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平成２４年４月１日発行（毎月１回１日発行）

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から1年が経
過し、被災地では復旧・復興に向けての取組が進められ
ています。
（財）日本建設情報総合センター（JACIC）では、被災地
における復旧・復興等の支援に取組むと共に、11月10日
には仙台市においてJACICセミナー「東日本大震災にお
ける建設・地理空間分野の現状と対応」を開催し、約300
名の参加をいただきました。今後も引き続き支援の取組
を推進していきます。被災地の復旧・復興等に少しでも
役立てていただければ幸いです。
（1）災害査定を申請する市町村への支援
Photog-CADは、市販の家庭用デジタルカメラで撮影
した災害現場の情報を基に、公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法に基づく災害査定を受ける手続きを簡便に
支援するソフトウェアで、今般の震災では被災地域の市
町村に無償で配布しました。
新たな災害に備えて各地で講習会等を開催しています。
最近では2月9日富山県で開催された北陸ブロック災害復
旧事業会議に際して、国、地方公共団体および測量設計
関連企業から約70名の参加を得て、JACIC本部および北
陸地方センターの協同によるデモンストレーションを行
いました。
JACICでは、今後もPhotog-CADを通じて災害復旧・
査定業務を支援し、今回同様に要請があれば講習会等の
開催に応じていく予定です。　

システムを説明するJACIC職員

（2）宮城県内における災害査定・災害復旧工事の積算業
務支援
被災２週間後にはインターネット利用による積算ＡＳ
Ｐサービスを開始し、現在までに、(社)宮城県建設センター
等の職員が土木・漁業関係の災害査定積算に活用されて
います。さらに、上記の積算ＡＳＰサービスに加えて、
宮城県の複数の出先事務所に簡易サーバによる積算シス
テムの環境も構築し、災害査定積算の業務支援を行って
きたところです。

今回の積算業務支援を通じて、積算ＡＳＰサービスの
有効性を確認できたため、今後、起こりえる大災害への
備えとして、全国に向けた情報提供と普及に努めたいと
考えております。
（3）建設副産物（建設廃棄物）・建設発生土を処理する
市区町村への支援
建設副産物情報交換システム及び建設発生土情報交換
システムについては、震災復旧等の支援のため、平成23
年度の市区町村（政令市を除く）の利用を無料としてき
ました。対象地域については、建設廃棄物等の広域的な
処理を考慮して、全国とし、平成24年2月末現在、副産
物システムで79、発生土システムで289の市区町村でご
利用いただいております。
震災復旧等にさらに時間を要することから、平成24年
度においても市区町村（政令市を除く）の副産物・発生
土両システムの利用を無料にすることとしております。
（4）BCPサポートシステムプロジェクトによる支援
被災地では、限られた人員で輻輳する現場を効率的・
効果的にマネジメントすることが求められていることか
ら、CALSの成果を活かし、これまで構築・利用されて
きたサービスやシステムを、人（BCPサポーター）によっ
て繋げ、ワンストップサービスで被災自治体にサービス
を提供する仕組み（BCP：Business Continuity Plan　
事業継続計画）について提案しています。
本プロジェクトでは、BCPサポータが、受発注者の担
当者に現地で寄り添い、担当者の新たな業務の増加にな
らないよう日々の業務をサポートしていきます。
現在、東北地方整備局の５つの現場で取組を開始しま
した。
（5）災害復旧支援のための無償提供ソフト等のご紹介
災害復旧を支援するために、平成23年3月中旬より民
間企業等から無償提供されている建設関連(CALS/EC分
野)における設計支援、CAD等のソフトウェア・サービ
スなどをとりまとめてCALS/ECホームページでご紹介
しています。平成24年2月下旬でのアクセス数は約65,000
件と多くの方にご利用いただいております。

お問い合わせ先
詳細やご不明の点については、ホームページで記載さ
れているリンク先または問い合わせ先でご確認ください。
また、下記相談窓口までお問い合わせください。
JACIC被災地支援相談窓口（経営企画部）
TEL 03-3584-2404　FAX 03-3505-2966
相談窓口アドレス　saigai@jacic.or.jp
JACIC　HP　　http://www.jacic.or.jp/

