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1．はじめに
積算システムは、工事等の予定価格の算出や工事数量

総括表の作成の他、契約後の設計変更額やスライド設計
額の算出等を行うものです。積算基準データは、工事工
種体系、細別情報、施工歩掛（積上・施工パッケージ）、
基礎単価（労務・材料・機械）、間接工事費率等の各デー
タから構成され、工事設計書の構成内容を階層的に明確
にするものです。

本稿では、直近10年間の積算基準や契約制度等の制定・
改定の経過を振り返りつつ、積算システムの開発・改良
や積算基準データの作成・改定が担ってきた役割につい
て紹介します。

2．積算体系の整備と積算方式のこれまでの変遷
建設省（当時）では、平成3年度から公共土木工事の

積算について新土木工事積算大系の構築作業を開始し、
平成8年度までには、工事工種の体系化（体系ツリーの
整備）、用語の統一、共通仕様書、数量算出要領等の体
系的な整備を行いました。

積み上げ方式で行われていた積算方式は、平成5年4月
から、市場単価方式が一部で導入され、平成16年12月か
らは、一部の工種で「ユニットプライス型積算方式」が
導入されました。さらに、平成24年10月には「施工パッ
ケージ型積算方式」の試行が開始され、平成28年10月ま
でで合計403施工パッケージの新規制定が行われました。
今後は、施工パッケージ単価の更新改定を継続実施して
いく段階となっています。

3．国土交通省における積算システム等の構築経過
地方建設局（当時）毎に大型汎用機による異なる土木

積算システムが運用されていた昭和60年に当財団が設立
され約2年かけ、すべての地方建設局が共通に使用する
標準土木工事積算システムを完成させています。

また、平成8年度には、積算実績DB（データベース）
システムを構築し、国土交通省で発注・契約された土木
工事等について、当初契約及び変更契約時の設計書につ
いて一元的にデータを集約できるようになりました。さ
らに、電子入札の普及、総価契約単価合意方式の実施等

に伴って、データ収集の可能範囲が拡大し、落札者や応
札者の工事費内訳書等が電子データ等で収集できるよう
になりました。この結果、収集されたデータを活用し、
工事全体の工事コスト構造の分析、機労材構成比の分析、
積算結果と入札結果の比較分析、合意単価や合意率の分
析等の統計処理が可能となっています。分析結果は、積
算基準の一層の適正化に向けた検討に使用され、施工
パッケージ単価改定の基礎資料等としての活用も検討さ
れています。

4．近年の積算基準等の主な改定
積算基準等の改定は、近年では、公共事業や建設業界

を取り巻く環境変化に対応するための項目が増えてきて
おり、毎年、部分的な拡充や改定が行われています。こ
のため、積算システムや積算基準データの適時適切な改
良・改定に求められる期待は、従来に増して非常に大き
くなっています。

以下に、上記2．に記した項目及び施工歩掛の新規制定・
改定、建設機械等損料の見直しに類する項目以外につい
て、筆者が自ら分類、整理した事項に沿って、平成20年度
以降に行われた積算基準等の改定概要を紹介します。

（1）契約制度の見直し
国土交通省では、「総価契約方式」が一般的でしたが、

平成22年4月から受発注者間の双務性の確保や契約変更
の円滑化を目的に「総価契約単価合意方式」をすべての
土木工事で実施することとし、単価個別合意方式と単価
包括合意方式のふたつの方式を定めました。平成28年度
には、単価包括合意方式の仕組みの一部を改め、名称も
包括的単価個別合意方式としました。

（2）不調・不落対策
不調・不落対策として、平成21年度からほぼ毎年、土

木工事間接工事費率の改正ほかが行われています。
平成21年度は、3大都市（東京特別区、横浜市、川崎市、

名古屋市、大阪市の市街地）で行う鋼橋架設工事、舗装
工事、電線共同溝工事、道路維持工事を対象に間接工事
費率の補正（大都市補正）が導入されました。

平成22年度には、その適用地域を多くの政令指定都市
等に拡大しました。また、現場条件等により作業効率が
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低下していることが実態調査から把握された特定の歩掛
（道路修繕工事、電線共同溝工事及び道路維持工事にお
ける舗装工及び排水構造物工の一部の細別）の日当たり
作業量を、大都市補正適用地域で補正（割引き）するこ
ととし、さらに、市町村をまたぎ施工箇所が複数ある工
事（直径5km程度以上を越える点在範囲）について、工
事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を可能とする
ことを試行として実施することとしました。

