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ニュースと解説 

平成16年度事業計画 
【平成16年５月28日、第52回理事会が開催され、平成16

年度事業計画が承認されました。】 

 

　JACICは、国土交通省が進めている行政の情報化及び

ITの活用の推進施策を踏まえ、建設分野の情報化を促

進するため、産学官との連携を図りながら情報システム

の研究開発、建設情報の収集と提供、情報化の啓発・普

及活動等の諸事業を展開している。　 

　今後、公共事業実施における透明性の確保や公正な競

争の促進、事業のスピードアップ、適正な施工の確保、

コスト縮減等の要請に対応するため、情報化の企画提案、

情報化支援のほか、情報化に不可欠な情報標準等のイン

フラ整備、建設情報の国際化（国際シンポ、ISO活動）

等を行う。また、CORINSのサービス開始10周年の節目

を迎え、蓄積データの解析により建設事業における

CORINSの役割等について分析する。　 

　新規着手、及び重点実施を予定している課題は以下の

とおりである。 

 

・JACIC NETのサービス向上を目指し、 顧客情報の分 

　析に基づく改良 

・第２次標準化推進計画の推進 

・建設情報を交換・利用するための分類、交換形式等の

標準化 

・次期積算システムの開発 

・河川関連情報の流通や活用に関する検討 

・施工管理へのＥＶＭ（アーンドバリューマネジメント）

導入に関する研究 

・土木工事積算の合理化・簡素化に関する研究 

・技術者工事経歴データベースの開発 

・工事成績データベースの開発 

・建設情報システムを支える空間データ整備に係る新技

術の調査研究 

・CALS/EC新計画の策定及び展開　 

・電子納品の全面的導入の支援強化 

・電子入札コアシステムの改良と普及拡大 

・「CORINSデータベース活用方策研究会」提言書に基

づくCORINSデータベースの充実とデータ解析の高度

化に関する検討 

・検索の合理化を含むTECRIS入力システムバージョン

アップに向けた研究開発 

・入札情報を活用したCORINS/TECRISデータ精度向

上に関する研究開発　 

・CORINS/TECRIS/JCISのインターネット化 

 

　さらに、これらの課題に関連する国等が進める建設分

野での情報システム化について委託を受け支援する。 

　また、これら業務の実施において一層の顧客満足を得

られるよう、GIS研究部の設置をはじめとする組織体制

の強化、職員の技術力向上、新規導入した業務管理シス

テムによるJIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）の的確な

運用等に努める。 

　平成12年度から実施している研究助成事業については

新たに指定課題に対し助成を実施することとする。 

　事業計画の内容は、次のとおりである。 

 

1．調査研究開発事業 

　平成16年度において以下のとおり調査研究を実施する。 

（１）建設情報の標準化 

　　建設情報標準化委員会の活動を通じて標準化の推進 

　を図るとともに、建設情報標準化に関する研究開発を 

　行う。 

１）建設の情報標準の研究開発 

　a）電子地図／建設情報の連携に関する研究開発 

　b）CADデータ交換標準の研究開発　 

　c）建設情報標準分類体系の開発及び応用に関する研究 

　d）電子納品要領等の策定・改訂に関する調査研究 

　e）IC電子タグに関する調査研究 

　f）XMLの利用に関する研究  

　g）３次元モデルに関する調査研究 

 

（２）建設情報システムのシステム設計に関する調査研究 

１）積算システムの研究開発 

　a）積算システムの改良・運用支援　 

　b）OSに依存しない土木工事積算システムの開発 

　c）土木積算合理化・簡素化の調査研究（ユニットプ

ライス） 

２）GIS（地理情報システム）の研究開発　 

　a）リアルタイム災害情報システムに関する調査研究 

　b）大深度地下利用支援システムの検討 
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　c）都市再生地籍整備事業関連システムの検討業務 

