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平成28年1月22日（金）に平成27年度電子入札コアシ
ステム利用者会議・特別会員会議をビジョンセンター東
京Vision Hallにおいて開催しましたので報告します。

1．会議の位置づけ
JACICは、電子入札コアシステムに関する情報提供と

意見交換を行う会議として、利用者会議・特別会員会議
を年1回開催しています。

本会議は、電子入札コアシステム開発コンソーシアム
の会員（正会員、賛助会員、特別会員）及び業界団体を
対象とした会議です。

電子入札コアシステム利用者会議・特別会員会議

2．会議概要
本会議では、コアシステムを利用している発注者及び

受注者の意見・要望を幅広く拝聴するとともに、コアシ
ステム事業の事業改善方針の状況報告、及びコアシステ
ムに関する情報提供等を行いました。
1）コアシステム事業の状況

事業改善方針の対応状況については、表のとおり報告
しました。

また、コアシステムV6の新機能とリリース時期、V6
リリースに伴うV5シリーズの提供終了、コアシステム
V5.1のサポート終了と有償によるV5.1延長サポートの開
始、コアシステムの新料金等について説明しました。
2）コンソーシアムの継続について

電子入札コアシステム開発コンソーシアムは、平成13
年度に設立され、平成15年度以降2年毎に事業期間を見
直すこととなっています。現事業期間は平成27年度末に
期限を迎えるため、平成27年5月に開催した統括会議（規
約の改廃、重要事項の決定を行う会議）において平成29
年度末までコンソーシアムを継続することが決定された
ことを報告しました。

3）Windows10への対応について
コアシステムにおけるWindows10への対応として、

昨年7月公開の製品版による動作確認結果を説明すると
ともに、今後は昨年11月公開の大規模アップデート版に
よる動作確認をあらためて実施し、3月上旬に結果をア
ナウンスする予定である旨を説明しました。
4）ユーザ会議

当日は、利用者会議・特別会員会議に引き続いて「第
14回電子入札コアシステムユーザ会議」を開催しました。
ここでは、利用団体からの機能改良要望に関する確認事
項、及び共同利用拡大に向けた各団体の活動について、
情報共有が行われました。また、品確法や法人番号への
対応に関するアンケートの調査結果を報告しました。

3．まとめ
本年も、107団体、総勢146名（中央省庁5、独法・機

構等11、都道府県55、市町村等44、コンソーシアム正会
員・賛助会員27、業界団体4）と多くの皆様にご参加い
ただきました。

今後も、利用団体からの要望の更なる取り入れを目指
した開発やWindows10等の新しい利用環境への対応等、
利用者の皆様における電子入札コアシステムの円滑な運
用等に向けたサポートに努めていく所存です。

表：事業改善方針の対応状況
事業改善方針の対応状況

1）コアシステム機能の充実
コアシステム V6 の提供に向けて、昨年 12 月に正会員評価用と
なるコアシステム V6 ベータ版をリリースした。正式リリース
は本年 3 月を予定。
2）処理速度等の性能向上
コアシステム V6 の開発において、画面遷移時の速度改善を目
的とした画面遷移時の IC カード認証方式変更を実施した。
3）料金体系等
① 少額利用特例料金に新たな料金区分（少額利用者向け特例料

金・Ⅱ型）を設定した。
②  JACIC が共同利用参加市町村から直接問合せを受けるサービ

スを試行した。
③  V6 で電子入札コアシステムを初めて利用されるお客様を対

象とした新たな料金を設定し、平成 28 年度から適用開始する
こととした。

④ コアシステムV5.2 及び V5.3 のサポート期間を変更するととも
に、コアシステムV5.1 の有償延長サポートを実施することとした。

4）情報セキュリティの強化
脆弱性の改善等に向け、Java やブラウザ等の新バージョンの動
作確認等の迅速な対応を実施した。
また、暗号アルゴリズムの移行に関して、新暗号への完全切り
替え（フェーズ 3）に向けて、入札書受付票自動発行用サーバ
証明書の作成等に関する技術情報を提供した。

（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利用者会議・特別会員会議』の開催
ニュースと解説
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市町村は、住民に身近な社会資本の管理・整備を通じ
て地域の発展や安全・安心の確保の役割を担っています。

本格的な維持管理の時代を迎えていること、一昨年の
品確法の改正により、これまで以上に公共工事の品質確
保並びにその担い手の育成・確保が求められていること
などから、予算の制約や技術職員の不足等の状況にある
市町村職員の負担はますます増大しています。

