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平成17年１０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 

JACICでは、設立20周年の記念事業の一環として下記

の記念講演会を行うとともに２調査について関係各位の

協力のもと調査結果を取りまとめ公表します。 

１）設立20周年記念講演会開催案内 

JACICは、設立（昭和60年）以来、建設分野の情報化

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。 

設立20周年を迎えるにあたり、更なる貢献と新たな出

発点として位置づけ、「新たな挑戦へ」をモットーによ

り一層推進します。 

平成17年11月14日15時から虎ノ門パストラルにおいて

記念講演及び有識者をお招きしてパネルディスカッショ

ンを下記のとおりに開催します。詳細は、下記のJACIC

ホームページに掲載していますのでご覧ください。 

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

 

 

○開催概要 

日時：平成17年11月14日（月）15：00～17：30 

場所：虎ノ門パストラル 

入場：無料（定員：300名） 

○プログラム 

15：00　開会挨拶　豊田　高司　（理事長） 

15：15　記念講演　月尾　嘉男　（技術顧問） 

　　　  「21世紀における建設分野の情報化」 

16：00　休憩 

16：15　パネルディスカッション 

　　　  「21世紀における建設分野の情報化を語る」 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

２）研究助成事業成果フォロー調査 

平成10年度から実施した研究助成事業の成果とその後

の活用についてフォローアップ調査を実施し、その結果

をまとめた冊子を11月に刊行する予定です。研究助成事

業の実績は、下表に示すように６年間で29件の研究助成

を実施しています。なお、平成16年度の研究助成は10件

が実施中です。 

設立２０周年記念事業 

地域地震災害リスクマネジメントシステム構築方法に関する研究 
建設CALS/ECに関する調査研究 
地理情報システム（GIS）を用いた確率・統計的耐震性評価システムの開発 
情報公開型の都市計画支援データベースの開発 
首都圏の水資源管理と水運用情報に関する研究 
GISを利用した障害者対応型リスクヒューマンナビゲーションとバリア 
フリーデジタルマップの作成・更新の研究 
社会資本管理のためのインフラ会計 
RTK-GPSを利用した「 リアルタイムGIS 」導入による電子地図管理の効 
率化に関する調査研究 
中小河川での多自然型改修を支援するWeb-GISの構築と高機能化に 
関する基礎的研究 
島根におけるCALS/ECと防災ネットワーク構築に関する調査研究 
環境共生建築の設計支援に用いる多目的評価構造意志決定コンピュー 
タツールの開発 
中小都市における電子入札制度導入の効果に関する研究 
出来高部分払方式による公共工事マネジメントシステムの開発 

研　究　名　称 氏　名 助成時所属 年度 
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厳　網林 
裏戸　勉 
北原　武嗣 
吉池　弘隆 
土屋　十圀 

碓井　照子 

小林　潔司 

鹿田　正昭 
 
池田　裕一 

高田　龍一 

谷本　潤 

石崎　勝義 
國島　正彦 

武蔵工業大学 
松江工業高等専門学校 
群馬工業高等専門学校 
宇都宮大学 
前橋工科大学 

奈良大学 

京都大学大学院 

金沢工業大学 
 
宇都宮大学 

松江工業高等専門学校 

九州大学大学院 

長崎大学 
東京大学大学院 

No.

研究助成一覧（平成10年度～平成15年度） 
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２００５.１０月号 

