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国土交通省は、平成18年１月23日から一部の直轄事業

（工事及び建設コンサルタント業務）を対象に、インタ

ーネットを介した入札説明書等の電子的提供を開始しま

した。 

これにより入札参加希望者は、電子的提供の対象とな

っている案件の入札説明書等の配布書類を、電子入札シ

ステムを通してダウンロードすることによって、入手が

可能となります。（図１参照） 

なお、書面による交付を希望する入札参加希望者に対

しては、紙媒体（またはCD-R）で提供することとして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．対象案件 

国土交通省では、入札説明書等の電子的提供を、平成

17年度は予定価格が７億３千万円以上の工事及び７千３

百万円以上の業務を対象としていました。 

平成18年度及び19年度は、予定価格が2億円以上の工

事及び簡易公募型以上の業務に拡大し、平成20年度から

は、全ての工事及び業務を対象に電子的提供を実施する

計画としています。（表１参照） 

 

 

 

 

 

 

なお、対象案件の入札公告等には、その旨の記載があ

ります。 

 

２．配布対象書類 

電子的提供を行う書類は、入札公告（または指名通知）

から入札執行までの間に、発注者から入札参加希望者に

配布する全書類（入札説明書、技術資料作成要領、公告

の写し、入札心得、現場説明書、特記仕様書、契約書案、

申請様式、数量総括表、図面等）としています。 

なお、書類のデータ形式は紙媒体と同一の表示ができ

ること、データの改変が行えないことを重視しています。

対象書類のデータ形式については、次の表２のとおりと

なっています。 

 

 

 

 

 

 

３．入札説明書等の電子的提供による効果 

入札説明書等の電子的提供により、入札参加希望者は

配布窓口に出向く必要がなくなるため、窓口までの移動

時間、交通費の削減が見込まれます。 

 

４．機器等環境 

入札説明書等の入手には、電子入札推奨環境と同等の

環境が必要となります。 

また、入手した入札説明書等の閲覧には次のソフトウ

ェアが必要となります。 

・PDF閲覧ソフト  

・LZH形式対応の解凍ソフト 

 

５．入札参加希望者のダウンロード方法 

入札参加希望者は、電子入札システム画面から、当該案件 

入札説明書等の電子的提供の一部運用開始 

 

ニュースと解説 

・7.3億円以上の工事 
・7,300万円以上の業務 
・2億円以上の工事 
・簡易公募型以上の業務 
・全ての工事及び業務 

平成17年度 

平成18年度 
平成19年度 
平成20年度 

表１　対象案件の拡大計画（案） 

PDF 
 
PDF及びCSV 
PDF 
Wordまたは一太郎 

文書類（入札説明 
書本文、仕様書等） 
数量総括表 
図面類 
申請様式 

表２　対象書類のデータ形式 

分　類 データ形式 

図１　入札説明書等の電子的提供の概要 
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２００６.４月号 

の入札説明書等のダウンロードを行います。 

アクセス方法は、電子入札システムの調達案件一覧画面上

の当該案件の表示ボタンを押し、ダウンロード文書一覧画面を

表示させます。この画面からファイルのダウンロードを行います。 

ダウンロード文書一覧画面には、インターネット高速回線利用

者のために、一括ダウンロードファイル（圧縮ファイル）をダウンロ

ードできるようになっています。と同時に、高速回線を利用して

いない入札参加希望者に対しては、ファイル一つ一つをダウン

ロードできるように、個別ダウンロードファイルも用意されています。 

 

 

６．問い合わせ先 

電子入札システムと同じe-BISCセンターヘルプデスクで受

け付けています。受付時間、連絡先についても電子入札シス

テムと同様（e-mailは工事・業務用）となっています。 

また、e-BISCセンターホームページには、入札説明書等の電

子的提供の一部運用開始についての実施内容、運用及び操

作マニュアルが掲載されていますので、活用して下さい。 

http://www.e-bisc.go.jp/download/ 

 

（CALS/EC部　研究員　清原航也） 

  

