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明けましておめでとうございます。 

皆様には、日頃からJACICの業務に対し御支援、

御指導を賜り、厚くお礼申し上げます。 

平成18年においてJACICは、国の施策である高度

情報通信ネットワーク社会形成の一助となるべく建

設産業の高度化・効率化を目指した調査研究を進め、

建設分野への最新情報技術の導入支援、建設情報の

提供等を行うとともに、情報化の啓発・普及や建設

マネジメント技術の向上等に力を注いで参りました。 

その結果、コアシステムをベースに電子入札国際

標準が策定されました。また、国内では多様な入札

方式を採用していることから全国で９割以上の政令

市以上の地方公共団体でご利用をいただいております。

また、Web版積算システムの開発等による積算シス

テムの一層の進化、並びに道路完成図作成において

CAD製図交換標準SXFの実用化を図りました。さらに、

コリンズ・テクリスの市町村での利用促進が図られ

たこと等により「公共工事の品質確保の促進に関す

る法律」（品確法）の施行へ貢献することができまし

た。 

これも、関係する皆様の御支援のたまものと感謝

申し上げる次第です。 

  

平成19年においては当センターに与えられた使命

を踏まえ、内部体制の充実及び一層の技術の研鑽に

努め、発想の転換を基に建設分野の情報化、基盤デ

ータベース、資源の循環活用、建設情報分野の国際

化等において皆様に満足頂けますよう努力する所存

であります。さらに建設分野の高度化・効率化に資

するよう学術及び技術の振興についても積極的に活

動してまいります。 

  

平成19年において実施することとしている主要項目は、

建設分野の情報化の支援とともに、建設情報の標準

化を推進するための第三次建設情報標準化推進三箇

年計画の策定とその推進、次期積算システムとして

開発を進めてきた「Web版積算システム」の普及促進、

電子入札コアシステムの普及支援、「国土交通省

CALS/ECアクションプログラム2005」の推進支援、

工事及び業務の実績情報提供システム（コリンズ・

テクリス）の利便性向上を目指した更新、認証取得

による情報セキュリティの向上等であります。 

  

本年も建設分野の情報化に関する諸事業を着実に

展開し、皆様の御満足を頂けるように努力してまい

る所存でありますので、引き続きより一層の御指導

と御支援をお願い申し上げます。　　　　　　　　 

（理事長　豊田高司） 

新 年 の ご あ い さ つ 

 

 

理事長 

豊田高司 
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２００７.１月号 

JACICの平成18年３大ニュースを紹介します。 

1．コアシステムの更なる進化 

平成14年３月、国土交通省と共に参加した国連の下部

組織UN/CEFACT（電子データ交換の国際標準組織）

バルセロナ会議で日本の電子入札の取り組みと「電子入

札コアシステム」が高い評価を得て、日本は電子入札国

際標準化プロジェクトの幹事国となりました。 

平成17年３月、UN/CEFACT FORUMクアラルンプ

ール会議で、「電子入札の国際標準・第1版（工事調達）」

が正式に承認されました。この国際標準の策定は幹事国

である日本が「電子入札コアシステム」の入札プロセス

を基に、建設以外の業界や諸外国の入札プロセス等と比

較検討し、各国の意見反映やUN/CEFACTの調整を経

て完成しました。 

「電子入札の国際標準・第１版（工事調達）」の完成後、

対象範囲をサービス（業務）、物品、役務に拡張し検討

を継続してきました。 

平成18年10月、UN/CEFACT FORUMニューデリー

会議で、「電子入札の国際標準・第２版」が完成しました。

この国際標準は、「電子入札の国際標準・第１版（工事

調達）」の拡張版として「工事、業務、物品、役務」を

対象とし、平成14年９月に行われたUN/CEFACTの組

織改編後、始めて完成させた国際標準となります。日本

は「電子入札の国際標準」の策定だけでなく、

UN/CEFACT内の国際標準策定の手順やルールの検討

にも寄与し、国際標準策定においても大きな貢献を果た

しました。 

UN/CEFACTでは、完成後のステップとして「電子

入札の国際標準・第２版」を使用し、電子入札システム

の構築が可能か検証することとなっています。JACICは、

国際標準の完成に合わせて、「電子入札コアシステム」

を利用した国際標準の実装の検証を行いUN/CEFACT 

FORUMニューデリー会議で報告し、実装の成功例とし

て認められました。 

これにより「電子入札コアシステム」が国際標準に準

拠していることが証明されました。 

 

