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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、事務局：JACIC標準部）は、平成20年６月17日（火）

アジュール竹芝にて第17回委員会を開催しました。今回

は2007年度活動報告と委員会名称の変更が中心議題でした。

以下は委員会の内容報告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1．委員会名称の変更 
委員会の検討範囲が、社会基盤のライフサイクル全般

にわたり共有・交換される情報を対象としていることを

明示するため、委員会名称を平成20年７月から「社会基

盤情報標準化委員会」と変更することになりました。こ

の名称変更にともない委員会規約等も関連する条項を変

更することになりましたが、委員会の通算回数だけは継

承することとなります。 

2．２００７年度各小委員会の活動報告 
2007年度（07年７月～08年６月）は第三次推進計画の

１年目にあたりましたが、以下の３つの小委員会の活動

内容・成果がそれぞれ報告されました。 

（1）電子成果高度利用小委員会 

　　　　（小委員長：島崎敏一日本大学教授） 

この小委員会では、主として電子納品要領の改定案を 

 

 

 

 

 

 

 

検討して来ましたが、以下の４要領・基準について成案

を作成したことが報告されました。 

「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）」 

「工事写真管理基準（案）」 

「CAD製図基準（案）」これらの要領・基準（案）は平成

20年度に順次国土交通省にて適用になることが決まっ

ています。 

 この他に「道路設計用三次元拡張DMデータ作成仕様

（案）」や工事情報共有システムに有効なXMLの検討

が行われたことが報告されました。 

（２）図面/モデル情報交換小委員会 

　　　　　（小委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授） 

この小委員会の検討範囲はCADデータ交換標準(SXF)

に関するものや三次元情報が中心です。2007年度には、「道

路横断形状データ交換標準(素案)」が策定されました。こ

れは2006年度策定された「道路中心線形データ交換標準(案)」

を拡張したもので、道路設計における三次元データの活

用に寄与するものと考えられています。 

（３）情報連携基盤小委員会 

　　　　（小委員長：柴崎亮介東京大学教授） 

この小委員会は第三次より新設された小委員会で、よ

り要素技術に近いところの技術的な検討を行っています。 

2007年度では、「建設XML記述ガイドライン（案）」の

検討を行いました。これが公表されますとXML開発者に

とってはガイドとなるものと考えられます。 

 

3．関連事業の紹介等 

今回は、島根県土木部より石倉主任に来て頂き、島根

県の電子納品の開始にともない工夫された事例を聞かせ

て頂きました。 

委員会に関連する詳細や記者発表資料に関しては、以

下のホームページで参照してください。 

 

http://www.jacic.or.jp/hyojun/committee.htm 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

 

建設情報標準化委員会（新名称：社会基盤情報標準化委員会） 
（第17回）開催報告 

ニュースと解説 

委員会開催状況 

WG

WG

WG

電子成果高度利用小委員会 

情報連携基盤小委員会 

図面／モデル情報交換標準小委員会 

建設情報標準化委員会 

図　委員会の活動体制 
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２００８.８月号 

 

社会基盤情報標準化委員会の2007年度（平成19年

７月～平成20年６月）検討標準から、次の２つにつ

いて概説します。 

 