　d）美しき国づくり政策に関する調査研究 

　e）電子国土Webシステムに関する調査研究  

　f）河川及び道路業務支援システムの開発 

　g）防災情報システムの開発 

　h）管内図表示システムの開発 

３）CALS/ECに関する情報システムの研究開発  

　a）入札情報提供サービスの拡充 

　b）電子入札コアシステムの改良 

　c）受発注者間の情報共有システムに関する調査研究 

　d）電子納品に関する研究開発 

４）技術情報システムの研究開発 

　a）地方整備局技術情報システムの研究開発 

　b）地域整備情報システムの研究 

　c）技術文献・地質調査データシステムの研究開発 

　d）道路関係情報システムの研究 

　e）建設副産物情報交換に関する研究開発 

　f）工事成績データベースの研究開発 

　g）技術者工事経歴データベースの開発 

５）建設資材関係調査の実施 

　a）主要建設資材の需要予測手法の研究 

６）施工品質管理システムの研究 

　a）施工管理へのＥＶＭ（アーンドバリューマネジメ

ント）導入に関する研究 

 

（３）建設情報システムに必要な機器に関する調査研究 

１）デジタル画像データの取得及び解析技術の研究開発  

　a）レーザースキャナー 

　b）デジタル画像（デジタルオルソ画像等） 

２）WebGIS技術の研究開発 

 

（４）建設情報システムに必要なソフトウェアに関する

調査研究 

１）CALS/EC新計画の策定　 

２）CALS/ECシステムの普及促進と地方展開　 

 

（５）建設情報システムの普及促進事業 

１）建設情報システムの開発成果の普及促進 

　a）自治体版積算システムの普及促進 

　b）バージョンアップ（Ver4）による電子入札システ

ムの機能向上と地方センター体験コーナーの充実 

２）電子入札コアシステム等の普及 

 

（６）建設情報システムに関する資料その他の情報の収 

　　集及び提供 

１）建設分野の情報化の現状に関する調査 

 

（７）建設情報に関する国際協力の推進 

１）海外建設資材情報の交換システムの提供 

２）国際建設関連情報データベースの改良 

３）電子入札システムの国際標準対応 

（８）建設情報システムに係る研究 

１）研究助成事業の実施 

　事業の充実を図るため、指定課題に対する助成を新た

に開始する。（募集要項は、JACICのHP、JACIC情報74

号を参照） 

 

  さらに、上記（１）から（７）に関して、委託を受け

て調査研究を行う。 

 

２．広報事業 

（１）建設情報の提供の円滑化に資する事業 

１）出版事業 

　a）建設情報関係図書の発行 

　b）広報誌の発行 

２）広報事業 

　a）講習会等の開催 

　b）出版物による広報 

　c）展示会への出展 　 

３）RCCM資格試験受験準備講習会の開催 

４）CALS/ECエキスパート及びインストラクター資格

試験の実施　 

５）CORINS  10周年記念事業の実施 

 

３．建設情報提供事業 

（１）建設情報の収集、加工、蓄積及び提供 

１）JACIC NETによる情報提供　 

２）入札情報サービス（ＰＰＩ）の運営支援 

３）工事実績情報サービス(CORINS)による情報収集及

び提供 

４）測量調査設計業務実績情報サービス(TECRlS)によ

る情報収集及び提供 

５）JC情報サービス（JCIS）による情報提供 

６）建設副産物情報交換システムによるサービスの提供 

７）建設発生土情報交換システムによるサービスの提供 

８）インターネット版GISデータブックの運営　 

９）都市地域１/2,500地図データ（JACIC TOWN）　　

の整備・提供 

10）Webによる単価積算サービスの提供　 

　 

  さらに、上記に関して、委託を受けて調査研究開発を

行う。 

 

４．電子入札施設管理事業 

　国土交通省の電子入札システムの運営管理を行う。 

 

