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はじめに
政府は、8月2日に「未来への投資を実現する経済対策」

（未来投資経済対策）を閣議決定しましたが、意外なこ
とに「第3章　取り組む施策 II. 21世紀型のインフラ整
備」 に「（4）インフラなどの海外展開支援」と言う柱立
てが記載されています。本稿では、21世紀型のインフラ
整備と海外展開との関係を考察してみたいと考えます。
「未来投資経済対策」の背景と目指すもの

我が国おける少子高齢化や潜在成長力の低迷といった
構造的な要因も背景に、現状の景気は、個人消費や民間
投資は力強さを欠いた状況です。また、新興国経済に陰
りが見え、英国国民のEU 離脱の選択等、世界経済の需
要の低迷、成長の減速のリスクが懸念されています。

統計上では雇用・所得環境が大きく改善するなど成果
が生まれているものの、長年続いたデフレから完全に脱
却し、中長期的に、実質GDP成長率2％程度、名目GDP
成長率3％を上回る経済成長を目指すアベノミクスは道
半ばと言えます。政府としては、デフレからの脱出速度
を高め、着実な成長の道筋をつける観点から、内需の下
支えとともに、高齢化社会を乗り越えて潜在成長力を向
上させる構造改革を進めて行くことにしています。

6月の伊勢志摩サミットでは、参加国が強い危機感を
共有し、世界経済のリスクに立ち向い、あらゆる政策を
総動員することで合意しました。議長国として我が国は、
G7首脳宣言を踏まえ、日本銀行と連携しつつ、金融政策、
財政政策、構造改革を総動員してアベノミクスを一層加
速して行くことが不可欠です。このため、政府は、産業
構造改革、働き方や労働市場の改革、人材育成の一体改
革、社会保障改革等の構造改革を加速化することに加え、
未来への投資の加速を目的とする総合的かつ大胆な経済
対策を講ずることにしました

このため、「未来投資経済対策」は、当面の需要喚起に
とどまらず、民需主導の持続的な経済成長と一億総活躍
社会の着実な実現につながる施策を中心としています。
インフラ海外展開の位置付け

ODAや現地国政府の独自資金で発注されるインフラ
整備は、当面の内需喚起に効果があるかも知れませんが、
未来投資経済政策が主眼としているインフラの海外展開
の中核は、民需主導の持続的な経済成長を支える「未来
への投資」であることから、長年に亘り継続する形態で
ある、海外でのインフラ事業ための「特別目的会社」

（SPC）を設立する形態の「海外インフラ投資」事業で
あると言えます。
そこで、海外インフラ投資事業を、経済政策としての観

点から、投資家の立場での収益源を表1に期待度が高い
順に整理してみました。

これらは、英独仏の企業等へのインタヴューに基づい
て、筆者がアジア地域を想定して作成したものです。

最も期待度が高いものがインフラの運営・管理段階で
のSPCの配当です。投資企業は、インフラの運用機関の
間、安定した収益が期待できます。将に「未来への投資」
と言えます。

2番人気の「株式譲渡」は、安定して配当が入るSPC
の株式はプレミアム付きで売却できます。最も外貨為替
が自社決算に有利な条件で売却する時期や相手を選択す
ることで大きな収益が期待できます。

3番人気の「現地通貨切り上げ」は、SPCからの配当
が現地通貨建てになることが一般的ですが、現地通貨が
対日本円で10％切り上がると、日本円での配当額は10％
増えることになります。発展途上の国々でのインフラ投
資ならではの収益と言えます。

4番人気の技術支援契約は、技術特許やノウハウ仕様
契約などの契約で、自社が特許などの権利を有する技術
が利用されると、自社技術が利用される期間は安定して
収益が入ることになります。

このように、「海外インフラ投資事業」は、未来投資
経済政策がめざす「民需主導の持続的な経済成長」の一
翼を担うものと言えます。
おわりに

インフラ海外展開が投資型事業として中長期的な民需
主導の持続的な成長の一翼を担うものであることをがご
理解いただけたのではないかと考えております。

我が国の企業や投資家の皆さんが積極的に海外でのイ
ンフラ投資事業に参画されることを期待致したいと存じ
ます。

（審議役　海外支援室長　藤森祥弘）

「未来への投資を実現する経済対策」のインフラ海外展開
ニュースと解説

表　海外インフラ投資の収益源
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1．背景
平成24年度からCIM試行業務が全国11箇所で始まり、

