
JACICでは、全業務を対象に2003年６月１日から、

ISO9001の運用を開始し、2003年中の認証取得を目指

しています。

組織（企業等）が顧客のニーズに応えるためには、

ニーズに関する情報を吸い上げ（インプット）、製品

やサービスに反映して提供する（アウトプット）必要

があります。このインプットをアプトプットに変換す

ることをＩＳＯでは「プロセス」と呼んでいます。絶

えず変化する顧客ニーズに応えるために、プロセスを

継続的に改善していくことを品質マネジメントシステ

ムと言います。ＩＳＯ9000シリーズの中のＩＳＯ9001

が品質マネジメントシステムの要求事項を規定してい

ます。この要求事項はどのような業種・組織にも対応

できるように汎用的な表現で書かれています。

お客様へのサービス向上を図る上で、お客様の満足

度調査（アンケート調査）を実施し、お客様の要望を

かなえるだけでは、単にその場しのぎの対応をしてい

るだけです。

品質マネジメントシステムの要求事項では、品質マ

ネジメントシステム全体の活動状況をさまざまな視点

でチェックし、必要な処置を行う事によって、品質マ

ネジメントシステムの有効性を継続的に改善するため

の活動が規定されている「８．測定、分析及び改善」

が重要となってきます。特に、ＩＳＯの2000年版から

は、“改善”という概念が取り入られています。

JACICでは製品と顧客を理解した上で、要求事項を

満足している品質マニュアルを定めています。

お客様の満足度調査に加え、通常の業務でのやりと

りを把握し、品質マネジメントシステムのインプット

情報として取り組み、品質マネジメントシステム及び

そのプロセスの有効性の改善としてアウトプットし、

運用していくことで、はじめてお客様へのサービス向

上となると考えています。

ＩＳＯを取り入れたことで、お客様へのサービス向

上として、以下の２つを組織全体にわたり伝達し、よ

り良い製品にすることを心がけます。

①お客様からの苦情に対して柔軟に対応します。

②外注内容を含めて製品全体の品質水準の変化をな

くします。

JACICでは、製品の品質を確保していることを確認

するために、監視・測定を実施していきます。

お客様からの苦情、要望、賞賛等の御意見をお寄せ

下さい。

（企画調整部　参事　藤森　修）
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ニュースと解説

ISOでお客様へのサービス向上を図ります
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「工事施工中における受発注者間の情報共有システム
機能要件（案）(Rev1.1)」公開

CALS/ECコーナー

１．はじめに

JACICはCALS／ECアクションプログラム実現に向

けて、建設情報標準化委員会成果品電子化小委員会

（小委員長：島崎敏和 日大教授）のもとに工事情報共

有データ検討WG（座長：国土技術政策総合研究所 奥

谷正 室長）を設置し、工事施工中の受発注者間情報共
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表－１　機能要件（案）Rev 1.1の主な内容