国土交通省、内閣府、総務省、財務省、文部科学省及

び経済産業省では、日本における情報化社会の健全な発

展を目的に、毎年10月１日からの１ヶ月間を「情報化月間」

と定め､情報化の啓発､普及のための行事を実施しています。 

JACICは、平成14年度から当該月間行事のひとつであ

る記念講演会を、国土交通省及び（財）運輸政策研究機

構とともに主催しています。 

平成17年度における記念講演会の概要は以下のとおり

です。詳しい情報やお申し込みは、下記のJACICのホー

ムページをご覧ください。 

http://www.jacic.or.jp 

○開催概要 

主催：国土交通省／（財）運輸政策研究機構／ 

　　　（財）日本建設情報総合センター 

日時：平成17年10月13日（木）14：00～16：30 

場所：霞が関中央合同庁舎２号館講堂（地下２階） 

　　　千代田区霞が関2-1-2 

入場：無料 

○プログラム 

14：00　開会挨拶 

　　　　国土交通省総合政策局情報管理部長 

14：05　講演１「可視光通信とインフラ」 

　　　　慶應義塾大学理工学部情報工学科　教授 

　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　正雄　氏 

15：20　講演２「建設サプライチェーンマネジメント 

　　　　の実践者『建築市場』」 

　　　　早稲田大学大学院アジア太平洋研究科　教授 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎野　潤　氏 

16：20　閉会挨拶 

　　　　財団法人日本建設情報総合センター理事長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　高司 

 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

この冊子では、これらの研究を次の２部構成でまとめ

ます。 

①研究助成概要 

助成研究ごとに、研究者、研究内容、関連する論文発

表、JACIC業務との関連等について総括する。 

②助成研究のその後の展開 

助成研究のうち10研究程度について、研究を行った研

究者よりこれに関連する研究者の現在の研究とその後の

展開について概要の解説を頂く。 

なお、平成16年度の研究助成は現在実施中であり、９

月末に完成し、12月２日（健保会館　はあといん乃木坂）

に報告会が実施される予定です。また、平成17年度の研

究助成は、本号の別記事で紹介しています。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

３）建設会社におけるIT活用調査 

現在各社で活用されているIT技術利用の具体的事例

および効用について「建設業における情報化の現状調査」

を実施しました。 

多くの建設会社の方々にご協力をいただき、誠にあり

がとうございました。 

この調査の中間報告を、JACIC情報80号でお知らせし

ます。 

現状のIT技術の水準、導入効用を知ることが出来ます。

また、IT技術の具体的な事例を参考にして頂けること

を期待しています。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

 

 

平成17年度情報化月間講演会の開催案内 

公共敷設光ファイバーケーブルを利用した地域ＩＴ計画とその利用方法 
道路設計情報のモデル化に関する研究 
事故・災害時の初動体制を想定した情報共有プラットフォームの提案 
九州地区における建設副産物情報交換システムの構築に関する調査研究 
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 
建設分野へのＲＦＩＤ（電子タグ）とプロダクトモデルの適用 
電子自治体と融合したGISに関する研究 
ＩＣタグを用いた建物と備品のファシリティ・マネジメントシステムの開発 
建設分野の安全マネジメントシステムの構築に関する研究 
橋梁維持管理業務における点検データの標準化とデータ入力効率化に関する研究 
海外建設資材情報の有効利用に関する基礎研究 
先端情報技術を活用した高精度生産性管理データの収集・分析技術に関する研究 
液状化地盤の側方流動によるライフライン被害予測システムの開発 
建設発生土の工事間利用の促進に関する研究 
位置参照点の整備と共有化 
多時期衛星データ解析による地域形成過程の体系化 
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加賀屋　誠一 
蒔苗　耕司 
阿部　雅人 
松下　博通 

大貝　彰 

矢吹　信喜 
後藤　真太郎 
宗本　順三 
北條　哲男 
宮本　文穂 
岩楯　敞広 
草柳　俊二 
濱田　政則 
橋都　秀爾 
吉川　眞 
山本　義幸 

北海道大学大学院 
宮城大学 
東京大学大学院 
九州大学大学院 

豊橋技術科学大学 

室蘭工業大学 
立正大学 
京都大学院 
ものつくり大学 
山口大学 
東京都立大学大学院 
高知工科大学 
早稲田大学 
東京大学大学院 
大阪工業大学 

JACIC便り 
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２００５.１０月号 

（財）日本建設情報総合センターでは、財団の寄附行

為に適合した研究企画案に対し、平成10年度から研究助

成事業を行っています。平成17年度の研究助成は、応募

期限の7月31日までに23件のご応募をいただきました。

学識経験者を含めた審査会は8月26日に開催され、審査

の結果、下記の12件について研究助成を実施することと

しました。 

平成17年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定 

No. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

5 
 

6 
 
7 
 
8 
 

9 
 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 

指定課題１－１ 
　プロダクトデータモデル構築（継続） 
指定課題１－２ 
　空間データ流通（継続） 
指定課題１－３ 
　地下空間・地下構造物のデータモデルに 
　関する研究（平成17年度新規） 

