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－１－ 

ニュースと解説 

「CAD製図基準（案）」の運用ガイドライン公開 
　平成16年度から、国土交通省のすべての直轄事業にお
いて電子納品が開始されます。この本格運用を前に、「CAD
製図基準に関する運用ガイドライン（案）」が国土交通省
から公開されました。本稿では、その概要を紹介します。 
 
 
 
 
　「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案）（以下、
本ガイドライン）」は「CAD製図基準（案）」の運用ガ
イドラインとして、公開されたものです。 
　これは、「建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫
　武蔵工業大学環境情報学部教授）事務局：JACIC」の
もとに設置された「成果品電子化検討小委員会（委員長：
島崎敏一　日本大学理工学部土木工学科教授）」の中の
「CAD製図基準検討WG（座長：田中成典　関西大学総
合情報学部教授）」において審議されてきた成果に基づ
いたものとなっています。 
　本ガイドラインは、「CAD製図基準（案）」に基づき
CADデータを取り扱うにあたって、発注者が留意すべ
き事項等を運用の流れに沿って示すことで、基準（案）
の統一的な運用を図ることを目的に作成されました。本
ガイドラインは、発注者向けに作成されたものですが、
CADデータ作成に関して全国的な統一が図られるよう、
受発注者双方が参照できるような内容となっています。 
　本ガイドラインの構成と主なポイントは以下のとおり
です。 
【運用ガイドラインの構成とポイント】 
１．本ガイドラインの取り扱い 
・本ガイドラインの目的と位置付けが示されています。 
・全般的な留意事項として、印刷時の見え方を考慮して
受発注者協議により線種や線色を変更できることや、成
果品作成から検査までに行うべきデータチェックの手順
について記述されています。 
２．SXFと電子納品 
・「CAD製図基準（案）」でCADデータフォーマットと
して指定されているSXFの開発レベルとバージョンにつ
いて、SXFVer2.0レベル２であることが明記されました。 
・ファイル容量が大きくなる図面の対応など、SXFでの
CADデータ納品時の留意点が記述されています。 
３．CADデータの運用 
・発注者が参照する事項として、発注図書の作成手順や、
納品されたCADデータの確認方法などが示されています。 
・発注者・受注者双方が参照する事項として、施工段階
での設計変更の方法などが記述されています。 
・その他、調査・設計・発注・施工の各段階ごとに、発
注者、受注者の留意すべき事項が記述されています。 

４．参考資料 
・CADデータに関するチェックシートの例とともに、
電子納品全般におけるCADデータの取り扱いについて、
一定の運用を期するためのチェックシート例も掲載され
ています。 
　本ガイドラインは、国土交通省 国土技術政策総合研
究所の電子納品に関する要領・基準のホームページに掲
載されていますので、CADデータ作成時のガイドライン
として、是非ご活用ください。 

http://www.nilim-ed.jp/ 
 
 
 
　上記のホームページでは２月27日から、CAD製図基
準（案）に準拠した図面作成例についても一般公開され
ています。 
　これは、現在公開されている「CAD製図基準（案）（平
成15年７月改訂版）」に準拠した図面となっており、基
準（案）の対象工種のうち、道路、橋梁、トンネル、樋門・
樋管の４工種から平面図、橋梁一般図、下部工橋梁配筋
図など12図面を掲載しています。 
　これらは「CAD製図基準（案）」によるCADデータ作
成の際に、レイヤ分類や作図方法等の参考として活用で
きます。 
　この図面を閲覧するには、SXF（p21）形式のファイル
を読み込むことのできるCADソフトウェアが導入され
た環境、又は、SXFブラウザが必要となります。（SXF
ブラウザについても、同ホームページよりダウンロード
可能です。）なお、SXFブラウザにつきましては、
JACIC CALS/EC部のホームページにも掲載しておりま
すので、こちらにつきましても是非ご活用ください。 

http://www.cals.jacic.or.jp 
【公開図面一覧】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（CALS/EC部　主任研究員　森田武聡） 

CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案） 
（平成16年１月） 

CAD製図基準(案)の図面作成例 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12

区分 
道路 
 
 
 
