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－１－ 

ニュースと解説 

電子入札コアシステム　Ver.4のリリース予定 

 

　平成16年６月末にリリースを予定する電子入札コアシ
ステムVer.4について、今回新たに提供する機能を紹介
します。 
1． 電子入札コアシステムの開発経緯 
　電子入札コアシステムは、公共発注機関において共通
で使える電子入札システムの核となることを目標として、
次のような機能の実現を目指してバージョンアップを重
ねてきています。 
・公共発注機関共通機能の実現 
・標準システムの実現（受注者操作性の統一、認証の統
一など） 

　平成14年6月には、電子入札の基本機能を実現したコ
アシステムVer.1を提供開始し、同年10月には、物品調
達等の機能追加を行ったVer.2をリリースしました。平
成15年６月には、処理速度の大幅な向上を図り、またシ
ステム構築のコスト縮減を可能としたVer.3をリリース、
さらに同年10月には、一層の処理速度向上を図った
Ver.3.1を提供開始しました。今回のVer.4では、更に機
能の追加、性能改善を図ります。 
2． 電子入札コアシステムVer.4の概要 
　Ver.4は、これまでのコンソーシアム活動で検討され
てきた仕様の集大成と位置付けています。Ver.4で予定
されていた機能の達成はもとより、公共発注機関に共通
な機能の向上を実現するために、公共発注機関の要望対
応や、新しい技術動向を取り入れるとともに処理能力の
向上を図り、より利便性の高い電子入札システムとする
ことを目標としています。 
（1）新技術動向への対応 
　1）商業登記認証局対応 
　法務省の運用する「商業登記に基づく電子認証制度」
での認証局（以下商業登記認証局という）から発行され
る電子証明書がコアシステムで利用できるよう対応しま
す。商業登記認証局の運用では電子証明書の格納媒体は
自由となっていますが、コアシステムでは、複製が困難
なＩＣカード（もしくはそれに準ずる対タンパ性のある
メディア、その他、コアシステム認証局に認めた例外を
含む）の利用を前提としています。ＩＣカードへの電子
証明書の格納作業及びＩＣカード関連のハードウェア／
ソフトウェアの準備は、別途募集される業者により行わ
れる予定です。 
　2）新ミドルウェア対応 
　新ミドルウェア（ＡＰサーバ製品、WEBサーバ製品、
データベース製品等の動作ソフトウェア）の最新バージ
ョンに対応します。これにより、今後、導入を予定され

る発注機関では、処理速度の向上や導入コストの低減な
どが期待されます。また、WindowsＯＳ、LinuxＯＳに
ついても対応の一部見直しを行う予定です。 
　3）入札情報作成・公開機能 
　入札情報（発注見通し、入札公告、入札結果、契約結
果等）の作成、応札者・国民等への公開を低コストで実
現する機能を追加します。 
　本機能は、発注機関がコアシステム側で入札情報を作
成・掲載し、JACICが運営する統合入札情報サービス（統
合PPI）へ検索のための目次情報を送信いただく仕組み
です。 
（2）汎用機能整備 
　公共発注機関からのこれまでの御要望については、要
望事項の機能実現が可能となるよう基本機能を提供しま
す。また、各公共発注機関に共通な機能については、あ
らかじめ標準の機能とすることによって、公共発注機関
が負担されるカスタマイズ費用の縮減を可能とします。 
　さらに、コアシステムが標準として提供する工事・業
務・物品の入札システムに加え、少額物品調達に対して
簡易な認証方式（ＩＤ＆パスワード方式）を公共発注機
関の判断により適用できるモジュールを提供します。 
（3）処理能力の向上 
　これまでは、主にサーバ負荷の大きい発注者側の開札
処理に着目して処理能力向上に取り組んできましたが、
Ver.4では、アクセス数の多い応札者側の処理にも着目
した改良により、サーバ負荷を軽減し処理能力の向上を
図ります。 
３． 今後の予定 
　平成16年度第三四半期には、Ver.4.1をリリース予定で、
公共発注機関から寄せられた要望を基に共通機能の充実
を図ることとしています。 
　なお、コアシステムの仕様や提供条件の検討を進めて
きましたコアコンソーシアムについては、今後も継続運
営されることとなり、引き続きコアシステムの開発、普
及に取り組みます。 
　また、JACIC地方センターに設置された体験コーナー
の電子入札システムにおいても早期にVer.4を導入する
予定です。 
　コアシステムに関してよく寄せられる質問に対する回
答を、Q&Aの形で下記ホームページ上に提供していま
すので、参考にして下さい。 
　http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/index.html 

