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1．コアシステムユーザー会議の目的 

コアシステムユーザー会議は、電子入札コアシステム

を導入済み又は導入を検討している公共発注機関（ユー

ザー）間で、導入時および運用に関する技術情報を交換

することで、より使い勝手の良い機能の改良並びに運用

を目指すことを目的とし、JACIC並びにSCOPEが運営し

ています。 

 

2．コアシステムユーザー会議の活動内容 

年１回東京で開催する総会と地方を８ブロックに分け

開催する地方ブロック別コアユーザー会議（以下「ブロ

ック会議」という）があります。総会およびブロック会

議について説明します。 

（1）総会 

総会は年１回東京で開催され、開発・運用に関する高

度な情報の交換および提供を行い、ユーザー間の情報共

有を図ることを主としています。　 

（2）ブロック会議 

ブロック会議は各地方ブロックにおける身近な情報技術

の意見交換等を行うことによりユーザーの電子入札が円滑

に運営できること、又円滑な導入が図られることを目的と

し、北海道・東北、関東・甲信、北陸、中部、近畿、中国、

四国、九州・沖縄の８ブロックに分け活動しています。 

会議は、情報共有、工事・業務、物品・役務、共同利

用それぞれの分科会を設けており、ユーザーからブロッ

ク長および分科会主査を選出しています。このブロック

会議で討議検討された項目、先行導入事例、機能改良の

要望等は、東京で行われる総会の討議内容となります。 

 

3．平成18年度（前期）のブロック会議活動報告 

平成18年度は、このブロック会議の開催初年度であり

ましたが、各ブロックを合わせると府県市町を含め83ユ

ーザーの参加がありました。 

当日はユーザーからの事前の質問への対応に加え、電

子入札システムの導入目的や、先行事例の紹介等、導入・

運用に関して活発な討議等が行われました。 

 

4．地方ブロック別コアユーザー会議の討議結果 

これまでのブロック会議で以下の項目が明確になりま

した。 

（1）市町村への電子入札の普及 

市町村への電子入札システムの導入に関しては、、費

用面から県等との共同利用が有利と考えられるが、県等

が個別に開発したシステムとの連携に関して、セキュリ

ティレベルの違い、共同利用の費用負担・対象範囲等に

ついて、また、市町村合併等もあり共同利用計画が進ん

でいない等があった。 

（2）システムバージョンアップ 

バージョンアップに要する予算の確保が難しく、現行

の技術環境に適合したシステム運用に懸念のある団体が

見受けられた。 

（3）システム機能改良の要望 

・Javaの後継バージョン（JRE5.0）対応 

・クライアントOS／ブラウザの後継バージョン（Windows 

Vista、IE7.0）対応 

・品確法対応に係る総合評価方式の受け入れの機能改良 

・入札説明書等ダウンロードシステム認証モジュールの

コア化 

等の要望が出された。 

 

5．東京の総会に向けた活動 

ブロック会議での共通の検討項目等については、総会

に向けてユーザ－へのアンケート調査を行い議題提起の

資料とさせていただきます。 

 

（CALS/EC部　主任研究員　大塚正行） 

電子入札コアシステムユーザー会議 
（地方ブロック別コアユーザー会議） 

ニュースと解説 
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２００６.１２月号 

1．経緯 

測量調査設計業務実績情報システム（以下テクリスと

いう）は、平成７年に運営を開始し、これまで３回のバ

ージョンアップを実施しました。 

しかしながら、最後のバージョンアップを実施したの

が、平成13年ということで、年月の経過に伴う社会情勢・

技術の変化があり、また、公共発注機関・登録企業双方

から多くの改良要望も寄せられていることから、今回、

これらの変化や要望を踏まえたバージョンアップを予定

しています。 

 

