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平成１８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 

JACICは昨年度に引き続き（社）土木学会情報利用技術
委員会と共同で、「アジア建設IＴ円卓会議（第２回）」
を以下のように開催しました。 
○日時：平成18年８月24日（木）・25日（金） 
○場所：東京　虎ノ門パストラル新館５Ｆ 
○議長：柴崎亮介東京大学・空間情報科学研究センター長

/教授 
○参加：中国・韓国・シンガポールからの海外招聘者５名、

土木学会等学識経験者７名、国土交通省国土技
術政策総合研究所山田晴利センター長、JACIC
豊田高司理事長など計22名。他にオブザーバー
等22名、計44名。 

中国より（２名） 
　Ma Zhiliang（馬智亮）教授　清華大学 
　Hao Li 　　（赦力）副局長　中国建設部 
韓国より（２名） 
　Kim Inhan  （金仁漢）教授　慶熙大学 
　Choi Won-Sik （崔元植）部長　KICT 
シンガポール（１名） 
　　　Teo Ai-Lin Evelyn（張愛琳）助教授 
　　　　　　　　　　　　　シンガポール国立大学 
　　　　　　　海外からの招聘者名 
 

1．円卓会議の趣旨 
同会議は電子調達・電子入札・GISなど近年アジア各

国でも活発になっている建設分野へのIＴの利用について、
アジア各国の建設分野に共通に存在する問題を議論して
連携の基盤を構築しようとするものです。アジア各国の
建設ITに関わるキーパーソンを日本へ招聘し、技術開発
や技術政策のあるべき方向に関する議論を継続的に行い、
アジアにおける建設IＴの人的ネットワークを構築するこ
とを目的としております。 
今回は中国・韓国に加えてシンガポールからも専門家

を招聘することが出来ました。 
 
2．会議内容 
会議では、土木学会・JACICの活動の紹介に続き、海

外の参加者から、それぞれの国の建設ITの状況をレポー
トして頂き、議論のベースとなる情報を共有することか
ら始めました。そのあと、前回会議で継続検討となった
事項の進展状況に関する報告、関連プロジェクトのプレ
ゼンテーションと続き、最後には次回に向けての共同プ
ロジェクトについての提案等、２日間にわたり各種テー

マが協議されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらの中で、アジア建設IT会議のためのホームペー
ジが立ち上がったこと、建設ITの定義について議論が行
われたこと、次回に向けての共同プロジェクトとして「ア
ジア建設IＴ用語集」の検討および「アジア建設ITデータ
ブック2006」を編集することが全会一致で決まったこと、
などの成果がありました。また次回会議は１年後の平成
19年８月頃、東京で開催されることとなりました。 
 
3．次回開催に向けた共同プロジェクト 
「アジア建設ITデータブック2006」とは、各国の建設
事情・情報整備に関する推進組織・官民の整備計画等に
関して現状を取りまとめるもので、今後１年間で各国の
参加者が分担執筆し、東アジアにおける建設情報に関す
るデータ集を作成してホームページ上で公開出来るよう
にするものです。 
アジア建設IT会議 

では、これを来年度 
までに第１版として 
編集し、その後順次 
更新をしていくこと 
を考えています。 
会議の内容は以下 
のサイトにも関連資 
料を載せております 
ので、是非ご覧下さい。 
http://www.jacic.or.jp/hyojun/acit-top.htm 
 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

アジア建設IＴ円卓会議（第2回）開催報告 

ニュースと解説 

豊田理事長の歓迎挨拶 

会議風景 
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２００６.１０月号 

今回お話をいただいたのは、大阪府都市整備部事業管

理室技術情報センター長の大井初博さんと安威川ダム建

設事務所次長の若井健さんです。 

  