平成27年度にはCIM試行業務が約60件、CIM試行工事
が約110件と全国の現場で展開されつつあります。これ
に伴い、CIMに携わる国土交通省職員、加えて業務・工
事の受注者など関係者が増加し、裾野が広がりつつあ
ります。しかしながら、裾野の広がりがCIMの内容の
理解向上と比例しているとは必ずしも言えない状況に
あります。

例えば、平成25、26年に実施された土木学会CIM講演
会参加者へのアンケート結果では、「CIMの内容までよ
く知っている」との回答が30～40％程度に留まっていま
す。

また、JACICが実施した賛助会員へのヒアリングにお
いても、「CIMに大きな関心を持っている」「CIMに関す
る情報がほしい」「CIMの講習会を地方で開催してほし
い」というご意見が数多く聞かれました。

2．人材教育活動
このような背景のもと、JACICではCIMの人材教育活

動の一環として、全国各地で開催されるCIMに関する講
演会や大学・工業高等専門学校等でのCIMについての講
義等に職員を派遣しています。本年9月までの講師派遣
実績は、下表のとおりです。

表-1　講演会・講義等への派遣実績

開催日 開催場所 主催者 参加者規模（人）

5月28日 札幌市 土木学会 50

5月30日 大阪市 建設情報化協議会 50

6月14日 豊田市 豊田高専 50

6月15日 札幌市 産官学CIMGIS研究会 140

6月22日 仙台市 東北学院大学 50

6月23日 東京都 （一財）国土技術研究センター 50

6月29日 松本市 長野県ITアドバイザーセンター 100

7月11日 東京都 土木学会 350

7月20日 名古屋市 名城大学 50

8月23日 新潟市 新潟県建設業協会 250

9月7日 仙台市 土木学会 50

9月8日 名古屋市 JACIC 120

9月15日 広島市 土木学会 150

9月16日 仙台市 宮城県建設センター 50

写真-1　豊田高専での講義

 

写真-2　（一財）国土技術研究センターでの講演

本年10月以降の講演会等への講師派遣は、下表のとお
り予定しています。

表-2　講演会・講義等への派遣予定

開催日 開催場所 主催者 参加者規模（人）
10月5日 東京都 JACIC 150
10月7日 仙台市 建設新聞社 150
10月26日 武雄市 九州地方計画協会 150
10月27日 佐賀市 九州地方計画協会 150
10月28日 新潟市 土木電算連絡協議会 130
11月11日 福岡市 土木学会 150
11月29日 米子市 日本建設機械施工協会 300
12月16日 名古屋市 社会基盤技術評価支援機構 180
1月17日 名古屋市 名古屋工業大学 50

JACICは、受発注者をはじめ今後わが国を背負う若い
担い手となる学生の方々が、CIMへの理解を深めCIM推
進のために活躍できるよう人材教育活動を実施していき
ます。講演会や講義等への派遣希望がありましたら、研
究開発部または各地のJACIC地方センターへお問い合わ
せください。

（研究開発部　次長　徳重政志）

CIMの動向（その20）
─JACICにおける人材教育活動（講演会等への講師派遣）─

JACIC便り
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平成28年度JACIC研究発表会・研究助成成果報告会の開催案内
JACICは、センター内の研究内容等を広く一般に知っ

て頂くため ｢建設情報研究所研究発表会｣ を毎年開催し
ています。また、財団の事業目的に合致した研究を対象
に助成を行い、この研究助成の成果を報告する ｢研究助
成成果報告会｣ を開催しています。

平成28年度は、上記の発表会と報告会とを同日に以下
の予定で行います。
○日　時：平成28年11月15日（火） 10：00～17：00　
○場　所：東京グランドホテル 3F桜の間・蘭菊の間
　　　　　http://www.tokyogrand.gr.jp/
○定　員：150名
○申込み： 10月1日（土）よりJACICホームページ上から

行えます。
http://www.jacic.or.jp/seminar/kenkyuukai2016.html

1．建設情報研究所研究発表会
午前中（10：00～12：10）の発表会では、CIMの最新

動向や標準化委員会の活動内容、JACICが実施している
事業の取組等、以下の5テーマを発表する予定です。

1．.JACIC の研究動向及び最新の CIM の動向について
2．CIM の国際動向について～英国の動向を中心として～
3．社会基盤情報標準化委員会の検討状況について
4．新たなコリンズ・テクリスシステムについて
5．地方公共団体向けの積算システム（ASP）について