指定課題２ 
　現場における２次元CADデータ交換標準（SXF）活用に関する研究 
　（平成17年度新規） 

平成16年度から、JACICが必要とする研究テーマを指定課題として公表し、従来の自
由課題と別に研究助成を実施しています。 

課　　題　　名 

室蘭工業大学工学部建設システム工学科 
助教授　矢吹　信喜 
関西大学総合情報学部 
教授　古田　均 
千葉大学大学院自然科学研究科 
助手　林　恩美 
株式会社建設技術研究所 
部長　礒部　猛也 
ものつくり大学技能工芸学部 
建設技能工芸学科 
教授　北條　哲男 
東京大学大学院新領域創成科学研究科 
教授　國島　正彦 
高知工科大学工学部社会システム工学科 
学科長・教授　草柳　俊二 
宇都宮大学工学研究科 
助教授　池田　裕一 
独立行政法人建築研究所 
環境研究グループ 
上席研究員　足永　靖信 
ニューヨーク州立大学バッファロー校 
地理学科 
助教授　塩出　徳成 
山梨大学大学院医学工学総合研究部 
助教授　後藤　聡 
 
ジステック株式会社 
代表取締役社長　北嶋　勝三 

プロダクトデータモデルとオーグメンテッドリアリティを用いた
施工検討システム 
道路維持管理分野における建設プロダクトモデルの構築
と適用性に関する研究　その２ 
Web3Dテクノロジーを用いたインターネット上での景観評
価システムの開発と実用化 
SXFの特長に基づく図面作成方法に関する研究 
 
歴史的橋梁修復技術の情報伝達システムの構築に関す
る研究 
 

欧州諸国の公共調達制度に関する調査研究 

建設現場におけるITを活用した生産性データ収集システ
ムに関する研究 
XMLによる河川網の記述とオブジェクト指向プログラミン
グおよびデータ流通への活用 
都市の通風可能スペースに関わる３次元データベースの
構築 
 
三次元都市モデルの開発現状に関する調査、及びGISデ
ータとの整合性を考慮した三次元モデルの構築・実証に
関する研究 
ボーリング調査によらない液状化ハザードマップの作成シ
ステムに関する研究 
次世代CALS/ECにおいては、図面データの内部に数量
や金額といった属性を持つGISデータを作成し設計・施工・
維持の各段階で共有して利用できるシステムが効果的で
あり、一連の業務支援システムとして確立するための研究 

区分 
指定課題 
１－１ 
指定課題 
１－１ 
指定課題 
１－２ 
指定課題 
２ 
 

自由課題 
 

自由課題 
 

自由課題 
 

自由課題 
 

自由課題 
 
 

自由課題 
 

自由課題 
 
 

自由課題 

テ　ー　マ　名 平成17年度研究助成対象者（敬称略） 

指定課題１ 
　データモデルに関する研究 

（注）指定課題一覧 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 
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２００５.１０月号 

