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平成１８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 

平成18年３月22日、第57回理事会が開催され平成18年

度事業計画及び予算が決定されました。平成18年度は設

立21年次であり、環境条件の変化に対応しつつ、「新た

な挑戦へ」の決意を念頭に業務を遂行することとしてい

ます。以下に、平成18年度事業計画の概要を紹介します。 

 

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ている。 

設立20周年を機に掲げた決意である「新たな挑戦へ」

に基づき、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・提供等を一層推進する

こととし、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と第３次標準化推進計画

の策定 

・電子納品に関する研究開発 

・LCDM（ライフサイクルデータマネジメント）活動 

 

（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 

・Web版積算システムの開発・運用及び普及活動 

 

（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）及び試行運用支援 

・電子納品成果品と関連業務との連携及び利活用に関す

る調査・研究 

・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導入支援 

・電子契約の導入に関する研究 

・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 

・CALS/EC新計画の展開支援 

・電子納品の導入の支援強化 

・災害査定支援システムの開発 

 

（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/TECRISシステム再構築の推進 

・建設発生土・副産物情報交換システム再築の推進 

・電子国土づくりの支援 

 

（５）情報化の啓発・普及活動等 

・アジア建設IT円卓会議の開催 

・Webサイトのユーザビリティ確保等機能向上 

・電子入札コアシステムの機能改良並びに地方公共団体

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。 

これら業務の実施において、電子入札コアシステムの

更なる機能向上や維持等の運用の充実を図るために電子

入札コアシステム開発コンソーシアム活動を継続してい

くこと等の組織体制の強化、職員の技術力向上、業務管

理システムによる品質管理マネジメントの的確な運用、

セキュリティ環境の整備等に努める。 

また、「公益法人会計基準」が平成18年４月１日から

施行されることに伴い、この基準に対応する「新会計シ

ステム」を構築して18年度事業から実施する。 

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 

以下の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次標準化推 

平成18年度　事業計画 

ニュースと解説 
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２００６.５月号 

 

進計画の推進を図るとともに、第３次標準化推進計画の

策定を行う。また、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 

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 

１）積算システムの研究開発 

２）基盤的空間情報整備に関する調査・研究 

３）CALS/ECに関する情報システムの研究開発 

４）技術情報システムの研究開発 

５）建設資材関係調査の実施 

６）施工品質管理システムの研究 

 

（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  

 

（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・開発 

１）災害査定支援システムの開発 

２）Web GIS技術の研究開発 

 

（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 

２）CALS/ECに関するアクションプログラム等の策定

支援 

（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 

 

（8）建設情報システムに係る研究 

１）研究助成事業の実施 

研究助成対象者選定を外部識者による審査会において

実施するとともに研究助成成果の有効化を図る。 

 

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 

 　b）機関誌（JACIC情報）の発行 

　 c）CALS/ECガイドブック等の発行 

２）広報事業 

 　a）講習会等の開催　 

　 b）建設情報に関する国際交流の実施 

　　・アジア建設IT円卓会議 

　 c）出版物による広報 

　　・JACIC NEWS 

　 d）整備局等開催の展示会への出展 

　 e）Webサイトによる広報 

　　・建設総合案内所 

　　・建設博物館 

　　・「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  

　 f ）Webによる普及・啓発・講習 

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）講師の派遣 

 

3．基盤データベース事業 

（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（PPI）の運営支援 

３）工事実績情報システム(CORINS)による情報収集及

び提供 

４）測量調査設計業務実績情報システム(TECRlS)によ

る情報収集及び提供 

５）JC情報（JCIS）による情報提供 

６）CORINS/TECRISシステム再構築の推進 

７）建設副産物情報交換システムによる情報の提供 

８）建設発生土情報交換システムによる情報の提供 

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による施工単価表等積算情報の提供 

 

なお、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 

国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局における電子入

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。 

 

＊以上の計画を確実に遂行するため、産官学の皆様の御

支援をお願い申し上げます。 

 

（企画調整部長　高島一彦） 
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国土交通省 CALS/ECアクションプログラム 2005