｢2．CIMの国際動向｣ では、CIMを推進するため先進
的な諸外国での状況について、特に国際標準であるIFC
の動向や政府として標準を決めている英国のCIMに関す
る状況について、海外調査等により情報収集した成果を
発表する予定です。

｢3．社会基盤情報標準化委員会｣ では、各小委員会の
活動に加え、CIMの全体像やCIMモデルを情報共有する
ための在り方等を検討している特別委員会の活動につい
て、検討内容や今後の課題について発表する予定です。

｢4．新たなコリンズ・テクリスシステム｣ では、新シ
ステムに向けて、基本方針、登録企業や発注機関に向け
た改良要件、スケジュール等、開発の基本的考え方につ
いて発表する予定です。

｢5．地方公共団体向けの積算システム｣ では、地方公
共団体向けに提供しているWeb版土木積算システムと
積算システムのASPサービスの概要について発表する
予定です。

2．研究助成成果報告会
平成28年度に終了した18テーマの助成研究を対象に成

果報告（13：10～17：00）を行います。
この18テーマは、JACIC30周年記念事業として実施し

たもので、特別枠の3テーマが含まれています。特別枠

とは、〔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、助成額を増額した研究です。

各研究成果の成果報告は以下のスケジュールで行いま
す。

1．特別枠（3 研究）の報告と質疑応答（13：15 ～ 14：10）
2．記念枠（15 研究）の報告と質疑応答（14：10 ～ 16：05）
3．ポスターセッション会場での質疑応答（13：30 ～ 17：00）

今年度の成果報告会は、報告者数が過去最大となるた
め、特別枠と記念枠との発表時間を変えています。

特別枠の報告は18分間で発表と質疑応答を行い、記念
枠の報告は5分間で発表を行います。

また、新たな試みとして、全報告を対象にポスターセッ
ションを行います。ポスターセッションは、別会場で行
い、13：30から自由に閲覧ができます。報告者は、プレ
ゼン終了後、ポスターセッション会場へ移動し、それぞ
れの研究について質疑応答や意見交換を行う予定です。

今年度の成果報告をテーマ別に分類すると、表-1のよ
うになります。今年度は、CIM/BIMに関する研究や防
災情報に関する研究の報告が多くなっています。

表-1　主なテーマと報告件数
主な研究テーマ 報告数

CIM/BIM に関する研究 6
防災情報に関する研究 6
計測技術に関する研究 3
その他 3

写真-1　平成27年度の研究助成成果報告会

また、報告会終了後、17：30から ｢意見交換会｣ を予
定しています。参加者の方々は、誰でも参加することが
出来ます。

（建設情報研究所　首席研究員　高橋　忠）

JACIC便り
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JACICセミナー「海外インフラビジネス2016」は、平
成28年8月25日（木）午後「グランドアーク半蔵門」に
て開催しましたので、以下報告します。

一昨年・昨年に続き、同じ時期・同じテーマで開催し
ましたが、今年も108名の参加がありました。

セミナーの講演内容

1． ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ海外展開の取り組み
（ 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長　 

平井節生）
2．日本企業の海外ｲﾝﾌﾗ展開と JBIC の取り組み

（ 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）

3．海外交通・都市開発事業支援機構の役割と支援事業
（ 海外交通・都市開発事業支援機構事業推進部ダイレ

クター　末永寛嗣）

4．海外インフラ投資事業の薦め
（JACIC 審議役・海外支援室長　藤森祥弘）

1．海外に関する政府の各計画等
海外プロジェクト推進課の平井課長からは、政府の「イ

ンフラシステム輸出戦略」「質の高いインフラパートナー
シップ」「国土交通省インフラシステム海外展開行動計
画」など次々に出されている既存の計画についての説明
をして頂きました。この中では今後5年間で従来の30％
増となる約1,100億ドルのインフラ投資をアジア地域に
行うことによって、2010年には10兆円だった建設受注を
2020年には3倍の30兆円に伸ばす、という基本的な数字
を解説して頂きました。