大阪府では、「強さ、やさしさ、魅力あふれる都市」「ア

ジアのにぎわい都市・大阪」の実現をめざして、近隣府

県や経済界との広域連携のもと、関西国際空港を活用し

た観光集客や物流輸送の促進、関西サミットの誘致や首

都機能の代替エリア構想など、大阪の都市再生に向けた

様々な施策を推進しています。 

その中で、都市整備部では、「都市の再生」「安全で

安心できる都市づくり」「府民と創る開かれた公共事業」

を重点施策方針として、事業の重点化を図ることにより

効率性を高め、より実効性のある事業の実施を行うこと

としています。 

また、今回お伺いした安威川ダム建設事務所では、洪

水調節、水道用水の供給等を目的とした多目的のダムと

して、フィルタイプダムの建設事業を進めています。 

  

CORINSの利用状況について                

大阪府都市整備部では、平成17年度で約1,400件の工

事を発注しています。入札方式としては、平成18年度は、

一般競争入札、公募型指名競争入札、通常指名競争入札

で行われており、国際競争入札及び技術的に高度なもの

が要求されるものについては一般、それ以外のもののう

ち、予定価格が高いものを公募型、低いもの（土木一式

工事で９千万円未満）を通常指名で行っています。 

CORINSは、公募型指名競争入札等での参加資格で、

施工実績を条件とする場合に、その条件が適切かどうか

を判断する際の参考資料として主に活用しています。 

また、監理技術者の専任制確認や建設会社及び技術者

の施工実績の確認にも利用しています。更には、入札に

参加してきた建設会社の実績確認として、CORINSに登

録した工事カルテ受領書の提出を求めております。 

  

CORINSで利用する項目は？                

会社の工事実績検索では、工事規模を確認するために、

よく「技術データ」を利用して検索しています。 

技術者検索では、「所属会社」という検索条件を利用

して、該当する会社の（施工実績のある）技術者数を調

べたりもしています。 

 

CORINS活用のメリットは？                

CORINSを利用していない時は、施工実績確認にかな

りの時間を費やしていましたが、CORINSを利用するこ

とにより、条件を変えて調べる場合でも簡単にできるよ

うになりましたから、やはりメリットは大きいです。 

  

現状システムに対する不満点は？          

操作性は特に気にはなりませんが、検索条件によって

は結果が出るまで時間を要する場合があります。 

  

CORINSへの要望は？                      

国交省では、地方整備局毎の有資格業者名簿と併せた

検索も可能であると聞いておりますが、CORINSで検索

された会社と大阪府の有資格業者名簿とが簡単にリンク

できるようなれば、より便利になると思います。 

 　 

以上のように大変貴重なご意見をいただくことが出来

ましたので、今後の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。 

CORINS検索システムの活用状況についてお話を伺ってきました 

お客様の声コーナー 

大井初博　技術情報センター長 

若井健　安威川ダム建設事務所次長 

（CORINS/TECRISセンター　参事　辻本俊洋） 
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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『“対応から活用へ”CALS/EC

による新しい業務プロセスと最新の建設ITを体験する２

日間』をテーマとして、「CALS/EC MESSE 2007」（平

成19年１月25～26日・於：東京・有明 TFTホール）の

開催を決定しました。 

「CALS/EC MESSE 2007」は、公共発注機関や建設

関連企業の皆様を対象として、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

るほか、シンポジウムやセミナー、テクニカルフォーラ

ム等盛り沢山の企画を予定しており、数多くの来場者が

期待されます。「CALS/EC MESSE 2007」は、格好の

技術情報の発信・交流の場になると確信しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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の普及等を目的として、最新のIT技術・製品