こうした市町村の現状を踏まえて、JACICとして少し
でも市町村への支援を行いたいと考え、「地方公共団体に
よる公共事業執行の支援に関するプロジェクトチーム」を
設置し、市町村を訪問してのヒアリングを行うなど、JACIC
のできる有効な支援策の検討を進めてまいりました。

現在、検討の途上ではありますが、支援策の一つの柱と
して、市町村が実施している優れた取り組みの事例など、
市町村職員にとって有効な情報を発信するFacebook
ページ「市町村のための建設情報広場」を開設しました。

市町村の建設行政に役立つと思われる記事をタイム
リーに掲載しますので、是非ごらんいただくとともに、
参考となる記事には「いいね！」をお願いします。

◆掲載する記事の分野
・まちづくり、都市計画、交通政策、建築
・公共事業（工事・管理）の担い手の育成
・工事・維持管理の品質の確保、安全管理
・ 事務の効率化、コスト縮減、公正性・透明性の確保、

不正行為の排除

・管理施設の適切な維持管理
・防災・災害対応能力の向上
　など、市町村の建設行政全般を対象とします。

◆掲載記事の内容
・国等の発表資料や取組み事例
・市町村等の取組みの事例
・業界紙、一般紙の関係記事へのリンク
・市町村職員が参加できる講習会、講演会等の情報
・新技術、新工法、工夫事例等
・発注等、調達に関する取り組み、工夫

そのほか、市町村職員に有用と思われる内容を幅広く
掲載します。

◆運用ポリシー
利用者からのコメントに対しては、原則として対応し

ません。掲載情報について質問がある場合は、メールに
てお問い合わせください。

問い合わせ用アドレス shichouson@jacic.or.jp
Facebookページへのリンクやシェアは、日本建設情

報総合センター又は他の利用者に害を及ぼさない限り、
自由に行えるものとします。

その他の必要な事項は運用ポリシーとして定め、ペー
ジ情報に掲載しています。

 （システム運営統括役　関沢元治）

ニュースと解説

市町村支援のためのFacebookページを開設
「市町村のための建設情報広場」
https://www.facebook.com/shichouson/
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ニュースと解説

「平成27年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告
平成28年1月29日（金）に、JACICが運営するコリンズ・

テクリス（工事・業務実績情報システム）に関して、利
用者（発注者、受注者）からの意見・要望を拝聴し今後
のシステム改良等に反映する、「平成27年度コリンズ・
テクリス利用者会議」を開催しました。

会議では、事前に行った利用者意見募集（アンケート
調査）結果を報告するとともに、コリンズ・テクリスの
バージョンアップに関する主な改良点を説明し、意見交
換を行いました。また、国土交通省より、コリンズ・テ
クリスに関連した政策についてご説明いただきました。

1．参加者
（1）発注者：国、地方公共団体
（2 ）受注者：建設業関係団体、建設コンサルタント関係

団体、測量設計業関係団体、地質調査業関係団体及び
補償コンサルタント業関係団体

2．利用者アンケート結果
（1） 期間

平成27年12月4日（金）～22日（火）
（2 ）対象：システムを利用している公共発注機関及び企業
（3 ）項目：システム全体の満足度、システム運営の満足

度、システム見直しの方向性及び自由意見等
（4）回答数：発注者288、受注者519
（5） 主な結果

①システム全体の満足度
 　コリンズ・テクリスに関する全般的な満足度につい
てお聞きしたところ、発注者、受注者とも8割以上の
方から「ふつう」以上の評価をいただきました。（図
-1参照）

②JV・設計共同体の登録方法の統一について
 　JV・設計共同体の工事・業務の登録方法について、
現在の異なった登録方法を統一することについてお聴
きしたところ、7割の受注者の方から、肯定的な回答
をいただきました。（図-2参照）
 　なお、登録方法が統一されても、技術者、工種・工

