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ニュースと解説 

　JACICは、経営方針及び品質方針にもとづいて、各

部門毎の品質目標を立てて品質の確保に努めます。 
　ISOを取得しようとした動機は、組織内の仕組みの

弱さを克服することでありました。経営者の陣頭指揮

のもと、徹底的な仕組みの見直しがISOの規格要求事

項に準拠して実施され、初期の目的を達成しつつあり

ます。 

　JIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）取得することによる

メリットには、顧客満足の向上と品質の安定化があげ

られます。 

　JACICでは、一層の顧客満足の向上を図るため、お

客様からの苦情、要望、賞賛等の御意見を最大限に尊

重し、製品の品質を確保することを確実にするために、

JIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）適格に実施します。 

（企画調整部　参事　藤森　修） 

JIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）認証を取得しました 
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認定書授与式 

【経営方針】 

　当センターは、産官学と連携し建設分野に最新

の情報技術を効果的に導入するとともに、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、建設マネジメント技術の向上を図る等の諸

事業を通じ社会に貢献する。 

 

【品質方針】 

　当センターは、経営方針に基づきJIS Q 9001：

2000（ISO 9001：2000）の品質保証・顧客満足の向上を

目指す活動を積極的に推進し、優れた成果品及び

サービスを供給することにより顧客の期待に応え、

信頼を得るとともに社会的責任を果たす。 

JIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）認証取得に至る主な活動 
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2003/12/18 

2003/12/19 

 

2003/12/25

2003年12月25日認定書授与 

右：MSA代表取締役社長　吉野　弘泰 氏 
左：JACIC理事長　　　　 豊田　高司 

　JACICは、全業務を対象に2003年６月１日から、

JIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）の運用を開始し、2003

年12月18日付でJIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）認証を

取得しました。 



２００４.２月号 

　国土交通省の直轄事業においては、CALS/ECアク

ションプログラム フェーズ３の最終年となる2004年

に向かい、電子入札、電子納品の本格運用が開始され

ています。このような中、JACICにおいては平成13年

度から３年間、建設分野の情報化についてのランダム

抽出によるアンケート調査を実施してまいりました。

ここに、過去三年間の情報化整備における傾向の考察

も踏まえ、調査結果を発表しました。調査結果が広く

活用されることを期待すると共に、JACICは皆様のニ

ーズにあった今後のサービス提供を考えてまいります。 

　３年間の調査結果をまとめて、JACICホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）において、公表しています