（CALS/EC部　　主任研究員　石山敏雄） 



２００４.５月号 

－２－ 

『CORINSデータベース活用方策研究会』が提言 

１．はじめに 

　平成6年4月にCORINS登録が始まり、本年で10年が経

過します。既に130万件を超える公共工事がデータベー

ス化され、発注者支援データベースとして、各発注機関

に情報提供を行っています。 

　本年10周年を迎えるにあたり、平成15年10月、JACIC

において、小澤一雅東京大学大学院助教授を座長とする

「CORINSデータベース活用方策研究会」を設置し、従

来の目的に加え、今後目指すべき技術管理やコスト構造

改革などの技術的課題や行政課題に的確に応えるための

活用方策を検討してきました。 

　この度、本研究会において、「CORINSデータベース

活用方策に関する提言」が取りまとめられましたので、

その概要を紹介いたします。 

　 

２．研究会の構成 

座長　小澤一雅（東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授） 

委員　草柳俊二（高知工科大学大学院工学研究科教授） 

委員　北橋建治（国土交通省大臣官房技術調査課長） 

委員　岩崎泰彦（国土交通省大臣官房建設技術調整官） 

委員　木村昌司（国土交通省関東地方整備局企画部長） 

委員　田中　亨（東京都建設局企画担当部長） 

委員　高階實雄（（社）日本土木工業協会積算研究委員会第3専門委員長） 

委員　内田興太郎（（社）全国建設業協会東京建設業協会副会長） 

委員　尾作悦男（（社）全国土木施工管理技士会連合会専務理事） 

委員　豊田高司（（財）JACIC理事長） 

　 