（経営企画部　参事　福島康博）

東日本大震災から1年－被災地支援への取組－

ニュースと解説
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1. はじめに

　CALS/EC資格制度は、主に地方における公共事業発

注機関へのCALS/ECの普及・推進のための人材育成及

び情報の普及を図ることを目的として、平成13年度に創

設された民間資格です。一部の自治体において公共事業

にかかるITアドバイザーの基礎資格として認められてい

るほか、国土交通省「電子納品等運用ガイドライン」で

は電子納品に関する有資格者のひとつに数え上げられて

います。

CALS/EC資格制度には、CALS/ECインストラクター

（RCI）とCALS/ECエキスパート（RCE）の2種類があり、

JACIC理事長が資格認定を行い、社団法人建設コンサル

タンツ協会（以下、JCCA）に試験の実施及び資格登録

を委任しています。

2. 平成24年度「CALS/EC資格試験」の概要

　平成24年度の試験は、表1及び図1の要領・日程により

実施されます。

表1　平成24年度「CALS/EC資格試験」の要領

※1　試験は、「改訂－公共事業受発注者のためのーCALS/EC
ガイドブック」（財団法人経済調査会発行）及び同「改訂追
補版」テキストから出題される。なお、ガイドブック、テキストに
記載のある規程類（電子納品要領・基準類等）の内容も出
題範囲に含まれる。

※2　面接試験前にPC試験により「公共事業執行プロセスの理
解度」について確認する。

　