年度の切替り時期はICカードの有効期限切れが多いた

め、カード更新方法について紹介します。ホームページ

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

答え）もご利用ください。 

ヘルプデスクへの質問と回答 
－ICカードの有効期限切れにご注意下さい－ 

回　　　答 

「ICカード更新」機能は、【工事・業務】において、新たに取得し

たICカードに既存のICカードの情報を移し、企業IDを引継ぐ機能で

す。 

「ICカード更新」機能は、次の条件を満たす場合にご利用可能です。 

　①新旧ICカードにおいてICカード取得者情報の「企業名称」、「企

業住所」、「ICカード取得者氏名」が同一である。 

　②新旧ICカードが共に有効期間内であり、破損、閉塞、失効して

いない。 

　③新ICカードが利用者情報未登録である。 

以上の条件を満たさない場合には、新規に利用者登録を行って下さ

い。 

旧ICカードと新ICカードの「ICカード取得者氏名」が異なる場合は、

「ICカード更新」機能をご利用頂くことはできません。新規に利用

者登録を行ってください。 

「物品・役務」では、企業単位に企業IDが割り振られ、1企業で複

数枚のICカードの登録・使用ができるため、新たに取得したカード

の利用者登録を行うだけで従来からの関係案件等を引き継ぐことが

可能です。従いまして「ICカード更新」機能の利用は可能ですが、

同機能による更新はお勧めしていません。 

質　　　問 

ICカード更新機能はどのような機

能ですか。 

 

「ICカード更新」機能はどのよう

な場合でも利用可能ですか。 

 

 

 

 

 

 

代表者が変わり、ICカードを新し

く購入しました。「ICカード更新」

機能は使用できますか。 

「物品・役務」においても「ICカ

ード更新」機能は利用できますか。 

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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２００６.４月号 

CAD図面電子納品における、SXF形式の現状と 
課題についてお話を伺いました。 

■土工協及び社内の活動について 

1995年７月に土工協の公共工事委員会に「CALS/EC

検討WG」が設置された当初から参加しています。現在

は「CALS/EC特別委員会CALS/EC部会」の「図面情報

WG」に所属し、CADに関わる標準化活動、会員企業（建

設会社）への啓発・普及活動、そしてフォローアップを

行っています。社内においてはCALS/EC総合窓口として、

国土交通省をはじめとする電子納品に対応するほか、社

内のCADワーキングを通じてCAD図面の標準化、CAD

教育などに携わっています。 

 

■SXF形式の現状と課題についてお話下さい。 

　CADデータ交換標準開発コンソーシアムにおいて

開発されたSXF形式は、その後、JACICを事務局に官民

一体となったメンテナンスにより大変使いやすくなって

きています。特にSXF形式をサポートするCADソフト

の充実により、DXF形式に変わる交換フォーマットとし

て、その位置を確立してきたと言えます。反面、SXF形

式について必要以上に負の面が取り沙汰されているのが

気になります。例えば、変換後に文字が化ける、データ

量が大きくなるといった問題は、DXF形式では日常的に

生じていることなのですが、ことSXF形式になると大き

く取り扱われます。SXF形式は期待が大きいだけに乗り

越えなければならない課題の１つと言えます。 

また、施工者にとってSXF形式は、正確なデータ交換

形式であるとともに、再利用性の高いデータ形式でなく

てはいけません。発注図を受け取り完成図に仕上げる過

程において、施工中のやりとりも含め、SXF形式と自社

CAD形式との変換が繰り返されます。SXF形式はCAD

ソフトの持つ属性を100％引き継ぐ訳ではないので変換

時の手戻りが生じることがあります。手戻りの少ない変

換の実現と施工に有益な属性を付加していくことは、施

工段階に普及を図るうえで大切な課題です。 

最近は地方自治体においてもCADの電子納品が増え

つつありますが、CAD製図基準の解釈に温度差があり

対応に苦慮しています。その原因はSXF形式やCAD製

図基準などの理解不足にあるのではないでしょうか。国

土交通省の動きは地方自治体に大きな影響を与えますの

で、CALS/ECを推進する関係者への十分な説明と理

解が必要と思います。 

 

■今後の展開について何が必要ですか？ 

制度面と運用面の整備が必要と考えます。 

制度面では、評価機関または評価方法の確立です。

OCFのご努力のおかげでSXF Ver2はかなり普及して

きました。しかし、10年、20年後にSXF形式が価値あ

るデータ交換形式であり続けるには、公的な検定機関

において審査や評価を継続する必要があると思います。

こうした機関を通じて、作られた資産（膨大な図面デ

ータ）を維持する機能をきちんと保持していただきた

いと思います。 

運用面では使う側のリテラシーの向上が必要です。

CADに関しては実習も含めて具体的に知ることが大切

です。発注者側、受注者側の両方が十分な時間をかけ

てリテラシー向上に努め、CALS/ECの目的とするメ

リットを最大限に享受できる環境をつくることが必要

と考えます。 

また、今後のシステム開発の面ではCADソフトに期

待しています。処理速度の高速化や、使いやすさの追

求などよりいっそうの改良を期待します。 

 

