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第28回 社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮
介 東京大学空間情報科学研究センター教授、事務局：
JACIC）が平成26年6月20日（金）、乃木會舘にて開催さ
れ、小委員会成果及び応募テーマの審議、今後の活動の
議論が行われました。

図 1　委員会開催の様子

1．�2013年度小委員会の活動成果の審査及び2014年
度小委員会検討テーマの選定

2013年度に採択された小委員会のうち、1年で活動を
終了する2つの小委員会の活動成果を確認しました。

また、2014年度応募テーマについて、各申請者から以
下のように説明がありました。
（1）社会基盤COBieの開発
＜藤澤泰雄小委員長（八千代エンジニアリング）、活動
期間：2年＞

CIMの進展に合わせて、最終的に利用される維持管理
段階で3次元プロダクトモデルを利活用するための標準
化の検討を行います。

維持管理の標準として米国ではCOBie（Construction 
Building Information Exchange）が策定されており、
実際の運用も開始されているが国内の土木分野ではほと
んど認知されていないため、我が国の社会基盤のための
COBieを検討します。
（2）地形を対象とした3次元製図基準検討
＜窪田諭小委員長（関西大学）、活動期間：1年＞

利用ニーズ等に基づき、3次元地形モデルの表記とし
ての描き方とビューのガイドラインと位置付けられる

「地形を対象とした3次元製図基準」を検討し、草案を提
案します。これに基づき、既存地物を含む地形を3次元
CADソフトで作成し、地形の描き方を検証するととも
に、ビューについて検討します。
（3）�電子納品データのサステナブルな流通環境の整備・

実証
＜関本義秀小委員長（東京大学）、活動期間：1年＞

電子納品成果を用いたアイデア・ビジネスモデル等に
ついて自治体と意見交換を行い、低コストで運用可能な
電子納品のクラウドプラットフォームや電子納品成果の
有効活用モデルについて、試行を通じて利活用の輪を広
げ、アイデアの汎用性・有効性を確認します。

各委員から発表者への活発な質疑応答が行われ、審議
を行った結果、3件とも採択されました。

その結果、今後の活動は2013年度から継続のものを含
め、以下のように6小委員会の体制となりました。

表1　小委員会一覧
番号 期間 小委員会検討テーマ

13－01 2 年 信頼性・精度の高い地質地盤情報の流通と
利活用促進のためのボーリング柱状図作成
方法の標準化

13－02 2 年 CIM における情報共有技術と標準

13－05 2 年 地方自治体の社会資本維持管理と電子デー
タベース運用の実践

14－01 2 年 社会基盤 COBie の開発

14－02 1 年 地形を対象とした 3 次元製図基準検討

14－03 1 年 電子納品データのサステナブルな流通環境
の整備・実証

2．今後の標準化委員会の活動予定について
次回は、12月（日時未定）に第30回委員会を開催する

こととしています。
標準化委員会に関連した活動状況は、標準化委員会

ホームページを通してご確認下さい。
○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　主任研究員　児玉直樹）

第29回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～�小委員会成果審議、応募テーマ審議および今後の委員会活動について�～

ニュースと解説

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
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品確法の改正（+建設業法、入契法の改正）概要
ニュースと解説

第186回通常国会においては、議員立法での法律、「公
共工事の品質確保の促進に関する法律」いわゆる品確法
と、それに関連する「建設業法」や「公共工事の入札及
び契約の適正化の促進に関する法律」の法律改正が審議
され、平成26年5月29日に成立し、6月4日公布されました。

この背景には、建設業に従事する者の高年齢化が進み、
工事の担い手不足が懸念され、数年後に開催予定の東京
オリンピック予定関連工事にも支障がでるのではないか
と危惧されていることがあります。また昨今の社会イン
フラ整備に関し、携わる側の人手不足、資材費が高騰し
ており、東日本大震災後の復興をめぐる公共工事の進捗
がはかばかしくないといわれているのもこれが大きな要
因であると思われます。

このため、改正法では「工事の担い手を長い視点で育
成・確保すること」が将来も含めて公共工事の品質確保
に繋がるとしています。
（1）公共工事の担い手確保に関すること