図1　平成24年度「CALS/EC資格試験」の日程

RCE試験では、面接試験前にPC試験により「公共事

業執行プロセスの理解度」について確認します。

両試験とも「改訂 －公共事業受発注者のための－

CALS/ECガイドブック」（財団法人経済調査会発行, 

http://book.kensetsu-plaza.com/details/index_166.html）

及び同「改訂追補版」を公式テキストとします。

3. おわりに

平成24年度の受験の手引き及び受験申込書等、試験の

詳細についてはJCCAが運営・管理する「CALS/EC資

格制度ホームページ」をご覧ください。

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

一人でも多くの方が、CALS/ECの有資格者として公

共事業受発注機関への導入支援などに関する様々な活動

に携わり、普及・推進の一翼を担うことを期待していま

す。

（CALS/EC部　主任研究員　奥田暁）

平成24年度「CALS/EC資格試験」のご案内

CALS/ECコーナー

参加機関等の区分 

学識者 
国の機関 
都道府県 
政令指定都市 
市町村 
独立行政法人 
株式会社・事業団 
業界団体 
合計 

コリンズ・テ
クリス 
１ 名 
５ 機関 

１８ 
５ 
３ 
５ 
３ 
５ 

４４ 

電子入札コア
システム 
１名 
５ 機関
機関
機関
機関
機関
機関
機関
機関

機関
機関
機関
機関
機関
機関
機関

 
３９ 
１２ 
１９ 
３ 
３ 
５ 

８６ 



２０１２.４月号

－3－

BCPサポートシステムプロジェクト
電子図書館サービスの構築

1. はじめに

　BCPサポートシステムは、新たにシステムを開発し、

そのシステムを試行し、普及・展開するものではありま

せん。日々進展するICTを最大限に活用し、既に存在す

る公共事業に係る複数のシステムと機能を、人＜BCPサ

ポータ＞によって繋げ、ワンストップサービスとして提

供することで、BPRの推進を図ることを目指したプロジェ

クトです。

　ここでは、BCPサポートシステムプロジェクトの主た

るサービスのひとつである電子図書館サービスを紹介し

ます。

2. 電子図書館サービス

　「電子図書館サービス」は、工事の「情報共有システム」

をベースに、電子成果品や電子情報を「いつでも、どこ

でも、いつもの（慣れている）」環境を提供することを基

本理念としたサービスを目指しています。

　本年度は、サービスの試行により、運用、管理、セキュ

リティ、利便性、不具合等の課題を確認、検証し、品質

向上を図りつつ、JACICの新たなサービスとして提供す

ることを目指しています。

　これまで実施した、被災地に寄り添った現地調査結果

より、

・技術関係図書（共通仕様書等）は電子化（PDF）されて

いるが、現場（臨場）に持参する場合を考えて印刷し、

ファイリングしているので従来の方が便利。

・河川台帳、河川整備台帳の利用目的と記載内容は、ほ

ぼ同じなので、一元化できると便利である。また、原本

のため一人しか現場に持参できない（複数現場に同時に

対応できない）。　等

　現場の方々が本当に困っていること、望んでいること、

期待している本音を伺うことができました。

3. 利用状況と導入効果

(1)利用状況

　平成23年12月上旬より、東北地方整備局の北上川下流

河川事務所をはじめとした５つの現場に「いつでも、ど

こでも、いつもの（慣れている）」環境を提供するために、

タブレット型端末（計11台）を導入しています。

　具体的な利用場面としては、①技術関係書籍（土木工

事共通仕様書）、②台帳（河川整備台帳）、③河川巡視

状況・結果の報告に活用していただいています。

(2)導入効果

　河川巡視状況・結果報告の作業は、外部に委託する場

合があります。今回の導入事例では、同作業を委託して

いるため、監督職員に加え、受託者においても同様のサー

ビスと環境を提供しています。

　従来では、受注者が日中に実施した河川巡視結果を受

けて、監督職員が指示・確認等を行うため、その後の出

張所長への報告が時間外になる場合が多かったと伺って

います。

維持管理業務への適用の可能性（例：道路巡回点検）
－電子図書館と写真管理サービス－

図 1　BCPプロジェクト（イメージ）

　導入事例では、受注者の河川巡視状況を発注者が瞬時

に把握・共有・一元管理できるため、指示・確認等をほ

ぼ同時に実施できるようになりました。

　これらの結果、発注者だけではなく、受注者の作業も

同時に効率化する効果が生まれています。（図１）

4. 今後の展望

　今後も現地に寄り添ったサービスを継続して行い、利

用者の皆様の新たな業務の増加にならないよう留意しつ

つ、日々の業務をサポートすることを通じて、効果を計

測し診断を行い、時間・空間を超え、同じ環境で業務を

実施するサービス（ワンストップサービス）を構築し、

・若手技術者の膨大な資料作成業務から開放し、現場で

学ぶ時間を増大させ、魅力ある職場の実現

・ベテラン技術者の技術の継承　等

に繋げていきたいと考えています。

　次回は、日々発生する膨大な現場写真を効率的に撮影・

整理・管理するための「写真管理サービス」について紹

介します。

（CALS/EC部　主任研究員　影山輝彰）

JACIC便り

①講演：「東日本大震災」の対応について　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省東北地方整備局企画部　企画調整官　池口　正晃

②講演：東北地方太平洋沖地震による地殻変動と基準点測量成果の改定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土地理院東北地方測量部　次長　　土井　弘充

③講演：東日本大震災における地理空間情報の貢献と今後の課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学空間情報科学研究センター　教授　　　柴崎　亮介

演題と講演者

CALS/ECコーナー
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平成23年度RCCM資格試験合格発表