1．ＸＭＬ記述仕様の考え方について 

情報技術分野ではXML（Extensible Markup 

Language）という記述法の有用性が一般に認められ

ていますが、建設分野の情報システムにおいても多

く採用されるようになりました。ところがこの記述

法は、自由なるがゆえに用語の不統一をそのまま持

ち込んだものになっているのが現状です。同じ言葉

で意味するものが違うケースや、以前に開発された

XMLタグには日本語が多用されている一方、最近の

ものは英語が主流になっているという不一致も見ら

れます。 

どのようなアプリケーションソフトを使っていて

もデータをやりとり出来ることがXMLの目的・利点

だとすれば、現在のような利用方法では効果が半減

してしまいます。そこで、建設分野の情報システム

で使うXMLについて記述ルールを決めることになり

ました。 

この考えに基づき、情報連携基盤小委員会傘下の

建設XML検討WG（座長：田中成典関西大学教授）

では、2007年度の活動として『建設分野における

XML記述仕様の考え方（案）』を検討しました。こ

の中で「タグ名には英語を使用する」「ISOなどの国

際標準の規定がある場合はそれを守る」という内容

をまとめました。このルールは、今後新たに作成し

たり改訂するXML記述仕様に適用することとしてお

り、緩やかな標準として打ち出すものです。 

2008年度は、実際のシステムにおけるXML記述仕

様の事例を収集し、共通に利用できるタグ名や用語

を選定し、中核となる推奨用語としてとりまとめ、

提示していく計画です。 

2．建設レジストリ・ポータルの検討 

情報連携基盤小委員会傘下の建設レジストリ・

ポータル検討WG（座長：堀内一東京国際大学教授）

における検討内容を解説します。 

建設レジストリ・ポータル検討WGでは、民間団

体のLCDM推進フォーラムと協同しながら「レジ

ストリ・ポータル」の推進活動に取り組んでいます。

この「レジストリ・ポータル」という仕組みは、

これまでとは違う発想を含んでいるため、なかな

か理解を得られないと言われています。 

レジストリはデータの形態を表すデータ仕様な

どが登録されたもので、ポータルはデータを取得

する場合の仲介所の役割を果たすものです。 

これまでの標準化活動では、関係者を一つのテ

ーブルに集め、時間をかけてでも何とか合意でき

るものを標準ルールとして調整し、策定していく

というやり方がほとんどでした。他方、レジストリ・

ポータルの発想は「標準的なものが出来ていなく

ても仕様だけでも公開する。そうすれば各開発者

が異なる仕様を理解し、他のデータと共通に使用

することができる」というものです。 

両者は相容れないように思えますが、社会基盤

情報標準化委員会の目的である「円滑な電子デー

タ流通の構築」と「統合的な電子データ利用環境

の創出」を実現するためにはどちらも有効な手段

です。 

2007年度はレジストリ登録・検索システムのプ

ロトタイプを開発し、検討を重ねてきました。

2008年度は登録サイトの開設に向けて検討を進め

る計画です。 

（標準部　主任研究員　勝部義生  

研究員　木全知子） 

 

2007年度 委員会検討標準の解説 
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2007年度の JACIC　NET 会員のメニユー別利用状況

を報告します。 

 

1．会員数およびアクセス数 

2007年度３月末の会員数は1,684であり、全体アクセス

数は前年度比12％減の182万アクセスでした（前年度は

206万アクセス）。 

会員区分別で示すと 図－１のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１から、建設業が全体アクセス数の76％強に相当

する139万アクセスと圧倒的に多い状況です。以下コン

サルが約21万アクセス、その他が12万アクセスと続いて

います。 

会員区分別のアクセス数の増減率は表のとおりです。

全アクセス数は12％強減少しました。その中でコンサル

が16.8％増、独立行政法人が7.9％増となり、建設業にお

けるアクセス数の減率18.4％は会員数の減小も一因であり、

コリンズ・テクリス検索の低下が大きいと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．メニュー別アクセス数 

JACIC　NETのメニューは大きく分けて以下の６種類

に分類できます。各メニューの詳細は以下のURLを参照

願います。 

http:/www.jacicnet.jacic.or.jp/j00/service/ 

このメニュー別アクセス数を整理すると、図－２の

ようになりますが、中でも圧倒的なアクセス数を占め

ているのはコリンズ・テクリス検索です。実に全体の

約68％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．月別アクセス数 

月別アクセス数を示すと図－３のようになります。

2006年までは、一般検索では「詳細」を提供していま

せんでしたが、2007年度から「詳細」の提供を開始し

たことにより調査方法を変更しましたので数値がかわ

りました。　2008年2月の38.6万アクセスが最高で、ア

クセス数が年度末に集中する現象に変わって来ました。 

  

