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平成28年3月30日に開催された理事会において、平成
28年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概
要を紹介します。
	

1．基本方針
改正品確法等に基づく公共工事の発注関係事務の適切
な実施に向けて、JACICの建設情報システム群の利活
用、改良を通じた、市町村を含む地方公共団体に対する
支援を引き続き行います。今後の社会資本整備・管理ツー
ルとして期待されるCIMの導入支援、蓄積されたコリン
ズ・データの建設統計としての活用、さらには国土交通
省が打ち出した「i-Construction」への協力など、社会
のニーズを的確に捉え、JACICがこれまでに培ってきた
技術をもって積極的な社会貢献を実施します。永年
JACICを支援していただいている賛助会員との連携を強
化し、各種事業の展開に反映させます。

2．建設情報化推進事業
当事業は、公益事業として実施する事業です。
自主研究開発事業として、ICTを駆使した業務の効率
化、品質や安全・施工性の向上等を目的とする ｢CIMに
関する研究｣ を継続して行うほか、社会基盤情報標準化
委員会を運営し、情報の標準化を図ります。また。研究
助成事業については、JACIC創立30周年記念事業の最終
年度として、引き続き枠組みを拡大して実施します。さ
らに、JACICセミナー、研究所発表会等の開催、機関誌
の発行等の広報事業を展開します。国際貢献に資する事
業では、大阪で開催される土木建築情報学国際会議
｢ICCCBE2016｣（7月）に論文参加します。

3．公共調達情報提供事業
入札情報提供事業（統合PPI）を引き続き推進すると
ともに、コリンズ・テクリス事業では、公共機関が発注
した工事・業務の実績を登録、検索できるシステムを運
営します。実施にあたっては、利用者の意見・要望を踏

まえて事業改善を進めるとともに、さらなる利便性の拡
大を目指して関連情報との連携提供について、引き続き
検討を行います。

4．公共調達支援システム事業
積算システム事業では、国土交通省が試行導入してい
る ｢施工パッケージ型積算方式｣ について、地方公共団
体への導入支援やシステム開発等を実施します。電子入
札コアシステム事業では、平成28年3月にリリースした
コアシステムV6のサポートを行うとともに、改正品確
法や法人番号への対応を進めます。

5．建設情報提供サービス事業
建設副産物情報サービス事業については、｢建設リサ
イクル推進計画2014｣（国土交通省）に基づき、さらな
る普及促進を図るとともに、建設情報提供サービス事業
（JACICNET）、RCCM資 格 試 験 受 験 準 備 講 習 会、
CALS/EC資格の永久資格への切り替え手続き等を実施
します。

6．建設情報調査研究開発事業
当事業は、主に受託して行っており、このうちCIMに
関する調査研究では、各国の取組や標準化の動向に関し
て、関係機関と連携した調査を実施します。また、積算
システムに関する調査研究、建設産業の海外展開支援に
関する調査研究、その他の建設情報システムの開発・改
良を実施します。特に、災害復旧効率化支援システム
「Photog-CAD」については、平常時利活用の拡大及び
さらなる利便性の向上等に関する検討を継続するととも
に、民間事業者との販売連携により一層の普及を図ります。
平成28年度JACIC事業計画の詳細については、JACIC
ホームページの下記URLを参照してください。
http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/gaiyo.html

（前経営企画部長　井山聡）

平成28年度JACIC事業計画について
ニュースと解説
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JACIC便り