５．審査証明事業 

　建設技術審査証明事業を実施するとともに、「建設技

術審査証明協議会」会員（国土交通省所管の14公益法人）

が審査・証明した技術の広報を行う。 

（企画調整部長　高島一彦） 

－２－ 
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ヘルプデスクへの質問と回答 
e-BISCコーナー 

　e-BISCセンターでは、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） 

回　　　答 
利用者登録にて登録した情報は、国土交通省の「工事・業務」

すべての調達機関に反映されますので、調達機関を選択する

必要はありません。 

電子入札システム「調達案件検索」画面で「調達案件番号」入

力個所に“2004”（半角）を入力し検索することで、平成16年4

月1日以降に登録された調達案件を検索することができます。

なお、平成16年4月1日以前に登録された調達案件は平成16年度

であっても上記で検索することはできません。 

質　　　問 

国土交通省「工事・業務」の利用者

登録をする際、調達機関はどこを選

択すればよいのですか。 

平成16年度案件を一度に表示する方

法はありますか。 

項　目 

電子入札 

システム 

ＧＩＳ研究部発足 
－ＧＩＳの利活用とデータ提供の推進をめざして－ 

JACIC便り 

１．ＧＩＳ研究部発足の意義 
　現在、政府では、「e－Japan戦略」及び「e－Japan重

点計画」に基づき「ＧＩＳアクションプラン2002～2005」

を策定し、積極的なＧＩＳの利活用の推進を図っていま

す。 

　国土交通省においても、このアクションプランに基づ

き、ＧＩＳを用いて河川や道路等の行政効率化を図ると

ともに、災害情報のリアルタイム提供等に取り組むなど、

ＧＩＳを活用した業務改善に積極的に努力が注がれてい

ますが、ＧＩＳの利用可能性はまだまだ多く残されてい

ます。 

　また、ＧＩＳの利活用には、データの提供と維持が適

切になされることが必要で、ＧＩＳデータの普及により、

新しい物の見方が生まれたり、ニュービジネスのチャン

スが生じたりすることが期待されます。 

　国土交通省等には、公共施設に関する情報をはじめ、

ＧＩＳ用のデータに相応しいものが潜在しており、これ

らを国土空間データ基盤として提供し、広く利活用でき

るようにすることも期待されています。 

　ＪＡＣＩＣでは、これまで国や地方公共団体のＧＩＳ

利活用の支援に取り組んできましたが、国土地理院等に

よる地理情報標準が整備されるなどの現状を踏まえ、Ｇ

ＩＳの利活用に関する支援業務をより一層強化すること

としました。 

　そのため、平成16年６月１日からＧＩＳ研究部を設立

し、ＧＩＳの利活用とデータ提供の推進を図ることとし

ました。なお、ＧＩＳ研究部の発足に伴い、研究第三部

は廃止されました。 

２．ＧＩＳ研究部の基本的な業務展開について 
（１）データの提供と流通を促進する業務の展開 

　現在、ＪＡＣＩＣ内部には建設情報に関わる各種の情

報が蓄積されつつあることから、それらの情報と国土空

間データ基盤との重ね合わせ加工、解析を含むＧＩＳデ

ータの提供、流通を目指し、新たな業務を展開します。 

　例えば、JACIC NETのデータベースにあるデータを

活用した位置情報付きデータのサービス、国や地方公共

団体が保有する各種データの流通サービスの支援及び分

析、解析等のサービスを目指します。　 

（２）行政のＧＩＳユーザーの発掘と業務支援の強化 

　国や地方公共団体が推進する業務改善を含むＧＩＳ化

は、各種の情報と地理的位置を組み合わせて、情報を分

かり易く伝達する仕組みとして利活用されることです。

特に、国民一般に広く各種の情報サービスが享受される

ことが重要となりつつあります。 

　ＪＡＣＩＣは、行政でのＧＩＳの構築、提供、運営支

援などを積極的にサポートします。 

（ＧＩＳ研究部長　堀野正勝） 

 

GIS研究部発足を掲示する豊田理事長 
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　当センターでは、財団の目的に合致した、情報技術を

活用し建設マネジメントの向上に資する調査研究に対し、

研究助成を行っています。 

　平成16年度から、従来の自由課題に加え、指定課題の

公募を行います。公募要領は以下のとおりです。 

 

