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■はじめに
最初のISOマネジメントシステム規格（MSS）である

ISO9001（QMS：品質管理システム）が1987年に発行さ
れてから今年で30年になります。その後1996年に発行さ
れたISO14001（EMS：環境管理システム）とともに、
両規格は、わが国でも多くの組織で認証取得され、活用
されるに至っています。この他にも、IT化が進展し情
報セキュリティへの関心が高まる中で、2005年にISO27001

（ISMS：情報セキュリティ管理システム）が発行される
など、MSSは時代のニーズに対応した組織運営のあり
方のモデルを提示し続けています。本稿では、MSSの
動向について、その一端をご紹介します。
■MSSとは

MSSとは「組織が方針及び目標を定め、その目標を
達成するためのシステムに関する規格」で、様々な分野・
領域で広く使われているマネジメント手法であるPDCA
サイクルに基づく継続的改善が基本となっています。
ISOがMSSの国際規格を制定・発行しており、所定の基
準（要求事項）を満たす組織を認証機関が認証しています。

■認証取得の状況
認証取得の状況を、ISOのWebサイトに掲載されてい

る「ISO Survey 2015」のデータで見てみましょう。
世界全体（時系列）では、ISO9001は100万件を超え

たところで頭打ち、ISO14001は年々増加して約32万件
に達し、ISO27001は3万件弱のレベルにあります。

地域別（2015年）では、3規格とも欧州と東アジア・

大洋州が多く、両地域で8～9割を占めています。国別
（2015年）では、ISO9001とISO14001は中国が、ISO27001
は日本が取得件数トップになっています。

地域別取得状況（2015年）

地域 件 ｼｴｱ 件 ｼｴｱ 件 ｼｴｱ

アフリカ 12154 1% 3024 1% 129 0%
中南米 49265 5% 9925 3% 347 1%
北米 46938 5% 8712 3% 1445 5%
欧州 439477 43% 119754 38% 10446 38%
東アジア・大洋州 422519 41% 165616 52% 11994 44%
中央・南アジア 40822 4% 7708 2% 2569 9%
中東 22761 2% 4585 1% 606 2%
TOTAL 1033936 100% 319324 100% 27536 100%

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

国別取得件数トップ５（2015年）

順位

1 中国 292559 中国 114303 日本 8240
2 イタリア 132870 日本 26069 英国 2790
3 ドイツ 52995 イタリア 22350 インド 2490
4 日本 47101 英国 17824 中国 2469
5 英国 40161 スペイン 13310 米国 1247

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

日本（時系列）では、ISO9001は2006年の約8万件で、
ISO14001は2009年の約4万件でともにピークアウトし、
近年はISO9001が5万件弱、ISO14001が2万件台半ばで推
移、ISO27001は年々増加し8千件余になっています。
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■近年の展開
東日本大震災で災害発生による事業停滞リスクに注目

が集まる中、2012年5月にISO22301（事業継続マネジメ
ントシステム）が発行されました。2014年1月には、
ISO55001（アセットマネジメントシステム）が発行され、
国内では下水道分野での認証取得が先行しています。ま
た、急速に普及が進むクラウドサービスに関する情報セ
キ ュ リ テ ィ 管 理 策 の ガ イ ド ラ イ ン 規 格 がISO/IEC 
27017 :2015として2015年12月に発行され、ISMSの強化
が行われています。

 参考：（一財）日本品質保証機構、日本工業標準調査会、
ISOの各ホームページ

（システム運営統括役　森　勝彦）

ニュースと解説

ISOマネジメントシステム規格の動向 
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今月号では「一般社団法人全国地質調査業協会連合会」
専務理事 土屋彰義氏による「CIMに対応するための地
盤情報共有基盤ならびに三次元地盤データモデル標準の
検討」について概要を紹介します。

なお、本研究は「データベースに関するもの」として
助成採択された2年間の研究です。土屋氏は「地盤の三
次元モデルは、構造物の実体モデルとは異なり、地質技
術者の解釈を加えた推定モデルであり、取り扱いが難し
いとされているが、これらの対処法とモデル構築の為の
専用プログラムを開発しました。」と述べています。

1．目的・概要
本研究は、CIMで利用可能な信頼性の高い地質地盤モ

デルの作成を支援することを目的とし、①「地盤情報の
管理と公開を支援する情報共有基盤の開発」、②「CIM
で活用可能な三次元地盤データモデルの標準化」につい
て研究を行なったものです。