平成18年３月15日に国土交通省において、今後の

CALS/ECに対する具体的な取り組み内容を示した、「国

土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」（以下、

本プログラムという。）が発表されました。 

本プログラムは、平成22年までに我が国の公共事業分

野でのCALS/ECを実現させるための整備目標（①情報

交換、②情報共有・連携、③業務プロセス改善、④技術

標準、⑤国際交流・連携）などを示した、「建設CALS

整備基本構想」の取り組み思想のもとで、平成9年度か

ら平成16年度までの具体的活動内容が示された、「国土

交通省CALS/ECアクションプログラム」（以下、旧プロ

グラムという。）の終了に伴う、継続的な活動計画とし

て位置付くものであります。 

なお、本プログラムでは、ただちに実施できる目標に

加えて、検討、試行を通じて実施する目標を含むこと、

また情報通信分野の著しい技術進展を踏まえ、目標期間

を平成17年度から平成19年度の３年間とし、策定後も必

要に応じて見直すこととしています。 

 

 

 

 

 

これまでの旧プログラムに基づくCALS/ECの実施状

況としては、電子メールの活用から始まり、各種情報の

電子化に力が注がれ、電子入札や電子納品の全面的な導

入が行われたことなど、「①情報交換」するための環境

が整備されたことは、大きな成果であったと思います。 

しかし、電子化は行われたがその電子化された情報を

業務の中でうまく使えているかと言えば一概にそうでは

なく、次のステップとしては、電子化した情報を如何に

有効活用していくかが大きなテーマとなっております。 

この視点では同時に、電子化された情報を利用した業

務のやり方を変えていく（業務改善）ことも考える必要

があり、「①情報交換」に加えて、「②情報共有・連携」

及び「③業務プロセスの改善」が重点的に取り組むべき

テーマとして挙げられます。 

本プログラムでは、この視点も含めて「建設CALS整

備基本構想」の整備目標を実現するために、官民関係者

との議論を繰り返し、各整備目標別の実施計画として、

18の目標設定が行われました。 

また、事業執行の全体最適化、各目標の対象範囲の共

有化を図るためにも、現状プロセスの可視化を行った上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で全体的なプロセスデザインを実施し、個々の目標に

おける改善内容を随時反映して、その結果を関係者間

で共有し、計画修正等の判断材料とするなどのマネジ

メント基盤を構築して地に足のついた計画遂行を目指

しています。 

 

以上、紙面スペースの関係から、各目標の具体的な

内容まではご紹介できませんでしたが、国土交通省ホ

ームページの共通情報－報道発表資料から、または、

CALS/EC公共事業支援統合情報システムのホームペ

ージ（http://www.mlit.go.jp/tec/it/cals/index.htm）

より、本プログラムの個別目標シート等がダウンロー

ドできますので、是非ご覧下さい。 

 

（CALS/EC部　主任研究員　櫻井和弘） 

図　これまでの実施経緯 

表　整備目標に対する今後の取り組み 

 

入札契約情報の提供方法の工夫による情
報収集効率の向上 
入札説明書のインターネットを通じた配
布による調達手続きの効率化 
契約手続きの電子化による調達手続きの
効率化 
CADデータ交換標準の改良による情報交
換の効率化 
3次元情報の利用を促進する要領整備によ
る設計・施工管理の高度化 
入札契約手続に関するシステム間連携に
よる調達手続きの効率化 
地質データの提供による調査分析・施工
計画の精度向上 
施設情報を提供して技術提案募集による
コスト縮減と品質確保 
完成図を利用した管理図の蓄積・更新の
迅速化・効率化 
維持管理データベース更新の迅速化・効率化 
GIS管理図に重ね合わせた施設情報管理
の効率化 
現場からの情報取得による作業の効率化 
情報モデルの管理によるシステム間の情
報交換・共有・連携の促進 
取組状況の公開と研修テキストの共有に
よる全国的展開の促進 
（再掲）完成図を利用した管理図の蓄積・
更新の迅速化・効率化 
（再掲）維持管理データベース更新の迅
速化・効率化 
数量計算をCADで可能とする体制整備に
よるコスト縮減 
工事施工中の情報交換・共有の効率化 
情報共有・連携に向けた必要な標準の整備 
CADの高度利用へ対応した国際標準機関との連携 

目標－１ 
 
目標－２ 
 
目標－３ 
 
目標－４ 
 
目標－５ 
 
目標－６ 
 
目標－７ 
 
目標－８ 
 
目標－９ 

目標－10 

目標－11 

目標－12 

目標－13 
 
目標－14 
 
目標－９ 
 
目標－10 
 
目標－15 

目標－16 
目標－17 
目標－18

整備目標 
 
 
 
