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　平成13年度にスタートしたCALS/EC資格試験は、平
成24年度を最後に終了し、登録のみ継続することとなり
ました。この登録に関する事務については、平成25年4
月1日付で（一社）建設コンサルタンツ協会からJACIC
に移管され、事務取扱・問い合わせ対応を行っています。
　登録の有効期間は2年間で、2年ごとに更新を行います。
この2年間のうちに所定の継続教育（CPD）ポイントを
取得して登録を更新することになります。
　本年度は、平成26年9月30日に有効期限を迎える約
1,300名の資格者が更新登録の対象になります。これら
の方々には、申請手続きのご案内が事務局より送付され、
この案内に従って更新登録の申請を行っていただくよう
お願いします。平成26年8月末までに受け付けた申請に
ついては、10月1日の登録となりますが、申請は7月1日
より受け付けています。

1．申請システム
　更新登録申請は、従来からの書面によるものに加え、
ウェブ上の「CALS/EC資格申請システム」によっても
受け付けます。昨年度は申請者の74％の方がこのシステ
ムを利用して更新登録申請を行いました。また、本シス
テムでは更新登録申請だけでなく、再交付申請や登録事
項変更届出なども受け付けています。
 

CALS/EC資格申請システム

2．継続教育（CPD）ポイントの取得
　過去2年間におけるCPDポイントが所定の点数に達し
ない申請者は、これまで「更新講習会」を受講していた
だきましたが、この講習会も平成24年度を最後に終了し
ました。これに代わり、JACICがホームページ上にアッ
プしている指定の動画を視聴することにより、一定のポ

イントを取得できるよう制度が改正されています。これ
らの動画は、JACICセミナー・研究発表会等のイベント
において撮影・記録したもので、CALS/ECに関係する
新たな知識が習得出来るものです。
　昨年度の更新登録では、ほとんどすべての申請者が、
動画を閲覧することによりCPDポイントを取得されて
います。

3．携帯用登録証カード
　従来の登録手数料は、紙の「登録証」とプラスチック
カードの「携帯用登録証カード」がセットで10,000円（消
費税改正により10,285円）と設定されていました。多く
の方からの「紙の登録証だけで十分」というご意見を受
け、昨年度から8,000円（消費税改正後は8,229円）で登
録証のみ発行という新しい手数料を設定しました。
　昨年度の更新登録では、半数以上の方々が登録証のみ
発行（携帯用登録証カード不要）を選択されています。

　平成24年以前の試験に合格したが、まだ登録していな
かったという方の「新規登録」や、以前登録はしたが2
年以上が経過してしまった方の「復活登録」も、随時受
け付けています。ご希望の方は以下までご連絡ください。
・事務局メールアドレス：calsecshikaku@jacic.or.jp
・事務局問合せ電話：03－3505－8872
　その他、CALS／EC資格の更新登録については、以
下をご参照ください。
・CALS／EC登録更新サイト：
http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html

（経営企画部　参事　米田晴彦）

平成26年度CALS/EC資格制度　更新登録

CALS/EC資格制度　登録更新のページ
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第8回　ITマネジメント賞　決定
（第18回土木施工管理技術論文）～JACIC協賛～

ニュースと解説

●ITマネジメント賞とは
ITマネジメント賞は、（一社）全国土木施工管理技士

会連合会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象に
して、『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・
新設・維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安
全性向上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術
論文の中で、最も優秀な論文に贈られる賞です。賞の選
定は、審査委員会の審議により行われています。

JACICは平成18年から「土木施工管理技術論文」の募
集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。過
去7回は下表に示す技術論文がITマネジメント賞を受賞
しています。

●平成25年度の受賞者
平成25年度に募集しました「第18回土木施工管理技術

論文」における「第8回ITマネジメント賞」は、横河工
事（株）の中村智昭氏、廣井宏治氏、森本賢一郎氏の「保
全工事におけるデジタルカメラ3次元計測技術の適用に
ついて」に決定しました。

●寄せられた論文と報告、審査内容
「平成25年度第18回土木施工管理技術論文」として、

全国各地から技術論文が28編、技術報告が47編寄せられ
ました。

受賞論文は、28編の技術論文から選定されました。橋
梁保全工事の現場実測に、デジタルカメラによる3次元
計測を適用した点がIT技術の応用として評価されてい
ます。