平成23年11月13日（日）に実施された平成23年度の

RCCM資格試験の結果が、平成24年3月1日（木）に（社）建

設コンサルタンツ協会から発表されました。

受験者数は6,742名と昨年比で約23%増加しています。

合格者数は2,160名と昨年比で約37%増加しています。合

格率は32.0%で昨年より約3%高くなっています。平成3年

度から平成22年度までの平均合格率が約42%ですので、

昨年度からかなり低い合格率になっています。

受験者数が最も多かったのは道路部門で1,685名、最も

少なかったのは廃棄物部門で19名、新設されて3回目とな

る建設情報部門は128名でした。合格率が最も低かったの

は地質部門で20.0％、最も高かったのは電力土木部門で60.0%、

でした。平成3年度から実施されてきたRCCM資格試験の

合格者は累積で合計45,603名になりました。

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・

結果」に掲載しています。

（経営企画部　参事　矢田敬）

平成24年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の実施

平成24年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会は、全国各

地で７月に開催します。講習会の案内は５月初めに下記

のJACICホームページに掲載します。

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

● 開催地・開催日・会場：下表参照

● 受講料：10,000円（税込, テキスト代込, 昼食代除く）

● 講習会の問合先：（財）日本建設情報総合センター

　 RCCM講習会事務局（Tel.03-3584-2404）

● 試験の問合先：（社）建設コンサルタンツ協会ＲＣＣＭ

　 資格制度事務局（Tel. 03-3221-8855）

Photog-CAD 地方センターより（その１）

　JACICでは、9月から11月の間に開催された各地の技術

フェア等に、災害査定業務の支援ツールPhotog-CAD（フォ

トジー・キャド）を出展し、システムを紹介しました。

　Photog-CADは、市販の家庭用デジタルカメラで撮影

した災害現場の情報を基に、公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法に基づく災害査定を受ける手続きを簡便に

支援するソフトウェアで、今般の震災では被災地域の市

町村に無償で配布しています。

（１）土木学会平成23年度全国大会出展

　愛媛大学で開催された土木学会平成23年度全国大会に、

JACICの四国地方センターがPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年9月7日(水)・8日(木)・9日(金)　

場所：愛媛大学・城北キャンパス

主催：公益社団法人 土木学会

（２）九州建設技術フォーラム2011出展

　九州建設技術フォーラム2011に、JACICの九州地方セ

ンターがPhotog-CADを展示し、システム紹介のためプ

レゼンテーションも行いました（写真1）。

開催日：平成23年10月25日(火)

場所：福岡国際会議場

主催：九州建設技術フォーラム実行委員会

（３）建設技術フェア2011in中部出展

　建設技術フェア2011in中部に、JACICの中部地方センター

がPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年10月26日(水)・27日(木)　

開催場所：国土交通省 中部技術事務所構内

サブタイトル：豊かで安全なくらしと環境の調和をめ

ざして

キャッチフレーズ：くらしを支える新技術

　

　

写真1　プレゼンテーションの様子

　主催：建設技術フェアin中部 実行委員会

（４）建設技術展2011近畿出展

　建設技術展2011近畿に、JACICの近畿地方センターが

Photog-CADを展示しました。

開催日：平成23年11月1日(火)・2日(水)

場所：マイドームおおさか

サブタイトル：ええもん使こて、ええモン創ろ！

キャッチフレーズ：安全で安心できる社会の実現を

主催：日刊建設工業新聞社  社団法人 近畿建設協会

（５）けんせつフェアin 北陸2011出展

　けんせつフェアin 北陸2011に、JACICの北陸地方セン

ターがPhotog-CADを展示・実演し（写真2）、システム

紹介のためプレゼンテーションも行いました。

開催日：平成23年11月4日(金)・5日(土)

