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ニュースと解説

平成15年12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

１．建設情報標準化推進計画に基づき活動

当センターでは平成12年5月に公表された「建設情報

標準化ビジョン」の趣旨に則り、建設分野全体という大

きな視点から標準化活動を捉え、既存の標準を尊重し

つつ、標準間の調整を行うことや、必要な場合には新

たな標準の開発を行う場として、同年10月に産官学共

同の委員会を設置しました。これが「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）であり、

JACICの情報標準化活動の中心的な場となってきまし

た。平成13年６月に委員会は「建設情報標準化推進計

画（第一次三ケ年計画）」を策定し、これに従って、

これまでの活動を続けてきました。

２．各小委員会における活動実績　

建設情報標準化委員会は、４つのテーマを扱うため

図１のように４つの小委員会を構成しておりますが、具

体の作業は小委員会の下部に組織されるWGやサブWG

の中で行われてきました。平成15年度は三ケ年計画の

最終年の活動を進めています。今年度の予定も含めて

これまでの３年間すなわち第一次計画終了時に作成さ

れる標準類をまとめると以下のようになります。＊1

３．委員会活動の意義と今後の活動

この委員会の発足により、「建設情報」ははじめてラ

イフサイクルを通じた調整がとれるようになった、と

言うことが出来ます。各プロセスでの最適化を各々考

えて来た建設情報標準の領域で、はじめて全体最適化

を論じることが出来る場が提供できるようになったと

考えております。

建設情報標準化委員会の2003年度は次期三ケ年を考

える時期にもなっております。このため、委員会の下

部組織である幹事会の方では既に次期計画について集

中審議が始まっております。そして来る2004年６月頃

には第二次推進三ケ年計画が策定されることになって

おります。ここでは各テーマ・小委員会も再構成され、

名称・守備範囲も若干変わる予定です。また小委員会

の各委員は再公募とすることを考えています。

（URL=http://www.jacic.or.jp/hyojun/committee.htm）

（標準部　主任研究員　河内康）

建設情報標準化委員会3年間の活動

図２　建設情報と委員会の関係

図１　委員会の構成

コード小委員会
（1）建設情報標準分類体系（ＪＣＣＳ）ｖeｒ１開発
（2）個別コードの検討

電子地図/建設情報連携小委員会
（1）位置情報を整理、納品要領の中に記述
（2）ＤＭ－ＳＸＦ交換標準（素案）の策定

成果品電子化検討小委員会　
（1）電子納品要領・基準　計17個の策定・調整・出版

ＣＡＤデータ交換標準小委員会
（1）ＳＸＦｖeｒ2、ｖeｒ３の開発
（2）IＳO10303との整合性の確認

＊１　成果は平成15年度末までのものを含んでいます。

建設情報の流れ

建設情報の流れ

○○学会 ××協会 
調査・計画 

△△研究所 ×○協会 
設計・積算 

☆☆☆センター 
入札・契約 

○△協会 

ライフサイクルに 
おける各ステージ 

ライフサイクルの各ステージ 
間を流れる情報 

該当する場面で標準化を 
推進している既往の団体 
 

凡例 

×△協会 
工事・施工 

△○センター ×□協会 
維持・管理 

建設情報 
標準化 
委員会 

建設情報 

建設情報 

建設情報 

建設情報 

建設情報 



２００３.１２月号

電子入札国際標準化
JACICでは国土交通省の指導のもと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い

