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ニュースと解説 

 

電子入札コアシステムVer.4.1は平成17年３月末にリ
リースを予定しており、今回提供する機能を以下に紹介
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

して使える電子入札システムの核（コア）となることを
目標として、公共発注機関の意見を聞きながら、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
ました。 
・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、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をリ
リースしました。平成16年６月には商業登記認証局対応、
新ミドルウェア対応等を図った、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た
Ver.4を提供しました。 
2．電子入札コアシステムVer.4.1の概要 
Ver.4.1は、Ver.4の改訂版となります。更なる汎用機

能の整備、応札者の利便性向上及び性能向上を図り、か
つVer.4からのバージョンアップ時の負担軽減を可能と
します。 
（1）汎用機能の整備等 
　1）入札プロセスの追加・変更 
プロポーザル方式のプロセス変更、随意契約方式のプ

ロセス変更、通常型指名競争入札方式のプロセス変更、
工事希望型入札方式のプロセス変更、公募型競争入札方
式のプロセス変更についてコア部にパターンを追加、あ
るいは処理制限を緩和する等の修正を行います。簡易な
カスタマイズにより、これらの機能を実現できることに
なります。 
　2）応札者の操作性向上 
入札関係書類の提出予定案件の検索、再提出予定案件

の検索、参加中案件の検索、落札済み案件を除いた案件
の検索が可能な簡易案件検索画面を新設します。あわせて、
現行の案件検索画面の事務所指定ウインドウの拡大と結
果登録済み案件となっている案件を表示させないように
する機能を追加して、応札者の案件検索を簡便にします。 
　3）添付ファイルサイズの拡張 

メモリ使用時の内部処理を改善して、従来1MBで運
用しているサーバのメモリ容量内で、応札者から提出さ
れる添付書類のサイズを2～3MB程度まで送受信できる
ようにします。添付ファイル送信時は各種処理が同時に
存在するタイミングがあり、必要なメモリの量は添付フ
ァイルの実体のサイズよりも一般的に多くなることが知
られています。これらの処理において､メモリの使用方
法を工夫し、メモリの同時使用量を削減することで、従
来よりも大きな添付ファイルの送受信が可能となるよう
に改良します。 
　4）カスタマイズ手順書の作成 
Ver.4.1要望として寄せられた要件のうち共通性、必要
性の高い要望について、カスタマイズ手順書を作成しま
す。この手順書により、各発注機関での、カスタマイズ
費用を縮減できると考えます。 
カスタマイズ手順書を作成する項目は以下のとおりで
す。画面レイアウト見直し、内訳書添付機能の拡張、案
件の年度管理、案件検索条件の追加・変更、状況表示内
容変更、電子くじ機能、帳票表示・印刷機能、入札書受
付開始前に辞退届けを提出する機能、ICカード利用権限
削除機能、通知書へのファイル添付機能、再入札通知書
閲覧有無の確認機能、調達案件一覧表示方式変更、一括
メール送信機能。 
（2）処理能力の向上 
これまでVer.3～Ver.4ではAPサーバ側の負荷を軽減
するための改良を行ってきましたが、徐々にＤＢサーバ
側にボトルネックが移りつつあることを受けて、DBサ
ーバ上の処理を軽減する改良を実施します。DB環境の
変更による影響調査を実施して、高負荷状態で全体性能
が向上する箇所を探します。DB性能に関しては、各発
注機関で採用した、データ構成や運用条件などにより、
効果が異なることが予想されるため、指針となる設定情
報を併せて提示する予定です。 
3．今後の予定 
コアコンソーシアムでは、コアシステムの仕様や提供
条件の検討を進めてまいりましたが、今後は公共発注機
関でのコアシステムの運用の支援にも取り組んでまいり
ます。 
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、参考に願います。 
http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/index.html 

（CALS/EC部　主任研究員　石山敏雄） 
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２００５.４月号 

