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1． はじめに 

コリンズ･テクリス（工事･業務実績情報システム）の

新しい登録システムが2008年度に運用を開始する予定です。 

新しい登録システムは、不正確な登録等の防止･発見対

策について強化を行っているほか、様々な便利な機能を

提供しています。 

このシステムは、従来別々であったコリンズ（工事実

績情報システム）とテクリス（測量調査設計業務実績情

報システム）の両システムを共通化したシステムとなっ

ています。 

以下に新しいシステムの主要な特徴、変更点を説明し

ます。 

 

2．新しい登録システムの特徴 

2.1　Web方式の採用による利便性の向上 

入力方式をWeb方式に変更します。 

新しいシステムの利用者はインターネットのブラウザ

を利用して作成から登録までが一緒にできるようになり

ます。 

Web方式のため、入力システムのCD購入が不要になり

ますので、利用環境の設定に手間や費用がかからなくな

りました。 

あわせて、電子証明書は廃止し、認証は、ログイン名（ユ

ーザID）とパスワードを利用した方式とします。 

 

２.２「利用責任者」の新設で企業内利用者を一元管理 

今までは登録データを作成するパソコンに電子証明書

をインストールしてユーザを限定していましたが、新し

いシステムでは、利用いただくすべての企業で各々「利

用責任者」を決めて登録いただき、各企業の利用者を企

業毎に自ら管理をしていただくことになります。（図１利

用体制例をご参照ください。） 

このことにより、登録の他、自社データの利用・管理

も一体的・効率的に、適確に行うことが容易になります。 

＜利用責任者の立場と役割＞ 

・コリンズ･テクリスの利用に関する企業の代表者であり、

各企業に一人だけ設定できます。（利用責任者） 

・企業内のその他ユーザ（登録者･作成者・閲覧者）の設

定と管理を行っていただきます。 

・企業情報、技術者情報、請求書送付先情報、事業所（支

店・営業所等）情報の登録と管理を行っていただきます。 

・JACICとの関係における窓口業務を行っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3　発注者確認方法の変更でデータの確実性を確保 

今回から登録する実績データの発注者による確認方法

の一部が変更になります。今までは、企業が「実績カルテ」

を持参して発注者に確認をお願いしていましたが、新し 

 

コリンズ・テクリス「新しい登録システム」について 

ニュースと解説 

図１　利用体制例（企業内の利用者が複数の場合の例） 

総務部 

工事部 管理部 営業部 

土木課 事業課 
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いシステムでは、工事実績データ等の登録内容すべてを

記載した「登録のための確認のお願い」という名の通知

書で発注者に確認をしていただく形となります。 

また、従来、登録終了後に発行していたカルテ受領書

は「登録内容確認書」にかわり、登録内容すべてを記載

した書類となります。（図２通知書「登録のための確認

のお願い」の例をご参照ください。） 

各発注機関担当者の皆様は企業が提出してきた通知書

「登録のための確認のお願い」の内容をチェックしてい

ただき、最後に確認年月日、発注機関名、確認担当氏名

（押印）、確認担当者電話番号と、電子メールアドレス

を記入していただくことになります。その後、企業の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はシステムで確認情報を入力すると登録が完了すると

ともに、発注機関担当者と企業の利用責任者宛に登録

完了のお知らせメールが送付されます。 

この発注者確認方法の変更により、データの確実性

を確保、不正確な登録等の防止･発見対策について強化

が図られています。発注機関担当者の皆様方には、確

認のためお手間を取らせることになりますが、趣旨を

ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いします。 

 

2.4　自社データが閲覧･ダウンロード可能なシステム 

自社で登録したデータを見たいという要望にお答え

して、新しいシステムでは過去の登録分ならびにその

登録の各段階のすべてが検索して閲覧ならびにデータ

のダウンロードを行うことができるようになります。 

①　一覧形式 

過去の実績データの登録番号、登録種別、件名など

が一覧形式で表示されます。 

②　全文形式 

過去の実績データが登録されている種別ごとに全て

の項目について表示されます。 

 