３．提言の概要 

　各提言にはその実現に向け、優先順位を分類して提言

項目に付しています。このうち、早急に実施を期待する

とした項目については、本文中に＊で示します。 

　（1）信頼される効率的なデータベースに向けての取組 

　　1）現状システムの改善 

　　①検索速度の向上 

　　・検索条件指定方法の改善による処理時間の短縮*  

　　・データの分割提供方式の可能性について検討 

　　・通信回線の容量増大を図る 

　　 （インターネットに対応したシステム環境）*等 

　　・市町村の都道府県が利用するCORINSデータベー 

　　　スの共同利用について検討する 

　　②収集項目の見直し及び追加* 

　　③「JACIC NETの自社検索」の改良* 

　　・「技術者（カナ）」と「技術データ（高さ、延長数 

　　　値等）」による検索を可能とする 

　　2）信頼性向上に向けた取り組み 

　　①検索可能までのタイムラグの短縮を図る 

　　②建設会社が行うCORINS登録の簡素化 

　　・マニュアルの見直しを実施*、および簡素化した 

　　　入力システムによる受注時登録を検討する 

　　③データの信頼性向上 

　　・一般への工事実績情報公開の拡大支援* 

　　・受発注者双方のチェック体制の明確化を図る 

　　・システム連携等による誤記入の防止を推進 

　　④CORINSの市町村への普及促進 

　　・市町村の検索システム利用料金の低減を図る* 

　　・市町村支援のための組織化を図る* 

　　・技術的なシステム支援を実施する* 

　　・CORINS登録義務付けを促進する* 

　　・市町村においてサーバ等の共同利用を検討 

　（2）CORINSデータベース活用と連携の展開方策 

　　1）新たな活用方策 

　　①技術者工事経歴データベースの構築* 

　　・技術者の従事工事実績、取得資格、工事成績評定 

　　　などを勘案、評価する仕組みとそれらの情報を集 

　　　約した技術者工事経歴データベースを構築する 

　　　②積算技術に資するデータベースの研究 

　　・ユニットプライス型積算実績データベース構築支 

　　　援のため、共通属性情報の活用方法等の研究を進める 

　　③経済影響分析等に資するデータベースの研究 

　　・経済影響分析、建設マネジメントに関する研究に 

　　　活用するため解析及び統計情報の公表を進める 

　　④施工体制台帳・施工体系図の活用およびＤＢ化 

　　2）システム連携に向けて 

　　①「発注者の記事」等を追加* 

　　②連携と情報共有による業務の効率化を図る 

　　・CORINSとPPIとの連携を進める* 

  （3）引き続き検討すべき課題 

　　①新技術（XMLデータベース）の研究 

　　②GISとの連携を検討 

　　③建設会社も活用できるデータベースの検討 

　　④民間工事実績情報データベースの検討 

　本提言では、これらを参考にして関係機関が協議し、

実現に向け取り組んでいくことを期待すると結んでいます。 

　　　　　　（研究第二部　主任研究員　田口善文） 



２００４.５月号 

地方公共団体におけるCALS/ECの取り組みの現況 

JACICホームページ紹介『積算システム』のご利用を 

－３－ 

CALS/ECコーナー 

JACIC便り 

※ホームページ等の情報による調査結果 
　　　　　　　　　　　（CALS/EC部　研究員　黒田拓士） 

北 海 道  
青 森 県  
岩 手 県  
宮 城 県  
秋 田 県  
山 形 県  
福 島 県  
新 潟 県  
富 山 県  
石 川 県  

茨 城 県  
栃 木 県  
群 馬 県  
千 葉 県  
東 京 都  
神奈川県 
山 梨 県  
長 野 県  
岐 阜 県  
静 岡 県  

愛 知 県  
三 重 県  
福 井 県  
滋 賀 県  
大 阪 府  
兵 庫 県  
鳥 取 県  
島 根 県  
広 島 県  
徳 島 県  

香 川 県  
愛 媛 県  
高 知 県  
熊 本 県  
宮 崎 県  
鹿児島県 
沖 縄 県  

CALS／ECに関する基本方針またはアクションプログラム等を 
　　　　　　　策定している地方公共団体（平成16年３月末現在）　　　 

地方公共団体名 

＜国及び地方公共団体におけるCALS/ECの取り組みの
現況＞ 
　国土交通省が推進しているCALS/ECは、入札情報サービ

ス、電子入札、電子納品及び工事帳票管理システム等本格

的な実施段階を迎えています。 

　電子入札コアシステムを導入した公共発注機関（中央省庁、

都道府県市等の地方公共団体、公団等）は平成16年3月現在、

42団体あり、このうち、三重県、岐阜県をはじめ29の地方公共

団体において本格実施に向けた取り組みがなされています。 

　現在、約８割の地方公共団体（都道府県）においてCALS/ 

EC推進協議会等が設立（H16/3JACIC調べ）されており、そ

れぞれ基本計画やアクションプログラム等が策定されています

（詳細は各地方公共団体のHPを閲覧ください）。 

　また、その他の団体においても電子入札システムの試行運

用や電子納品のガイドライン等の作成検討など、公共事業分

野におけるCALS/ECへの取り組みは着実に進んでいます。 

　このように地方公共団体等においては、電子入札はもとより

電子納品など、CALS/EC導入及び普及促進のための取り組

みが進められています。 

 

＜国及び地方公共団体の電子納品における動き＞ 
　国土交通省の直轄工事における電子納品については、平

成16年度からすべての工事、業務が対象となります。 

　国土交通省は、今回、機械設備工事に関する土木設計業務

等の電子納品要領（案）や工事完成図書の電子納品要領（案）

及びCAD製図基準（案）を策定し、電子納品に関する要領（案）・

基準（案）が出揃いました。また、電子納品の運用方法を示した「電

子納品運用ガイドライン（案）」の改訂と受発注者が電子納品を

実施する際に活用する「電子納品に関する手引き」の策定も行

われました。 

 

　こうした国の動きを受けて、地方公共団体においては

CALS/EC推進協議会等の場を通じて各市町村や建設関連

団体と連携したCALS/ECへの取り組みが急務となっています。

このため、JACICとしても、今後地域のIT環境の実態等を踏

まえながら、各地方センターを通じて、各種の講習会やホーム

ページ等を活用して、地方公共団体等の皆様へのCALS/EC 

の普及促進に努めてまいります。　 

システムの概要 
　JACICは、公共工事の積算システムを直轄工事、地方公共

団体等の多くの機関に、提供しています。 

　ホームページのメニューからも単価表を作成して単価チェッ

クのための利用が可能ですので利用方法をご紹介します。 

　○　利用は無料です。 

　○　JACICが提供している最新の歩掛で単価表が確認

出来ます。 

　○　単価表の作成のみを提供しています。 

　○　ご利用されている方は、民間の方が598件（事業所等）、

自治体等568件（関係機関等）の方が利用登録しています。 

  