2．国際協力銀行のインフラ投資向けの業務
㈱国際協力銀行の松井ユニット長からは、海外のイン

フラ投資に関しては、日本は中国・韓国勢に押されて劣
勢になっていること、そのため国際協力銀行では「リス
クを伴う特別業務」「外国通貨長期借入」などの新しい

メニューを開発して、日本の企業の投資を助けようとし
ている、という話を伺いました。

3．支援機構の出資事業
㈱海外交通・都市開発事業支援機構の末永ダイレク

ターからは、この機構は「融資」ではなく「出資」とい
う形で協力をするため、事業の早い段階から相談を受け
オーダーメイド的に事業を一緒に作っていくという、基
本的な姿勢の話を伺いました。平成26年10月の発足以来
86件の相談があり、このうち20件が検討書を出す段階ま
で進んだ、とのことでした。そしてベトナム・ブラジル・
ミャンマー・フィリピンの各プロジェクトの具体の話を
されました。

4．藤森審議役の話
藤森審議役の方からは、海外プロジェクトは日本の事

業と「パラダイム」が大きく違うということを解説した
上で、JACIC海外支援室は必要なサポートを行うという
説明をしました。

関連資料のダウンロードサイト
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　

　（海外支援室　河内　康）

8月JACICセミナー「海外インフラビジネス2016」開催報告

平井課長の講演

会場の様子
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平成28年9月8日（木）、愛知産業労働センターウイン

クあいち にて、JACICセミナー「インフラの維持管理

2016」を開催いたしました。

当日は多数のご来場を頂き、ありがとうございました。

1．開催趣旨
我が国では、1960年代の高度経済成長期に道路や橋な

ど多くの社会インフラが急速に整備されました。

建設から半世紀以上が経過した今、インフラに関わる

事故も報告されるようになり、老朽化問題への関心が高

まっています。

そこでJACICでは、国土交通省および地方公共団体等

における維持管理問題への取り組みや、ICT・CIMの技

術を活用したインフラ老朽化課題への対応策に関し、最

新の情報を得ることを目的として、今回のセミナーを開

催しました。

2．セミナープログラム

演題

開会挨拶
（JACIC 理事　　坪香　伸）

1
国交省が進める次世代社会 インフラ用ロボットの導入
推進～インフラ老朽化・人口減少社会の一手～

（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）

2
建設プロセスへの ICT 導入による生産性向上の取組み
について

（国土交通省中部地方整備局　企画部　総括技術検査
官　　小林　敬司）

3
地域の実情に応じた橋梁点検の取組み～島根プロジェ
クト～

（島根県土木部主任　　石倉　英明）

4
高速道路資産の維持管理・更新とスマートメンテナンス
化について

（NEXCO 東日本　管理事業本部　SMH 推進チーム　
サブリーダー　　津田　剛彦）

5 JACIC の CIM の取り組み
（JACIC 研究開発部　主任研究員　　川島　宏人）

閉会挨拶
（JACIC 中部地方センター長　　中川　義治）

3．講演内容について
国土交通省総合政策局の中根係長からは、「ロボット

新戦略」の一環として現在推進しているインフラ分野・

防災分野のロボット開発と導入に関する取り組みが紹介

されました。

中部地方整備局の小林総括技術検査官は、生産性向上

の取り組みや、「i-Construction」の具体例、ICT土工・

情報化施工の実績などについて話されました。

島根県土木部の石倉主任からは、「地域の実情に応じ

た橋梁点検の取組み」と題し、現場における様々な工夫

や人材育成の実態などについて聞くことができました。

NEXCO東日本の津田サブリーダーからは、ハード面

からの保全とソフト面からの保全という視点で、保全の

現場における課題と解決策、技術活用等の話がありました。

最後に、JACIC研究開発部の川島から、CIMの技術検

討や人材育成、国際動向調査などのJACICの取り組みに

ついて説明がされました。

これらの講演に関しては、聴講者から「すぐ業務に活

かしたい話だった」との声も聞かれ、好評を博すことが

できました。

4．セミナー動画および資料の公開
今回のセミナーについては、講演の動画および配布資

料をJACICホームページで公開する予定ですので、是非

ご覧ください。（10月中旬公開予定）

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

JACICトップ ＞ 普及啓発事業 ＞ JACICセミナー

（経営企画部　副参事　清水知子）

JACICセミナー「インフラの維持管理2016」開催報告

セミナーの様子
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1．RCCMとは
RCCMとは、公共機関から発注される業務（調査・計