1

2

3

4

5

6

7

8

機能名

基本データ登録機能

工事関係書類作成支援

登録データ表示機能

登録データ検索機能

共通文書管理機能

電子納品支援機能

ワークフロー

インポート／エクスポート機能

概　要

工事施工中に発生する各種情報をインターネット経由でデータベースに登録

する。また、登録したﾃﾞｰﾀを参照、削除する

受発注者が提出・提示する工事打合せ簿等の書類に記載される情報をインタ

ーネット経由で登録・参照・削除する

登録された文書、図面、写真などの各種情報を画面上に表示および出力（印

刷またはファイル出力）する。

条件を入力し、情報共有ｼｽﾃﾑに登録されているデータを検索する

関係者間に共通に提供したい文書を登録し、関係者が参照する

工事完成時に電子納品要領に従い、納品用のＣＤ－Ｒ作成を支援する

設定された決裁ルートに従い、工事打合せ簿等各文書の決裁ﾌﾛｰを制御する

システムに登録された情報（管理情報、オリジナルファイル）を交換データ

要件に従ってオフラインで入出力する

有システムについて機能要件の検討を進めています。

これは常日頃から帳票類のやり取りを電子化し、体系

的に蓄積することによって、関係者間で必要な情報の

共有・有効活用を図るとともに円滑な電子納品にも役

立てることをねらったものです。平成１５年１月には

これらの検討成果を「工事施工中における受発注者間

の情報共有システム機能要件（案）(Rev0.9)」として、

ホームページ等を通じて公開するとともに、関係者か

ら広く意見を聴取しました。

聴取した意見および、現場での試行を通じて得られ

た課題への対応などを反映し、新たに「工事施工中に

おける受発注者間の情報共有システム機能要件（案）

(Rev1.1)」としてとりまとめました。（ホームページで

公開中）

URL:http://www.cals.jacic.or.jp/j-kyoyu/index.html）

２．機能要件（案）(Rev1.1)の概要

（１）機能要件(Rev1.1)における変更点

機能要件（案）のRev0.9からRev1.1への改訂におけ

る主な変更点は以下の通りです。（Rev 1.0はWG検

討用資料として作成したため公開していません。）

①書類引用機能の追加

過去に作成された鑑や添付書類を引用する機能で

す。新たな文書作成の作業を効率化できます。

②承認案件一覧表示機能の追加

ログイン後に、本人が承認すべき案件の一覧を表示

する機能を追加しました。

③写真データ表示の追記

デジタル写真管理基準（案）を考慮し、表示する写

真データにＴＩＦＦを追加しました。

④ワークフロー機能の変更

・自由パターン設定の中で最終承認者も設定可能と

しました。

・期日が設定されている帳票に関する通知機能を追

加しました。

⑤XML入出力機能の記述削除

工事関係図書の見直し後、改めて検討することとし、

記述を削除しました。

⑥交換データ要件の詳細記述

インポート／エクスポート機能の交換データ要件に

ついて以下を追記しました。

・ＸＭＬで作成する５つの管理情報の詳細項目

・管理ファイルとオリジナルファイル交換時のフォル

ダ構成

・交換の前提となる条件等

（２）機能要件(Rev1.1)の主な機能

機能要件(Rev1.1)の主な機能を整理すると表１のよ

うになります。

３．今後の予定

平成15年度は地方整備局の協力のもと、機能要件

（案）(Rev1.1)の機能を実装したシステムにより、実証

実験を実施する予定です。また、実験を通して得られ

る、現場実務担当者の意見や要望、提案等を反映させ

ながら機能要件（案）の充実を図ることとしています。

（CALS/EC部　研究員　望月義明）
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入札案件登録・開札の状況