のでご覧下さい。 

１． 調査概要  
調査時期：平成15年10月 

調査対象：建設企業（土木・建設工事業、専門企業）

　　　　　及び建設コンサルタント企業 

回収状況：　　　　　　　回答数/発送数（回収率） 

　　　　　建設企業　　　　　　571/1404（40.7%）

 　　　　建設コンサルタント企業 169/396（42.7%）

調査方法：インターネットまたは紙による自記入方式 

調査項目： 

全体的に高速化が進んでいます。 

（２） セキュリティ対策  
・情報セキュリティポリシーの策定は、両業種の大

規模企業においても昨年度とあまり変わらず、「策

定」「策定中」を含めると、６割程度にとどまっ

ています。小規模企業においては、「策定」「策定

中」の割合が数％に過ぎず、全体としても前年度

と比較して変化が見られず、低い割合にとどまっ

ています。 

・ファイアウォールの導入については、両業種とも

全体で５割を超えており、ワクチンソフトについ

ては、導入済みが９割を超え、ほぼ整備が整って

います。 

（３） 情報化の推進・活用  
・IDC（サーバ等を預かりインターネットへの接続

回線や保守・運用サービスなどを提供）やASP（ア

プリケーションをインターネット経由で提供、貸

与するサービス）などは、両業種ともに大規模企

業を中心とした利用にとどまっています。 

（４） CALS/ECへの対応 
・CALS/ECへの取り組みは、両業種ともに「発注

者に合わせて」が７割弱と昨年度とあまり変わら

ず、企業の取り組み体制は進みつつあるものの、

具体的な実施は発注者次第となりつつあると考え

られます。  

・電子入札は両業種とも規模が大きくなるほど実施

している傾向にあり、全体で約６割の企業で実施

されています。 

・電子納品は建設コンサルタント業では約７割の企

業で実施されているが、建設業では対象がまだ限

定的であるせいか約３割と低い割合にとどまって

います。 

・電子入札の問題点は、両業種の実施企業ともに「時

間的拘束が大きい」「複数案件が重なった時の対

応が難しい」「発注者ごとに仕様が異なり統一さ

れていない」等が挙げられています。 

・電子納品の問題点は、両業種の実施企業ともに「手

間がかかる」「発注者が理解していない」等が問

題として挙げられ、建設業においては特に「コス

トとがかかる」が挙げられています。 

（５） 建設業の現場における情報化の実態  
・情報技術の活用事例として、データの電子化によ

る情報共有が可能となり、施工図面管理、Eメー

ルによる工事打ち合わせ等の作業効率や能率の向

上が挙げられています。 

・情報技術適用の問題点として、技術者のスキル不

足のため現場人員確保が困難、PC導入や管理の

コストがかかる、セキュリティへの不安等が挙げ

られています。 

（情報管理部　参事　立花修二） 

平成15年度　建設分野における情報化の現況 

項　目 

企業情報 

 

情報基盤の現状 

 

セキュリティの対策 

 

情報化の推進・活用 

CALS/ECへの対応 

 

現場における情報化 

の実態 

（建設企業のみ） 

調　査　内　容 

社員数、資本金、売上高など 

社内のネットワークインフラ環境 

インターネット技術の利用環境 

社外向けホームページ開設の状況 

情報セキュリティポリシーの策定 

セキュリティ対策の現況 

情報化の推進状況 

CALS/EC全般への取り組み  

電子入札への対応 

電子納品への対応 

情報技術の活用状況 

情報機器の活用 

現場と本・支店との間の情報交 

換の方法 

２． 調査結果  
本調査より得られた主な結果は以下の通りです。 

（１） 情報基盤の現状  
・インターネットへの接続環境は、業種及び企業の

規模、資本金を問わずほぼ整備されており、

LANの構築、イントラネットの導入等についても、

大規模企業を中心に整備され、小規模企業におい

ても徐々に進みつつあります。 

・平成14年度に比べ、建設業においてはADSL（電

話線などの従来の金属線を利用した高速通信技術）

への移行が増加し、建設コンサルタント業におい 

ては光ファイバーへの移行が増加する傾向にあり、 
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１．はじめに 