 
 

①情報交換 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②情報共有 
・連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
③業務プロ 
セスの改善 
 
 

④技術標準 
⑤国際交流・連携 

国土交通省アクションプログラム2005の各目標 

H8 H9 H14 H16 H22

H22H19H17統合 

建設CALS整備基本構想 

建設CALS/EC 
アクションプログラム 

国土交通省CALS/EC 
　アクションプログラム2005港湾CALS整備計画 随時見直し更新 

空港施設CALS 
グランドデザイン 

国土交通省CALS/EC 
　アクションプログラム 
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２００６.５月号 

去る平成18年1月27日(金)に開催された第16回電子入札

コアシステム開発コンソーシアム特別会員会議において、

電子入札先行団体による事例として、「平成15年の県内

企業のIT化の現状調査を踏まえた電子入札の共同利用

について」というテーマで、大分県土木建築部建設政策

課　村上　久征様に紹介して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大分県のCALS/ECの取組み事例紹介 

　　　　　　　　　　～大分県におけるIT推進～」 

大分県における電子入札の導入は 

①　県内企業及び発注者のIT化の現状調査及び分析 

②　CALS/EC（電子入札）の推進体制の確立 

③　アクションプログラム（電子入札運用）の策定 

④　CALS/EC（電子入札）の導入体制の確立の手順で 

　現在進めています。 

 

各手順について説明します。 

①　県内企業及び発注者のIT化の現状調査及び分析 

平成15年に、県内企業のパソコンの配備状況、インタ

ーネットの接続状況、電子入札の実施への対応、電子納

品の実施への対応、CADソフトの使用状況、その他の

調査事項として各種ソフトウェアの習熟状況及び

CALS/ECの認識度、期待する事項等について、現状調

査及び分析を行いました。 

②　CALS/EC（電子入札）の推進体制の確立 

県内全市町村がシステムの共同利用により電子入札を

実施できるよう大分県電子県庁推進本部（県）、大分県

電子入札システム推進協議会（全市町村）、大分県CALS/ 

EC推進協議会（業界）を設立し、互いに連携が取合え

る体制としました。 

共同利用に至った経緯は、県が県内全市町村に向けて

共同利用で電子入札を導入しようと呼びかけたこと、大

分県CALS/EC推進協議会から国、県、市町村それぞれ

のシステムの統一化に対する要望があったこと、また、

開発経費、運用経費が縮減でき効率的であることから全

市町村が共同利用方式に参加することとなりました。 

共同利用を行うにあたっては、県が中心となって次の

事項について全市町村と協議、調整の後、開発に着手し

ました。 

・開発運用に係る事務を県に委任すること。 

・開発運用に係る費用は県と市町村で折半とし、市町村

間では人口割で分担すること。 

・県が全市町村にヒヤリングを行い共通の運用基準を定

めること。 

・電子入札と従来入札方式が混在しない様に同時期に運

用を開始すること。 

③　アクションプログラム（電子入札運用）の策定 

平成18年度まず県土木建築部において、続いて県他部

局、続いて市町村と段階的に試行運用を行うこととし、

平成19年度から一部合併中の市町村を除き本運用を開始

する予定となっています。 

④　CALS/EC（電子入札）の導入体制の確立 

県内企業への研修体制として、県主催で土木事務所管

轄ごとの全体説明会、市町村主催でC、Ｄランク企業と

意見交換会を行うなど電子入札への参加周知を行いまし

た。また、今後の研修計画では平成18年2月から建設技

術センター主催で電子入札システム操作研修（有料）の

実施、平成18年度からは県内企業を公募し（参加数360社）、

模擬入札を実施します。その他各業界団体主催の研修等

において積極的な講演活動等を行っています。 

以上が大分県の電子入札の導入手順になりますが、

CALS/ECに対する要望として、ICカードの価格設定を

入札頻度に合った（費用対効果を考えて）ものとして欲

しい。また、課題として、インターネットの通信環境が

県中心部と過疎地に格差があり危惧されるといったこと

が上げられました。 

 