改正品確法では、「目的」や「基本理念」でこの工事
の担い手を長い視点で育成・確保するという基本的方向
を強く打ち出しています。また改正建設業法では、建設
業者だけでなく業団体にも努力義務を課しており、国交
大臣の支援責務も規定しています。さらに改正品確法で
は、公共工事の受注者は、技術者だけでなく専門工事業
に従事する技能労働者等の育成・確保が当然大切とされ、
賃金や安全衛生など労働環境全般の改善に関する努力義
務を規定しています。

競争激化時代にダンピング受注が行われ、それが下請
けへのしわ寄せなどにつながり、賃金状況の悪化につな
がったとの思いから、品確法では、基本理念に追加し発
注者の責務として低入札価格調査基準、最低制限価格の
設定を行うこととしており、入契法では基本事項、適正
化指針に盛り込むだけでなく、入札金額の内訳書の提出
を義務付け、見積能力のない業者が最低制限価格等以下
で入札するような事態を排除しようとしています。
（2）維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保

また品質確保がされるためには、公共施設のライフサ
イクル全般にわたり、点検、診断等維持管理、更新が不
可欠であります。更新にはその前提として基本的には「解
体工事｣ が必要ですが、建設業法では約40年ぶりに業種
区分を見直し、この「解体工事」が新業種として位置づ
けがなされました。

専門工事業者の現場でのノウハウの蓄積は重要です
が、改正品確法では、下請けへの適正な額での速やかな
支払いを規定し、入契法の改正では、従来一定の規模以
上に限られた、いわゆる施工体制台帳の提出も下限が撤
廃され、適正な施工体制の構築を目指すこととなりまし
た。従来、元請け責任の背後に隠れていた下請けの体制
も徐々に明らかになり、主任技術者等の技能労働者にも

光があたり、発注者のみならず国民一般からも注目され
ることとなります。
（3）発注者責務の明確化

改正品確法での発注者責任としては、次のように規定
されています。
まず予定価格の設定の際の留意すべき事項として、
①工事の担い手が育成・確保されるための適正な利潤が
確保されるような予定価格の積算を適正に行うこと。
②不落、不調の際、参加者から見積書を徴する等適正な
予定価格を定めること、が規定されています。次に
③計画発注、適切工期設定に努めること。
④必要な設計変更、これに伴う請負代金、工期の変更を
行うこと等、日頃受注者から要望の高い事項についても
規定されています。最後に
⑤工事の施工状況の評価の標準化のための措置、保存の
ためのデータベースの整備、更新に努め、他の発注者と
情報交換を行うこと等により連携を図ること、と規定さ
れています。工事成績は現状、発注者ごとに基準を設け
て行われていますが、この評価の標準化がなされ相互に
活用できることとなります。
（4）多様な入札・契約制度の導入・活用

まず、①地域の実情に応じ、多様な入札・契約方式の
中から選択できることという基本理念に触れた後、②.発
注者は、競争参加者の若手技術者、技能労働者の確保・
育成、機械保有、災害時の実施体制等を評価することに
努めることとされました。さらに③技術提案の際の受注
者の負担軽減にも配慮すること、とされました。
④段階的選抜方式：多数の競争参加者が見込まれる場合
等、一定の技術水準に達した者を選抜し、落札者を決定
することを可能とします。（受注者事務負担の軽減）
⑤交渉方式：公募による具体的仕様などの技術提案の審
査の後、選定した者と工法等を交渉し、仕様を確定し契
約することが可能で、その際審査は学識経験者の意見を
聴くこと及び審査結果、交渉過程等概要を公表すること
とされています。　⑥複数年契約、複数工事の一括発注
等の活用も規定されています。

③以降は特に複雑な技術等を要するプロジェクトに適
しており、例えばPFIでは、維持管理、運営工程まで含
むプロジェクトがあることから、国の債務負担行為年数
の限度も30年以内となっています。応募に当たっては、
色々な分野での細かな具体的仕様の提案などが含まれ、
負担が大きいことから、絞込み-段階選抜がなされるよ
う配慮されています。