　電子政府・電子自治体の実現に向けて、インターネ

ットを介した行政サービス向上に向けた取組が社会の

いろいろな分野で積極的に進められています。 

　本稿ではその一環として電子入札の普及状況につい

て紹介します。 

２．電子入札の背景 

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」が平成13年度から施行されたのを機に国土交通

省では平成13年11月から直轄の工事案件について電子

入札の導入を開始しました。平成13年度は約100件か

らスタートし、平成15年度には当財団と財団法人港湾

空港建設技術サービスセンター（SCOPE）が共同開

発した電子入札コアシステム（以下「コアシステム」

と言います）を活用し、すべての直轄工事及び業務案

件に適用しています。又、総務省では平成14年10月よ

り物品・役務の調達を対象として電子入札を開始しま

した。 

　他の中央省庁や自治体等の公共発注機関においても

各種の入札に対応可能な汎用性の高いコアシステムを

採用した電子入札システムの構築・運用が進んでいます。 

３．電子入札コアシステムの開発状況 

　平成14年６月コアシステムバージョン1.0を提供以

降同年10月のバージョン2.0では民間認証局における

複数認証局対応やGPKI（政府認証基盤）対応等また

平成15年６月のバージョン3.0ではマルチプラットフ

ォーム対応（UNIXに加えWindows及びLinuxのもと

での稼動）や処理速度の大幅な向上等順次機能の充実

や性能の向上を図ってきています。  

　平成15年10月のバージョン3.1では電子署名プロセ

スの一部をオプション化し処理速度の一層の向上を実

現しました。  

　平成16年度に提供開始予定のバージョン4.0では、

商業登記に基礎を置く法人認証の仕組みへの対応に加

え、ユーザ等から寄せられた意見や要望をふまえて操

作性を向上することとしています。 

　その後もIT技術の進捗をにらみながら発注者及び 

応札者双方にとってより使い勝手の良いシステムとな 

るよう継続的なバージョンアップを図ってまいります。 

４．電子入札システムの採用状況 

　図-1は平成15年12月末現在での都道府県における電

子入札システム採用状況（システム構築中のところを

含む）を示しています。 

電子入札の普及 

５．今後の自治体における電子入札の動向 

　今後、市町村においてはシステムの整備・運用に係

るコストや業務負荷軽減の観点から、例えば都道府県

単位での共同運用が行われるケースが増えてくるもの

と想定されます。 

　コアシステムは、共同利用型にも対応する機能を有

しており、自治体のかかえるニーズに合わせ、例えば

予算・契約管理や工事進捗管理などの関連業務とのシ

ステム連携による運用も可能となっています。 

（CALS/EC部　主任研究員　岡本勝美） 

　又、市町村では以下の表-1のように採用が進んでい 

ます。（共同利用を含む。網掛けはコアシステム採用） 

岩見沢市 

宇都宮市 

つくば市 

江戸川区 

横須賀市 

長 岡 市  

松 阪 市  

豊 中 市  

吹 田 市  

高 槻 市  

枚 方 市  

八 尾 市  

寝屋川市 

羽曳野市 

福 井 市  

下 関 市  

佐世保市 

長 崎 市  

自　治　体　名 

CALS/ECコーナー 

コアシステム採用 

独自システム採用 
岩手県 

茨城県 

栃木県 

埼玉県 

東京都 岐阜県 

三重県 

静岡県 
大阪府 

兵庫県 

徳島県 

福岡県 

佐賀県 

長崎県 

17団体 

山形県 

石川県 

岡山県 

表-1　市町村における電子入札システム採用状況 

図-1　都道府県における電子入札システム状況 
        （平成15年12月末現在） 
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　電子入札は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。 

　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） 

電子入札コーナー 

回　　　答 

　発注者より指名を受けたICカードを
セットの上、電子入札システム「調達
案件一覧」画面、「受領確認／提出意
思確認書」枠の「通知書」欄にある「表
示」ボタンより確認いただく。その後
「提出」欄にある「提出」ボタンより
受領確認書を提出するようご案内。 

入札案件登録・開札の状況 

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。12月の問合せは、発注者276件、応札者1,821件、

合計2,097件でした。なかでも、電子入札システムの

操作に関係する質問が多くありました。主な問合せ内

容と回答は、次のとおりです。 

項　目 

案件登録 

開　　札 

12月分 

2,650件 

3,109件 

累　計 

24,869件 

21,658件 

問い合わせ
内容 

指名通知書
の確認方法 

回　　　答 

　日本道路公団のサービス開始に伴い、
利用者端末に環境設定ツールで設定を
追加する必要があるため、その設定値
についてご案内しています。 
その上で、環境設定ツールは認証局ご
とに異なるプログラムである為、設定
ツールに操作方法については認証局に
ご確認いただくようご案内もあわせて
行っています。 

