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平成17年５月１日発行（毎月1回1日発行）平成12年2月16日第三種郵便物認可 

ニュースと解説 

 

　平成17年3月29日、第54回理事会が開催され、当セン

ターの平成17年度事業計画と平成17年度予算が承認され

ました。 

 

　JACICは昭和60年11月の設立以来、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平成17

年11月に設立20周年を迎えることとなった。 

　設立20周年を「新たな挑戦へ」の発進と位置づけ、情

報の標準化や情報技術の利用による建設分野の効率化に

向け、研究・開発・提供等を推進することとしている。 

　新規着手、及び重点実施を予定している項目は以下の

とおりである。 

 

（１）情報の標準化 

　・第２次標準化推進計画の推進 

　・電子納品に関する研究開発 

 

（２）情報技術の開発による建設分野の効率化 

　・共通プラットフォームに関する調査研究 

　・次期積算システムの開発 

 

（３）情報技術の利用による建設分野の効率化 

　・土木工事積算の合理化・簡素化に関する研究 

　　　　　　　　　　　　（ユニットプライス型積算） 

　・建設分野におけるICタグの活用検討 

　・入札説明書等ダウンロードシステムの開発 

　・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 

　・新CALS/EC計画の展開支援 

　・電子納品導入の支援強化 

　・電子国土づくりの支援 

 

（４）建設情報の収集と提供 

　・工事成績データベースの開発支援 

　・CORINS技術者工事経歴検索システムの運用開始 

　・検索の合理化を含むTECRIS入力システム改良の研

　　究開発 

　・CORINS/TECRIS登録支援システムの運用開始 

 

（５）情報化の啓発・普及活動等 

　・Webサイトのアクセスビリティ確保及び機能向上 

　・電子入札コアシステムの機能改良と地方公共団体等

　　への普及拡大 

　さらに、これらの項目に関連する国等が進める建設分

野での情報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建設コスト研究部、

システム高度化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、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。ま

た、設立20周年事業として、平成10年度から実施してい

る研究助成事業の評価、建設分野において有効利用され

ている情報システムの調査等を実施する。 

　その具体的内容は、次のとおりである。 

 

１．調査研究開発事業 

　平成17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第２次標準化計画

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）共通プラットフォームに関する調査研究 

　e）電子成果の高度利用に関する調査研究 

　f）建設分野の情報化と標準に関する動向調査 

　g）地形・地質データモデルに関する研究 

　h）ICタグに関する調査研究 

　i）３次元モデルに関する調査研究 

　j）CADデータ交換標準の国際標準化検討 

２）国際標準との連携に関する業務 

 