電子入札コーナー

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。

ヘルプデスクの利用状況

ヘルプデスクへの問い合わせも数多く寄せられまし

た。８月の問い合わせ内訳は、次のとおりです。

主な問い合わせ内容と回答は、次のとおりです。

e-BISCセンターホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）

に記載されているＦＡＱをさらに充実させていきます

ので、有効にご利用下さい。

（e-BISCセンター　次長　池田　護）

８月分

２，７１６件

２，３５０件

累　計

１２，２５８件

８，９０９件

案件登録

開　　札

％

９１.３

６.７

０.６

０.７

０.７

１００.０

件　数

３,５９９

２６３

２４

２８

２９

３,９４３

問い合わせ内容

電子入札システム関係

サービス全般

ｲﾝｽﾄｰﾙ･ｾｯﾄｱｯﾌﾟ関係

他部門

その他

合　計

問い合わせ内容

企業ＩＤ確認手順

開札予定日時経過

後から結果が表示

されるまでの操作

手順

保存データ表示ツ

ールのダウンロー

ドからインストー

ルまでの手順

回　答

本運用利用者登録の変更メニューより確認

することができます。

結果がでるまでの時間は発注者によって異

なります。開札予定日時経過後は入札状況

一覧画面にて結果のボタンが表示されるま

でお待ち下さい。入札状況一覧画面は「最

新情報」ボタンで更新して下さい。

保存データ表示ツールはダウンロード後に

解凍する必要があります。解凍ソフトで解

凍後にインストールを実施して下さい。

「CALS/EC MESSE 2004」の出展募集
JACICは、財団法人港湾空港建設技術サービスセン

ター（SCOPE）と共同でCALS/EC＆建設ITの展示

会・セミナー『CALS/EC MESSE 2004』（2004年1月

22～23日、於；東京・有明のTFTホール）の開催を企

画しています。

今回で第3回を迎える『CALS/EC MESSE 2004』は、

公共事業分野におけるCALS/ECが本格的な実施段階

を迎えている中で、公共発注機関や広く建設関連企業

の皆様方を対象として、CALS/ECや建設ITに関する

最新の技術・製品情報を一堂に会して展示・紹介する

ことを目的としています。当日は、CALS/ECセミナ

ー、ベンダーフォーラム等盛り沢山の企画が予定され

ており関係者多数の来場が期待されることから、格好

の技術情報発信・交流の場になると思われます。

現在、展示会への出展（技術・製品）を募集中ですの

で、関心のある方は下記ホームページをご覧ください。

CALS/EC MESSE ２００３（平成15年１月２３日）の展示会場風景

【問い合わせ先】CALS/EC MESSE 2004 運営事務局
電話：03-5348-5881 URL : http://www.cals.jacic.or.jp/ 

（CALS/EC部　主任研究員　静間　智）
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建設総合案内所におけるアクセス数調査