7月5日（火）に平成28年度第1回のJACICセミナーを

以下の要領で開催します。

○日時	 ：平成28年7月5日（火）10：00～12：00

○場所	 ：グランドアーク半蔵門　4F富士の間東

○テーﾏ	：CIMに関するアジア先進地域に学ぶ

○講演者	：韓国延世大学　リー・ガング教授

	 	シンガポール		RISC役員		シャー・キーヨン博士

○その他	：	参加無料、同時通訳付き、CPDポイント付。

　詳細・参加申し込みは以下のサイトを見てください。

　　	http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar

2016_01.html

1．今回のセミナー企画（国際会議参加者から）
今年7月には、大阪で大きな国際会議が開かれます。

建設情報分野の研究者が集まる会議としては、世界最

大と思われる「ICCCBE2016　（International	Conference	

on	Computing	in	Civil	and	Building	Engineering）です。

この会議は2年毎に大陸間持ち回りで開催されてきたも

のですが、今回は日本で開催となっています。

JACICセミナーでは、建設情報分野の外国の研究者が

100人以上来日するこの機会を捉えて、会議参加者の中

から講演者を迎え、一般向けの講演をしていただくこと

によって、世界の最新事情をより深く知ろう、という企

画です。

国際会議参加者の中から、この趣旨に賛同して頂いた

韓国とシンガポールの研究者に、講演をしていただくこ

とになりました。お二人ともIFCを標準化させている組

織「BuildingSMART」のメンバーでもあります。

2．講演の内容について
シンガポールは、BIMに関しても現在アジアの中では

一番進んでいる国かと思われます。政府への電子納品で

は2013年度から義務化されており、日本で言うところの

「建築確認申請」もウェブで出来るようになっています。

講演では「数量表」にスポットをおいた講演をしていた

だく予定です。

韓国は、建設業界が早い段階から海外志向になってお

り、その分三次元情報の活用も日本よりずっと進んでい

ます。海外で競争するためには「三次元情報の活用が必

須である」というのが常識になっている国です。講演で

は、実際のプロジェクトから見たBIMの話を伺う予定です。

これら先進国の状況を知ることが、今回のセミナーの

狙いであると考えています。

3．ICCCBE国際会議とJACICの関係
JACICは、ICCCBE国際会議には2008年北京大会より

以下のように毎回参加して来ました。

　・2008年　中国北京　　　　　6名

　・2010年　英国ノッチンガム　1名

　・2012年　ロシアモスクワ　　2名

　・2014年　米国オーランド　　4名

また2013年に、この国際会議の弟分にあたるアジア中

心の「ICCBEI：International	Conference	on	Civil	and	

Building	Engineering	Informatics」が創設された時の

メンバーは、殆どICCCBEにも参加されている先生たち

であったことや、毎年この2つの国際会議が交互に開催

されることなどから、JACICの「国際貢献および国際協

力に関するプロジェクトチーム（国際PT）」としては「毎

年1回は英語の論文を書く機会」と捉えて参加を奨励し

て来ました。その結果、今回の大阪にも6編の論文参加

となっています。それぞれJACICが扱う情報システムに

関したものです。

JACICの国際PTの活動としては、BuildingSMARTへ

の定期的な職員派遣とともに、この2つの国際会議への

論文参加が大きな活動の柱となっています。

2012年における記念セミナー

（国際プロジェクトチーム　河内康）

７月JACICセミナー「CIMの先進地域に学ぶ」
～大阪の国際会議（ICCCBE2016）に連動～
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平成24年7月に設立された関係11団体（のち1団体加入
し12団体）から構成されるCIM技術検討会（以下、技術
検討会）は、国土交通省のCIM制度検討会（以下、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きました。その構成メンバーは、以
下の団体です。

•（一財）経済調査会
•（一財）建設物価調査会
•（一財）国土技術研究センター
•（一財）先端建設技術センター
•（一財）日本建設情報総合センター
•（一社）オープンCADフォーﾏット評議会
•（一社）建設コンサルタンツ協会
•（一社）全国建設業協会
•（一社）全国測量設計業協会連合会
•（一社）全国地質調査業協会連合会
•（一社）日本建設機械施工協会
•（一社）日本建設業連合会

また、オブザーバとして、国土交通省技術調査課、同
省公共事業企画調整課、国土技術政策総合研究所および
土木研究所とCIMに関わる部署が参加してきました。
技術検討会では、CIMの理念を共通認識として定義
し、具体像と各論を議論し、「時間とともに進化・成熟
するデータモデルを活用・変更し、情報共有により共同

作業・並行作業を実現」することにより、建設生産シス
テム全体の改善を目指すものであり、「国土交通省が取
り組む試行事業やモデル事業の実例をフォロー」してい
くことを念頭に、当面の目標として３次元データ等を利
活用していくイメージを整理してきました。	
さらに、CIMを取り巻く社会的状況や技術的な背景と
ともに、国際動向等の把握とあわせて、今後に向けた技
術的な検討方針、具体の技術開発項目に加え、今後のモ
デル事業に関する提案、制度検討の中期目標（平成24－
平成28年度）である『CIM導入ガイドラインの策定』が
一層推進されていくよう制度基準に関する提案について
取りまとめてきました。そして、活動報告書を発足時か
ら毎年発行し、JACICのホームページで公表しています。
この技術検討会は、「CIM導入ガイドライン（仮称）」
策定の本格的着手、i-ConstructionによるICT化の加速
等を受け、次の段階に移行することとなりました。詳細
は、国土交通本省の平成28年度の取り組み体制を受けて
決定されます。
なお、現在、平成27年度の活動報告書を作成中で、5
月中旬には以下のサイトで公表する予定です。
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/study/library.html