橋梁 
 
 
 
トンネル 
 
樋門・樋管 

図面名 
平面図 
縦断図 
標準横断図 
小構造物図 
橋梁一般図 
上部工中間対傾構図 
下部工橋台一般図 
下部工橋台配筋図 
坑門工一般図 
舗装工詳細図 
全体平面図 
樋管一般図 

ファイル名称 
D0PL001Z.p21 
D0PF002Z.p21 
D0SS003Z.p21 
D0LS004Z.p21 
D1GV001Z.p21 
D1SW002Z.p21 
D1GA003Z.p21 
D1RA004Z.p21 
D2VP001Z.p21 
D2PV002Z.p21 
D3PL001Z.p21 
D3GV002Z.p21



２００４.４月号 

　３月１日、国土交通省電子入札システムにおいて、応

札者からのアクセスが大幅に遅延する事態が発生しまし

た。これは、年度末のピーク負荷に対応するためのシス

テム強化策の一環として実施したプログラムの修正に一

部不具合があり、データベースサーバに過大な負荷を生

じてしまったことによるものです。 

　この結果、応札者からの入札書の提出が困難となった

ため、一部の案件処理につきましては、国土交通省当局

のご判断により、紙入札に移行あるいは開札日時の延期

などの処置がとられました。 

　同日中にプログラム不具合部分の修正を行い、翌2日

の朝より正常稼働しております。  

　年度末を迎え業務多忙の中、国土交通省及び応札者企

業の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫

びするとともに、今後システムの円滑な運用にJACICを

あげて最大限の努力を傾注して参ります。 

（電子入札施設管理センター　センター長　早見重太郎） 

　１月号から「平成14年度研究助成成果概要」を掲載し

ていますが、都合により、本号は休載します。なお、次

号以降、以下の成果報告を行う予定です。 

５月号　「住民参加型防災まちづくり支援GISの開発と

　　　　歴史的市街地まちづくり協議会での運用実験」

　　　　豊橋技術科学大学　助教授　大貝　彰　氏  

６月号　「建設分野へのＲＦＩＤ（電子タグ）とプロダ

　　　　クトモデルの適用」　室蘭工業大学　助教授　

　　　　矢吹　信喜　氏 

 

－２－ 

CALS/ECコーナー 

平成16年度CALS/EC資格試験のご案内 
　平成16年度のCALS/EC資格試験は、下記の日程で行

われます。 

（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 

 

 

 

 

 

 

　CALS/EC資格制度は（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

おります。詳細につきましては、下記までお問い合わせ

ください。 

 

【資格制度に関すること】 

　財団法人　日本建設情報総合センター　CALS/EC部 

　http://www.cals.jacic.or.jp/　 

　E-mail：cals-web-admin@jacic.or.jp 

 

【試験及び登録に関すること】 

　社団法人　建設コンサルタンツ協会　CALS/EC事務局 

　http://www.CALS-EC.info/ 

　E-mail：cals-ec@jcca.or.jp 

　 

（CALS/EC部　主任研究員　山木宏文） 

 

受験資格 

 

 

 

募集期間 

試験日 

試験地 

試験方法 

 

受験料 

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。 

平成16年４月１日（木）～４月30日（金） 

平成16年６月28日（月）～７月７日（水） 

東京、大阪 

書類審査及び面接試験（上記試験日のうち事務

局が指定する１日） 

10,000円 

受験資格 

 