場所：新潟市産業振興センター

サブタイトル：みて、ふれて、知る新技術・新工法 

キャッチフレーズ：安全に暮らせる国土、活力ある社

会を支える建設技術

主催：けんせつフェアin 北陸実行委員会

　Photog-CADは写真測量技術とCAD機能により、被災

地の調査と設計・積算作業を効率的に行い、災害査定設

計書を簡便に作成するシステムです。5つの地域におい

てPhotog-CADを出展し、どの展示においても災害査定

業務の効率化に資すると、来場した皆様からご好評いた

だきました。

　JACICの地方センターでは、今後もPhotog-CADの普及・

広報活動を行ってまいります。

写真2　展示ブースの様子

（システム高度化研究部　主任研究員　瀧口博之）

部門別合格者数

部門名

河川、砂防及び海岸・海洋

港湾及び空港

電力土木

道路

鉄道

上水道及び工業用水道

下水道

農業土木

森林土木

造園

都市計画及び地方計画

地質

土質及び基礎

鋼構造及びコンクリート

トンネル

施工計画、施工設備及び積算

建設環境

機械

水産土木

電気電子

廃棄物

建設情報

合　　計

受験者数

1,090

131

20

1,685

36

306

381

289

156

70

257

190

451

682

43

341

262

20

35

150

19

128

6,742

合格者数

470

41

12

395

12

135

100

109

43

24

101

38

137

246

17

82

88

9

18

44

7

32

2,160

合格率

43.1

31.3

60.0

23.4

33.3

44.1

26.2

37.7

27.6

34.3

39.3

20.0

30.4

36.1

39.5

24.0

33.6

45.0

51.4

29.3

36.8

25.0

32.0

GISコーナー

     開催地

1  札　幌　

2  仙  台

3  東京１

4  東京２

5  新  潟

6  名古屋

7  大  阪

8  広  島

9  高  松

10   福  岡

11   沖  縄

開催日

7/26（木）

7/20（金）

7/23（月）

7/27（金）

7/19（木）

7/25（水）

7/27（金）

7/24（火）

7/20（金）

7/24（火）

7/26（木）

（経営企画部 参事 矢田敬）

北海道経済センター

フォレスト仙台

日本都市センター会館

日本都市センター会館

新潟県建設会館

名古屋国際会議場

大阪府商工会館

メルパルクHIROSHIMA

香川県土木建設会館（サン･イレブン高松）

ヒルトン福岡シーホーク

沖縄産業支援センター

札幌市中央区北1条西2丁目

仙台市青葉区柏木1-2-45

千代田区平河町2-4-1

千代田区平河町2-4-1

新潟市中央区新光町7番地5

名古屋市熱田区熱田西1-1

大阪市中央区南本町4-3-6

広島市中区基町6-36

高松市松福町2-15-24

福岡市中央区地行浜2-2-3

那覇市字小禄1831-1

会場名 住所 TEL 定員

011-231-1122

022-271-9340

03-3265-8211

03-3265-8211

025-285-7111

052-683-7711

06-6271-0031

082-222-8501

087-823-4550

092-844-8111

098-859-6234

300

300

400

400

160

300

300

150

140

390

180

平成24年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の会場
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東北3県（岩手県・宮城県・福島県）
におけるコリンズ登録の状況

　コリンズ・テクリスセンターでは、東日本大震災に関

連してこれまで５点の対応を実施しました。

１）被災地域の地方公共団体で平成23年度契約できない

場合、契約なしでコリンズ・テクリス検索利用を継

続利用していただきました。

２）被災し建設業許可証を紛失した登録企業に対して、

簡便な申請での対応を実施しました。

３）放射能の除染を主体とする工事の登録方法をホーム

ページに掲載しました。

４）放射線測定等業務を登録、検索できるようにシステ

ムを改修し、ホームページに掲載しました。

５）地域維持型JV、復興JVの登録方法をＱ＆Ａに掲載

しました。

今回、東北３県（岩手県・宮城県・福島県）を施工場

所とする工事に関して、工事件数と工事１件あたりの請

負金額での年度比較を実施しましたので報告させていた

だきます。なお、工事１件あたりの請負金額で、宮城県

が突出していますが、宮城県発注の災害廃棄物処理業務

という件名の工事が６件（合計金額：3,433億円、工期は

約３年間）の工事金額が影響しています。

（コリンズ・テクリスセンター　参事　藤森修）
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中部地方センター活動報告