JACIC便り

CIMの動向（その17）
～CIM技術検討会　次の段階へ～

開催日 概要

第 1回検討会 平成24年 7 月 4 日 技術検討会の設立

第 2回検討会 平成24年11月30日 各団体のCIM取組み状況報告

第 3回検討会 平成25年 2 月 7 日 CIM試行現地調査（黒目川黒目橋調節池工事（その10））

第 4回検討会 平成25年 3 月21日 平成24年度報告取りまとめ

第 5回検討会 平成25年 8 月30日 平成25年度活動計画に関する意見交換

第 6回検討会 平成26年 3 月20日 平成25年度報告取りまとめ

第 7回検討会 平成26年10月 1 日 平成26年度活動計画に関する意見交換

第 8回検討会 平成27年 3 月12日 平成26年度報告取りまとめ

第 9回検討会 平成27年 8 月 7 日 平成27年度活動計画に関する意見交換

第10回検討会 平成28年 1 月15日 ガイドラインに関する検討状況報告

第11回検討会 平成28年 3 月16日 平成27年度報告取りまとめ

表　CIM技術検討会の開催記録

（前研究開発部　次長　髙津知司）
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都市計画基礎調査データを利用した札幌市内全ての建物
の日射利用データベースの構築

北海道大学　大学院工学研究院 建築環境学研究室
准教授　　森　太郎

1．研究の目的
省エネルギー技術の重要性が叫ばれているが、寒冷地
においては日射の制御が建築の空調用エネルギー削減の
カギであることは疑問の余地がない。近年は太陽電池だ
けでなく、寒冷地における太陽熱給湯の利用も検討され
始めている。これらの検討のベースになっているのが気
象官署の提供している気象データである。建築分野では
拡張アメダスデータが標準気象データとして利用される
ことが多い。国内で800か所を超えるデータが準備され
ているため、精度の高い検討が可能になっている。しか
し、日射に関してはいくら観測網を細かくしたとしても
周辺の建物や障害物の影響を計算に入れることができな
ければ正しい性能を評価することはできない。そこで、
本研究ではGISデータを利用して、札幌市内全ての建物
の日射に関するデータベースを作成し、また、そのデー
タベースを利用するためのツールの開発を行った。
2．研究成果
　本研究では、①GISデータと気象データを重ね合わ
せて、都市内における日射受熱量をより正確かつ簡便に
得るための手法を開発した。②また、その手法を用いて
札幌市内の市街地の建物について、緯度経度とリンクさ
せた画像データベースを作成し、図-1のように
googlemapを用いてデータをダウンロードし利用できる
ようにした。
③次に、そのデータベースと気象データを重ね合わせ
て、シミュレーション用の気象データを作成するツール
を作成し、a日射受熱量のばらつき、b日射受熱による
暖房負荷の削減効果（図-2，図-3）、c太陽熱集熱量、d
太陽電池発電量の分析を行った。

図-1　画像データベース

3．研究の新規性
本研究は建築環境、設備分野の研究である。この分野
では建築物のエネルギー消費量を計算することが多い
が、日射に関しては周辺状況を無視して計算することが
多かった。これまでは暖冷房の容量計算や非常に条件の
良い場合の日射利用システムの解析に用いられてきたた
めに大きな問題はなかったが、日射を利用した省エネル
ギー手法が一般的なものとなりつつあるなかで、南面に
日射受熱を必要とするようなシステム（窓や太陽電池等）
を設置したものの建物に遮られて日射が得られないとい
うような事例もある。そのような状況において、本研究

では、近年、急速に発展しているGISを用いて周辺建物
の正射影画像を作成する手法を開発し、データベース化
した。本手法を用いると、単に日射の影響が把握できる
だけでなく、GISデータを用いて周辺建物をモデリング
する場合に比べて計算時間を大幅に短縮することがで
き、数種類のパターンを試算する際に有力な手法である。
4．研究成果の活用
前述のように、本研究では建物の日射受熱量を把握す
るための画像データベースをGISデータを用いて作成
し、また、それを用いて、札幌市内の住宅の暖房負荷や
太陽電池、太陽熱集熱量を計算した。
この手法は札幌に限らずどの地域でも可能であり、ま
た、それほど計算負荷があるわけでもないので他の都市
へも展開が可能である。また、現在、建設分野では2020
年の省エネ法義務化に向けて、web上で一次エネルギー
消費量が計算できるツールが開発されつつあり、その中
に日射受熱の予測手法は組み込まれてはいるものの、周
辺状況は検討されていない。このようなツールに本研究
の成果を導入していく可能性もあると考えている。