並びにCALS/ECソリューションに関する展示ゾーン、

教育・研究機関における建設IT・測量分野等の研究成果

の展示エリア、主催者によるCALS/EC体験ゾーンの設

置を予定しております。 

現在、展示会の出展社（技術・製品）を募集しており

ますので、出展希望の方は「CALS/EC MESSE 2007」

ホームページをご覧下さい。 

≪シンポジウム≫ 

「CALS/ECアクションプログラム2005の取組と今後の

展望」をテーマとし、情報の共有・連携、業務プロセス

の改善による効果と可能性について、講演とパネルディ

スカッションを行う予定です。 

○開催日時：平成19年１月25日（木）13：30～16：30 

○会　　場：東京・有明TFTホール 

○定　　員：300名 

○参 加 費：5,000円（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪セミナー≫ 

今回は、毎年好評を得ている先進／導入事例セミナー、

実務者セミナーに加えて、CALS/EC初心者向け

「CALS/EC入門セミナー」の新しい企画を予定して

おります。 

◆開催概要◆
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出展についての問合せ先◆ 

CALS/EC MESSE 2007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 

CALS/EC MESSE 2007ホームページ 

　URL：http://www.cals.jacic.or.jp/event/2007/ 

（CALS/EC部　研究員　本間辰徳） 

２００６.１０月号 

「CALS/EC MESSE 2007」の開催の決定 

CALS/ECコーナー 

 

プレゼンテーションに耳を傾ける来場者（CALS/EC MESSE 2006より） 

担当者より説明を受ける来場者（CALS/EC MESSE 2006より） 

JACIC、SCOPE 

国土交通省（予定） 

平成19年１月25日（木）・26日（金） 

東京・有明TFTホール 

70社 

10,000人 

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、教育／研

究機関　ほか 

CALS/EC関連ソリューション、

公共団体向け各種システム、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 ほか 

主 　 催  

後 　 援  

会 期  

会 　 　 場  

見込み出展社数 

見込み来場者数 

来 場 対 象 者  

 

 

 

 

出展ジャンル  
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２００６.１０月号 

JACICでは、当センターの研究活動等の成果について、

賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また広く一般の皆様

に毎年発表会を開催し報告しています。この度、第８回

建設情報研究所発表会を以下のプログラムで開催します。 

つきましては、多くの皆様のご参加をいただきますよ

うご案内申し上げます。なお、参加料はいただきません。

詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）

に掲載していますのでご覧下さい。 

また、今回の研究発表会は、測量CPD、土木学会認定

CPDプログラムとして認定済みです。 

参加申込は、定員（200名）になり次第、締め切ります。

締め切り後のお申し込みについては資料集の送付のみと

させていただきますので、あらかじめご了承下さい。そ

の際は、担当から連絡申し上げます。 

JACICでは、当センターの事業に合致した研究企画案

に対し、研究助成を実施しています。平成17年度は13件

のテーマについて実施しました。 

この度、下記の日時で研究助成事業成果の報告会（参

加費：無料）を開催します。当センターの賛助会員の皆

様をはじめ関係各位、また一般の皆様のご参加をお待ち

しています。参加申込書は今後、ホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）で掲載を予定しております。 

 

開催日時：平成1８年11月14日（火）13：30～17：00 

開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4） 

定　　員：200名 

 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

第8回建設情報研究所研究発表会開催のご案内 

研究助成事業成果報告会開催のご案内 

プ　ロ　グ　ラ　ム 
　　　　　　　　　　　　日　時：平成18年10月11日（水）13：15～17：00 
　　　　　　　　　　　　主　催：財団法人日本建設情報総合センター（JACIC） 
　　　　　　　　　　　　場　所：健保会館　はあといん乃木坂　フルール（B1F） 
13：15　　挨　　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　豊田　高司 
 
研究課題発表 
標準部 
13：20　　標準部における研究動向　　　　　　　　　　　　　　　　　標準部長　　秋山　　實 
13：40　　建設情報標準分類体系（JCCS）への取り組みについて　　  　　研究員　　木全　知子 
 
建設コスト研究部 
14：00　　建設コスト研究部における研究動向　　　　　　　建設コスト研究部長　　小林　　昭 
14：20　　ICタグによる軽仮設材管理手法の検討　　　　　　積算システム室次長　　鈴木　　勝 
 
システム高度化研究部 
14：40　　システム高度化研究部における研究動向　　　システム高度化研究部長　　福田　正晴 
15：00　　新技術情報提供システム（NETIS）の改良検討について　  主任研究員　　菅原　忍昭 
 