１．研究助成の対象 

【指定課題】 

　下表のとおりとします。 

【自由課題】 

（１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する

研究 

　①建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等の

調査研究 

　②建設情報の流通性の向上に関する調査研究 

　③建設分野のＢＰＲに関する調査研究 

（２）建設分野の各種業務の情報化に関する研究 

　①土木工事積算業務に関する調査研究 

　②河川・道路・都市等における業務の情報化に関する

調査研究 

　③防災業務の情報化に関する調査研究 

　④ＧＩＳを利用した業務支援システムの調査研究 

　⑤ＣＡＬＳ／ＥＣに関する調査研究 

　⑥建設副産物情報交換に関する調査研究 

　⑦その他 

 

２．助成対象者 

　上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民

間等の研究者とし、審査のうえ決定します。 

 

３．助成期間 

　助成期間は決定後１カ年で、助成研究の成果報告は平

成17年9月末の提出となります。 

 

４．助成金額 

　１件につき指定課題は300万円以内、自由課題は200万

円以内とします。 

 

５．申込み方法 

　助成を希望される研究者は、所定の申請書に必要事項

を記入のうえ、財団へ提出して下さい。指定課題の詳細

内容、研究助成要綱、申請書及びこれまでの実績につい

ては、当財団のホームページをご覧ください。 

　URL  http://www.jacic.or.jp/ 

 

６．期限 

　　平成16年8月31日（必着） 

 

７．問い合わせ先 

　　〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20 

　　（財）日本建設情報総合センター 

　　企画調整部（柳沢） 

　　TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

－４－ 

 

平成16年度 日本建設情報総合センター研究助成公募案内 

日本建設情報総合センター寄附行為（抜粋） 

第１章第３条 

　この法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報

システムの調査研究を行い、これを広く普及すると

ともに、建設情報の提供を行うことにより、建設技

術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効

利用の促進を図り、もって国民生活の高度化及び経

済の活性化に資することを目的とする。 

 

 

1） 

1） 

今後の建設分野の情報共有において、有効な手法と考えられるプロダクトデータモデルに関して、
以下の内容を研究する。 
①プロダクトデータモデルの構築手法（河川・道路などの土木の各ドメインにおける研究及び
建設分野全般における研究） 
②プロダクトデータベースの構築手法 
③プロダクトデータモデルの適用に関する研究（適用による効果の把握手法を含む） 
④その他、プロダクトデータモデル及びデータベースに関する研究 
建設行政に関わる河川、道路、都市計画等の各業務で利用される情報を、オブジェクト化し共
有化するための手法や、空間データモデルの相互利用手法を研究する。この際に現在JIS化が進
められている地理情報標準（ISO19100シリーズ）を基に研究する。 
平成15年７月に国土交通省より発表された「美しい国づくり政策大綱」をGISで実現するための
手法に関して、以下の内容を研究する。 
①保全すべき景観資源データベースの研究 
②各主体の取り込みに資する情報の収集・蓄積と提供・公開方法の研究 
③GISでの景観の分析方法の研究 
④モデル地区による実証実権 
情報提供事業、ＤＢ、書籍等で建設情報を提供する場合には、その情報により利用者が得る価
値を計測し価格設定を行う必要がある。この情報の価値の計測手法及び価格設定手法を研究する。 

指1-1 プロダクトデー
タモデル構築 

指1 データモデル 
　　に関する研究 

指2 GISを用いた「美しい国づくり政策」
の実現手法に関する研究 

指3 建設情報の価値計測及び価格設定手
法に関する研究 

指1-2  空間データ流通 

課　題　名 内　　　容 

表１　指定課題一覧 
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2003年度　JACIC NET利用状況 

「JACIC情報74号」を7月末に発刊予定 

－５－ 

JACIC通信 

１．会員及びアクセス数 

　2003年度末の会員数は合計1,981会員であり、アクセ

ス数は前年度に比べて全体で約40％増加しました。利用

会員区分別では、前年度と変わらず一般建設業が全体の

80％以上の約123万回（42.3％増）と圧倒的に多く、そ

の他民間が約12万回（41.8％増）、コンサルタント約10

万回（24.1％増）の順となっています。また、公団等は

約３万６千回と77.7％増となり倍近くに増加しています。 

 