ます。この度、9月に韓国（ソウル）でUN/CEFACT

FORUM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 FORUMとは

UN/CEFACT FORUMは「国連による行政、商業、

運輸のための実務と手続き簡易化センター」が開催す

る国際会議で、昨年9月の旧UN/CEFACT EWGの組

織改編に伴い発足しました。原則として年に2回（3月、

9月）に開催され、様々な業界で行われている電子デ

ータ交換（EDI）標準の検討、策定などを行っています。

JACICの関与する電子入札国際標準化の活動は、

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

昨年3月に開催されたUN/CEFACT国際会議（バル

セロナ）において、日本の電子入札の取り組みを紹介

しました。その結果、建設部会のロンギ議長(仏)の推

薦により、電子入札国際標準化プロジェクトをわが国

が幹事国となって進めることとなりました。

電子入札国際標準化プロジェクトは、昨年9月に開

催されたUN/CEFACT FORUMジュネーブ会議で正

式に発足し、当初フランス、オランダ、スウェーデン、

デンマーク、日本からの参加があり、現在では英国、

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。

JACICではこれまでに2回のFORUMと2回の中間会

議に出席し、電子入札国際標準化案の提案、審議を行

ってきました。

３．電子入札の国際標準化現状

本プロジェクトは、業界横断的な電子入札のプロセ

スと情報項目の標準化について、第一の目標期間を

2003年12月として活動してきました。プロジェクトの

対象範囲は「全入札対象物（工事、サービス、物品）

の全入札方式（一般競争、指名競争etc.）」となってい

ますが、わが国としてはまず2003年12月までに「工事

（一般競争入札）」にしぼって原案作成作業を行うこと

が5月の会議で決定しています。

プロセス、データ項目に関してはJACICとSCOPEと

共同で開発した電子入札コアシステムを基に、他業界

（建設以外）や諸外国のプロセスと比較検討を行った

上で標準案を作成してきました。

これらはUN/CEFACTのモデリング手法（UMM）

により表記され、今後他部門との調整等を経て電子入

札国際標準化の最終ドキュメントとなります。

４．UN/CEFACT FORUMソウル会議

第3回UN/CEFACT FORUMは9月15日から19日に

かけてソウルのCOEX Conference Centerで開催され

ました。

本会議では日本から提示された工事（一般競争入札）

を対象とした原案について審議が行われました。数量

明細書（Bill of Quantity）に関してはフランスが11月

までに原案をまとめ、日本の原案と合わせて12月まで

に標準案第1版としてまとめることとなっています。

また、12月以降の取り組みとして工事（指名競争入

札）、サービス（コンサルタント業務等）への範囲拡

大について1月のTBG6パリ中間会議で具体的計画を検

討する予定です。物品調達については、電子調達に関

連する他の作業グループとの連携や共同作業が重要と

なるため、次回のFORUM（3月にブリュッセルで開催

予定）まで部会横断的な会議の場合、議論を行うこと

が決定しました。

５．今後の展開

今後は、UN/CEFACT内の他グループとの調整をはじ

め国際標準化に必要な手続きを進めつつ、参加各国と

協力して第一の目標期間である2003年12月に向け、工

事（一般競争入札）の標準化最終案の検討を進める予定

です。また、来年1月の中間会議、3月のFORUMでの検討

をふまえて標準化の対象範囲を順次拡張する予定です。

（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）

CALS/ECコーナー

（会議場、展示場、ホテル及び広大なショッピングモールが
一体となったCOEX Conference Center）



２００３.１２月号

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。
e-BISCセンターでは、皆様から寄せられた問合せ内

容をＦＡＱ（よくある質問と答え）にとりまとめ、ホ
ームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）に掲載してい
ます。ＦＡＱを有効にご利用していただきますようお
願いします。 （e-BISCセンター　次長　池田　護）

10月分

3,521件

3,505件

累　計

19,430件

15,879件

項　　目

案件登録

開　　札

累　計

29,325件

4,800件

357件

60件

914件

35,456件

10月分

3,192件

90件

42件

8件

106件

3,438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

JACIC便り

第５回建設情報研究所研究発表会を開催
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おります。

本年度も第５回として、去る平成15年10月16日（木）に明治記念館（東京都港区元赤坂）において、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。当発表会の模様は、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。

また、発表会で使用した資料集は賛助会員の皆様には送付させていただきましたが、若干の余部があります。ご

希望の方は、必要部数、送付先（住所、会社名、担当者名、電話番号）等を企画調整部までFAX（03-3505-2966）

をお願いいたします。無料にて送付いたします。

（企画調整部　参事　徳重政志）

研究課題発表
標準部
１．標準部における研究動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　塚原　弘一
２．建設情報標準分類体系（ＪＣＣＳ）の開発　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　中川　隆治
３．電子地図と建設情報の連携に関する標準　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究員　小野　剛史

研究第一部
１．研究第一部における研究動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　衛門　久明
２．ＯＳに依存しない土木積算システムの研究　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　八巻　悟
３．汎用ＧＩＳ表示（切り絵）システムの研究　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　三宅　基裕

研究第二部
１．研究第二部における研究動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　足立　徹
２．道路ＧＩＳの利活用および事業効果の検討　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　竹内　洋一
３．アスファルト舗装施工体制データベース開発等業務　　　　　　　　　　　主任研究員　岩切　昭義