●受賞論文の概要
本稿では、阪和自動車道の和歌山市内にある湯屋谷橋

（上り線）における耐震補強工事に、デジタルカメラに
よる3次元計測を適用する例が報告されています。代表
的な2例を以下に紹介します。
① 補修・補強用の斜材を現場溶接により追加するにあた

り、既設ガセット形状及び周辺部材の外形形状につい
て、デジタルカメラによる3次元計測を実施、事前に
既設部材の外形形状を正確に図面に反映しました。

　 　結果として、カメラ計測内容を図面に反映し、図面
から部材を作成しました。作成された部材は、ルート
間隔が1ｍｍであり、問題なく施工ができました。

② 補修・補強用のブラケットを取り付けるため、下部工
に定着するアンカーボルトの配置座標について、デジ
タルカメラによる3次元計測を実施しました。アンカー
ボルトの本数が28本であり、コンベックスや差し金など
を使用した座標計測では誤差が生じやすい状況でした。
 　結果として、カメラ計測により全てのアンカーボル
トを所定の孔位置に納めることができました。さらに解
析結果を図面データとして図面作成に利用できました。
本工事では、橋梁保全工事現場実測へのデジタルカメ

ラ3次元計測による適用性は、撮影距離3ｍ程度の近接で
きるものについて十分な計測精度が確認できました。今
後、さらに現場での検証を重ね撮影可能距離を延ばし、
他工種への応用が期待されます。

●おわりに
今年も「第19回土木施工管理技術論文」を募集されま

す。ITマネジメント賞を目指す論文が多数応募されるこ
とを期待しています。

回数（年度） 題目（著者）

第 1 回（H18 年度） GPS 三次元計測を用いた地組桁の輸送・架設（神野勝樹）

第 2 回（H19 年度） GPS を利用した「NSP システム」による情報化施工（中澤穣、赤田淳）

第 3 回（H20 年度）
鋼道路橋の支点部補強工事における施工管理（疲労きれつ監視システムと反力調整）

（石原拓土、峯田敏宏）

第 4 回（H21 年度） 情報通信技術を用いた道路土工の品質向上（藤森幸太）

第 5 回（H22 年度） 大型起重船 3 隻相吊りによる大ブロック架設（江野本学）

第 6 回（H23 年度） 3 次元 CAD を活用した現場管理（川上康弘）

第 7 回（H24 年度） 3 次元スキャニングデータを活用した橋梁耐震補強施工について（竹樋満寛、谷口武俊）

ITマネジメント賞の過去の受賞論文

（経営企画部　参事　桔梗靖之）
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EE東北’14への出展報告
1．EE東北’14

6月4日、5日の2日間、EE東北’14がみやぎ産業交流セ
ンター（夢メッセみやぎ）で開催されました。EE東北は、
建設事業に係る新材料・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し、その普及を図るこ
とにより、技術開発を促進するとともに、良質な社会資
本の整備を通じて社会に寄与することを目的としていま
す。平成2年度から開催され、今回が24回目です。

JACICはEE東北’14を後援するとともに出展も行いま
した。その概要を報告します。

2．今年度の開催状況
EE東北’14は「活かそう新技術　復興から発展へ」を

テーマとして、過去最多となる298の出展者による782技
術の展示が行われました。技術分野別技術数とJACIC出
展技術は下表のとおりです。

技術分野 出展技術数 JACIC 出展技術
復旧・復興 195 Photog-CAD
建設段階 145 CIM の推進
維持管理・予防保全 232
建設副産物・リサイ
クル等 15 建設副産物・建設発生土

情報交換システム
防災・安全等 152
その他 43

合計 782

会場には、行政や企業だけではなく、学校関係者も多
く訪れるなか、また、大学の技術展示あるいは高校生の
橋梁模型の展示等があり、産学官一体となった技術展で
した。また、特設ステージが設けられ、新技術のプレゼ
ンテーションが行われました。JACICからはPhotog-
CADが参加し、多くの方々の前で大スクリーンによる
プレゼンテーションを行いました。

EE東北’14には、2日間で過去最多の12,800名の入場が
ありましたが、その4％に当たる517名がJACICの展示
ブースを訪ねてくださいました。東北地方の多くの方々
がJACICの提供するシステムに関心を寄せてもらう場と
なりました。