問い合わせ
内容 

時刻表示が
出ない 

JACIC便り 

　当センターでは、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おり、平成14年度には10件の

研究助成を行いました。昨年11月に「研究助成事業成

果報告会」を開催しましたが、この報告会で発表され

なかった５件の研究について、１月号から研究助成成

果概要を掲載しています。本号では、東京大学大学院

の阿部先生の研究を紹介します。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

平成15年度  研究助成成果概要（その2） 

第2002－6号 

事故・災害時の初動体制を想定した情報
共有プラットフォームの提案に関する研究 

東京大学大学院　助教授　阿部　雅人 

　構造物管理者にとって地震等の大規模災害時には、

管理する構造物の状況を把握し、迅速に対応すること

が求められる。道路・鉄道などの交通ネットワークに

ついては、規制による安全の確保だけでなく、人命救

助や災害復旧に必要な緊急車両のためのルート確保が

重要となる。 

　現状では初動体制時の大きな問題として、現場から

の情報が膨大でかつ整理されておらず、意志決定に必

要な情報を抽出するために多くの時間とコストを要す

る。また、情報が分散しており、それらを統合的に扱

うことができない。結果としてこれらの問題が意志決

定の遅れにつながり、災害復旧プロジェクト全体に大

きな影響を及ぼす。 

　本研究では、災害現場からの情報を集約的に管理す

る手法を提案する。本手法では、現場からの情報を収

集するとともに情報を自動的にスクリーニングし、構

造物管理者にとって有用な情報に変換する。また、各

連携機関との情報共有を可能にし迅速な意志決定を実

現する。 

　本研究では、まず、平常時の保全や緊急時の危機管

理に関しての情報を取り扱う社会基盤構造物マネジメ

ントシステムのアーキテクチャについて述べる。次に、

災害現場から情報を効率的に収集し、また、現場での

意志決定プロセスを支援する情報プラットフォームに

ついて述べる。さらに、膨大なデータから有用な知識

を抽出するデータマイニング技術により、橋梁の維持 
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管理記録から有効な知識が抽出できることを確認した。

また、具体的に橋梁の維持管理を取り扱う情報基盤

BridgeＭＬについてそのアーキテクチャについて説明

し、プロトタイプの構築を行った。最後に、道路構造

物の付属構造物を対象にモニタリングシステムを構築

し、災害時の情報収集や異常の検知に有効であること

を示した。 

　社会基盤構造物マネジメントシステムは、データベ

ース、アプリケーションおよびWebインターフェース

から構成される。データベースに関しては、構造物諸

元・履歴等のテキスト情報に加えて、CAD、GIS、モ

ニタリングシステムと連携させてこれらをデータソー

スとして利用することを検討している。  

　次に社会基盤施設の維持管理業務において複数の参

画者またはグループが効率的に情報交換するためのプ

ラットフォームについて検討を行った。複数のクライ

アント環境を想定したプロトタイプとして、PDAや 

PCからアクセス可能なシステムを構築した。  

　社会基盤のメインテナンスに関する情報の再利用・

有効活用を行うため、データベースから知識を抽出す

るデータマイニングを行った。その結果、いくつかの

ルールが生成され、その有効性が確認された。 

　橋梁の維持管理に関する共通の言語を策定し、複数

の事業者・組織間での情報交換を促進するためのデー

タフォーマットとしてBridgeＭＬを提案し、そのドラ

フトを作成した。またドラフトによるサンプルアプリ

ケーションを作成し、その有効性を検証した。 

　簡易型加速度計測システムRIMS（Remo t e  

Intelligent Monitoring System）を開発し、超軽量ア

プライアンスによるモニタリング情報取得に成功した。

このシステムは従来のモニタリング手法よりも施工面・

通信コスト面で有利であり、今後の社会基盤維持活動

のインフラストラクチャとしての将来性を期待できる

ものであると結論づけられる。 

・委員長挨拶 

・委員の変更紹介 

・議題 

　　１． 前回議事録の確認  

　　２． 活動報告  

　　　１） 委員会活動報告  

　　　２） 小委員会活動報告  

　　３． 次期推進計画の検討について  

　　４． その他 

建設情報標準化委員会（第8回）開催報告 
　12月19日（金）東海大学校友会館にて「建設情報標

準化委員会（第８回）」（委員長：中村英夫武蔵工大

教授）が開催され、以下のような議題が審議されました。 

議事次第 

　出席：委員26名中、24名（代理を含む） 

　　　　オブザーバー・事務局等　21名　　計45名 

 