「CALS/EC MESSE 2006」の開催決定 

JACICは、財団法人港湾空港建設技術サービスセンタ

ー（SCOPE）と共同でCALS/ECおよび建設ITの展示会・

セミナー『CALS/EC MESSE 2006』（2006年１月26～

27日、於：東京・有明TFTホール）の開催を企画してお

ります。 

今回で第５回を迎える『CALS/EC MESSE 2006』は、

公共事業分野におけるCALS/ECが本格的な実施段階を

迎えている中で、公共発注機関や建設関連企業の皆様方

を対象として、CALS/ECや建設ITに関する最新の技術・

製品情報を一堂に会して展示・紹介することを目的とし

ています。 

当日は、セミナー、テクニカルフォーラム等盛り沢山

の企画が予定されており、関係者多数の来場が期待され

ることから、格好の技術情報発信・交流の場になります。 

現在、展示会への出展（技術・製品）者を募集中です

ので、関心のある方はJACIC CALS/ECホームページを

ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆展示会◆ 

地方公共団体などのCALS/EC導入の推進や、建設業

におけるITの普及などを目的として、地方公共団体及び

建設分野向けIT技術・製品並びにCALS/ECソリューシ

ョンに関する出展企業による展示ゾーンや、主催者によ

るCALS/EC体験ゾーンの設置を予定しています。 

◆シンポジウム◆ 

CALS/ECセミナーをCALS/ECシンポジウムとし、

CALS/ECに関する講演に加え、パネルディスカッショ

ンを予定しています。 

●開催日時：平成18年1月26日（木）13:00～16:00 

●会　　場：東京・有明 TFTホール 

●定　　員：300名 

●参 加 費：5,000円 

◆セミナー◆ 

前回好評だった先進事例セミナー、実務者セミナー

に加え、導入事例セミナーなどの新しい企画を計画し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開催概要◆ 

●主　催：JACIC、SCOPE（共同主催） 

●後　援：国土交通省（予定） 

●開催日：平成18年1月26日（木）～27日（金） 

●会　場：東京・有明 TFTホール 

●見込み出展社数：70社（前回実績60社） 

●見込み来場者数：10,000人（前回実績8,339名） 

●来場対象者：中央省庁、地方公共団体、総合建設業、

専門工事業、建設コンサルタント、設

計事務所、測量設計業、地質調査業ほ

か 

●主な出展：CALS/EC関連ソリューション、公共団 

　ジャンル　体向け各種業務システム、土木／測量

／建築CAD、土木／測量／建築アプリ

ケーションソフトウェア、情報共有シ

ステム、各種管理支援システム（ドキ

ュメント／予算／工程／現場ほか）、GIS、

ASPサービス、ネットワーク関連シス

テム、大学等研究成果ほか 

◆出展についての問い合わせ先◆ 

CALS/EC MESSE 2006運営事務局（プロプラン内） 

　　TEL：03-5348-5881 

　　FAX：03-5348-5880 

　　E-MAIL：cals@proplan.co.jp 

JACIC CALS/EC ホームページ 

　　URL：http://www.cals.jacic.or.jp 

（CALS/EC部　主任研究員　水田雅邦） 

CALS/ECコーナー 

前回CALS/EC MESSE 2005より 

前回CALS/EC MESSE 2005より 
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２００５.１０月号 

標準化委員会の成果及び効果（第2回） 
－DM、CAD、GIS間のデータ交換に関する標準の作成－ 

建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫 武蔵工業

大学学長）の下部組織である電子地図/建設情報連携小

委員会（小委員長：柴崎亮介 東京大学教授）において、

平成16～18年度の標準化活動として、「DM、CAD、GIS

間のデータ交換に関する標準の作成」について検討を進

めています。 

 

1．検討の背景 

調査、計画、設計、施工、維持管理というライフサイ

クルの各業務フェーズにおいて、CADデータ等の電子

データが広く利用されるようになっていますが、業務フ

ェーズを超えた電子データの交換や利用は十分に進んで

いません。 

業務の効率化のためには、このようなフェーズを超え

た情報交換が必要となりますが、測量成果であるDM（デ

ジタルマッピング）データは、ライフサイクルを通じて

重要な基礎情報となるため、特に有効に活用する必要が

あります。 

また、GISデータの整備には多大なコストが必要とな

るため、完成図等のCADデータを利用して逐次GISデー

タを更新することのニーズも高くなっています。 

 

