
JACICでは、建設分野の情報化を推進するにあたり、技術開発目標の設定、開発戦略立案などに広く知恵を集結

するために、関係する皆様を対象とした無料のオープンセミナー「JACICセミナー」を平成14年度から開催してい

ます。

平成15年度は、去る９月26日（金）にコクヨホール（東京都港区）に於いて、多くの皆様のご参加をいただき以

下の内容で開催いたしました。当セミナーの模様は、当センターのホームページの「Webセミナー」のコーナーで

後日動画配信する予定です。

JACICセミナーは、今後も引き続き建設分野の情報化に関連するテーマで開催する予定です。

2003
11月号/No.174

ニュースと解説

JACICセミナーを開催

平成15年11月1日発行（毎月1回1日発行） 平成12年2月16日第三種郵便物認可

講演１

建設分野の情報化におけるXML活用と今後　－CALS/ECを中心として－

（財）日本建設情報総合センター　建設情報研究所近畿支所長　益倉　克成

【講演概要】

①XMLとは

②建設分野におけるXMLの重要性

③XMLの建設分野における活用事例

④CALS /ECを主とした活用例

⑤今後の方向

講演２

建設情報化におけるXMLの利用／関西大学総合情報学部　助教授　田中　成典氏

【講演概要】

①統合化に向けて（CAD/CG/GIS/GPSの連携）

②XML（XMLで何ができるか、利用事例等）

③UML（UMLとは、UMLを利用したプロジェクトモデルの事例、

モデリングのための課題等）

④連携の重要性

講演３

セマンティックWeb技術とその活用事例

慶應義塾大学環境情報学部教授兼政策・メディア研究科委員、

（財）情報処理相互運用技術協会セマンティックWeb委員会顧問　萩野　達也氏

【講演概要】

①Webの発展

②Semantic Webとは

③Semantic Webの活用例

④Semantic Webの課題

（企画調整部　参事　徳重政志）
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現在各種機関及び行政分野でGIS（地理情報システ