2．バージョンアップの概要 

今回のバージョンアップの内容は以下を予定していま

す。 

（1）登録の対象金額の拡大 

登録対象とする、業務の契約金額を500万円以上（税

込み）から100万円（税込み）以上に拡大します。 

（2）登録の対象とする業務分野として、新たに「補償コ

ンサルタント業務」を追加 

なお、対象とする契約金額の範囲は、他のテクリスへ

の登録対象業務と同様です。 

（3）業務キーワードの整理と機能追加 

既存の業務キーワード（約17,000語）の同義語・類

義語等を整理し、約3,000語を削減します。 

業務分野と連携した検索が出来るように改良します。 

業務キーワードとは別に、業務カルテの「業務概要・

業務名称」を全文検索するサーチエンジンを実装し

ます。 

（4）公共発注機関･登録企業からの要望を踏まえ、登録

項目の見直し 

登録項目（会社固有情報、技術者情報、業務分野、

技術データ）について、改良・追加を行います。 

 

（5）システムの改良 

従来、公共発注機関が使う検索システムは、C/S（ク

ライアント･サーバ）方式、登録企業が使う入力シ

ステムはS/A（スタンド･アローン）方式をとって

きましたが、いずれも公共機関や登録企業のパソコ

ンに専用のソフトをインストールする必要がありま

した。システム改良後は、Web化を行い汎用ブラウ

ザで検索や登録が行えるようになります。 

  

3．バージョンアップのスケジュール 

（1）登録企業の登録開始 

平成19年５月末から運用開始を目標としています。 

（2）公共発注機関の検索利用開始 

平成19年５月末の登録開始から、データが蓄積される

数ヶ月後に運用開始を予定しています。 

（3）今後の周知 

バージョンアップの詳細については、これから、順次、

ホームページなどでお知らせをしていきます。 

  

テクリスのホームページ 

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/ 

  

（CORINS/TECRISセンター　副参事　北川　譲） 

テクリス（TECRIS）バージョンアップ 

●CALS/EC部からのお知らせ 

JACICはSCOPEと共同でCALS/ECの発展・普及を目的として、CALS/EC&建設ITの展示会・セミナー「CALS/EC 

MESSE 2007」を次のとおり開催します。詳細は、次号でお知らせします。 

　日　時：2007/01/25(木)～26(金)　２日間 

　場　所：TFTホール（東京都江東区有明３－１） 

　構　成：・シンポジウム「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005の取り組み（仮題）」　 

　　　　　・現場の実務者を対象にした「実務者セミナー」 

　　　　　・最新のIT活用事例紹介等の「先進事例／導入事例セミナー」等 

　出展社：約70社（予定） 

　入場料：無料（ただし、シンポジウムを除く） 
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電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階

の最終成果を要領・基準等に準拠して電子成果品として

納品すること」です。要領・基準には、例えば、「工事

完成図書の電子納品要領（案）」、「CAD製図基準（案）」、

「デジタル写真管理基準（案）」等があり、これらに準拠

した形式でCAD図面やデジタル写真、各種DATA等を

作成する必要があります。 

また、これら要領・基準等に従って電子成果品を作成

するための手順や方法を示したものが運用ガイドライン

であり、電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】

【業務編】、CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案）

などがあります。さらに、各地方整備局によっては、独

自の運用を定めた「手引き」等もあり、実際の電子納品

においては、受発注者協議を行い、その業務での具体的

な方法を取り決める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省の直轄事業においては、業務が平成13年度