JACIC便り

Web上に存在する「有用な情報」をより早く、より

便利に活用できるようにと、2001年4月からスタート

した建設総合案内所は、お陰をもちまして2003年8月

末でアクセス数が15万件、登録サイト数が5,000を超え

るサイトにまで成長することが出来ました。

今回、開設されて約2年半が経過しアクセス状況に

ついてのデータが蓄積されたことから、建設分野にお

ける皆様のニーズを把握し今後の建設総合案内所活性

化のために、ディレクトリー毎のアクセス数を集計し

ました。表２．に大項目別ランキング、表３．に中項目

別ランキングをまとめました。尚、データ収集時期は最

新の動向を掴むために平成15年5月～7月としました。

収集結果を見ると、公共工事入札サイトへのアクセ

スが圧倒的に多く、続いてGIS関連サイトや資格関連

サイトが続いております。公共工事入札サイトについ

ては、国土交通省が運営する入札情報サービスPPIへ

のアクセスが非常に多く、又その他の公共工事入札サ

イトへのアクセスも多い事から、入札及び契約の適正化

促進法が全国的に浸透し始めている事がうかがえます。

今後この調査を継続し、時系列にデータを並べる事

で建設分野の動向を掴むと共にアクセス数の多い分野

の更なる充実を図っていきたいと考えております。

尚、最近１ヶ月間で特にアクセスの多かったサイト

を紹介する「アクセスランキング トップ5」を毎月公

開しておりますのでご覧下さい。

（情報管理部　副参事　吉田吉孝）

表－２　大項目名ランキング 表－３　中項目別ランキング

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

アクセス数

9670

5870

5284

4351

2674

2385

2295

1634

1098

1047

大項目名

発注予定・入札・受注

構造物

社会基盤施設

通信と情報技術

建設団体

測量

資格

建設材料

建築

土木施工法

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

アクセス数

6276

2341

2300

2122

1194

1053

963

945

848

789

大項目名／中項目名

発注予定・入札・受注／入札

発注予定・入札・受注／発注予定

通信と情報技術／GIS

測量／GIS

資格／土木系

発注予定・入札・受注／受注

社会基盤施設／道路

建設団体／法人・学会・協会

構造物／橋梁

通信と情報技術／建設CALS／EC

Repis（地域整備情報システム）の改良
－インターネットにて一般公開中！－

■　Repisの概要

Repis【Regional Planning Information System（地

域整備情報システム）の略称】とは、地域の資源や創

意工夫を活かした地域づくりを推進するため、昭和62

年より国土交通省総合政策局事業総括調整官室の監修

の下、地域づくりに必要な各種情報（全国自治体のプ

ロジェクト情報及び総合計画、地域統計データ、施策

情報、季刊誌Repis等）を収集・登録し、総合的かつ

効率的に情報提供することにより、地域づくりの取り

組みを支援するシステムです。

■　平成14年度よりインターネットにて一般公開開始

これまでの地域づくりは行政主導で行われてきまし

たが、住民意識の高揚やニーズの多様化に伴い、住民

が主体的に参加する方向にあります。このため、地域

づくりの情報を相互に共有することが必要であるとい

う認識から、平成14年度よりRepis提供情報をインタ

ーネットにて一般公開を開始しました。

その結果、毎月2,000件前後のアクセスがあり、平成

15年9月現在で、トータル約29,000件のアクセスがあり

ました。

■　データの更新とシステムの改良

Repis提供情報は毎年更新しており、現在は平成14

年度更新データを公開中です。また、これに併せて以

下のシステム改良を行い、更に使いやすくしています。



２００３.１０月号

＜国土交通省地域づくりホームページ＞ ＜Repisトップページ＞

１）地域整備プロジェクト情報

都道府県単位表示

→「分野」項目による分類表示の追加

２）地域振興方針情報（自治体の総合計画）

都道府県単位の全市町村表示（横スクロール閲覧）

→１画面１市町村表示への変更

３）各種関連情報の連携

プロジェクト情報から施策情報の閲覧

→プロジェクト情報－総合計画－地域データの相互　

連携の追加

今後も改良を加えていきますので、国土交通省のホ

ームページ（総合政策関係→地域づくり→Repis）ま

たはJACICのホームページ（地域整備情報システム／

Repis）からアクセスして是非ご覧下さい。

また、ホームページ内に意見箱も用意してあります

ので、多くの方々のご意見・ご感想をお待ちしており

ます。

（アドレスはhttp://www.jacicrepis.ibs.or.jp/）

（研究第二部　主任研究員　鈴木弘之）

平成15年度情報化月間記念講演会の開催案内
国土交通省、内閣府、総務省、財務省、文部科学省

及び経済産業省では、一般国民に情報化に対する正し

い認識と理解を醸成していくことを目的に、毎年10月

１日からの1ヶ月間を「情報化月間」と定め､情報化の

啓発､普及のための行事を実施しています。

JACICは、平成14年度から当該月間行事のひとつで

ある記念講演会を、国土交通省及び(財)運輸政策研究