表１　会員区分別アクセス数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．メニュー別アクセス割合 

　CORINS・TECRIS検索は前年度より６％増え74％

（1,097,000回）と圧倒的に多く、発注情報が９％（129,000

回）、データベースが８％（128,000回）、人事情報が５

％（79,000回）の順で利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　３．月別メニューアクセス数 

　CORINS･TECRISは2004年１月、２月のアクセス数が

約12万回と他の月に比べて最も多く、メニュー全体では

2003年７月の利用数が約16万回と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　次号から各メニューを紹介しますので御期待下さい。 

（情報管理部　参事　立花修二） 

一般 

建設業 

コンサル

タント 

国土 

交通省 

地方 

公共団体 

公団等 

 
その他 

民間 

 
全体 

2002年度 

（回） 

866,863  

 

79,541  

 

14,681  

 

7,240  

 

20,563  

 

85,448  

 

1,074,336 

2003年度 

（回） 

1,233,374  

 

98,743  

 

14,178  

 

7,761  

 

36,532  

 

121,167  

 

1,511,755 

増減数 

（回） 

366,511  

 

19,202  

 

－503  

 

521  

 

15,969  

 

35,719  

 

437,419 

増減率 

（％） 

 42.3 

 

 24.1 

 

－3.4 

 

  7.2 

 

 77.7 

 

 41.8 

 

 40.7

  図２　月別メニューアクセス状況 
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図１　メニュー別アクセス割合 
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12％ ４％ 
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５％ 

５％ 

８％ 

８％ 

０％ 

１％ 

74％ 

68％ 

（前回）2002年度 
1,074,336回 

（今回）2003年度 
1,511,755回 

 

アクセス数 

発注情報 CORINS・TECRIS
ニュース 人事情報 
予算速報 データベース 

特集「建設分野におけるリスクマネジメント」 

　わが国もグローバル化の流れの中で、様々な国際標準

に対応しなければならない状況にあります。その中の一

つとして取り上げられるものがリスクマネジメントです。 

　一方、建設業界、特に土木分野においては、自然災害、

人的災害、経済事象等による様々なリスクが存在し、リ

スク発生により生じる損害や損失は、地域社会や住民の

生活、生命、財産にまでも影響を及ぼすと言っても過言

ではありません。その中で、自然条件というリスクにつ

いては、安全管理、労務管理、資材管理、工程管理等の

個別管理によってリスクに対応してきました。今後はこ

れらを系統的に整合性を持たせるようなリスクマネジメ

ントの確立が望まれるところです。 

　JACIC情報では、国土交通省、大学、民間等における

個々のリスクマネジメントに関する取組み、研究開発の

現状を紹介します。 

　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） 

発注情報 CORINS・TECRIS
ニュース 人事情報 
予算速報 データベース 



２００４.７月号 

　関東地方センターでは、首都東京を中心とし産業・人

口の集中する首都圏の１都８県４政令指定都市をその担

当地域としています。 

　また、関東地方センターはJACICの中枢機能を担って

いる本部と同一場所に所在していることから、情報の収

集・蓄積・提供、普及活動等について本部と十分な調整

と協力を行いながら進めてまいります。 

　関東地方センターとしての最近の主な取り組みの幾つ

かを紹介します。 

 

■山梨県内52市町村の担当者及び建設業関係者の方を

対象に電子入札、CORINS登録システム説明会開催 

　公共工事の発注者及び受注者の実務者を対象とした、

「入札契約等に関する説明会」が国土交通省主催で開催

され、関東地方センターではCORINSセンターと協力し

て「CORINS登録」を中心に説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　日　時：平成16年５月11日（火） 

　午前の部・（会場）：山梨県自治会館 

　　発注者：国,県,市町村の実務担当職員を対象 

　午後の部・（会場）：アピオ甲府 

　　受注者：建設業協会会員等の実務担当者を対象 

　　参加者：国20名、山梨県65名、52市町村から103名、

　　　　　　295団体及び企業から390名　 

　　主　催：甲府河川国道事務所、富士川砂防事務所 

　　共　催：山梨県、（社）山梨県建設業協会、 

　　　　　　（社）山梨県建設技術センター 

 