2.5　その他の主な特徴 

その他の主な特徴として以下のものがあります。 

・請負金額が500万円以上の工事については、全て同じ

条件での登録が可能となります。 

・「建設実績技術者ID」によって技術者の実績が一元

的に管理されます。 

 

3．おわりに 

新しい登録システムの操作方法、関連情報などの詳

細についてはJACICホームページhttp://www.jacic.or.jp 

でお知らせしておりますので有効にご活用ください。 

 

JACICではコリンズ・テクリスの新しいシステムの

運用をはじめ、時代の変化、社会要請に応じた的確な

建設情報の提供に、今後とも、努力していきたいと考

えています。企業関係者、発注者など関係の皆様方の

忌憚のないご意見をお待ちしています。 

 

（コリンズ・テクリスセンター長　猪股　純） 

図２　通知書「登録のための確認のお願い」の例 
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ITマネジメント賞は、（社）全国土木施工管理技士会

連合会（協賛：（財）日本建設情報総合センター、（社）

日本土木工業協会）が募集するもので、平成18年度の募

集からJACICが協賛し、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もしくはその併用例などをITマネ

ジメント部門として論文の対象に含めて募集したもので

す。 

第２回ITマネジメント賞は、『GPSを利用した「NSP

システム」による情報化施工』（（株）NIPPOコーポレー

ション中澤穣様、赤田淳様）に決まり、平成20年５月30

日（金）に表彰式が行われました。 

なお、受賞論文の概要は以下のとおりです。 

アスファルト舗装工事で平坦性を確保するには、路盤

工の高さを押さえ、平坦性に留意しながら順次各層を構

築し、最上層の表層へと繋げます。路盤工は、路盤材の 

 

敷均し、転圧作業において丁張からの下がりを繰り返

し測定しながら仕上げていくが、丁張と丁張の間（10ｍ）

は、下がり測定ができないので、グレーダオペレータ

の経験に頼ることとなります。論文では、上層路盤工

の仕上がり高さ精度を確保するため、「NSPシステム」

を活用し、熟練オペレータの技術を上回る精度の仕上

げができたとしています。 

NSPシステム：施工機械に入力した三次元設計デー

タをもとに、人工衛星（GPS、GLONASS）を

利用した測位情報とゾーンレーザ技術を組み合

わせて、グレーダやフィニッシャ等の施工機械

の敷均し高さを自動制御し、オペレータの技術

に拘わらず高精度な舗装の仕上がりを可能にし

たシステムです。 

 

（経営企画部　参事　満田広司） 

２００８.７月号 

 

平成19年度  ITマネジメント賞 

NSPシステム概要図 
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標　準　部 

JACIC紹介 

1．建設情報標準化委員会 

建設生産プロセスでは、組織間、事業段階間で膨大な

情報を交換していますが、これらの情報を、電子的に共

有、連携することで、コスト縮減、品質確保、事業執行

の効率化を達成することが求められています。情報の交

換、共有、連携を円滑に行うためには、情報の標準化な

どの基盤整備が重要であり、標準化の効果は、その対象

範囲が国土交通省から建設分野全体に広がることにより

一層高まります。 

この観点から、JACICでは、建設情報分野の標準化を

幅広く推進していく専門部署として平成12年４月に標準

部を設置しました。また、同年10月には、産学官メンバ

ーで構成する「建設情報標準化委員会」を設置し、三箇

年計画に基づいて標準化活動を推進してきました。 

現在は、第三次計画に基づき、下図に示す３つの小委

員会と、その下にWG等を設けて、のべ200名以上の委員

にご協力いただき、年間70回以上の会議を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALS/ECの取り組みでは、電子納品が定着して電子