平成23年度には、日当たり作業量の補正の試行に関し、
上記3工事区分の舗装工及び排水構造物工のより多くの
細別について補正（割引き）を拡大するとともに、一部
の細別については大都市補正適用地域以外でも適用可能
としました。

平成24年度には、平成21年度には5都市だった大都市
補正適用地域をさらに拡大し、28都市としました。

平成26年度には、施工箇所が点在する工事について従
来の直径5kmを、直径1km程度以上を越える点在範囲に
ついては別箇所として扱い、間接工事費を算出すること
としました。

平成27年度には、大都市以外の市街地（DID）におけ
る鋼橋架設工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持
工事を対象に、間接工事費率を補正（市街地補正）する
こととしました。

平成28年度には、大都市補正に関し、東京特別区、横
浜市、大阪市に適用する補正率をより高い値とする区分
を設け、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事を対
象に適用することとしました。

（3）大規模災害の被災地対応
平成23年3月に発生した東日本大震災を踏まえ、被災

地における災害復旧事業や復興事業等を円滑に実施する
ため、基準等の改正が行われています。

平成25年度には、岩手県・宮城県・福島県における施
工状況等を考慮し、ダンプトラック、バックホウ、ブル
ドーザの3機種について、運転1時間当り損料を3％割増
しすることとしました。また、同年10月からは、被災3
県用の現場状況を反映した専用の積算基準を新たに策定
することとし、日当たり作業量の低下を実態調査により
確認した土工、コンクリート工の関係する32工種につい
て日当たり作業量を10％低減させた歩掛（復興歩掛）を
策定しました。さらに、平成26年2月には、間接工事費
率の割増しを行う復興係数を導入しました。

平成26年度には、復興歩掛について見直しを行い、土
工に関係する3工種で日当たり作業量を20％低減させた
復興歩掛を策定し、また、ダンプトラック、バックホウ、
ブルドーザの3機種について、運転1時間当り損料を5％
割増しに見直しました。

（4）公共工事の品質確保、建設業の担い手確保
公共工事の品質確保、建設業の担い手確保対策として

も、積算基準等の果たす役割が期待されており、関係す
る積算基準等の見直しが行われています。

平成24年度には、建設業の社会保険加入に関し、その
徹底を図るため、予定価格に適切に反映できるよう現場
管理費率の見直しを実施しました。

平成26年度には、工事一時中止に伴う費用の算定方法
を見直し、常駐人件費を考慮し、基本計上費用を追加計
上し、現行の経費率についても20％割増しを行うことと
しました。

平成27年度には、平成26年6月に公布・施行された改
正品確法の基本理念及び発注者責任を果たすため、担い
手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保で
きるよう、一般管理費等率及び現場管理費率を改定しま
した。

（5）建設産業の生産性向上、メンテナンス産業の育成
近年は特に、建設産業の生産性向上や維持管理工事の

増大を踏まえた積算基準等の改正が行われています。
平成26年度には、維持修繕工事がコストも割高になり

やすいこと等を考慮して、橋梁補修用歩掛の改定を行い
ました。また、維持修繕工事における小規模な工事の間
接工事費率の引き上げを行いました。

平成28年度には、工種区分として新たに「橋梁保全工
事」を新設し、これに適用される間接工事費率を策定し
ました。また、年度をまたぐ国債工事として発注される
維持工事については、全体額から間接工事費を積算する
方式から、単年度毎に間接工事費を積算し足し合わせて
予定価格を算出する方式としました。

5．積算システムと積算基準データが担う役割
積算システム等は、入札契約や積算に関わる課題だけ

でなく、建設業の将来のあり方に関わる課題に対しても、
重要な役割を担っており、積算基準等の改正への迅速か
つ的確な積算システム改良、積算基準データ改定が求め
られています。また、設計書の実績データベースを活用
した工事コスト構造の分析、積算内訳、合意単価等の分
析等を通じて、積算基準等の改正のための根拠資料の提
供も担っています。

