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1.　コリンズ・テクリスの現状
平成5年度から運用を開始したコリンズ・テクリスは、お

かげさまをもちまして平成28年度で23年目を迎えました。
この間、約16万社の企業にご協力をいただき、約630
万の工事・業務実績情報と約170万人の技術者情報等を
管理するシステムに成長し、約1200の発注機関に利用さ
れています。（表-1,2）

表-1　コリンズ・テクリス登録数（H28.3末時点）

表-2　検索システム利用機関数（H28.3末時点）

企業数 登録件数 技術者数
コリンズ 約 14.9 万 約 470 万 －
テクリス 約 1.4 万 約 160 万 －
合　計 約 16.3 万 約 630 万 約 172 万

コリンズ テクリス JCIS＊ 合計（重複除く）
948 673 266 1,178

* 発注者支援データベースシステム

2.　バージョンアップの背景
現在運用しているコリンズ・テクリスは、平成21年8
月にWeb版の提供を開始し、機器をリプレースしつつ、
毎年小規模な改良を続けています。その間、平成26年6
月には、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品
確法）」の一部が改正されるなどコリンズ・テクリスを
取り巻く周辺環境に変化が生じています。さらに、日々
ヘルプデスクに寄せられる大変貴重なご意見に対応すべ
く、現在のコリンズ・テクリスの機能を向上させる検討
を開始しました。

3.　課題・ニーズの抽出
課題・ニーズの抽出にあたっては、システムを運用し
ている中で、日々コリンズ・テクリスのヘルプデスクに
頂いているご意見・ご要望をもとに整理しました。また、
JACICが毎年実施させて頂いている「コリンズ・テクリ
ス利用者アンケート調査」、「コリンズ・テクリス利用者
会議」などで頂いたご意見などをもとに整理しました。
　

4.　改良・改善項目の検討・整理
コリンズ・テクリスは、登録システム（企業が工事・
業務実績、技術者情報等を登録できるシステム）と、検
索システム（発注機関が、工事・業務実績や技術者情報
等を確認できるシステム）から構成されます。両システ
ムへの改良・改善の要望を整理した結果、約270の改良・
改善項目があがりました。主な改良・改善項目は以下の
とおりです。

（1）登録システム
・申請手続きの簡素化（会社印の不要化など）
・�オンライン化（アップロード、ダウンロード機能の
追加、郵送手続きの廃止等）
・様々なブラウザ（IE、Firefoxなど）への対応
・�操作性の向上（戻る、×ボタン等の制御、ログイン
不能時間短縮等）
・JV工事における登録可能な技術者数の拡大

（2）検索システム
・検索時間の高速化
・様々なブラウザ（IE、Firefoxなど）への対応
・操作性の向上（戻る、×ボタン等の制御等）
・実績を地図上から検索できる機能
・低入札契約が把握できる機能

5.　コリンズ・テクリス利用者会議
整理した内容等については、平成28年1月29日に開催
した「平成27年度コリンズ・テクリス利用者会議」にお
いて説明し、ご出席いただいた皆様からご意見をいただ
きました。
利用者会議の資料および議事概要は、
http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.htmlを
参照ください。

6.　今後の予定
平成28年度も、これまでに整理した改良・改善項目を
踏まえ、引き続き、関係団体・機関と調整しつつシステ
ムの検討を進めてまいります。
JACICでは、平成30年度のバージョンアップ版コリン
ズ・テクリスのリリースを当面の目標としております。
登録企業および発注機関の皆様にとって「より使いやす
いシステム」の構築を目指し、努力していきたいと考え
ています。引き続き、ご協力・ご支援をよろしくお願い
いたします。

（コリンズ・テクリスセンター　次長　藤本幸司）

コリンズ・テクリスのバージョンアップを検討しています
～より使いやすいシステムを目指して～

ニュースと解説

コリンズ・テクリス利用者会議の様子

http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html
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1.　概要
JACICでは、CIM（Construction�Information�Modeling/