成果が蓄積されつつあります。これを維持管理フェーズ

等の下流工程で一層利活用するための検討が電子成果高

度利用小委員会の大きなテーマです。 

これまでの標準化活動で、２次元CADデータの交換

標準はほぼ完成しました。そこで、図面／モデル情報交

換小委員会では、より高度な情報連携が可能となる３次

元CADやモデルといった新技術の標準化の検討を開始

しました。 

また今後は、河川や道路などの分野ごと、また国や地

方などの管理主体ごとに作られた別々のシステムを連携

して、総合的な国土管理に役立てることが必要です。情

報連携基盤小委員会では、これらの異なるデータベース

群の連携を実現するために必要な基盤の検討を行ってい

ます。 

発注者、施工者、設計コンサル、ソフトベンダー、研

究者、学識経験者等、多様な関係者が一堂に会して、

協働で建設分野に共通の標準を議論し、開発して行く

組織は、この委員会以外にはほとんどないことから、

その活動には大きな期待と責任がかけられていると認

識しているところです。 

 

2．建設情報標準化セミナー 

このように標準化活動は大変重要な仕事ですが、残

念ながら標準の重要性は一般にはなかなか理解されま

せん。そこで、建設分野での標準の重要性と、委員会

で開発された標準の普及を図るため、年2回「建設情報

標準化セミナー」を開催しています。毎回150名から

200名の参加者があり、セミナーの内容は、JACICホー

ムページのWebセミナーとして、動画でも見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．アジア建設IT円卓会議 

標準部では、建設情報の標準化の業務のほかに、建

設IT分野の最新動向の調査や、新技術等の自主研究な

どを行っています。 

また平成18年１月には、土木学会情報利用技術委員

会と共催で、「アジア建設IT円卓会議」を立ち上げま

した。建設分野へのICTの利用に関して、中国や韓国

などのアジア各国の専門家との間で毎年1回会議を開催

して活発な議論を行い、情報交換を行うとともに、共

通の問題を協働で解決するための活動を行っています。 

活動内容と成果は、JACICホームページの「アジア

建設IT会議」のページに記載していますのでご参照く

ださい。 

 

（標準部長　秋山　実） 

建設情報標準化セミナー 

建設情報標準化委員会の組織体制 

小委員長：今井達夫　千葉工業大学　准教授 

委員長： 
中村英夫　武蔵工業大学学長 

小委員長：島崎敏一　日本大学　教授 

小委員長：柴崎亮介　東京大学　教授 

電子成果高度利用小委員会 

図面/モデル情報交換小委員会 

情報連携基盤小委員会 

幹事会 

事務局 

建設情報標準化委員会 
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1．はじめに 

CALSとは、企業・機関における継続的な調達を通じ

て成果品を活用する取り組みのことで、具体には、情報

の交換・共有、連携を可能にして製品などの開発期間の

短縮、コストの縮減、生産性の向上、等を図る取り組み

であり、そのための環境です。 

建設分野におけるCALSは、公共事業にその概念を導

入して、組織間や事業段階間での情報交換・共有・連携

を図り、透明性の確保、総建設費の縮減、品質の確保・

向上並びに事業執行の効率化を目指すものです。 

 

2．CALS/EC部の沿革 

平成７年５月に建設省が「公共事業支援統合システム

研究会」を発足させたのを受けて、平成８年２月、

JACIC内に建設CALS/ECセンターが設置され、設計、

入札、契約、工事施工等の各フェーズにおける電子化に

必要なシステム・基準の整備に係る調査、研究、開発を

行ってきました。 

一方、公共事業の約７割を占める地方公共団体の

CALS/EC導入ニーズに応え、その円滑な導入・定着を

推進することを目的として、平成13年４月、CALS/EC

推進室が設置されました。 

CALS/EC部は、上述の2組織を母体として、平成13年

11月に設置されました。 

 

