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前号でお知らせのとお通り、JACICでは自主研究で、
ネットワーク上に存在する多様な主体が作成した地理情
報を集約し、一度に閲覧が可能となるWebGISのプロト
タイプシステムを構築しました。 
今回は、プロトタイプシステムの詳細、研究成果、今

後の展望について紹介します。 
1．国が提供する無償のプラットフォームを利用 
このプロトタイプシステムは国土交通省国土地理院が

提供する電子国土Webシステムを利用して、多様な地理
情報を配信しています。電子国土Webシステムを利用す
るメリットは以下の通りです。 
・ GISに必要となる背景地図を、国土地理院の電子国土
Webシステムが無償で配信するためシステムの構築、
維持費用が安価となる 

・ 日本全国のシームレスなベクタデータが利用できる 
・ 地図の拡大縮小、属性の表示、距離・面積の計測等
GISに必要となる機能が用意されている 

・ インターネットに接続したPCであれば、誰でも地理
情報の閲覧が可能である 

2．多様な地理情報を搭載 
今回構築したプロトタイプシステムのテストフィール

ドは、新潟県湯沢町を中心とした地域としています。搭
載している地理情報は、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、以下の情報
を作成しました。 
● 国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所 
 ［防災情報］砂防えん堤、山腹工、遊砂地 
● 新潟県 
 ［防災情報］砂防施設、雪崩危険箇所 
［観光情報］アウトドア・スポーツ施設、スキー場、

まつり・行事、名勝・天然記念物、他 
● 新潟県湯沢町 
 ［公共施設］役場、保健センター、病院、公園、他 
 ［防災情報］避難施設、福祉避難所、問い合せ先 
● 新潟県湯沢町観光協会 
 ［観光情報］温泉、レジャー施設、文化教養施設、 
　　　　　　　金融機関、駐車場他 
また、電子国土Webシステムが配信する背景地図は最

大でも縮尺1/25000相当であるため、湯沢町から縮尺
1/2500の地形図データを借用し、大縮尺の背景地図も電
子国土Webシステムで閲覧できるようにしました。 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
３．ひとつの地図で様々な情報を閲覧 
電子国土Webシステムが配信する地図に行政情報、観
光情報など様々な情報を一度に閲覧できるシステムを構
築しました。この地理情報提供のワンストップサービス
により、地理情報を閲覧する国民の利便性は格段に向上
するものと確信します。 
また、今回試験的に作成した国や県が管理する砂防施設
データのように管理者が異なる地理情報が同じ地図上で閲
覧できるため、施設配備計画や管理者間の連絡・調整等を
サポートするシステムとして利用することも可能です。 
このシステムは、地理情報の提供者そして利用者双方
の利便性や効率性をより高める効果を生み出すことがで
きるものとなっています。 
４．今後の展望 
このシステムを応用し、実際にWebGISを導入するには、
提供する地理情報の整理やWebGISのインターフェース
の設計など、細部の調整が必要になりますが、比較的簡
単に地図を用いた情報共有・提供システムを構築するこ
とができます。今後は電子国土Webシステムをプラット
フォームにした情報提供システムの導入等を通じて国が
進める電子国土づくりに寄与していきます。 
なお、地理情報のワンストップサービスのデモサイト
はJACICのホームページ「GISひろば」（http://www.gis. 
jacic.or.jp/gis/）から閲覧することができます。このサー
ビスを用いたWebGISの導入にご興味がありましたら、
お気軽に下記アドレス宛てにご連絡ください。e-mail　
gis_admin@jacic.or.jp 

　（GIS研究部　主任研究員　小澤理晴） 

GISワンストップサービス 

ニュースと解説 

－地理情報提供サービスの新たな試み－ 

地理情報の描画イメージ（1/25000相当） 
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今回お話をいただいたのは、㈱長大（URL　http:// 

www.chodai.co.jp/）の執行役員の永冶様、営業統括部

長の田代様、技術推進部長の佐藤様です。 

 

　㈱長大は、1968年に海峡に架ける長大吊橋の研究グル

ープからスタートし、道路や橋梁の設計をはじめとして

都市・交通計画、情報サービス等多岐にわたる業務を行

っているコンサルティング企業です。 

　特に長大橋梁・特殊橋梁の耐震補強に高度な技術を有

し、明石海峡大橋、東京湾横断連絡橋（Rainbow Bridge）

等の設計・施工管理をはじめ、韓国では第２仁川連絡橋

デザインビルドの総合設計監理に参画するなど国際的に

も事業を展開されています。 

　また、行政の計画段階から業務に携わっていくような

マネジメント事業にも力を入れられています。 

 

