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第12回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、事務局：JACIC標準部）が、平成17年12

月13日（火）に虎ノ門パストラルにおいて開催されまし

た。今回は策定された標準類が如何に利用されているか、

という点が強調された議事内容になりました。 

 

・議題 

　　１．前回議事録の確認 

　　２．委員会活動報告 

　　　　１）委員会全体 

　　　　２）委員会テーマの関連図 

　　　　３）小委員会活動報告 

　　３．特別検討チームの発足 

　　４．関連プロジェクト紹介 

　　５．委員会提言への方向 

 

出席：委員28名中26名（代理出席含む）と 

　　　オブザーバー・事務局34名　計60名 

以下に委員会の内容を概説します。 

 

１．小委員会報告 

現在の委員会体制は、図のように４小委員会・１研究

会という体制になっていますが、各小委員長の方から各

小委員会のプレゼンテーションをして頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○電子成果高度利用検討小委員会（小委員長：島崎敏一

日大教授）からは電子納品要領のフォローアップとい 

　う作業とともに「電子データの利活用」検討をスコー

プとしている、とのことで各電子納品要領周辺の利活

用イメージが幾つか提出されました。 

○電子地図/建設情報連携小委員会（小委員長：柴崎亮

介東大教授）からは、位置情報を如何に活用して行く

かというサービスの検討に関する報告がありました。 

○ＣAＤデータ交換標準小委員会（小委員長：寺井達夫

千葉工大助教授）からは、交換標準にsfcとＰ21形式

という２つのデータファイルがあり、この違いを説明

した上で、委員会としての対応の仕方について報告が

ありました。 

○コード/分類体系検討小委員会（小委員長：寺井達夫

千葉工大助教授）からは、類義語の取り扱いにおける

方向性が説明されました。 

 

２．特別検討チームの発足 

委員会で扱う課題の範囲が広がるとともに、全体像が

見えにくくなってきたため、ライフサイクルを通じた標

準化の効果を、分かりやすく示すことが重要との指摘を

受けて、事務局から橋梁分野をターゲットとした「特別

検討チーム」発足の提案があり了承されました。このチ

ームは委員会終了後に早速召集されて活動を始めています。 

 

３．関連プロジェクトの紹介 

今回は、関連プロジェクトとして以下の４点が紹介さ

れました。 

・農水省の電子納品の状況 

・ＯＣＦの活動と検定作業 

・道路工事完成図等作成要領（案）検討 

・電子納品保管管理システムの公表 

 

４．委員会提言への方向 

最後に、事務局より委員会からのアピールを次回より

毎回新聞発表等で行って行く方針が出されて了承されま

した。 

建設情報標準化委員会（第12回）開催報告 

建設情報標準化委員会 

電子成果高度利用検討小委員会 

電子地図/建設情報連携小委員会 

CADデータ交換標準小委員会 

コード/分類体系検討小委員会 

オブジェクトデータ交換研究会 

ニュースと解説 
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建設情報標準化委員会は、現在「建設情報標準化第二

次推進三ヵ年計画」という委員会の計画に沿って、各小

委員会がテーマ毎に活動を続けておりますが、発足以来

６年目を迎えて、委員会で策定された標準の利用がなぜ

進まないかという所に焦点が移り始めています。これら

の社会的要請を踏まえつつ、新しい時代に必要なものを

いち早く掴んで議論をして行くことを将来ともに目指し

ております。 

 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

 電子納品・保管管理システムの無償公開 
１．はじめに 

平成17年10月17日「電子納品・保管管理システム」（以

下、本システムという）が、国土交通省より無償公開さ

れました。本システムは、調査、設計業務や工事の電子

成果物を保管管理する役割を担うものです。本システム

は、電子成果物に含まれる報告書、図面データなどを管

理用サーバに登録・保管し、プロジェクトのライフサイ

クルに応じて、サーバからデータを引き出し利活用する

機能を有しており、平常時の業務の効率化や災害時の復

旧作業の効率化に貢献するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治体においても、これらを利用してカスタマイ