（２）建設情報システムのシステム設計に関する調査研究 

平成17年度事業計画 
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２００５.５月号 

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 

　　（ユニットプライス型積算） 

２）GIS（地理情報システム）の研究開発 

　a）総プロ（リアルタイム災害情報システム開発）支援 

　・災害情報のリアルタイム取得・転送・解析技術の開発 

　・レーザースキャナの高度利用技術の開発 

　・災害情報関連システムアーキテクチャの検討 

　・GPSリアルタイムデータ監視システム構築支援 

　b）GIS基礎調査 

　・測量成果電子納品要領の見直し（標準化活動） 

　・国土地理院地方測量部の測量成果管理・提供システ 

　　ムの改良 

　・電子国土Webシステムに係る政策支援業務 

　c）国の機関に係るGIS調査 

　・内閣府の防災情報共有プラットフォームの構築支

　　援 

　・国土交通省の防災情報システム開発支援 

　・大深度地下利用システム検討業務 

　・跡地利用システム活用検討業務 

　・都市再生地籍整備事業関連システムの検討業務 

　d）地方自治体のGIS調査 

　・川越市、南アルプス市、八王子市等への統合型GIS 

　　支援 

　e）GIS基盤データの構築に係る調査研究 

　・電子地図上での建設情報（CORINS/TECRISデータ）

　　の提供に係る調査研究 

　・大縮尺地図普及モデルの構築に係る調査研究 

　f）研究助成を活用したGIS利用技術の調査研究 

　・３次元GIS利活用モデルの構築に係る調査研究 

　g）大規模災害に係る情報提供に関する調査研究 

　h）河川及び道路業務支援システムの開発 

　i） 防災情報システムの開発 

３）CALS/ECに関する情報システムの研究開発 

　a）入札説明書等ダウンロードシステムの開発 

　b）電子入札コアシステムの機能改良 

　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開発 

　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開発 

　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の支援 

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）レーザースキャナデータの取得・転送・解析技術の 

　　研究開発 

　b）デジタル画像（デジタルオルソ画像等）データの取 

　　得及び解析技術の研究開発 

２）Web　GIS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）新CALS/EC計画の展開 

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）電子入札コアシステムの機能改良（V4.1）と地方 

　　公共団体等への普及促進 

 

（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）電子入札の国際標準化の検討 

 

（８）建設情報システムに係る研究 

１）研究助成事業の実施 

　研究助成を実施するとともに、平成10年度から開始し

た研究助成事業の助成テーマについて、助成後の進展を

調査し、研究助成事業の有効性を図る。 

 

　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（「建設情報標準叢書」の 

　　刊行） 

　b）機関誌（JACIC情報）の発行 

２）広報事業 

　a）講習会等の開催 

　・JACICセミナーの実施 

　・建設情報標準化セミナー2005の開催 

　・GIS普及セミナーの開催（国土地理院等との共催） 

　・CALS/EC MESSE 2006の開催 
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２００５.５月号 

　・市町村合併GIS導入ビデオによる普及・啓発 

　b）出版物による広報 

　c）展示会への出展 

　d）Webサイトによる広報 

　・「建設技術審査証明協議会」会員が審査・証明した

　　技術の広報 

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）JACIC設立20周年記念事業の実施 

６）講師の派遣 

　・国土交通大学校、日本測量協会等への講師派遣 

 

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）技術者工事経歴情報サービスの提供 

５）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 

６）JC情報サービス（JCIS）による情報提供 

７）建設副産物情報交換システムによるサービ 

　　スの提供 

８）建設発生土情報交換システムの運営支援 

９）インターネット版GISデータブックの運営 

10）都市地域1/2,500地図データ（JACIC TOWN）　　

　　の整備・提供 

11）Webによる施工単価積算サービスの提供 

 