2．積算システムの進化 

JACICでは平成10年度から、建設省版（当時）の積算

システムの工事工種体系を取り入れたクライアント・サ

ーバ方式による「自治体向け新土木工事積算システム」

を開発し地方公共団体等に提供しています。 

平成15年度からシステムの管理、データの更新等、運

用管理の効率化を目指し、機能拡張に対応しやすく、よ

り安価に提供できる積算システムの研究・開発に取り組

んでまいりました。「JACIC Web版土木積算システム」

は、積算システムや積算基準データの管理をサーバサイ

ドで一元的に行うことでシステム管理の負担を軽減し、

OSやデータベース等のミドルウエアにオープンソース

を利用してシステム構築を行い、平成18年９月に開発が

完了しました。 

また、積算基準データはデータ構造の視認性が高く、

データ構造の変化に対して柔軟性を持つXML形式とし

ました。今後、積算基準データの仕様の公開を行い広く

地方公共団体等への普及に努めてまいります。 

 

3．SXFの実用化推進 

道路完成平面図は、SXFの実用化推進の先導役として、

道路事業において初となるSXF Ver.3.0の仕様を採用し、

CADソフトにより作成する際のルールとして、点、線

および面データの描き方、レイヤ構成、並びに属性の付

け方等を定めました。 

工事の電子納品は平成16年度から全面展開され「工事

完成図書の電子納品要領（案）」に従い、電子データの

蓄積が開始されました。電子納品された完成図は、維持

管理での利活用や次工事以降における現道情報として再

利用できます。 

道路の維持管理で必要な電子情報を工事実施段階で効

率的に作成するため、異なるフェーズ間でのデータの標

準化が必要となり、平成16年度において「道路工事完成

図等作成要領」の試行版が策定されました。本要領は、

平成17年度における２度の試行運用を踏まえ、数度の改

訂を経た後、平成18年８月25日、本運用が開始されました。 

今後、本要領に基づく平面図が蓄積されていくことで、

カーナビ等民間地図データの更新の基礎データとしての

利用や、安全運転支援等、ITSへの活用についても期待

されるところです。 

なお、この他に候補として、「アジア建設IT円卓会議

創設」、「ISOの更新登録」、「コリンズ・テクリスの普及

拡大」、「地理情報ワンストップサービスの開始」等が

ありました。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

平成18年　3大ニュース 
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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を体感する２

日間』をテーマとして、「CALS/EC MESSE 2007」を

開催致します。 

「CALS/EC MESSE 2007」は、「国土交通省CALS/EC

アクションプログラム2005の取り組みと今後の展望」と

題したCALS/ECシンポジウムをはじめとした各種セミ

ナーと建設ITに関する最新製品／技術を一堂に集めた国

内最大級の展示会から構成されております。 

第６回目を迎えた「CALS/EC MESSE 2007」は、好

評いただいているシンポジウムやセミナーの充実を図る

とともに、新たな企画を加えるなど、一層の内容充実を

図り、皆様のご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　【CALS/ECシンポジウム】１月25日13：30～16：30 
テーマ『国土交通省CALS/ECアクションプログラム 

