地域づく

り」をテーマに、福祉・教育・産業・文化など様々な

ジャンルにおいて地域活動をされている住民やＮＰＯ

等の方々を対象に、観光という切り口から地域づくり

に取り組んでいる全国の事例等を紹介しておりますの

で、是非ご覧下さい。

■季刊誌「Repis」のご購入を希望される方へ

本誌は、約8,600部を国及び全国の都道府県・市町村

でご利用頂いています。また、地域づくりに必要な各

種情報（プロジェクト、施策情報、統計データ等）をイン

ターネットにより提供（http://www.jacicrepis.ibs.or.jp）

している「地域整備情報システム（Repis）」においても

本誌を公開しております。

尚、個別販売及び定期購

読も随時受け付けており、

定価は750円/冊（税込み、

送料別）ですので、ご購入

及び定期購読を希望される

方は、当センター研究第２

部（03-3584-2402）までご連

絡下さい。

（研究第二部　主任研究員　鈴木弘之）

季刊誌「Repis」2003春夏合併号を発刊
－特集：訪れてみたい地域づくり－

季刊誌Repis2003春・夏合併号
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九州地方センター活動報告

地方センターコーナー

1. 電子入札セミナー開催

平成15年6月18日に、主催：福岡商工会議所中小企

業相談所情報化支援室、サポート：JACIC九州地方セ

ンターで、電子入札セミナーを開催しました。

電子入札コアシステムの概要説明、電子入札コアシ

ステムVer.3.0を使って、実際に入札が行われた過去の

通常型指名競争入札の案件で電子入札する演習を行い

ました。発注者ＰＣ１台、受注者ＰＣ４台を準備し、

受注者PCのOSはそれぞれWindows XP、Windows

2000、Windows NT、Windows 98の４種類を準備し

ました。

JACIC九州地方センターでは、平成15年度から国土

交通省で導入されている、「電子入札コアシステム

Ver.3.0」の操作を体験できます。

1) 電子入札体験サービス内容

国土交通省九州地方整備局を含め地方公共団体等の

公共発注機関はもとより、応札をする入札企業に対

して、より身近に体験できます。

2) 体験内容

コアシステムVer.3の機能（工事関係・業務・物品

関係）

3) サービス開始時期

出張体験の支援依頼は実施時期の調整等が必要です

ので、個別に当センターにご相談願います。

4) 公共発注機関殿によるメリット

・公共発注機関の名称・部局名に置き換えたリアル

な操作体験が行えます。

・電子入札業務画面の遷移及び関連帳票類が確認で

きます。

・公共発注機関における個別変更箇所をどうすべき

かの判断が迅速に行えます。

・関連業務との連携についてイメージが掴みやすく

なります。

5) 応札業者殿によるメリット

・体験される企業の名称に置き換えたリアルな操作

体験が行えます。

・過去の入札案件事例を活用した、リアルな入札体

験が行えます。

２．ＣＯＲＩＮＳ／ＴＥＣＲＩＳ検索システム操作説明

ＣＯＲＩＮＳ／ＴＥＣＲＩＳ検索システムを導入し

ている発注機関の方に、検索システムの操作説明を行

っています。

指名競争入札での業者選定にあたり指名委員会等の

ために資料を作成する場合、検索システムで抽出した

検索結果を利用することができます。入札・契約の円

滑化を図るうえにも、検索システムをより有益にご利

用いただきたいと思います。

検索システムの導入を検討されている発注機関につ

きましても、操作体験をしていただくことができます。

また、導入に際してのお手続きの手順、利用環境等に

ついても説明しております。ご利用の際は当センター

までお気軽にご連絡ください。

（九州地方センター　センター長　桃坂繁）

JACIC九州地方センターの電子入札コアシステム練習環境構成図
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東北地方センター活動報告
国土交通省では、平成１５年４月２１日より国土