より、工事が平成16年度よりすべてが電子納品の対象と

なっており、実際にそのほとんどにおいて電子納品がな

されています。 

しかし、電子納品が浸透する一方で、その問題点もク

ローズアップされてきています。ここでは、その問題点

のうち、電子納品に関わる作業負荷について考えてみた

いと思います。 

「二重納品をやめれば作業負荷は低減できるの？」 

工事の場合、施工中には受発注者間で非常に多くの

情報をやりとりします。従来のやり方では、打ち合わ

せ簿の紙に押印してやりとりをしています。このよう

な場合には、工事完成時の納品において二重納品を避

けるため、「電子データだけでよい」としたとしても、

受注者にとって作業負担は減りません。なぜなら、従

来通り、紙でのやりとりを行い、かつ、電子データの

納品を行うわけですから、たとえ「二重納品」ではな

くても「二重作業」になっているからです。 

「二重作業」をなくすためには従来の「紙」による

業務の方法から変えていく必要がありますが、一朝一

夕にはそれはできません。電子納品運用ガイドライン

における【基本編】では、従来の「紙」でのやりとり

をしている場合に、少しでも「二重作業」による作業 

　　　　　　　負荷を軽減し、次のフェーズで必要 

　　　　　　　な情報だけを電子データとして納品 

　　　　　　　 する方法を示しています。そのため、

　　　　　　　　無駄なスキャニングはしないように 

　　　　　　　推奨しています。　　　　　　　　

　　　　　　　　　しかし、紙でのやりとりを変えな 

　　　　　　　 い限り、どれだけ減らしたとしても、

　　　　　　　　電子納品する作業は「二重作業」と 

　　　　　　　なってしまいます。「二重作業」を 

　　　　　　　なくし効率化するには、業務のあり 

　　　　　　　方から見直す必要があります。これ 

　　　　　　　らについて電子納品運用ガイドライ 

　　　　　　　ン【土木工事編】の発展編に記載さ 

　　　　　　　れた考え方や先進的事例を次回、 

　　　　　　　 ご説明しましょう。 

 

（前CALS/EC部　主任研究員　垣内弘幸） 

 

 

２００６.１２月号 

－ 電子納品の現状と課題 － 

業務改善の豆知識（シリーズ4） 

 

 

電子納品運用ガイドライン等の体系について 
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２００６.１２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、平成

13年６月に国土交通省が策定した「CALS/EC地方展開

アクションプログラム（全国版）」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）に試験及び登録事務

を委任しています。 

資格にはCALS/ECエキスパート（RCE）とCALS/EC

インストラクター（RCI）の２種類があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．地方公共団体におけるRCE･RCIの活用事例 

RCEとRCIは、CALS/ECに関する講習会・研修の講

師をはじめ、電子入札の導入支援や電子納品に関する規

定類の整備等、各地でCALS/ECの普及・推進に携わっ

ています。 

ここでは、その一例を紹介します。 

（１）RCE：電子納品保管管理システム構築業務の

入札参加資格要件（福島県・平成18年） 

電子納品保管管理システムを構築する業務を発注する

にあたり、入札参加に必要な資格要件として、ソフトウ

ェア開発技術者とともにRCEが位置づけられています。 

（２）RCE･RCI：受発注者向け研修の企画と講師 

       　　　　　（長野県・平成18年） 

県建設技術センターとともに実施する電子納品実務研

修・CAD研修の講師を公募する際、RCEまたはRCIを指

定しています。 

（３）RCI：電子納品推進事業 ITアドバイザー制度 

           （長野県･平成17年～）    

県が発注する工事や業務において、受発注者協議の円

滑化と電子納品に対する理解と技術力向上を図り、電子

納品成果物の品質向上を図るため、着手時と検査･納品

前の受発注者協議時に、RCI（もしくはRCI相当）のIT

アドバイザーが立ち会い、協議の助言･指導等を行って

います。 

アドバイスにより、受発注者協議が円滑に行われ、エ

ラーなど手戻りのない、品質が確保された成果物が納品

されています。 

 

 

 

 

 

 

（4）RCE･RCI：電子入札コアシステムASPサー 

      ビス事業者選定評価要素（企業内有資格者数） 

（栃木県鹿沼市･平成18年）  

市町村で初めて電子入札コアシステムをASP方式で導

入することとした鹿沼市は、プロポーザルで事業者を選

考しました。 

応募者評価の際、RCE･RCIを多く有していることが、

決定要因の一つとなりました。 

 

3．RCE･RCIの検索･活用支援 

国土交通省に続き、地方公共団体での電子入札や電子

納品等が本格化する今後、CALS/ECや公共事業に関す

る知識と経験を有するRCE･RCIの活用が、公共事業の

効率的な執行と品質確保のカギとなります。 

JCCAでは、発注機関に対し資格登録者リストを随時

提供しているほか、HPで資格登録者検索コーナーを設け、

RCE･RCIの活用を支援しています。 

http://www.cals-ec.info/index.html 

 