　　　　2005の取り組みの現状と今後の展望』 

◆基調講演 
笹森　秀樹 氏（国土交通省大臣官房技術調査課 

　　　　　　　 建設技術調整官） 

◆パネルディスカッション 
テーマ『情報の共有・連携、業務プロセスの改善 

　　　　による実際の効果、課題及び今後の方向性』 

　　＜コーディネータ＞ 
　　　島崎　敏一 氏（日本大学 理工学部 教授） 

　　＜パネリスト＞ 
　　笹森　秀樹 氏（国土交通省大臣官房技術調査課 

　　　　　　　 　　建設技術調整官） 

　　児玉　 忠  氏（福井県土木部長） 

　　雨宮　康人 氏（（社）建設コンサルタンツ協会） 

　　長谷　芳春 氏（（社）日本土木工業協会） 

　　中筋　雄三 氏（（社）全国建設業協会） 

　【セミナー】１月25日・26日 
◆先進／導入事例セミナー（４講座） 
建設業界の先進的なIT活用事例を提供します。 

【講師】国土交通省 近畿地方整備局、国土交通省 

九州地方整備局、東京都 下水道局、JACIC 

GIS研究部 

◆実務者セミナー（６講座） 
現場の実務者を対象に役立つ情報を提供します。 

【講師】（社）日本土木工業協会、(社)東京建設業協会、

（社）建設コンサルタンツ協会、（社）全国地

質調査業協会連合会、国土交通省 国土地理院 

◆CALS/EC入門セミナー（３講座）【新企画】 
初心者を対象として、CALS/ECの概要・電子納品・

電子入札について解説します。 

【講師】JACIC、SCOPE 

＊各講座のタイトル・時間等は、ホームページをご

覧下さい。 

　【展示会】１月25日・26日 
◆ 建設IT＆CALS/ECソリューション展示ゾーン 
◆テクニカルフォーラム（出展社セミナー） 
◆CALS/EC体験ゾーン（主催者ブース） 
● 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） 

 

２００７.１月号 

「CALS/EC MESSE 2007」開催のご案内 

 

 

主 催  
後 援  
会 期  
 
会 場  
 
出 展 社 数  
見込み来場者数 
 
入 場 料  
 
 

来 場 対 象 者  
 
 
 
展 示 製 品 ・  
シ ス テ ム  

JACIC、SCOPE 
国土交通省 
平成19年１月25日（木）・26日（金） 
TFTホール 
東京都江東区有明3-1 
東京ファッションタウンビル内 
58社 
10,000人 
入場無料 
CALS/ECシンポジウムは有料 
（5,000円） 
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 
電子入札関連システム、電子納品支
援システム、公共団体向け各種シス
テム、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、GIS、入出力機器　ほか 

CALS/ECシンポジウムの様子（CALS/EC MESSE 2006より） 

● 開催概要 ● 

CALS/ECコーナー 
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２００７.１月号 

前回は、単に「二重納品」をやめても「二重作業」は

なくならないこと、電子納品運用ガイドラインの【基本

編】は「紙」でやり取りすることを前提とした場合の「二

重作業」を最小限にすることを目的としていることを説

明しました。 

今回は、電子納品に伴う「二重作業」をなくし、情報

を電子化してやり取りすることにより、業務が効率化す

る方法について説明します。 

「二重作業」をなくすためには、「紙」ではなく「電

子データ」を正式なものとして扱う業務処理方法に変え

る必要があります。しかし、このためには、印鑑に代わ

る電子的な確認の方法をどうするか、「原本性」をどう

やって確保するか、公印が必要な書類の取り扱いをどう

するか、など、解決しなければならない課題がいくつか

あり、現状では、この方法で良いというふうに認められ

たものはありません。電子納品ガイドラインにおける【発

展編】では、これらが明確になっていないため、概念的

な方法を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、受発注者間でこれらの課題の取り扱いについ

て協議し、お互いの信頼関係の上で「電子データ」を正

式なものとして取り扱い、実際に効果を上げている実例

を紹介します。 

 

 

 

 