2．情報共有基盤の開発
3次元モデルは、ボーリング調査などを実施する主と

して国や地方自治体が発注する地質調査業務において作
成され、その電子成果品が納品されることから、モデル
を利用しやすくなるよう、地質調査業務の電子納品を支
援する基盤の開発と納品された電子成果品の二次利用を
支援する基盤の開発を行ないました。この開発の中で構
築した「Web-GIS公開システム」については、本研究期
間中に発生した熊本地震の復旧・復興を支援する地盤情
報公開サイトとして活用いただいたことで、実用の域に
達していることを実証しました。

3．三次元地盤データモデルの標準化
三次元地盤モデルのデータ標準として形状データ、属

性データを取り上げ、下表の各種モデルを作成するため
のデータ仕様及び作成手順を整理しました。本研究にて
作成、公開したウェブ版OCUモデラーを活用すれば、
三次元地盤モデルを表示することができます。

 

4．成果の公表
成果は以下のサイトで無償公開されています。ご活用

ください。
https://geonews.zenchiren.or.jp/cim3d/information.html

※　 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
　また「三次元地盤モデル作成の手引き」（ZENCHIREN、
JACIC）が、本研究内容を再編集してガイドブックとし
て取りまとめられていますので、そちらもあわせてご覧
ください。

（建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

JACIC便り

｢第14回 研究助成事業成果報告会｣の開催報告（その4）

（Web-GIS公開システムを利用した熊本地震復興支援サ
イト（合成））

（本研究で対象とした3次元モデル）

（例：テクスチャモデルによるダムサイト地質平面図）
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建設副産物に関連した情報サービスとして、JACICは、

「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」と「建設発

生土情報交換システム」という2つのシステムを運営し

ています。このシステムの説明を、今年度初めて各地の

「建設副産物連絡協議会」にて行いましたので、以下に

報告します。

1．全国自治体のシステム利用の状況
2つのシステムの利用のされかたは、利用者によって

大きく異なります。国土交通省の直轄事務所では利用頻

度が高く、地方公共団体では、利用頻度に違いがありま

す。利用頻度の高い自治体では、自らの共通仕様書に、

「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」を位置付け、

排出事業者（施工業者）に使用を義務付けています。

2．地方における協議会とは
建設副産物の発生抑制・再利用・再資源化を目的とし

て、各地方には地方整備局を事務局にして各地方公共団

体や公社等が参加している「建設副産物対策連絡協議会」

があり、それぞれ建設副産物や建設発生土のリサイクル

推進に向け「建設副産物実態調査」を行っています。平

成28年度JACICは初めて、この協議会の中で両システム

の説明をする機会を得ました。

JACICの両システムをお使い頂くことが、建設リサイ

クルの推進につながることから、各協議会からJACICへ

参加の要請を頂いたものと考えております。

表　今回説明を行なった建設副産物連絡協議会一覧

地方 日程 参加した会議
北陸 8/2 協議会の実務担当者会議
四国 12/22 協議会の実務担当者会議
九州 1/23 協議会の実務担当者会議
中部 2/10 協議会の合同部会
関東 2/16 実態調査準備会
北海道 2/20 協議会の技術講習会
近畿 2/24 協議会の作業班会議

担当者会議に呼んで頂いたり、協議会が主催となった

説明会や技術講習会の場で説明したりと、地方により少

しずつ形式は違うものの、JACICの建設副産物情報セン

ターより職員を派遣して、表のように全国7地区にて最

近の動きを含めて説明することが出来ました。

3．協議会でJACICが説明する意義
プレゼンテーションは、JACICの両システムを使用し

た場合に事務負担の軽減などの効果があることを説明

し、まだ使用して頂いていない道府県に対してもJACIC

のシステムをアピールする良い機会にもなりました。

直接の利用担当者の方が出席している会議において、

説明出来たことは、JACICにとって大きな意味があるも

のと考えています。さらにその中では直接お客様である

自治体の方々の意見をお聞きすることも出来ました。

来年度以降も、このような機会を続けられれば良いと

考えています。

北陸におけるシステム説明会

北海道における技術講習会

　（建設副産物情報センター長　河内　康）

各地方の建設副産物連絡協議会にて
JACICの副産物システムを説明
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社会基盤情報標準化委員会（以下、標準化委員会とい
う）は2000年に設置されて以来、建設分野の情報化を進
めるために特に情報の標準化が必要であるとの認識で活
動を行ってきました。