利用のための手続き 
　JACICのホームページにアクセスして下さい。 

　　URL：http://www.jacic.or.jp 

からページに入ってください。積算システムをクリックして頂きます。 

利用申請画面から手続きして頂きますが、ご利用者の情報を

入力して頂きます。これは、積算単価の作成をされる方々の業

務分類など、提供する情報の基礎データにすることで、個人情

報として扱い公表はいたしません。 

　○　利用画面の内容に従いデータの入力をお願いします。 

　○　このデータをお使い頂くためには、ID、パスワードの取得

をしていただきます。この手続きに１週間程度のお時間を

頂きますので事前に利用申請を是非お願いします。 

　○　この利用については、その後に積算に関するお問い合

わせにも利用できます。 

 

利用方法 
　詳しい利用方法は、JACICホームページのトップページの「業

務内容」を、更に「積算システム」をクリックして頂き、「積算情

報システムサービス」に掲載しておりますので、そちらをご覧下

さい。次号にて詳しく紹介します。 

 

　手軽に単価表のチェックが出来るシステムの御利用を多く

の方におすすめします。また積算システムの基準改定情報や

Ｑ／Ａ情報等を無料で提供しています。 

（研究第一部　積算システムセンター長　飛田忠一） 



２００４.５月号 

平成14年度  研究助成成果概要（その4） 

－4－ 

 
愛知県豊橋市二川地区、風速7m/sec、西風 
左：出火後120分、右：300分 

図－１　シミュレーション結果 

　JACICでは、平成10年度から財団の目的に合致した

研究企画に研究助成を行っています。平成14年度には

10件の研究助成を行い、昨年11月に「研究助成事業成

果報告会」を開催しました。この報告会で発表されな

かった５件の研究について、１月号から順次研究助成

成果概要を掲載しています。本号では、豊橋技術科学

大学の大貝先生の研究を紹介します。 

　なお、平成14年度の研究助成成果をまとめた報告書

をご希望の方は、企画調整部（03-3584-2404）まで連

絡ください。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

 

第2002－8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 

 

