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1.　はじめに
　平成24年7月に設立された関係12団体から構成される
CIM 技術検討会（以下、検討会）は、国土交通省の
CIM制度検討会と有機的に連携し、両輪となってCIMの
実現に向けた検討を進めています。今年度で活動4年目
を迎えました。これまでの活動成果は、検討会報告書と
して、JACICホームページにおいて公開されています※1。
　今回、8月7日に第9回検討会を開催し、平成27年度の
活動方針などを意見交換のもと決定しましたので、その
概要を紹介します。

2.　平成27年度の活動方針
　今年度活動方針の策定にあたって、「CIM導入に向け
た技術検討ロードマップ」をもとに、5つの重点検討テー
マについて、事務局（JACIC）より提案しました。
　なお、この重点テーマは、検討会に先立って開催した
合同WGで意見交換のもと整理したものです。　
①�産学官CIM検討・CIM導入ガイドラインに向けての協
業・推進

　これは、CIM制度検討会が平成28年度に目指す『CIM
導入ガイドライン策定』に向けて、産学官が一体となり
取り組んでいる重点テーマです。この検討の一環として、
検討会内に河川、ダム、橋梁、トンネル、土量算出の5
つの専門WGを設置したことと、各WGの進捗状況、計
画を報告しました。
　主な検討は、設計コンサルタント会社などがCIMを実
施するにあたって必要な地形・地質・構造物モデルを作
成するための考え方、方法をガイドラインとして取りま
とめることです。施工段階でCIMモデル（3次元モデル
とそれに関連する属性情報）を効率的に利用するために
は、「どの程度のモデルを構築すべきか?」、「どのような

属性情報が必要なのか?」といった意見交換をWG関係
メンバーで実施し、設計段階で必要な要件を整理してい
ます。今年度中に、各分野のガイドラインを取りまとめ、
その成果を産学官CIM検討会に提案していく予定です。
②モデルのLODに関する検討
　CIMモデルの詳細度を検討するテーマで、前年度は国
内外の検討事例を収集しています。今年度は、その検討
事例をもとに、設計・工事の実案件を通じた議論を進め
ていく予定です。
③3次元モデルのパーツ整備促進
　検討会有志メンバーで構成するCivilユーザ会（略称
CUG）の活動と連携するテーマとなります。前年度、
CUGサイトにおいて、建設機械等の3次元部品集が公開
されています。今年度は、公開後の検証と、部品の
LODなどガイドラインに連携した取り組みが進められ
る予定です。
④CIMに関わる人材育成・教育
　CIMに取り組み始めた技術者が、実際のCIM活用事例
を通じて、「CIMはどのように活用していくのか」など
のノウハウを学べる手引きの取りまとめを提案しまし
た。前年度の「CIMを学ぶ」に引き続き、熊本大学（小林
研究室）とJACICとの共同研究と連携していく予定です。
⑤CIMに関わる国際調査
　今年度の5つの重点テーマのうち、「テーマ①ガイドラ
イン検討」と、「テーマ④人材教育」に関する国際動向
を調査し、検討会およびCIM制度検討会などへ情報発信
していく予定であることを報告しました。

3.　おわりに
　当日は、これら検討テーマ説明とともに、検討会メン
バーからCIM導入に向けて整理しておくべき検討事項の
提起などがあり、活発な意見交換が行われました。また、
土木学会CIM講演会の開催状況・予定、CIMに関するセ
ミナーの紹介を関係団体より報告いただきました。
　今後は、今回の検討テーマ、またCIM制度検討会との
連携をもとにした活動を進め、平成27年度中に所定成果
を取りまとめていく予定（目標）です。

※1　http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm

（研究開発部　主任研究員　川島宏人）

第9回　CIM技術検討会の開催報告
～ CIMの動向（その11） ～

ニュースと解説

写真1　第9回検討会の様子
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　電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局は、
地方ブロック会議（以下、「ブロック会議」という）を
全国9ブロックで開催しました。

1.　会議の位置づけ、目的
　ブロック会議は、毎年1月下旬に東京で開催されるコ
アシステムユーザ会議の地方版として位置づけられ、ブ
ロック毎の多くのユーザの参加機会を確保し情報・意見
交換等を行うことにより、円滑な電子入札の開発・運営
に寄与することを目的としています。この会議は、平成
17年度に一部地域で開催したことに始まり、平成18年度
から現在まで、全国9ブロックで毎年開催しています。