15：20　　休　憩（15分） 
 
GIS研究部 
15：35　　GIS研究部における研究動向　　　　　　　　　　　　  　GIS研究部長　　海津　　優 
15：55　　地理情報ワンストップサービス　　　　　　　　　　　　　主任研究員　　小澤　理晴 
 
CALS/EC部 
16：15　　CALS/EC 部における研究動向　　　　　　　　　　　CALS/EC 部長　　大石龍太郎 
16：35　　工事施工期間中における情報共有システム　　　　　  　　　　 研究員　　影山輝彰 
 
16：55　　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設情報研究所長　　今岡　亮司 
17：00　　閉会 
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２００６.１０月号 

JACIC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

18年度の研究助成は、応募期限の7月31日までに40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22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18年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定 

指定課題１ 

　データモデルに関する研究 

課　　題　　名 

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 

　地下空間・地下構造物のデータモデルに関する研究（継続） 

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（継続） 

指定課題３ 

情報技術を活用した安全・安心なまちづくりに関する研究（平成18年度新規） 

平成16年度から、JACICが必要としているテーマを指定課題とし、従来の自由課題と区分し研究助成を実施しています。 

（注）指定課題一覧 

No. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12

区分 

指定課題 

１－１ 

指定課題 

１－２ 

指定課題 

１－２ 

指定課題 

２ 

指定課題 

３ 

指定課題 

３ 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

平成18年度研究助成対象者（敬称略） 

茨城大学工学部都市システム工学科 

講師　村上　哲 

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 

室蘭工業大学工学部情報工学科 

教授　板倉　賢一 

株式会社関西総合情報研究所 

代表取締役　伊藤　勝久 

京都大学大学院工学研究科 

教授　大西　有三 

九州大学大学院工学研究院建設デザイン部門 

教授　江崎　哲郎 

株式会社横河技術情報ソリューションサービス部 

部長　小林　明 

立正大学地球環境学部環境システム学科 

教授　後藤　真太郎 

東京大学 

助教授　野口　貴文 

日本振興株式会社情報ソリューション部 

森川　和芳 

神戸市外国語大学 

教授　田中　悟 

熊本大学大学院自然科学研究科 

教授　小林　一郎 

テ　ー　マ　名 

紙面地盤情報電子化技術を利用する高密度地盤情報

DB構築手法に関する研究 

セマンティックWebを用いたシールドトンネルのデ

ータモデルに関する研究 

Web3DとRDBMを援用した大規模地下開発支援シ

ステムの開発 

発注者向けSXF Ver.3.0対応フリーブラウザの研究

開発 

デジタル画像計測法を活用したリアルタイム被害査

定用システムの構築 

100年前の土地利用図の作成および地表空間の立体

的定量化方法の開発 

拡張DMデータとそれを利活用した、道路の最適線

形検索システムの構築 

都市基準点の時空間管理の実証実験およびQRコードと

の併用による住民参加型わがまち情報管理への応用 

GISを用いた静脈物流の資源循環支援システムのた

めのコンクリート系廃棄物発生量の予測とその輸送

に関する調査研究 

デジタル写真改ざんチェックシステムを利用しての

電子成果品の「工事写真」に関する調査研究 

公共調達活動における競争性の確保と品質維持 

―あるべき入札制度の設計を目指して― 

VR技術を用いた施工支援ツールの開発 

JACIC便り 
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１．はじめに 

国土交通省では、平成13年度に有用な新技術の活用を

円滑に進めるために、新技術に関する情報の収集や発注

者間での共有、現場への試行導入の手続き、導入効果の

検証・評価という一連の流れを体系化した「公共事業に

おける新技術活用促進システム」を創設し、新技術の公

共工事への活用を促進してきました。 

平成17年度には、実績の少ない新技術の活用の促進等

を図るため、現場での確実な試行を実施し事後評価を行

う「評価試行方式」等を導入し、従来のシステムを「公

共工事等における技術活用システム」に再編・強化し、

暫定的な運用を行っています。 

今般、平成17年度からの暫定運用の結果や新技術活用

の実情を踏まえ、有用な新技術の活用促進と技術のスパ

イラルアップを目的として、これまでのシステム全体を

事後評価中心型に再整理し、「公共工事等における新技

術活用システム」として、平成18年８月１日より本格運

用することとしました。 

 