画・設計等）の管理技術者・照査技術者になるための資

格で、Registered Civil Engineering Consulting Manager

（シビルコンサルティングマネージャー）の略です。

平成3年に創設されて、計22部門で既に合計28,000人

超が資格登録されておりコンサルタント業界他で日々活

躍をしています。受験資格は大学卒業の場合は実務経験

10年（平成23年度改訂）となっています。

RCCMは「技術士」と違い建設やインフラ部門に焦点

を当てた民間の技術資格となっています。RCCM資格試

験自体は、一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施

しています。

2．JACICの講習会
JACICでは、「平成28年度RCCM資格試験受験準備講

習会」を国土交通省の後援を受けて7月下旬～8月上旬に

全国11会場で開催しました。今年度の講習会は、2,200

人を上回る人が参加しました。

3．使用テキストの高品質
その人気を支えているのが、講習会で使用されている

「テキスト」および「想定問題・解答集」です。これは

専門家10名で構成されている「業務管理技術研究会」で

毎年内容を検討し、改訂しているものです。RCCM資格

制度に関するものから建設コンサルタント技術者が知っ

ておくべき最新の情報など満載で、テキスト編の目次内

容は以下の通りです。

「受験準備講習会テキスト」目次

第Ⅰ編　建設コンサルタント

　第 1 章　建設コンサルタント業務とその管理

　第 2 章　建設コンサルタントの課題

　　第 1 節　建設生産システムの変化と

　　　　　　　建設コンサルタントの役割

　　第 2 節　品質の確保

　　第 3 節　社会資本整備の方向

　　第 4 節　建設コンサルタントが対応すべき課題

　　第 5 節　参考： 建設コンサルタントに係る動向の経緯

第Ⅱ編　RCCM

　第 1 章　RCCM 資格制度

　第 2 章　RCCM 資格試験

第Ⅲ編　関係資料

　1. 推薦（参考）図書

　2. 参考資料

　3. 付録［RCCM 規定］

公共事業の入札契約の実務に関する基礎知識がよく纏

められており、RCCM資格試験の受験者以外の方にも役

に立つ参考書であると自負しております。JACICでは毎

年講習会で使用したテキスト、想定問題・解答の残部を

7,200円（税込）で有償配布しています。御希

望の方は以下のサイト参照下さい。

http://www.jacic.or.jp/topics/20160810/

rccm_h28text_yusyohaifu.html

4．平成28年度の試験日程等
資格試験について今年は11月13日（日）に

全国9か所で行われる予定です。あと1ケ月余

りになりました。受験の皆さまにおかれまし

ては、JACIC発行のテキスト・問題集を活用

して是非合格していただきたいと思います。

（経営企画部　上席参事　宮﨑　豊）

RCCM講習会使用のテキスト・問題集の有償配布
JACIC便り
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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
コアシステム、RCCM資格試験準備講習会等の営業活動
を行っています。平成28年度の主な活動報告を紹介しま
す。

■コリンズ・テクリス
□コリンズ検索システムの普及活動

北海道の全179市町村の内、約16.2％の29市町村でweb
版の検索システムを利用されています（JCIS（ジェイ
シス発注者支援データベース）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28年
度は、導入済み市町村へのフォローアップやシステム未
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。

■電子入札コアシステム
□北海道地方コアシステムブロック会議の開催

平成28年7月1日（金）に、「平成28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。

 

■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とともに、RCCM資格試験のための
受験準備講習会を行っていますが、北海道では7月29日

（金）、札幌市の北海道経済センターに於いて開催しまし

た。北海道地区では約131名の方が受講しました。
平成28年度の資格試験は平成28年11月13日（日）に札

幌でも実施され、合格者の発表は平成29年3月1日（水）
に建設コンサルタンツ協会からの予定です。

■広報活動
□�JACICセミナー札幌「CIMをめぐる展開～ICTの進展
とCIMの標準化～」（テレビセミナー）の開催予定に
ついて。
JACICセミナーは例年東京・地方ともに開催していま

すが、そのテーマは「もっとも時宜を得ているテーマ」
の中から選定し、今年は「ICTと標準化」というテーマ
で開催の予定です。

平成28年10月5日（火）に札幌会場において、東京で
行うJACICセミナーを同時配信で、同時刻に札幌で
JACICセミナーとして開催し、映像及び音声は双方向と
して、札幌会場から質問もできます。