Management）に関わる技術者の人材育成、関係団体と

の連携・支援等を通じたCIMの導入・推進への取組みを

進めています。

その一環として、3次元CADソフトの操作演習ととも

に、3次元CADソフトを活用した課題演習等を行う「CIM

チャレンジ研修�-CIM�Soluthon＊-」を平成27年度から

実施しています。

本研修によって、CIMソフトをエンジニア活動の一環

として高度に使いこなせる人材育成を図るとともに、最

適なCIMソフトを提供できるよう業界支援を行い、CIM

導入に向けて両面からの環境整備を目指しています。

2.　平成27年度実施状況
平成27年度は、以下のとおり実施しました。

協　　　力：（一社）IAI日本

日　　　程：第1回　平成28年2月15日～17日

　　　　　　第2回　平成28年3月7日～9日

場　　　所：機械振興会館（東京都港区）

プログラム：
橋梁コース
（第1、2回）

交通コース
（第1回）

トンネルコース
（第２回）

1日目 3次元CADソフト操作に関する講義・演習2日目
3日目 3次元CADソフトを活用した課題演習

受�講�者�数：第1回　橋梁10名、交通11名

　　���　　　第2回　橋梁7名、トンネル11名

3.　平成28年度実施計画
平成27年度は、本研修への応募者が56名と多数であっ

たため、当初の予定を変更し2回開催しました。また、

研修内容についてもご好評をいただきました。

そこで、平成28年度も下記の予定で開催することとし、

ご要望のあった地方開催についても開催することを計画

しています。また、課題演習の内容については、受講者

等のご意見を踏まえ現在検討中です。

6月中旬には、研修日程・内容、受講料、会場等の詳

細をJACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）

にて、ご案内します。

また、本研修の実施にあたり協力企業の公募も6月中

旬より開始します。公募案内についてもJACICのホーム

ページにて公示します。

多くの技術者の方々や企業の方々が、本研修への参加

についてご検討いただきますよう宜しくお願いいたしま

す。

（CIM教育PTメンバ兼研究開発部次長　徳重政志）

CIMチャレンジ研修-CIM Soluthon-のご案内
―平成28年度も開催します―

ニュースと解説

開催時期 開催地域 コース 受講者数
第1回 9月下旬

東京 未定 最大30名
第2回 10月下旬
第3回 11月上旬 新潟（未定） 未定 未定

研修実施計画

研修プログラム（予定）

1日目 3次元CADソフト操作及びモデリング講習等
＊研修コースについては検討中2日目

3日目
3次元CADソフトを活用した課題演習
＊課題については検討中

平成27年度の研修状況

＊�Soluthon　（商願2016-024465）
　�“Solution【ソリューション（解決）】”と、“Marathon【マラソン】”
を合わせた造語です。建設話題に対してCIMを活用して【解決】
する場を提供するという趣旨です。

http://www.jacic.or.jp/
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7月6日から大阪にてICCCBE2016という国際会議が行われ、多くの外国人専門家が来日するので、この機会を捉えて、