ム）の構築が進められています。GISは地図上の各種

情報に属性を持たせて表示することにより活用するこ

とで施設の管理等に有用なツールですが、例えば河川

GISにある浸水想定情報等と道路GISにある規制情報

等、更には地方公共団体GISにある避難施設情報等を

まとめて把握したい（広域的な情報把握や複合的な情

報把握）ときには複数の画面から別々にプリントアウ

トする必要がある場合が多々あります。

これは、それぞれのGISがそのシステムの目的に

応じて最適な形で構築されているため、データの仕様

がGIS間で異なっていたり、画面の表示方法が異なっ

ていたりすることによりデータの互換性が十分とれて

いないことによります。また、データの互換性が確保

されていても、一般にGISのデータはベクトルデータ

（点の座標とそれを結ぶ線や図形の方程式と色等の情

報の集合として画像を表したデータ）で構成されてい

るため、必要なところの情報だけを取得しようとして

も、ＰＣの画面に表示されていないかなり広範囲の情

報まで一緒に取得しなければならず、やり取りするデ

ータ量が非常に多くなってしまうと言った問題が出て

きます。

JACICではこれらの問題を解決し、複数の異なった

データ仕様を持つGISから必要な情報だけを取得し、

一つの地図上にまとめて表示する「汎用GIS表示シス

テム（切り絵システム（仮称））」を開発しました。

このシステムの主な特徴は、

①他のシステム（それぞれ独立して運営されているＧ

ＩＳ）で生成された画像情報をラスタデータで必要

な部分だけ取得し、縮尺補正、色補正、座標変換等

を行った上でラスタデータとして表示

②プログラム言語にJAVAを採用することでWindows,

Linux，UNIX，Mac OS等のオペレーションシステ

ムに依存しない動作を実現

③表示画面を９面に切り分け、スクロール時の新たな

取得情報の軽量化を図ることで表示画面スクロール

時の迅速化を実現

④必要な大きさに拡大・縮小して表示するとともに、

その縮尺に見合った基盤地図を段階的に切り替えて

表示することで、このシステムにおけるデータの動

きはおおむね次のようになっています。

（ラスタデータ：色のついた点の羅列として画像を表

したデータ）

汎用GIS表示システム（切り絵システム（仮称））の開発

①独立して運営されている複数のGISから必要情報を

切取り、切り絵システム（仮称）の地図表示サーバーに

送信（取得元のオリジナルデータに影響を与えない）

②地図表示サーバーで画像情報の集約

③集約した画像情報をサーバー内で変換処理（縮尺補

正、色補正、座標変換等）を行い、地図表示クライ

アントに送信

④地図表示クライアントで変換した画像情報を基盤地

図に貼り付け表示

例えば、大規模災害時に各種部門や機関さらにそ

れらのGISに集約されている施設被災状況、道路の

通行止め区間、浸水区域、土砂崩れ地域、避難場所

等の情報を一つの画面に集約し一元的に把握する場

合や、複数の府県や市町村にまたがる広域的な情報

を統合的に表示することによる情報の共有化と言っ

た場面でこのシステムが威力を発揮すると考えられ

ます。

なお、JACICではこの切り絵システム（仮称）を自

主開発するとともに、システムの基本的な考え方に

ついて特許を申請しています。

（研究第一部　主任研究員　三宅基裕）
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平成15年度CALS/EC資格試験の実施と結果
1．はじめに

CALS /EC資格制度は、地方公共団体等への

CALS/ECの普及･推進のための人材育成及び情報の普

及を図ることを目的として創設したものです。

平成13年6月に国土交通省が策定した｢CALS/EC地

方展開アクションプログラム（全国版）｣において、地

方公共団体等への支援策の一つとして位置づけられ、

平成13年7月からスタートしました。

この仕組みは、（財）日本建設情報総合センター理事長

が資格認定を行い、指定機関である（社）建設コンサルタ

ンツ協会が試験の実施及び資格登録を担当しています。

CALS/EC資格制度には、以下に示す２種類の資格

があり、それぞれ資格の種類に応じた役割があります。

(1)CALS/ECエキスパート（RCE）試験　　　　

(2)CALS/ECインストラクター（RCI）試験

平成13年度に初めてCALS/ECエキスパート（RCE）

試験（以下、RCEという。）が実施され、翌平成14年

度からはCALS/ECインストラクター（RCI）試験（以

下、RCIという。）もスタートしました。これまでに資

格登録された方は、RCEが252人、RCIが1,058人とな

っています。（平成15年9月15日現在）

2．平成15年度資格試験の実施状況と結果

平成15年度は平成14年度に引続き、RCE試験及び

RCI試験の２種類の試験を実施しました。

試験の概要は以下のとおりです。

(1) RCE 試験概要

(2) RCI 試験概要

各々の試験の実施状況及び結果は上表のとおりです。

RCE試験及びRCI試験ともに、平成14年度を上回る受

験申込みを頂きました。しかも、受験率は90％後半と

非常に高く、受験者の資格取得に対する意欲が高いこ

とが感じられました。

(1) RCE 試験実施状況と結果　

(2) RCI 試験実施状況と結果

3．おわりに

これまでの試験実施結果等を踏まえて、今後一層の

試験制度の普及や充実に努める予定です。

なお、平成15年度の合格発表を去る9月30日に行い

ました。下記ホームページの「平成15年度CALS/EC

試験結果について」のページに受験番号及び統計資料

が掲載されております。

http://www.cals.jacic.or.jp/cals-sikaku/cals01.htm

また、CALS/EC資格制度全般に関する情報は、下

記ホームページに掲載されております。そのなかの

「資格登録者の活用」ページには、RCE、RCIの名前や

講師経歴等が掲載（公開に同意された方のみ）されて

おり、各種講習会・セミナーを企画する際に活用いた

だけるようになっています。

http://www.cals-ec.info/

最後に、晴れて合格された皆様には、RCEまたは

RCIに資格登録をしていただき、地方公共団体等への

普及・推進の一翼を担っていただくことを期待してい

ます。

（CALS/EC部　主任研究員　山木宏文）

CALS/ECコーナー

公共事業執行プロセスを理解している者（実務

経験6年以上）で、CALS/ECに関して十分な知

識及び経験を有する者又はRCI資格取得後1年以

上経た者

書類審査及び面接試験

大規模なセミナー、講習会等の講師や、地方公

共団体等へのCALS/EC導入支援業務

受 験 資 格

試 験 方 法

資格取得者

の 役 割

CALS/ECの知識を保有する者で、年齢が20歳

以上（試験実施年の4月1日現在）の者

講習会及び筆記試験

地方公共団体並びに独自で講習・教育が困難な

中小の企業・団体等に対するCALS/EC推進・

普及のアドバイスや職場における小規模なセミ

ナー、講習会等の講師

受 験 資 格

試 験 方 法

資格取得者

の 役 割

募 集 期 間

試 験 日

試 験 地

平成15年4月1日(火)～4月30日(水)