以上のような制度改正に伴い、公共発注者が具体的に
公共調達システムの改良などを行う際には、JACICとし
ても積極的に対応していきたいと考えています。

　　　　（JACIC元理事　有木久和）
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1．ICCCBEとは
ICCCBEとは（International Conference on  Computing 

in Civil and Building Engineering：土木・建築工学に
おけるコンピュータの活用に関する国際会議）の略称で
す。本国際会議は、大陸間持ち回りで開催する会議であ
り、前回は2012年6月にモスクワで開催されました。

今回参加したICCCBE2014は、2014年6月23日～6月25
日にかけて、米国
オーランドのウィン
ダムホテルにて開催
され、38カ国より大
学や研究機関が参加
して、投稿400編か
ら査読承認を受けた
282編の論文が発表されました。
Web: http://www.bcn.ufl.edu/ICCCBE2014/
2．主催

主催はASCE※1（米国土木学会）、ISCCBE※2及びCIB※3

です。ASCEは米国
で最も歴史の古い工
学系の学会であり、
1852年設立から160
年経過し14万5千人
の学会員を擁しま
す。日本の土木学会

（JSCE）と同様に米国
における建設工学とプロ教育の最高機関です。

※1ASCE ：American Society of Civil Engineers
※2 ISCCBE ：  International Society for Computing in Civil and 

Building Engineering
※3CIB ：  International Council for Research and Innovation in 

Building and Construction 

3．発表分野とプレゼンテーション、参加会議
主な発表分野（テーマ）は次の4分野です。

① Design, Engineering and Analysis （132編、47%）
②   Novel Engineering, Construction and Management 

Technologies （60編、21%）
③   Sustainable and Resilient Infrastructure（42編、15%）
④ Cutting Edge Development （48編、17%）

また、30のトピックの内、前回モスクワ会議でのト
ピックと対比すると、共通的なキーワードとして

「Simulation」「Building Information Modeling」
「Collaborative Design and Engineering」「Automated 
Approaches in Construction」が挙げられます。

新たなトピックは「Civil and Structural Design and 
Analysis」「Sustainable Building and Construction」です。

参加要請を受けた会議と発表は、以下のとおりです。
（1）AGCEI�ボードミーティング

門松理事参加のAGCEIボードミーティングにおいて、
ICCCBE運営会議での決定事項として、ICCBEI（土木
建築情報学国際会議）
が参加団体として正式
に認められたことが報
告されました。また、
2015年 開 催 の 第2回
ICCBEIの主な開催要
領が定められました。
（2）Day1（6月23日）【論文発表】
⃝　発表者：宮本�勝則
・ トピック：Sustainable Building and Construction
・論文名：  A research study on Lifecycle Infrastructure 

Management with Shared Product Model on 
Collaborative Information Systems

 

⃝　発表者：八巻�悟
・トピック：Decision Support Systems
・論文名：  Application of the Bid Amount Model to Cost 

Estimation Systems for Public Works
（3）Day2（6月24日）【論文発表】
⃝　発表者：河内�康
・ トピック：Infrastructure Monitoring and Maintenance
・ 論文名：  A Study on the Asset Management of Japan 

Road Bridges for the Future
（4）CIB�W078�BIM�Workshop（6月26日）

BIMに関するにワークションプに参加して、BIM に
関する最新情報の資料収集を行いました。
4．おわりに

国際会議の参加にあたり、ご協力頂きました関係各位
に対して心からの感謝の意を表します。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

オーランド国際会議ICCCBE2014参加報告
―土木・建築工学におけるコンピュータの活用に関する国際会議―

http://www.bcn.ufl.edu/ICCCBE2014/
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第9回　ITマネジメント賞のご案内
（第19回土木施工管理技術論文）～JACIC協賛～

●はじめに
平成26年度も「第19回土木施工管理技術論文」における

「第9回ITマネジメント賞」にJACICは協賛いたします。

●ITマネジメント賞とは
ITマネジメント賞（表彰賞金7万円）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、最も注目される論文に贈
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

去の技術論文についてはJACIC news７月号で紹介した
とおりです。

●本年度の論文募集
過去の受賞論文では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、写真スキャニング測量による橋
梁耐震補強工事の施工妥当性確認例等が取り上げられま
したが、以下の表に挙げる特殊な技術を用いないテーマ
についても事例の対象となります。技術論文の原稿形式
は必要な図（写真含む）・表と、全体で3,000文字～3,500
文字程度で、A4用紙4枚程度です。詳細は上記「第19回
土木施工管理技術論文」のホームページ（http://www.
ejcm.or.jp/）にある技術論文の応募要領を参照して下さ
い。皆様の多数のご応募をお待ちしております。