　この委員会は、JACICが事務局を務め、毎年12月・

６月の年２回開催されてきたものであります。委員会

の下に４つの小委員会を設け具体の標準について調整

あるいは開発を行ってきたものです。 

　「小委員会活動報告」では、年度の途中ということ

で平成15年度計画に基づいた活動報告が行われました

が、質問が幾つかあったほかは了承されました。また

電子地図/建設情報連携小委員会からは、現在検討作

業が進められているＤＭ－ＳＸＦ変換標準（案）につ

いて適用事例プレゼンテーションがされました。 

　「次期推進計画の検討について」では、次期計画の

基本方針・目標等幹事会における検討内容が報告され、

これに対する審議が行われました。 

次期推進計画とは、平成16年度を初年度とする３箇年

計画のことで、今回の委員会での検討を踏まえ今後、

更に幹事会を中心に策定作業が進められ、次回の委員

会で決定される運びになっています。 

詳しくは以下の委員会のホームページをご覧下さい。

http://www.jacic.or.jp/hyojun/committee.htm  

（標準部　主任研究員　河内　康） 

写真１　委員会風景 

図１　委員会の構成 

建設情報標準化委員会 

コード小委員会 

電子地図／建設情報連携小委員会 

成果品電子化検討小委員会 

CADデータ交換標準小委員会 
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　JACICでは、建設副産物の再資源化と有効利用を推

進するため、平成14年４月から「建設副産物情報交換

システム」の全国サービスを開始し、この３月末で２

年が過ぎようとしています。この間、利便性向上のた

めのシステム改良や普及活動を進めてきましたが、今

回はこの１年間の利用状況をご報告します。 

 
１. 加入状況及び工事登録件数の推移  
　システムへの加入者数はこの１年間で倍増し、12月

末時点では公共工事発注機関441件、処理業者1620件、

排出事業者7404件の加入をいただき、特に排出事業者

が大幅に増加しています。また工事登録件数は23,867

件で、各加入者のアクセスも約24万回を超えており、

工事情報登録による情報蓄積やCREDAS機能の活用、

処理施設情報利用が加入者に定着してきたことがうか

がえます。 

 
２. 登録工事情報の活用  
　加入者が登録した工事情報は、各地方建設副産物対

策連絡協議会等の発注者の求めに応じて取りまとめて

提供することで、建設副産物実態調査（センサス）を 

はじめ各種のリサイクル計画の策定や進捗状況を把握 

するためのデータとして活用されています。JACICで

は本年、各協議会や県に延べ66回、工事件数約２万４

千件の情報を提供しています。 

建設副産物情報交換システム利用状況報告 

　今後とも、本システムの普及と利便性の向上を通じ

て、更なる建設副産物のリサイクル率向上の一翼を担

うべく努力してまいります。 

（建設副産物情報センター　首席研究員　渋谷昇一） 

「GISデータブック2003・2004」を発刊  
－日本の地理情報システムの紹介－ 

JACIC通信 

　JACICでは、日本国内で販売されているGISソフト

ウェア・地図デ－タ及びネットサービスを俯瞰できる

総合的な資料として、「GISデータブック」を1992年

より毎年発刊しています。  

今年度も、利用者からの強いご要望にお応えして、平

成16年２月に「GISデータブック2003・2004」を発刊

します。  

　本書は、より多くの選択肢を提供し、目的・用途 

に合ったGIS製品を見いだすことができるように最新

情報を15のジャンルに分類して掲載しています。 

 

○地図データ　○汎用GIS　○WebGIS  

○埋設物管理　○道路　○都市・防災 

○河川　○環境　○農林　○土地・税務 

○マーケティング　○GPS・移動体  

○地図データ作成　○その他 

○ネットサービス 

 