1．はじめに 

CALS/EC資格制度は、JACICが地方公共団体等への

CALS/ECの普及･推進のための人材育成および情報の

普及を図ることを目的に創設したものです。平成13年６

月に国土交通省が策定した「CALS/EC地方展開アクシ

ョンプログラム（全国版）」において、地方公共団体等

への支援策の一つとして位置づけられ、同年7月からス

タートしました。 

この仕組みは、JACIC理事長が資格認定を行い、指定

機関である社団法人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います。 

本資格制度は、2種類の資格があり、それぞれの資格

の種類に応じた役割があります。（下表参照） 

 

2．平成17年度試験の概要 

平成17年度のCALS/EC資格試験は、下記の要領で行

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 

これまで、CALS/ECインストラクター（RCI）試験は、

講習会の受講を必須としておりましたが、平成17年度か

らは講習会の受講を必須とすることをやめ、希望する受

験者に講習会を行うこととし、受験料の引き下げも行い

ます。さらに受講者にCALS/ECの理解をより深めてい

ただくたため、新たに演習をメニューに加え、さらに知

識の足りない部分を補強するような講義にするなど、講

習会の内容もより充実したものとする計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．おわりに 

CALS/EC資格制度の概要、受験の手引き及び受験申

込書等、試験の詳細などの情報につきましては、下記ホ

ームページをご覧ください。 

（http://www.CALS-EC.info/） 

また、同ホームページの「資格登録者の一覧」には、

RCE、RCI資格登録者氏名や講師経歴等が掲載（公開に

同意された方のみ）されており、地方公共団体等が各種

講習会･セミナーを企画した際に、講師等として活用し

ていただけるようになっております。 

一人でも多くの受験者の方が合格され、CALS/ECの

普及が推進されることを祈念します。 

 

【情報入手先】 

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/ 

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/ 

（CALS/EC部　主任研究員　山木宏文） 

平成17年度CALS/EC資格試験のご案内 

 

 

 

 

 

受 験 資 格  

 

 

 

募 集 期 間  

 

試 験 日  

 

試 験 地  

試 験 方 法  

 

資格者の役割 

 

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資格登録後１年

以上経た者で公共事業執行プロセス

を理解し（実務経験５年以上）、かつ、

CALS/ECに関して十分な知識及び

経験を有する者。 

平成17年４月１日 ～４月30日  

平成17年６月27日 ～７月５日

（上記試験日のうち事務局が指定す

る１日） 

東京、大阪 

書類審査及び面接試験 

大規模なセミナー、講習会等の講師

や、地方公共団体等へのCALS/ 

EC導入支援業務 

10,000円 

 

受 験 資 格  

 

募 集 期 間  

講習会実施日 

試 験 日  

講習会・試験地 

試 験 方 法  

 

 

資格者の役割 

 

 

受 験 料  

 