研究第三部
１．研究第三部における研究動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　堀野　正勝
２．ＧＩＳポータルサイト「ＧＩＳデータブック」のリニューアル　　　　　　主任研究員　長谷川浩志
３．ＧＩＳと市町村合併　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任研究員　阿部　融

CALS/EC部
１．CALS/EC 部における研究動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　寺川　陽
２．図面情報の高度利用を目指すSXF Ver.3.0の取り組み　　　　　　　　　 主任研究員　溝口　直樹
３．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　　　　　　　　　研究員　望月　義明



２００３.１２月号

JACIC NET リニューアルオープン
～更なる情報の活用に向けて～

いつもJACIC NETサービスのご利用有り難うござ

います。

この度、サービスご利用者様からのご要望として挙

げられた以下の3点を重点的に踏まえ、平成15年10月

19日よりリニューアルオープン致しました。

・どこにどんな情報があるか分からない

・ここのデータを探すのに手間が掛かる

・メニュー名が分かりにくい

変更箇所は以下の通りですが、詳細については、

JACIC NET内「サービス改変のお知らせ」

（ http://www.extranet.jacic/v04/f_osirase1.html ）を

ご参照下さい。

１． TOPページ

TOPページ最上部に並んでいるメニューにカーソル

を持って行くと、各々のサブメニューがプルダウンで

表示され、１クリックで詳細ページへ飛べるようにな

りました。

２．メニュー名称の変更

下表にあるメニューは名称のみの変更で、サービス

内容に変更はありません。

３．サービス終了メニュー

誠に勝手ながら、「ひろば」「お知らせ」「公共測量」

「今年度工事事務所等概要」「最新建設工法」等のサー

ビスを終了とさせて頂きました。

現行

電子メール

ニュースヘッドライン

掲示板

掲示板全文検索

リニューアル後

メール

過去記事／日付で探す

過去記事／カテゴリーで探す

過去記事／タイトルで探す

「建設情報標準化セミナー2003」開催報告

当センター主催の第4回建設情報標準化セミナーが

虎ノ門パストラルにおいて、外部の講師等を招いて11

月4日（火）に開催されました。

当日は，朝から好天に恵まれ委員会関係者、国・自

治体の建設行政担当者及び建設の業界関係者等から昨

年を上回る約240名の参加があり、会場は終始満席状

態が続き、途中退席する参加者もほとんどなく講師の

熱弁に聞き入っていました。

このセミナーの目的は、建設分野全体の標準化活動

について、その意義、内容、行政やビジネスへの展開

可能性等の話題を行政、業界関係者等にお知らせし、

標準化活動の理解を深めていただくことにあり、当セ

ンターに標準部及び建設情報標準化委員会が設置され

た平成12年度から毎年開催されています。

今回のテーマは、「標準化の活動と今後の展望」と

して、プログラムの演題に沿って、各講師からそれぞ

れの立場で講演していただきました。講演の中で千葉

工業大学寺井助教授には、建設情報に関連した標準化

の動向、ISO関連標準化の動向及び標準化の要件に関

わる話をしていただき、国土交通省国土技術政策総合

研究所奥谷室長には、電子納品の課題と建設分野にお

けるBPR（事業改善）から提起される標準化の適切な

対応について、それぞれ講演をいただきました。

また、当センターから塚原部長が、三箇年推進計画

における各小委員会活動の成果と今後の課題につい

て、同じく宮永主任研究員が，CADデータ交換標準

（SXFVer3.0）について、中川主任研究員が、コード

小委員会における建設情報標準分類体系（JCCS）の

開発状況について、 河内主任研究員が、2004年度から

始まる次期推進計画の考え方についてそれぞれ講演し

ました。

特に、今回は、建設情報標準化の諸活動に関して幅

広く講師の方々にお願いしましたので、アンケート結

果では、講演内容について半数以上の方が有意義だっ

たと回答しており、標準化の諸活動に関して幅広く理

解を深めていただいたものと思います。

今後も標準部では、建設情報の標準化の広報に更に

努めるとともに標準化活動の推進に取り組んでいきた

いと思います。

（標準部 次長 山本　翔）
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季刊誌「Repis」2003秋号を発刊
～特集：地域の再生～