法型式および業務分野の登録可能数が現在より減少す
ることがないよう、検討しております。

3．コリンズ・テクリスのバージョンアップ
現在運用しているコリンズ・テクリスのハードウェア

更新時期を踏まえ、これまで対応しきれなかった課題に
対応しつつ、近年の情報通信技術の発展などを見据えた
バージョンアップに取り組むこととしています。

平成26年度利用者会議および関係団体とのヒアリング
等でいただいたご意見を踏まえた、バージョンアップの
主な改良点について説明し、ご意見をいただきました。

4．国土交通省からの連絡事項
国土交通省より、平成27年度に実施した、コリンズ・

テクリスの実績登録に関連する政策についてご説明いた
だきました。

当日の議事概要等は、http://www.jacic.or.jp/meeting/
coritec/index.htmlを参照ください。

5．今後の取り組み
利用者会議やアンケート調査でいただいたご意見・ご

要望を踏まえ、コリンズ・テクリスの更なる機能向上を
図ってまいります。

（コリンズ・テクリスセンター　主事　川口玲）

図-1　システム全体の満足度

図-2　JV・設計共同体の登録方法の統一について

コリンズ・テクリス利用者会議
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JACIC便り

河川CIMにおけるデータマネジメントに関する研究
熊本大学大学院　自然科学研究科

教授　　小林　一郎　
1．本研究の提案

本研究では、河川におけるCIMのあり方に関する一提
案をする。調査、設計、施工の3段階では、実務におい
て3次元モデルを用いたCIMの試行をおこなった。管理
段階に関しては、試行を行う現場がなかったため、管理
CIMについての独自の提案をおこなった。

本研究の新規性は、以下の3点である。
①　CIMの実証現場としての唯一性
②　対象者の独自性
③　河川CIMの提案と運用を同時に考える視点の重要性
①に関しては、著者が景観検討で関係した熊本白川の

激特区間の築堤事業と宮崎津屋原沼の防潮堤建設事業に
おいてCIM試行事業の一環として事務所レベルでの検討
をおこなうことができた。

②では、2通り（段階内と段階間）の4段階モデルを提
案し、調査、設計、施工、管理の各段階で、受注者側と
事業者側からのCIMの運用の可能性を検討した。通常の
研究は、受注者側からの技術開発に重点が置かれるが、
本研究では、事業者が管理で利用できることに主眼をお
いて検討をすすめた。特に、配置モデルの構築に当たっ
ては、国土交通省熊本河川国道事務所の設計や施工を担
当する職員と数回にわたり、深い議論をおこなった。

③では、配置モデルの構築を提案し、ソフトウェア関
連の専門家と議論した。この結果、独自の河川管理CIM
の提案をおこなうことができた。

図-1　河川CIMにおけるデータ運用

2．本研究の発展性
本研究の発展性として、次の3点をあげた。

①実務における発展性
②河川行政における発展性
③構築システムの応用性

著者は現在、国土交通省九州地方整備局において「九
州地方におけるCIM導入検討会」の委員長をしており、
九州各地で実施されているCIMの試行事業に関係した職

員と、様々な意見交換をおこなうことができた。この成
果も踏まえ、①では、白川において、国および県の協力
を得て、国区間と県区間にまたがる範囲でのデータの構
築をおこなった。今後、このシステムを用いて、白川に
おけるデータの保管・活用を目指して行く予定である。

②の発展性では、現在、九州地方整備局の河川部と共
同で、他の河川でのデータ構築の可能性について検討を
始めており、今後の課題として、白川以外の河川でのデー
タ構築の実証実験を行ないたいと考えている。

③に関する人材運用システムはWebのセキュリティ
問題のため、研究の進展はえられなかった。この点に関
しては、今後の課題としたい。

なお、本研究では、CIMとの関連でモデルのデータマ
ネジメントを論じた。ここでいうモデルとは、2次元お
よび3次元のCADモデルのことである。またデータとは、
モデルが作成される元となったもの、あるいは、モデル
から生成されたものと考えた。前者は、たとえば、土質
の柱状モデルの元となる土質データであり、後者はたと
えば、構造解析をおこなうために必要な形状算出のため
のデータのことである。さらに、あるCADソフトで作
られたモデルを、別会社のシミュレータで統合する場合
も、データマネジメントの一部であると考えている。

以上のことから、本報告では、データベース論を展開
したり、データ一般について考察してはいない。あくま
で、4段階の各段階内や段階間で、モデルを利用するこ
との可能性とそのモデルのデータを次の段階に引継ぎ、
利用することに関する考察をおこなった。

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す
る研究に対し助成を実施しています。平成27年度には15
件の研究成果の報告があり、平成27年11月には「JACIC
設立30周年 研究助成事業成果報告会」を開催しました。
2月号より順次、研究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