公共工事全体の中で多くの割合を占める地方公共団体
での積算業務がより適正に行われることが重要であり、
新たな契約制度・積算方式が地方公共団体等に早期に導
入でき、積算基準等の改正が迅速に反映できるよう支援
することなど、関連業務を行っているJACICの責務は、
今後も益々、増しています。関係各位の理解と支援を頂
きながら、今後とも、公共工事全体における透明性、客
観性、妥当性の向上に努めてまいります。　

　（積算システムセンター長　渡部秀之）

ニュースと解説
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平成29年1月20日（金）に平成28年度電子入札コアシ
ステム特別会員会議・利用者会議【合同会議】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
本会議は、電子入札コアシステムに関する情報提供と

意見交換を行う場として、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て毎年開催しています。

また、効率的な会議の運営を図るため、今年度は特別
会員会議・利用者会議を一つにまとめた合同会議として
開催しました。今後は、原則として特別会員会議の開催
をもって利用者会議を開催することとし、利用者の意見・
要望を事業の改善方針に反映する場合においてのみ今年
度と同様に特別会員会議・利用者会議【合同会議】とし
て開催することとしました。

（会議の様子）

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
平成28年度における事業改善方針の対応状況として、

コアシステムV6のリリースやWindows10 Anniversary 
Update に対する動作確認など、主な活動についての報
告を行いました。また、事業改善方針については参加団
体様の同意を得て、表の通りに改定を行いました。

2）利用者からのご意見
JACICのホームページに設置した意見募集ページに届

いたご意見として、サーバOSの動作確認や添付ファイ
ルの無害化などのご意見について報告を行い、検討状況
について説明しました。特に、添付ファイルの無害化に
ついては参加団体様のご関心が高く、質疑応答や意見交
換が活発に行われました。

3）Java Plug-in廃止に向けた対応の状況
コアシステムではJava Plug-inの技術を利用していま

すが、米国オラクル社のアナウンスにより、2020年には
廃止される見通しとなっています。コアシステムにおけ
る対応として、Java Plug-inの代替方式として最も可能
性が高い一つの候補に関する検証が予定通りに進んでい
ることを報告しました。今後は2018年12月の対応完了（利
用団体様への提供）を目指して、Java Plug-in代替方式
の検証、設計・開発などを進めていく予定です。

4）ユーザ会議
当日は、特別会員会議・利用者会議【合同会議】に引

き続いて、保守・利用契約団体様を対象とした「第15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、「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的
強化に向けて」に関するコアシステムにおける対応状況
を説明するとともに保守・利用契約団体様間での情報共
有や意見交換が行われました。また、アンケートの調査
結果の報告などを行いました。

3．まとめ
本年も、104団体、148名（中央省庁4、独法・機構等

11、都道府県59、市町村等41、コンソーシアム正会員・
賛助会員30、業界団体3）と多くの皆様にご参加いただ
きました。

今後も、利用団体様からの要望を踏まえた改善・開発
やIT環境の変化に応じたシステムの安定運用のための
対応など、利用者の皆様が電子入札コアシステムを円滑に
運用していただけるようサポートに努めていく所存です。

表：新たな事業改善方針
事業改善方針 

（平成29年1月20日改定）
1）コアシステム機能の充実
V6以降のコアシステムの機能の充実に向け、利用団体より収
集した要望のうち、ニーズが高く、なおかつ利用団体に共通し
た課題の解決につながる要望等について順次対応を検討する。
2）処理速度等の性能向上
コアシステムV6において一定の性能向上が図られたことを
もって対応完了とする。今後、さらなる処理速度等の性能向
上が見込まれる改善方法が発見された場合は、費用対効果を
考慮しつつ実現可能性等の検討を再開する。
3）料金体系等
Java Plug-in廃止対応後の料金について、お客様間の負担の公
平性確保等の観点から総合的な検討を行う。
4）情報セキュリティの強化
セキュリティ対応について、随時、調査・検討・動作確認等
を実施し、コアシステムの安定稼働のために利用団体への情
報提供を実施する。
また、暗号アルゴリズム移行について、新暗号への完全切り
替え（フェーズ3）に向け、サポートを継続していく。

（システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

『平成28年度電子入札コアシステム特別会員会議・
利用者会議【合同会議】』開催報告
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平成29年1月27日（金）に、当財団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・要望をお伺いし今
後のシステム改良等に反映する事を目的とした「平成28
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、事前に実施した利用者意見募集（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して主な改良点や現在の進捗状
況を説明し、意見交換を行いました。