■　季刊誌「Repis」の概要

JACICでは、国土交通省総合政策局事業総括調整官

室の監修の下、地域の個性を生かした活力ある地域づ

くりを支援するため、地域整備に関する総合的・効率

的な各種情報（プロジェクト、施策情報、統計データ

等）を提供する「Repis（Regional Planning Information

System：地域整備情報システム）」を運用しています。

季刊誌「Repis」は、この活動の一環として、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

っている地域づくりのための情報誌です。

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

しております。

■　秋号の特集テーマ：地域の再生

平成13年5月：内閣に都市再生本部の設置、平成14

年6月：都市再生特別措置法の施行等、政府の動きに

合わせて国土交通省でも同時期に都市再生の推進を目

指した関連法制の改正が行われました。

特に地域づくりにおいては、個性ある地域の発展に

より多様で活発な交流と経済活動の実現が求められて

おります。そこで、交流人口を拡大するため、各地域

の工夫や知恵を活かした取り組みにより、地域の魅力

を打ち出していくとともに、交流活動を支える交通ネ

ットワークを構築していくことが重要です。

このような背景の下、本秋号では交流人口の拡大を

目的とした「地域の再生」をテーマに、地域の再生活

動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

でご利用頂いております。また、前述したRepis（地

域整備情報システム）はインターネットにより情報を

一般公開【http://www.jacicrepis.ibs.or.jp】しており、

本誌についても閲覧することができますので、こちら

にもアクセスして下さい。

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

二部（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）

JACIC通信

４．その他

その他、操作性においてご利用者様サイドに立ち、

以下のような変更を行いました。

（１）どのページからでもご希望のページへジャン

プします

（２）詳細記事のカテゴリーが明確になりました

（３）ヘルプページが見やすくなりました

（４）設定や変更が行いやすくなりました

引き続き、ご利用者様のご要望に沿えるよう、サー

ビスを向上させていく所存でございます。今後とも

JACIC NETのご愛用をお願い申し上げます。

（情報管理部　副参事　吉田吉孝）

TOPページメニュー選択

リニューアル後TOPページ



○九州建設技術フェア2003 in 熊本に出展（平成15

年10月15，16日・熊本）

10月15，16日、グランメッセ熊本を会場として開催

されました「九州建設技術フェア2003 in 熊本」（主

催：九州建設技術フェア実行委員会）に出展いたしまし

た。この展示会は、「未来と社会を支える人と技術」を

テーマに業界の先端技術の情報交換・交流の場の提供

とその活用・普及促進を目的として開催されています。

当センターのブースでは、電子入札、電子納品をは

じめとするCALS／EC、CORINSやTECRISの紹介を

行いました。また、電子入札コアシステムの最新バー

ジョンである「電子入札コアシステムVer.3.0」を公開

し、過去に実際に入札が行われた案件でのデモンスト

レーションを行いました。その際は、ブース前に人集

りができるほどの大盛況となり、ご好評いただきまし

た。

「電子入札コアシステムVer.3.0」では、①サーバー

の処理時間が50%以上短縮 ②マルチプラットフォーム

対応 ③LGPKI対応 ④物品調達機能 ⑤発注機関および

応札業者の要望対応等々、Ver.2と比べて大幅な機能

向上が図られる旨を説明しました。

○土木の日ファミリーフェスタ2003に出展（平成

15年10月26日・福岡）

10月26日、福岡市国営海の中道海浜公園において開

催されました「土木の日ファミリーフェスタ2003」

（主催：福岡地区土木の日実行委員会、（社）土木学会

西部支部）に出展いたしました。

当センターでは、親子で楽しんでいただくことを目

的として、電子入札の体験ゲームを出展いたしました。

当日は晴天に恵まれ、多くの親子連れの方々にご参加

いただきました。

（九州地方センター　センター長　　桃坂　繁）

２００３.１２月号

北海道地方センター活動報告

北海道地方センターでは、5月26日から8月8日に開

催された、北海道開発局と北海道建設業協会共催の電

子入札体験講習会に講師派遣・機器類の提供等をご協

力させて頂きました。この講習会は電子入札コアシス

テムのデモ機を使用して、受注者3人、発注者側2人で

操作、発注者側の操作は開発局職員が行ない、受注者

側は協会員が操作を行ないました。操作できる機器が

5台と言うことで、操作できない受講者の為に、双方

の画面をスクリーンに映して講習会を実施し、「普段

は見られない発注者側の操作画面が見られたので、よ

り分かりやすい講習会だった」と好評でした。

当センターでは、まだ電子入札システムの操作に不

10会場別の参加者数（ ( )は、発注者で内数）

開催地

帯　広

旭　川

網　走

室　蘭

稚　内

小　樽

札　幌

留　萌

釧　路

函　館

日　程

5/26～5/30

6/2～6/6

6/9～6/13

6/16～6/20

6/23～6/27

6/30～7/4

7/7～7/18

7/22～7/25

7/28～8/1

8/4～8/8

参加人数

105( 15)