　また、GIS製品情報が検索できるサイト「GIS D ata 

Bookインターネット版」において、本書と同一の内 

定価：3,780円／冊 （税込、送料別） 

問い合わせ先：研究第三部　佐々木 

TEL.03-3584-2403　FAX.03-3505-2966 

（研究第３部　主任研究員　佐々木博幸） 
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容をPDF形式にて紹介しています。ぜひ、ご利用くだ

さい。（http://www.gis.jacic.or.jp/） 
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　北陸の地域づくりに建設技術がどのように活かされ、

私たちの暮らしに関わっているのかを市民の皆さんに

知っていただくことと、建設技術の向上と普及を図る

ことを目的に、産官学による建設新技術を一堂に集め

た「けんせつフェアin北陸2003」（主催：けんせつフ

ェアin北陸2003実行委員会）が平成15年９月19、20日

の両日新潟市内の朱鷺メッセを会場として開催されま

した。当フェアのキャッチフレーズは「みて、ふれて、

知る建設技術」「いきいき北陸　やさしいくらし」で、

展示テーマは「雪に強い地域づくり・良いものを安く・

自然災害からの安全確保・環境の保全と創造・ゆとり

と福祉」です。JACICはゆとりと福祉の中の【情報化

技術】をテーマに①電子入札疑似体験（電子入札疑似

体験システムを使用し、参加者が実際に入札／落札操

作の疑似体験を実施）　②CALS／ECの現状と今後（パ

ネル等を利用し、CALS／ECの説明及び意見交換の実

施　③CORINS／TECRIS操作体験（CORINS／

TECRIS登録データ作成体験）などを実施しました。

今後地方自治体が電子入札を導入する情報からか、熱

心に聞く方もあり充実したフェアでした。 

　円滑で合理的な電子納品への移行を支援するため、 

　北陸地方整備局は「電子納品の手引き（北陸地方版）（案）

【土木工事編】（港湾空港関係除く）」を作成し、

講習会を新潟・富山・金沢の３カ所で実施しました。　 

講習会プログラムは、 

　①最近の国土交通行政の課題について 

　②電子納品の手引き（北陸地方版）（案）について

　③電子納品の作成事例 

　講習会時間は各会場とも午後１時30分から４時30分

までで、参加人員は３会場を合わせて約1,500名でした。 

　・手引きの利用について  

　①手引きについては、北陸地方整備局ホームページ 

　http://www.hrr.mlit.go.jp/cals/index.html からダ

　ウンロードできます。 

　②手引きに関する問い合わせは、JACIC北陸地方セ 

　ンターで平成16年３月31日まで受付けています。  

　・メールの場合　cals-hokuriku@jacic.or.jp  

　・FAXの場合　  025-228-0857  

　既質問に関するＱ＆Ａは北陸地方センターのホーム

ページに掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/locality/hokuriku/index.html 

（北陸地方センター　センター長　齋藤　俊三） 

地方センターコーナー 

北陸地方センター活動報告 

「JACIC情報72号」を近日発刊 
特集「21世紀を支える技術開発」 

　わが国の目指すべき国の姿として、第２期科学技術

基本計画では、「知的創造と活用により世界に貢献で

きる国」、「国際競争力があり接続的発展ができる国」、

「安全・安心で質の高い生活ができる国」の３つが示

されています。社会資本分野においても、これらのわ

が国が目指すべき姿の実現に向けて、必要な施策の展

開を図っています。 

　その中で国土交通省においては、新規需要の創出・

新サービスの創出・競争力の強化など経済活用化に資 

するために、官民の連携、関係省庁との連携体制の充

実を図りつつ、分野横断的・総合的な技術研究開発を

推進しています。 

　JACIC情報72号では、国土交通省、関係機関、民間

等における技術研究開発に関する取組みを紹介すると

ともに、今後を展望します。  

　JACIC情報のご購入および定期購読を希望される方

は、当センター企画調整部（03-3584-2404）までご連

絡下さい。定価は1,050円/冊（税込み、送料別）です。 

（企画調整部　参事　徳重政志） 
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ナーを実際に利用された方の傾向として、電子入札の