募集期間 

試験日 

試験地 

試験方法 

受験料 

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。 

平成16年４月１日（木）～４月30日（金） 

平成16年７月31日（土）～８月１日（日） 

東京、大阪 

講習会及び筆記試験 

25,000円 

国土交通省の電子入札システムの障害について 

「平成14年度研究助成成果概要」休載のお知らせ 

JACIC便り 



２００４.４月号 

　建設プロジェクトの進捗状況検証法として、一般的

に工事原価（コスト）と工程（時間）をそれぞれ個別

に照査していることが多い。しかし、工事コストと工

程はトレードオフの関係におかれる場合が多く、統括

して管理する必要がある。また、工事報告や状況判断

は、担当者の主観や経験などによる定性的なものとな

っている場合が多い。 

　JACICでは、近年我が国におけるいろいろな発注形

態や支払い方式の試行及び積算方法変革などの動向を

踏まえ、諸外国におけるプロジェクト管理手法として

採用事例の多いアーンドバリューマネジメントシステ

ム（以下EVMSと略す）の導入に関する研究を行って

いる．EVMS及びユニットプライス型積算方式の連携・

導入により、設計→積算→施工（品質）管理→出来高

部分払い→最終精算→維持管理を一元化し、かつ、管

理の標準化を目指している。 

 

建設プロジェクトと情報 

　組織が遂行する業務には、一般的にオペレーション

とプロジェクトに分類できる。両者に共通するものは、

人材により遂行され、 作業資源（人材、資金など）

の制約があり、 計画に基づいて遂行・管理される、

の３点である。そして、根本的な違いは、オペレーシ

ョンは継続的、反復的である行為に対し、プロジェク

トは期間が限定され、ある特別な（unique）製品やサ

ービスの提供という目的を有する行為と定義できる。 

　組織活動の中で、工期が指定された一過性の構築物

の完成を目的として、人材（Man）、材料（Material）、

機械（Machine）、資金（Money）、工法（Method）

を投入し（以上、5Mと呼ばれる）、構築物などの成果

物を納めるのが建設プロジェクトに相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－１　建設プロジェクトのフロー概念図 

　ここで注目しなければならないものに「情報」があ

る。建設行為を遂行する際、そのプロジェクトから多

くの情報が発信されている。それらを効率良く「生デ

ータ」として集積することにより、いろいろな加工・

処理手法を用いて「情報」に変換し，有効に利活用す

ることが可能となる。そして、建設産業の更なる効率

化として近年呼ばれるBPR（Business Process Re-

engineering）への第一歩になる。 

 

EVMSとユニットプライス型積算方式 

　EVMSを実施するにあたり最も重要であるのが、プ

ロジェクトの作業内容を分解したWBS（Work  

Breakdown Structure）の構築である。WBSの中には、

その１項目の作業を実施するための、 作業資源と

作業時間が定義されていなければならない。WBSを

詳細に分解することによりEVMSの精度は高くなる。

その反面，現場から収集しなければならないデータ量

が多くなってしまう。また、現状の積上げ型積算方式

の最下位であるレベル６（工種によりさらに下位もあ

る）やその上のレベル４（細別）には、「施工のパー

ツ」という位置付けによる材料だけの（時間軸が無い）

単位もあり、WBSとの整合が困難である。 

　国土交通省から発表されたユニットプライス型積算

方式における１ユニットは、現行の積算体系のレベル

３またはレベル４相当の「目的構築（施工）物」単位

であり、作業資源と作業時間により構成される。すな

わち、１ユニット＝１WBS（複数のWBSも考えられる）

に置き換えることが容易である。そして、適切な

WBSの構築によりEVMSの適用が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－２　積算体系ツリーとWBSの相関 

管理の標準化と説明責任 

　ユニット＝WBS（EVMS）を導入することにより、

電子納品されたCAD図面からの自動積算に始まり、

発注後の施工（品質）管理、部分払い、最終精算まで

一括した管理が可能となり、建設CALS/ECの更なる

効果が期待できる。また、発注者と受注者及び国民（納

税者）との共通コミュニケーションツールとしての利

用が可能となり、説明責任を果たすことも容易になる。 

（研究第一部　主任研究員　鈴木信行） 

アーンドバリューマネジメントシステム 
(Earned Value Management System) 

の導入に関する研究 
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２００４.４月号 

　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。 
 
 
 
 
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。
２月の問合せは、発注者345件、応札者2,327件、合計
2,672件でした。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。 
 