土工協のCALS/EC部会は、来年度からまた新たな

体制となって活動が継続されます。今後の活動に期待

いたします。 

ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CALS/EC部電子納品室　主任研究員　村井重雄） 

 

お客様の声コーナー 

川西土工協図面WGリーダ（清水建設） 

－3－



２００６.４月号 

１．はじめに 

CALS/EC資格制度事業は、地方公共団体等への

CALS/ECの導入を支援する人材育成事業として、

「CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）」

（平成13年６月国土交通省策定）に位置づけられ、同年

７月にスタートしました。 

本事業はJACIC理事長が資格認定を行い、（社）建設

コンサルタンツ協会（以下、JCCA）に試験の実施及び

資格登録を委任しています。 

資格にはCALS/ECインストラクター（RCI）と

CALS/ECエキスパート（RCE）の2種類があります。 

 

２．平成18年度「CALS/EC資格試験」の概要 

18年度の資格試験は以下の要領で実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、5月にはJACICが著者となった「－公共事業受

発注者のための－CALS/ECガイドブック」が発売され

ます（詳細はJACIC News５月号で紹介）。 

RCI試験受験者にはテキストが従来より1ヶ月以上早

く手元に届くことになり、試験勉強のための時間が十分

確保されます。 

さらに、RCI講習会では受講者が解く模擬問題の解説

を講義中に行い、受験者の理解を高める工夫を行います。 

 

３．おわりに 

平成18年度の受験の手引き及び受験申込書等、試験の

詳細についてはJCCAが運営・管理する「CALS/EC資

格制度ホームページ」をご覧ください。 

URL　　http://www.cals-ec.info 

一人でも多くの受験者が合格され、CALS/EC資格者

として地方公共団体等へのCALS/EC導入支援などの様々

な活動に携わり、地方展開の一翼を担うことを期待して

います。 

（CALS/EC部　研究員　新良京子） 

平成18年度「CALS/EC資格試験」のご案内 

CALS/ECコーナー 

CALS/ECの知識を保有する者で、年齢が20歳以上

の者。（平成18年４月１日現在） 

図１のとおり 

講習会（参加は任意）※１及び筆記試験 

20,000円（テキスト※２及び演習問題集含む） 

・所属する職場内の研修等の講師 

・職場外の小規模なセミナー 

・受注者の電子入札等CALS/EC運用環境の整備支援 

・発注機関が定める電子納品に関する規定類に準拠 

　した電子成果品の作成　等 

※１　講習会では、受講者が問題を解く時間を設け

るとともに、講義の中で問題の解説を行う。 

※２　テキストは５月発売予定の「－公共事業受発

注者のための－CALS/ECガイドブック」（JACIC

著・財団法人経済調査会出版）を使用する。 

 

以下のいずれかの条件を満たす者。 

ア）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。 

イ）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。 

図のとおり（面接試験は、いずれか１日に実施） 

書類審査及び面接試験 

10,000円 

RCIの役割に加え、 

・発注機関が実施する職員及び受注者向けの大規模

な説明会・研修の講師 

・発注機関が設置するCALS/ECを推進するための

委員会等の委員 

・発注機関のCALS/EC関連業務の管理技術者・担

当技術者　等 

 

受験資格 

 

日程 

試験方法 

受験料 

 

 

主な役割 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

受験資格 

 

 

 

日程 

試験方法 

受験料 

 

 

 

主な役割 

 

CALS/ECインストラクター（RCI）試験 

CALS/ECエキスパート（RCE）試験 

表　18年度「CALS/EC資格試験」の要領 

図　平成18年度「CALS/EC資格試験」の流れ 
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２００６.４月号 