4．おわりに 

「CALS/EC MESSE 2007」（19年１月25･26日:東京･

有明TFTホールにて開催）では、出展企業･団体のRCE

とRCIがCALS/ECのスペシャリストとして皆様のご来

場をお待ちしています。 

 
（CALS/EC部　研究員　新良京子） 

CALS/ECエキスパート（RCE）・CALS/EC 

インストラクター（RCI）の地方公共団体における活用事例 

 －RCE･RCIがCALS/ECの地方展開を支えています－ 

CALS/ECコーナー 

RCE・RCIの地方別登録状況（平成18年10月25日現在） 

ITアドバイザー制度のしくみ 

電子納品の 
運用に係る 

協議・情報交換 

工事・業務の発注 
（電子納品推進事業の明示、経費計上） 

ITアドバイザー依頼 
経費支払い 

ITアドバイザーが助言・指導 

ITアドバイザー派遣団体 

受注者から 
依頼があれば、 
施工中も派遣 
（費用は受注者負担） 

着手時、検査、納品前協議 

長野県 受注者 
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２００６.１２月号 

建設情報標準化セミナーは、平成12年からJACICが推

進している建設情報標準化委員会活動の紹介と建設情報

標準の普及を目的として実施しております。今年は10月

５日東京（海運クラブ）と10月31日名古屋（愛知県産業

貿易館）において、委員会関係の講師等により下記の内

容で開催しました。 

昨年までは、主に標準化の意義と重要性へのご理解を

得ることを目的として、総合的な内容を中心にしていま

したが、委員会も発足７年目を迎え、この間、第一次・

第二次推進三箇年計画の活動を通して標準化の成果も出

てきましたので、今回のセミナーでは、より具体的な成

果をそれぞれの専門の方々に講演して頂きました。なお、

名古屋については初めての開催ということもあり基本的

事項も含めた内容としました。 

参加者は、標準化関係者・国・地方公共団体の建設行

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京97名、名古屋は東京を上回る

128名の参加があり熱心に聴講して頂きました。講演後

の質疑では、特にCADデータ交換標準（SXF）に関す

る質問が多くSXFへの期待の大きさがうかがい知れまし

た。 

標準部では、今後も建設情報標準の広報に努めるとと

もに標準化活動の推進に取り組んでいきます。 

講演の内容は、JACICのホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/movie/hyojun_semi/）で動

画として公開していますのでご覧ください。 

「建設情報標準化セミナー2006」開催報告 

JACIC便り 

【東　京】 

CALS/ECアクションプログラムと国総研の標

準化活動（国総研　金澤室長） 

電子地図/建設情報連携小委員会の成果 

            （JACIC　秋山部長） 

ＣADデータと電子地図を繋ぐ 

　【基調講演】（関西大学　田中教授） 

CADデータ交換仕様Ｐ21とSFCについて 

　（建設コンサルタンツ協会　川上委員） 

【名古屋】 

CALS/ECアクションプログラムと道路中心

線形（国総研　青山主任研究官） 

建設情報標準化委員会の経緯と成果 

（JACIC　秋山部長） 

CADデータ交換仕様P21とSFCについて 

　【基調講演】（関西大学　田中教授） 

CADデータ交換SXFver3.0への世界 

　（（株）ダイテック　溝口執行役員） 

演 題 

（講師） 

（標準部　次長　山本　翔） 

理事長挨拶 名古屋セミナー会場 
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２００６.１２月号 

1．はじめに 

電子納品は、調査、設計、工事などの各業務段階の最

終成果を電子データとして納品することです。国土交通

省では、平成16年度からすべての直轄事業を対象に電子

納品を実施しています。今年４月には機械設備工事にお

ける設計、工事、CAD製図基準に関する改訂が行われ、

公共事業分野における電子納品要領は出揃った状況にあ

ります。また、受発注者が納品を円滑に実施するための

運用ガイドラインも、改訂要領に準拠する形で順次整備

され、公開されています。 

現在、建設情報標準化委員会で審議・推奨され、国土

交通省で採用された基準・要領は以下のとおりです。 

 　 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

2．電子納品の実態 

次に電子納品の納入実績を見てみますと、平成17年度

に行われた国土交通省の納品実態調査では、対象実施件

数（業務＋工事＝約20,000件）に対し、90％近くは電子

納品が実施されていると報告されています。試行期間の

納品率が、業務・工事合わせて75％程度であったことを

考えると、電子納品は受発注者双方に浸透していると言

えます。さらに、未納品の業務、工事には、維持修繕工

事や草刈り業務、現場技術業務等の補助業務があります。

これらは電子納品が必要無いと判断されていますので、

数値では表れていませんが、必要なものは全て納品され

ていると考えるべきでしょう。 

  