平成15年6月27日(木)～7月 1日(月)

東京、大阪

募 集 期 間

試 験 日

試 験 地

平成15年4月1日(火)～4月30日(水)

平成15年8月2日(土)～8月3日(日)

東京、大阪

試 験 地

東 京

大 阪

合 計

申込者
(a)

78

41

119

受験者
(b)

77

40

117

合格者
(c)

45

19

64

受験率
(b/a)

98.7

97.6

98.3

合格率
(c/b)

58.4

47.5

54.7

（人、％）

試 験 地

東 京

大 阪

合 計

申込者
(a)

1,036

761

1,797

受験者
(b)

984

727

1,711

合格者
(c)

614

456

1,070

受験率
(b/a)

95.0

95.5

95.20

合格率
(c/b)

62.4

62.7

62.5

（人、％）
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平成15年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定

JACIC便り

JACIC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年度の研究助成は、応募

期限の8月29日までに22テーマのご応募をいただきました。審査会は9月16日に開催され、審査の結果、下記の9テ

ーマについて研究助成を実施することが決定しました。

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。問い合わせ内容の内訳は、次のとおりです。
ヘルプデスクでは、10月1日から問合わせ用の電話

を5回線から7回線に増設し、サービスの向上を図るこ

とにしました。また、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、有効にご利用いた

だきたいと思います。

（e-BISCセンター　次長　池田　護）

９月分

3,652件

3,548件

累　計

15,910件

12,428件

項　　目

案件登録

開　　札

累　計

26,133件

4,710件

315件

52件

808件

32,018件

９月分

4,113件

111件

64件

9件

88件

4,385件

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・セットアップ関係

要望

その他

合　計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

京都大学大学院　工学研究科　建築学専攻
教授　　宗本　順三

ものつくり大学　建設技能工芸学科
教授　　北條　哲男

山口大学　工学部　知能情報システム工学科
教授　　宮本　文穂

東京都立大学大学院　工学研究科　土木工学専攻
教授　　岩楯　敞広

高知工科大学　社会システム工学科
教授　　草柳　俊二

早稲田大学　理工学部　社会環境工学科
教授　　濱田　政則

東京大学大学院　工学系研究科
助手　　橋都　秀爾

大阪工業大学　工学部　都市デザイン工学科
教授　　吉川　眞

愛知工業専門学校
講師　　山本　義幸

ＩＣタグを用いた建物と備品のファシリティ・マネジメン
トシステムの開発

建設分野の安全マネジメントシステムの構築に関する研究

橋梁維持管理業務における点検データの標準化とデータ入
力効率化に関する研究

海外建設資材情報の有効利用に関する基礎研究

先端情報技術を活用した高精度生産性管理データの収集・
分析技術に関する研究

液状化地盤の側方流動によるライフライン被害予測システ
ムの開発

建設発生土の工事間利用の促進に関する研究

位置参照点の整備と共有化

多時期衛星データ解析による地域形成過程の体系化

平成15年度研究助成対象者（敬称略）テ　ー　マ　名

（企画調整部　参事　柳沢成一）
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平成15年度ＲＣＣＭ資格試験講習会終了