（おわりに） 

市町村との共同利用の取り組みについて、企業の状況

をつぶさに調査され、また研修等を通じて現在、最後の

準備段階に差し掛かっているところです。 

導入に向け地方の企業における課題等も提示して頂き

ました。これから導入・運用される団体にとっても有意

義な事例紹介でした。 

 

（CALS/EC部　主任研究員　大塚正行） 

県内企業のIT化の現状調査を踏まえた電子入札の 

共同利用について 

お客様の声コーナー 
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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、武蔵工

業大学の皆川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）までご連絡

くさい。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

 

第２００４－８号 

電子納品データの再利用支援に関する研究 

武蔵工業大学　教授　皆川　勝 

国土交通省が発注者となって行っている公共事業の成

果物の電子納品が行われているが、電子納品データは蓄

積されるのみで再利用が円滑に行われていないことが課

題としてあげられる。本研究では、データ利用者が二次

的に利用する目的で電子納品データを収集し、それを独

自の仕様でWeb上に一元管理することによって、蓄積さ

れた電子納品データを円滑に再利用できるプロトタイプ

システムを試作した。本システムを用いた活動を通じて

データ利用者の必要とする電子納品データの再利用標準

を見出すことが期待できる。次に、データ利用者の知識

やノウハウを履歴として蓄積し、それを独自の仕様で

Web上に管理することによって、蓄積された電子納品デ

ータを円滑に利活用できるプロトタイプシステムを提案

した。このような方法を用いた活動を通じて蓄積されて

いく電子納品データの二次的な有効利用方法を見出すこ

とが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、第１段階として、電子納品データの利用

性向上のためのツールの試作ならびに、その性能の向上

のための提案を行った。しかし、この段階で提案してい

るシステムは、利用すべき電子納品データが取得されて

いることを前提としており、効果的なデータ検索につい

ては検討していない。そこで実用段階を目指して、分散

管理された電子納品データを対象として、検索条件・表

示内容を予め用意しておく検索用テンプレート及びその

作成支援を含む電子納品データ高度検索支援システムを

開発している。本システムは分散して管理された電子納

品データを、おのおの独立データベースにあるいは連携

したデータベースとして扱いうる高度検索システムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般に、データベースから情報を検索する場合、ユー

ザは自らの経験的な知識を駆使して、検索用語などの検

索条件を定めて、試行錯誤的に検索を行う。このような

プロセスは利用者の当該分野に関する知識の量と質に大

きく依存せざるをえないのが現状である。Knowledge 

ManagementやData Miningなどの知識獲得技術の大幅

な進展と普及がその課題を克服するキー技術であること

は論を待たない。しかし、時々刻々と蓄積され続けてい

る建設情報である電子納品データの活用を始めるために、

上記の経験的技術者の検索実行のための経験知を検索テ

ンプレートとして蓄積してゆくことは、データベース検

索機能を向上させるために有効である。本システムでは、

検索テンプレート作成支援システムを用いることで検索

テンプレートを容易に作成できる。また既存検索テンプ

レートをそのまま利用するばかりでなく、その内容の変

更もできる。 

平成16年度研究助成成果概要（その3） 

JACIC便り 

図１　　知識蓄積型システムの構成 

図２　高度検索支援システムの構成 

電子納品データ 
ベース 

電子データの検索 
ダウンロード 

電子データの閲覧・加工 
保存・更新・削除・履歴作成 

再加工された電子データ 
履歴データ評価データを 
インターネット上で一元管 
理する 

使用履歴閲覧 
・評価 

利用者データ 
の更新削除 

システムに関しての 
要望を管理者に伝える 

利用者は行いたい 
作業に合わせて、 
五つの項目から 
作業内容を選択する 

ワークスペース 

履歴閲覧 

更新・削除 

HELP

電子メール 

有効利用支援 
システム 

システム管理者 

ID、パスワードを入力 
し、利用者ページへ 
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国および地方公共団体さらには民間企業の情報化が加