テーマ 事例

タブレット端末やスマートフォンの活用 ・ 施工現場での図面確認にタブレットを活用し、紙を削減、3 次元図
面により関係者の理解向上に役立てる

・ 社内、社外を問わず社内システムを利用できるネットワーク技術を
応用した勤務形態の実現

・ 住民との合意によりスマートフォンの写真を活用して、道路陥没や
ガードレール等道路付帯設備の不具合を、管理事務所に伝達

電子化された図書類の活用 ・ 過去の施工図面と現況を重ね合わせ、修繕や補強の精度向上や効率
的施工に活用

各種センサ情報の活用 ・ 施工箇所や保守点検箇所の各種センサ情報を、速報性のある内容に
して、発注者や住民に情報提供、付加価値や安全性の向上を図る

内部または外部の情報共有システムやアプリケー
ションの共同利用

・ インターネット上で共同利用できるサービスを活用したシステム連
携、効率化、省力化

測量・検査の効率化 ・ レーザースキャナを利用した測量、施工図面作成、3 次元モデル作
成の効率化

・ 設計図面や 3 次元モデルと実物の写真を重ね合わせ表示により、視
覚的に検査を行い効率化

情報交換システム等の活用によるリサイクル、環
境保全の推進、安全性向上

・ 情報交換システムによる廃材となるコンクリート塊や建設木材等の
活用

・ 過酷な環境（高圧力環境や低酸素環境）における Web カメラによ
る現場監視

ITマネジメント賞のテーマ例

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

http://www.ejcm.or.jp/
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建設副産物・発生土情報交換システムの平成25年度利用状況
1．はじめに

JACICでは、建設現場等で発生する副産物の有効利用
を支援するため、建設副産物情報交換システム（COBRIS：
コブリス、以下「副産物システム」という。）と建設発
生土情報交換システム（以下「発生土システム」という。）
を管理運用しております。ここでは、平成25年度の利用
状況について報告します。

2．副産物システム
副産物システムは、建設副産物の需給バランスの確保、

リサイクル・適正処理の推進を目的としており、公共工
事等の発注者（国、独法、都道府県、市区町村、民間公
益事業者等）、建設副産物の排出事業者（工事施工業者等）、
及びこれを再資源化・処理する業者がシステムの利用者
となり、各々が登録した工事情報、施設情報（中間処理・
最終処分の価格情報等）、及び調査価格情報（発注者が積
算に適用する処理価格情報）を交換しあうシステムです。

 

リサイクル率の算定
調査価格情報の検索

施設の有効利用

自社施設のＰＲ

処理業者
（再資源化施設等）

排出事業者
（施工業者・

解体工事事業者）

工事情報の検索
施設情報の検索 

施設情報の検索
工事情報の検索

施設情報
の登録 

建設副産物情報
交換システム

建設副産物情報センター

工事情報
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工事発注者 

データ
ベース

調査価格情報
の登録 

施設情報の検索
工事情報の検索

提出・登録 

CREDASの活用による
提出書類の省力化

●建設リサイクル法届出
通知様式

●再生資源利用［促進］
計画書（実施書）

 

リサイクル率の算定

図-1　副産物システムのイメージ図

システムの利用者数の推移は図-2のとおりで、平成
25年度の工事発注者565機関の内訳は、国231機関、独法
4機関、都道府県231機関、政令市26機関、市区町村69機
関、その他4 機関です。平成25年度から有料化した市区