2013年度からはCIM（Construction Information Mod-
eling/Management）やビッグデータの活用等、ICTの
先端技術を取り入れた近年の新たな社会情勢への機動的
な対応、広範囲にわたるテーマへの取り組みのため、標
準化委員会発足の目的である「建設情報に係る標準化ビ
ジョン」に沿った検討テーマを公募し、活動を支援して
おります。（2016年度の標準化委員会の組織図を参考ま
でに文末に掲げます）

現在、2017年度テーマの募集を以下のとおり行ってい
ます。

■期間：平成29年3月1日（水）～平成29年4月28日（金）

1．小委員会の活動期間
活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定の翌日から

平成31年6月末とします。
標準化委員会にて活動成果の報告を行い、標準化委員

会の承認を経て小委員会活動は終了となります。

2．小委員会への活動支援金
一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動

支援金を交付します。
活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の

50％を、標準化委員会が活動の終了を認めた後に残額を
交付します。

3．小委員会検討テーマの募集内容
検討テーマは、以下に示す「標準化に係わる検討テー

マ」に合致するものとします。

<<標準化に係る検討テーマ>>

「建設情報に係る標準化ビジョン」に示された「①
円滑な電子データ流通基盤の構築、②統合的な電子
データ利用環境の創出を実現し、もって建設分野全体
の生産性向上を図る」趣旨に則った、社会基盤情報標
準化活動に関連した検討テーマ。

以下に、建設生産システムの高度化に関するテーマを
例示します。

1．「円滑な電子データ流通基盤の構築」に関するテーマ
・ 建設関係データのコード体系の標準化
・ 契約形態とCIMの活用に関する標準化
・土木構造物の3次元データモデルの標準化
・ 3次元地盤データモデルの標準化
・ 3次元データの取得技術に関する標準化
・ 3次元点群データの取得に関する標準化
・ 3次元データ納品形式に関する標準化
・ オンライン電子納品に関する標準化
2． 「統合的な電子データ利用環境の創出」に関するテーマ
・ クラウド等新たな技術を活用した3次元データ管理

システムの標準化
・ 建設プロセスを跨いだデータ連携方法
・ 3次元電子納品データの活用
・ CIMデータの維持管理段階での活用に関する標準化
3．その他建設生産プロセスの標準化に資するテーマ

なお、2013年度は5件、2014年度は3件、2015年度は3件、
2016年度は1件の検討テーマが採択され、小委員会とし
て活動を行っています。

JACICホームページで申請方法、申請書類など詳細を
掲載しています。ご参照いただきご応募ください。
○案内HP：
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2017shouiinkai_oubo.html

（研究開発部　主任研究員　児玉 直樹）

社会基盤情報標準化委員会
～小委員会検討テーマ公募～

2016年度における標準化委員会の組織図

 　 特 別 委 員 会
　 　◎委員長：皆川 勝（東京都市大学）

　社会基盤情報標準化委員会
　　◎委員長：柴崎　亮介（東京大学教授）

幹 事 会
　 橋梁モデルIFC-Bridge検討小委員会　　　  （2015年度から継続）
　　 ◎小委員長：田中 文基（北海道大学）

　 地質地盤情報電子データ標準化小委員会  （2015年度から継続）
　 　◎小委員長：福江 正治（東海大学）事 務 局

 　CIM3D部品に関する標準化検討小委員会
　　 ◎小委員長：杉浦 伸哉（Civilﾕｰｻﾞ会）

　 道路設計モデルの実務適用検討小委員会 （2015年度から継続）
　　 ◎小委員長：古屋 弘（大林組）

※　特別委員会は、標準化委員会が直接設置した 3 次元データの取扱いについて検討するための委員会
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平成28年11月13日（日）に実施された平成28年度の
RCCM資格試験の結果が、平成29年3月1日（水）に（一社）
建設コンサルタンツ協会から発表されました。

受験者数は5,965名と昨年比で9.2%減少しましたが、
合格者数は2,071名と昨年比で23.3%増加しています。な
お、合格率は34.7%で昨年より9.1ポイント高くなってい
ます。また、平成3年度から平成28年度までの平均合格
率は37.8%となっています。