　なお、CORINS及びTECRIS等に使用しているサーバ

のリプレースを検討する。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 

「建設技術審査証明協議会」会員として建設技術審査証

明事業を実施する。 

（企画調整部長　高島一彦） 

　JACICは本年11月15日に設立20周年を迎えます。

JACICは、設立以来、国土交通省が推進する行政の情報

化およびITの活用を推進するため、産官学と連携を図

りながら、情報システムの研究開発、建設情報の提供、

情報化の啓発・普及活動等、建設分野の情報化に関する

諸事業を展開してきました。これらが、政府が掲げるe-

Japan戦略の一翼を担ってきたものと自負しております。

これら展開のためには賛助会員の皆様、国、地方自治体、

建設会社、建設コンサルタント、システムベンダー、大

学の有識者等多方面の皆様の御支援を頂いて参りました。 

　設立20周年を迎えるにあたり、高度に発達したIT技

術社会の中で建設分野の効率化、高度化に貢献するとと

もに、ひいては社会に貢献できるよう新たな出発点とし

て位置づけ、「新たな挑戦へ」をモットーに基幹事業を

より一層推進して参ります。また、時代の要請に的確に

対応するため、今年度から建設情報研究所に建設コスト

研究部とシステム高度化研究部を設置しました。 

　さて、設立20周年記念事業として以下のものを計画し

ています。 

「JACIC情報」では、わが国の高度IT社会への展望、

建設分野での更なる情報化への課題と展望をテーマにし

た対談、座談会、また各組織での様々な取組みの紹介、

さらにJACICの20年の軌跡と展望について紹介すること

を企画しています。 

　記念講演会では「21世紀における建設分野の情報化」

をテーマに、著名な有識者をお招きして開催することを

計画しています。なお、講演会の詳細は、後日ホームペ

ージ等でご案内いたします。 

　また、JACICでは過去７年間にわたり研究助成事業を

実施していますが、助成をした研究課題の助成後の研究

状況について、研究者にご執筆をしていただき報告書に

取りまとめます。さらに、建設分野の更なる情報化促進

に資するため、建設会社におけるIT利用の現状および

課題等について調査を実施し報告書に取りまとめます。

これら報告書は、関係者の皆様に配付する予定です。 

新たな挑戦へ　JACIC設立20周年記念事業の紹介 

 

記念事業の内容 

　　機関誌「JACIC情報」記念号の出版 

　　記念講演会の開催 

　　報告書の取りまとめ、配付 

概　　要 

　　　　・20周年を記念した特集号（80号） 

　　　　・有識者を招聘し記念講演会を開催 

　　　　・研究助成事業のフォローアップ結果 

　　　　・建設分野における情報化の現状調査結果 

（企画調整部） 
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２００５.５月号 

 

「建設コスト研究部」及び「システム高度化研究部」発足 

JACICでは、平成17年４月１日付けで建設情報研究所

に「建設コスト研究部」及び「システム高度化研究部」

を設置したので、設置の意義・目的等を紹介します。 

 