───　TECRISの登録状況について 

　㈱長大のTECRIS登録件数は、過去10年で約5,700件、

平成17年度の１年では約400件になります。更に当社では、

全業務をTECRISの形式でデータベース化し、管理して

います。 

　また、実際の登録作業は、本社一括ではなく、支社毎

に行っています。余談ですが、TECRISが始まった当初

は発注者によってはご存知でない場合も多く、説明に苦

慮した時期もありましたが、最近は発注者のTECRISに

対する認識も深まってきたように感じます。 

 

───　現状システムに対する不満点は？ 

　登録もオンライン登録が出来るようになり便利になり

ました。ただ、オンライン登録でも一度FDに保存しな

ければならないことや３月末は登録に時間がかかること

が多く、改善していただきたいですね。特に発注者によ

っては登録日を指定する場合があるので、その時は困る

場合があります。 

 

───　TECRIS登録のメリットは？ 

　TECRISに登録することにより、当社の業務実績が積

み重ねられ、どの発注者にも実績を評価していただける

ようになりました。つまり、恣意的ではなく、公平、客

観的に評価されるところが大きいですね。 

───　今後のTECRISについて望むことは？ 

　品確法、プロポーザル等で技術者の能力、評価が重要

になっています。そこで、TECRISで技術者の業務成績

点が確認できるようになればありがたいですね。現状は

全ての発注者から業務成績点を通知される訳ではないの

で、技術者に対する自社の評価と発注者の評価が食い違

う場合があります。そこで、発注者が自社の技術者に対

してどう評価しているかが分かれば、発注者に評価され

ている技術者を業務に配置することができるようになり

ます。 

　また、業務キーワードでは対応出来ない業務もありま

すので、業務概要を全文検索出来るようにしてもらいた

いですね。 

　更には、会社固有情報や技術者ID申請等もオンライ

ン登録出来るようにしてもらいたいし、TECRISの情報

を担当者にメール通知してもらえるようになるとありが

たいですね。 

 

　以上のように大変貴重なご意見をいただくことが出来

ました。現在、TECRISのバージョンアップについて検

討を進めていますが、参考にさせていただきたいと思い

ます。 

　ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：右から永冶執行役員、田代営業統括部長、佐藤技術推進部長 

 

（CORINS/TECRISセンター　参事　辻本俊洋） 

登録企業の方にTECRISについてお話を伺いました 

お客様の声コーナー 
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動　画　配　信 
JACICでは皆様を会場へお招きして、JACICセミナー、

研究助成事業成果報告、建設情報標準化セミナー、

JACIC建設情報研究所の研究発表会を毎年開催していま

す。また、前年度は、JACIC設立20周年の記念講演もあ

りました。 

これらの講演は、ビデオ撮影し、JACICのホームペ

ージで、動画として公開しています。以下に動画配信

の案内をしますので、スケジュールが合わず参加でき

なかった方、参加したがもう一度聞きたい方等、沢山

の方の立ち寄りをお待ちしています。 

お薦めコーナー 

 

　①　ISO STEP国際規格の概要と国内動向 

　②　ドイツ国内における建設分野のCAD利用の最新 

　　　動向 

 

　①　ICタグ利用の現況と今後の展開 

　②　JACIC研究会の活動報告 

　③　會澤高圧コンクリートの事例 

　④　建設分野における活用事例 

 

　①　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 

　②　GISを用いた建造物の三次元データベースの構築 

　③　GISデータとWeb3Dテクノロジーを利用したイン

ターネット上での景観可視化･評価システムの開発 

　④　住民主体とした里山景観保全活動のためのGISモ

デルの開発と実証実験 

　⑤　建設情報における価値形成過程の研究 

 

　①　建設情報と標準化 

　②　建設情報と標準化 

　③　プロダクトモデルについて 

 

　①　Trends in Information Technology for 

Construction 

　②　プロダクトモデル活用の意義 

 

　①　21世紀における建設分野の情報化 

　②　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 

７．JACIC研究発表会（平成17年10月12日開催） 

　①　第７回建設情報研究所　研究発表会 

 

　千葉工業大学工学部建築都市環境学科助教授 

　　　寺井達夫氏 

　ISO TC184/SC4/T22(Building&Construction) Leader

　   Dr.Wolfgang Hass 

 