2.　各ブロック会議の日程と参加状況（133団体）
・北海道（札幌市）：平成27年7月3日（4団体）
・東北（仙台市）　：平成27年6月30日（10団体）
・関東（東京都）　：平成27年7月24日（26団体）
・北陸（新潟市）　：平成27年8月4日（11団体）
・中部（名古屋）　：平成27年6月25日（9団体）
・近畿（大阪市）　：平成27年6月26日（41団体）
・中国（広島市）　：平成27年6月23日（7団体）
・四国（高松市）　：平成27年6月18日（9団体）
・九州（福岡市）　：平成27年6月22日（16団体）
※（前年度参加団体：122団体）

3.　主な議題
【参加団体における情報交換】
　ブロック会議では、各団体における電子入札の現状報
告と合わせて、他の団体に聴きたい事項を募集し、ブロッ
ク内で意見交換を行っています。本年度は、電子入札シ
ステムの導入によって得られた効果、運用上の工夫、シ
ステムトラブルへの対処や人為的ミスの防止策等につい
て意見交換がなされました。

【コアシステムV6開発状況の説明】
　コアシステムV6の開発・リリースのスケジュール、
及び動作確認対象とするOS、ミドルウェアの組み合わ

せについて説明しました。

【暗号アルゴリズム移行後の対応】
　昨年9月～10月に実施された暗号アルゴリズム移行に
関連して、今後、利用団体において対応が必要となる事
項について情報提供を行いました。
【JRE8�update45に関する対応】
　JRE（Java Runtime Environment）は、Java言語で
開発されたソフトウェアを実行するためのソフトウェア
であり、コアシステムの利用において必要です。
　JRE8 update45では電子入札システムログイン時に

「警告ダイアログ」が表示され、端末の環境によって表
示内容が異なることを確認しましたので、電子入札シス
テムを操作する際の注意事項について情報提供を行いま
した。

【Windows10の対応】
　コアシステムにおけるWindows10対応の取り組み、
及び本年1月マイクロソフト社から提供が開始された
Insider Previewによる動作確認状況を報告しました。
　現在は7月29日にリリースされたWindows10製品版に
よる動作検証を実施しています。

【品確法対応、法人番号対応についての意見照会】
　改正品確法に対するコアシステムの対応について、現
在検討中の対応案を提示しました。今後、利用団体から
の意見・要望を集約して対応方法を決定することとしま
した。
　また、法人番号対応については、今後コアシステムで
の対応を検討するための足がかりとして、利用団体にお
ける現在の対応状況や今後の対応方針等をお聞きしまし
た。

【その他】
　コアシステムの料金について、平成27年4月1日から適
用を開始した新料金、及び平成28年4月1日から適用を開
始する新料金の説明を行いました。

4.　終わりに
　Windows10対応については利用団体の関心が高いこと
をあらためて実感しました。早期対応の実現に向けて引
き続きサポートを行ってまいります。
　また、お忙しい中、会議に参加いただいた方々にお礼
を申し上げるとともに、皆様からの意見や要望等は、今
後の改良等に有効活用させていただく所存です。

（システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

『平成27年度 電子入札コアシステム 地方ブロック会議』開催報告
ニュースと解説
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1.　品確法等の改正（JACICnews2014.8月号参照）