ズを行うことにより、平成16年度版国土交通省電子納品・

保管管理システムと同等のシステムを使用することが可

能となります。 

２．公開内容 

本システムは、国土交通省が平成13年度に開発以降、

平成16年度の電子納品要領（案）の改訂に伴う改良を加

えたシステムです。公開する内容は「ソースプログラム」、

「導入ガイドライン」、「インストール手順書」、「利

用マニュアル」です。 

３．公開方法 

本システムの公開は、CD-ROMの配布により行って

おり、入手希望者は、国土交通省技術調査課に一組織一

部限定で申し込みいただくことになります。申請書類は

国土交通省の技術調査関係報道発表資料電子納品・保管

管理システムのホームページ 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/13/131017_.html 

をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．システム使用上の留意点 

●土質・地質調査成果電子納品要領（案）H16.6に従い

作成された電子成果品に関しては未対応です。これら

の電子成果品は、保管管理サーバへ登録することはで

きません。 

●CORINS入力システムVer6で定められた発注者コード

が記入されている電子成果品に関しては未対応です。

これらの電子成果品を登録しようとすると、保管管理

サーバへ登録できない、統計機能等が正常に機能しな

い等の現象が発生することがあります。 

以上の留意点は、利用条件に応じ、使用上の制限を受

ける場合があります。 

５．おわりに 

無償公開された本システムについて、今までに、240

件（12月22日現在）の応募がありました。内訳は、公共

機関が37件、民間企業が、203件となっています。民間

には、ベンダー、コンサルタント、ゼネコン等からの応

募があります。 

（CALS/EC部　電子納品室　主任研究員　五十嵐仁） 

図　電子納品・保管管理システムの利用イメージ 

冒頭挨拶される中村委員長 
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建設副産物情報交換システム(COBRIS)の 
ユーザーの声を紹介します。 

●はじめに 

JACIC建設副産物情報センターでは建設副産物情報交

換システム(以下「COBRIS」という）並びに建設発生土

情報交換システムのふたつのシステムの管理・運営、シ

ステム改良等を実施していますが、今回は当センターに

寄せられたCOBRISの利用者（ユーザー）からの問い合

わせや要望等、ユーザーの声の概要を紹介します。 

 

●問い合わせ等の状況 

平成17年11月末現在の加入利用者数は工事発注者、排

出事業者（施工業者･解体業者）、処理事業者を合わせて

14,031機関であり、平成17年４月から同年11月迄の問い

合わせ件数の累計は10,608件となっています。これは、

前年同時期と比較すると、利用者数で21.9%の増、問い

合わせの件数で4.5%の微減となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ状況について内容別に件数の多い順にみ

ると、申請方法、更新手続き、操作･登録方法、電子証

明書となっており、この４項目で全体の71.5%を占めて

いる状況です。 

 

●要望の概要 

４月～11月の間で22件のご要望を戴いており、また、

昨年度、各ユーザーの一部へのアンケートを実施しま

したが、要望としては、画面移動や、検索速度の向上

を求める声が最も多く、次いで入力のエラーチェック

機能、検索条件の充実、操作方法･入力方法の簡素化、

集計機能の付加が求められている状況となっています。

また、各ユーザーでも工事発注者からの要望が多くな

っています。 

以下に当センターへ寄せられた要望の一部を紹介し

ます。 

○処理施設情報において、受入料金及び販売料金の画

面にも処理事業者名を表示して欲しい。 

○施設情報の検索で出てきた施設を一覧で比較して見

られるようにして欲しい。例えば、受入金額の低い

順に並び替えしたり出来るようにして欲しい。 

○発注機関名称が古いままなので、新しい名称に変更

をして欲しい。 

○処理施設の検索をすると処理事業者の受入料金が出

てくるが、料金を掲載してないところがあるので、

掲載するよう周知して欲しい。 

○CREDAS機能を国債工事に対応した入力が出来るよ

うにして欲しい。 

○COBRISにCREDAS集計システムの機能を追加して

欲しい。 

○複数の処理施設情報や工事情報を地図上で一度に確

認出来る機能が欲しい。 

 