　室蘭工業大学工学部助教授　矢吹信喜氏 

　JACIC標準部長　塚原弘一 

　（株）會澤高圧コンクリートIT事業部長　講谷スティーブ氏 

　（株）日建技術コンサルタント技術顧問　益倉克成氏 

 

　関西大学総合情報学部　古田均氏 

　元広島大学原爆放射線医科学研究所　竹崎嘉彦氏 

　広島大学大学院教育学研究科　前杢英明氏 

　千葉大学　林恩美氏 

　慶應義塾大学環境情報学部/政策･メディア研究科　 

　　厳網林氏 

　金沢工業大学　中村一平氏 

 

　日本大学理工学部　島崎敏一氏 

　IAI日本代表理事　山下純一氏 

　戸田建設株式会社　佐藤郁氏 

 

　Dr.Thomas Froese 

　関西大学総合情報学部教授　田中成典氏 

 

　JACIC技術顧問　月尾嘉男 

　日本大学理工学部教授、国土交通省建設技術調整官、

東京都建設局企画担当部長他 

 

　各部の部長 

１．JACICセミナー（平成17年10月24日開催）        「建設分野のCAD利用の最新動向とISO/STEPの活動 

２．JACICセミナー（平成17年７月28日開催）　      「ICタグの建設分野での適用への挑戦」 

３．研究助成事業成果報告（平成17年12月２日開催） 

４．建設情報標準化セミナー2005（平成17年11月30日開催） 

５．フローズ教授来訪記念特別セミナー（平成17年５月11日開催） 

６．JACIC設立20周年記念講演（平成17年11月14日開催） 

（企画調整部　参事　満田広司） 
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平成18年度　ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会のご案内 

JACIC便り 

１．主　　　催：財団法人 日本建設情報総合センター 

２．後　　　援  ：国土交通省 

３．テ キ ス ト：「平成１８年度RCCM資格試験受験準備講習会テキスト」及び「想定問題・解答」 

　　　　　　　　発行：財団法人 日本建設情報総合センター 

４．受 講 料：10,000円（税込み。テキスト代込み。昼食代含まず。） 

５．開催地・開催日・会場： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．プログラム： 

 

 

 

 

 

７．講　　師：発注機関及び民間有識者  

８．受講申込方法等： 

　　所定の申込書に必要事項を記入の上、郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先に郵送して下さい。 

　　電話による申し込みは受け付けません。 

　　申込書用紙は当センターのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。 

９．受付期間：平成18年７月３日（月）～平成18年８月21日（月） 

10．申 込 先：財団法人 日本建設情報総合センター  ＲＣＣＭ講習会事務局 

                     〒107-8416  東京都港区赤坂7ｰ10ｰ20 アカサカセブンスアヴェニュールビル 

                                  　 TEL 03-3584-2404　　FAX 03-3505-2966 

 

※当講習会は、ＲＣＣＭ資格試験に備えて開催する講習会です。 

　講習会申込と試験申込は受付機関が別です。 

 

※RCCM資格試験は、社団法人建設コンサルタンツ協会が平成18年11月12日（日）に実施します。 

 （受験申込書の販売は６月15日（木）～7月21日（金）、受験申込受付は7月１日（土）～７月31日（月）です） 

　受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、下記へお問い合わせ下さい。 

　社団法人 建設コンサルタンツ協会　RCCM資格制度事務局　TEL 03-3221-8855

時　　間 

       10：00 

 10：10～12：00 

 13：00～14：30 

 14：40～15：40

会場 

№ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

開催日 

9/22（金） 

9/21（木）

9/11（月） 

9/12（火） 

9/20（水） 

9/20（水） 

9/14（木） 

9/13（水） 

9/ 8（金） 

9/15（金） 

9/ 8（金） 

 

ＴＥＬ 

011-231-1122 

022-225-8852 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

025-281-1111 

052-731-7191 

06-6910-8500 

082-223-2111 

087-825-5000 

092-844-8111 

098-862-8181

 

定員 

300 

240 

500 

250 

160 

600 

400 

120 

144 

390 

216

 

会　場　名 

北海道経済センター 

宮城県建設産業会館 

日本都市センター会館 

日本都市センター会館 

新潟技術士センタービル 

名古屋市公会堂 

大阪府立女性総合センター 

（ドーンセンター） 

八丁堀シャンテ 

サンポートホール高松 

JALリゾートシーホークホテル福岡 

自治会館 

 