参加経験者が操作方法を確認しにくる例が増えており、

電子入札の浸透が深まりつつある状況が伺えます。 

今後ますます電子入札による入札件数が増えていきま

す。電子入札が未経験の方及び操作に不安のある方は、

中部地方センターまでご来場下さい。体験コーナーの

詳細につきましては、下記のホームページでご案内し

ています。 

　そして、いよいよ次年度からは電子納品が本格的に

始まります。中部地方センターではホームページを通

じて各種情報の発信を続けて参りますが、今後も機会

や要望があれば各種説明会、講習会を開催していきま

すので、お気軽にお問合せ下さい。 

　 

中部地方センター　CALS／EC推進室 

　TEL：052－961－1450 

　FAX：052－961－1486 

　e-mail：chuubu@jacic.or.jp 

　http://www.cals-chuubu-unet.ocn.ne.jp/index.htm 

（中部地方センター　参事　天野智之） 

中部地方センター活動報告 
平成15年度における中部地方センターの活動実績をま

とめると下のようになります。 

　また、センターに設けられている電子入札体験コー

ナーでは、機器を一新した平成15年5月から12月まで

の間で、32名のご来場をいただきました。  

この中でも愛知、三重、静岡で開催した電子入札出張

体験講習会は、有料であったにもかかわらず多数のご

参加をいただき、盛況のまま終了させることができま

した。ご参加いただいた方からも、操作ができて分か

りやすいと好評でした。 

　イベントのうちの建設技術フェアでは、電子入札デ

モシステムに加え、電子納品チュートリアルの出展を

行いましたが、実際に電子納品を行っている方々から

の疑問点なども寄せられました。 

　また、センター内に設置してある電子入札体験コー 

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。 

■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） 
（定価80円） 

【本省ニュース】 

16日　ボトルネック踏切における歩行者等緊急対策について 

（都市・地域整備局） 

18日　「電子国土」に新しいサイト誕生　　　 （国土地理院） 

18日　「川の通信簿」を初めて本格的実施 ～全国108水系230

　　　河川669個所で点検～　　　　　　　　　　（河川局） 

18日　平成16年度国土交通省税制改正主要項目結果概要 

（総合政策局） 

19日　平成14年度室内空気中の化学物質濃度の実態調査の結

　　　果について　　　　　　　　　　　　　　　（住宅局） 

19日　平成16年度機構・定員要求に関する事前大臣折衝の結

　　　果について　　　　　　　　　　　　　  （大臣官房） 

25日　圏央道日の出IC～あきる野IC間における東京高裁の即

　　　時抗告申立の決定について　　　　　　　　（道路局） 

 

 

【公募情報（国・公団等）】　     84件 

【公募情報（地方公共団体）】　283件 

【地方整備局ニュース】 

３日　入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査結果

　　　（東海ブロック）について            （中部地方整備局） 

３日　『みちナビ新潟』携帯版サイト提供開始！！ 

（北陸地方整備局） 

12日　着実に進む「前橋市本町バスの駅」の利用 

（関東地方整備局） 

12日　紀伊水道東部海域及び紀の川流域別下水道整備総合計

　　　画基本方針の策定について          （近畿地方整備局） 

16日　滑川～朝日IC割引実験　実験後は12％増　北陸道（滑

　　　川～朝日間）料金割引実験結果概要【速報】 

（北陸地方整備局） 

25日　平成14年度建設副産物実態調査結果について（建設発

　　　生土　関東地域版）　　　　　　 （関東地方整備局） 

25日　「ロード・セーフティステーション（ボランティア・

　　　サポート・プログラム）」協定をサークルケイ・ジャ

　　　パン（株）と締結して取り組みを充実（中部地方整備局） 

26日　東北地方整備局入札監視委員会審議概要について（お

　　　知らせ）　　　　　　　　　　　 （東北地方整備局） 

 

ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 

電子入札出張体験講習会 
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建設技術フェア2003in中部 

 

 

12月のニュースから 
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