3．新たな課題への対応 

この様に電子納品は着実に実施されていますが、運用

が進むと、実務担当者から要領・基準に対する様々な問

題も提起されています。電子納品の初期段階では、電子

納品に不慣れな事から、主に作成手順や要領の解釈等に

起因する問題が多くありました。 

これらは、運用ガイドラインや講習会の開催、ヘルプ

デスクの有効活用などで対処したため、担当者のスキル

は格段に向上しています。しかし次の段階として、ライ

フサイクルを通じた電子データの利活用等に対する要望

が多く寄せられるようになっています。残念ながら、電

子成果の高度利活用と言った観点で現状の基準・要領は

作成されていないため、これらを念頭に置いた新たな構

築が必要になります。 

 　 

4．共通課題検討ＷＧの設置 

電子成果の利活用を念頭にした利用しやすい要領の制

定には、基準・要領の根幹にかかわる議論が必要となり

ます。そこで、電子成果高度利用検討小委員会傘下の既

存のＷＧ（測量、地質、機械、CAD、情報共有）に、

新たに、「共通課題検討ＷＧ」を発足させました。この

ＷＧでは、電子成果品の品質確保、電子的手段による押

印などの、現状での問題点を整理すると共に、次期改訂

にむけた基準・要領の方向性を提示する事としています。 

『使い易い基準・要領』を目指した大枠の議論は今始

まったところです。 

 　 

 　　　　　　　　（標準部　主任研究員　森田一幸 ） 

標準化委員会の成果及び効果（シリーズ1） 
電子納品要領・規準改訂と課題検討WGの設置 

事業フェーズと適用される電子納品要領 
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特集：シミュレーション（安全・安心） 

シミュレーションは、社会資本整備における効率的な

事前評価指標として用いられています。それは、世界的

な温暖化、大気、気候、水温、潮流等、防災や生活の安

全・安心に係わる情報として、また建設分野においては

工事の安全、比較設計、最適な施工等、コスト縮減や予

防措置の情報として多方面に用いられています。 

JACIC情報では、防災や環境分野におけるシミュレー

ション（安全・安心）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国土交通省での取組み 

　　　　　②各組織での取組み 

　　　　　③JACICセミナー 

　　　　　④第４回連載「データモデル」 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部まで

お願いいたします。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

米国や英国などでは、データベース仕様の標準化を促

す仕組みとして、データ標準を登録・公開する、メタデ

ータレジストリを運用し、成果を上げてきています。我

が国においても、建設分野におけるレジストリの早期整

備を目指して、民間活動であるLCDM（Lifecycle Data 

Management）フォーラムが2005年度に設立され活動し

ています。 

JACICでは、わが国におけるメタデータレジストリの

実現可能性を探るため、平成18年10月24日～29日にかけ

て、既に運用段階にある米国の５機関の実態を調査しま

した。 

平成18年度第３回JACICセミナーでは、この米国調査

の報告に加えて、米国調査にもご参加頂いた我が国のメ

タデータレジストリ技術の第一人者で、メタデータレジ

ストリ標準ISO/IEC11179規格の策定を主導されている

東京国際大学堀内一教授の基調講演により、データ標準

とメタデータレジストリ技術について詳しく解説します。 

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、参加無料です。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ください。 