「建設コスト研究部」 

研究第一部は、積算システム及び河川・防災関係の建

設情報システムに係る調査研究及び開発を中心とした業

務を遂行し、これらの業務成果を通じ国や地方公共団体

等の公共工事発注機関の業務の効率化に貢献してきまし

た。 

しかし、公共事業に対するコスト縮減や一層の透明性

の確保の要請の中で、積算業務の体系化、積算等に使用

する用語の定義の明確化、ユニットプライス型積算方式

の導入等の施策の実施に伴い、担当している業務内容も

積算システムの開発だけでなくより広範に及んでいるの

が現状です。また、出来高部分払方式の試行、設計・施

工一括発注方式の実施、性能規定発注方式の実施、さら

にはCALS/ECに関する諸施策の推進等の動きの中で公

共工事におけるコスト管理の観点から、積算業務だけで

なく、調査、計画、設計、施工管理、出来高管理、監督・

検査業務等様々な観点からのより幅の広いコスト管理手

法の調査研究の推進とその成果に基づく業務の効率化の

実現が求められています。 

このため、従来からの研究第一部の業務に加え、これ

らの時代の要請に応えた公共土木工事等におけるコスト

管理手法に係る分野の業務の効率化を図るための建設情

報システムの調査研究を幅広く行うこととし、「建設コ

スト研究部」を設置しました。 

また、研究第一部に所属していた積算システムセンタ

ーを「積算システム室」に改称し建設コスト研究部に置

きました。 

従来から研究第一部で実施していた河川及び防災関連

業務については建設コスト研究部で担当することとし「河

川システム室」を設置しました。なお、建設コスト研究

部の発足に伴い、研究第一部は廃止しました。 

［システム高度化研究部］ 

研究第二部は、建設分野に関わる国、地方公共団体等

の公共発注機関、民間企業を対象として、各種の情報

通信システムの調査研究及び開発を通じて、建設事業

の効率化に貢献してきました。 

　平成14年度に、「CALS/ECに関する業務」及び

「CORINS/TECRISに関する業務」を、各々「CALS/EC

部」と「CORINS/TECRISセンター」に引継ぎ、その

後は「国土交通省の情報通信システムの構築・運用技

術に関する各種調査研究」、「建設事業の効率化のた

めの各種情報システムの研究開発」、「建設リサイク

ル推進のための建設副産物情報センターの運営」を主

たる業務としていました。 

建設分野に限らず情報システムをめぐる大きな課題

として、これまで進められてきた情報化が、個別最適

の情報化であり、しかも業務改革を伴わない現行業務

の電子化に止まっているものが多いため、利用面でも

運用面でも情報化のメリットが十分発揮できていない

という点が指摘されています。したがって今後は、業

務改革と一体となったシステム化、業務間の関係を考

慮したシステム化等、業務とシステムを全体的に捉え

て最適化を図るという、情報システムの高度化ニーズ

がますます高まることが予測されます。 

このため、現行の研究第二部の業務をさらに発展させ、

業務改善とシステム化により業務・システムを全体的

に最適化する視点から情報システムの調査、研究及び

開発を推進するために、「システム高度化研究部」を

設置しました。 

また、特に、個別のシステム開発・運用管理に共通

する、情報システムの開発手法、運用管理技術、ネッ

トワーク構築等に関して、自ら調査研究を行うとともに、

他部門のシステム開発受託業務、JACIC内部システム

に関する業務を支援する組織として、研究第二部に「シ

ステム基本室」を設置しました。なお、システム高度

化研究部の発足に伴い、研究第二部は廃止しました。 

（企画調整部長　高島一彦） 

JACIC便り 
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２００５.５月号 

建設分野におけるICタグの活用（第2回） 

－ICタグの技術－ 

　ICタグは、ICチップ（集積回路）とアンテナからなり、

リーダー／ライターと非接触で、電磁波で交信し、チッ

プ内の情報の読み取りや書き込みを行なうものである。

荷札のような形に加工され使われることが多いため、タ

グ（荷札）の名前が付けられている。 

　タグの形に加工される以前のものは、インレットと呼

ばれている。「タグの価格」などと言われる場合に、加

工された「タグ」を指すのか、または、「インレット」

を指しているのかは、注意を要する。 

　使用される周波数、アクティブ／パッシブ、情報の書

き換え不可／可能、形状、センサー付き／なし、などに

より多様なタイプがあり、活用目的などに応じたタイプ

が選択される。以下に、それぞれのタイプ毎について述

べるが、ICタグの技術は進歩が著しいため活用を検討す

る場合には最新の状況を把握して頂きたい。 

 

１．ICタグ 

１）動作 

　ICタグが電源を持つアクティブ型と持たないパッシブ

型がある。パッシブ型は、リーダのアンテナからのエネ

ルギーを電源として動作するもので、小型化が容易で一

般的に安価である。アクティブ型は、内蔵電源により機

能するため、長距離の通信が可能であるが、小型化に限

界があり価格が高い。また、リーダからの呼び出しがあ

る場合のみに情報を発信するセミアクティブ型もある。 

　現在、一般の商品流通などの分野では、パッシブ型の

活用が主体であるが、建設分野では、対象の構造物が大

きくより長い通信距離を要するケースが多く、アクティ

ブ型の活用も考慮すべきと考えられる。 

 

２）形状 

　使用目的に応じ、カード形、ラベル形、箱形、円筒形、

と様々な形に加工されている。カード形の典型例は、「ス

イカ」などの交通カードである。 

 

３）メモリー 

　チップ内のデータが書き換え可能なものと書き換え不

可（読み取り専用）のものがある。書き換え不可のもの

は、低コストを目指しID番号のみを持っているものが

主体で、バーコードの進化版ともいえる。書き換え可能

なものは、高価ではあるがより高度な利用が可能である。 

　一般分野の商品管理等においては、ID番号のみを搭

載した読み取り専用のものがよく使われ、商品情報はこ

のID番号をキーとしてデータベースから引き出す形の

利用方法が多く行われている。建設分野においては、次

回以降に述べるように、現地のICタグに構造物等の情報

を搭載することが有効と考えられるケースが多く、デー

タの書き込みが可能なものの活用も考慮すべきと考えら

れる。 

 