1．出席者
（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、地質調査業関係団体

2．利用者アンケート結果
（1）期間
　　平成28年12月2日（金）～22日（木）

（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、コリンズ・テクリスホームページの満足度、
その他コリンズ・テクリスに関する意見等

（4）回答数：発注者338、受注者590
（5）主な結果
　①システム全体の満足度
　 　全般的な満足度については、発注者（検索システ

ム）、受注者（登録システム）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）

発注者 受注者
図-1　システム全体の満足度

　②システム運営の満足度
　 　ヘルプデスクの対応については、発注者、受注者

とも約9割の方から「ふつう」以上の評価をいただ

きました。（図-2参照）

発注者 受注者
図-2　システム運営の満足度

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、現行システムの課題に対応しつつ、
近年の情報通信技術の発展などを見据えシステムのバー
ジョンアップを行っています。

会議では、バージョンアップの主な改良点及び作業の
全体工程における現在の進捗状況について説明し、発注
者および受注者から貴重なご意見をいただきました。

当日の資料及び議事概要は、http://www.jacic.or.jp/
meeting/coritec/index.htmlをご参照ください。

4．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、サービスの更なる向上を図るとともに、
コリンズ・テクリスの新バージョンのリリースに向けた
作業を進めて参ります。

（コリンズ・テクリスセンター　主事　川口　玲）

「平成28年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告

利用者会議の様子
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JACIC便り

今月号では「株式会社環境風土テクノ」取締役 須田
清隆氏による「映像を活用した統合型データモデルの研
究」について概要を紹介します。

なお、本研究は「建設生産システムにおけるCIM／
BIMに関するもの」として助成採択された1年間の研究
です。須田氏は「現場のリアリティを数分で振り返るこ
とが出来る映像の分かり易さに、映像の弱さでもあった
論理性を3次元化・数値化で補った映像技術は、建設の
生産活動の場で活用の機会が増えてくる」と述べています。

1．目的・概要
本研究は、中小零細建設業が抱える高齢化、人材不足

等の特性を踏まえてITスキル的・コスト的に負担の少
ない方法で、施工情報を知財化するものです。

情報環境としての装置は図（上側）の通りです。

PC（データベース）

映像 GPS転圧情報 写真

インターネット or 
専用回線

USB デジカメ接続 or 
メモリカード

カメラ映像は指定時間を
自動出力（タイムラプス）

GPS情報（テキストファイル）は、
USB、写真はSDカードから、ワン
クリックで、自動取込、リスト化。

2．統合型データモデル
統合型データモデルは、技術者の

経験や役割によって異なる経験知
などの個体差の修正を目的に、
 ①「情緒的な分り易い映像の切り出
し方を反映させ tag情報を組み込む
DB技術」
 ②「論理的な解り難い映像から数値
化スケール化を図る映像解析技術」
により構成されています。
①tag情報を組み込むDB技術

同じ映像でも切り出し方（見せ
方）や映像における行動区分（指示、
確認など）等によって、映像を見た
人の認識が異なってきます。

そこで映像データベースへの入
力段階で、映像の意味づけ（利用主
体、映像から判断できる情報種類、

行動種類、優先度･重要度）を基にしたtag情報化とDB
化を図りました。これにより図（下側）の通り映像の見
方（情緒）に道筋（論理）がつき、その意味するところ
が明確化され、現場の正確な情報認識を可能としました。
②映像解析技術

施工現場の映像から地形、構造物、人、建設機械など
を検知、数値化することにより、施工実態の正確な把握
と施工の数値化を行なうことができます。例えば
「建設機械、資材、作業員の稼動実績として機械稼働

率や歩掛り計測」、「設計データと比較することによる品
質管理」を実施できます。

3．試行による効果の検証
当モデルを試行した中小建設業の実証現場では、共通

して工事成績が良く「安全管理」や「品質管理」に有効
であったことが確認されています。映像の分り易さから
社内の技術教育や安全研修への活用が多く、これからの
コミュニケーションの道具としての有益性が検証されて
います。

（詳細はJACICHPに掲載の報告書、及び報告会時の説明
スライド、動画をご覧ください。）
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