表-1　シミュレーション条件
case 名 case1 case2 case3 case4 case5
外気温 札幌 釧路 札幌
日射 札幌 釧路 札幌

内部発熱 あり なし あり
南壁面の向き 南 南東 南西

図-2　月積算日射量と月平均外気温

図-3　南側天空率と暖房負荷（case3：室内発熱=0）

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）

研究助成事業成果（H27年度報告）の概要（4）
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（一財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的に合致した情報技術を活用し建設事業の円滑化に資する調査研
究を対象に、研究助成を行っています。以下のとおり助成の対象を公募します。
平成28年度は、JACIC30周年記念事業の最終年度として研究助成要綱に定める〔指定課題〕及び〔自由課題〕の助成
額を[記念枠]として引き続き増額します。また、〔指定課題〕の内、高度な研究または早期に実用化が期待できる研究に
対し、さらに助成額を拡大した[特別枠]を引き続き設け助成を行います。
〔指定課題〕は、JACICが現在取り組んでいる課題、並びに近い将来取り組むことを考えている課題を挙げています。
〔自由課題〕では、建設分野において最近話題となっている課題やICTの新たな活用に関する課題を求めるため、建
設分野の情報化に関する研究を幅広く募集しています。（指定課題を除く）

１．公募期間
　　平成28年4月15日～平成28年6月30日

２．研究助成の課題　　

指定・自由 課題名
課題選択記号

特別枠 記念枠

指定課題
指 1　建設生産システムにおけるCIM／ BIMに関するもの

A B
指 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

自由課題
自 1　建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの

－ C
自 2　建設分野の各種業務の情報化に関するもの

３．助成対象者
　	　大学、高等専門学校、民間	（各種団体が運営する委員会等も含む）	等で、上記研究項目に関心を有する研究者とし、
学識経験者等による審査のうえ決定します。

４．助成期間
　　助成期間は、原則、平成28年9月1日から1カ年とします。但し、複数年を希望する場合には2カ年を限度とします。

５．助成金額　　　　　　
課題別 課題選択記号 助成額 説明 助成件数

⑴指定課題

Ａ 特別枠 1,000 万円以内

研究助成要綱の指定課題に特別枠として下記のいずれかの
条件を満たす研究に助成する。旅費交通費は助成金の 50％
以内または、125 万円以内のいずれか小さい費用とする。
研究期間は 2年以内とする。
①	特に高度な研究と認められるもの。
②	早期の実用化が期待できるもの。

3件以内

Ｂ 記念枠 300 万円以内
研究助成要綱の指定課題助成額を 300 万円以内と読みかえ
助成する。旅費交通費は助成金の 50％以内または、125 万
円以内のいずれか小さい費用とする。

未定

⑵自由課題 Ｃ 記念枠 200 万円以内
研究助成要綱の自由課題助成額を 200 万円以内と読みかえ
助成する。旅費交通費は助成金の 50％以内または、75 万円
以内のいずれか小さい費用とする。

未定

（平成 27 年度は、指定課題 13 件、自由課題 8件の助成を採択。）

公募案内の詳細については、JACICのホームページに掲載しています。
URL：http://www.jacic.or.jp/josei/h28/

　　　問い合わせ
　　　　　一般財団法人　日本建設情報総合センター
　　　　　建設情報研究所　高橋　忠
　　　　　TEL	03-3505-2924	/	FAX	03-3589-6258
　　　　　E-mail：grant.prog@jacic.or.jp

（建設情報研究所　首席研究員　高橋忠）

JACIC便り

平成28年度 （一財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内
―JACIC30周年記念事業【最終年度】として助成額・件数を拡大―
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JACICは、平成13年1月10日より建設技術審査証明協
議会に参加し、建設技術審査証明書事業（以下「本事業」
という）を行っています。