４）周波数 

　ICタグに使われる主な周波数とその特徴を、表に示し

た。ここに示したものは、あくまでも一般的な特徴であ

り、各メーカなどにおいて機能を高めるための開発が行

われている。各周波数帯により、電波法上の免許の要否

通信距離、読み取り／書き込み方式などに特徴があり使

用目的に応じて使い分けられている。現状では2.45GHz

帯が広く使われている。また、日本では950MHzのUHF

帯は総務省で許可の検討中であるが、通信距離が長いの

で活用が期待されている。 

　建設分野においては、使用時に水分や鉄の影響を受け

ることが多いため、周波数の選定に当たっては、これら

も配慮する必要がある。 

 

５）国際標準 

　技術仕様に関して、ISO/IECにおいて周波数毎に決め

られている。ICタグに内蔵するID番号に関しては、ア

メリカのAuto-IDセンターを引き継いだEPCglobalと日

本のユビキタスIDセンターの２つの業界団体において

標準仕様の開発が行われている。 

 

６）その他 

　耐熱性・対薬品性などを高めた耐久性の高いICタグや、

温度や振動などのセンサー付きのタグも開発されている。

通常のものに比べ高価格であるが、屋外での利用が想定

される建設分野では、これらのタイプは今後の活用が期

待される製品と考えられる。 
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2．リーダ／ライター及びシステム 

　ICタグの情報を読み書きするリーダ/ライターについ

ては標準化が進んでおらず、目的に応じた種々のものが

あるが、大きくハンディタイプと定置型に分けられる。

ハンディタイプには種々のものがあるが、PDAに組み

込まれたものや携帯電話に組み込んだものも開発されて

いる。特に、携帯電話に組み込んだものが一般に普及す

れば、一般国民への情報提供など新しい活用方法への展

開が期待できる。 

　リーダ／ライターで得られた情報を処理・保管するシ

ステムに関しては、建設分野においては、CALS/ECの

諸システムやGISなどの既存システムとの連携が重要で

あると考えられる。 

　　　　　  （㈱日建技術コンサルタント 

前建設情報研究所近畿支所長　益倉克成） 

周波数 

135kHz以下 

長波帯 

13.56MHz 

短波帯 
433MHz 

950MHz* 

UHF帯 

2.45GHz

通信方式 

電磁誘導 

電磁誘導 

マイクロ波 

マイクロ波 

交信距離 

（パッシブ） 

数十cm 

１ｍ程度 

５ｍ程度 

２～３ｍ 

電磁的ノイズ 

弱い 

弱い 

強い 

弱い 

水に 

強い  

強い 

弱い 

弱い 

表　ICタグに使われる主な周波数 

地方センター　CALS/EC体験コーナーの現状 

　CALS/ECの普及促進には、国土交通省、地方公共団体、

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、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きま

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 

　○電子入札の体験 

　　・PC５台を接続して擬似体験。 

　　・電子入札コアシステムVer.4.0。　 

　○電子納品の体験　 

　次のURLからも電子入札の体験が出来ます。 

http://tutorial.e-bisc.go.jp/ 

（電子入札システムWeb版チュートリアル） 

 

●地方センター独自のコンテンツ 

○東北地方センター：CADと、電子納品支援ソフト

の操作体験講習会開催予定。 

○近畿地方センター：近畿地方整備局情報共有システ

ムの受注者講習会開催予定。 

○中国地方センター：電子納品体験講習会開催予定。 

○四国地方センター：電子納品の普及支援を実施予定。 

 

（企画調整部　参事　藤森　修） 

JACIC通信 

＊使用許可の検討中 
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香川県・徳島県で電子入札HP開設 

　香川県では、平成17年度からの電子入札の開始にあわ

せて、「かがわ電子入札ヘルプデスク」が平成16年度12

月20日に開設され、電子入札運用ページ（公共事業）が

平成17年１月21日に電子入札運用ページ（物品調達）が

平成17年２月10日にそれぞれ開設されました。 

　公共事業では、利用者登録済みの業者を対象に「模擬

入札（架空案件での電子入札）」が実施され、物品調達

では実証実験の参加事業者が募集されました。 

　また、「公共事業に関する電子入札説明会」も１月と

４月に開催され、５月にも開催される予定となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かがわ電子入札運用HP（公共事業） 

http://www.pref.kagawa.jp/dobokukanri/enyusatsu/ 

　　　unyou.htm 

 