3．業務概要 

CALS/EC部は、文字通り建設CALSの推進のため、

大きく分けて、電子調達及び電子納品並びにCALS/EC

全般の普及に取り組んでいます。 

３－１　電子調達 

●電子入札システム等開発 

国土交通省が無償公開した電子入札システムをベース

に、各公共発注機関に適用可能な汎用性の高い「電子入

札コアシステム」を開発、提供してきており、現在も、

電子入札コアシステム開発コンソーシアムを設け、多く

の公共発注機関や応札者の要望に基づいて機能の追加、

向上を図っています。また、関連するシステムとして入

札説明書等の設計図書を電子的に提供するシステム（入

札説明書等ダウンロードシステム）の開発、導入支援を

行っています。 

●入札情報提供サービス（統合PPI） 

国、地方公共団体を問わず多数の発注機関の入札情報

を統合的に掲載することにより、国民及び入札参加希望

者が工事、業務の発注見通しや入札公告等の情報を入手

する際の手間を軽減するためのポータルサイトを開発し、

運営しています。 

昨年７月から、それまでの岐阜県、山梨県等の地方公

共団体に加え、国土交通省及び沖縄総合事務局が、本年

４月からは農林水産省の入札情報が、閲覧できるように

なりました。 

３－２　電子納品 

●電子納品要領、基準、ガイドライン 

データの利活用のためには工事及び業務の成果品が正

しく電子的に納品されることが必要であることから、各

種要領等の策定支援を行っています。これまでに、土木

設計業務等の電子納品要領（案）、工事完成図書の電子

納品要領（案）、CAD製図基準（案）等の各種要領、基準、

ガイドライン作成の支援を行い、現在も運用上の課題を

踏まえた改訂等に向けた調査研究を行っています。 

●情報共有システム 

情報共有の目的は、それにより業務プロセスの効率化

を図ることにあります。工事施工中における受発注者間

情報共有システムの実証実験の支援、システムが実装す

べき機能要件等の改良等について、また普及、利便性の

向上について、調査研究を行っています。 

●CADデータ交換標準 

CADデータは、フェーズを越えて最も利用されるデ

ータの一つであり、CADソフトによらずデータ交換が

可能であることが必要です。このため、国際標準に準拠

したCADデータ交換標準（SXF）の策定を進めてきて

おり、２次元CADについては、SXF VER.3.1として完成

を見ました。今後は、数量の自動算出を目的とした属性

情報の交換、GIS等関連ソフトとの連携等についてCAD

データの高度利用を目指して調査研究を行っていきます。 

３－３普及展開等 

●CALS/EC地方普及展開 

「CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）」

（平成13年６月　国土交通省）に基づく、地方での

CALS/ECの実現に向け、地方版CALS/EC推進協議会、

地方版CALS/ECアクションプログラムの策定、改訂支

援等の諸活動を行っています。 

また、CALS/EC & 建設ITの展示会、セミナーとし

て「CALS/EC MESSE」を企画、開催しています。  

●国際機関等との連携 

システムやデータの汎用性を確保するためには標準へ

の準拠が重要であることから、以下のような会議に参加

し、国際標準策定に貢献しています。 

・ISO TC184/SC4（製造業分野での製品モデルデータ

国際標準規格を審議する会議） 

・UN/CEFACT TBG6（貿易簡易化と電子ビジネスの

ための国連センター） 

 

4．業務執行体制 

平成20年６月現在、部長、電子納品室長、２名の次長、

６班体制で業務に臨んでいます。 

（CALS/EC部　次長　山下郁夫） 

CALS/EC部 
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本研究では、ソーシャルキャピタルを醸成しつつ基準