［プログラム］　 

挨　拶　甲府河川国道事務所長 

　　　　　山梨県土木部技監、 

　　　　　（財）JACIC CORINS/TECRISセンター長 

電子入札について　関東地整企画部技術管理課補佐 

総合評価落札方式について　　　　　〃　　 

（午前） CORINS登録の必要性について、山梨県土木

　総務課　 

（午後） 発注者のCORINSの利用について 

　　　　　甲府河川国道事務所　副所長 

CORINSの活用 

　　　      （財）JACIC CORINS／TECRISセンター 

 

■川崎市建設労働組合連合会を対象に電子入札、CORINS

登録システム説明会開催 

日　時：平成16年６月９日（水）13：30～14：30 

場　所：ホテル精養軒、参加者：約40名 

内　容：川崎市による電子入札説明及びCORINSの活用 

主　催：川崎市　協力：（財）JACIC 

 

■関東地方の電子入札システムの普及活動 

・地方公共団体向けに個別訪問し、ヒアリング調査及び

情報収集を実施します。 

・電子入札システムデモを積極的に実施して、コアシス

テム導入普及を図ります。 

（関東地方センター長　齋藤誠一） 

－６－ 

地方センターコーナー 

関東地方センター活動報告 

 

甲府河川国道事務所長挨拶 

説明会会場（アピオ甲府） 
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－７－ 

地方センターコーナー 

 

　国土交通省では直轄事業における成果品の電子納品を

開始しています。 

　北陸地方センターではこうした現状を踏まえ、電子納

品が円滑に行われるよう、電子納品に関わるソフトを紹

介するとともに、実際の操作体験を通じ電子納品の理解

を深めていただくため、「電子納品・CAD実務操作講習会」

を実施しました。　講習会は、電子納品支援ソフト・

CAD関連開発ベンダー計16社のご協力をいただき、平成

16年３月17日から５月14日までの約２ヶ月間、当センタ

ー『CALS/EC推進室』において実際にパソコンの操作を

行える環境を確保し、少人数制で行いました。 

　講習会の内容は、当センター講師からCALS/ECの現状

説明の後、ベンダー講師による電子納品支援ソフトを使

った電子納品成果物作成方法や、CAD製図基準（案）に

沿った作図等の操作、電子納品成果物・CADデータを作

成する際の留意点等の解説といった、より実務的な内容

を中心に実施しました。　 

　パソコンを使用した実務的な講習であることから、参

加者の方々からも大変理解しやすいと好評をいただきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今後もCALS/ECに関する講習会を開催してまいりたい

と考えています。　 

　また、地方センターではCALS/EC（電子入札・電子納

品）、CORINS登録に関する説明会等を随時受け付けてい

ます。ご要望がございましたらお気軽に当センターまで

お問い合わせください。 

　連絡先　TEL：025-228-0856　 

（北陸地方センター長　齋藤俊三） 

北陸地方センター活動報告 

－電子納品・CAD実務操作講習会－ 

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。 5月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

６日　地方が創る道路事業制度の検討会について　～自治体

の提案を国の制度として実現します～       （道路局） 

12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16年３月末時点）                                                                                                                          

（住宅局） 

13日　第３次下水道技術五箇年計画の策定　～技術で拓く安

全、環境、生活コストの安い暮らしそして活力ある、

誰もが参加できる社会～          （都市・地域整備局） 

24日　第４回ダムにおける入札契約方式検討会の開催につい

て                                                       （河川局） 

26日　平成16年度優秀施工者国土交通大臣顕彰について 

　　　－トップレベルの技能者である「建設マスター」が新

たに463名誕生－                             （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