JACIC中部地方センターでは、主に中部4県の窓口とし

てコリンズ・テクリスのお問い合わせへの対応や公共事

業に関わるCALS/ECの普及と支援、その他広報活動を行っ

ております。

平成23年度の主な活動報告と平成24年度の活動予定を

ご紹介します。

■ ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の開催

JACICではRCCM（シビルコンサルティングマネージャ）

試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を解説す

るとともにRCCM資格試験受験のための講習会を開催し

ています。中部地区では237名の方が受講されました。

平成24年度は、7月25日に名古屋国際会議場での開催を

予定しています。

■ 中部ブロックコアシステムユーザ会議の開催

平成23年9月6日に、「平成23年度第1回中部ブロックコ

アシステムユーザ会議」を名古屋市内にて開催しました。

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・名古屋市の電子入

札担当者が参加し、各団体の現在の状況や課題・改善要

望などの情報交換を行い、電子入札コアシステムの向上

や今後の運用について議論いただきました。

また、平成24年1月20日には東京においてコアシステム

の利用者会議が開催されました。

■ 建設技術フェアへの出展

平成23年10月26日、27日に開催された「建設技術フェ

ア2011 in 中部」へ出展しました。

今回は「地震、津波災害からの復旧・復興及び防災対

策にかかわる建設技術」がテーマとなりました。

JACICからは「デジタルカメラを用いた写真測量技術

とCADを融合させ、災害復旧のための災害査定申請を簡

単で効率的に行えるシステム（Photog-CAD）」を展示。

来訪者の方々からは様々なご意見を頂戴しました。

平成24年度も出展を予定しています。

○ 災害査定業務の支援ツール（Photog-CAD）のご紹介

災害査定業務は、二次災害の防止や地域活動の早期復

旧等の観点から迅速かつ効率的に進めることが求められ

ています。しかしながらポールを用いた測量や手作業に

よる設計書作成など、災害査定業務が効率的に行われて

いるとは言い難い状況にあります。

Photog-CADは、広く普及し高機能化の進む家庭用デ

ジタルカメラを用いた写真測量技術とCADの機能を融合

させ、現地調査・測量、設計・積算作業が誰でも簡単で

効率的に行える仕組みを目指して開発しました。

Photog-CADに関するお問い合わせは中部地方センター

までお願いいたします。

（中部地方センター　センター長　松本良一）

Photog-CAD 地方センターより（その１）

　JACICでは、9月から11月の間に開催された各地の技術

フェア等に、災害査定業務の支援ツールPhotog-CAD（フォ

トジー・キャド）を出展し、システムを紹介しました。

　Photog-CADは、市販の家庭用デジタルカメラで撮影

した災害現場の情報を基に、公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法に基づく災害査定を受ける手続きを簡便に

支援するソフトウェアで、今般の震災では被災地域の市

町村に無償で配布しています。

（１）土木学会平成23年度全国大会出展

　愛媛大学で開催された土木学会平成23年度全国大会に、

JACICの四国地方センターがPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年9月7日(水)・8日(木)・9日(金)　

場所：愛媛大学・城北キャンパス

主催：公益社団法人 土木学会

（２）九州建設技術フォーラム2011出展

　九州建設技術フォーラム2011に、JACICの九州地方セ

ンターがPhotog-CADを展示し、システム紹介のためプ

レゼンテーションも行いました（写真1）。

開催日：平成23年10月25日(火)

場所：福岡国際会議場

主催：九州建設技術フォーラム実行委員会

（３）建設技術フェア2011in中部出展

　建設技術フェア2011in中部に、JACICの中部地方センター

がPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年10月26日(水)・27日(木)　

開催場所：国土交通省 中部技術事務所構内

サブタイトル：豊かで安全なくらしと環境の調和をめ

ざして

キャッチフレーズ：くらしを支える新技術

　

　

写真1　プレゼンテーションの様子

　主催：建設技術フェアin中部 実行委員会

（４）建設技術展2011近畿出展

　建設技術展2011近畿に、JACICの近畿地方センターが

Photog-CADを展示しました。

開催日：平成23年11月1日(火)・2日(水)

場所：マイドームおおさか

サブタイトル：ええもん使こて、ええモン創ろ！

キャッチフレーズ：安全で安心できる社会の実現を

主催：日刊建設工業新聞社  社団法人 近畿建設協会

（５）けんせつフェアin 北陸2011出展

　けんせつフェアin 北陸2011に、JACICの北陸地方セン

ターがPhotog-CADを展示・実演し（写真2）、システム

紹介のためプレゼンテーションも行いました。

開催日：平成23年11月4日(金)・5日(土)