機構とともに主催しています。

今年度は、基調講演に東京大学大学院情報学環教授

の坂村　健氏を迎え、下記の内容で開催します。

詳しい情報やお申し込みは、JACICのホームページ

(http://www.jacic.or.jp)をご覧ください。

○開催概要

主催：国土交通省／(財)運輸政策研究機構／

(財)日本建設情報総合センター

日時：平成15年10月７日（火） 14:00～16:30

場所：霞が関中央合同庁舎２号館講堂（地下２階）

千代田区霞が関２－１－２

入場：無料

定員：３００名

○プログラム

14:00 開会挨拶

国土交通省総合政策局長　澤井　英一

14:05 基調講演

東京大学教授　坂村　健　氏

「ユビキタス・コンピューティングが拓く未来」

15:30 講　演２

（株）スルッとKANSAI代表取締役専務

横江友則氏

「スルッとKANSAIの取組とICカード構想」

16:00 講 演３

（財）日本建設情報総合センター

標準部長　塚原　弘一

「建設情報標準化の目指すもの」

16:30 閉会挨拶

（財）日本建設情報総合センター

理事長　豊田　高司

（企画調整部　参事　柳沢成一）

JACIC通信



プログラム

１３：１５　　挨　　拶 理　事　長　　　豊田　高司

研究課題発表

１３：２０　　標準部における研究動向 標準部長　　　塚原　弘一

１３：４０　　建設情報標準分類体系（JCCS）の開発 標準部　主任研究員　　　中川　隆治

１３：５０　　電子地図と建設情報の連携に関する標準 標準部　　　研究員　　　小野　剛史

１４：００　　研究第一部における研究動向 研究第一部長　　　衛門　久明

１４：２０　　OSに依存しない土木積算システムの研究

研究第一部積算システムセンター　主任研究員　　　八巻　　悟

主任研究員　　　岩崎　邦浩

１４：３０　　汎用GIS表示（切り絵）システムの研究

研究第一部　主任研究員　　　小山　和雄

研究第一部積算システムセンター　主任研究員　　　三宅　基裕

１４：４０　　研究第二部における研究動向 研究第二部長　　　足立　　徹

１５：００　　道路GISの利活用および事業効果の検討 研究第二部　主任研究員　　　竹内　洋一

１５：１０　　アスファルト舗装施工体制データベース開発等業務

研究第二部　主任研究員　　　岩切　昭義

１５：２０　　休　憩（15分）

１５：３５　　研究第三部における研究動向 研究第三部長　　　堀野　正勝

１５：５５　　GISポータルサイト「GISデータブック」のリニューアル

研究第三部　主任研究員　　　長谷川浩志

１６：０５　　GISと市町村合併 研究第三部　　　研究員　　　阿部　　融

１６：１５　　CALS/EC 部における研究動向 CALS/EC 部長　　　寺川　　陽

１６：３５　　図面情報の高度利用を目指すSXF Ver.3.0の取り組み

CALS/EC 部　主任研究員　　　溝口　直樹

１６：４５　　工事施工中における受発注者間の情報共有システムについて

CALS/EC 部　　　研究員　　　望月　義明

１６：５５　　閉会挨拶 建設情報研究所長　　　今岡　亮司

（企画調整部　参事　徳重政志）

２００３.１０月号

第5回建設情報研究所研究発表会開催案内
財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）では、

研究活動等の成果について、JACICの賛助会員の皆様

をはじめ関係各位、また広く一般の皆様に報告する機

会として、毎年建設情報研究所発表会を開催していま

す。

本年度も第５回として、来る平成15年10月16日（木）

13:15より明治記念館（東京都港区元赤坂）において、

下記のプログラムの内容で開催します。

つきましては、参加料は必要ありませんので、多く

の皆様が参加いただきますよう案内申し上げます。な

お、今回の研究発表会は、土木学会認定CPDプログラ

ムとして申請中です。

ご参加を希望される場合には、JACICのホームペー

ジ（http://www.jacic.or.jp/）に発表会開催案内のペ

ージを設けてありますので、そのページから申込書を

ダウンロードし出席者名をご記入のうえ、企画調整部

あてFAX（03-3505-2966）にて送付いただきますよう

宜しくお願いいたします。なお、参加申込は定員

（300名）になり次第、締め切らせていただきます。ま

た、その後のお申し込みについては資料集の送付のみ

とさせていただきますので、あらかじめご了承くださ

い。
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地方センターコーナー

近畿地方センター活動報告
－CADツールのTAIKEN 2003－

当地方センターとCADベンダー10社が共同開催しま

した「CALS/EC CADツールのTAIKEN2003」がお

陰を持ちまして7月25日終了いたしました。

当セミナーでは、当初の予想を上回る参加者（参加

者：205人）となり、国土交通省で2004年度から全面

実施される電子納品への対応に向け、CADデータ交換

標準への関心の高さを感じました。

セミナーの内容は、受講生にCADデータ交換標準を

体験していただくため、プログラム中にOCF検定済み

の異なる3種類のCADソフトから出力させたSXFデー

タ（p21ファイル）を、共催企業各社のCADソフトに

読み込ませ、ＳＸＦブラウザとデータの再現性を比較

する等の説明・操作を受講生に行っていただいたり、