速する今、インターネット上には行政情報、観光情報、

飲食店の情報など、さまざまな地理情報が氾濫していま

す。これらの情報は個々に有意なものですが、それらを

総覧することはできず、一度に様々な情報を得ようとし

ても、目的のホームページを個別に閲覧し、自分の頭の

中で重ね合わせるしかなく、とても不便な思いをするこ

とになります。 

そこで、JACICでは、このような不便な思いをせずに、

一度に様々な情報を閲覧できるWebGISのプロトタイプ

システムを自主研究事業の一環で構築しました。今回は、

この“地理情報のワンストップサービス”を実現可能と

するWebGISについてご紹介します。 

電子国土Webシステムを活用 

この地理情報のワンストップサービスは、特定の地域

を意識したものではなく、国内のどの地域であってもサ

ービスを提供できなくてはなりません。そこで、JACIC

が構築したWebGISは、国土地理院の電子国土Webシス

テムが配信する背景地図データを利用しています。これ

により、広域なサービスが可能となり、また常に最新の

地図が国土地理院より配信されるため、システムの利用

者は、膨大なコストがかかると言われている背景地図デ

ータの作成・維持・更新に煩わされることがない、とい

う電子国土Webシステムのメリットを最大限活用するこ

とにしました。 

多様な地理情報を搭載 

今回の自主研究で構築したWebGISは、国土交通省北

陸地方整備局、新潟県、湯沢町、同町観光協会の協力を

得て、湯沢町およびその付近の地理情報を搭載しています。 

このWebGISは、JACICのホームページ「GISひろば」

（http://www.gis.jacic.or.jp/gis/index.html）からどな

たでもご覧になれます。是非、アクセスしてください。 

今後の展開 

この自主研究を通じて、公益法人ならではの行政そし

て民間の地理情報が一体となったプラットフォーム構築

のための基礎や、簡便なWebGISサイト構築のための基

礎技術を得ることができました。今後はより多くの地理

情報をWebGISに搭載し、地理情報のワンストップサー

ビスの魅力を全国にPRしつつ、GISの普及に寄与してい

きます。 

 

（GIS研究部　主任研究員　小澤　理晴） 

1．はじめに 

JACICは、平成13年度からCALS/EC資格制度事業を

運営し、公共事業受発注者のIT技術活用能力の水準を

高めるとともに、適正かつ効率的に公共事業が遂行され

ることを支援するCALS/ECのスペシャリストを育成し

てまいりました。 

このたび、CALS/ECインストラクター（以下、RCI）

試験受験申込者に対してのみ配布していたテキストを全

面改訂し、装いも新たに「－公共事業受発注者のための

－CALS/ECガイドブック」として、５月19日（金）に

発刊いたします。 

 

2．本書の概要 

本書は、本年３月に策定された「国土交通省CALS/EC

アクションプログラム2005」をはじめとする建設分野に

おけるCALS/ECの最新状況から電子調達の仕組み、電

子納品の運用方法まで、CALS/ECに関する情報を体系

的に網羅した「ガイドブック」です。 

公共事業の発注機関や受注企業では、団塊世代の職員

の大量退職を目前に控え、今後は限られた人員で、必要

とされる社会資本の整備や膨大な社会資本ストックの維

持・管理に携わることになるため、IT技術の一層の活

用による業務プロセスの抜本的な改善が喫緊の課題とな

っております。 

基準や運用が頻繁に更新される公共事業に携わる方々

にとって、IT技術を業務に活用するための教育が必要

不可欠な状況にあり、本書はこのような事態の解決に資

する非常に有益な教材です。 

編　集：（財）日本建設情報総合センターCALS/EC部 

発　行：（財）経済調査会 

定　価：3,000円（税込） 

サイズ：B5版 

 

3．購入にあたって 

購入を希望される方は以下までお問い合わせください。 

（財）経済調査会　業務部　 

TEL 03-3542-9291　FAX 03-3543-1904 

URL https://book.kensetsu-plaza.com/ 
 

（CALS/EC部　研究員　新良京子） 

ＧＩＳワンストップサービス 

「－公共事業受発注者のための－CALS/ECガイドブック」発刊 

－電子国土を用いたプロトタイプシステムのご案内－ 

JACIC通信 
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四国地方CALS/ECの取り組み 

■四国地方における電子入札の取り組み 

四国地方では、徳島・香川・愛媛・徳島市・松山市は

コアシステムを採用し、昨年度から電子入札の運用を開

始しております。3県においては電子入札対象案件を年

度毎に拡大し、平成19年度には全面実施することとして

います。また、平成18年6月に高松市と善通寺市が香川

県との共同利用での電子入札がスタートします。 

高知県では、県下市町村との共同利用方式による電子

入札（平成20年導入）を検討しています。昨年8月5日に

県庁職員を対象に「コアシステム電子入札体験会」の実

施。10月13日・14日には高知県下市町村職員を対象に、

JACICのPC20台環境による「電子入札体験講習会」を

実施しました。本年1月31日には「高知CALS／EC推進

協議会」が開催され、「電子入札システム導入に向けた

基本方針」が定められました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■四国地方における電子納品実施状況 