２． NETISとは 

この新技術活用システムの中核をなすのが、新技術の

情報に関する情報収集・提供を図る手段として開発・改

良が重ねられた新技術情報提供システム（New Technology 

Information System、以下「NETIS」という。）です。

NETISに掲載された技術情報を発注者・民間事業者が

検索することで、容易に新技術を検討することができま

す（図－1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成13年度より建設情報ＷＡＮによるイントラネット

において国土交通省内の技術者のニーズ情報を広く公開

すると共に、インターネットを通じて一般にも公開して

おり、新技術の情報を誰でも容易に入手することが可能

となっています。現在、約4,000件の新技術情報が登録

されています（図－2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．NETISの再構築 

新技術活用システムの本格運用の視点の一つとして、

有用な技術の普及促進を図るため、事後評価結果を中心

としたNETISの再構築があります。 

①事後評価を実施した技術の評価結果を掲載する

NETIS（評価情報）を設けて、これを新たなNETIS

の中核とする。 

②従来のNETIS情報は、NETIS情報（申請情報）とし

て取り扱い、開発者からの申請データに基づくものと

する。 

③NETISのホームページのレイアウトを抜本的に見直し、

NETIS（評価情報）中心型とする。 

 

4．今後の展望 

国土交通省では、今年度の評価情報は文字形式や画像

形式となっているが、将来的には、より利用者に説得性

のある評価情報の登録・提供を考えています。 

 

5．おわりに 

本格運用を開始した新技術活用システムは、「技術が

促進され、良い技術が育成し、社会に還元されるスパイ

ラルを確立する」ことを目指しています。国土交通省で

は、今後も新技術活用システムの取り組みをさらに強化・

充実し、引き続き新技術の積極的な活用を進めていくこ

とから、NETISには、開発事業者、発注者及び施工者

にとって利用し易いものとなるよう効果的な改良が重ね

られることで、新技術の促進・活用による良質な社会資

本の整備、国民生活の安全確保、地域社会の活性化に貢

献することが期待されています。 

 

（システム高度化研究部　主任研究員　菅原忍昭） 

２００６.１０月号 

ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム） 

図－2　データベース構築・利用の流れ 

図－1　NETIS利用の流れ 
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２００６.１０月号 

地図を使ったWebサイト作成ガイドの刊行 
－あなたも手軽に地図を使ったホームページを作成してみませんか－ 

電子国土Webシステムを活用したGIS普及セミナー開催のご案内 

国がまとめた平成17年版情報通信白書によると、平成

16年末のインターネットの人口普及率は62.3％と推計さ

れています。また、年代別の利用率を平成13年末と比較

すると、全ての年代で利用率は上昇し、特に60歳以上の

利用者が約2.4倍に増加しています。 

このようにインターネットが世代を問わず、人々の日

常生活に必要不可欠な情報収集アイテムとなる一方、今

後の急速な高齢化の進展等に伴い、利用者へ情報をより

分かりやすく提供する必要性が飛躍的に高まっていくと

見込まれます。 

現在、Webサイト上で公開されている様々な情報の多

くは、住所や地番等の位置情報を兼ね備えています。こ

れを利用し様々な情報を地図上に重ね合わせて表示する

ことによって、文字情報だけの場合に比べ、利用者へ格

段に分かりやすくかつ的確に情報を伝えることが可能と

なります。 

以上の点に着目し、この度JACICでは、国土地理院の

電子国土ポータルを通じて無償提供されている「電子国

土Webシステム」を活用し、地図を使ったWebサイトを

作成するための方法を解説したガイドブックを出版する

こととしました。 

本書にはビルダー（CD-ROM）が付属されており、こ

れを使えばすでにWebサイトを開設されている方から初

心者の方まで、誰もが手軽に地図を使ったWebサイト

を作成することができます。さらに、作成方法以外にも、

「地図を使ったWeb 

サイトの仕組み」や 

「地図を使ったWeb 

サイトの事例」も掲載 

しており、初心者の 

方にも理解しやすい 

内容となるよう工夫 

しています。 

本書は平成18年10 

月上旬に刊行、定価 

は1,800円（税別）で 

す。刊行後は、JACIC 

のホームページ等を 

通じてあらためてお知らせしますので、是非ご期待下

さい。 

 