3．JACICの出展技術
JACICは、次の3つのシステムを出展し、ノートパソ

コンによるデモ、パネル展示、パンフレット配布を行い
ました。
1）Photog-CAD

災害現場を3方向から撮影した写真を基に、3次元モデ
ル・横断図・災害査定設計書の作成、および盛土量・切
土量等の算出を安全に・迅速に行う写真測量ソフトウェ

アです。EE東北’14では、穴を開けた段ボールに新聞紙
を詰めて作成した災害現場の縮小模型を3方向から撮影
し、測量写真としてPhotog-CADに取り込み、横断線を
任意に指定すると瞬時に横断図が描かれるデモを行い、
好評をいただきました。

災害現場の縮小模型

2）CIMの推進
建設生産プロセス全体を一体的に捉え、建設情報の統

合・融合による新しい建設生産システムを構築する取り
組みをJACICは支援しています。EE東北’14では、一例
としてダムの維持管理システムを紹介しました。航空測
量のレーザープロファイラーによる3D地形上に配置し
た、堤体・各種施設の各3Dモデルと設計図面等をリン
クし、情報を一元化して提供します。また、新しく開設
したカタログ集サイト「CIMとGISのためのショーウィ
ンドー」もPRしました。

3）建設副産物・建設発生土情報交換システム
建設リサイクルを推進するため、工事情報や処理施設

情報等をインターネット上で情報交換するシステムです。
EE東北’14では、インターネットを介して建設副産物・建
設発生土の情報を交換するシステムイメージの説明、簡
単に再資源化施設等が検索できる様子をデモしました。

将来の技術者にJACICの技術をアピール

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）
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2013年度のJACIC NET利用状況
1．はじめに
　JACIC NETは、インターネットを通じて各種の建設事
業についての関連情報を提供している有料サイトです。

JACIC NETは、コリンズ・テクリス一般検索、発注
情報、国土交通官公庁職員案内、指名停止情報などを通
じて、建設事業に関する情報の共有化に貢献すると共に、
会員の皆様のお手元にあるパソコンからワンストップ
で、日々発生する建設情報を迅速に閲覧できるように提
供しています。会員の皆様のご尽力によりまして、情報
の提供を約30年近く続けることができています。人事情
報など提供資料によりましては、30年前の情報まで遡っ
て検索が可能なものもあります。かように、希少価値も
出てきていますので利用価値はさらに高まっているもの
と考えています。

2．会員数とアクセス数
　2014年3月末（2013年度末）の会員数は1,152（2012年
度末1,181）で、全アクセス数は238万件（同184万件）
でした。月別アクセス数は、図-1のとおりです。昨年度
と比較しますと、会員数は逓減していますが、アクセス
件数は、54万件増と大幅に増えています。

図-1．月別アクセス数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．コンテンツ別アクセス数（比率）
　JACIC NETのコンテンツは、ニュース、発注情報、
指名停止情報、人事情報、データベース、予算、コリン
ズ・テクリス検索の7種類に大きく分類されます。
　2013年 度 のJACIC NET会 員 の 総 ア ク セ ス 数 は
2,375,334件でした。コンテンツ別のアクセス数（比率）
で整理すると、図-2のようになります。
　コリンズ・テクリスの一般検索が全体の58.2％を占め
ていまして、前年度と比べると39％増加しています。

コンテンツ別では、ニュース等10％、人事情報18％、

指名停止情報6％のアクセス数の増加となっています。
また、発注情報につきましては、昨年度とほぼ同数の

アクセス数となっています。　

図-2．メニュー別アクセス数（比率）
　　　　　　　　　　 
4．2014年度予定している改善内容
　会員の皆様によりよいご利用環境の中で迅速かつ確か
な情報提供をモットーに、今年度も以下について重点を
置きつつ、さらなる情報提供の改善を図ります。
　予定している改善点ですが、「国土交通官公庁職員歴
代」を、昨年度、組織と職位を組み合わせて約9千から1
万2千にプルダウンメニューを増やし提供していますが、
今年度も引き続き、国土交通省関連の組織変更や新官職
に即応した内容にプルダウンメニュー更新して、可能な
限り即応した検索が可能となるように鋭意努めます。