JACICでは、平成17年９月に、平成17年度RCCM資格

試験の受験者を対象に全国11会場でRCCM資格試験受験

準備講習会を開催しました。 

平成17年度のRCCM資格試験は、平成17年11月13日（日）

に実施され、この合格者2,092名が、平成18年３月１日（水）

に発表されました。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34,662名になり

ました。 

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・

結果」に掲載しています。また、合格発表日より２ヶ月

間、JACICホームページTOPにある「最新ニュース」

に掲載しています。 

なお、平成18年度のRCCM資格試験は、平成18年11月

12日（日）に予定されており、RCCM資格試験受験準備

講習会は、平成18年９月８日～９月22日（全国９会場）

に予定しています。 

 

（企画調整部　副参事　小林保江） 

「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ます。 

JACICが協賛している「第８回　国土技術開発賞」は、

平成18年４月14日（金）まで公募中です。この賞の受賞

技術は、平成19年度に表彰が予定されている「第２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）の対象となります。 

詳細は、財団法人　国土技術研究センターのウェブサ

イト（http://www.jice.or.jp/）を参照ください。 

 

第8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18年4月14日（金） 

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） 

平成17年度ＲＣＣＭ資格試験合格発表 

「第8回　国土技術開発賞」公募の御案内 

JACIC便り 

河川、砂防及び海岸・海洋 

港湾及び空港 

電力土木 

道路 

鉄道 

上水道及び工業用水道 

下水道 

農業土木 

森林土木 

造園 

都市計画及び地方計画 

地質 

土質及び基礎 

鋼構造及びコンクリート 

トンネル 

施工計画、施工設備及び積算 

建設環境 

機械 

水産土木 

電気電子 

廃棄物 

合　　計 

633 

57 

8 

969 

16 

126 

334 

279 

80 

39 

168 

115 

301 

325 

48 

236 

237 

16 

13 

142 

43 

4,185

279 

36 

3 

461 

11 

73 

176 

117 

37 

18 

97 

72 

172 

183 

35 

99 

117 

9 

6 

60 

31 

2,092

44.1 

63.2 

37.5 

47.6 

68.8 

57.9 

52.7 

41.9 

46.3 

46.2 

57.7 

62.6 

57.1 

56.3 

72.9 

41.9 

49.4 

56.3 

46.2 

42.3 

72.1 

50.0

部門名 受験者数 合格者数 合格率 

部門別合格者数 
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２００６.４月号 

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施しています。平成16年度に

は10件の研究助成を実施し、平成16年12月に「第３回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告会で

発表されなかった５件の研究について、３月号から順次

研究助成成果概要を掲載しています。本号では、東京大

学の柴崎先生の研究を紹介します。 

なお、平成16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２００４－３号 

建設行政を対象とした共通情報オブジェクトのデザイン

手法 

東京大学　教授　柴崎亮介 

建設産業の効率性を向上させるための重要な手法とし

てIT（情報技術）の適用が期待されている。しかし現

在手作業で行われている作業をそのままIT化しても事

業全体として大きな効果の得られることは多くない。む

しろ、さまざまな作業で参照される情報のうち共通のも

のを発見し、情報作成の重複を防止し、データベースや

ネットワークの組み合わせにより情報の共有を実現する

効果が事業全体としては大きいと期待されている。 

しかし、建設情報の共通利用を実現するうえで最大の

問題点は、どの情報を共通利用するとどれだけの効果が

あるのか個別には見えにくく、共通利用にむけての負担

（金銭的、人的、時間的）に対して同意が得られにくい

点にある。すなわち「計画」や「デザイン」、整備効果

の評価の問題を解決することの相対的な重要性がますま

す大きくなってきている。本研究では、業務モデルの共

通情報オブジェクトの抽出手法を主たる目的とし、以下

の成果を得た。 

 

（１）参照データに焦点をあてた業務プロセスモデリン

グツールの開発 

業務項目・内容を情報の流れをモデルとして整理する

ことで、共通利用することで効果の期待できる「共通情

報オブジェクト」を見いだす方法を提案した。具体的に

は業務の流れ・フローを組織のミッションという観点か

ら整理し、どのような情報がどこで使われ、ミッション

の達成にどのような形で貢献しているかをモデルとして

整理する方法を開発した。そして、そこから「共通情報

オブジェクト」を拾い出す方法を開発した。さらに、簡

単に業務プロセスをモデル記述できる手法とそれに対応

した作成支援ツールを開発し、実際の分析にすぐ適用で

きる環境を整備した。なお、業務プロセスモデルを構築

する際に使用される用語の表記が揺れることがその後の

分析（共通参照データ項目の抽出など）を困難にするこ

とから、意味ネットワーク辞書や表記揺れチェックシス

テムを適用し、統一した用語を利用できる環境を提供した。

これによっても本成果の実用性は大きく改善している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）モデリングツールを利用した共通参照データの抽出 