アジアのBIM先進国の専門家を招いて講演会を開催します。

○時　期：平成28年7月5日（火）10：00～12：00

○場　所：東京：グランドアーク半蔵門�4F�富士東

○規　模：120人程度（参加者は建設事業関係者）

○テーマ：アジアのBIM先進国に学ぶ

○その他：無料セミナーとし、CPD受講証も発行する。動画撮影は行わない。

2.　プログラム案：テーマ「アジアのBIM先進国に学ぶ」

JACICは、今年度も好評に応えて、8月25日（木）に海外支援室関連のテーマ「海外インフラビジネス2016」で

JACICセミナーを以下のように開催します。

○日　時：平成28年8月25日（木）13：00～16：10

○場　所：グランドアーク半蔵門　4F　富士東

○主　題：海外インフラビジネス2016

○募　集：定員150名。無料。CPDポイントあり。

○プログラム：※演題は仮題

JACIC便り

７月5日JACICセミナー参加者募集
～アジアのBIM先進国に学ぶ～

８月25日JACICセミナー参加者募集
～海外インフラビジネス2016～

（経営企画部　次長　河内康）

テーマ等 講演者等 時　間
１ 開会挨拶 JACIC理事長 9：00～�9：05

２ BIMの本質－従来のBIMプロジェクトからの教訓
GhangLee（韓国）
延世大学校　教授PhD

10：05～10：55 50分

３ 実務者の立場から見たBIM�IFC4�QTO
KweeyongSeah（シンガポール）
RICS�役員

11：00～11：50 50分

４ 閉会挨拶 JACIC理事 11：55～12：00
※同時通訳付き　各50分中質疑5分。参加者募集は下記のサイトで行われている。　
　http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar2016_01.html

テーマ 講師 時間
開会挨拶 JACIC理事長 13：00～

国土交通省の海外プロジェクト推進
国土交通省海外プロジェクト推進課長
平井節生

13：10～13：50

海外におけるインフラ投資の動向
国際協力銀行インフラ環境ファイナンス部門
企画調整ユニット長　　松井大輔

13：50～14：30

休憩 20分

㈱海外交通・都市開発事業支援機構のインフラ投資
㈱海外交通・都市開発事業支援機構事業推進部
シニアダイレクター　　七条牧生

14：50～15：30

海外インフラビジネスの類型とJACIC活動
JACIC審議役・海外支援室長
藤森祥弘

15：30～16：00

閉会挨拶 JACIC理事 16：00～16：10
○参加申し込みは、右記のサイトより募集しています。http://www.jacic.or.jp/jseminar/2016kaigai.html

http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar2016_01.html
http://www.jacic.or.jp/jseminar/2016kaigai.html
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1.　試行マッチングの概要
建設発生土の官民有効利用の試行マッチングは、国土
交通省が平成26年9月に策定した「建設リサイクル推進
計画2014」において、新たに取り組むべき重点施策の一
つとして位置づけている建設発生土の有効利用適正処理
の促進強化を図るための取組です。
これまで、工事で発生する建設発生土の調整は、公共
工事は公共事業者の間、民間工事は民間事業者（受注者）
の間での調整が中心でした。昨年6月から始まった本試
行は、それらの調整に加えて、公共と民間の境無く調整
を促進する新たな試みであり、JACIC建設副産物情報セ
ンターでは、試行マッチング事務局としてこの取組に参
加し、工事間の情報交換を行う仕組を専用のホームペー
ジで提供しながら、各種問い合わせ等に対応しています。

�

2.　試行マッチングの実施状況
取組への参加者数は徐々に増加しており、平成28年度
4月末時点での登録情報量は次表のとおりです。搬出工
事が約3,200万㎥、搬入工事が約1,500万㎥となっています。

下記は、工事間利用が実現した事例の一つです。この
ケースの場合、排出側は民間工事、搬入側は公共工事で
したが、それぞれの工事の関係者によると、搬出側・搬
入側ともにコスト削減のメリットがあったとのことで
す。

※�JACICが運営する「発生土情報システム」により多く
の土量情報が登録されると工事間利用の機会も広がり
ますので、積極的な活用をお願いします。

3.　試行マッチングの進め方
建設副産物情報センターでは、今後とも国土交通省が
策定した「建設リサイクル推進計画2014」に基づく取り
組みを推進支援していきます。なお、民間企業の参加は
当面日建連及び全建の会員を中心とし、数年間をかけて
仕組みの改善や本格運用への道筋などを検討することと
なっています。
・建設発生土の官民有効利用の試行マッチングHP
URL：�http://matching.recycle.jacic.or.jp/