5．これから
　会員等の皆様からの喫緊の要望等を踏まえ、中・長期
的な課題として、コンテンツ（既存データの集計加工・
分析・公表）の追加等を引き続き検討しています。
　これからも会員の皆様のご要望など真摯に受け止め
て、さらなる利用環境の改善を図っていく所存ですので、
引き続きのご利用と共に、忌憚のないご意見・ご要望を
お寄せいただければ幸いです。担当者一同心よりお待ち
しています。

　お問い合わせ先
　　TEL：03-3584-2405 　経営企画部
　　E-mail：jacicnet@jacic.or.jp

（経営企画部　参事　菊池正男）
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平成26年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
JACICでは、RCCM資格試験受験準備講習会を全国10

会場で11回にわたり開催します。お早めにお申し込みく

ださい。詳細については以下のとおりです。

●主催：（一財）日本建設情報総合センター

●後援：国土交通省

●テキスト：「平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会

テキスト」及び「想定問題・解答」（発行：（一財）日本建設

情報総合センター）

●受講料：10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代込、

昼食含まず。

●開催地・開催日・会場：表-1参照

●プログラム：表-2参照

●受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の上、

郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先に郵

送して下さい。電話による申し込みは受け付けません。申

込書用紙は当センターのホームページ（http://www.jacic.

or.jp/）からダウンロードできます。

●受付期間：平成26年6月2日（月）～平成26年7月10日（木）  

※郵送の場合7月10日の消印有効

●申込先：（一財）日本建設情報総合センターRCCM講習

会事務局　（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20アカサカ

セブンスアヴェニュービル　Tel 03-3584-2404）

※RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会が

平成26年11月9日（日）に実施します。

受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、

（一社）建設コンサルタンツ協会ホームページを参照して

ください。

（一社）建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局　

Tel 03-3221-8855

表-1　平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/24（木） 北海道経済センター 札幌市中央区北1条西2丁目 011-231-1355 250
2 仙　台 8/01（金） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木1-2-45 022-271-9340 250
3 東 京 1 7/23（水） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400
4 東 京 2 7/28（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400
5 新　潟 7/25（金） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町7番地5 025-285-7111 160

6 名古屋 7/31（木） 名古屋サンスカイルーム
（名古屋 AT ビル） 名古屋市中区錦1-18-22 052-201-3344 300

7 大　阪 7/29（火） 大阪YMCA国際文化センタ－ 大阪市西区土佐堀1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 7/29（火） メルパルクHIROSHIMA 広島市中区基町6-36 082-222-8501 150

9 高　松 8/01（金） 香川県土木建設会館
（サン・イレブン高松） 高松市松福町2-15-24 087-823-4550 140

10 福　岡 7/30（水） JR博多シティ JR九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-292-9258 320
11 沖　縄 7/24（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄1831-1 098-859-6234 180

注）やむを得ない事由により会場等の変更がある場合には、JACICホームページでお知らせいたします。

表-2　講習会のプログラム

時　　間 内　　容 講　　師
10：20 ～ 10：30 挨　拶
10：30 ～ 12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師
13：00 ～ 14：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題1（業務関係）

業務管理技術研究会委員
14：40 ～ 15：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題2（業務関係）
15：30 ～ 16：00 RCCM資格試験受験準備について JACIC担当者

（経営企画部　参事　福島康博）

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


- 6 -

2014.7月号

今回はコリンズデータを用いて、公共工事の受注企業
数に着目して整理を行いました。なお、今回は整理の都
合上、平成24年度までのデータを用いました。

1．公共工事受注企業
平成24年度に公共工事を受注した企業数を発注機関別

に整理しました。企業数はコリンズに登録されている工
事実績からこれらを受注した企業の数を求めました。1
件でも工事を受注した企業をカウントし、JVも1社とカ
ウントしました。全国では同名の企業が多く存在するた
め、コリンズ登録用の企業IDで企業を識別して発注機
関別に受注企業数を合計しました。

結果を図-1に示します。各発注機関から受注した企業
数 は 地 整 等（4,380社 ）、都 道 府 県（33,577社 ）、市 町 村

（52,634社）であり、行政単位が小さくなるほど企業数は
多くなります。単純平均では、地整等では1社で平均2.6
件、受注額で平均4.5億円、都道府県では1社で平均2.9件、
受注額で平均1.4億円、市町村では1社で2.4件、1.0億円受
注していることになります。

図-1　公共工事受注企業数と工事件数・金額（H24）
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図-1 公共工事受注企業数と工事件数・金額(H24) 