　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も会員の皆様へ、価値ある情報を提供していき

ますので、どうぞご利用下さい。 

お問い合わせは、JACIC NETヘルプデスクまで 

TEL：03-3584-3250/E-mail：jacicnet@jacic.or.jp 

（総務部　主事　原　國晃） 

２００８.８月号 

 

2007年度  JACIC  NET  利用状況 
JACIC便り 

図－１　会員区分別アクセス数 
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一般建設業 コンサル 国交省 地方自治体 独立法人 その他 

会員区分 

会員区分別アクセス数 

2006年度　　2007年度 

会 員 区 分 

一般建設業 

コンサルタント 

国土交通省 

地方自治体 

独立行政法人 

そ　の　他 

増 減 率（％） 

－18.4 

16.8 

－13.8 

－3.7 

7.9 

－15.1

表　 会員区分別の増減率 

コリンズ・テクリ 
ス検索（68.2％） 

発注情報 
（8.9％） 

人事情報 
（3.7％） 

ニュース等 
（3.6％） 

予算 
（0.3％） 

データベース 
（15.3％） 

総アクセス数 
1,627,204回 

図―３　月別アクセス数 
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月別アクセス数 

月　　別 

07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 08.01 08.02 08.03

図－２　メニュー別アクセス 
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２００８.８月号 

経営企画部 

JACIC紹介 

1．はじめに 

企画調整部は、昭和60年11月のJACIC発足以来、

当センターの公益事業、広報事業、出版事業、業務

運営に関する業務の技術管理及び品質管理等を行っ

てきました。 

しかし、建設分野を取り巻く状況は大きく変化し

ており、このような変化に迅速かつ適切に対応する

ことが当センターにおいても求められています。こ

のため公益法人として中立性、公平性、守秘性の一

層の確保を図るとともに、品質管理、コスト管理、

技術開発力等の強化に取り組み、企画競争等の社会

環境変化に耐え得る経営組織体制を整備するととも

に、社会的責任を果たし、広く公益な成果の提供を 

 

推進する業務運営の充実に努めるために企画調整部

を廃止し、経営企画部が設置されました。 

 

2．業務概要 

当部は、公益事業、広報事業、出版事業、業務運

営に関する業務の技術管理及び品質管理の外、当セ

ンター事業計画管理、知的財産管理、研究助成、技

術系職員の技術力向上支援、企画提案力向上策等、

主にセンターの企画運営を行っています。 

（経営企画部長　前田安信） 

システム運用部 

「システム運用部」の設置 

昭和60年11月のJACIC発足以来続いてきた「情報

管理部」は廃止となり、平成20年６月１日から「シ

ステム運用部」が設置されました。 

「システム運用部」は、JACIC内の様々な事業シ

ステムやネットワークを構築・管理することとして、

順次業務を拡充する予定です。 

当面は、旧「情報管理部」で担当してきた「JACIC

ホームページ」、「JACIC NET」、「入札情報サー

ビス」、「コリンズ・テクリス」、組織内ネットワー

ク管理などを担当します。 

 