●おわりに 

当センターでは、戴いた問い合わせや要望について

集計・分析し、今後とも各ユーザーにとってより一層

有用なシステムに改善し、更なる建設副産物のリサイ

クルの向上と建設資源循環の推進に寄与して参りたい

と考えておりますので、多くのユーザーの皆様からの

ご意見、ご要望をお待ちしております。 

 

（システム高度化研究部建設副産物情報センター 

　　　　　主任研究員　辺見元己） 

 

お客様の声コーナー 

前年同月 
比 

（％） 

平成17年 
４月～ 
11月 

平成16年 
４月～ 
11月 

内　　　　　　容 

申請方法（インターネット方式） 

申請方法（EXTRA方式） 

申請方法（代行方式） 

更新について 

申請全般について 

操作・登録方法について 

エラー 

電子証明書 

システム障害 

要望 

代行用紙記入方法 

修正方法 

その他 

FAX：施設情報 

FAX：満空状況 

FAX：データ更新のお願い 

利用ガイド関連 

加入案内 

分類・コードなど 

その他 

契約 

請求/入金 

CREDASWeb版操作･登録方法 

CREDASWeb版エラー 

各種書類印刷 

提出用FD作成 

登録証明書 

　　 合　　　　　　計 

表　建設副産物情報交換システムの問い合わせ状況 

1,992 

3 

23 

1,853 

731 

1,490 

361 

2,021 

12 

13 

47 

13 

25 

8 

50 

11 

30 

4 

57 

202 

34 

346 

868 

23 

376 

85 

430 

11,108

1,673 

3 

19 

1,568 

618 

1,517 

772 

1,493 

2 

22 

15 

38 

114 

8 

13 

20 

43 

12 

164 

293 

71 

377 

695 

19 

400 

86 

553 

10,608

84.0 

100.0 

82.6 

84.6 

84.5 

101.8 

213.9 

73.9 

16.7 

169.2 

31.9 

292.3 

456.0 

100.0 

26.0 

181.8 

143.3 

300.0 

287.7 

145.0 

208.8 

109.0 

80.1 

82.6 

106.4 

101.2 

128.6 

95.5
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「建設情報標準化委員会」に設置された「CADデータ

交換標準小委員会（委員長：寺井達夫 千葉工業大学助

教授）」（以下、CAD小委員会）では、異なるCAD間の

データ交換を円滑に行うためのCADデータ交換標準仕

様SXF（Scadec data eXchange Format）の開発を進め

ています。 

以下に、平成17年12月２日に公開された、SXF  

Ver3.0の仕様書等に関する概要を報告します。 

 

１．SXF Ver3.0仕様書、実装規約の改訂・公開 

現在SXFは、実務ではレベル２のVer2.0が利用されて

おり、国土交通省で実施されている電子納品のCAD図

面の標準仕様としてもVer2.0（P21形式）が採用されて

います。 

最新のVer3.0については、平成15年８月に仕様書およ

び実装規約の第一版を記者発表し、JACICホームページ

上で公開してきました。 

しかしこの第一版では、Ver3.0の最大の特徴である属

性の実装方法に関して、以下のような項目に対する仕様

が明確にされていない部分がありました。 

①複数の図形に、同じ属性をまとめて与える場合の実装

方法 

②図面全体に関わる属性の付加方法 

③図形が変形・削除・移動・複写された場合の属性の扱

い方 

 

（例：複数の図形に同じ属性をまとめて与える方法） 

 

 

 

 

 

 