住　　　所 

札幌市中央区北１条西２丁目 

仙台市青葉区支倉町2-48 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

新潟市新光町10-2 

名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 

大阪市中央区大手前1-3-49 

広島市中区上八丁堀8-28 

高松市サンポート2-1 

福岡市中央区地行浜2-2-3 

那覇市旭町116-30

内　　　　容 

挨　　　　拶 

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題（業務関係） 

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 

ＲＣＣＭ資格試験問題演習 

会　　場 
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平成18年7月5日（水）から7日（金）の３日間、パシフィ

コ横浜において「全国測量技術大会2006」が開催されま

す。 

大会期間中の主な催し物は以下の通りです。 

（１）講演会 

  ①私たちは災害にどう対応したか 

  ②GPS－リアルタイム測位技術の利活用－ 

  ③空間情報社会 

  ④知っ得！ 測量時事情報セミナー 

  ⑤測量成果の品質確保に向けて 

（２）シンポジウム 

（３）応用測量技術研究発表会 

（４）測量調査技術発表会 

（５）学生フォーラム 

（６）関係機関・関係団体による技術展示 

（７）測量図書展示コーナー 

また、全国測量技術大会の一環として「測量・設計シ

ステム展2006」が同時開催されます。 

JACICでは、このシステム展に以下の出展を予定して

います。 

・ 電子国土を利用した地理情報ワンストップサービス 

・ 無償GISソフト、白地図データベース 

・ GIS関連の刊行物（見本展示） 

・ GIS普及ビデオ（パネル展示） 

・ CALS/EC（パネル展示） 

・ 電子納品（パネル展示） 

今回は、様々な機関が作成した地図にまつわる情報を、

国土地理院が提供する電子国土Webシステムを利用して、

ひとつのWebサイトから閲覧できる、地理情報のワンス

トップサービスのプロトタイプシステムを初めて展示し

ます。また、誰もが無償で利用できる、簡易なGIS「GIS

ノート」の展示、希望者への配布を実施します。入場は

無料ですので是非お越し下さい。 

（GIS研究部　主任研究員　小澤理晴） 

「全国測量技術大会２００６／測量・設計システム展２００６」 
へ出展します 

JACIC建設副産物情報センターでは、建設副産物の計

画的な有効利用と再資源化及び再生材の利用を推進しリ

サイクルに寄与するため、再資源化施設の稼働状況等の

リアルタイムな情報を提供するインターネットを利用し

た情報交換システムとして、平成14年４月から「建設副

産物情報交換システム」（以下「本システム」という）

の全国サービスを運用しています。本システムは、平成

18年３月末で４年が過ぎたところであり、この間、本シ

ステムの利便性向上のためのシステム改良や加入普及活

動を行ってきました。本報告ではこの４年間の利用状況

等を報告します。 

 

加入状況及び登録工事件数の推移 

年度別の本システムへの加入者数及び登録工事（実績）

件数の推移は表に示した通りであり、３月末時点での累

計の加入者数は、公共工事発注機関541件、排出事業者

13,371件、処理業者1,850件の加入をいただき、特に排出

事業者が運用開始の加入者数から比較すると約3.6倍と

著しく増加しています。 

また、登録工事（実績）件数は31,539件で、工事情報

登録による情報蓄積や建設リサイクル法等の提出書類の

作成機能の活用、処理施設情報の利用が加入者に定着し

てきたことが伺えます。 

登録工事情報の活用 

加入者が登録した工事情報は、各地方建設副産物対策

連絡協議会等の発注者の求めに応じて取りまとめて提出

することで、建設副産物実態調査（センサス）をはじめ、

各種のリサイクル計画の策定や進捗状況を把握するため

のデータとして活用されています。今後とも、建設副産

物の適正処理の推進と更なるリサイクル率向上の一翼を

担うべく、本システムの普及と利便性の向上を図ってい

きます。 

（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　濱田卓治） 

建設副産物情報交換システム利用状況報告 
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２００６.６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、香川大

学の大林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）まで連絡下

さい。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

 

第２００４－９号 

アドホックタイプのセンサネットワークを導入した新し

い空間データの収集・管理・提供方法の開発 

香川大学　客員教授　大林成行 

 