注 意 事 項  

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17年４月１日 ～４月30日  

平成17年７月30日

※注意事項を参照してください 

平成17年７月31日  

東京、大阪 

筆記試験 

地方公共団体並びに独自で講習・教

育が困難な中小の企業・団体等に対

するCALS/EC推進・普及のアドバ

イスや職場における小規模なセミナ

ー、講習会等の講師  

20,000円 

平成17年7月30日 に実施する講習

会は、あらかじめ希望登録された受

験者のみ受講することができます。 

CALS/ECコーナー 
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２００５.４月号 

建設分野におけるICタグの活用（第1回） 

連載開始にあたって 
ICタグは、電子タグ、RFID、無線ICタグとも呼ばれ

ているが、商品等にタグ（荷札）として取り付けること

により、流通分野のサプライチェーン管理に革命的な進

化をもたらすとともに、ユビキタス社会を実現させるキ

ーとなる技術と言われ、これらの分野で活用が活発に始

まっている。建設分野においては、ICタグの特徴である

①非接触でのデータの受送信が可能、②高い耐久性、③

データの保持が可能、などを考慮すると、その活用のポ

テンシャルは大きいと考えられる。 

このため、この連載では下記研究会での検討結果を中

心に建設分野におけるICタグ活用の可能性について10回

程度の連載で紹介する。内容は、①ICタグの技術、②一

般の分野における活用の事例、③建設分野における活用

事例、④建設分野における新しい活用の可能性検討、を

予定している。建設分野においては、交通案内や工事現

場管理などの分野で利用が開始されたところであるが、

分野全般にわたり活用の可能性はきわめて大きいので、

この分野に関心を持たれている方々に大いに参考になる

と考えられるので期待頂きたい。 

今回は、ICタグ活用のための研究会とICタグの基礎

的事項について紹介する。 

 

１．「ICタグの建設分野での活用に関する研究会」の活動 

JACICでは、上記の研究会を平成16年９月に設置し、

ICタグの建設分野での広範な活用の可能性の調査研究を

開始した。本研究会は、ICタグ活用の現状や建設分野に

おける活用の可能性の検討により、CALS/ECなどの建

設分野の情報化の推進に資することを目的とし、室蘭工

業大学の矢吹助教授を座長に、産学官の関係者18人から

構成されている。 

検討内容は、以下の通り現状調査、活用方法である。 

 

1）現状調査 

・ICタグそのものの技術 

・ICタグの建設以外の一般分野での活用状況 

・ICタグの建設分野での活用状況 

について、文献調査、メーカやユーザのヒヤリング、

研究会参加者からの発表などによって実施した。 

２）活用方法の検討 

現状調査を踏まえて、建設分野での活用のアイデアを

討議し、この中から実用的なものを選定し、実用化のた

めの簡単なフィージビリティスタディを行った。 

 

2．ICタグの基礎的事項 

ICタグは、図の通り情報を蓄積しているタグとリーダ

の交信により情報の読み書きを行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　ICタグの機能 

 
また、表に示したように1990年代から実用化されてい

た技術であるが、2003年から活用の動きが活発化してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図、表は、研究会での矢吹信喜助教授のプレゼンテ

ーションをもとに作成） 

（建設情報研究所近畿支所長　益倉克成） 

 

 

JACIC便り 

表　ICタグの略史 

年代 
1948年 
 
1950年代 
1960年代 
1970年代 
1980年代 
1990年代 
1999年 
 
 
2003年10 
2003年11 
 
2003年 
 
2003年～ 

事項 
Harry Stockmanにより、RFID(ICタグ）技術
が示唆 
IFF (Identification of Friend or Foe system) 
EAS (Electronic Article Surveillance) 
欧米で研究開発 
ETC (Electronic Toll Collection) 
ETCやスキーリフトなどで実用化 
AutoID Center マサチューセッツ工科大学内
に設置（バーコードに代わるもの。サプライ
チェーン管理目的） 
AutoID Center閉鎖。 
AutoID Center の替わりに、EPC Global（非
営利団体）が設立され、引き継がれた。 
ユビキタスIDセンター東大の坂村教授が設立（ユ
ビキタス社会を目指す） 
ユビキタスコンピューティング、ICタグ、ユ
ビキタス社会が大人気 

ICタグ リーダー／ライター 

ICチップ 
＋ 

アンテナ 

アンテナ 
＋ 

コントローラ 

パソコン等 

非接触・無線でデータ 
の読み書きを行う 

RFID

Reader/Writer
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２００５.４月号 

 