　現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い

手の中長期的な育成・確保を図るため、平成26年6月に

品確法、建設業法、入札契約適正化法（いわゆる「担い

手三法」）が改正され、国、地方公共団体は発注事務の

適正化に取り組むこととなりました。

2.　地域発注者協議会

　品確法が制定された平成17年以降、各地方単位で国、

都道府県、政令市等からなる発注者協議会が設立され、

総合評価落札方式の導入、低入札調査基準価格の普及、

入札不調対策の取組、受発注者間のコミュニケーション

の構築などの成果をあげてきました。その後、担い手三

法の改正に前後して、当該都道府県と全市町村をメン

バーとする都道府県単位の発注者協議会も相次いで設立

され、活動を開始しています。平成27年1月30日には、

公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議に

より、「発注関係事務の運用に関する指針」（JACICnews 

2015.4月号参照）が体系的にとりまとめられ、これに沿っ

た事務の市町村への普及、浸透が当面の課題です。多く

の都道府県の発注者協議会では、歩切りの根絶に取り組

んだり、市町村のニーズ調査に着手したりしているとこ

ろです。東日本大震災の被災地を抱える東北地方では、

平成25年11月から国・地方公共団体の発注見通しを、県

の土木事務所の管轄区域単位で公表しています。

3.　発注者としての地方公共団体

　都道府県、政令市、県庁所在都市のように、一定規模

の公共施設を定常的に整備、管理している地方公共団体

では、調査、設計、積算、技術審査等に精通した職員が、

発注関係事務を適正に執行しているところですが、中核

都市程度以下の規模の地方公共団体では、市町村合併に

伴う組織の合理化に加え、公共事業予算の縮減が進むと

ともに、公共施設の維持修繕工事等の執行に留まってい

る所もあります。自然災害発生時の公共土木施設の災害

査定申請、災害復旧工事の発注、さらには復興事業の円

滑な執行に支障を来している場合も見受けられます。近

年では、道路を始めとする、公共施設の点検、診断、補

修さらには予防保全が喫緊の課題となっており、それら

の事務の円滑な執行も求められています。

4.　JACICによる地方公共団体支援

　このようなことから、地方公共団体とりわけ中核都市

程度以下の市町村への発注者支援が、不可欠な状況にあ

ります。従来、多くの都道府県では、市町村に対する発

注者支援業務を、当該都道府県の「建設技術センター」

が行っており、一定の役割を担っているところでありま

すが、同センターの限られた執行体制の中で、橋梁点検

業務などを始め市町村からの支援要請は増加傾向にあ

り、要請に十分応えきれない所も出てきていると考えら

れます。

　JACICでは、コリンズ・テクリス事業、電子入札情報

サービス（統合PPI）、電子入札コアシステム、積算シ

ステム事業など、発注事務の適正化に直接関わる各種の

サービスを手がけており、各地に所在する地方センター

を通じて、それらの市町村への普及、サービス改善に努

めてきたところであります。今後とも、各地域発注者協

議会における取組の動向を注視するとともに、地方セン

ターを通じて地方公共団体の窮状を的確に捉え、JACIC

として貢献できる支援策を具体化していく所存でありま

す。

　関係各位におかれても、地方の声、支援策に関する意

見、要望、提案等を、お知らせいただければ幸いです。

　　　

　　　（経営企画部長　井山　聡）

JACICによる公共工事品質確保に関する地方公共団体支援
ニュースと解説
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　シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成3年度に創設され、今年度で25年目とな

りました。JACICは昨年に引き続き、国土交通省の後援

を受け、「平成27年度RCCM資格試験受験準備講習会」

を7月下～8月上旬に全国11会場で開催しました。

　本年度は「テキスト」を最新の内容に改訂するととも

に、「想定問題・解答」の問題Ⅲ「業務管理技術力」の

論文解答例の充実、問題Ⅱ、問題Ⅳ（1）の4肢択一問題

の年度別出題数を取り入れ、巻末には平成24～26年度の

3ヵ年度の問題と問題Ⅱ、問題Ⅳ（1）の4肢択一問題の

解答を掲載しました。また、講習会当日には、平成27年

4月以降の新たな動き、問題Ⅲ解答論文構成例を配布す

るなど、講習内容の充実を図ってきました。

　右表・グラフに示すように本年度の申込者数は2,442

名、出席者2,343名（出席率95.9％）となっており、申込

者数では昨年比で215名増となっています。また、平成

16年度から今年度までの申込者数をみると、ほぼ2,300

名前後で推移していますが、平成23年度はRCCM資格制

度の改定により受験する際に必要とする業務の経験年数

が短縮されたこと等により2,700名を超える申込みがあ

りました。

　JACICでは、今後も、建設コンサルタント技術者の技

術力向上とRCCMの普及を目指し、講習内容の充実に努

めていきたいと考えております。

 

　なお、平成27年度版RCCM資格試験受験準備講習会テ

キスト等の残部について有償配付しております。

希望される方はJACICホームページ（http://www.jacic.