（１）背景と目的：一般に、木造密集市街地の防災性

能向上のためには、既存の道路の一部拡幅や小公園の

設置、個別の建物の共同建て替えなど、修復型の整備

が求められる。この修復型整備を進めるためには、住

民参加型防災まちづくりの推進が不可欠であり、住民

と行政、専門家を含めた協議の場では、様々な条件の

もとで地区の火災危険度の評価、整備効果として延焼

の低減など、その結果をビジュアルに分かりやすく表

示できるツールが、合意形成に有効であり、また住民

の防災意識の向上にも役立つことから、ＧＩＳを用い

た防災まちづくり支援技術の開発が緊急課題となって

いる。 

　本研究は、住民参加型防災まちづくりに有効な小空

間単位の災害危険度評価方法の検討とセルラーオート

マタ（ＣＡ）を用いた延焼シミュレーションモデルの

開発を試み、これらをＧＩＳ上で統合させ、どこを、

どのような方法で整備すれば、どのくらい延焼を防ぐ

ことができるのか、また地区の危険度はどのくらい低

減するのかをデジタルマップ上で評価、シミュレーシ

ョンでき、かつ結果をビジュアルに表示することので

きるシステムの開発を進め、歴史的密集市街地のまち

づくり協議会の現場での運用実験を行い、開発したシ

ステムの合意形成支援ツールとしての有効性及び住民

の防災意識向上への効果を検討することを目的として

いる。 

　本報告では、これまでに検討を重ねてきた街区単位

の災害危険度測定手法とＣＡを用いた延焼シミュレー

ションモデルの試験的開発について述べ、それらを組

み込んだ防災まちづくり支援ＧＩＳの基本的考え方と

開発の方向性についての検討した結果を示す。 

（２）街区単位の災害危険度測定手法：ここでは、国

の手法を踏まえつつ、独自の視点から、歴史的市街地

における防災まちづくり支援ＧＩＳ開発に向けた、街

区単位の災害危険度測定手法を開発し、岐阜県高山地

区、愛知県豊橋市二川地区に適用させた。高山地区で

は、防災計画が策定されており、それにより防災関連

の市街地整備も進んでいる。二川地区ではそういった

整備が不十分であり、それが両地区の災害危険度の測

定結果にも現れていた。また二川地区のまちづくり整

備計画の記載された事業が実施された場合を想定した

測定結果から、市街地整備の効果を街区単位で評価で

きること及びまちづくり計画の防災の視点からの評価

ツールとして有効性と可能性も示すことができた。 

（３）ＣＡを用いた延焼シミュレーションモデルの試

験的開発：ここでは、歴史的市街地における防災まち

づくり支援のための、ＣＡを利用した延焼シミュレー

ションモデルの開発を試みた。シミュレーションでは、

条件を変えることで延焼過程が条件相応の挙動をみせ、

さらにＣＡを用いたことで、延焼が部分的に広がって

いく現象を視覚的に捉えることができた（図－１参照）。

今後の課題として、延焼判定指標式に明確な根拠を与

えること、またそのパラメータ設定に客観性を持たせ

ること、さらにはまちづくりの現場で活躍することを

考えると是非とも消防活動による延焼抑止効果を考慮

すること等が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）防災まちづくり支援ＧＩＳの基本的考え方と開

発の方向性についての検討：ここでは、住民参加型で

進められる防災対策づくりを支援するためＧＩＳツー

ル開発の基本姿勢を明らかにし、実際の防災まちづく

りワークショップの各プロセスを想定しながら、支援

ツールの役割と利用局面の検討を行い、それをもとに

システム構成案を提示した。 

　今後は、（2）（3）の改良を図る一方で、具体的な各

サブシステムの構築を進め、これらを統合した支援ツ

ールのプロトタイプを開発する予定である。その開発

段階の適切な時点で、実際のまちづくり協議会の現場

での運用実験を行い、ツールの使い勝手や効果等を検

証しながら、開発を進めていく。 
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地方センター　CALS/EC 
　体験コーナーの現状 

ヘルプデスクへの 
　　　　　質問と回答 

－５－ 

地方センターコーナー 

九州地方センター活動報告 

JACIC通信 

　e-BISCセンターでは、電子入札に関してヘルプデス
クへ寄せられた問合せの主なものについて、このペー
ジで紹介するとともに、ホームページ（http://www.e-
bisc.go.jp/）のＦＡＱ（よくある質問と答え）に掲載し
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

項　目 

電子入札 
システム 

質　問 

入札書提出画面
にある「印刷」
ボタンを押下し
たところ「提
出」ボタンが消
えてしまい、提
出ができませ
ん。 
 
入札書を提出し
ましたが、入札
書受付票が発行
されません。 

入札書提出画面にある「印刷」ボタ
ンを押下すると、印刷用の入札書画
面が別ブラウザで起動します。印刷
用画面には「提出」ボタンは表示さ
れません。 
印刷を行ったのち、印刷用画面を閉
じますと「提出」ボタンのある入札
書提出画面に戻りますので、提出操
作を行ってください。 
入札書の提出は、「提出内容確認」
⇒「入札書提出」の２段階の操作で
完了します。提出内容確認後、提出
の操作をされていないことがありま
すので、入札状況一覧にて、「入札
書提出」ボタンの表示の有無をご確
認ください。 
　提出が完了していない場合、入札
書受付時間内であれば「入札書提出」
ボタンが表示されますので、再度、
提出操作を行ってください。 