（建設副産物情報センター　参事　小関喜晴）

建設発生土の官民有効利用の試行マッチング報告

全体概要

マッチングフロー

注１：�北海道（公共工事）は、独自の土量情報交換システムを活用しているため、本試行マッ
チングへの土量情報の登録はない。（専用ホームページで情報交換を実施）

マッチングの実現事例

《搬出側（民間）》
民間建築工事（学校新築工事）から
の建設発生土を搬出

《搬入側（公共）》
公共道路工事の路体用盛土として建
設発生土を利用

約1,000m3利用
利用時期：平成27年9月

★ 排出工事側のメリット
　○ 建設発生土の処分費用が削減できた
　○  通常は実現が困難な公共工事との利用が実現し、よ

り多くの情報を得られた
★ 搬入工事側のメリット
　○ 土砂の購入費が削減できた

http://matching.recycle.jacic.or.jp/
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平成28年度CALS/EC資格の登録更新手続きのご案内
―新規登録・復活登録の受付は今年6月で終了―

1.　CALS/EC資格制度の概要
CALS/EC資格制度は、平成13年6月に国土交通省及

び地方公共団体等がCALS/ECを導入する際の支援、普

及・推進のための人材育成、情報の普及を目的にJACIC

が創設したもので、CALS/ECエキスパート（RCE）と

CALS/ECインストラクター（RCI）の二つの資格があ

ります。

RCEまたはRCIと称して活動するためには、各試験に

合格しJACIC理事長に手続申請することにより、JACIC

から登録証の交付を受ける必要があります。

2.　登録状況
平成25～27年度の各資格の登録者数は、下表に示すと

おりです。

RCE RCI 合計
平成25年度 100 785 885
平成26年度 74 677 751
平成27年度 93 731 824

平成27年度末の資格保有者数 165 1,401 1,566

3.　更新手続きの終了
CALS/EC資格試験は平成13年にスタートし、電子入

札や電子納品の取組みは進み、本試験によって一定の登

録者を確保しました。しかし、近年、受験者数が減少し

たことから、当初の目的とした人材育成について一定の

役割を果たしたものと判断して、資格試験は平成24年7

月を最後とし、平成25年度以降は登録更新手続きを継続

し実施してきました。

また、本資格の登録有効期間は、これまで原則2年間

とし各年の7～8月に登録申請を受け付け、同年の10月1

日から翌々年の9月30日までを有効期間としていました。

このような更新手続きでしたが、平成27年6月3日から、

以下のとおりに変更となりました。

（1）今後の登録更新では有効期限を設けず永久資格に
これまで2年ごとに登録更新を行っていただきました

が、資格試験終了後3年を経過し少なくとも2回目の登録

更新となることから、電子入札や電子納品についての一

定の知識が定着したと判断し、平成27年度以降の登録更

新からは有効期限を設けないこととしました。これに伴

い、登録更新で交付する登録証には有効期限は記載され

ません。また、携帯登録証には有効期限・所属会社名が

記載されません。

（2）�新規登録・復活登録の受付は、平成28年6月30
日をもって終了

新規登録（過去の試験合格者で登録を一度も受けたこ

とにない方が対象）及び復活登録（過去に更新手続きを

行なわず登録期間が過ぎている方が対象）はこれまで常

時受け付けていましたが、平成28年6月30日をもって受

付を終了します。なお、新規登録または復活登録をされ

た方は、次の登録更新申請時（平成29年7月～8月受付）

に有効期限を設けない永久資格になります。

（3）�登録証の再交付・変更の受付は、平成29年9月30
日をもって終了

（1）,（2）の変更に伴い、登録証の発行は平成29年10

月1日付で最後となります。そのため、登録証の再交付・

変更の受付は平成29年9月30日までとなります。なお、

登録証明願は引き続き常時受け付け、登録証明書を発行

します（有効期限の無い登録の場合には、登録証明書に

所属会社名は記載しません）。

4.　平成28年度登録更新手続き
平成28年度における資格更新手続きの受付は、平成28

年7月1日から平成28年8月31日です。

登録更新手続きのご案内については、JACICのホーム

ページにCALS/EC資格制度専用のホームページを設け

て掲載しますので、そこでご確認ください。

（http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html）

なお、登録更新手続きは、インターネットによる

CALS/EC資格申請システムによっても申請できますの

で、ご利用ください。

その他、登録更新の手続きやスケジュール等ご不明

な点がありましたら、CALS/EC資格制度事務局あて

メール（calsecshikaku@jacic.or.jp）にてお問い合わせ

ください。

（研究開発部　次長　徳重政志）

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html


- 6 -

2016.6月号

JACICでは、平成28年度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28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て
おりません。申込書用紙は当センターのホームページ
からダウンロードできます。