｢第14回 研究助成事業成果報告会｣の開催報告（その3）
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1．はじめに 

JACIC NETは、インターネットを通じて各種の建設

事業についての関連情報を提供している有料サイトで

す。昭和63年のサイトオープン以来、会員の皆様のご協

力を得て、情報の提供を続けております。この間、提供

項 目 の 一 部 増 減 も あ り ま し た の で、 今 回 改 め て

JACICNETの主なメニューを紹介させていただき、会

員の皆様にはより有効にご利用いただくとともに、まだ

ご覧になられていない方には少しでも興味を持っていた

だければと思います。

（1）JACIC NETのメニュー

まず、JACIC NETは大きく分けて以下の2つのメ

ニューに分類されます。

1．「ヘッドライン」

2．「データベース」

「ヘッドライン」は、ニュース・人事速報・発注情報

などを取り扱っており、カテゴリーやキーワードなどで

検索できます。また、「データベース」では国土交通省

の人事情報、指名停止情報などを提供しています。

（2）最新メニュー「JACICセミナー動画」

JACICでは建設情報に関する各種のオープンセミナー

を行っていますが、その録画（動画）をいち早く掲載し

ているのが「JACICセミナー動画」になります。

当サービスは2016年10月から提供を開始し、現在4回

分のセミナーの動画と資料を掲載しており、今後も随時

更新の予定です。　　

（JACICセミナー動画　画面）

（3）「国土交通官公庁職員案内」

昭和63年のJACICNETのスタート時より継続してお

ります、国土交通省関連の人事情報データベースです。

ヘッドラインの「人事情報」と連動しており、異動され

た方のお名前をクリックすると、該当の方の旧官職と新

官職をご覧になれます。約30年間蓄積しているデータは

6万件余りになり、現在も随時更新中です。氏名入力等

による経歴検索、組織名等選択による歴代検索が可能で

す。

（国土交通官公庁職員案内　検索画面）

（4）「発注情報」

ヘッドラインでは独立行政法人・事業団・都道府県・

政令市の工事・業務の入札公告等を毎日更新し、常に新

しい情報を掲載していますが、前述のとおり過去の記事

も検索機能によって確認することができます。（情報を

提供されていない団体は、内容の掲載がありません。）

2．おわりに

紹介いたしましたメニュー以外にも、「指名停止情報」

データベースや「本省・地方整備局ニュース」などの情

報を随時更新しております。

入会のご検討に当たって、JACIC NETの体験をご希

望の場合には、JACIC NET「試用申し込み」メニュー

から、簡単なご登録で3日間の試用が可能です。

ぜひ一度、JACIC NETをご覧ください。

（経営企画部　参事　富永浩子）

JACICNET～建設情報提供サービス～の主なメニューのご紹介
初心者コーナー
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BIM/CIMに関する海外調査報告及び
英国BIMの実務に関するセミナー