平成15年度研究助成成果概要（その4） 

JACICでは、平成10年度から研究助成を実施している。

平成15年度には９件の研究助成を実施し、平成16年11月

に「研究助成事業成果報告会」を開催した。この報告会

で発表されなかった４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る。最後となる本号で

は、愛知工業専門学校の山本先生の研究を紹介する。 

なお、平成15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２００３－９号 

多時期衛星データ解析による地域形成過程の体系化 

愛知工業専門学校　講師　山本　義幸 

1．序論 

わが国では、戦後復興から現在まで急速な経済発展を

遂げてきた一方、人間生活の基盤である地域環境におい

て無秩序な土地被覆状態といった負の遺産も残した。本

研究は、今後の地域計画・都市計画支援を目的とした時

空間的な地域形成過程分析法を提案し、広範な地域にて

その評価結果を吟味し適用性について検討したものであ

る。 

2．研究対象地域とデータ 

研究対象地域は、使用したLandsat TM/ETM+データ

（Path-Row:107-35）に包括される関東近圏である。

Landsat TM/ETM+データは、以下に列挙する撮影日の

４データを選定した。また、行政界データは、国土地理

院発行の数値地図25000（行政界・海岸線）を使用した。 

・1985年１月７日　・1990年４月11日 

・1997年４月14日　・2000年11月24日 

3．データの正規化処理 

４時期のLandsatデータに対しパラレルな評価を可能

とするために、オルソ補正を軸とした幾何補正ならびに

大気地形補正を軸とする放射量補正を施した。 

4．地域形成過程の解析処理法 

土地被覆カテゴリーに対する時空間的な評価を行うた

めの指標として、分散指標、単位分散指標、時系列分散

指標を定義した。 

（1）分散指標 

分散指標（Distribution Index:DI）は、土地被覆カテ

ゴリーの空間的な凝集・分散状態を示す指標で、次図の

ような対象画素を中心とする３×３メッシュを設定して

次式より算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

　　 図　分散指標算定のための基本メッシュ 

 

　　　　　　　　　　　　　(1) 

 

ここで、NCi：画素Ciが中心画素の土地被覆カテゴ

リーと同カテゴリーならば１で異なっていれば０。 

（2）単位分散指標 

単位分散指標（Unit Distribution Index:UDI）は、

関心領域内の分散指標の平均値に相当する指標で以下

の算定式によって計算する。 

 

　　　　　　　　　　　　　(2) 

 

ここで、TP：関心領域内の全画素数、TPO：関心

領域内における対象土地被覆カテゴリーの全画素数、i：

画素ナンバー。 

（3）時系列指標 

時系列指標（Temporal Index：TI）は、時系列的に

得られるデータの経年的な増減度を示す指標で次式に

より算定する。 

　　　　　　　　　　　　　(3)  

  

 

ここで、Si：標準化データ値、Ri：データ値、MAX(Ri)：

データの最大値、MIN(Ri)：データの最小値、lin(S1,S2, 

S3…Si)：時系列データ値の直線近似式の傾き、i：時期

を示す。 

5．地域形成過程評価 

４時期のLandsatデータから建物用地・森林域・農

用地・水域の４カテゴリーに分類した土地被覆分類画

像を作成し、定義した３指標を行政区分毎に算定し地

域形成過程評価を行った。幾つかの評価結果が得られ

たが、大局的な知見として、時系列行政別土地被覆面

積占有率と時系列行政別単位分散指標の相関解析から

４カテゴリーともに、面積占有率が高くなれば分散指

標も高い傾向が見られた。これらは、ゾーニングをは

じめとする近年の都市計画によって、スプロール化が

解消傾向にあることを示唆する結果と考えられる。 

C1 

C4 

C7

C2 

C5 

C8

C3 

C6 

C9

DI＝ NCi
i＝1

9

UDI＝ 

DIi
i＝1

TP

TPO

Si＝ 
Ri－MIN(Ri)

MAX(Ri)－MIN(Ri)

TI＝lin(S1,S2,S3…Si)
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２００５.４月号 