国土交通省電子納品要領・基準（案）に準拠した取

り組みが行われている。 

（四国地方センター長　西岡 南海男） 

地方便り 

（高知県　電子入札体験会状況） 

四国地方における電子入札の取り組み状況 

愛媛県 

 

 

香川県 

 

 

徳島県 

高知県 

松山市 

徳島市 

システム方式 

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 

平成17年度の状況 

運用開始 

 

 

運用開始（市町村共同利用） 

 

 

運用中 

基本方針を策定 

運用中 

運用中 

備　　　考 

平成17年９月から運用開始　工事：１億円以上　業務：３

千万円以上　物品：役務１千万円以上 

香川県　平成17年度から運用開始 

高松市　平成18年６月から運用開始 

工事：５千万円以上　業務：７百万円以上 

善通寺市　平成18年６月から運用開始 

平成16年度下半期より運用開始 

工事：５千万円以上　業務：１千万円以上 

市町村共同利用で平成20年度を目標 

平成16年６月から運用開始　工事：５千万円以上・業務：

１千万円以上 

平成16年度から運用開始　平成19年度から全面実施 

四国地方における電子納品実施状況 

愛媛県 

 

香川県 
 

徳島県 

高知県 

松山市 

工事 

委託業務 

工事 

委託業務 

工事・業務委託 

工事・業務委託 

工事・業務委託 

本運用（５千万円以上） 

本運用（１千万円以上） 

試行運用（システム整備） 

全面実施 

実証実験 

全面実施 

－ 

平成17年度 平成18年度 

本運用（３千万円以上） 

本運用（５百万円以上） 

本運用（１億円以上） 

全面実施 

一部本運用（平成19年度全面実施予定） 

全面実施 

一部本運用 
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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1８年８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 

【公募情報（国・公団等）】    69件　【公募情報（地方公共団体）】  507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 

「本運用電子入札システム」の利用者登録メニュー「変更」にて利

用者登録の内容を変更して下さい。変更処理が完了後、「利用者変

更のお知らせ」メールが到着します。 

尚、参加中の案件には変更内容が反映されません。変更内容を反映

させるには、案件検索し「調達案件一覧」（又は「入札状況一覧」）

画面にて「企業プロパティ」の「変更」より連絡先（名称・氏名・

住所・電話番号・E-Mail）情報の変更を行って下さい。 

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。尚、

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 

連絡先（名称・氏名・住所・

電話番号・E-Mail）情報を変

更する手順を教えて下さい。 

 

 

 

 

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 

【建設行政ニュース】 

29日　「物流事業者による保安措置の強化に関するガイドラ

イン」、「情報交換の方法及び責任分担のあり方に関す

るガイドライン」等をとりまとめました 

 （政策統括局） 

30日　第８回「公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対

策検討委員会」の概要について （総合政策局） 

30日　ソフト系IT産業の実態調査＜平成17年９月時点調査：

結果のポイント＞ （国土計画局） 

30日　首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」の実

現に向けた事業手法検討モデル地域における検討結果

について （都市・地域整備局） 

30日　今年もアユの遡上がはじまりました！（アユ遡上ホー

ムページの公開について） （河川局） 

 

【地方整備局ニュース】 

15日　東京湾の水環境改善へのさらなる取り組み強化に向け

て～『東京湾水環境再生計画（案）』をとりまとめまし

た （関東地方整備局） 

16日　平成17年度中国管内公共事業発注計画について 

　　　－平成17年度公共事業計画調査（第4回）結果－  

 （中国地方整備局） 

17日　「災害時における四国地方整備局所管施設の災害応急

対策に関する協定」の調印式について 

 （四国地方整備局） 

17日　九州高速バス情報提供システム『Qバスサーチ』 導入

について～九州全域の主要な高速バス路線にサービ

ス拡大～ （九州地方整備局） 

24日　中部地方整備局管内平成16年度「河川水辺の国勢調

査」結果の概要について （中部地方整備局） 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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