　http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2016.html

●受付期間：
　平成28年6月1日（水）～平成28年7月8日（金）
�　※郵送の場合7月8日の消印有効
●申込先：
（一財）日本建設情報総合センター　RCCM資格試験
　受験準備講習会事務局
〒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に
おいて平成28年11月13日（日）に実施される予定です。
�　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。
http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/
問合先：（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

平成28年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

表-1　平成28年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

表-2　講習会のプログラム

№ 開催地 開催日 会場名 住所 ＴＥＬ 定員
1 札　幌 7/29（金） 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 8/09（火）
AER�5階�仙台市情報･産業プラザ　
多目的ホール

仙台市青葉区中央1-3-1 022-724-1200 350

3 東京1 7/27（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 8/01（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 8/02（火） 新潟県自治会館 新潟市中央区新光町4-1 025-284-4101 150

6 名古屋 8/03（水）
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 7/26（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 7/26（火） メルパルクHIROSHIMA 広島市中区基町6-36 082-222-8501 150

9 高　松 7/27（水）
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 8/04（木）
福岡ファッションビル（8Ｆ）
Aホール

福岡市博多区博多駅前2-10-19 092-431-7531 460

11 沖　縄 7/28（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。

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　上席参事　宮﨑豊）

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2016.html
http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/
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近畿地方センターにおける平成27年9月以降の主な活
動状況と活動予定をご紹介します。

■「JACICセミナー大阪」の開催
JACIC主催のセミナーとして平成27年9月3日（木）に
グランキューブ大阪（大阪市北区）にて「JACICセミナー
大阪（テーマ：インフラの維持管理）」を開催し、各自
治体および企業他より計121名にご聴講いただきました。
本講演をはじめ、各地で開催されましたセミナー関係
資料はJACICホームページにて随時公開しておりますの
で、是非ご活用ください。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html
　

■「建設技術展2015近畿」
JACICは、マイドーム大阪（大阪市中央区）にて、平
成27年10月28日（水）・29日（木）の二日間開催された「建
設技術展2015近畿」に共催、出展しました。
開催15回目を迎えた当日のブースでは、Photog-CAD

（災害査定効率化支援システム）、CIM他建設関係の各種
情報に関する技術についての展示等を行いました。2日
間で15,087名が来場され、JACICブースでは310名が熱
心に説明を聴いてくださいました。パンフレットは1,251
名（内、JACICブースにて熱心に説明を聴いて下さった
方は310名）にお持ち帰りいただきました。ご来場あり
がとうございました。
尚、本年度は平成28年10月26日（水）･27日（木）の
二日間開催され、JACICも共催・出展を予定しています。

■賛助会員各社をご訪問（JACIC設立30周年御礼）
JACIC近畿地方センターは、昨年12月から今年の3月
にかけまして、7府県（福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山）の賛助会員企業へ御礼訪問いたしました。
アンケートにも御協力いただき、多くの貴重なご意見、
ご要望が寄せられました。ご多用中のところありがとう
ございました。
ご意見のありましたJACIC賛助会員特典の充実としま

して、新たに以下のサービスが加わりました。
1）CIMチャレンジ研修代の割引
2）JACICニューズレター（毎月2回発行）の送付
　
今後とも皆様とのつながりを大切にしながら、広く社
会に還元してまいります。