11日　昼夜間工事により工事期間を1/3に短縮！！                      

　　　　　　　　　　　　　 （中部地方整備局） 

13日　総合評価方式に関するアンケート結果報告 

　　　～より技術力を重視した発注の実現を目指します～

　                                     （東北地方整備局） 

20日　砂防堰堤が流出土砂を捕捉、平湯大滝遊歩道への

被害を防ぐ！！                       （北陸地方整備局） 

24日　CALS／EC問い合わせ窓口の開設について 

                                                 （関東地方整備局） 

28日　「関東甲信地方下水道ビジョン」の策定・公表に

ついて                               （関東地方整備局） 

27日　御堂筋に新型道路維持管理用車両デビュー！！ 

                                                  （近畿地方整備局） 

【公募情報（国・公団等）】　122件 

 【公募情報（地方公共団体）】　715件 

講習会風景 
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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。 

■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（本体77円） 

－８－ 

ISO9001 登録 

MSA-QS-2368

７．講　　師：発注機関及び民間有識者 
８．受講申込方法等： 
　所定の申込書に必要事項を記入の上、郵便振替払込金

受領証のコピーを同封し、下記申込先に郵送してくださ

い。なお、電話による申し込みは受け付けておりません。 

　申込書用紙は当センターのホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。 

９．受付期間：平成16年７月１日（木）～ 
　　　　　　　　　　　平成16年８月16日（月） 

10．申込先：財団法人　日本建設情報総合センター 
　　　　　　　　　　　ＲＣＣＭ講習会事務局 

　　〒107-8416　東京都港区赤坂7－10－20 

　　　　　　　　アカサカセブンスアヴュニュービル 

　　　　　　　　TEL 03-3584-2404　FAX 03-3505-2966 

 

 

※当講習会は、ＲＣＣＭ資格試験に備えて開催する講習

会です（受講希望者が対象です）。 

　講習会申込と試験申込は受付機関が別です。 

 

※ＲＣＣＭ資格試験は、社団法人建設コンサルタンツ協

会が平成16年11月14日（日）に実施します。 

　受験申込書の購入、手続き等、試験に関する事項は、

下記へお問い合わせ下さい。 

　社団法人　建設コンサルタンツ協会 

　　　　　　ＲＣＣＭ資格制度事務局 

　　　　　　TEL 03-3221-8855

JACIC news　平成16年7月1日発行　第三種郵便物認可 

平成16年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内 

６．プログラム： 

１．主　　催：財団法人　日本建設情報総合センター　 

２．後　　援：国土交通省 

３．テキスト：「平成16年度RCCM資格試験受験準備講習会テキスト」 

　　　　　　　監修：財団法人　日本建設情報総合センター　 

４．受 講 料：10,000円（税込み。テキスト代込み。昼食代含まず。） 

５．開催地・開催日・会場： 

会場 

№ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12

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 

ＴＥＬ 

011-231-9551 

022-265-2450 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

025-281-1111 

052-731-7191 

06-6772-5931 

082-222-8510 

087-823-4550 

092-844-8111 

098-862-4120

定員 

540   

450   

400   

400   

400   

160   

600   

1006   

220   

260   

800   

192  

開催日  

9/22（水） 

9/22（水） 

9/13（月） 

9/14（火） 

9/27（月） 

9/15（水） 

9/ 9（木） 

9/15（水） 

9/17（金） 

9/ 9（木） 

9/17（金） 

9/10（金） 

会 　 場 　 名  

北海道厚生年金会館 

仙 台 国 際 センター  

日本都市センター会館 

日本都市センター会館 

日本都市センター会館 

新潟技術士センタービル 

名 古 屋 市 公 会 堂  

大阪国際交流センター 

メルパルクHIROSHIMA 

香川県土木建設会館 

シ ー ホ ー ク 

サ ザンプラ ザ 海 邦  

住　　　所 

札幌市中央区北１条西12丁目 

仙台市青葉区青葉山 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

新潟市新光町10-2 

名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 

大阪市天王寺区上本町8-2-6 

広島市中区基町6-36 

高松市松福町2-15-24 

福岡市中央区地行浜2-2-3 

那覇市旭町７ 

時　　間 

10：30 

10：45～12：15 

13：30～15：00 

15：10～15：40

内　　　　容 

挨　　　　拶 

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題（業務関係） 

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 

ＲＣＣＭ資格試験問題演習 

会　　　場 