1．建設技術審査証明事業とは
本事業は、新しい建設技術の活用促進に寄与すること
を目的として、民間において自主的に研究・開発された
新技術について、技術審査及び証明し、普及活動を行い
ます。
平成13年1月5日まで、建設大臣告示に基づいて建設大
臣から認定を受けた14法人が行ってきた「民間開発建設
技術の技術審査・証明事業」の実績を踏まえて、平成13
年1月10日に建設技術審査証明協議会が創設した事業です。

建設技術審査証明協議会パンフレット

2．建設技術審査証明協議会
建設技術審査証明協議会（以下「本協議会」という）は、
民間における研究開発の促進及び新技術の建設事業への
適正かつ迅速な導入に資するため、会員が実施する本事
業の透明性、公平性及び客観性の確保並びに審査の社会
的信頼性の維持を図り、もって建設技術の向上に寄与す
ることを目的として、平成13年1月10日に設立されました。
本協議会には以下の14法人が会員として参加し、本協
議会が定めた「建設技術審査証明事業実施基準」等に従
い、各会員が定める「実施要領」等に基づいて実施して
います。
　一般財団法人　国土技術研究センター
　一般財団法人　土木研究センター
　一般財団法人　日本建設情報総合センター
　公益社団法人　日本測量協会
　一般社団法人　日本建設機械施工協会
　一般財団法人　ダム技術センター
　一般財団法人　日本建築センター

　一般財団法人　建築保全センター
　一般財団法人　砂防・地すべり技術センター
　公益財団法人　日本下水道新技術機構
　一般財団法人　先端建設技術センター
　公益財団法人　都市緑化機構
　一般財団法人　日本地図センター
　一般財団法人　ベターリビング

3．事業概要
本事業では、本事業に参加する14機関が、それぞれの
分野に関する技術審査を担当し、規定に沿った審査基準
を基に審査を実施します。
技術審査は、権威ある学識経験者等による委員会等を
設置し、国土交通省並びに関係公共機関のニーズ及び国
等が定める技術指針等に照らし、公平かつ公正に審査を
行います。
技術審査が完了した技術については、証明書の発行及
び本協議会と技術審査を実施した機関のホームページへ
公開されると共に、審査を行った機関より詳細な審査報
告書等が各協議会参加機関へ配布されます。各協議会参
加機関は、新技術の公共事業への活用促進に寄与するこ
とを目的として各種普及活動を行います。
また、普及活動の一環として新技術展示会を開催し、
新技術の幅広い普及に努めています。
　　　　　

4．対象とする新技術
民間において自主的に研究・開発された新技術のうち、
当該開発者が主体的に汎用を高めようとする道路、河川、
海岸等に係わる建設技術で、土木施設の建設機械、建設
材料、計測管理等が係わる総合的な施工技術、及び土木
施設の構築、撤去、管理に係わる施工技術を対象として
います。

5．JACICの活動
JACICは、建設情報に関する技術の審査証明を担当す
ると共に、本協議会の広報担当として情報公開ホーム
ページの運営、管理等を行っております。
平成28年3月末時点では、360件の技術が登録されてお
り、平成27年度は20件の新規登録がありました。
それらの詳細は、以下のサイトで閲覧できます。
JACICは、引き続き本協議会に参加し、本事業の普及
並びに広報活動を行ってまいります。

建設技術審査証明協議会ホームページ
URL：http://www.jacic.or.jp/sinsa/

（経営企画部　参事　菊地修）

建設技術審査証明事業について
JACIC便り
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JACIC	中部地方センターは、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県及び長野県南信地域を対象として、JACICの各種
事業の普及、支援、その他広報活動に取り組んでいます。

「RCCM資格試験準備講習会」に206名が受講
「RCCM資格試験準備講習会」が、名古屋（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））では8月4日（火）に開催し、206名が受講されました。
当講習会は、発注機関及び業務管理技術研究会委員等
の講師をお迎え
して、「建設コン
サルタント業務と
その管理」「資
格制度の概要と
建設コンサルタン
トの課題」等に
ついて講義が行
なわれました。

「建設技術フェア2015 in中部」で、JACICの取り組
みを来訪者約200名に説明
「建設技術フェア2015	 in中部」が10月21日（水）・22日
（木）の2日間、吹上ホール（名古屋市千種区吹上2-6-3）
で開催され、13,881名が来場されました。
JACIC中部地方センターは、『環境・リサイクル』部
門で出展し、建設副産物・建設発生土情報交換システム
の紹介を始め、CIMや災害査定業務の支援ツールとして
開発したPhotog-CAD（災害復旧効率化支援システム）
についてパネル展示するとともに、パソコンを使ってデ
モンストレーションやパンフレットを用いて説明をさせ
て頂きました。
今年の来訪者
は昨年より少なか
ったものの、197名
に説明する機会
に恵まれ、JACIC
の取り組みに興
味と理解を示し
て頂きました。