 （建設情報研究所　首席研究員　高橋忠）

図-2　配置モデルによるデータ運用

研究助成事業成果（H27年度報告）の概要（2）
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平成28年1月27日（水）広島のリーガロイヤルホテル
にて「JACIC設立30周年記念セミナーin広島」を開催し
ましたので、以下報告します。

一連のJACIC設立30周年記念事業の最後を飾るセミ
ナーイベントでしたが、参加人数は291名と地方セミナー
としては記録的な盛況になりました。多くの団体に後援
して頂いたお陰かと感謝しております。
1．プログラム内容

テーマ 講演者等

開会挨拶 JACIC 理事　坪香伸

1 技術者復権―生産効率 1.5 倍 熊本大学教授　小林一郎

2 UAV（無人機）を用いた計測・
調査の現状と今後

ルーチェサーチ㈱社長　
渡辺豊

休憩

3 JACIC 研究活動の概要と将来 JACIC 理事　坪香伸

4 公共工事の品質確保と
JACIC の建設情報システム

JACIC 経営企画部長
井山聡

　
2．小林教授の講演

小林教授は、平成19年から平成24年にかけて手掛けた
熊本市のプロジェクト「新水前寺駅交通結節点改善事業」
における事例を詳しく話されました。熊本県・熊本市・
警察三者間の協議を効率化するのに三次元画像が非常に
役にたったということです。そして問題解決のために「情
報技術」をうまく活用することが、技術者の復権であり、
1.5倍の効率化を実現する道であると話されました。そ
うすることで若者にとっても建設業は魅力ある産業にな
り、担い手確保にも役立つのである、と強調されました。

3．渡辺社長の講演
㈱ルーチェサーチは地元広島に所在し、中国地方整備

局とも災害協定を結んでおり、平成26年の広島豪雨災害
の時には、タイミングよく出動して情報を集めたUAV
専門の会社です。今回はセミナー会場入り口に自社の実
際の機械を持ち込んで展示もしました。渡辺社長はUAV

（無人機）を用いた計測・調査は益々分野を新たに開拓
し活動の幅が広がっているという話をされました。特に
レーザーを使用した上空からの調査に関しては、樹木が
あっても地表を計測することが出来るという例を強調さ
れました。

4．JACICからの講演
JACIC坪香理事は、CIMを中心としたJACIC全体の研

究活動の話をし、井山経営企画部長は豊富なデータをも
とに、現況の地方公共団体における発注関係事務の問題
を指摘し、JACICの各情報システムサービス普及の必要性
を説明しました。

5．賛助会員との意見交換
このセミナーのあと、中国地方の「JACIC賛助会員」

の皆様14社21名との意見交換会も行うことが出来、
JACICの事業に対する多くの意見や希望を聴くことが出
来ました。

6．セミナー資料の公開
このセミナーの講演時の動画ビデオおよび配布資料に

関しては、以下のサイトで閲覧できます。参照してくだ
さい。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　

 　（経営企画部　次長　河内康）

JACIC便り

JACIC設立30周年記念セミナーin広島　開催報告

セミナー会場

UAVの展示
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1．はじめに
今後CIM導入を進めるにあたり、土木実務において3次

元CADソフトを使いこなせる人材育成が急務です。そこ
で、3次元CADソフトを駆使しながら課題を解決する即
戦力を育成する機会と、実際に操作する技術者の意見や
要望などを3次元CADソフトの開発会社にフィードバッ
クする機会を提供することを目的として、去る2月15日～
17日に「CIMチャレンジ研修 -CIMSoluthon-」を開催し
ましたのでご報告します。

2．研修報告
 （1）協力企業の募集

まず11月から、3次元CADソフトの操作講習や課題演
習等に協力いただける企業を募集しました。3次元CAD
ソフトの開発または販売を行っており、講義・演習に必
要な講師派遣、教材を手配できることを要件としました。
応募があった企業の中から、提案内容等を踏まえて2社
を選定させていただき、その後、研修課題の設定や研修
内容の調整などの準備を進めました。

（2）応募状況と開設コース
1月から受講者の募集を開始し、全国から募集人数（20

名）を大きく超える56名の応募者がありました。希望コー
スや申込み順を考慮し、2月は以下のとおり橋梁と交通
の2コースを開設し、21名に受講いただくことになりま
した。