上記のツールを用いて作成された業務プロセスモデル

において参照されている情報項目を集計し、そこから重

要と考えられる情報項目を抽出した後、UMLツールを

使って共通参照データをクラス図として表現する方法を

開発した。UMLモデルができれば、実際のシステム設

計において直接参照できる有用なインプットとなる。な

お、この方法はモデリングの際に参照される情報の一属

性として位置表現の方法を加えることで、同時にどのよ

うな位置参照がよく行われているかを抽出することもで

きる。 

 

JACICにおいては、平成15年度に「業務プロセス

資料作成プロジェクト」を実施し、建設分野の実際

の業務プロセスの中で発生する「イベント」を切り

出し、「アクター」の作業を中心に情報交換の関係

者と情報内容を整理した。抽出された事例は工事で

41分野（約700イベント）、業務で12分野（約230イ

ベント）であった。 

平成16年度研究助成成果概要（その2） 

図　共通情報オブジェクトデザインツール画面 
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２００６.４月号 

標準化委員会の成果及び効果（第8回） 
─ オブジェクト指向の考え方とオブジェクトデータ交換研究会の紹介 ─ 

１．「オブジェクト」って何? 

録画はビデオではなくDVDレコーダー、音楽はカセ

ットテープを使える機器が少なくなり、携帯音楽プレイ

ヤーが主流になりつつあります。 

情報技術の進展にともなって文化や経済が急速に変化

する中、“最近よく聞くけど意味は分からない言葉”が

増えたと感じる方も多いのではないでしょうか。 

例えば、ユビキタス、ASP、ワンセグ、RSS、P2P、

レジストリ、スキーマ・・・？？？ 

オブジェクト（object）も、そんな仲間に加えられて

いるのかもしれませんが、この言葉はフランス語の“オ

ブジェ”が語源であり、「もの」｢対象」「目的」という

意味を持ちます。 

オブジェクトを中心概念とする技法は、特にソフトウ

ェア開発の現場において普及しているため、以下ではオ

ブジェクト指向プログラミングの主な特徴を２つ紹介し

ます。 

 

２．オブジェクト指向プログラミングの特徴１「継承」 

従来のプログラミングでは、計算する、条件判定する、

表示する、といった処理の流れを中心に設計や実装を行

っています。これに対してオブジェクト指向プログラミ

ングは、操作対象（＝オブジェクト）が相互にメッセー

ジを送りあうことで処理を実行させます。ここでのオブ

ジェクトは、データやデータの抽象的な集合体のことで

あり、データとその操作を組み合わせ、ひとまとまりに

して管理します。下図のように同じ特徴を持つオブジェ

クトをまとめて扱うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、図形を表示するアプリケーション開発で、三

角形を赤色で表示するように変更したい場合、それそれ

ぞれの三角形（子クラス）は変更せず、共通の特徴を管

理している三角形（親クラス）に赤色表示と書き加え

ればよいので、プログラムを簡単に変更することがで

きます。このように、親クラスの特徴を子クラスが引

き継ぐことを「継承」といいます。 

 

３．オブジェクト指向プログラミングの特徴2「多様性」 

次に、三角形を印刷する場合を考えてみます。どの

三角形の場合でも、画面上は同じように印刷ボタンを

押すだけですが、三角形の名前も印刷できるようにし

たいと思います。 

手続き型のプログラムでは、もし直角三角形ならば

直角三角形と印刷し、もし正三角形ならば正三角形と

印刷し、・・・というようにif文で場合分けをする必

要があります。オブジェクト指向では、それぞれの三

角形（＝オブジェクト）が印刷メッセージを受け取っ

たら“形と名前を印刷する”という操作をプログラム

しておくことで、三角形に応じた名前を印刷できます。 

このように、同じメッセージを受け取っても、オブ

ジェクト毎に多様な解釈をして、異なる処理を行うこ

とを「多様性」といいます。多様性を利用すれば、複

雑な条件分岐が不要になり、効率良く処理することが

できます。 

オブジェクト指向の特徴には、継承、多様性の他に

カプセル化、クラスやインスタンスなどがあり、プロ

グラミングだけでなく、分析、設計、モデリングにも

活用されています。 

 