　日頃、JACIC NETをご利用頂きありがとうございます。 

　ご利用頂いているJACIC NET利用料金のお支払いにつ

いては、従来の月払いから年払いへの変更をお勧めして

おります。また、銀行振込をご利用の方は振込手数料を

ご負担頂いておりますが、口座振替をご利用頂くと手数

料はJACICが負担いたします。 

　月払い、銀行振込によるお支払いの方は「年払い」「口

座振替」への移行をご検討下さい。 

 
　　お問い合わせはJACIC NETヘルプデスクまで 

　　TEL：03-3584-3250　E-mail:jacicnet@jacic.or.jp 

（情報管理部　参事　立花修二） 

JACIC NET利用料金「年払い」「口座振替」のお勧め 

○電子入札 
　中国地方では、いよいよ地方公共団体での運用がはじ

まってきております。動向を一覧表にまとめ、トピック

スを以下に紹介します。 

　広島県は電子入札コアシステムにて県下の市町との共

同運用、三次市が平成17年2月に本運用を開始しています。

あわせて、入札参加資格申請、公募案件統合検索システ

ムも運用開始されています。入札参加資格申請では、電

子入札用のICカードを使用し、共同運用に参画した地方

公共団体全てに一括して申請できる仕組みとなっていま

す。 

　鳥取県、山口県、広島市は、電子入札コアシステムに

て平成17年度から運用開始予定です。このうち広島市で

は、物品を含めて電子入札が開始されます。 

　以上の電子入札コアシステム採用地方公共団体につい

ては、国土交通省も含めて同じICカードで応札できます。 

　岡山県は独自方式にて平成14年度から運用が開始され

ています。 

○電子納品 
　島根県、広島県、広島市では、平成16年度に実証実験・

試行が行われており、今後対象を拡大予定です。 

　国土交通省の電子納品要領(案)に準拠した形で運用さ

れていますが、広島県と広島市は、電子納品実施要領や

手引きを策定しています。 

（中国地方センター長　大久保尊善） 

 

中国地方センター　CALS/EC推進室 

電　話：082-227-1105　ＦＡＸ：082-227-1106 

Ｅメール：cals-chuugoku@jacic.or.jp 

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

中国地方5県1市のCALS/EC進捗状況 

　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）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

回　　　答 

e-BISCセンターホームページ「MENU」の「操作マニュアル【工事・業務】」

を選択し「電子入札システム　操作マニュアル平成17年1月版」画面の「電

子入札システムの機能改良のお知らせ【応札者向け】」をご参照下さい。

操作マニュアルも更新されていますので、必要に応じダウンロードしてご

利用下さい。操作マニュアルが表示出来ない場合は、最新のAcrobat 

Readerをご利用ください。 

平成17年1月31日に運用が開始された機能改良により、未参照の書類があ

る場合には入札状況一覧画面の「受付票/通知書一覧」欄内「表示」ボタ

ンの下に「未参照有り」と表示される仕様となりました。「受付票/通知

書一覧」欄内「表示」ボタンを押下し「入札状況通知書一覧」画面より各

通知書の確認を行って頂くことで「未参照有り」表示が消えます。 

質　　　問 

平成17年1月31日から運用

が開始された【工事・業務】

機能改良の内容について教

えてください。 

 

 

「入札状況一覧」画面の「受

付票/通知書一覧」欄に「未

参照有り」と表示されてい

ますが何故でしょうか。 

項　目 

工事・業務 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

e-BISCコーナー 

電子入札 
 
 
電子納品 

鳥取県 

H17年度から運用 
開始 
コアシステム 
 

検討中 

島根県 

検討中 
 
 実証実験 
国交省要領を使用 

広島市 

H17年度から運用 
開始 
コアシステム 

試行運用 
国交省要領を準用 

山口県 

H17年度中に運用 
開始 
コアシステム 

検討中 

広島県 

市町村共同運用で 
運用開始 
コアシステム 

試行運用 
国交省要領に準拠 

岡山県 

指名競争について 
運用中 
独自システム 

検討中 

－5－



２００５.４月号 

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　 
〒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 
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/
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JACIC news　平成17年4月1日発行　第三種郵便物認可 