○開催日時：平成18年12月７日（木）13：30～17：00 

○開催場所：ホテルフロラシオン青山 

                （東京都港区南青山4-17-58　１F　ふじ） 

○募集人員：200名 

○タイトル：建設分野のデータ標準とメタデータレジストリ 

○プログラム： 

基調講演「何故メタデータレジストリが必要か」 

　　　堀内一　東京国際大学教授 

「データ標準のレジストリ技術に関する米国調査」報告 

　　　調査団メンバー 

連邦航空局（FAA）、米国健康情報知識ベース

（USHIK）、退役軍人省健康局（VHA）、国立癌研究所

（NCI）、環境保護庁（EPA）のメタデータレジストリ、他 

講演「イノベーション25と標準化」 

　　　村松敏光　国土交通省総合政策局施工企画課長 

○CPD：測量、土木学会CPDプログラム認定 

 

（標準部　部長　秋山　実） 

ＪＡＣＩＣ情報84号のご案内 

平成18年度第3回JACICセミナー開催のご案内 

２００６.１２月号 
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２００６.１２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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

 

　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 

e-BISCコーナー 

 
回　　　答 

「ICカード更新」機能で、旧ICカードの情報を新ICカードに書き換

えた場合、旧ICカードの企業IDはそのまま新ICカードに引き継がれ

ます。なお、旧ICカードの失効に伴い、当該カードで提出した各書

類や添付資料は表示する事が出来なくなります。旧ICカードで提出

した各書類や添付資料は、当該カードが失効する前に必要に応じ、

印刷や保存を行ってください。 

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、ICカ

ード更新機能をご利用頂くことはできません。新規に取得したICカ

ードは、利用者登録の「登録」を利用して、新規に利用者情報を登

録してください。なお、ICカード更新機能は次の3つの条件を全て

満たす場合のみご利用可能です。①旧ICカードと新ICカードの「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カードが有効期間内で破損、閉塞、失効していない③新ICカード

が利用者登録されていないこと。 

代表窓口として登録頂く情報は、本社以外の情報でも問題ありませ

ん。但し、代表窓口情報は、企業情報とともに同一企業内で登録さ

れるICカードの共通情報となります。このため、代表窓口情報に登

録する内容につきましては、企業内で共通内容にする等の調整を行

って頂く事が良いと思われます。なお、入札参加に使用するICカー

ドが特定されるまでの間は、通知書到着のお知らせメールは「代表

窓口情報」の「連絡先メールアドレス」に送信されます。 

質　　　問 

「ICカード更新」機能で旧IC

カードの情報を新ICカードに

書き換えた場合、企業IDは変

わりますか。また、旧ICカー

ドについて注意点等がありま

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

ド更新機能は使用出来ますか。

また、ICカード更新機能を利

用する場合の条件があります

か。 

 

 

国土交通省「物品・役務」の

利用者登録を行っています。

利用者登録画面の「代表窓口

情報」に入力する情報は本社

ではなく、営業所でも問題な

いでしょうか。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

JACIC news　平成1８年１２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。 10月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   306件　【公募情報（地方公共団体）】  1050件 

【建設行政ニュース】 

16日　平成17年度における国土交通省の「公共事業コスト構

造改革」実施状況について （大臣官房） 

18日　「道路の走りやすさをカーナビが教えます」“カーナ

ビ版“道路の走りやすさマップの共同研究参加者の公

募につて　　　 （道路局） 

18日　共同研究者の募集について  

（国土技術政策総合研究所） 

30日　阿寺断層とその周辺「萩原」「下呂」「坂下」「白川」を

公表－活断層の詳細な位置を表示した地図を作成－ 

 （国土地理院） 

31日　北上川・大井川・佐波川・嘉瀬川各水系に係る河川整

備基本方針の策定について                      （河川局）  

【地方整備局ニュース】 

20日　新潟県中越地震被災箇所の道路の復旧状況について  

 （北陸地方整備局） 

23日　小学生による植樹会（植樹）の開催について　住民参加

によるみどりの道づくり～函館新道 （北海道開発局） 

23日　高度技術提案型総合評価落札方式の試行について 

 （九州地方整備局） 

24日　青森県内直轄国道除雪出勤体制準備完了！！～本格化す

る冬に向け除雪出動式を実施します～ 

 （東北地方整備局） 

26日　～陥没事故の防止に係る緊急工事を実施します～国道

20号四谷3丁目の車道下で空洞が発見されました。  

 （関東地方整備局） 

■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/

ISO9001

－8－