全国で建設業許可業者数は平成25年3月末で47.0万社
（国土交通省：建設業許可業者数調査）であることから、
地整等の工事を受注した建設業者は許可業者の約0.9％、
都道府県の工事では約7％、同じく市町村の工事では約
11％です。また、コリンズ登録している全ての工事実績
では、65,800社が工事を受注しており、全建設業許可業
者の14％に相当しています。

2．地方別の受注企業数
全国を10地方に分けて、発注機関別の平成24年度の公

共工事受注企業数を求めました。結果を図-2に示します。

地整等では北海道（815社）が最も多く、次いで九州（740
社）。都道府県では、関東（8,038社）、九州（6.294社）、
近畿（475社）の順。市町村では関東（12,802社）、九州（9,988
社）、近畿（8,055社）の順となっています。また、どの
地方でも受注企業数は市町村工事が最も多く、次いで都
道府県、地整等の順となっています。

図-2　地方別の公共工事受注企業巣（H24）
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図-2 地方別の公共工事受注企業巣（H24） 

なお、都道府県単位では福岡県が最も多く、平成24年
度に福岡県から受注した企業数は2,009社、同県内市町
村から受注した企業は3,604社でありました。

3．公共工事受注企業数の経年変化
図-3は2003（H15）、2010（H22）～2012（H24）の受注企

業数の推移を示しています。2003（H15）と2012（H24）
比較すると、H24の地整等工事の受注企業数はH15の
52％、都道府県工事では80％になっていますが、市町村
工事の受注企業数はほぼ同数を保っています。なお、こ
の間に、全許可業者数は84％に減少しています。

図-3　公共工事受注企業数の推移
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図-3 公共工事受注企業数の推移 

（元首席研究員　佐合純造）

連載第4回
コリンズからみた全国の公共工事の概要（4）

―公共工事受注企業数―
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九州地方センターは九州・沖縄8県を担当地域として、
コリンズ・テクリスを始め、土木積算システム、電子入
札コアシステム、建設副産物・発生土、Photog-CAD、
調査受託業務の支援と各種の広報活動を行っています。
主な活動報告と今後の活動予定を紹介します。
■コリンズ・テクリス検索システム（市町村導入状況等）
□コリンズ検索システムの利用状況
　平成26年5月現在、九州の全274市町村のうち、約45％

（うち村と離島を除くと約55％）でweb版の検索システ
ムが利用されています。その内訳は政令市を除く市レベ
ルで72％、町レベルで27％となっています。
□テクリス検索システムの利用状況
　平成25年10月現在、九州の市町村27％（うち村と離島
を除くと約34％）でweb版の検索システムを利用されて
います。その内訳は政令市を除く市レベルで約44％、町
レベルが16％となっています。
□コリンズ・テクリス検索システムの普及拡大活動
　未導入の市町村に対して、訪問説明会の案内調整及び
訪問説明会を福岡県、佐賀県、熊本県、沖縄県、長崎県
の合計45地方自治体で実施しました。

また、導入市町村で利活用がされていない市町村に対
し、電話による状況確認をし、人事異動等による引継ぎ
がうまくいっていない市町村に対しては、訪問して説明
会を実施しました。

コリンズ・テクリス説明会の写真

 

■Photog-CAD（災害復旧効率化支援システム）
□Photog-CADシステムの普及拡大活動

未導入の市町村に対して、訪問説明会を福岡県、佐賀
県、熊本県、沖縄県、長崎県の合計27地方自治体で実施
し、これまでに地方自治体では、熊本市、錦江町、南阿
蘇村で既に導入されています。

また、九州地方整備局防災センター及び災害関係担当
官に対して説明会を実施しました。
■�電子入札コアシステム及び建設副産物・建設発生土情
報交換システム

□両システムの普及拡大活動
未導入の市町村に対して、訪問説明会を福岡県、佐賀

県、熊本県、沖縄県、長崎県、の合計26地方自治体で実
施しました。

電子入札は、平成25年度に雲仙市が導入し、26年度は

武雄市がASP方式で導入を予定しています。
■「土木の日ファミリフェスタ2013」
　平成25年10月20日（日）に海の中道海浜公園で「土木
の日ファミリフェスタ2013」が開催され体験版電子入札
システムを出展しました。当日は、天気が良く大勢の家
族連れが来場され、各出展ブースもお客さんで一杯でし
た。もちろんJACICのブースもお客さんが列をなし、
300人程の方が電子入札ゲームを体験されました。