2．DM、CAD、GIS間のデータ交換に関する標準化 

電子地図/建設情報連携小委員会では、以下に示すよ

うに「DMとCAD間のデータ変換」と「CADとGIS間の

データ変換」の標準化（図１）により、DM、CAD、

GIS間のデータ連携を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）DMデータとCADデータの変換方法の標準化 

国土交通省公共測量作業規程に基づく「DMデータ」を、

CADデータ交換標準形式である「SXF形式」に変換す

るための、標準的な変換方法を定めたものとして、「DM-

CAD（SXF）変換仕様（案）」を策定しました。 

なお、平成15年度に【第一版】を策定後、平成16年度

には拡張DM実装規約（案）に対応した【第二版】に

更新しています。この仕様（案）により変換された拡

張DMデータは、SXF Ver2.0形式に対応しているCAD

ソフトでそのまま読み込むことができます。 

今年度は、属性情報を有するSXF Ver3.0形式のCAD

データに対応した【高度利用版】の策定に向けて検討

を進めています。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）CADデータとGISデータの変換方法の標準化 

CADデータの交換仕様としては、図形データに属性

情報を付加できるSXF Ver3.0仕様が開発されています。

この仕様に基づくSXF Ver3.0形式のCADデータを利用

したGISデータの更新に係るニーズの調査と、CAD-

GIS変換仕様作成のためのガイドラインの項目の検討

を行いました。 

ガイドラインに必要となる項目構成としては、「フ

ァイル形式」、「作図方法」、「各データの変換方法」等

が考えられますが、今年度はこれを基に、「CAD-GIS

変換仕様作成のための手引き書（案）」の作成につい

て検討を進めています。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．おわりに 

策定した仕様（案）等は、関連事項の動向を踏まえて、

必要に応じて更新を行っていきます。 

なお、詳細については、標準部のホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/hyojun/）に公開しています。 

（標準部　研究員　高尾　稔） 

図1　DM、CAD、GIS間の連携イメージ 

図2　DM-CAD間のデータ交換に関する標準 

図3　CAD-GIS間のデータ交換に関する標準 
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建設分野におけるＩＣタグの活用（第７回） 
－ＩＣタグの建設分野での活用事例（維持管理分野）－ 

維持管理分野では、構造物点検（ダム、鉄道構造物）

の点検の例が２例、地下埋設物の確認の例が２例、構造

物等（トンネル、法面）の異常検出への適用の検討が２

例、道路の車両の旅行速度検出（米国事例）の７件の事

例がありました。（JACIC news７月号参照） 

事例の数は前回に紹介しました施工分野と同程度です

が、実験中や検討中などの事例が多く実用化されたもの

は１例です。しかし、後述のように活用のメリットが大

きい分野と考えられますので、今後、有望な分野と考え

られます。また、他の分野のように一般的な事例を応用

したものではなく、活用のメリットを享受するために構

造物等の特性に応じたICタグの活用方法の検討が行われ

ています。 

この維持管理の分野は、ＩＣタグの特徴を生かせるこ

とが大きいと考えられますので以下に、今後期待される

事項を述べます。 

（1）データの読み書き及び保持が可能 

構造物等のデータや過去の点検時のデータなどを現地

のICタグに記載することにより、点検作業等の効率化、

的確化が可能になります。特に、無線等によるネットワ

ークの利用が困難な場合や、災害時などでネットワーク

が利用できない場合に現地に情報を保持していることは

有効と考えられます。 

 