また同時に、旧「情報管理部」で担当してきた様々

なホームページのコンテンツ、メールマガジン「JACIC 

quick report」の配信やJACIC NETのコンテンツに

ついては、総務部で担当することとなりました。 

これらの改組により、効率的な運用と、情報提供

の向上を図ってゆくこととしています。  

なお、情報提供の問い合せ、申し込み窓口の連絡

先は、従来の通りで、変更はありません。 

（システム運用部　次長　鈴木興道） 
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２００８.８月号 

本研究課題では、我々研究グループがかねてより開発

してきた、建設需要や建築物の寿命とその地理分布、商

習慣、政策やリサイクル技術の発達といった各種要因を

統合的にモデル化した資源循環シミュレータecoMAを

基盤として研究が進められる。このシミュレータ

ecoMAは、各建設会社がある時点で稼動している複数

の現場情報を入力して、その各現場の位置情報、材料投

入特性と意思決定とに起因する環境負荷を評価できると

いう特徴がある。 

そこで、上述システムをGISと連携させることで、建

設企業の廃棄物管理に資するコンクリート系建設材料の

廃棄物発生の地理的分布とその輸送状況についてGIS上

にデータ整備と可視化を行い、統計データを建設企業や

自治体にとって利用しやすい形で整備すると共に、顧客

や市民に視覚的に分かりやすく提示出来るようにするこ

とを目的とする。 

この目的を達成するために下記のような調査・開発を

おこなった。 

①　GIS統計調査とフィールド調査 

②　GISを用いた道路距離データベース作成法の確立 

③　ecoMAとGISの連携と可視化手法の検討 

ecoMAのシミュレーションを正確に実行する上で、

ecoMA上に存在する各工場間の輸送コストの違いは、

取引工場間の距離、すなわち、工場の空間配置に大きく

影響する。そこで、我々は関係協会のとりまとめる統計

情報、および、関係団体、業者などの個別調査・ヒアリ

ングなどから、可能な限りの実態に即した統計情報を入

手した。ecoMAに必要であり今回入手されたデータと

しては、位置（住所）・組合境界線・製品生産量・エネ

ルギー消費などといった情報であり、得られた統計デー

タは適切に分類され、ecoMAへ入力可能な形に変換を

行った。これらデータを利用したGISとの連携のためには、

輸送に関する地理的情報の処理方法を検討する必要があ

った。 

これまでのecoMAにおける地理因子の入力・解析・

出力の各段階における問題点として、①距離計算を直線

距離からの推定値に頼っている、②工場の位置を標準地

域メッシュの中心点に換算してしまっている、③建設需

要の地理的な重み付け分布を人口重み付けからの推定に

頼っている、などといった点が挙げられ、これらのうち

本研究課題では①の問題点を解決するために、arcGISを

利用した道路距離の算出方法を検討した。 

具体的には、以下について検討をおこなった。 

・ArcGISを利用した手動道路距離の算出方法 

・ArcGISを利用した半自動型の道路距離算出方法 

・CSIS共同研究の枠組みの中で新たに利用可能となっ

たGISデータの中身の検討 

その結果、以下のような特徴をふまえた道路距離デー

タベースをecoMAに利用可能な形で整備できることが

判明した。 

・現実に即した道路距離であること 

・道路幅や一方通行など実際の道路における制約を考慮

した経路となっていること 

・日本の任意の２地点について、ecoMAで要求される

距離精度を持った結果となること 

arcGISを用いた道路距離計算の手法はほぼ自動化され

た形で作業可能となった。ecoMAで対象とされる工場

の住所データも、おおむね整備されつつあるので、今後

はそれらのecoMAデータベースへの取り込み作業を行

うことでデータの精緻化が完了すると考えられる。 

以上のように、資源循環シミュレーションシステム

ecoMAとGISを連携させることで、コンクリート系産業

の物流に起因する輸送をより正確に把握することが可能

となり、マテリアルフローの精緻な実態把握と将来予測

を実現するための成果が得られた。 

 

 
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） 

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 

研究助成成果概要 

東京大学助教授　野口貴文 
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第一回「国土交通地理空間情報プラットフォーム」フ