１． はじめに

シビルコンサルティングマネージャー（ＲＣＣＭ）

の資格制度が、平成３年度に創設され、今年度で13年

目となりました。昨年に引き続き、国土交通省後援の

下、ＲＣＣＭ資格試験に関する講習会を、９月に全国

12会場で開催しました。

本年度はテキストの見直しを行い、平成14年度講習

会から配付している解答集に、平成14年度の問題を掲

載する等により講習会の内容の充実を図りました。

２．申込み状況と出席状況（右表参照）

本年度の出席率は 90.1％になり、台風の大きな影響

も無く無事終了いたしました。

３． おわりに

今後も、ＲＣＣＭの普及と技術向上を目指し、講習

内容の充実に努めて参りたいと考えております。

なお、平成15年11月９日に行われる試験の合格発表

は平成16年３月１日ＪＡＣＩＣのホームページにも掲

載しますのでご覧ください。

（企画調整部　主事　小林保江）

申込み状況と出席状況

開催地

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

出席者数

３３７

３０４

３４２

３５４

２９２

７８

３９９

５１９

１６３

１７９

３８０

１１９

３，４６６

申込人数

３７９

３４１

３８３

３７９

３１８

９２

４２９

５５６

１７９

２０７

４４４

１３９

３，８４６

開催日

９／１９（金）

９／１０（水）

９／１６（火）

９／１７（水）

９／２９（月）

９／１１（木）

９／　９（火）

９／１７（水）

９／２６（金）

９／１８（木）

９／２５（木）

９／１２（金）

合　計

平成15年度情報化月間記念講演会の開催報告
国土交通省が関係府省ととも

に実施している「情報化月間」

行事のひとつであり、JACICが

国土交通省及び(財)運輸政策研

究機構とともに共催した情報化

月間記念講演会が、平成15年10

月7日（火）に霞が関中央合同

庁舎２号館講堂で開催されまし

た。この講演会には287人の方に

ご参加いただきました。内容は次のとおりです。

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」

主な講演内容

・ユビキタス・コンピューティングとは

・ユビキタス・コンピューティング技術

・将来のユビキタス・コンピューティング

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」

主な講演内容

・スルッとKANSAIの概要

・ICカードシステム導入の目的

・ICカードシステムのサービスメニュー

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」

主な講演内容

・建設情報標準化委員会の活動

・電子納品と標準化

・CADと標準化

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）

閉会挨拶を行う豊田理事長
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プログラム

開催日時：平成15年11月14日（金）13:00～17:00

開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4）

定　員　：200名

13:00 挨　　拶 理事長　豊田　高司

平成14年度研究助成事業報告

13:05 環境共生建築の設計支援に用いる多目的評価構造意志決定コンピュータツールの開発

九州大学大学院　総合理工学研究院　教　授　谷本　潤氏

13:40 道路設計情報のモデル化に関する研究

宮城大学事業構想学部　デザイン情報学科　助教授　蒔苗　耕司氏

14:15 電子自治体と融合したGISに関する研究

立正大学地球環境学部　環境システム学科　教　授　後藤　真太郎氏

14:50 休　憩（10分）

15:00 中小都市における電子入札制度導入の効果に関する研究

長崎大学環境科学部　教　授　石崎　勝義氏

15:35 出来高部分払い方式による公共工事マネジメントシステムの開発

東京大学大学院　新領域創成科学研究科　教　授　國島　正彦氏

16:10 「ボクの村のトンネル」映写

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）

研究助成事業成果報告会開催のご案内
JACICでは、当センターの事業に合致した研究企画

案に対し、研究助成を実施しています。平成14年度は

10件のテーマについて実施をいたしました。

この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果

の報告会（参加費：無料）を開催いたします。当セン

ターの賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の

皆様のご参加をお待ちしています。参加申込書はホー

ムページからダウンロードできますので、それをご利

用ください。

なお、本報告会は、土木学会CPDプログラムとして

認定されています。

建設技術審査証明第２回技術報告会のご案内
現在、建設分野における技術開発は、重要な課題と

なっています。JACICを含む国土交通省所管の14の公

益法人が組織する建設技術審査証明協議会では、民間

において自主的に開発された新しい建設技術の活用促

進に寄与することを目的として、｢建設技術審査証明

事業｣を行っています。この事業は、新技術に関する

「技術審査」及び「証明」を行い、あわせて「普及活

動」に係わる学修を行うものです。

建設技術審査証明協議会では、平成14年度に審査証

明された各分野の優れた建設技術を紹介し、その利用

促進を図るため、下記の報告会を開催します。

なお、当日は、JACICで発行している「2003最新建

設技術ガイドブック」を特別価格945円（本体価格900

円）で販売しますので、この機会に購入されることを

お薦めします。

【建設技術審査証明第２回技術報告会概要】

開催日：平成15年11月18日(火)