～開催報告～

JACIC通信

平成29年1月13日（金）に「BIM/CIMに関する海外調

査報告及び英国BIMの実務に関するセミナー」をTKP

赤坂駅カンファレンスセンターにて開催しましたので報

告します。

1．開催目的
国土交通省では、公共事業の各段階（調査・設計、施

工、維持管理）においてCIMを円滑に導入、連携・活用

するための「CIM導入ガイドライン」の本年度中の策定

を進めています。一方、BIM（Building information Mod-

eling）/CIM（Construction Information Modeling/

Management）に関する注目すべき国際動向として、英

国では平成28年4月からBIMの義務化を表明しています。

そこで、咋年10～11月に実施したJACICによるBIM/

CIMに関する海外調査結果を報告するとともに、英国

BIMを牽引するBDP社（※）から第一線で活躍する専門

家を招き、英国におけるBIM Level2の実務への適用と

将来展望を講演いただくセミナーを開催致しました。 

※ 英国第2位（英国内売上は第1位）の建築設計会社。

2．第一部 JACIC海外調査報告会（13：00～15：40）

写真-1　大阪大学矢吹教授による全体概要報告

はじめに、「平成28年度JACIC海外調査（欧州、米国）

の概要及びbSIの動向」として大阪大学矢吹教授より、

平成28年10～11月に実施したJACICによるCIM/BIMに

関する海外調査（仏国、英国、フィンランド、米国）の

全体概要と、国際的なソフトウェアの標準化の動向とし

てbSI（buildingSMART International）の組織概要と取

組みを紹介しました。

bSIは、ソフトウェア間のデータ交換を行うIFC（In-

dustry Foundation Classes）を開発・運用する国際的な

活動を行っています。IFCは、平成25年3月に国際標準

であるISO16739 :2013となりました。現在、建築分野を

主体とした標準化活動がひと段落したため、その活動を

土木分野へ広げつつあります。JACICでは、bSIが開催

する国際会議に定期的に参加しています。

その後、海外調査を行ったJACIC職員から、各国での

BIM/CIMの現状などについて報告しました。

各国の主な訪問先は以下のとおりです。

○仏国：EPAMARNE、 ENPC、 i-TECH

○英国：UK Task Group、BDP社、Costain社

○フィンランド：VTT Finland

○米国： FHWA、Autodesk社、イリノイ大学、

Topcon社、McCormick Place Hotel Project

3．第二部BDPセミナー（16：00～17：40）

写真-2　Alistair Kell氏によるプレゼンテーション

 

英国BDP社より、 Alistair Kell氏（Director of Informa-

tion & Technology）を講師に迎え、「英国におけるBIM 

Level2の実務への適用と将来展望」と題して講演を行い

ました。

内容は、①これまでのBDP社のBIMへの取組みを通

じて、BIMとは何か、BIMの必要性、BDP社の職員教

育内容等。②英国政府のBIM Level2（完全にコラボレー

ティブな3DBIM）と今後の動向。等でした。

今回の報告会・セミナーの動画及び配布資料はJACIC 

NETにアップしていますのでご覧ください。

（研究開発部　部長　森田義則）
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中国地方センターの前回報告（2016. 7月号）以降の主
な活動状況と今後の活動予定についてご紹介します。

RCCM資格受験準備講習会の開催
平成28年7月26日（火）にメルパルク広島（広島市中区）

で、平成28年度の「RCCM資格受験準備講習会」を開催
しました。この講習会はRCCM（シビルコンサルティン
グマネージャー）試験に先立ち、毎年開催しているもの
で、今年度は104名の方が受講されました。

来年度は、8月1日（火）にメルパルク広島で開催する
予定です。

中国ブロックコアユーザー会議の開催　
平成28年8月2日（火）に広島YMCA（広島市中区）

において、電子入札コアシステムをご利用いただいてい
る自治体（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
広島市）の皆様に出席していただき、現状報告や課題・
改善要望など活発な意見交換を行いました。

「建設技術フォーラム2016in広島」への出展
11月11日（金）、12日（土）の2日間、広島中央公園（広

島市中区）で「建設技術フォーラム2016in広島」が開催
されました。

JACIC中国地方センターからは、CIM・災害査定申請
支援ツール（Photog-CAD）・建設副産物情報交換シス
テム・建設発生土情報交換システム等のパネル展示や、
CIM・災害査定申請支援ツール（Photog-CAD）につい

てはパソコンを使ったデモンストレーションを行いました。
今回は野外でテントを張っての開催でしたが、天候に

も恵まれ、約2千人の来場者で賑わいました。
JACICの展示ブースには約100人が訪れていただきま

したが、CIMやPhotog-CADのデモンストレーションで
は、高校生や大学生など若い方の関心の高さが印象的で
した。

CIM・Photog-CAD普及拡大に向けた取り組み
中国地方センターでは関係機関とも協力してCIM・

Photog-CADの講習会等の開催に力を入れるとともに、
特に市町村には個別に訪問し、コリンズ・テクリスや電
子入札コアシステムの説明に併せ、Photog-CAD活用方
法（普段使い）の紹介を積極的に行っています。
◎i-Constructionセミナーin米子（坪香理事講演）

平成28年11月29日（火）に鳥取県米子市で開催され約
170人の参加がありました。JACIC賛助会員の皆さまに
も数多く聴講していただきました。

◎Photog-CAD活用事例作成（河川維持管理）

◎県若手職員技術研修（Photog-CAD（ICT）実践講習）

CIM・Photog-CADの講習会等をご検討の方は、お気
軽に中国地方センターまでお問い合せ下さい。

（中国地方センター長　田尾和也）

中国地方センター活動報告
地方便り

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