土木の日の写真

■「九州建設技術フォーラム2013�in�福岡」
平成25年10月28日（月）～29日（火）に福岡国際会議場で

「九州建設技術フォーラム2013 in 福岡」が開催され、
「Photog-CAD」、「建設副産物・建設発生土情報交換シ
ステム」、「施工パッケージ型積算システム」と「CIM」
の出展と「建設副産物・建設発生土情報交換システム」
のプレゼンテーションを行いました。

来場者数は2500人以上あり盛況でした。また、JACICブー
スへの訪問者は80人程で熱心に説明を受けられていました。

フォーラムの写真

■電子入札コアシステムユーザ会議の開催予定
　平成26年度第1回電子入札コアシステムユーザ会議（九
州ブロック）の開催を7月4日（金）に福岡市で予定してい
ます。

活発な意見交換と情報共有を図ります。
■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催予定

平成26年7月24日（木）沖縄産業支援センターと7月30日
（水）JR九州ホールの2箇所で開催します。

沖縄会場は約180名、福岡会場は約320名が定員です。
奮っての参加をご期待しています。

　　　　　　（九州地方センター長　大塚強史）

地方便り

九州地方センター活動報告
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「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。今回の110号は2014年7月下旬の発行予定で、

「社会資本の維持管理のあり方～ICT技術はどこまで貢
献出来るのか～」を特集します。
　近年問題となっているこのテーマに関しては、国土交
通省における検討が本格化しつつあります。以前に比べ、
IT技術を使ったモニタリング等の技術はどの程度進ん
だのか検証するとともに、情報技術を利用した様々な維
持管理に関する研究や取り組みを紹介します。
【主な内容】
■巻頭言 高知工科大学　那須　清吾　教授
■特別寄稿 日本大学　佐田　達夫　教授
　　　　　「 社会資本の維持管理におけるセンサ利用と

標準化」
 東京大学地震研究所　堀　宗朗　教授
　　　　　「シミュレーション技術とその応用」

■国土交通省の  取組み  道路局国道防災課、総合政
策局、大臣官房技術調査課、
水管理・保全局河川環境課、
国土地理院測地部宇宙測地課

■地方公共団体の取組み 島根県土木部
■各機関における研究  本州四国連絡高速道路株式

会社、パシフィックコンサル
タンツ株式会社等

※JACICnews 8月号でも、詳細を報告する予定です。
　 バックナンバーの紹介や、購入の申し込みは以下の

ページで受け付けています。
バックナンバー紹介  http://www.jacic.or.jp/books/

jacicjoho/ki_main.html
購入の申し込み http://www.jacic.or.jp/books/

（経営企画部　参事　米田晴彦）

　JACICは、平成26年9月4日（木）広島市の「KKRホテ
ル広島」にて、JACICセミナー（平成26年度第1回）を
開催します。テーマは「建設情報分野の新しい動き
2014」ということで、現在話題になっている国土交通省
のCIM（Construction Information Modeling）をはじめ
社会基盤情報標準化委員会の成果、Photog-CAD（フォ
トジーキャド）などについての講演を予定しています。
　入場無料、定員150名の事前登録となっています。
　このセミナーは、測量協会・土木学会・土木施工管理技
士会・CALS/EC資格等のCPD対象でもあります。自治体
からも多くの方が参加されることを期待しています。
　詳細・申込は、以下のサイトをご覧ください。
　http://www.jacic.or.jp/jseminar/2014.html 

交通：アストラムライン「城北」駅より徒歩5分
　　　広島駅よりタクシー5分またはバス10分

　　　　　　　（広報グループ長　　河内康）

■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/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

対象範囲：本社

ISO9001

JACIC情報110号のご案内

JACICセミナー広島にて９月開催決定

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
http://www.jacic.or.jp/books/
http://www.jacic.or.jp/jseminar/2014.html

	平成26年度CALS/EC資格制度　更新登録
	第8回　ITマネジメント賞　決定
	EE東北’14への出展報告
	2013年度のJACIC NET利用状況
	平成26年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
	コリンズからみた全国の公共工事の概要（4）
	九州地方センター活動報告
	JACIC情報110号のご案内
	JACICセミナー広島にて９月開催決定