282( 25)

242( 20)

211( 32)

97( 12)

147( 16)

369( 41)

110(  8)

81( 15)

79( 22)

1,723(206)合 計

地方センターコーナー

九州地方センター活動報告



２００３.１２月号

電子基準点シンポジウム
～電子基準点の高度利用に向けて～

主　催 国土交通省国土地理院／電子基準点を利用したリアルタイム測位推進協議会

日　時 平成１５年１２月１０日（水） 13時00分～16時00分（12時00分開場）

会　場 安田生命ホール　ＪＲ新宿駅西口徒歩１分（入場無料）

東京都新宿区西新宿１－９－１　

挨　拶 国土交通省国土地理院長　星埜　由尚

講　演 「電子基準点のリアルタイム化推進の現状と将来 ～　電子基準点の高度利用に向けて　～　」

国土地理院測地観測センター　衛星測地課長　大瀧　茂　　

「ＦＫＰ方式によるリアルタイム精密測位サービスPASと将来展開」

三菱電機　ＩＴ宇宙システム推進本部開発専任　樋口　博　

「通信事業者による位置情報サービスの動向と将来」

ＫＤＤＩ（株）au事業企画本部auサービス開発部課長　阿部　秀貴

「ＩＣタグの現状と近未来ビジョン～位置情報の応用事例紹介」

大日本印刷（株）ＩＣタグ事業化センター副センター長　石川　俊治

「金沢市における電子基準点利用によるリアルタイムＧＩＳの取り組み

～　埋設管のリアルタイム更新実証実験　～」

金沢市都市政策部情報政策課主任主事　遠藤　岳史

「電子基準点と平成検地」

岐阜県土地家屋調査士会副会長　小野　伸秋

おわりに 電子基準点を利用したリアルタイム測位推進協議会長　柴田　正雄

問合わせ シンポジウム事務局

（社）日本測量協会

〒173-0004東京都板橋区板橋1-48-12 TEL 03(3579)6816

安のある方、まだ電子入札を体験したことの無い方向

けの電子入札体験も実施しております。

開催日等の案内は当センターのホームページに掲載

しております。

また、電子納品に関してはCAD操作講習会も企画中

ですのでホームページをご確認の上、お申し込みくだ

さい。

http://www.jacic.or.jp/locality/hokkaidou/top/topp

age.html

（北海道地方センター　参事　管原　進）
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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）

10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】

３日 『観光カリスマ百選』選定結果について（第４

回委員会の結果） （総合政策局）

20日　入札監視委員会の議事概要について（大臣官房）

24日　平成14年度水環境における内分泌かく乱物質に

関する実態調査結果について （河川局）

30日　道路局ホームページの全面リニューアルについ

て （道路局）

31日　電子基準点シンポジウム～電子基準点の高度利

用に向けて～を開催 （国土地理院）

【地方整備局ニュース】

17日 『あんたの話も聞いたろ、わたしの話も聞いてや』

（近畿地方整備局）

23日　砂防堰堤のコンクリート打設を無人化施工で実

施！！ （関東地方整備局）

24日　平成14年度一級河川の環境ホルモン調査結果ま

とまる （東北地方整備局）

【公募情報（国・公団等）】 225件

【公募情報（地方公共団体）】719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。

秋の叙勲受章　おめでとうございます
２００３年秋の叙勲で財団法人日本建設情報総合センターに元勤務されていた３人の方が受章されましたのでご紹介します。

☆ 瑞宝重光章
建設行政事務功労　　　萩原兼脩 70歳 （元建設技監、元財団法人日本建設情報総合センター理事長）

☆ 瑞宝中綬章
建設行政事務功労　　　杉山好信 70 歳（元国土地理院長、財団法人日本建設情報総合センター理事）

☆ 瑞宝中綬章
建設行政事務功労　　　宮原克典 70歳 （元東北地方建設局長、元財団法人日本建設情報総合センター理事）

瑞宝章は公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者が授与されるものです。おめでとうございます。

（総務部　部長　大島光勝）