場所：新潟市産業振興センター

サブタイトル：みて、ふれて、知る新技術・新工法 

キャッチフレーズ：安全に暮らせる国土、活力ある社

会を支える建設技術

主催：けんせつフェアin 北陸実行委員会

　Photog-CADは写真測量技術とCAD機能により、被災

地の調査と設計・積算作業を効率的に行い、災害査定設

計書を簡便に作成するシステムです。5つの地域におい

てPhotog-CADを出展し、どの展示においても災害査定

業務の効率化に資すると、来場した皆様からご好評いた

だきました。

　JACICの地方センターでは、今後もPhotog-CADの普及・

広報活動を行ってまいります。

写真2　展示ブースの様子

（システム高度化研究部　主任研究員　瀧口博之）

平成23年度RCCM資格試験準備講習会の様子

建設技術フェア2011 in 中部の様子

家庭用デジタルカメラによる写真測量で災害査定業務の
効率化がはかれます

GISコーナー地方便り
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　北陸地方センターにおける平成23年度の主な活動状況

をご紹介します。

■「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、石川県様からの依頼を

受けて、平成24年2月13日（月）～2月24日（金）にかけて「石

川県電子入札操作講習会」を開催しました。当該講習会

は平成15年度から開催しており、今回が９回目となります。

参加者からは、今回の操作体験を通じて電子入札操作方

法の理解が深まったなど、ご好評をいただきました。

　

受注者向け講習会の模様（金沢市）

■「RCCM資格受験準備講習会」の開催

　平成23年度の「RCCM資格受験準備講習会」を、平成

23年7月29日（金）に新潟市で開催しました。

　平成22年12月にRCCM資格制度の改定が行われ、個人

での登録が可能となったことなどから、受講者は昨年度

の76名から131名と大幅に増加しました。平成24年度も

新潟市で開催を計画しておりますので、奮ってご参加下

さい。

■「けんせつフェアin北陸2011」への参加

　平成23年11月4日（金）～5日（土）に新潟市内で「けんせ

つフェアin北陸2011」の開催がされました。JACICでは「災

害復旧効率化支援システムPhotog-CAD）」等の展示・操

作体験を行い、ご好評をいただきました。

けんせつフェアにおけるPhotog-CADの操作体験

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催

　平成23年7月8日（金）に富山市内で「電子入札連絡会議

（北陸ブロック会議）」を開催しました。

　会議には11機関（北陸地整、新潟、富山、石川の3県

と各県の市町村）の入札契約担当者から参加いただき、

運用状況などについて有用な情報交換を行いました。

■Photog-CAD操作講習会の開催

　災害査定業務のICT化を図るためにJACICが開発し、

普及促進を行っているPhotog-CADの講習会を実施しま

した。

 富山市における現地操作講習会

（開催日時）平成23年8月26日（金）

（会　　場）いこいの森　磯波風（富山市）

（受 講 者）社団法人富山県測量設計業協会会員企業　

（実施内容）

・屋外にて、ターゲット設置と写真撮影の実習

・三次元モデルの作成の実習

・CAD図面・査定設計書の作成の実習

ターゲット設置と写真撮影の実習の模様

 北陸地方整備局における操作講習会

（開催日時）平成23年11月8日（火）

（受 講 者）北陸地方整備局防災担当関係者15名

（実施内容）Photog-CADによる査定設計書・野帳作成

　　　　　　までのデモンストレーション

北陸地方整備局における操作講習会の模様

　（北陸地方センター　センター長　穂苅正昭） 

地方便り

JACIC東北地方センター
電話：022-223-9665　　FAX：022-223-9673
mail：tohoku@jacic.or.jp
住所：仙台市青葉区二日町１６－１５
　　　アセンド仙台二日町ビル３階

JACIC便り

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年12月～平成24年2月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年12月～平成24年2月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（契約額500万円以上） 

国の機関 

地方公共団体 

国の機関 

地方公共団体 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

コリンズ登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) テクリス登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) 

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

 12月 12月

1,660
(0.98)

24,531
(0.97)

979
(1.00)

2,746
(1.09)

1月 1月

1,168
 (1.05)

17,038
(0.97)

628
(1.17)

2,093
(1.21)

2月 2月

1,593
(1.04)

15,780
(0.97)

551
(1.61)

2,018
(1.38)