町村の8減を含めてもここ数年の減少傾向から微増に転
じ、約7万件の工事が登録されています。

3．発生土システム
発生土システムは、建設発生土の工事間利用の促進を

目的としており、公共工事等の発注者が、建設工事の計
画から竣工に至る各ステージにおいて、土砂が発生する
搬出現場とこれを必要とする搬入現場との間で土量情報

（土質、土量、時期等）を交換しあうシステムです。

独立行政法人 等 

工事発注担当者

各省庁 等 

工事発注担当者 建設発生土情報
交換システム

建設副産物情報センター

データ 
ベース

工事間利用の実現 

工事発注者B

搬出工事の登録
搬入工事の検索 

搬入工事の登録
搬出工事の検索 

調整申込・回答の自動通知

土が欲しい！土を出したい！

都道府県 

工事発注担当者 工事発注担当者 工事受注者*

市区町村 

＊受注工事の「更新」のみ利用可 

工事発注者A

図-3　発生土システムのイメージ 

システムの利用者数の推移は図-4のとおりで、平成
25年度の内訳は、国216機関、独法7機関、都道府県336
機関、政令市35機関、市区町村84機関、その他4機関です。
独自システムから発生土システムに移行していただいた
県（19機関増）もあって、平成25年度から有料化した市
区町村の187減を除くと10機関の増加となり、約4千件の
工事が登録されています。

 

4．おわりに
JACICでは、両システムの普及促進などを通じて、引

き続き建設リサイクルの推進を支援してまいります。
 （建設副産物情報センター　参事　赤羽善和）

図-4　発生土システムの利用者数

図-2　副産物システムの利用者数
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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月の発行で、「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

か～」を特集しました。

社会資本の維持管理は、その急速な老朽化や、昨今の

高速道路・鉄道等におけるトラブルもあいまって、大き

な課題となっており、国土交通省においても検討が本格

化しつつあります。

平成24年度発足した「国道の維持管理等に関する検討

会」が平成25年3月にとりまとめを公表したのに続き、

25年12月には社会資本整備審議会及び交通政策審議会か

ら「今後の社会資本の維持管理・更新のありかたについ

て」の答申もありました。

これまでのJACIC情報では、社会資本の維持管理に関

連して「社会資本アセットマネジメント」（85号、平成

19年）、「インフラのヘルスモニタリング」（97号、平成

22年）で情報提供をしてきましたが、今回は約4年ぶり

に維持管理をテーマとして取り上げました。

本号では、ICT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ています。

【主な内容】
■巻頭言　　高知工科大学　那須　清吾　教授

■特別寄稿１　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」

　　　　　２　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

　「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言について」

・総合政策局　　「今後の社 会資本の維持管理・更新の

　あり方について（答申）」

・ 大臣官房技術�調査課「国土交通省における老朽化対策

　に資する技術研究開発、導入の取組」

・ 水管理・国土保全局河川環境課

　　　　　　　「河川・ダムの維持管理とICTの活用」

・ 国土地理院測地部宇宙測地課「SAR衛星による国土

の変動監視事業と構造物監視への利用拡大の可能性」

■地方公共団体の取組み 島根県土木部

　　「インフラ長寿命化へ向けてのこれからの取組み」

■各機関における研究・検討

・ 本州四国連絡高速道路㈱「海峡部長大橋の保全技術」

・パシフィ ックコンサルタンツ株式会社「社会インフラ

の維持管理における3Dマッピングシステム」

・ 理化学研究所「橋梁構造物に関する非破壊検査」

・ 合同会社スパーポイントリサーチ

「プラント設備維持管理への3次元計測技術の適用」

■公共調達コーナー 

　国土技術政策総合研究所　

「 国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の入札

と成績の動向について」

■地方センターコーナー 

　 松江土建株式会社「湖沼・ダム湖底層水の貧酸素問題

を改善する底層水酸素供給装置「WEPシステム」

■ JACIC活動コーナー

「災害復旧事業支援ツールとしてのPhotog-CAD」

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情報110号の発刊
JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
http://www.jacic.or.jp/books/
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北海道地方センターは全道179の市町村を担当地域と
して、コリンズ・テクリスやPhotog-CAD、電子入札・
電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援とその他の
広報活動を行っています。最近の活動状況を紹介します。

■コリンズ・テクリス
□コリンズ検索システムの利用状況

平成26年6月現在、北海道の全179市町村の内、約
16.2％でweb版の検索システムを利用されています

（JCIS（ジェイシス）での利用を含む）。内訳は、市で
51.4％、町村では約7.6％となっています。平成26年度は
システム未導入市町村への普及・利用拡大に向けた取り
組みを実施しています。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）の資格試験に先立ち、設計業務等の最近の課
題や施策を解説する受験準備講習会を7月24日（木）、札
幌市の北海道経済センターに於いて開催しました。北海
道地区では、多くの方に受講して頂き合格率の向上にお
役に立てればと考えております。