　徳島県では、「徳島県電子入札ホームページ」が平成

16年11月22日に開設され、12月より一部案件で電子入

札が実施されました。 

　また、平成17年度からの本格運用にあわせ、３月に

は県内３箇所で計18回「徳島県電子入札説明会」が開

催されました。 

　四国地方センターでは、受発注者の電子入札への対

応がスムーズに行われるよう、今後も体験コーナー等

を利用し、受発注者のサポートに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県電子入札ホーム―ページ 

http://e-nyusatsu.pref.tokushima.jp/ 

（四国地方センター　瀧本直之） 

JACIC情報78号のご案内 
　GISアクションプログラム2002-2005においては、地理

情報の電子化・流通を促進するため、空間データ基盤を

含む地図等について、電子地図にも対応した制度および

運用となるよう見直しを図るとともに、これらの地図の

整備に当たっては、可能な限り電子データで納品を行う

ものとしており、電子地図への注目が集まっています。 

　その中で、特に我が国における航空レーザ測量技術に

よる三次元電子地図は、近年、山間域での山地崩壊や火

山噴火等による地形変動の把握、河川域で上流部での土

石流等による土砂異動量の調査や下流部での洪水氾濫等

の災害時ハザードマップ作成等への活用をはじめ、さ

まざまな分野での活用が期待できます。 

　JACIC情報では、三次元電子地図を特集し、これに

関する国土交通省、各組織、JACICにおける取組みを

紹介するとともに、今後を展望します。発刊は６月末

を予定しています。 

　JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部ま

でお願いいたします。 

（企画調整部　参事　徳重政志） 

地 方便り  
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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　 
〒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/

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

JACIC news　平成17年5月1日発行　第三種郵便物認可 

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】 

25日　「福岡県西方沖を震源とする地震」の災害状況図を作

成 （国土地理院） 

29日　土砂災害対策検討会からの提言について 

 （河川局） 

31日　「道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライ

ン」について （道路局） 

31日　～すべての人々が安心して生活できるバリアフリー環

境を目指して～　都道府県別バリアフリー指標の公表 

 （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

10日　副読本を活用した海岸環境学習が始まります 

 （東北地方整備局） 

15日　平成12年度以来４年ぶりの豪雪に伴う幹線市町村道除

雪費補助の臨時特例措置などを実施 

 （北陸地方整備局） 

15日　平成16年度豪雪に対して幹線市町村道除雪費補助の臨

時特例措置の適用 （東北地方整備局） 

15日　自然環境と調和した道づくりに向けて　－オオタカと

共生する埼玉圏央道－（第８回委員会開催の報告）  

 （関東地方整備局） 

17日　第二京阪道路（交野市域）の掘削現場から機関銃らし

きものが発見される （近畿地方整備局） 

 【公募情報（地方公共団体）】  　453件 【公募情報（国・公団等）】  　30件 

 

　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 

　電子入札システムで旧ICカードの企業IDや利用者登録情報の削除

は不要です。 

 旧ICカードの処分方法についてはご利用の認証局へお問合せ下さ

い。 

 

 

 

 

　ファイルを添付せずに証明書等（提案書等）を提出することはで

きません。必ず、1MB以内のファイルを1点、添付して下さい。なお、

2点以上のファイルを添付することはできません。 

 添付するファイルの内容について不明な点は発注者にお問合せ下

さい。 

質　　　問 

ICカードの有効期限が切

れる為、新ICカードで新

規利用者登録をしました。

旧ICカードの企業IDや

利用者登録情報は、電子

入札システムで削除する

必要はありますか。 

入札参加に必要な証明書

等を発注者に直接提出し

てある場合、電子入札シ

ステムの「証明書等（提

案書等）提出」画面にフ

ァイルを添付しなくても

提出できますか。 

項　目 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

e-BISCコーナー 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 
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