要点は、次のとおりです。 

受発注者間でやり取りするすべての書類を電子化し、

それを正式なものとして取り扱います。（中途半端

な紙と電子の混在は、かえって効率化にならないた

め、カタログやミルシート等もスキャニングして電

子化します。） 

電子化した情報のやり取りにはインターネットのメ

ールを用います。 

ワード、エクセル等のオリジナルファイルによるや

り取りではなく、一般的に電子情報の容量を削減で

きるPDF等のファイル形式を用いるなどの工夫をし

ます。 

最終的に承認された結果は主任監督官より受注者に

メールで送られ、受注者はそれを共用パソコンのハ

ードディスクに整理して保管します。（受注者が日

常管理している単位と構成にあわせた日本語名フォ

ルダを作成しその中に整理します。） 

 

  

 

 

 

 

竣工検査は、受注者が保管管理している共用パソコ

ンのデータを用いて行います。 

この方法で行うことにより、書類提出のための移動時

間や打ち合わせ時間の削減、コピー代やインク代などの

経費削減、ファイル棚がなくなることによる現場事務所

の省スペース化、竣工検査前の書類整理がなくなること

による省力化などにより、受発注者とも大きな業務効率

化が実際に図られています。 

なお、上記は情報共有とも深く関連しています。情報

共有については、電子成果高度利用検討小委員会が平成

18年11月に公開した「情報共有のあるべき姿」（案）を

ご参考ください。 

URL http://www.jacic.or.jp/hyojun/download.htm 

 

（CALS/EC部電子納品室　主任研究員　塩川裕之） 

【基本編での考え方】 【発展編での考え方】 

業務改善の豆知識（シリーズ5） 
― 電子納品のありかた ― 
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２００７.１月号 

平成18年11月20日（月）に四国地方センターにおいて、

四国地方ブロック別コアユーザー会議が開催され、四国

４県の共同利用に向けた取り組みについて各県の状況並

びに普及方法等の意見交換が行われました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

各県の共同利用に向けた取り組みについて、紹介しま

す。 

 

1．香川県 

香川県における共同利用については、CALS/EC市町

連絡会を設け普及活動を行っています。現在は高松市、

善通寺市の２市が共同利用による運用を開始しています。 

共同利用のためのシステムの構築費（開発費）は、県

が全額負担をしています。参加市町は運用費について、

参加市町の人口割での負担としています。 

 

2．愛媛県 

愛媛県は、合わせて20の市町があります。そのうち松

山市が単独で電子入札を導入しています。愛媛県では市

町連絡会議を年１～２回開催し普及活動を行っています。

次回の会議に向けた事前アンケートの調査結果では、電

子入札の導入については、あまり積極的ではなかったが、

条件面で折合えば参加したいという市町が半数ほどあり

ました。 

県としては、次回の会議で共同利用の参加条件を整理

し提示する予定となっています。 

 

 

3．高知県 

高知県は市町村を対象に推進協議会を発足しています

が、現在は電子納品についての活動が主体となっていま

す。 

県は市町村に対して、電子入札は共同で行いたいと意

思表示しています。費用負担等の条件は開発直前になら

なければ提示できないので、市町への呼びかけまでは至

っていません。 

県は、電子入札１件あたりの金額提示ができれば市町

は電子入札導入の判断が容易にできると考えており、他

府県の導入事例を参考に共同での電子入札導入の検討を

進めたいとしています。 

 

4．徳島県 

徳島県は市町村参加の推進協議会があります。協議会

で、金額等の条件を示し共同利用への参加を呼びかけて

います。現在、市だけでも全市参加となるよう努力して

います。 

県のシステムはLGWAN・ASP（機器はiDCに設置）

で運用しているのでいつでも市町村が参加できる体制は

整っています。 

以上 

 

その他、ネットワーク条件についてJACICに質問があ

りましたのでこの場を借りて回答します。 

 

推奨条件 

本システム利用時は、以下の帯域以上を確保する事が

望ましい。 

◆ダイアルアップ接続等を使用する場合、回線速度は

64kbps以上 

◆専用線接続を使用する場合、回線速度128kbps以上と

しています。（Ver.4.2要件定義書より抜粋） 

 