回　答 

PC5台を接続して擬似体験。 
6月からバージョンアップ予定。 ｝ 

川内市職員対象説明会 

電子納品対象工事の完成検査 

電子納品講習会（電気通信設備編） 

→ 

e-BISCコーナー 

（九州地方センター　センター長　桃坂　繁） 

１．CORINS／TECRIS検索システム説明会実施 
　平成16年１月29日に鹿児島県川内市職員（85名）を対
象にCORINS／TECRIS検索システムは、指名競争入札
での業者選定にあたり指名委員会等のために資料を作成
する場合、検索システムで抽出した検索結果を利用する
ことができます。入札・契約の円滑化を図るうえにも、
検索システムをより有益にご利用いただきたいと思います。 
　なお、九州地方センターでは、検索システムの導入を
検討されている発注機 
関につきましても、操 
作体験をしていただく 
ことができます。また、 
導入に際してのお手続 
きの手順、利用環境等 
についても説明してお 
ります。ご利用の際は 
当センターまでお気軽 
にご連絡ください。 
２．電子納品対象工事の検査サポート 
　受発注者の電子納品に関わるコスト削減を考慮して、
福岡国道事務所所管の外環状道路の工事を行っている、

九州地方整備局ランク 
Ｃの業者を対象に事前 
協議・作業用フォルダ・ 
電子納品等のサポート 
を行いました。この工 
事についての中間技術 
検査及び、完成検査に 
ついてもサポートを行 
いました。 
３．電子納品講習会（電気通信設備編） 
　平成16年３月10日に、（社）建設電気技術協会主催で、
電気通信設備に関する電子納品講習会が開催され、
JACIC九州地方センターが講師として説明を行いました。
受発注者を併せて約150 
名の方が受講されまし 
た。今回の講習会を受 
講されなかった方で、 
受講を希望される方は、 
所属されている協会等 
を通じてJACICまでご 
連絡下さい。 

　CALS/ECの普及促進には、既にCALS/ECを実施し
ている国土交通省に加えて、地方公共団体や建設関連
事業者の積極的な参画が重要であり、地域に密着した
CALS/EC推進の支援体制が求められています。そこで、
JACICは平成11年10月１日にCALS/ECの普及、啓発、
広報を目的に各地方センターにCALS/EC推進室を設
置した。 
　これまでに、外部会場での講習会の開催、インター
ネットを利用したCALS/EC関連情報の提供、各地方
センターのCALS/EC推進室内に体験コーナーを開設し、
パソコンでCALS/ECの自主学習、インターネットを
利用した体験ができるなど多彩なトレーニング用コン
テンツを用意し実践的に体験できるように努めてまい
りました。 
　これからも体験コーナーの拡充を考えていきます。
積極的なご活用をお願いします。 
●体験コーナーで体験出来るコンテンツ 
○電子認証の体験　 
○電子入札の体験　 
○電子納品の体験 
　 
　次のURLからも電子入札（Ver 3.0）の体験が出来ます。 
　http://tutorial.e-bisc.go.jp/ 
　（電子入札システムWeb版チュートリアル） 

（企画調整部　参事　藤森　修） 
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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）が発行されました。 

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3月版 

平成16年3月版 

平成16年3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3月31日 

平成16年3月31日 

平成16年3月31日 

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。 3月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

18日　今年もアユの遡上がはじまりました！（アユ遡上

ホームページの公開について） （河川局） 

22日　車両の高さの最高限度を4.1メートルとする道路の指

定及び高さ指定道路に関する標識の制定について 

 （道路局） 

22日　平成16年地価公示結果に関する国土交通事務次官

コメント （土地・水資源局） 

23日　平成16年度公共工事設計労務単価（基準額）につ

いて （総合政策局） 

29日　青函トンネル内に国内で最も低い一等水準点が誕

生 （国土地理院） 

30日　政策レビュー（プログラム評価）等の評価書の作

成及び「平成16年度国土交通省事後評価実施計画」

の策定について 　　　　　　　　　（大臣官房） 

【地方整備局ニュース】 

12日　道路や河川のライブカメラ映像の提供を携帯サイ

トで始めます （関東地方整備局） 

12日　春の訪れと共に横雲バイパスいよいよ開通！ 

 （北陸地方整備局） 

16日　見つけてください、道のドラマ 

 （東北地方整備局） 

17日　～ROADパートナー（情報提供活動）～日本自動

販売協会　東海支部との協定締結で取組が広がり

ます （中部地方整備局） 

23日　東北地方の港湾による経済波及効果の試算結果を

お知らせします～戦後累計で約99兆円～ 

 （東北地方整備局） 

29日　「御堂筋再生プラン」完成 （近畿地方整備局） 

 【公募情報（国・公団等）】　　   42件 

 【公募情報（地方公共団体）】　375件 
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