建設分野における既存の各種調査・監視システムの設

置・維持・管理に関わるコストと労力の低減、時間的、

空間的に欠損の少ないデータ収集方法の実現を最終目的

として、近年、多分野で注目されている先端技術の一つ

である無線センサネットワーク技術の適用可能性を検討

したものである。無線センサネットワーク技術は通信機

能、演算処理機能、センシング機能を合わせ持つ小型端

末を環境内に複数配置して、端末間で自立的に構築され

る無線通信ネットワークを介して各種センサデータを時

系列で観測・収集する技術である。屋外の広域を対象と

したデータ収集の手段として魅力的な技術であるが、実

利用の段階までには至っていないのが現状である。この

ような背景には、通信プロトコルや端末の電源管理方法

に関する基礎的な課題が克服されていないことが挙げら

れる。また、無線センサネットワーク技術を適用して実

現させたいデータ収集システムの仕様やシステム利用形

態について詳細な検討が不足していることも原因の一つ

であると言える。 

そこで本研究開発では建設分野での無線センサネット

ワークシステムの利用目的別に見たデータの収集・管理・

提供のあり方を検討した。検討結果は以下の４点に要約

できる。 

①　現状の無線センサネットワーク技術の動向を既往の

研究開発事例から調査・整理した。また、汎用的な機

能を標準装備している「MOTE/MICA」シリーズを

実験システムとして採用して、無線センサネットワー

ク技術を適用していく際の留意事項を検討した。 

　　検討の結果、各センサ端末とゲートウェイの間で安

定した無線通信を維持するためには、各端末における

センシングの周期とネットワークを構成する端末数、

端末間の通信距離にそれぞれ制限があることが分かっ

た。このことから、データ通信経路を確保するために

は、通信距離が長いデータ中継端末を設置する必要が

ある等と言ったハードウェア構成を検討する際の問題

点が明らかになった。 

②　建設分野における無線センサネットワーク技術の適

用を想定して、５種類の活用イメージを作成した。活

用イメージの作成では、現状の調査・監視方法の実態

を詳述し、無線センサネットワークシステムを導入す

ることにより改善が期待できる点を明確にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③　５つの活用イメージの中から、現場からのニーズが

最も大きいものの一つである「斜面の挙動監視・落石

検知システム」を対象に、無線センサネットワークシ

ステムを利用していく際のシステム要求仕様を検討し

た。また、「MOTE/MICA」シリーズを無線センサ

ネットワークシステムとして採用した場合における斜

面の挙動監視・落石検知システムの実現可能性につい

て評価を実施した。 

　「斜面の挙動監視システム」では、変動量を面的に観

測することや数mm以下の斜面の動きを検知する必要

があることから、端末間の時刻同期方法や高精度のセ

ンシング機能に課題があるため、「MICA/MOTE」

シリーズでは実現が困難であることが分かった。 

　「落石検知システム」では、各センサ端末の通信距離

に数10mといった制限があるものの、センサ端末のセ

ンシングに関する課題を克服できれば、「MICA/ 

　MOTE」シリーズにおいても実現可能性が高いこと

が分かった。 

平成16年度研究助成成果概要（その4） 

図　　斜面の挙動監視・落石検知システムのイメージ 
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２００６.６月号 

地方センター　CALS/EC体験コーナーの現状 

JACIC情報82号のご案内 

④斜面の挙動監視・落石検知システムを利用して現象

把握を行う場合、斜面災害の低減に資する支援情報を提

供するといった視点から、センサデータの管理・提供の

あり方について検討した。センサデータから危険性を判

断するために設定する基準値の検討やどのタイミングで

災害発生兆候をアナウンスするかといったデータの解析・

加工のプロセスに課題が残された。 

なお、本研究開発で検討したシステム運用形態を基

準にして「斜面の挙動監視・落石検知システム」を構

築し、システムの稼働試験を実施することは今後の課

題としている。 

国土交通省では、平成17年度から平成19年度を計画期

間とする「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」

を策定しました。 

JACIC情報では、「国土交通省CALS/ECアクション

プログラム2005」を特集し、これに関する各組織および

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。 

 

 

主な内容：①国土交通省におけるCALS/ECの取組 

　　　　　②公共団体におけるCALS/ECの取組 

　　　　　③民間（建設、公園、地質等）における 

　　　　　　CALS/ECの取組 

　　　　④CALS/EC諸外国の状況 

　　　　⑤第２回連載「データモデル」 

定　価　：１冊1,050円（税込み、送料別） 

申込先　：企画調整部 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

CALS/ECの普及促進は、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推進の支援体制が必要です。 

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（札幌、仙台、新潟、名古

屋、大阪、広島、高松、福岡）にCALS/EC推進室を設

置しインターネットを利用して、いつでもCALS/EC関

連情報の取得、CALS/ECの自主学習、トレーニング用

コンテンツを利用した実践的体験ができるようにしてい

ます。外部会場での講習会の開催等も行っています。 

これからも体験コーナーの拡充を計画していきますの

で、積極的な活用をお願いします。 

 