or.jp/topics/20150801/rccm_h27text_yusyohaifu.html）

からお申し込み下さい。

　RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会

が平成27年11月8日（日）に実施します。

　試験に関する内容は、同協会のホームページ（http://

www.jcca.or.jp/qualification/rccm/index.html）を参照

してください。

平成27年度RCCM資格試験受験準備講習会終了

 （経営企画部　参事　宮﨑　豊）

開催地 開催日 申込者数 出席者数
札　幌 7/24（金） 172 167
仙　台 7/23（木） 222 215
東京１ 7/27（月） 353 338
東京２ 7/29（水） 351 334
新　潟 7/30（木） 86 82
名古屋 8/04（火） 247 238
大　阪 7/28（火） 271 256
広　島 7/31（金） 133 126
高　松 7/31（金） 148 143
福　岡 7/23（木） 365 354
沖　縄 7/30（木） 94 90

合　計 2,442 2,343

JACIC便り

仙台会場の様子 申込者数の推移（平成16年度～平成27年度）

平成27年度　申込者数と出席者数
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平成27年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定
　（一財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度
から財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助
成事業を行っています。平成27年度の研究助成は、応募
期限の6月30日までに55件のご応募をいただきました。
7月30日に、学識経験者を含めた委員により審査会を開

催しました。平成27年度は21件に対し、研究助成を実施
することに決定しました。
審 査会の委員： 大橋正和、島崎敏一、月尾嘉男、
　　　　　　　門松武、山下章、坪香伸、藤森祥弘

 （建設情報研究所　首席研究員　高橋　忠）

No. 平成 27 年度研究助成対象者（敬称略） テーマ名 区分

1 株式会社コンポート
代表取締役　有賀　貴志 CIM におけるコンクリート構造物の変状データ等の記述仕様の開発 指定 1

2 東京大学大学院　工学系研究科
航空宇宙工学専攻　准教授　上西　幸司

防災監視網による観測データのデータベース化とフィードバック手法の
研究 指定 2

3 松江工業高等専門学校　環境・建設工学科
教授　大屋　誠

高専における CIM に対応した建設技術者育成のためのカリキュラム構
築に関する研究 指定 1

4 コスモ技研（株）IT ソリューション事業部
取締役事業部長　片岡　宏之 鋼橋の CIM 化に向けた実用的手法の研究 指定 1

5 高知工科大学地域連携機構新公共工事システム研究室
技術顧問（客員教授）室長　國島　正彦 工事日報を活用した新しい施工プロセス検査及び歩掛り調査手法の開発 自由 2

6 関西大学　環境都市工学部
准教授　窪田　諭

複数の計測機器による点群データを基とする３次元地形モデルの表示お
よび作成手法に関する研究 指定 1

7 京都大学　経営管理大学院
教授　小林　潔司 ICT を活用した橋梁の維持管理技術の国際展開に関する研究 指定 3

8 岐阜大学　工学部
教授　沢田　和秀 地形データアーカイブ整備による建設および災害復旧支援 指定 2

⑨ 山梨大学大学院　医学工学総合研究部
教授　鈴木　猛康

観測ビッグデータを用いた防災情報データベースの構築とその活用に関
する研究 指定 2

10 東洋大学　理工学部　都市環境デザイン学科　
教授　鈴木　信行

3 次元空間測量データを用いたマルチ・ハザードマップの作成とリスク
マネジメントに関する研究 自由 2

⑪ 株式会社環境風土テクノ
取締役　須田　清隆 映像を活用した統合型データモデルの研究 指定 1

12 新潟大学　理学部自然環境科学科
准教授　奈良間　千之

ALOS-2/PALSAR 干渉画像を用いた新潟県柏崎市における小規模地す
べり群の分布と挙動に関する研究 自由 1

13 東京理科大学　理工学部土木工学科
教授　二瓶　泰雄 二次災害防止のための土石流発生情報集約・発信システムの構築 自由 2

14 香川大学　工学部
准教授　野々村　敦子

リモートセンシングデータを用いた平野部における建蔽率推定手法の構
築 自由 2

15 京都工芸繊維大学　機械工学系
助教　東　善之

鉄製橋梁等構造物へ吸着可能な UAV と CIM（3D-CAD）データに基づく自律
型点検システムおよび維持用 CIM（維持管理用 DB）との連携に関する研究 指定 1