点が管理できるしくみつくりを目的とし、埼玉県GIS普

及推進研究会および、GISデータ流通のためのNPO法人

GISパートナーシップの協力を得て、埼玉県基準点管理

研究会を組織し、システムの実運用を視野に入れ、以下

の３項目につき、研究開発を行った。 

①Web-GISによる基準点情報の時空間管理システムの研

究開発 

②QRコードを用いた携帯電話による基準点情報・わが

まち情報取得システムの研究開発 

③本システムによる測量コスト低減効果の計測 

①については、データベースと電子国土を用いて基準点

を管理し、利用者がWebを介して対象地域の基準点を

検索、表示できるシステムを構築する。基準点は、座

標とともに設置日、亡失日、改算日等も管理し、任意

の時点で有効な基準点を検索できるよう時空間で管理

できるシステムを電子国土により構築した。 

②については、QRコード読取機能付き携帯電話により

基準点に付与したQRコードを読み取り、そのキーコ

ードを認識して、サーバで管理されている基準点情報

を現地で取得でき、さらに観光・史跡・安心安全・バ

リアフリー情報などのわが町情報が管理できるシステ

ムを構築した。 

　　基準点を住民参加で管理する場合、基準点が魅力あ

るものにするためには、周辺の史跡などの情報と連携

させて管理させる事が必要とされる。 

　　本研究においては、熊谷直実800年忌を機に開催さ

れる、「直実・蓮生まつり」（平成19年10月27日開催）

に全国の熊谷一族や一般市民が熊谷直実に思いをいだ

いて熊谷市内の菩提寺に集まる機会を利用し、市民で

構成されるまつりの実行委員会において、対象地域に

おける熊谷直実および武蔵武士のゆかりの地について

の議論を経て、33地点のQRコード貼付予定地点を設

定し、その周辺の基準点を特定した。熊谷市の文化財

についてはQRコードの貼付許可が得られたものの、

民地がほとんどであり、実際に貼り付ける交渉は難航

している。プロジェクト終了後も交渉は継続している。

しかしながら、QRコードを貼り付ける場所を選定す

るフェーズ、貼付許可を得るフェーズにおいて、これ

まで基準点と接点がなかった市民に基準点の存在、

重要性を認知させたことは、基準点が情報発信する

ためのトリガーになり得ることを示した。具体的な

取り組みとしては、毎年６月３日の測量の日に基準

点に感謝するイベントとして基準点一斉調査（仮称）

を開催し、定期的に亡失の調査を行うことが提案さ

れた。また、基準点の移動については現状、３級以

上の公共基準点で行われる管理手法を適用すること

が提案され、今後、行政との検討課題とする。 

③については、越谷市および旧川里町において地籍管

理業務を対象として、従来の測量手順によるコストと、

本システムの利用を想定し、既設の基準点情報を再

利用した場合の測量コストを比較し、本システムに

よる測量コストの低減効果を計測することを試みた

が想定要素が多く説得性を持たせるためには今後の

検討が必要である。 

 

以上の結果を基に、４回の埼玉県基準点管理研究会

を開催し、同じ場所で関係者の意見を得ながら、基準

点管理のあり方に付き、NPO法人基準点管理センター

（産官学民で運営される事を想定）を置き、自治体と

調整しながら基準点管理上発生する作業のオーガナイズ、

基準点データベースの管理を行う）ことを提案した。

なお、このセンターについては、プロジェクト終了後、

自治体、測量設計業協会、土地家屋調査士会、まちづ

くりNPO等による構成される基準点管理研究会で継続

的に議論し実証実験を行うことにより具体化するとした。 

研究助成成果概要 

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に関する研究 

立正大学地球環境学部 

後藤　真太郎 

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

18年度には12件の研究助成を実施し、平成19年11月

に「第5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7件の研究について、

２月号から順次研究助成成果概要を掲載しています。 

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。 

　http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html 

また、平成18年度の研究助成をまとめた報告書を

ご希望の方は、経営企画部（03-3584-2404）までご

連絡ください。 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 
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JACIC東北地方センタ－ではコリンズ・テクリス

の登録等における問い合わせやCALS/EC推進のた

めの電子入札、電子納品講習会等を実施しておりま

す。 

今回は「電子入札コアシステムのJRE6.0バージョ

ンアップに関する会議」と「EE東北’08への出展」

を紹介いたします。 

 

■電子入札コアシステムのJRE6.0バージョンアッ

プに関する会議 

この会議は、電子入札コアシステムのJRE6.0バー

ジョンアップに伴う応札者の混乱を最小限に抑える

ために、東北管内で同時期にJRE6.0への対応を行っ

ていただくための日程調整等を行うことを目的とし

て、東北５県と仙台市のご担当者様にお集まりいた

だき開催いたしました。 

事前ヒアリング事項をもとに、JRE6.0への対応時

期、応札者へのアナウンス方法、認証局との連携確

認の実施予定等を確認する場となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「EE東北’08」への出展 