ォーラムが、平成20年6月12日（木）、東京大学生産技

術研究所大会議室において、東京大学空間情報科学研究

センターとJACIC、財団法人日本地図センターの共催で

開催されました。（参加者128名） 

「国土交通地理空間情報プラットフォーム」は、今ま

で国土交通省内のそれぞれの部局や施策ごとに個別に公

開されてきた情報を電子地図上で重ね合わせて見ること

ができるようにしたもので、4月30日に試作版が公開さ

れました。 

今回のフォーラムは、「国土交通地理空間情報プラッ

トフォーム」を通じて公開される情報をどのように団体

の活動やビジネスに役立てるかについてのアイデア、ま

た、そのためのプラットフォームのあり方、情報の載せ

方などについて、幅広く意見を交換することを目的に開

催したものです。 

プログラム前半は、東京大学空間情報科学研究センタ

ー長柴崎亮介氏による基調講演「国土交通省の地理空間

情報プラットフォームへの期待」と、国土交通省大臣官

房技術調査課調整官五道仁実氏による話題提供「国土交

通地理空間情報の公開と活用について」がありました。 

後半のパネルディスカッションは、座長：柴崎亮介氏

（前述）、パネラー：小林亘氏（国土技術政策総合研

究所）、北原敏夫氏（国土地理院）、中條覚氏（株式会

社三菱総合研究所）、中野理恵子氏（メディアアート

株式会社）、政木英一氏（国際航業株式会社）により

行われ、「多くの関係者が参入できるようにハードル

の低いシステムにする」「そのために必要なツールを

提供する」などの意見が交換され、気軽に参加できる

仕組みの重要性が認識されました。 

この機会に是非「国土交通地理空間情報プラットフ

ォーム」試作版を試してみてはいかがでしょうか。

URLはhttp://www.spat.nilim.go.jp/home/です。 

（GIS研究部　主任研究員　石井義久） 

 

6月18日～20日の３日間、測量4団体共催による「地理

空間情報フォーラム2008」がパシフィコ横浜にて開催さ

れました。本フォーラムでは測量に係るシンポジウムや

セミナー、技術発表会等多数のプログラムが組まれ、そ

の一環として開催された「地理空間情報システム展2008」

に、JACICからGIS研究部・CALS/EC部が出展しました。 

GIS研究部は、様々な機関が作成した地図に関わる情

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「地理情報ワ

ンストップサービス」と災害査定業務の省力化・効率化

のため、断面図や査定設計書の作成を支援する「災害復

旧効率化支援システム（Photog-CAD）」の展示説明を主

に、GIS普及ビデオ（GIS導入市町村に見る活用事例）

およびGISノート（学習用GISアプリケーション）、各種

パンフレットの配布、書籍展示を行いました。 

第一回「国土交通地理空間情報プラットフォーム」 
フォーラム開催報告 

「地理空間情報フォーラム2008／地理空間情報 
システム展2008」への出展報告 

GISコーナー 

パネルディスカッションの様子 

体験コーナー 

質疑応答 

システム説明 
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CALS/EC 部は、CALS/ECを活用した効率的な公共

事業を遂行するための受発注者向けe-learning教材「CALS/EC

理解度チェックソフト2008年度版」の体験コーナーの設

置、CALS/ECに関する問合せ対応、書籍展示を行いま

した。 

出展ブースには業界関係者から学生まで幅広い方々

にご来場いただき、JACICが実施しているGISおよび

CALS/ECへの取組みに対し、一層の理解を深めてい

ただく場となりました。 

（GIS研究部　研究員　小早川雅行） 

e-BISCコーナー 

国土交通省の電子入札に関し、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ＦＡＱ（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 

 「Internet Explorer」をご利用の場合、以下にご注意ください。 

1.Cookieが有効か、2.JavaScriptが有効か、3.インターネットオプシ

ョンのセキュリティタブ内に信頼済みサイトとしてURL（https://e2acc01.e-

bisc.go.jp、https://e2odw.e-bisc.go.jp）が登録されているか 

　これらの設定が制限されている場合、電子入札システムが正常に

動作しない事があります。 

　また、セキュリティソフト等により端末やネットワーク内部で上

記の設定が制限されている場合もありますので併せてご確認ください。 

【物品・役務】において社内で複数枚のICカードをお持ちで、同じ

企業として同一発注機関に利用者登録を行った場合は、いずれのカ

ードも同じ企業IDが採番されます。 

　ただし、利用者登録で使用した資格審査登録番号が変更になった

場合、事前に資格審査登録番号の更新作業が必要です。利用者登録

実施前にe-BISCセンターホームページ 左MENU「【物品・役務】資格

審査登録番号が変更された場合の注意点」をご確認ください。 

質　　　問 

電子入札システムを利用する

にあたり、「Internet Explorer」

の設定で気を付けることはあ

りますか。 

 