平成26年度の資格試験は、11月9日（日）、札幌市内の
情報専門学校に於いて、開催が予定されています。

札幌でのRCCM講習会の様子

■電子入札コアシステム
□北海道の普及状況

北海道内では国の機関や北海道、札幌市と岩見沢市で
運用していますが、道内における市町村の共同利用及び
単独利用の導入率は非常に低い状況です。

□北海道地方コアシステムブロック会議の開催
平成26年7月11日（金）に、「平成26年度北海道地方コ

アシステム連絡会議」を札幌市内で開催しました。

北海道、札幌市、岩見沢市、北海道開発局の電子入札
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機能向
上や今後の運用について意見交換をしました。

北海道地方ブロックコア会議の様子

 
■広報活動
□Photog-CADの広報活動

平成25年10月23日に、日胆地区測量設計協会主催で「平
成25年度委託業務技術研修会」が、測量設計会社の経営
者及び実務担当者を対象として開催されました。講習会
では災害復旧効率化支援システムPhotog-CADの紹介
とモニター募集について行いました。

室蘭でのPhotog-CAD説明の様子

□北海道土木技術会建設マネジメント研究委員会
平成26年6月6日（金）、北海道における建設産業並び

に建設技術の進展、技術者の育成を図ることを目的とし
て、民・学・官の各機関が連携をして公共工事の品質確
保に向けた検討や情報収集、共有化を図りました。

　　　　　　　（北海道地方センター長　草開良視） 

地方便り

北海道地方センター活動報告 
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　JACICは、「海外インフラ輸出に関する情勢」という
テーマで、以下のように９月にJACICセミナーを開催す
る予定で、参加者を募集しています。
○日時；平成26年９月25日（木）13：00～16：30
○場所：「海運クラブ」（東京都千代田区平河町）
○定員：180名。（事前登録必要、無料）
○申込：以下のサイトから
　http://www.jacic.or.jp/jseminar/2014kaigai.html

○開催の趣旨
　政府の成長戦略の一環として、産業構造審議会貿易経
済協力分科会インフラ・システム輸出部会は、平成25年
３月「海外インフラ輸出戦略」を策定している。
　鉄道や原子力、水関連プロジェクトが次々と実績を上
げている情勢を前に、周回遅れのわが国建設業は如何に
戦略を立て直して世界に出てゆくべきか？各界の最先端
の情報を集めてJACICは問題提起をしたいと思います。

プログラム（予定）
１．国土交通省の施策から
　　　　　　国土交通省海外プロジェクト推進課
２．アジアの情勢から
　　　　　　高知工科大学　草柳俊二教授
３．プラント業界の対応
　　　　　　重化学工業新聞社 ENN編集長
４．水関連ビジネスの実際
　　　　　　（未定）
５．JACICの対応
　　　　　　JACIC海外支援室長　藤森審議役

■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セミナー（平成26年度第二回）は東京開催９月25日　
参加者募集

JACIC便り

JACICセミナー（平成26年度第一回）は広島にて開催
JACICは、今年度広島においても、以下のように地方

セミナーを開催します。
○名称：JACICセミナー（平成26年度第１回）広島
○日時：平成26年９月４日（木）13：00～16：30
○場所：「KKRホテル広島」孔雀の間（広島市中区東白島町）
○テーマ：「建設情報分野の新しい動き2014」
○定員：150名（事前登録必要）入場無料
○CPD： 測量協会・土木学会・土木施工管理技士会・

CALS/EC資格等　適用あり。
○後援：国土交通省中国地方整備局（予定）
○ 講演の内容：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）などについて予定しております。

 　自治体からも多くの方が参加されることを期待してお
ります。
　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
　　　市内電車は八丁堀乗換「白島」駅下車徒歩５分
　　　または広島駅よりタクシー10分

（経営企画部次長　河内康）

http://www.jacic.or.jp/jseminar/2014kaigai.html
http://www.jacic.or.jp/jseminar/2014.html
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