これに関してCAD小委員会では、平成16年5月の第二

版、平成17年5月の第三版によって上記の課題に関する

仕様等を明確にし、平成17年12月2日に「SXF Ver3.0 仕

様書（第三版）」「SXF Ver3.0 実装規約（第三版）」の

記者発表を行い、同時にJACICホームページ上で公開を

開始しました。 

２．SXF Ver3.0 属性セット策定ガイドラインの公開 

CADデータ（図面や図形）に属性を与えるためには、

属性の意味や、SXF Ver3.0の仕様に則った属性の付与

方法、またその取り扱い方までを定めた規約（属性セッ

ト）を作成する必要があります。 

CAD小委員会では属性セットを策定する際の手引き

として、策定時の手順や考え方の一例を示した「SXF 

Ver3.0 属性セット策定ガイドライン」を作成し、「SXF 

Ver3.0 仕様書（第三版）」「SXF Ver3.0 実装規約（第三

版）」と同時に記者発表の後、JACICホームページ上で

公開を開始しました。 

属性セットは広く普及して初めて意味を持つものであ

り、今後、当ガイドラインを参考に各種団体（C-CADEC

等の法人企業、CADベンダー等の民間企業、自治体など）

においても有用な属性セットが数多く策定され、広く普

及することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今回公開された「SXF Ver3.0仕様書（第三版）」、

「SXF Ver3.0実装規約（第三版）」及び「SXF Ver3.0 

属性セット策定ガイドライン」は、JACICホームページ

のCADデータ交換標準開発のページより無償でダウン

ロードすることができます。 

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

 

（CALS/EC部　電子納品室　主任研究員　加納　睦） 

CADデータ交換標準小委員会の成果 

CALS/ECコーナー 

円と直線を囲んで作図グ

ループ化し、"A"という属性

を付加すれば、個別に属性

を付加しなくてもそれぞれ

の図形に、まとめて"A"とい

う属性が付加される。 

－SXF Ver3.0仕様書、実装規約、属性セット策定ガイドラインを公開－ 
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建設情報標準の広報のため平成12年からJACIC主催で

実施している建設情報標準化セミナーを、11月９日東京

（海運クラブ）と11月30日大阪（チサンホテル新大阪）

において、外部の講師等を招いて下記の内容で開催しま

した。 

標準化関係者・国・自治体の建設行政担当者及び建設

業、建設コンサルタント業等の業界関係者等幅広い層か

ら東京162名、大阪156名の参加を頂き、両会場ともほぼ

満席に近い状態で、熱心に聴講して頂きました。特に大

阪会場では、CAD－GIS変換仕様及びCAD（SXF）の

建築への応用等に関する活発な質疑が交わされました。 

今回のセミナーの副題は、東京は「標準化の取り組み

と展望」、大阪は「標準化活動の意義と成果解説」とし

ました。東京での開催は６回目なので、標準化の意味や

意義から三次元データの利活用、プロダクトモデル等応

用的な演題を取り入れたのに対し、大阪は２回目の開催

なので、より全般的な標準化の意味や意義からCAD等

の成果の解説等について講演を頂きました。 

セミナーをはじめとする広報活動により、建設情報標

準化の意義についてはかなり周知されてきたことから来

年度は標準化の成果をより具体的に示せる内容にしてい

きたいと考えております。 

標準部では、来年も東京と地方の展開に力を入れ、建

設情報標準の広報に更に努めるとともに標準化活動の推

進に取り組んでいきます。 

「建設情報標準化セミナー2005」開催報告 

 

 

 

 

演　題 

（講師） 

【東　京】 

建設情報と標準化（島崎日大教授） 

CALS/ECの課題と今後の展開 

　　　　　（国総研　青山主任研究官） 

 

三次元CADデータの利活用 

　　　　　（国総研　青山主任研究官） 

プロダクトモデルについて 

　　　　　（戸田建設　佐藤主任） 

【大　阪】 

建設情報と標準化（山下IAI代表理事） 

転換期を迎えたCALS 

　　　　　（国総研　上坂室長） 

 

CADデータ交換標準（SXF）の解説 

　　　　　（JACIC　加本電子納品室長） 

DM－CAD変換仕様の解説 

　　　　　（JACIC　高尾研究員） 

第二次建設情報標準化推進計画の取組み（JACIC　秋山部長） 

（標準部　次長　山本　翔） 

東　京 大　阪 

 JACIC便り 
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国土交通省では、CALS/EC（公共事業支援統合情報