地域企業、延べ97社と意見交換
JACIC中部地方

センターは、8月か
ら2月にかけて、
賛助会員、地域
の企業延べ97社
に訪問し、意見交
換を行うと共に、
JACICへの意見、
要望等をお聞き
しました。
今回の企業訪問で、JACICに期待する企業の多さを痛
感した一方で、コリンズやテクリス等、時代背景にあっ
た改善要望が多く寄せられました。対応出来るものにつ
いては順次改善を図って参りたいと思います。

新たな中部地方センターで業務開始
JACIC中部地方センターは、12月に太陽生命名古屋第
2ビルに移転し、1月から
業務を開始しました。
当地方センターにお越
しの際は、地下鉄久屋大
通駅④番出口が便利です。
〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目
７番９号太陽生命名古屋
第２ビル２階

平成28年度の主な行事予定
JACIC中部地方センターが携わる平成28年度の主な行
事等は次とおり予定しています。
1）	「中部ブロックコアシステムユーザー会議」の開催
（6月予定）
2）	「RCCM資格試験準備講習会」の開催（8月予定）
3）	「JACICセミナー名古屋（インフラ維持管理）」の
開催（9月予定）

4）	「建設技術フェア2016	 in中部」への出展（10月20
日（木）～21日（金））

（中部地方センター長　中川義治）

地方便り

中部地方センター活動報告（H27年度）

講習会の様子

来訪者への説明状況

訪問した賛助会員

JACIC news_5月号.indd   7 2016/04/25   9:46:48



- 8 -

2016.5月号

■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）3505-0414
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/  

編集・構成　日本印刷（株）
　 電話　03-5911-8660

対象範囲：本社

ISO9001

JACIC便り

JACICでは、建設分野の情報化に関する公益事業を実
施するため、賛助会員制度を設けています。先般賛助会
員企業を訪問した際に意見のありました会員特典につい
てご紹介させていただきます。

○RCCM資格試験受験準備講習会受講費用が30%OFF 
-NEW-
JACICが毎年夏に全国で実施している、シビル	コン
サルティング	ﾏネージャ（Registered	Civil	Engineering	
Consulting	Manager：RCCM）の資格試験に向けた、
受験準備講習会を賛助会員は、会員価格（30%OFF）で
受講可能です。

受講費10,285円→7,200円
（1社（1口）当たり10名まで）
問合先（一財）日本建設情報総合センター
経営企画部内
RCCM資格試験準備講習会事務局
03-3584-2404

○JACIC NET利用料金が40%OFF
JACIC	NET利用料金を賛助会員１口あたり40%割引
いたします。

	

○JACIC情報年間購読料が50%OFF
JACICの機関誌「JACIC情報」（年2回発刊）を追加で
年間定期購読する場合に限り購読料金を50%割引いたし
ます。

		

○JACIC販売図書送料無料
JACICが販売する図書を直接購入する場合には、送料
をJACICが負担いたします。

○JACIC主催セミナー等案内
JACICが開催するセミナー等のご案内をお届けいたし
ます。

以上が賛助会員の特典ですが、趣旨に賛同いただける
企業等におかれては、下記のサイトから入会申し込みを
いただければ幸いです。

http://www.jacic.or.jp/about/sanjo/sanjo.html

○賛助会員制度
JACICは国民生活の高度化及び経済の活性化に寄与す
ることを目的とし①情報化の前提となる情報の標準化の
推進、②情報システムの研究開発・情報提供、③資源の
循環利用による環境保全、④建設分野における学術助成
と振興、⑤建設分野の国際連携の推進など建設分野の情
報化に関する諸事業を展開しています。賛助会員は、こ
れらの活動に賛同していただける関係企業を募ったもの
で、年間一口5万円の会費をいただきJACICが実施する
公益事業の財源の一部に充当し、広く社会に還元してき
ています。

（総務部　参事　栗原元宏）

賛助会員特典のご案内
～RCCM資格試験受験準備講習会受講費用が30%OFF等～

平成27年RCCM資格試験受験準備講習会（新潟会場）
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