 

 

 

社内で複数のICカードを持っ

ていますが、それぞれのICカ

ードで利用者登録を行なった

場合、電子入札システム【物

品・役務】の企業IDはどのよ

うに採番されますか。 

項　目 

 

 
 

     工事・業務 

     物品・役務 

     共通 

 

 

 

 

 
 

物品・役務 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

JACICnews７月号のニュースと解説「コリンズ・

テクリス「新しい登録システム」の運用開始」におい

て、６月30日に新しい登録システムの運用を開始した

旨の記事を掲載しましたが、新しいコリンズ・テクリ

ス機能に不安定さが発見され、取り除ききれないため、

リリースを延期いたしております。運用開始時期に記

事と相違が生じましたことをお詫び申し上げます。 

延期の時期については、今後調整し、ホームページ

等で、皆様にご案内いたします。 

なお、延期に伴い、６月19日（木）まで受付けていた、

オンライン登録、FD登録、代行入力は、６月30日（月）

に受付を再開いたしました。また、６月19日（木）ま

で利用されていた入力システムを再度６月30日から

ご利用いただいております。 

登録企業、関係団体、発注機関（国、県、市町村）

および、関係機関の皆様には多大なご迷惑をおかけし、

大変申し訳ありませんがご理解、ご協力をよろしく

お願い致します。 

記事の訂正とお詫び 

コリンズ・テクリス「新しい登録システム」のリリースの延期 
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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２０年８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

「電子入札システム操作講習会」の開催 

JACIC北陸地方センターでは、石川県・金沢市様から

の依頼を受けて、平成20年２月13日～２月29日にかけて

受注者向けの「電子入札システム操作講習会」を開催し

ました。 

石川県内の金沢市、輪島市、七尾市、小松市の４市に

おいて、２時間コースの講習会を合計30回開催したとこ

ろ、958名の方から受講していただき、今後さらなる電

子入札システムの普及促進に向けて大きな成果を得るこ

とができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習会では受講者の皆様一人一人に、実際にパソコン

を操作しながら電子入札システムを体験してもらおうと、

下図のようなJACICが保有する20台環境の電子入札コア

システムサーバーを現地に持ち込み、受講者用パソコン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18台を接続して、「利用者登録」から「落札結果の確認」

までの流れをリアルタイムに臨場感を持って体験してい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習会は前年度に引き続き開催されたものですが、今

回は主として各発注機関における一般土木C～Dランク・

冷暖房設備等の地域業者の方々を受講対象者とし、さら

には、今後の一般競争の拡大も視野に入れ、「通常型指

名競争入札方式」と「一般競争入札方式」の２方式の操

作講習を実施しました。 

受講者の方の中には、パソコン上級レベルの方から普

段はあまりパソコンを利用されたことのない方までおら

れましたが、受講者の操作フォローにヘルプアシスタン

トを配置して、無事スムーズに実施することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後には操作方法に関することや、電子入札システム

に関する日頃からの疑問点など、熱心な質疑応答も行わ

れました。今後も各発注機関や受注者側業団体等からこ

のような講習会等のニーズがあれば、積極的にお応えし

て行きたいと思っておりますので、遠慮無くお声かけい

ただければと思っております。 

（北陸地方センター長 穂苅正昭） 

北陸地方センター活動報告 

 

地方便り 

ヘルプアシスタントによる操作フォロー 

講習会の模様（金沢市会場） 
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