JACICでは、平成16年9月に、平成16年度RCCM資格

試験の受験者を対象に全国各地で14回のRCCM資格試験

受験準備講習会を開催した。 

平成16年度のRCCM資格試験は、平成16年11月14日

に実施され、この合格者2,236名が、平成17年３月１日

に発表された。平成3年度から実施されてきたRCCM

資格試験の合格者は、今回で合計32,570名になった。 

講習会の受講者の方が非受講者に比べ合格率がおおむ

ね高く、講習会の成果が出ていると言える。 

合格者の受験番号はJACICのホームページ「建設関連

情報」「お知らせ」の「講習会・セミナー・試験予定・

結果」に掲載している。また、合格発表日より２ヶ月間、

JACICホームページTOPにある「NEWS最新情報」にも

掲載している。 

なお、平成17年度

のRCCM資格試験

は、平成17年11月13

日 に予定されてお

り、RCCM資格試験

受験準備講習会は、

平成17年９月９日～

９月22日（全国11会

場）を予定してい

る。 

 

平成16年度RCCM資格試験合格発表 

「国土技術開発賞」は、建設産業におけるハードな技
術のみならず、ソフトな技術も含めた広範な新技術を対
象として表彰するものであり、技術開発者に対する研究
開発意欲の啓発並びに建設技術水準の向上を図ることを
目的として実施されている。 
JACICが協賛している「第７回　国土技術開発賞」は、

平成17年4月15日 まで公募中である。「第１回ものづ
くり日本大賞」（ものづくりを担う人材に対して内閣総
理大臣が表彰を行う制度）の選考では、この賞の応募技
術も対象となる。 
詳細は、財団法人　国土技術研究センターのホームペ

ージ（http://www.jice.or.jp/）に掲載している。 
 

第7回　国土技術開発賞 
主催：財団法人　国土技術研究センター 
　　　財団法人　沿岸技術研究センター 
後援：国土交通省 
協賛：財団法人　日本建設情報総合センター 
　　　財団法人　先端建設技術センター 
　　　財団法人　港湾空港建設技術サービスセンター 
応募期限：平成17年４月15日  
対象技術：住宅・社会資本に係わる、計画・設計手法、

施工方法、維持管理手法、材料・製品、機
械などの広範に亘る技術で、近年に開発し、
かつ実用に供された新技術 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

「第7回　国土技術開発賞」公募のご案内 

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】 
21日　住宅・建築物の地震防災推進会議の設置について「数値

地図5mメッシュ（標高）」（名古屋）の刊行について 

（国土地理院） 
21日　公共工事の施工体制に関する全国一斉点検の実施結果

について （大臣官房） 
25日　今冬の豪雪に係る、市町村道への除雪費支援の検討に必

要な調査の開始 （道路局） 

【地方整備局ニュース】 

16日　伊勢湾環境創造基本構想策定について 

 （中部地方整備局） 
23日　誰もが楽しく利用できる河川敷を目指して（河川敷での不法

占用物件の是正に向けて） （近畿地方整備局） 
28日　すべての人に親しまれる川づくりをめざして～利根川上流

ユニバーサルデザイン指針を策定しました～ 

 （関東地方整備局） 

 【公募情報（地方公共団体）】  　778件 【公募情報（国・公団等）】  　142件 

 

河川、砂防及び海岸・海洋 620 269 43.4 
港湾及び空港 73 47 64.4 
電力土木 16 9 56.3 
道路 1,040 465 44.7 
鉄道 27 14 51.9 
上水道及び工業用水道 131 75 57.3 
下水道 354 165 46.6 
農業土木 296 160 54.1 
森林土木 94 40 42.6 
造園 49 30 61.2 
都市計画及び地方計画 183 63 34.4 
地質 111 64 57.7 
土質及び基礎 336 182 54.2 
鋼構造及びコンクリート 333 212 63.7 
トンネル 81 58 71.6 
施工計画、施工設備及び積算 240 120 50.0 
建設環境 265 133 50.2 
機械 18 12 66.7 
水産土木 21 14 66.7 
電気電子 145 47 32.4 
廃棄物 78 57 73.1 
合　　計 4,511 2,236 49.6

部　　門 受験者数 
（人） 

合格者数 
（人） 

合格率 
（％） 

部門別合格者数 

（企画調整部　副参事　小林保江） 
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