※電子国土ポータルのURL　 http://cyberjapan.jp/ 

　JACIC GISひろばのURL 

　http://www.gis.jacic.or.jp/gis/ 

 

（GIS研究部　主任研究員　長谷川一樹） 

JACICでは国土地理院との共催により、昨年度に引き

続き、電子国土Webシステムを活用したGISの普及促進

を目的とするセミナーを別表のとおり10会場で実施しま

す。 

今年度のセミナーも、国や地方公共団体の職員等の方々

を対象に、電子国土Webシステムの仕組みや利用方法、

これを活用した先進的なWebサイトの事例紹介のほか、

実際にパソコンを使ったシステムの体験講習を行います。 

特に、今年度は、より多くの方々に電子国土Webシス

テムの有用性を実感していただけるよう、パソコンを使

った体験講習を８会場に拡大するとともに、より実践的

な講習を実施したいと考えています。 

開催日程（予定）は次表のとおりです。 

セミナーに関するお問い合わせは、JACIC GIS研究部

までメール（gis_admin@jacic.or.jp）又は電話（03-3584-

2403）によりお寄せ下さい。 

 

 北海道江別市 Ｈ18年10月31日（火） 酪農学園大学 

 岩手県盛岡市 Ｈ18年11月16日（木） 未定 

 茨城県水戸市 Ｈ18年11月９日（木） 〃 

 石川県金沢市 Ｈ18年12月１日（金） 〃 

 静岡県静岡市 Ｈ18年12月７日（木） 〃 

 兵庫県姫路市 Ｈ19年２月１日（木） 〃 

 山口県山口市 Ｈ18年12月14日（木） 〃 

 高知県高知市 Ｈ19年１月19日（金） 〃 

 宮崎県宮崎市 Ｈ19年１月25日（木） 〃 

 沖縄県那覇市 Ｈ19年２月８日（木） 沖縄産業支援センター 

セミナーの開催日程（予定） 

開催地 開催日 会　場 

注１）上表は、平成18年８月末時点の予定であり、今後変更する
場合があります。詳細は、随時JACICホームページ等でお
知らせします。 

　２）「体験講習」は、姫路市・那覇市を除く８会場で実施します。 
 

JACIC通信 
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２００６.１０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

JACIC news　平成1８年１０月１日発行　第三種郵便物認可 

 

 

関東センターは首都東京を中心とした１都８県４政令

都市を担当地域として、JACIC本部と同一場所で本部と

調整しながら進めております。 

　関東センターから最近の主な地域情報を紹介します。 

 

1．出展決定 
○「みらい国土新技術フｴア‘06in関東」へ出展！ 

・出展テーマ：２テーマ「安全」、「環境（建設リサイ

クル）」 

・出展技術：1）GIS　地理情報システム　2）建設副産

物及び発生土情報交換システム（図） 

・審査結果発表：18年９月１日　出展決定 

・開催日：18年10月20日（金）～22日（日）３日間 

  

2．平成18年度関東地方ブロックコアユーザ会議開催 
・日時：平成18年８月28日（水）13時30分～16時00分 

・場所：新宿マインズタワー15F 

　ユーザ会員21団体42名、オブザーバー、事務局含め65

名が参加し、事前アンケートに基づく質問・回答を中心

に活発な意見交換の場となりました。 

 

議題等1）関東地方ブロックコアユーザ会議設立 

　　　2）システム開発・稼働状況報告 

　　　3）討議・質問事項に関するアンケート結果 

関東甲信版 

 

地方便り 

図　展示パネル 

2.1m

3.6m
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