システム）の一環として、計画、設計、工事、維持管理

などの公共事業プロセスにおけるデータ再利用環境の構

築を目指し、平成13年度より直轄事業における成果品の

電子納品を開始しています。 

測量作業における成果品についても、設計・維持管理

等の公共事業プロセスにおけるデータ再利用環境の構築

を目指し、「測量成果電子納品要領（案）」（以下、「要

領案」とします。）に基づき電子納品が進められています。 

要領案は「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）のもとに設置された「電子成果

高度利用検討小委員会」（委員長：島崎敏一　日本大学

教授）の中の「測量成果電子納品検討WG」（座長：清

水英範　東京大学教授）において審議された成果に基づ

き策定されています。 

要領案は、国土交通省公共測量作業規程に準拠して実

施される測量作業における成果を電子的手段により引き

渡す場合に適用され、以下の測量作業の成果品に関する

ファイル名、電子成果品を格納するフォルダ名称などを

規定しています。 

 

１. 基準点測量 

　基準点測量、水準測量 

２. 地形測量 

平板測量、撮影、空中三角測量、図化、修正測量、

地図編集、既成図数値化、ディジタルオルソ、その

他地形測量 

３. 路線測量 

中心線測量、縦横断測量、詳細測量、幅杭測量、 

４. 河川測量 

距離標設置測量、定期縦横断測量、深浅測量、法線

測量、海浜・汀線測量 

５. 用地測量 

資料調査、境界確認、境界測量、境界点間測量、面

積計算、用地実測図等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子納品される成果のファイル形式は成果表、点の記

などの測量成果や精度管理表などの測量記録はPDF形式、

測量成果（数値データ）はテキスト形式、数値地形デー

タは拡張ディジタルマッピング形式となっています。拡

張ディジタルマッピングとは、国土交通省公共測量作業

規程で定められている数値地形測量を対象としたディジ

タルマッピングデータファイル仕様について、その取得

分類基準を明確にし、かつ、応用測量成果等を格納でき

るよう拡張したデータファイルを指します。電子納品に

おける数値地形データの標準を拡張ディジタルマッピン

グ形式にすることで、電子納品された測量成果と設計CAD・

GISとの連携がより一層高まることが期待されています。 

要領案は、その内容についての見直し・検討が継続的

になされており、ネットワーク型RTK-GPS測量、航空

レーザ測量、ディジタル写真測量など技術の進展が目覚

しい測量技術に対応した要領案が適宜公表される予定で

す。 

なお、要領案および電子納品を円滑に実施するための

「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン

（案）［測量編］」については国土交通省国土地理院のホ

ームページ（http://www.gsi.go.jp/）で入手可能です。

是非ご活用ください。 

 

（GIS研究部　主任研究員　小澤理晴） 

標準化委員会の成果及び効果（第6回） 
－測量成果電子納品要領（案）の概要－ 

図　電子納品のフォルダ構成 
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２００６.２月号 

「ＧＩＳデータブック２００６」近日発刊 
―日本の地理情報システムの紹介― 

本書は、日本国内で製品化され利用可能なGISソフト

ウェア・数値地図データ及びネットサービスを俯瞰でき

る総合資料として、平成4年から毎年刊行しており、

2006年版は３月上旬に発刊します。 

より多くの選択肢をご提供し、目的・用途に合った

GIS製品を見出すことができるように可能な限り多くの

最新製品を掲載しております。業務の参考資料としてご

活用ください。 

なお、本書に掲載された製品はJACICホームページの

「GISひろば」にGIS DataBookインターネット版 

（http://www.gis.jacic.or.jp/） 

　　　　　として掲載する予定です。 

こちらも併せてご利用ください。 

 