1．各地方センターで共通に体験できるコンテンツ 

１）電子入札の体験 

①　パソコンを接続した擬似体験 

②　電子入札コアシステムVer.4.0 

次のURLからも電子入札の体験ができます。 

（電子入札システムWeb版チュートリアル） 

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

２）電子納品の概要説明 

 

 

2．地方センター独自に体験できるコンテンツ 

１）北海道地方センター：「電子入札（コアシステム

対応）体験講座」「電子納品チェックシス

テム体験講座」を開催。 

２）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。 

３）北陸地方センター：電子納品体験講習会開催予定。 

４）中部地方センター：電子納品講習会や電子納品支

援ソフト操作体験講習会を計画中。 

５）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。 

　　　　　　近畿地方整備局･電子竣工検査支援システ

ムの発注者、受注者講習会開催予定。 

　　　　　　大阪府、兵庫県、京都府、福井県、滋賀

県の電子入札受注者体験講習の開催予定。 

６）中国地方センター：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。 

７）四国地方センター：電子入札・電子納品の操作体

験講習者募集中。 

８）九州地方センター：電子入札・電子納品の操作体

験講習者募集中。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

JACIC通信 
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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６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。 4月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】    95件　【公募情報（地方公共団体）】  580件 

 

　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。その他の項目につい

ても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡ

Ｑ（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 

「検索年月」は案件の公告日/公示日の「年月」を指しています。

案件を検索する場合は該当案件の公告日/公示日を含むように「年月」

を設定して下さい。なお、公告日/公示日は「電子入札システム」

の「調達案件一覧」または「入札状況一覧」において案件名称をク

リックすると表示される「調達案件概要」の中でご確認頂けます。 

「旧登録番号」と「商号又は名称」にて利用者登録機能の利用者変

更画面を表示した後、画面操作内で「新しい登録番号」と「商号又

は名称」を使用して利用者変更を行います。この操作により今まで

登録していた資格審査情報を新しい資格審査情報に更新することが

できます。なお､本操作を行い、紙入札による案件参加を予定され

ている場合は、本操作完了後に紙入札参加の申請を行って下さい。

本操作完了前に発注者側で「新しい登録番号」を使用して紙業者登

録が行われた場合、本操作で「新しい登録番号」が使用できなくな

ります。 

質　　　問 

「説明要求」の調達案件検索

画面にある「検索年月」とは

何の日付を指すのですか。 

 

 

資格審査情報が変わり、新し

い登録番号が付与されたので

すが、資格審査情報を更新す

るにはどうすればよいですか。 

※お知らせ 

　H18年４月からＦＡＱ検索（受注者用）画面の検索結果の表示方法を変更しました。これに伴い、表示画面に、ＦＡＱを

利用された方からの内容に関するアンケートを追加しました。今後、ＦＡＱをよりニーズに合ったものにし、電子入札シス

テムの利便性を高めていきたいと考えておりますのでご協力をお願いします。 

項　目 

工事・業務 

 

 

 

 

物品・役務 

e-BISCコーナー 

【建設行政ニュース】 

26日　防砂関係事業の平成18年度における取り組みについて 

 （河川局） 

27日　「CSRの見地からのグリーン物流推進企業マニュア

ル」の公表 （政策統括局） 

28日　構造計算書の偽装があった物件等について（平成18年

４月27日現在） （住宅局） 

28日　既存ETCを活用したサービス導入へ高い関心－民間事

業者等に対するアンケート結果概要－ （道路局） 

28日　分譲マンションの耐震性の再確認の実施について 

 （総合政策局） 

 

【地方整備局ニュース】 

13日　入札・契約方式の改定について （中部地方整備局） 

17日　一般競争入札及び総合評価落札方式の拡大について～

6,000万円以上の全ての工事で一般競争入札と総合評

価を実施～ （九州地方整備局） 

19日　豪雪対策で功績のあった団体に感謝状を贈呈～災害対

策関係功労者中国地方整備局長表彰～  

 （中国地方整備局） 

26日　下水道の新たな役割を切り開いく新世代下水道支援事

業に、京都市、吹田市、大阪市、神戸市が採択され

ました。「新世代下水道支援事業制度 平成18年度（第

１回目）採択」 （近畿地方整備局） 

27日　交差点所在地をわかりやすく～標識を設置します～ 

 （東北地方整備局） 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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