コース 使用ソフト 担当企業
橋梁コース V-nasClair 川田テクノシステム㈱
交通コース Civil3D, Infraworks 応用技術㈱

 （3）研修概要
研修は東京都港区にある機械振興会館において、以下

の日程と内容で開催しました。

研修科目 研修内容
2/15

（月）
講義、演習 

（基本操作等） 3 次元 CAD ソフトの基本操作、
モデリングに関する講義、演習2/16

（火）
講義、演習 

（モデリング等）
2/17

（水）
課題演習 

（班別で実施）
日常業務や現場を想定した課題に
対する解決演習

（4）研修の様子
受講者の皆さんは欠席もなく熱心に聴講し、講師の説

明を受けて自席のパソコンで実際に操作を行い、班別の
作業でも積極的に発言されていました。

3日目の課題演習において、橋梁コースでは橋脚の位

置や根入れを調整し、下部工や上部工にかかるコストを
算出し、経済性の比較検討を行いました。交通コースで
は交差点におけるアンダーパスの視認性確認について比
較検討を行いました。

各コース2班、計4班に分かれて作業を行い、結果発表
を行いました。発表者からは良かった点や改善点の指摘
及び意見が出され、他のコースからも質問がありました。

休憩時間中や研修終了後も、受講生の皆さんはソフト
ウェアの機能や操作方法、公開されているデータの扱い
など、講師に相談されていました。

（5）アンケート結果
研修を受けた感想としては、ソフトの使い方が理解で

きた、今後の参考になったとの意見が多かったですが、
課題や要望も多くいただきました。今回は一つの部屋を
パーティションで区切って2コースを実施したため別
コースの声が気になったというご意見や、演習結果発表
時の段取りが悪いという意見、繁忙期以外での開催や地
方での開催への要望も多くありました。

3．今後に向けて
今回応募者多数だったため、3月には第2回研修を橋梁

とトンネルのコースで開催します。次年度以降も、アン
ケートで頂いたご意見等を踏まえて改良しながら、また
関係団体等とも連携しながら、研修機会を提供していく
予定です。CIMソフトを活用する技術者にも、CIMソフ
トを提供する側にも、チャレンジしていただきながら、
CIM人材育成を進めることに、JACICとしてもチャレン
ジしていきたいと考えています。

（CIM教育PT　小路泰広）

JACIC便り

CIMチャレンジ研修

CIMの動向（その16）
～CIMチャレンジ研修　-CIMSoluthon- を開催～
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関東地方センターは、関東1都8県を担当管内として、

各部・センターと一体となってJACICが提供する各種シ

ステム等の普及促進活動を行っています。

本年度の主な活動についてご紹介します。

■ 電子入札コアシステムユーザー会議
平成27年7月24日（金）に「関東地方別ブロック会議」

を東京都内で開催しました。

会議には、国土交通省、文部科学省、農林水産省の国

の機関をはじめ、電子入札コアシステムをご利用いただ

いている関東9都県の26団体、約40名にご出席いただき

ました。

JACICからは、電子入札コアシステム開発コンソーシ

アム事務局、および電子入札施設管理センターの担当者

が出席しました。

会議では、より利便性の高いシステム開発や運用のた

め、各団体における電子入札システムの開発・稼働状況

などの技術情報交換をするとともに、各団体から寄せら

れた討議・質問に対する事務局からの回答、ならびに質

疑応答など活発な意見交換が行われました。

平成27年度関東地方別ブロック会議

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

tered Civil Engineering Consulting Manager:RCCM）

の資格試験受験に先立ち、設計業務等の実施における最

近の課題や施策の解説など、受験者のための講習会を国

土交通省の後援を受け全国で開催しています。

平成27年度は、7月下旬から8月上旬に全国11の会場で

開催いたしました。

関東地方では、東京都内の都市センター会館を会場に

して7月27日（月）、29日（水）の2回開催しました。

講習会には、2回とも会場いっぱいとなる27日338名、

29日334名のRCCM資格取得を目指す方々が参加され、

発注機関、および業務管理技術研究会委員等の講師から、

建設コンサルタントが行う業務や受験に関する注意事項

等の講義を熱心に受講されました。

なお、平成28年度の同講習会は、関東地方では7月下

旬の開催を予定しています。

■ 賛助会員との連携の強化
平成27年は、JACIC設立30周年を迎えた年であり、

JACICでは各種記念事業を開催いたしました。また、

JACIC賛助会員の皆様のところへ職員が直接お伺いし

て、永年の支援へのお礼を申し上げるとともに記念品を

お配りしました。あわせてJACICの業務に関するご意見・

ご要望をお聴きして、その改善に反映させることも視野

に入れるなど、賛助会員との連携を強化することとして

おります。

関東地方では、全国600余社の賛助会員のうち200社（茨

城県8社、栃木県8社、群馬県6社、埼玉県8社、千葉県6社、

東京都144社、神奈川県8社、山梨県3社、長野県9社）を

本部職員協力のもとに、11月から1月にかけて訪問させ

ていただきました。

　