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体

12月 12月1月 1月2月 2月

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

登録部門：電子入札施設管理センター

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

サーバと通信中ダイアロ

グが表示されたまま、次

の画面が開きません。対

処方法を教えてください。

企業名称が変更になっ

た場合、電子入札に際し

て必要なことはありますか。

端末や回線が不安定な状態になったと思われます。端末再起動後に再度操作を行ってく

ださい。Java、ブラウザのキャッシュクリアが有効な場合もあります。また、ご利用のインターネ

ット回線や社内ネットワーク環境に問題がないことをシステム管理者にご確認のうえ、別端末

での操作や時間をずらしての操作もお試しください。

上記対処後も現象が改善しない場合やご不明な点がある場合にはe-BISCセンターヘルプ

デスクへお問い合わせください。

新しい企業名称によるICカード取得が必要です。詳細についてはご利用の認証局にご相

談ください。必ず資格審査の変更手続きを別途行ったのち、取得したICカードにて電子入

札システムの利用者登録を実施してください。

なお、旧企業名称のICカードにて入札参加中の場合は、発注機関や案件毎に運用が異な

る可能性があります。各発注機関の「電子入札運用基準」をご一読のうえ、案件の発注者

に対応方法をご確認ください。

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられ
た応札者からの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
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JACIC便り

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年12月～平成24年2月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年12月～平成24年2月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（契約額500万円以上） 

国の機関 

地方公共団体 

国の機関 

地方公共団体 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

コリンズ登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) テクリス登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) 
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JACIC刊行物のご案内

価格は税込みによる金額です。★印の刊行物は送料も含んでいます。
①経営企画部〔03-3584-2404〕　②建設コスト研究部〔03-3584-2401〕　③システム高度化研究部〔03-3584-2402〕　
④システム高度化研究部GIS室〔03-3584-2403〕　
購入方法の詳細は、http://www.jacic.or.jp/books/をご覧ください。

JACIC情報

CD-ROM版JACIC情報

河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
（平成9年6月）

100mメッシュ延床面積データ
（世界測地系・日本測地系）

パンフレット指定・任意の正しい運用について
（H15.8.1発刊）★

ボーリング柱状図作成要領（案）解説書改訂版

GISと市町村合併

地方公共団体のためのWeb GIS導入マニュアル

GISデータブック2011

地図を使ったWebサイト作成ガイド

災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD★

名　　　称 内　　　　容 問合価格（円）

国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、
電子情報化等についての標準的な手法を掲載。

JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介したもの。

JACIC情報創刊号から59号までの記事を集録。

治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積のデータ。

積算システム基準書の設計変更の正しい運用について趣旨の周知と徹
底について解説。

ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成様式及び
その記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」の解説書。

複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有化について検討し、
さまざまな課題の解決策を提示。GISや地図に関する問題・課題をGIS
という立場から平易に解説。

地方公共団体が運用するWeb GISの先進事例の紹介と、導入前から導
入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課題を
整理し対応策を提示。

国内で販売されているGISソフトウエアと地図データベースを紹介。

行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だれ
もが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図を使
ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやすく解説。

総合単価を使った災害査定申請業務をデジタルカメラを用いた写真測
量技術とCADを融合させた現地調査・測量、設計・積算等、一連の作
業をシステム化したソフトウエア。　
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JACICnewsの電子版移行のお知らせ

　平素よりJACICnewsをご愛読いただき厚く御礼申し上げます。
　公共工事の縮減等により建設業を取り巻く環境は大変厳しいものがあり、JACICの経営
環境も厳しい状況が続いております。昨年度よりコリンズ・テクリスの利用料金の値下げ
を行った結果、今年度は更なる経費削減を実施せざるを得なくなりました。そのひとつと
して、印刷物としてのJACICnewsの発行は2012年6月号で終了させていただき、電子版を
JACICホームページに掲載するとともに希望される方には内容をご案内する「JACIC ニュ
ースレター」を新たにEメールでお送りすることといたします。
「JACIC ニュースレター」のお申込み登録は下記URLから可能ですので、この機会に是非
ご登録いただくようお願い申し上げます。なお、「JACIC ニュースレター」は2012年5月
よりお送りする予定です。

http://www.jacic.or.jp/jacicnewsletter_registration