交通省地方整備局等が発注する建設工事及び建設コン

サルタント業務等の全てを対象に電子入札を実施して

おります。電子入札は、随意契約を含む全発注方式で

行われており、６月末現在、国土交通省全体で３７８

６件、東北地方整備局管内で４２４件が行われたと聞

いております。

東北地方センターでは、業者の皆様に電子入札を

スムーズに実施していただくために、平成１５年１月

１５日より当センター内において「電子入札コアシス

テム操作講習会」を実施しております。講習会は、主

に「国土交通省が行う平成15年度からの電子入札に参

加を希望している業者」を対象に行っており、実施概

要は表－１のとおりです。

図－１　　 受講者の属性

これまで３１１名（６月末）の方がこの講習会で国

土交通省が採用している電子入札コアシステを実体験

されております。受講者の属性は図－１のとおりです。

受講者の反応は「操作しながらなので実感がわく」

「流れが良く分かる」等で概ね好評でした。

当センターの講習会は、少人数で行っております。

また、ベテランの講師も配置しておりますので質問等

にも適切に対応できる環境にあります。

この講習会は、当初予定しておりました第１期目を

５月末で終了し、現在、同じ内容で第２期目を実施し

おります。今後も、電子入札システムの操作体験を希

望する業者等の方はどなたでも受講できますので（財)

日本建設情報総合センター 東北地方センターホームペ

ージにアクセスし申し込んで下さい。

青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 
　計 

※6月30日現在 

1 
12 
100 
18 
11 
8 

160社 

受講者（311人）の内訳 

建設コンサルタント業 
57％ 

その他 
1％ 

技術センター 
1％ 

建設業 
41％ 

表－１　　 電子入札コアシステム操作講習会の実施概要

1、講習内容

2、開催場所

3、開催日時

4、参加費用

5、定　　員

6、申 込 み

当センター担当者が発注者役となります。参加された方は応札者役となっていただき、入札

準備から落札決定受理まで操作していただきます。

（財）日本建設情報総合センター東北地方センター内

土曜日曜祝日を除く毎日、午前10:00～12:00、午後1:30～3:30（2時間程度）

1名様あたり2,000円

1回あたり4名

(財)日本建設情報総合センター東北地方センターホームページへ（予約制）

URL  http://www1.bstream.jp/̃thjacals/

－九州大学施設部企画課の方への説明風景－ －沖縄総合事務局説明会－

※各地方センターでも同様の講習会を行っています。詳細はJACIC  HP（http://www.jacic.or.jp）から各地方セン
ターのHPをご覧下さい。

（東北地方センターＣＡＬＳ／ＥＣ推進室　次長　吉尾　進）
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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。

「CAD製図基準（案）」「地質調査資料整理要領（案）」の改訂版および「土木設計業務等の電子納品要領（案）

電気通信設備編」「工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編」「CAD製図基準（案）電気通信設備編」

の新規策定版が８月末に発行される予定です。

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。

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）

建築設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

1,050円

1,365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）

6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　河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等

による利用に係る平成15年度の募集について

（総合政策局）

17日　高速道路の長距離割引社会実験について

（道路局）

25日　国の活力回復に資する国際的に魅力ある都市・

地域の整備に向けた基礎調査 （国土計画局）

26日　「川の通信簿」の実施について ～全国109水系

221河川680箇所で点検を実施～ （河川局）

26日　緑地保全と緑化の推進によるヒートアイランド

現象緩和効果について （都市・地域整備局）

27日　「次世代シャーシ管理システム調査検討委員会」

結果報告について （政策統括官）

30日　木造３階建て住宅及び丸太組工法建築物の建築

確認統計について（平成15年4月分） （住宅局）

【地方整備局ニュース】

11日　アザラシ出現箇所付近の浚渫工事の今後の方針

について （関東地方整備局）

12日　道路が悲鳴をあげています。重量違反車両の影

響で舗装に1.5倍の負担が… ～走行車両重量計

測システム測定データ解析結果を公表～

（中部地方整備局）

13日　国道８号小松バイパス全線開通の効果 ～小松市

内の国道８号の交通渋滞が緩和～

（北陸地方整備局）

13日　金沢東部環状道路（東長江～鈴見台間）開通の

効果 ～国道159号の交通渋滞が緩和～

（北陸地方整備局）

30日　平成14年度下請代金支払状況等実態調査及び立

入調査の実施結果について　（東北地方整備局）

【公募情報（国・公団等）】 158件

【公募情報（地方公共団体）】814件

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。