（関東地方センター長　石塚廣史）

地方便り

関東地方センター活動報告

JACIC設立30周年
記念品 トートバック
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JACIC情報113号の発刊
「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113号は
2016年2月の発行で、「建設
分野のロボット施工」を特
集しました。

ロボット的な機械施工は
建設分野の近い将来にとっ
ては、非常に大きな比重を
占める技術であることは確
実であります。この流れを
概観した上で、各界のロ
ボット開発最前線の技術や
研究を紹介しました。

【主な内容】
■巻頭言：「建設ロボットの普及促進に向けて」
 立命館大学理工学部　教授　建山　和由
■特別寄稿：「 ロボットコンテストを通してのものづく

りへの取り組み」 
 京都工芸繊維大学大学院機械工学系
 准教授　澤田　祐一
■国土交通省の取組
　・「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入について

～平成26年度の現場検証の概要の紹介～」
国土交通省総合政策局公共事業企画調整課

施工企画係長　中根　亨
　・「中部圏インフラ用ロボットコンソーシアム

～ロボット技術が建設現場を変える～」
国土交通省中部地方整備局企画部施工企画課　

課長補佐　石川　裕一
施工係長　田口　智之

　・「 国土地理院の無人航空機（UAV）の活用に向けた
取り組み」　

国土交通省国土地理院基本図情報部　
地図情報技術開発室長　大野　裕幸

　・「次世代無人化施工技術研究組合（UC-Tec）について」　
次世代無人化施工技術研究組合　

参事　事務局長　田中　芳行
　・「UAV（マルチコプター）競技会の開催について

～建設技術公開「EE東北’15」～」　
EE東北実行委員会（事務局　東北技術事務所）

■民間の研究・事例から
　・「コマツのスマートコンストラクション　

～土木工事におけるドローンの活用～」　
コマツ　執行役員　

スマートコンストラクション推進本部長　四家　千佳史
　・「 災害復旧用建機搭載型ロボットの開発事例と将来展望」　

コーワテック株式会社　営業開発部　
部長　豊田　晃央

　・「ヘリロボット」　　　　　　
ルーチェサーチ株式会社　代表取締役　渡辺　豊

　・「大林組の建設ロボット開発の挑戦」
株式会社大林組　技術研究所

生産技術研究部　主席技師　古屋　弘　
　　　　　　　本社　機械部　副部長　栗生　暢雄

　・「 ロングブーム吹付機開発による生産性および安全
性向上」　　　

　　　　　清水建設株式会社　土木技術本部機械技術部　
工事長　藤内　隆

■公共調達コーナー
　・「 国土交通省調査・設計等業務における入札・契約

制度の近況と今後の課題」
　　　　　国土交通省　大臣官房技術調査課

　課長補佐　永田　耕之
国土技術政策総合研究所　総合技術政策研究センター

建設マネジメント技術研究室
　　　　　　　　　　　　　　　室長　森田　康夫

　　　　　　　　　　　　　主任研究官　小塚　清　
　　　　　　　　　　　　　研究官　根津　佳樹

■最近の話題から
　・「女性の活躍を推進　―けんせつ小町―」　

一般社団法人 日本建設業連合会 企画調整部
参事　富田　路夫

　・「公共工事の品質確保とJACICの建設情報システム」
　　　　　一般財団法人 日本建設情報総合センター

経営企画部　部長　井山　聡
　・ JACIC設立30周年記念イベント　基調講演「ITの

30年とJACIC」
東京大学空間情報科学研究センター　教授　柴崎　亮介
■地方センターコーナー　北海道地方センター
　・「 水中基礎捨石均しの効率化と安全な施工　自動追

尾システム管理による水中基礎捨石均し工法」
機械開発北旺株式会社

■その他　JACICのページ等
　

定期購読を受け付けています。毎号1,000円＋消費税
です。今回のみの購入も可能です。

定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定す
る「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。

バックナンバーの紹介や、購入の申込みは以下のとお
りです。
●バックナンバー紹介
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部 
（電話03-3584-2404）までお願いいたします。

 （経営企画部　参事　横山輝行）

JACIC通信
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