（2）遠隔的・非接触にデータの読み書きが可能 

地下埋設物や被覆された構造物など直接に接触でき

ない構造物や、大きな構造物で点検場所に近づくこと

ができない場合にも、その箇所の構造や点検履歴など

の情報を入手可能です。走行中の点検車などからも情

報入手が可能になります。 

（3）耐久性・耐候性が高い 

維持管理対象の構造物は、一般的に寿命が長く、また、

屋外でのＩＣタグの利用となるため、ＩＣタグの活用

は有利になります。 

（4）センサー付きのICタグ 

センサー付きのICタグは、課題もありますが、温度

や応力などがの観測に、活用が大きく期待されるもの

と考えられます。 

以上に活用の可能性を取り上げましたが、課題とし

ては、記憶容量、現場での環境における読み取り距離、

構造物の特性に応じた耐久性、アクティブの場合の電

源の確保などがあり、実証実験などによる実際の活用

局面に応じた確認が必要と考えられます。ICタグは急

速に技術的進歩が行われると考えられますので、維持

分野での活用は今後大きな発展が期待できます。 

表に具体的な事例を紹介します。 

（（株）日建技術コンサルタント　技術顧問 

前JACIC建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成） 

 

実施主体 

出典 

事例概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入効果 

内閣府沖縄総合事務局北部ダム事務所羽地ダム、電源開発　奥只見ダム、室蘭工業大学、フジタ 

JACIC研究助成事業「建設分野へのRFID（電子タグ）とプロダクトモデルの適用報告書」（矢吹信喜） 

設備の維持管理において、点検員の熟練度の違 

いによる点検忘れやデータのバラツキをなくし 

信頼性を向上させる目的で、点検作業をサポー 

トするためにICタグを活用した点検支援システ 

ムを開発。 

点検員は設備に貼り付けられたICタグから、実 

施すべき点検項目や内容及び前回の点検結果等 

を情報携帯端末（PDA）に読み出し点検を実施 

する。点検後は、点検結果を情報端末に入力し 

た後、ICタグに書き込む。 

設備の諸元や履歴を効率的に管理。点検員の習熟に影響されない均一的な点検。 

点検情報支援システム 

表　維持管理分野の事例 

事例名 
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　電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて、紹介します。これらは、ホームペ

ージ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ（よくある質

問と答え）にも掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

回　　　答 

保存した書類を表示するには「保存データ表示ツール」のインスト

ールが必要です。保存データ表示ツール及び設定手順書はｅ-BISC

センターホームページ左MENUの「保存データ表示ツール」をクリ

ックして右画面にある各ファイルをダウンロードして下さい。ダウ

ンロード後は「hozondeta200504.lzh」を解凍ソフトで解凍し、設定

手順書を参照してインストールして下さい。 

辞退届を提出した場合でも「落札者決定通知書」、「決定通知書」、

「取止め通知書」、「保留通知書」、「日時変更通知書」と「不落

随契のお知らせ」メールは届きます。なお「再入札通知書」は届き

ません。 

入札書及び見積書の提出前であれば、入札書もしくは見積書提出時

に辞退として入札（見積）辞退届を提出することができます。調達

案件一覧にて該当案件の入札書/見積書欄にある「提出」ボタンを

押下すると入札書/見積書が表示されますので、画面下の「辞退」

ボタンを押下し、入札（見積）辞退確認にて「提出」ボタンを押下

して提出操作を行って下さい。 

質　　　問 

通知書や受付票等の各書類を

保存しましたが、保存時と同

じ状態で開くことができませ

ん。 

 

 

辞退届を提出しましたが、開

札結果は届きますか。 

 

 

入札や見積を辞退するにはど

うすればよいですか。 

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） 

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。 8月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】  　313件  

【公募情報（地方公共団体）】  　1,350件 

【建設行政ニュース】 

12日　「東京圏における社会資本の効用」の公表について 

 （国土技術政策総合研究所） 

19日　大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策について 

 （住宅局） 

23日　国土交通経済（平成17年５月・６月分）の概況 

 （総合政策局） 

26日　地球温暖化防止のための道路政策会議「中間とりまと

め」の公表について （道路局） 

26日　「石綿（アスベスト）除去に関する費用について」の

公表 （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

24日　一般国道158号油坂峠道路の無料開放について 

 （中部地方整備局） 

24日　「シーニックバイウェイ北海道  集中活動月間」

の開催について  地球人に還る旅～旬を楽しむシ

ーニックバイウェイ・エコーツーリングの提案 

 （北海道開発局） 

26日　大宮国道事務所管内徒歩パトロール　～みんなが

安全に、安心して、快適に利用できる道路をめざ

して～ （関東地方整備局） 

30日　「石見海浜公園周辺」夏期観光シーズンの渋滞大

幅緩和！ ～江津道路開通２年目整備効果発現中！！ 

（中国地方整備局） 

31日　平成17年度  魚津市で下水道シンポジウム を開催 

（北陸地方整備局） 
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■北陸地方３県における電子納品の状況 