16 関西大学　総合情報学部
教授　古田　均 インタラクティブ・ロボティックスによる橋梁診断スキームの構築 指定 1

17 岡山理科大学　工学部建築学科
准教授　　松下　大輔 BLE による建物内の人員行動計測技術の開発 自由 1

⑱ 京都大学大学院工学研究科 都市社会工学専攻
教授　三村　衛

物理探査によるボーリングデータ空白域の補完システムを適用したシー
ムレス三次元地盤モデルの構築 指定 2

19 日本ミクニヤ株式会社　東京支店技術管理
室長　森　義将

オ－プンソース GIS による多様な詳細降雨情報の一元管理と土砂災害
等の警戒避難支援情報への活用に関する研究 自由 2

20 東京電機大学理工学部 建築・都市環境学系
教授　安田　進 地盤情報を活用した首都直下型地震による地盤災害の予測と対策 自由 1

21 応用技術株式会社　防災・環境解析部
情報システム課長　山根　隆弘

既存ダム施設の 3 次元モデル化に関する 3 次元計測技術の有効性検証と
最適詳細度解明に関する研究 指定 1

※対象者氏名の五十音順で掲載。⑨⑪⑱の3件は、JACIC設立30周年記念事業の特別枠助成、それ以外は記念枠助成。
※区分について 指定１：建設生産システムにおけるCIM／BIMに関するもの
 指定２：建設生産システムにおけるデータベースに関するもの
 指定３：海外におけるICTを活用したプロジェクトマネジメントに関するもの
 自由１：建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの
 自由２：建設分野の各種業務の情報化に関するもの

JACIC便り
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　10月に東京でJACICセミナーを開催します。

　建設分野のロボット的な機械を用いた施工は、情報化施工の進展によって徐々に進んで来ています。また平成25年7

月に国土交通省と経済産業省が、「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を設立して、ロボット技術の公

募や実証実験を行っています。さらに政府が平成27年2月にまとめた「ロボット新戦略」においては、インフラの維持

管理にロボット技術を活用して作業を20％効率化することが明言されたことなどを受けて、この「ロボット施工」とい

うテーマは急に注目が集まっています。

　JACICは、もっとも時宜を得たテーマとして、「ロボット施工」を選び、東京で無料のセミナーを以下の要領で開催

します。

○名 称：JACICセミナー（平成27年度第3回）

○日 時：平成27年10月8日（木）

○場 所：東京グランドホテル（港区　芝）

○テーマ：「建設分野のロボット革命」

○定 員：150名（事前登録必要）入場無料。

○C P D： 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。

○講演プログラム

テーマ等 講演者等 時間

開会挨拶 JACIC 門松理事長 13：00 ～ 13：10

１ ロボットの建設分野進出 芝浦工業大学　油田特任教授 13：10 ～ 13：50

２ ロボット施工に関する施策 国土交通省　公共事業企画調整課施工安全企画室長　岩見吉輝　室長 13：50 ～ 14：20

（休憩時間） 20 分 14：20 ～ 14：40

３ 大林組の無人施工化挑戦 ㈱大林組技術研究所生産技術研究部　主席技師　古屋弘 14：40 ～ 15：10

４ 人工筋肉で重機操作 コーワテック㈱　営業開発部　豊田部長 15：10 ～ 15：40

５ ヘリロボット ルーチェサーチ㈱　渡辺社長 15：40 ～ 16：10

閉会挨拶 JACIC 山下理事 16：10 ～ 16：20

詳細・申込は、以下のサイトをご覧ください。

　http://www.jacic.or.jp/jseminar3/2015.html 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経営企画部　次長　河内康）

JACICセミナー（平成27年度第３回）は、「ロボット施工」
～10月8日　東京で開催～

JACIC便り
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　近畿地方センターにおける平成27年1月以降の主な活
動状況をご紹介します。

■「CIMモデル事業報告会」の開催
　平成27年4月21日（火）に、国土交通省近畿地方整備
局主催で開催された「CIMモデル事業報告会」にて
JACICの坪香理事が講演しました。
　国土交通省にて、建設の現場においてのCIM導入が決
定されて以降の試行錯誤の現状下でのCIMの一つの考え
方についての説明、JACICとしての今後の方向性等、約
2時間の講演となり、国土交通省職員を中心に 計72名が
聴講しました。
　出席者からは質問も寄せられ、参考になったとの声を
多くいただけました。

■「電子入札近畿連絡会議」の開催
　平成27年6月26日（金）に、阪急ターミナルスクエア（大
阪市北区）にてJACIC主催の「電子入札近畿連絡会議」
を開催しました。国土交通省 近畿地方整備局、6府県（滋
賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）と23市町、7公
社（オブザーバー１社含む）等、合計37機関・62名の入
札・契約担当者にご参加いただき、活発な意見交換等を
行いました。