（CALS/EC部　主任研究員　大塚正行） 

四国地方ブロック別コアユーザー会議報告 
『電子入札システムの共同利用に向けた取り組みについて』 
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２００７.１月号 

建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫 武蔵工業

大学学長）の下部組織である電子地図/建設情報連携小

委員会（小委員長：柴崎亮介 東京大学教授）において、

平成16～18年度の標準化活動として、「DM、CAD、

GIS間のデータ交換に関する標準の作成」について検討

を進めています。その検討成果の一つである「拡張DM-

SXF変換仕様（案）」について紹介します。 

 

1．拡張DM-SXF変換仕様（案）の概要 

測量と設計施工間のデータ変換仕様は、測量成果の

DMデータをCADデータに変換し、設計・施工時に活用

することによるデータ新規作成の時間・費用の削減を目

的として作成したデータ交換のための仕様です。 

６月に策定・公開した「拡張DM-SXF変換仕様（案）」

は、CADデータ交換標準の動向を踏まえ、拡張DMデー

タ（DMデータを包含）をSXF Ver.2.0（幾何データ）、

Ver.3.0（幾何データ＋属性データ）のいずれにも変換可

能な仕様としています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.　測量と設計・施工間のデータ交換仕様の検討経緯 

検討当初は、幾何データのみを取り扱うCADソフト

が主流であったため、幾何データの変換方法を定めた仕

様（第一版～第二版）の作成を進めてきましたが、属性

データ利用意向の高まりを受け、幾何データと属性デー

タの両方を変換する方法を定めた仕様（高度利用版）の

検討も開始し、２つの変換仕様の作成を並行して進めて

きました。 

その後、２つの仕様には共通の内容が含まれているこ

とから、一本化の検討を行い、現在は１つの仕様として

整理・公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、基本的には、一本化後の変換仕様である「拡張

DM-SXF変換仕様（案）」中の“本編”が従来の【第二

版】に対応し、“本編＋属性セット編”が従来の【高度

利用版】に対応しています。 

ただし、幾何データの仕様に関して、SXF Ver.2.0と

SXF Ver.3.0では、等高線データとラスタデータの取り

扱いにおいて相違があるため、変換にあたって留意する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.　今後の取り組み 

標準は策定するだけでなく、実際に利用されなければ

その効果が得られないため、今後は策定した標準の“普

及”に向けた検討を進めていきます。また、策定した仕

様（案）は、関連事項の動向を踏まえて、必要に応じて

更新を行っていきます。 

なお、この仕様（案）については、標準部のホームペ

ージ（http://www.jacic.or.jp/hyojun/）に公開していま

す。 

 

（標準部　研究員　高尾　稔） 

標準化委員会の成果及び効果（シリーズ2） 
拡張DM-SXF変換仕様（案）の作成 

変換仕様の新旧対応について 

測量データとCADデータの交換仕様の検討経緯 

名称（策定年月） 
DM-CAD（SXF）変
換仕様（案）【第一版】
（平成16.6） 
DM-CAD（SXF）変
換仕様（案）【第二版】
（平成17.6） 
DM-CAD（SXF）変
換仕様（素案）【高度
利用版】（平成17.6） 
拡張DM-SXF変換仕
様（案）（平成18.6） 
＜最新＞ 
 

主な特徴 
DMデータをSXF Ver.2.0データ
に変換するための仕様 
 
DMに加えて拡張DMにも対応す
る仕様として、【第一版】を更新し
たもの 
SXF Ver.3.0への変換に対応す
る仕様として、【第二版】とは別途
作成したもの 
DM-CAD（SXF）変換仕様（案）
【第二版】とDM-CAD（SXF）変
換仕様（素案）【高度利用版】を
一本化したもの 