４．オブジェクトデータ交換研究会について 

建設情報標準化委員会では、オブジェクトデータ交

換実現にむけた基礎検討を進めるため、平成16年度か

らオブジェクトデータ交換研究会（座長：柴崎亮介東

京大学空間情報科学研究センター教授）を設置してい

ます。現在研究会では、オブジェクト指向の考え方や

技術の利用場面を想定し、導入効果、実用のための仕

組み、問題点などの検討を行っています。 

とはいえ現実世界では、何か特定の考え方や技術を

使ったらすべてうまくいくような「銀の弾丸」は存在

せず、オブジェクト指向も万能薬ではありません。 

研究会では、オブジェクト指向の考え方や関連技術

を調査研究し、メリット・デメリットを踏まえた上で、

建設情報標準化の推進にあたって、問題解決に役立つ

ヒントが提案できることを目指します。 

（標準部　研究員　木全知子） 

三角形 

辺の数が３ 

内角の和が180° 

どの三角形にも 
共通する特徴を 
ひとまとめにして 
管理します 

直角三角形 

内角の1つが 
直角 

正三角形 

３辺の長さが 
等しい 

二等辺三角形 

２辺の長さが 
等しい 

それぞれの三角形は、共通の特徴に 
加えて、固有の特徴も持っています 
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JACIC news　平成1８年４月１日発行　第三種郵便物認可 

　中国地方センターでは、毎月、「電子入札（コアシス

テム）体験講習会」、「知って得する電子納品知恵袋」

講習会を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「電子入札（コアシステム）体験講習会」 

　［月に１～３日（午前・午後各１回）、８名／回］ 

　中国地方では、鳥取県、広島県（市町村と共同）、山

口県、広島市において、コアシステムを用いた電子入札

が実施されています。講習会ではこれらの各自治体の相

違についても説明します。 

　平成17年９月から山口県はホームページ上に入札サイ

トを設け、電子入札を開始しています。平成17年度は２

億円以上の建設工事が対象ですが、来年度以降は業務へ

も順次対象が拡大されます。 

 

 

電子入札（コアシステム）体験講習状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「知って得する電子納品知恵袋」講習会 

　［月に１日（午後１回）、８名／回］ 

　電子納品未経験の企業を対象に、電子納品の概要、

電子化する際のワープロ等の作成の留意点等、初期の

電子データ作成のための電子納品初級者用の講習会です。 

　中国地方では、島根県、広島県、広島市において国

土交通省の電子納品の要領・基準に準拠して、実証実験、

あるいは試行が始まっています。 

　詳細は、中国地方センターのホームページをご覧下

さい。 

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

（中国地方センター長　　矢田光夫） 

 

　JACIC設立20周年（平成17年11月15日）記念事業の一

環として、建設会社の「IT技術の具体的事例及び効用」

を調査し、「建設業界の情報化の現状」をとりまとめま

した。 

　この情報で、IT技術に関する各社の技術水準、効用を

知ることができ、自社の開発目標の妥当性を判断するこ

とができます。また、IT技術の具体的な事例を参考に、

自社の既存ｼｽﾃﾑの更なる改良を企画することができます。 

「建設業界の情報化の現状」（冊子）は、国土交通省をは

じめ、建設関係の機関及び会社へ配布しました。冊子

は好評でした。さらに、全国の建設会社にもお知らせ

したい内容なのでJACICのホームページにも載せて欲

しいと要望がありました。 

　JACICホームページに「建設業界の情報化の現状」

を掲載しましたのでご覧下さい。 

　http://www.jacic.or.jp/ 

（企画調整部　参事　満田広司） 

中国地方センター活動報告 

JACICホームページの新コンテンツ「建設業界の情報化の現状」 

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 

【公募情報（国・公団等）】   224件 

　【公募情報（地方公共団体）】  906件 

平成17年度中国地方センターでの講習会の活動状況 
（平成18年１月末現在） 

電子入札操作

講習会 

電子納品 

講習会 

受注者 

発注者 

受注者 

発注者 

63 

8 

12 

0 

83

201 

14 

24 

0 

239

238 

30 

38 

0 

306合計 

回数 区分 
参加 

社数 

参加 

人数 
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