◆製品項目◆ 

①地図データ、②汎用GIS、③WebGIS、 

④埋設物管理、⑤道路、⑥都市・防災、⑦河川、 

⑧環境、⑨農林、⑩土地・税務、⑪マーケティング、 

⑫GPS・移動体、⑬地図データ作成、 

⑭その他、⑮ネットサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行：（財）日本建設情報総合センター 

　　　　　　建設情報研究所　GIS研究部 

定　価：3,780円（本体価格3,600円） 

サイズ：Ａ４版 

　　　　（GIS研究部　研究員　高鍬智典） 

（写真は2005年度版） 

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 

電子入札が行われた案件に対して、入札金額が改竄（かいざん）さ

れていないことを確認できる機能です。 

Windows XP SP2には、ポップアップ画面やデータのダウンロード

を制限する機能があるため、電子入札システムの利用に際しては設

定を変更する必要があります。e-BISCセンターホームページ左

MENU「お知らせ」に掲載している「Windows XP Service Pack2

を導入したパソコンにおける電子入札への影響について」をご参照

頂き、システム管理者にご確認の上設定を変更して下さい。 

入札説明書・案件内容に対する説明請求は、開札日時まで実施可能

です。 

質　　　問 

検証機能とは何ですか。 

 

Windows XP SP2を使用する

場合の注意点はありますか。 

 

 

 

 

「調達案件情報」画面に「入

札説明書説明請求期限」の項

目がありませんが、「説明要

求」にて質問を行なえる期限

はいつまでですか。 

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） 
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２００６.２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/

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1８年２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。 12月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】    89件 

　【公募情報（地方公共団体）】  598件 

電子入札の運用を開始している団体或いは運用を計画

している団体から、近畿で電子入札に関する情報、意見

交換のできる場を設けてほしいという強い要望があり、

昨年の12月13日に大阪で電子入札近畿連絡会議を開催し

ました。電子入札運用開始団体や運用を計画している団

体合わせて27団体の担当者、50名を超える担当者の出席

を得ることができました。 

会議では、冒頭にJACIC・CALS/EC部鈴木次長から「コ

アシステムは68団体に購入されて、電子入札の導入が

319の公共機関に広がり、全国へと普及が進んでいること。

コアシステムは国連において工事調達の電子入札国際標

準として制定されることになった等コアシステムの普及

状況」の報告がありました。 

続いて、電子入札を運用している団体を代表して、大

阪府からは、開札まで応札者を全く明かさないマスク機

能を備えて、資格申請の自動審査と設計図書のダウンロ

ードを合わせ持つシステムを採用している。兵庫県では

電子入札と紙入札とを併用しているが、１時間に10数件

の開札ができるようになり、順調に導入が図れている。

今年度から運用開始した京都府からは、システムの概要

と運用状況、課題等についてそれぞれ紹介がありました。 

その後、各団体から提出されたシステムの開発や運用

に関する意見・要望について、電子入札コンソーシアム

事務局から説明、回答をうけた後、参加者の意見交換を

行いました。 

最初に各団体の大きな課題である「設計図書等のダウン

ロード」について、京都府では情報公開システムにより誰

でも入手が可能としているが問題点もある。大阪府ではマ

スク機能のため、参加要件がある業者のみがダウンロード

できるよう制限にしているとの紹介がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「紙入札の禁止」について、大阪府と大阪自治

体協議会からは、現在は電子と紙とを入札案件で区別

しているが、電子入札の拡大を検討していきたい。 

京都府と大阪市からは国土交通省と同様に紙入札と

の併用も認めているが、問題点も多く今後検討してい

きたいとの報告があった。 

兵庫県下の８市で共同利用の開発を進めている兵庫

県電子自治体推進協議会からは、平成16年度にシステ

ムの仕様を検討し、今年度開発業者を選定し、現在シ

ステム構築を行っている。平成18年４月からは、まず

神戸市と姫路市が運用を開始予定であり、今後県下の

自治体に共同利用への参加を働きかけていきたいとの

報告がありました。 

最後に連絡会議の今後の進め方について 

　①会議を定期的に開催し、情報・意見交換を行う。 

②相互に、質問、意見等の情報交換ができるホー

ムページを設ける。 

の２事項が確認され、会議は有意義に終了しました。 

 

（近畿地方センター長　高橋宗吉） 

地方便り 

近畿地方からの報告 
＝ 電子入札近畿連絡会議を開催 ＝ 

 

12月13日の近畿連絡会議 

－8－