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
　平成27年7月28日（火）に、大阪YMCA国際文化セン
ター（大阪市西区）にてJACIC主催の「RCCM資格試験

受験準備講習会」を開催しました。
　本年度は約250名に受講していただきました。

■「建設技術展2015近畿」に出展します
　JACICは今回で15回目を迎える「建設技術展2015近畿」
に共催、出展します。今年度はマイドーム大阪（大阪市
中央区）にて、10月28日（水）・29日（木）の二日間開
催されます。展示ブースではPhotog-CAD（災害査定効
率化支援システム）、CIM、建設副産物・建設発生土情
報交換システムなどの建設関係の各種情報に関する技術
についての展示等を行う予定です。お誘い合わせの上、
当ブースへお立ち寄りください。

■「Photog-CAD」の講演、普及活動を行います
　国土交通省 紀南河川国道事務所からの依頼を受け、
平成27年2月19日（木）に職員及び市町村担当者計28名
へPhotog-CADの実践形式説明会（写真-4）を行いました。

　Photog-CADでは、家庭用のデジタルカメラで3方向
から撮影した写真を基に、3D-CAD図面を作成し、内蔵
の設計データより、災害査定の申請書類作成から積算ま
でを行えます。「災害手帳」「災害査定添付写真の撮り方」
にもPhotog-CAD活用の記載があります。
　講演等をご希望の際は近畿地方センターまでご用命く
ださい。　　　　

（近畿地方センター長　吉谷幸二）

近畿地方センター活動報告

写真-1　CIM講演の様子

写真-3　講習会の様子

写真-4　Photog-CADソフトを使った説明会の様子

写真-2　近畿連絡会議の様子
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　JACICは昭和60年11月15日に設立認可されて、今年は
設立30周年にあたります。これを記念して11月には、以
下のような記念イベントを開催する予定です。開催場所
は両日とも東京都千代田区の「グランドアーク半蔵門」
です。

11 月
11 日（水）

午前・午後 記念セミナー１
・建設情報研究所研究発表会
・ JACIC システムユーザーとの意

見交換等
夕方 18：00 意見交換会

11 月
12 日（木）

午前・午後 記念セミナー２
・JACIC 研究助成事業成果報告会等

夕方 18：00 記念レセプション

　11日（水）の記念セミナー初日は、これまでのJACIC
の30年間の研究活動を振り返り、次の10年に向けた新し
い活動についてのJACIC側からの報告をしたうえで、幾
つかのJACICシステムユーザーの方々と意見交換するプ
ログラムを考えております。
　その日の意見交換会は、例年行っているJACICのOB
会のながれを組んだプログラムで誰でも参加可能な意見
交換会を予定しています。
　12日（木）は、研究助成事業成果報告会の拡充版を考

えております。JACICの研究助成事業成果報告会も13回
目を迎えておりますが、その間、JACICの研究助成を端
緒として大きく活動を拡げられた方たちの講演を予定し
ています。また昨年度から30周年記念事業の「特別枠」
として助成した課題の報告もして頂く予定です。
　12日夕方には「30周年の記念レセプション」を予定し
ております。30年の間にお世話になった方々をご招待し、
感謝の意を表すレセプションになる予定です。
　各セミナーの内容は、近日中にホームページにて案内
をさせて頂きます。

　JACICは、平成27年度も以下のとおり、九州・北陸・中部・近畿・中国の各地における建設技術展（建設技術フォー
ラム、建設フェア）に、ブース出展を計画しています。CIMやPhotog-CADなどを各技術について本部職員を派遣して
PRする予定です。写真は昨年の状況です。

JACIC設立30周年記念イベント　11月11日（水）・12日（木）
記念セミナーとレセプション

今年度も各地方の建設技術展に、JACIC出展予定

H27 年 地区 イベント名 出展の技術項目
10/05-06 九州 九州建設技術フォーラム CIM,Photog-CAD
10/16-17 北陸 けんせつフェア北陸 in 金沢 CIM,Photog-CAD
10/21-22 中部 建設技術フェア 2015 in 中部 Photog-CAD, 副産物
10/28-29 近畿 建設技術展 2015 近畿 CIM,Photog-CAD
11/27-28 中国 建設技術フォーラム 2015 in ひろしま CIMPhotog-CAD, 副産

設立20周年（平成17年）時の式典の様子

昨年の九州建設技術展 昨年の中部建設技術展
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