■情報提供
□北海道地方CALS/EC�推進協議会の活動

北海道開発局では北海道内の市町村におけるCALS/
ECの普及・推進を図るため、公共事業発注機関へのフォ
ローアップを図り、各関係機関が連携をしてCALS/EC
導入を推進するための活動を実施しています。

実施内容は、市町村向けの「電子納品の手引き（案）【市
町村版】」の作成及び電子入札の普及・教育等の活動と
して、各自治体への説明会などを実施しています。
JACICは協議会の一員として協力しています。

（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

北海道地方ブロックコア会議の様子

札幌でのRCCM講習会の様子
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JACICは平成27年度から、通常の「JACICセミナー」
に加えて、「ビデオセミナー」という新しい形態の一般
向けセミナーを行っています。以下はこの「ビデオセミ
ナー」の紹介です。

1．ビデオセミナー発足のきっかけ
JACICは平成27年度設立30周年を迎えたのを機に、発

足以来お世話になっている全国の「JACIC賛助会員」
660社の個別訪問を行いました。その時のヒアリングで

「地方ではCPDポイントを取得出来るセミナーの回数が
少ないので、JACICにも開催して欲しい」という要望が
少なからず存在しました。

これまでの地方セミナーの多くは地方都市と言って
も、「国土交通省の地方整備局所在の都市」に限られて
いました。これを更に進めて「各県の代表都市」での開
催を行っていく取り組みを始めることとしました。

そこで出て来たのが、「ビデオセミナー」というアイ
デアです。地方整備局所在都市ほどには参加者を集めら
れなくても小規模セミナーを何回か行って行くというア
イデアです。20人～30人程度のセミナーでも、何回か行
えば、100名単位の参加者になります。また1回ごとの開
催費用に関しても、借用する部屋は小さくて安価、出張
人数も絞れる、という条件を考慮にいれれば比較的小額
で開催出来ると考えました。

そして27年度に1回・28年度に1回、東北地方で実験的
に開催することで、段階的な経験を積んできたところです。

2．CPDポイントの取扱い
ここで問題になるのが、CPDポイントが「ビデオセ

ミナー」でも認定して貰えるか？という点です。JACIC
は主催者として、CPDポイントを取得できるセミナー
であることを毎回認定して貰う必要があります。そこで
毎回建設CPD協議会の一員である土木学会に申請をし
ています。今回ビデオセミナーに関しても同様に認めて
貰うための交渉を行いました。その結果、「毎回内容を
審査することから、ビデオセミナーであっても、ライブ
のセミナーであっても、内容によって認定する」という
お墨付きを頂きました。これでビデオセミナーでもライ
ブのセミナーと同様に、CPD認定セミナーとすること
が出来るようになりました。

3．ビデオセミナー実施の意味
ビデオセミナーは単に「新しい広報ツールを得た」と

いうだけでなく、将来的な発展性も考えております。
IT時代に相応しい「有料セミナーへの適用」も可能と
考えて、少しずつ試行をしていく予定です。

4．これまでの実績と今後の見通し
これを受けて、平成28年3月と6月には、福島県の郡山

市において、以下の写真のような10数名のビデオセミ
ナーを実施しました。参加された人は「ビデオセミナー」
であることを承知の上で来て下さった人ですが、その場
合何を重視しているか？ということをアンケートなどで
把握するようにしました。福島の場合では、回答者18人
のうち「セミナー参加の目的」に対して、以下のような
結果になりました。
「CPDポイント取得が主目的」 8人
「内容も勉強したい中身だった」 4人
「内容で参加を決めた」 6人

ビデオセミナーでもやはり「CPDのために参加」とい
う方ばかりでなく、「コンテンツ重視」という方も多かっ
たような結果になりました。

JACICとしては、平成28年度も北陸・近畿と順次、ビ
デオセミナーを各地で開催していく予定にしています。
JACICトップページ上の「イベントニュース」に毎回案
内を出して行きますので、以下のサイトで随時、ご確認
いただければ幸いです。

JACICトップページ（イベントニュース）
http://www.jacic.or.jp/jacic-hp/index.php　

（経営企画部　次長　河内　康）

JACICビデオセミナーの試み
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