「夢ひろげ　未来につなぐ　新技術」をキャッチ

フレ－ズに建設技術に係わる新技術・新材料・新工

法その他、時代のニーズに対応して開発された新技

術を公開する「EE東北’08」が６月４、５日の２日間、

夢メッセみやぎ（仙台市宮城野区）で開催され、東

北地方センタ－では、移動コスト縮減の｢電子入札

コアシステム｣、資源のリサイクルの推進や資源の

循環活用を図る｢建設副産物及び建設発生土情報交

換システム｣、災害復旧業務の効率化や迅速化を図

る「災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）」を

展示いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154名の方にご来場いただきまして、展示パネル

の閲覧や各システムの操作体験をしていただきまし

た。活用法に関するお問い合わせや要望など、ユー

ザーの方々の貴重なご意見を伺うことができました。 

 

（東北地方センター長　田中正人） 

東北地方センタ－活動報告 

２００８.７月号 

地方便り 

会議の状況 

展示ブースの状況 

団体名 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田県 

山形県 

宮城県仙台市 

【合計】５県１政令市 

参加者数 

２名 

１名 

２名 

２名 

２名 

２名 

１１名 

会議参加者数 －7－



２００８.７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） 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成２０年７月１日発行　第三種郵便物認可 

■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

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）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

 
回　　　答 

　添付するファイルの形式については、各発注者の定める電子入札

運用基準（※）によるほか、入札説明書等により指定される場合があ

ります。また、添付するファイルの内容は、案件ごとに異なります

ので、対象案件の入札説明書等をお読み願います。ご不明点は対象

案件の発注者に直接お問い合せ下さい。 

（※）電子入札運用基準は、e-BISCセンターホームページ左MENU

「・国土交通省電子入札運用基準【工事・業務】」または「・

国土交通省電子入札運用基準【物品・役務】」をご覧下さい。 

　なお、添付ファイルに関しては、次の事項にご注意下さい。 

①ファイル容量の制限（複数ファイル添付の場合は合計値） 

【工事・業務】の場合は、対象案件毎に３MBまたは１MBです。

対象案件の容量制限を「調達案件概要画面」にてご確認下さい。 

【物品・役務】の場合は、全ての案件で１MBです。 

②ファイル名使用文字の制限 

　ファイル名に機種依存文字等を使用した場合、発注者側で対象フ

ァイルが表示できないなどの不具合が生じる場合があります。具体

例は、e-BISCセンターホームページ 左MENU「使用文字に関する

注意点」をご覧下さい。 

質　　　問 

「競争参加資格確認申請書」

「参加表明書」「技術資料」

「提案書等」などに添付する

ファイルの形式や内容、注意

事項について教えてください。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

 

     工事・業務 

     物品・役務 

     共通 

 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

 

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。 5月のニュースから 

【公募情報（国・独法等）】   131件　【公募情報（地方公共団体）】  1887件 

【建設行政ニュース】 

２日　変わります！国土交通省の広報・広聴　～広報改革に

取り組んでいきます～ （大臣官房） 

８日　緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の発足について 

 （河川局） 

14日　建設業許可業者数調査の結果について　～建設業許可

業者の現況（平成20年３月末現在）～ （総合政策局） 

19日　飲酒運転根絶に向けた公共交通機関等の活用促進対策

に関する調査研究報告書　～飲酒運転根絶を目的とし

たサービスモデル創出の検討～ （総合政策局） 

19日　北上川水系葛根田川で発生した大規模崩壊に対する直

轄事業による砂防災害関連緊急事業の採択について 

 （河川局） 

22日　「気候変動等によるリスクを踏まえた総合的水資源マ

ネジメント」について（中間とりまとめ）を公表します 

 （土地・水資源局） 

27日　平成19年度国土施策創発調査「維持・存続が危ぶまれ

る集落の新たな地域運営と資源活用に関する方策検

討調査」最終報告の発表 （国土計画局） 

29日　地理空間情報の位置の規準となる基盤地図情報の提供を

大幅に拡充　～だれでも使える「共通白地図データー」～ 

 （国土地理院） 

29日　国連「水と衛生に関する諮問委員会」「日本との対

話」の結果について（お知らせ） （土地・水資源局） 

29日　電子納品要領・規準類及びCAD製図規準の改定につ

いて （大臣官房） 
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