お知らせ 
ＩＣカードの有効期限切れにご注意 
・ＩＣカードの有効期限切れにより、電子入札システム
へのログインができなくなり、過去の案件の参照や参加

中案件の開札結果等の確認及び再入札への参加等が一切
できなくなります。（ＩＣカード更新手続きにより回避
できます。） 
ＩＣカードの更新は有効期限内にのみ可能 
・認証局から、更新用の新規カードを取得後、利用者登
録メニューの「ＩＣカード更新」機能により、更新を行
ってください。 
・旧ＩＣカードと新規ＩＣカードの企業名称、企業住所、 
取得者氏名、取得者住所がすべて同一である必要があり
ます。（取得時各認証局にご確認ください。） 
その他 
・新規ＩＣカードの取得が遅れた等、ＩＣカードの更新
が不可能な場合には、発注者に連絡をお願いします。 
・更新手続きを行わず、新規に利用者登録を行い新しい
企業ＩＤを取得した場合、発注者に対し年間委任状とと
もに、企業ＩＤの変更届を提出する必要があります。た
だし、この場合においては、参加途中の案件等への参加
はできません。 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

入札案件登録・開札の状況 

－４－ 

電子入札コーナー 

JACIC通信 

季刊誌「Repis」2004春号を発刊 
－特集：ＮＰＯによる都市再生の取り組み－ 

季刊誌「Repis」2004春号 

項　目 
案件登録 
開　　札 

２月分 
3,350件 
1,966件 

累　計 
30,889件 
25,715件 

■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、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。 

■特集テーマ：ＮＰＯによる都市再生の取り組み 
　近年、市民の社会参加意欲の高まりなどにより、ボラ

ンティアやＮＰＯ（特定非営利活動法人）への社会的期

待が大きくなってきています。これらの団体の中には、

社会資本整備や都市の再生と関わりのある活動を行って

いるところも数多く見られます。 

　このような背景の下、今号では、社会資本整備や都市再

生に関わる活動を行っているＮＰＯを対象に、「ＮＰＯに

よる都市再生の取り組み」をテーマに、全国の取り組み事

例について広く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。 

　尚、個別販売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、ご購入あるいはバック

ナンバーを希望される方は、当センター研究第二部（03-

3584-2402）までご連絡下さい。 

■おわりに 
　国及び全国地方自治体の皆様からご愛顧頂きました季

刊誌「Repis」冊子版は、今号をもって廃刊とさせて頂

くことになりました。 

　これにかわり、平成16年度からは、当季刊誌「Repis」

を電子化して定期的に配信できるよう検討を進めており、

今後はインターネット上で閲覧して頂くことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（研究第二部　主任研究員　鈴木弘之） 

配信の詳細が決定しま

したら、国土交通省及

びJACICのホームペー

ジ等により皆様にご案

内致しますので、引き

続きご支援賜りますよ

うお願い申し上げます。 

　最後に、本誌の原稿

をご執筆頂いた全国の

方々、並びに季刊誌

「Repis」ご担当各位

の方々に深く御礼申し

上げます。 
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平成15年度回顧 

　平成15年度JACIC中国地方センターでは、地方での

お客様との接点としていくつかの活動を行ってきました。 

　（1）体験コーナーの開放 

　・電子入札コアシステム、電子納品･CADソフトの

　　説明会開催　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　・電子納品･CADソフト体験版、パンフレットを常設 

　（2）CORINS／TECRIS 

　・データ入力受付に伴うお客様からの問い合せ対応 

　（3）講習会への講師派遣 

　・中国地方の発注者、業界団体等からの要請により

　　CALS/EC普及・啓発の観点から講師を派遣 

 

平成16年度活動方針 

　JACICでは昨年末にJIS Q 9001:2000(ISO 9001:2000)

を取得するなど、顧客満足度の向上を重要な取組みテ

ーマとして掲げています。 

　そのためには、お客様一人一人のご要望を把握し、

少しずつでも着実に実現していくことが重要と考えて

います。中国地方のお客様のご要望を事業に反映する

ためにご意見をEメール等でお待ちしております。 

Eメール : chuugoku@jacic.or.jp 

また、ホームページも開設しています是非ご覧下さい。 

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

htm 

（中国地方センター　センター長　大久保尊善） 

　四国地方センターにおける平成15年度のCALS/ECに

関わる講習会・セミナー等の開催実績は下表の通りです。 

講習会・セミナー開催実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
　昨年度は国土交通省で平成15年4月21日より電子入