■「RCCM資格受験準備講習会」を開催します。
近畿地区では、平成28年7月26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」を開催します。
受験予定の皆様に良い学びの機会を提供いたしますの
で、ご参加をお待ちしております。

■「Photog-CAD」「CIM」の講演、普及活動を行います
「Photog-CAD」のソフトを使用しまして、現地測量～
実践形式説明会や「CIM講演会」を随時行います。
ご希望の際は、近畿地方センターまでご用命ください。

■近畿地方センターホームページについて
JACIC主催の催し（近畿開催分）について、ホームペー
ジにて随時ご案内いたします。よろしければご覧下さい。
http://www.jacic.or.jp/locality/kinki/
JACIC近畿地方センターでは、7府県（福井、滋賀、
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）を中心としまして、
今後とも各事業に真摯に取り組んでまいります。

（近畿地方センター長　吉谷幸二）

地方便り

近畿地方センターの活動報告

写真-1①　開会式の様子

写真-2　昨年度の講習会の様子

写真-1②　JACICブースの様子

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html
http://www.jacic.or.jp/locality/kinki/
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■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/一般財団法人 

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、平成17年度より全業務に対してISO9001
品質マネジメントシステムを採用しています。導入して
以来、11年間継続しています。認証機関による認証範囲
は「建設分野の情報化に関する調査研究、情報提供およ
び出版」になっています。この他「電子入札施設管理セ
ンター」はISO27001も取得しています。

1.　JACIC職員も顧客
JACICでは、品質マネジメントシステムにおいて品質
方針を「顧客満足度の向上」においています。
品質マネジメント自体の考え方が、「顧客と製品」と
いうものを前提にしたマネジメントシステムになってい
ます。したがって「顧客」や「製品」が明確ではない業
務に対しては、「読み替え」が必要です。
このためJACICでは「顧客」の概念を整理し、顧客は
外部のお客さまだけでなく、内部のJACIC職員も顧客の
場合があるという風に考えました。また公益事業の「顧
客」も事業ごとに品質計画書の中で明確に規定するよう

にしました。
このことによりマネジメントシステムを「全事業」に
適用し、日常活動が出来るように取り組んでいます。

2.　アンケート等で顧客情報を確認
それぞれの業務の顧客情報は、どのように収集して行
くか？という点については、受託事業など評価が明確な
ものを除いては、幾つかの手法で顧客情報を把握してい
ます。たとえばセミナー的なイベントに関しては、必ず
受講者に対してアンケートを取って集計し、次回への計
画に役立てています。
それ以外では、電話やメールを通じての「問い合わせ
や要望」などの情報が日常的にあるいは不定期に来ます
が、これらのものは記録してストックするようにしてい
ます。
また、当センター「顧客対応室」では、毎年違った観
点からのアンケートを顧客に対して行っており、上記の
顧客情報を補完しています。

3.　2015年改訂に対応して
ISO9001の規定が昨年大きく変わりました。他の分野
と同様に品質マネジメントにも、「リスク対応」、「危険
予知とそのコントロール」という考え方が入って来まし
た。これまでの品質マネジメントシステムでは、一度生
じた不具合の再発防止というのがメインテーマでした
が、これを一歩進めた危険予知活動が求められるように
なりました。
これを受けてJACICでは、平成28年度中に品質マニュ
アルを改訂する予定です。このために過去の担当者を含
めた作業チームを編成して改定作業を始めています。そ
して平成29年度からは新しい基準ISO9001・2015を満足
するような新活動を行う予定にしています。
　
全国にひろがるJACIC情報サービスの多くの顧客のた
めにも、JACICでは今後ともISO品質管理マネジメント
システムを、着実に進めていくこととしたいと思います。

（経営企画部　次長　河内康）

JACICの品質管理マネジメントシステムに関する活動

現在の認定登録証
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