SXFデータへ出力する際の留意点等をCADベンダー講

師が解説する等、より実践的な内容を中心に実施しま

した。

受講者も実務でCADを利用されている方が多く活発

な質疑等も印象に残りました。

今後も当センターとしては電子納品等について皆様

方に理解を深めるため、新たな企画を実施する予定で

すので、ご支援・ご指導をお願い申し上げます。

（近畿地方センター CALS/EC推進室 次長 小田 逸男）

セミナー受講の風景

図　アンケート結果から抜粋

SXFの概念について SXC・P21読込・出力等の取扱 

よく分かった 
18％ 

だいたい理解した 
76％ 

わからなかった 
6％ 

よく分かった 
33％ 

だいたい 
理解した 
59％ 

わからない 
8％ 

中国地方センター活動報告

電子納品・CAD説明会
中国地方センターでは、電子納品支援ソフトを紹介

し、実際の操作体験を通じて、電子納品とはどのよう

に行なうのか理解を深めていただくため「使って覚え

る　電子納品・ＣＡＤ説明会」を開催します。

(1)内容：電子納品システム、CADを開発・販売して

いる企業10社が各々のカリキュラムでパソコンを使

用しての実習を行います

(2)期間：2003年10月2日(木)～11月21日(金)

(3)会場：JACIC中国地方センター　　

(4)費用：無料

詳細は、中国地方センターのホームページをご覧下さい。

○中国地方センターホームページの開設

中国地方センターのホームページを2003年6月に開

設しました。定期的に更新を行い、最新かつお得な情

報を提供することに心がけています。

http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku/chuugoku.htm

○イベントへの出展

電子入札コアシステムデモや電子入札ゲームを出展

予定です。是非お立ち寄り下さい。

(1)コンピュータ＆ネットワークＥＸＰＯ’０３広島

期間：2003年10月22日(水)～24日(金)

会場：広島産業会館西展示館

(2)みる・きく・ふれる国土建設フェア2003

期間：2003年10月31日(金)～11月 1日(土)

会場：広島グリーンアリーナ

(3)しまね建設技術展2003

期間：2003年11月14日(金)～15日(土)

会場：くにびきメッセ（松江市）

（中国地方センター長　　大久保　尊善）
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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)

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

版

平成13年8月版

平成13年8月版

平成15年7月改訂版

平成15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月改訂版

平成15年7月版

平成15年7月版

平成15年7月版

発行日

平成13年9月20日

平成13年9月20日

平成15年8月25日

平成15年8月25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

平成15年8月25日

平成15年8月25日

平成15年8月25日

1,050円

1,365円

2,625円

4,095円

1,260円

1,260円

945円

2,310円

1,260円

1,050円

945円

1,365円

1,575円

1,575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　建築課、設備課

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

定　価
（消費税込み）

8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】

８日 「道の駅」の第19回登録について

（道路局）

11日　富士山ハザードマップ検討委員会第10回活用部

会の議事要旨について （河川局）

22日　平成14年度末の下水道整備状況について

（都市・地域整備局）

26日 「平成14年度 国家機関の建築物等の保全の現況」

について （大臣官房）

27日 「国土交通省の政策評価に係る政策目標、業績

指標（変更案）」のパブリックコメントの実施

について （政策統括官）

【公募情報（国・公団等）】 307件

【公募情報（地方公共団体）】919件

【地方整備局ニュース】

４日　大滝ダム白屋地区地すべり対策本部の設置

（近畿地方整備局）

４日　中小・中堅建設業に対する経営情報窓口の設置

について （近畿地方整備局）

６日　道路トンネルに係る低濃度脱硝技術 第2パイロ

ットスケール実験の中間とりまとめ

（関東地方整備局）

６日　一般国道４号（東埼玉道路）の建設予定地にお

けるダイオキシン類再調査結果について

（関東地方整備局）

８日　『歩行者と自転車の分離通行についての現地実

験』の終了と第２回調査結果について（速報）

（東北地方整備局）

26日　日本最大級超大型クレーン船によるケーソン据

付工事を実施 （北陸地方整備局）

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。