札を全面的に本格運用したことや徳島県で電子入札実

証実験が実施されたこと等のために“電子入札操作講

習会”の開催が多くなっています。 

　また、地方センター内に常設設置している体験コー

ナーの御利用状況（大半は電子入札操作体験）は、

112回407人の御来場をいただいています。体験コーナ

ーはパソコン実機を利用しての、少人数による講習で

あることから、御参加いただいた方からも、わかり易

いと好評でした。 

　いよいよ今年度からは直轄工事において“電子納品” 

が全面的に始まります。 

　四国地方整備局は“はじめての電子納品”、“電子納

品に関する手引き（案）（業務編）四国地整版”、“電

子納品に関する手引き（案）（工事編）四国地整版”

を作成しHP上で意見照会を実施しているところです。 

・手引き（案）の入手は四国地整CALSのHP 

　http://www.skr.mlit.go.jp/etc/cals/ 

からダウンロードできます。 

・手引き（案）に関する意見などはE-mail 

　gikan@skr.mlit.go.jp 

で受付けています。 

　手引き（案）では受発注者協議事項での四国地整基

本方針（案）やチェックシートも掲載されており、標

準的な運用方針（考え方）が記されていますので是非

御参考にしてください。 

　四国地方センターではHPを通じて各種情報を発信

して参ります。また、電子納品関連ソフト（CAD,写

真管理、納品支援ソフト）も試用できますのでお気軽

に御問合せ下さい。 

http://www.jacic.or.jp/locality/shikoku/ 

TEL　087-822-4314 

（四国地方センター　センター長　松本一珠） 

中国地方センター活動報告 

－５－ 

地方センターコーナー 

四国地方センター活動報告 

内　容 

 

電子入札講習 

 

電子納品講習 

合　計 

地　区 

徳島県内 

香川県内 

高知県内 

愛媛県内 

香川県内 

回　数 

  17回 

  11回 

   1回 

   1回 

   1回 

  31回 

受講人数 

 1,738人 

   755人 

   100人 

    10人 

   140人 

 2,743人 

説明会風景 
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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。 
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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。今回、新たに電子納品要領（案）機械設備工事編 

（No15～17）が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）で行っています。 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17

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 

土木設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 

工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 

CAD製図基準（案）機械設備工事編 

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 

平成16年4月版 

平成16年4月版 

平成16年4月版 

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 

平成16年4月 

平成16年4月 

平成16年4月 

定　価 
（消費税込み） 

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 

945円 

2,625円 

1,260円 

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 

国土交通省総合政策局建設施工企画課 

国土交通省総合政策局建設施工企画課 

国土交通省総合政策局建設施工企画課 

監　　修 発行日 版 書　　名 

ISO9001 登録 

MSA-QS-2368

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。 2月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

13日　木造３階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確

　　　認統計について（平成15年12月分及び平成15年分） 

（住宅局） 

19日　「特定多目的ダム法施行令及び河川法施行令の一

　　　部を改正する政令案」について　　　  （河川局） 

20日　地球温暖化防止ボランタリープランの第３回フォ

　　　ローアップ結果について             （総合政策局） 

26日　周防灘西部地域の陸と海の地形が明らかに 

（国土地理院） 

27日　平成15年度高速自動車国道の予算配分概要 

（道路局） 

【地方整備局ニュース】 

５日　観光魅力づくり－みんなの知らない山の辺の道－ 

（近畿地方整備局） 

13日　ケータイで目的地までの時間と距離がわかります！ 

（東北地方整備局） 

13日　八王子城跡周辺の沢の白色付着物について 

（関東地方整備局） 

20日　名古屋環状２号線有松地区の地下水・土壌汚染調

　　　査結果について　　　　　　　（中部地方整備局） 

20日　全国で初めて！環境に優しいガスエンジン融雪 

　　　新潟バイパスで融雪設備として設置しました 

（北陸地方整備局） 

 

【公募情報（国・公団等）】　　  119件 

【公募情報（地方公共団体）】　471件 
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