従来のDM-CAD(SXF)変換仕様(案) 
【第二版】に対応 

従来のDM-CAD(SXF)変換仕様(素案) 
 【高度利用版】に対応 

拡張DM-SXF変換仕様（案）に基づくデータ変換 

SXF Ver.2.0形式に変換する場合 
 

「本編」を適用 

SXF Ver.3.0形式に変換する場合 
 

「本編」及び「属性セット編」を適用 

→
 

→
 

CADデータ 

CADデータ 
・幾何データ 
・属性データ 

・幾何データ 

拡張DM-SXF変換仕様（案） 

－本編－ 
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［電子証明書の年度更新手続きは５月から］ 

コリンズとテクリスの登録を行う企業の皆様には毎年、

１月～３月に電子証明書の年度更新手続きを行っていた

だくようお願いしておりました。 

しかしながら、この時期は、工事や業務の登録が集中

する時期と重なるので、今回の電子証明書の年度更新は

平成19年５月から行うこととします。 

それまでの間、年度更新を行わないで、「オンライン

登録システム」を利用してください。 

年度末のカルテ登録をできる限りスムーズに行ってい

ただくための対処ですので、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

［年度末のカルテ登録時に予想される混雑とその対処方法］ 

（１）年度末に予想される混雑の状況 

年度末は、コリンズとテクリスの登録が集中すること

で、ネットワークへの負荷が増大し、通常の時期よりも

オンライン登録処理が遅くなります。さらに以下のよう

な事例が多くなり、ますます登録処理が遅くなることも

予想されます。 

まず、同じカルテを何度も登録してしまうことがあり

ます。登録処理が遅くなると、オンライン登録状況一覧

画面には「処理中」と表示されるため、誤って同じ内容

の登録をもう一度続けて行う事例があります。これによ

って、ネットワークに負荷がかかり、さらには二重登録

にもなって別の工事もしくは業務として取り扱われてし

まうことにもなります。 

また、オンライン登録状況一覧画面に「処理中」と表

示されているとき、登録状況確認のために、短時間内に

何度もJACICへ接続を行う事例があります。これによっ

てもネットワークに負荷がかかり、一層繋がりにくくな

ります。 

（２）年度末におけるスムーズなカルテ登録と登録状況確認

の方法 

比較的つながりやすい時間帯等をコリンズ／テクリス

ホームページ、オンライン登録システムでお知らせする

ようにしますので、そちらを確認しながら、登録や登録

状況を確認する時間帯を選んでください。 

特に、３月の最終週は、コリンズとテクリスの登録が

非常に混み合います。 

可能なかぎり、その時期を避け、早めにカルテ登録さ

れることをお願いいたします。 

（CORINS／TECRISセンター　副参事　桔梗靖之） 

コリンズとテクリスの電子証明書の年度更新手続きと 
年度末のカルテ登録時の注意事項 

２００７.１月号 

　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 

e-BISCセンターホームページ左MENUの「電子入札システム入口【共
通】」より本運用環境に接続後「◎工事、業務」をクリック。「利用
者登録/電子入札」選択画面にて調達機関を選択し「電子入札シス
テム」をクリック。次画面で「説明要求」をクリックし、PIN認証
後に「調達案件検索」画面にて検索条件を設定後、画面左側の「入
札説明書・案件内容」「参加資格なし/非指名/非選定/非特定の理由
請求」「非落札者理由請求」の何れかを質問内容に合わせて選択し、
表示された案件に対して質問を登録してください。 
JV参加の場合は幹事会社のICカードをご利用頂く運用となっており、
ご使用されるICカードには幹事会社単体の情報が登録されているこ
とが必須条件です。JV用に利用者登録を実施する必要はありません。
尚、JVで参加する際に、指名競争入札と随意契約以外の入札方式で
は申請書のJV参加のチェックボックスにチェックを入れ、企業体名
称を入力する必要があります。 
ICカード利用部署情報の「連絡先メールアドレス」は、利用者登録
の「変更」で変更してください。（操作手順は「電子入札システム（物
品・役務）利用者登録手順書本運用接続確認兼用【受注者向け】」
の「1.3利用者情報の変更を行うには」を参照）参加申請中の案件が
ある場合は、利用者登録の変更内容が参加中の案件には反映されな
い為、各申請書の提出画面で連絡先メールアドレスを変更し、提出
を行ってください。 