時　間：10：30～17：00（予定）

会　場：TOCビル(東京卸売りセンター）13階

（東京都品川区西五反田７－22－17）

聴講料：無料

後　援：国土交通省（予定）他

（企画調整部　参事　柳沢成一）



・四国地方センターCALS/EC推進室の活動状況

四国地方センターでは、CALS/ EC体験コーナーを

設置し電子入札の疑似体験システムや電子納品要領

（案）に準拠した成果品作成支援ソフト・CADソフト

等を使用しての操作講習等を実施しています。

また、四国内の発注機関、業界団体等が主催する講

習会向けに講師派遣等のご協力もさせて頂いておりま

す。最近では体験コーナーで使用している電子入札の

体験システムをそのまま使用し、参加者の方に実際の

操作をして頂きながら操作画面を説明する形をとって

います。以前までのスライドを使った概念的な話に比

べ、より具体的で分かりやすい内容になっています。

四国地方のCALS/ECの最新情報や体験コーナーの

ご利用案内・予約状況等に関してはホームページに掲載

しております。ぜひ一度ご覧ください。また、「このよ

うな情報が欲しい」等のご意見・ご要望等ございました

ら、四国地方センターまでＥメールでお寄せください。

ＵＲＬ：http://www8.ocn.ne.jp/̃jacicsk/

・「くらしと技術の建設フェアin松山」に出展します

土木・建築に関する最新技術・研究成果を紹介する展

示会「くらしと技術の建設フェア」に今年も出展いた

します。建設フェアは四国4県を順に開催されており、

今年は松山市の愛媛国際貿易センター（アイテムえひ

め）にて11月21日（金）、22日（土）の2日間開催されます。

当センターではCALS/ECの紹介と共に各種体験コー

ナーもご用意しておりますので、ぜひ一度お立ち寄りく

ださい。たくさんの方のご来場をお待ちしております。

（四国地方センター　参事　後藤良夫）

２００３.１１月号

地方センターコーナー

四国地方センター活動報告

昨年の会場の様子

地方センター

中部

近畿

中国

四国

九州

開催期間

2003.11.12～2003.11.13

2003.11.27～2003.11.28

2003.11.14～2003.11.15

2003.11.21～2003.11.22

2003.11.18

建設技術フェア名称

建設技術フェア2003 in 中部

建設技術展２００３近畿

土木の日フェアー　しまね建設技術展２００３

平成１５年度「くらしと技術の建設フエアー」

土木の日in大分

１１月中に予定されている建設技術フェア等

「2003最新建設技術ガイドブック」発刊予定
JACICでは、最近５年間に評価・証明を受けた技術

を掲載した「２００３最新建設技術ガイドブック」を

10月末に発刊する予定です。

本書には、以下の３種類の最新技術を掲載します。

1）建設省が公募した課題に対し、民間が研究開発した

技術を評価して公表する「建設技術評価制度」（平

成９年度以降休止）。

2）民間において自主的に開発された技術を建設大臣が

認定した機関が審査証明して公表する「民間開発建

設技術の技術審査・証明事業」（平成13年１月６日

廃止）。

3）民間において自主的に開発された新しい建設技術を

建設技術審査証明協議会の会員である国土交通省所

管の14の公益法人が技術審査及び証明を行い公表す

る「建設技術審査証明事業」（平成13年1月10日設立）。

平成14年度には「建設技術審査

証明事業」により77技術が審査証

明されましたが、本書には新技術と

して43技術を掲載します。

当書籍は、全国主要書店及び政

府刊行物取扱所でお求めいただけ

ます。書店等で注文される場合は、

「東京官書普及(株)取扱いの書籍」

です。また、当センターへ直接お申し込みされても、

お求めいただけます（送料が別途かかります。１冊の

場合310円です。）。

○定価：1,500円（本体価格1,429円）

○問い合わせ先：企画調整部

ＴＥＬ.03-3584-2404 ＦＡＸ.03-3505-2966

（企画調整部　参事　柳沢成一）

JACIC通信
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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。

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

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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)

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）

9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 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく

住宅性能表示制度の実施状況について（平成15

年7月末時点） （住宅局）

18日　主要建設資材需給・価格動向調査結果〈建設資

材モニター調査：平成15年8月1日～5日現在〉

（総合政策局）

18日　平成15年都道府県地価調査結果に関する国土交

通事務次官コメント （土地・水資源局）

22日 「合流式下水道の改善及び水処理の高度化」の状

況について （都市・地域整備局）

30日　平成15年十勝沖地震後に発生している地殻変動

について （国土地理院）

【公募情報（国・公団等）】 212件

【公募情報（地方公共団体）】975件

【地方整備局ニュース】

２日　名古屋圏広域防災ネットワーク整備・連携方策

検討委員会（第3回）における議事概要につい

て （中部地方整備局）

12日　一般国道47号「鳴子バイパス」の開通について

（東北地方整備局）

12日 「能登半島広域連携観光交流推進協議会」が選定

されました。 （北陸地方整備局）

29日　アスファルト舗装工事暫定技術審査基準（案）

の試行について （関東地方整備局）

29日　大阪府版「業績計画書」の策定について

（近畿地方整備局）

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。