各県とも電子納品の取組みが行われており、電子納品

要領・基準（案）は国土交通省に準拠する形となってい

ます。 

新潟県は電子協議および電子納品について、『新潟県

CALSシステム』を利用することとしています。 

各県の電子納品実施計画は以下のとおりです。 

■電子入札連絡会議（北陸）の開催 

平成17年６月29日に『電子入札連絡会議（北陸）』を

開催し、新潟・富山・石川県内の各地方公共団体の契約

担当者と電子入札について意見交換を行いました。 

JACICから地方公共団体へ電子入札の普及状況や導

入の手法等について説明したのち、各団体から電子入

札における課題・共同利用についてなど、貴重な意見

を交換することができました。 

今後もJACICでは電子入札の支援・導入に向け、活

動を続けてまいります。 

北陸地方３県における電子入札の状況は以下のとお

りです。 

（北陸地方センター長　齋藤俊三） 

北陸地方の情報化について 

 
 

新潟県 
 
 
 

富山県 
 
 
 

石川県 

 

工　事 
 

委託業務 
 

工　事 
 

委託業務 
 
 

工　事 
 

委託業務 

 
段階的な導入を開始 
１億円以上 
段階的な導入を開始 
1,000万円以上 

2,000万円以上　対象 
 
200万円以上対象 

A・Bランク企業対象工事から 
試行運用　2,600件 
Cランク企業対象工事から 
実証実験　各担当１件　270件 
本格実施　3,000件 

 
2006年度以降年度毎に適用範囲を拡大 
A→B→C・Dランク 

全件（100万円以上） 
 
1,000万円以上　対象 
 
100万円以上対象 

A・B・Cランク企業対象工事から 
試行運用　3,700件 
Dランク企業対象工事から 
実証実験　各担当１件　270件 
本格実施 

北陸地方3県における電子納品実施計画 

２００５年度 ２００６年度 

 

新潟県 
 

富山県 

石川県 
新潟市 

長岡市 

富山市 

金沢市 

白山市 

 

コアシステム 
 

コアシステム 

コアシステム 
コアシステム 

コアシステム 

独自システム 

コアシステム

コアシステム 

 

運用開始 
 

運用開始 

試行運用 
試行運用開始 

試行運用開始予定 

システム開発 

試行運用開始 

実証実験・試行運転 

 
平成17年７月より本庁入札案件の一部から電子入札を導入。
その後対象範囲を拡大する予定。 
土木・農林水産部で5,000万円以上のものについて実施中。
10月からは2,000万円以上に範囲を拡大する予定。 
H17年度はA・Ｂランク企業対象工事から2,800件を予定。 
H17年度一般競争入札5,000万円以上対象に実施。 
H17年度より一部の工事において試行運用開始を開始す
る予定。 
H18年度に一部導入予定。 
石川県との共同利用方式。 
７月以降にAランク業者対象に試行運用を開始。 
石川県との共同利用方式。 

北陸地方3県における電子入札の状況（9/5現在） 

2005年度電子入札の状況 システム方式 備　　考 

新潟県 
富山県 
石川県 

http://www.pref.niigata.jp/doboku/engawa/keyword/calsec/index.html 
http://www.pref.toyama.jp/sections/1510/gi/cals/cals.html 
http://www.pref.ishikawa.jp/kanri/i-cals/index.htm

各県のCALS/ECの情報ページ 

地方便り 
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