質　　　問 

案件に対しての質問はどのよ
うに行なえばよいですか。 
 
 
 
 
 
 
JV参加の場合、JV用に利用
者登録を再度実施する必要は
ありますか。 
 
 
 
ICカード利用部署情報の「連
絡先メールアドレス」の変更
方法を教えてください。 

項　目 
 
 
 
 
 
 

工事・業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

JACIC便り 
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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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

 

JACIC news　平成1９年１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。 11月のニュースから 
【公募情報（国・公団等）】   278件　【公募情報（地方公共団体）】  1446件 

■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

地方便り 

■北陸地方３県における電子入札の状況 

平成18年11月末現在、電子入札を導入している団体は

９団体あり、８団体がコアシステムを採用しています。 

北陸地方３県における電子入札の状況は下の表のとお

りです。 

■電子入札連絡会議（北陸）の開催 

平成18年８月23日に『電子入札連絡会議（北陸）』を

開催し、新潟・富山・石川県内の各地方公共団体の契約

担当者と電子入札について意見交換を行いました。 

会議では電子入札の完全実施に向け、紙入札の取扱い

についてなど、各団体から電子入札における課題・共同

利用について、貴重な意見を交換することができました。 

引き続き電子入札連絡会議を開催し、JACIC北陸地方

センターでは北陸地域のご意見をお聞きしながら、電子

入札の支援・導入に向け活動を続けてまいります。 

（北陸地方センター長　齋藤俊三） 

北陸地方３県における電子入札の状況 

ITマネジメント賞（（社）全国土木施工管理技士会連

合会主催の土木施工管理技術論文・技術報告に協賛）の

締め切り（平成19年１月22日（月））が迫っています。 

工事を円滑にするための共通部門や管理部門などにお

ける、ITによる効率化やマネジメント改善による効率

化及びその併用例など、の論文を募集しています。 

優秀な論文・報告には、最優秀論文賞、ITマネジメ

ント賞、優秀論文賞、社会貢献賞、技術報告賞を設けて

います。CPDS登録対象事業として、登録を希望される

応募者には学習単位が付与されます。技士会の皆様の振

るってのご応募をお待ちしています。 

応募要領、応募方法は、JACICのホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/）をご覧ください。 

JACICのホームページで、「ITマネジメント賞の募集」

をクリックすると、（社）全国土木施工管理技士会連合

会のホームページ（http://www.ejcm.or.jp/）へリンク

し、画面の左側に緑色の帯が表示されます。その中の「技

術論文」を見てください。論文様式のダウンロードもで

きます。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

ITマネジメント賞の締め切り迫る 

 北陸３県における電子入札の状況（平成18年11月末現在） 

 

 

新潟県 

 

富山県 

石川県 

新潟市 

長岡市 

富山市 

金沢市 

白山市 

小松市 

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 

独自システム 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

状況（平成18年度） 

平成18年10月１日より、工事については予定価格5000万円以上の一般競争入札、（簡易）公

募型指名競争入札及び通常型指名競争入札、委託については予定価格500万円以上の通常型

指名競争入札に電子入札の対象の範囲を拡大 

平成18年10月から原則、すべての工事、委託について電子入札の対象 

平成18年度はA・B・Cランク企業対象工事から5,000件を予定 

一般競争入札5,000万円以上の工事について実施 

平成18年度より3,000万以上の工事について、すべて一般競争で電子入札としている 

平成18年度12月から一部運用開始予定 

試行運用。石川県との共同利用方式 

試行運用。石川県との共同利用方式 

試行運用。石川県との共同利用方式 
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