受験者数が最も多かったのは「道路部門」で1,344名、
最も少なかったのは「廃棄物部門」で17名でした。合格
率が最も高かったのは「水産土木部門」で60.5％、最も
低かったのは「施工計画、施工設備及び積算部門」で
23.9%でした。平成3年度から実施されてきたRCCM資格
試験の合格者は累計で53,928名になりました。

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・
結果」に掲載しています。

（経営企画部　上席参事　宮﨑　豊）

平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会は、全国各
地で7・8月に開催します。講習会の案内は5月初めに下
記のJACICホームページに掲載します。
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2017.html
● 開催地・開催日・会場：下表参照
●  受講料： 10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代

込み、昼食代含まず。

● 受付期間：平成29年6月1日（木）～7月10日（月）
● 講習会の問合先：
（�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�（Tel.�03-3584-2404）

● 試験の問合先：
（�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資格試験合格発表

平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施

部門別合格者数
部 門 名 受験者数 合格者数 合格率

河川、砂防及び海岸・海洋 867 297 34.3
港湾及び空港 135 45 33.3
電力土木 27 10 37.0
道路 1,344 356 26.5
鉄道 18 9 50.0
上水道及び工業用水道 277 88 31.8
下水道 281 95 33.8
農業土木 248 103 41.5
森林土木 98 36 36.7
造園 54 20 37.0
都市計画及び地方計画 238 99 41.6
地質 140 60 42.9
土質及び基礎 447 154 34.5
鋼構造及びコンクリート 915 382 41.7
トンネル 110 56 50.9
施工計画、施工設備及び積算 309 74 23.9
建設環境 182 79 43.4
機械 31 17 54.8
水産土木 38 23 60.5
電気電子 122 33 27.0
廃棄物 17 9 52.9
建設情報 67 26 38.8

合　　計 5,965 2,071 34.7

平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場
№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/28（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 7/27（木） 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 7/25（火） 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 8/04（金） 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 7/28（金） 新潟ユニゾンプラザ 新潟市中央区上所 2-2-2 025-281-5511 100
6 名古屋 8/02（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 8/02（水） 大阪 YMCA 国際文化センター 大阪市西区土佐堀 1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 8/01（火） メルパルク HIROSHIMA 広島市中区基町 6-36 082-222-8501 150
9 高　松 8/03（木） 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 8/08（火） 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 8/03（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄 1831-1 098-859-6234 180

（経営企画部　上席参事　宮﨑　豊）
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1．背景
デジタルスチルカメラやモバイルデバイスの高機能化

に伴い、わが国の建設分野においてもデジタル工事写真
を用いた業務の高度化、効率化が期待されています。ま
た、国土交通省写真管理基準（案）（平成25年）では、
工事写真には工事名、実測寸法略図等を記載した小黒板
を被写体とともに写し込むことが規定されています。

このような状況の中でJACICは、小黒板の電子化、
GPS情報等を利用した業務効率化の検討やデジタル工事
写真の信憑性確認に係る精度向上と新たなビジネスモデ
ルについて、自主研究として検討してきました。その一
環として、平成26年度からJACICが主体となり国内ベン
ダーの有志により、「デジタル工事写真に関する勉強会

（以下、勉強会という。）」を設立しデジタル工事写真の
高度利活用について検討を行っています。最近では、勉
強会参加企業より組織的な活動を求める声が多くなって
きました。

一方、国土交通省では直轄工事におけるデジタル工事
写真の小黒板情報電子化の運用が平成29年2月1日から導
入されました。

このような状況を踏まえ、JACICが事務局となり「デ
ジタル工事写真の高度化に関する協議会（以下、協議会
という。）」が平成29年4月1日に設立されることになりま
した。

2．活動内容
協議会の活動内容は、次のとおりです。
①　 デジタル工事写真等を用いた現場の効率化及び高

度利用に関する検討
　�デジタル工事写真のExif情報に関するスキーマの

検討
　�デジタル工事写真の信憑性確認（改ざん検知機能）

に関する仕様検討
　�信憑性確認に関する仕様に基づき、その確認用モ

ジュール群及びチェックシステムのベース部分の
開発と適切な維持管理

②　デジタル工事写真の信憑性確認
　�デジタル工事写真の信憑性確認に関わるWebサー

ビスの開発と提供
なお、デジタル工事写真の信憑性確認については、2

年間の活動とし、その後は協議会参加企業での自主的な

検定運用を整えることとしています。

3．実施体制及び参加企業
（1）体制

協議会の体制は以下のとおりです。なお、JACICの本
協議会への参画は、設立から4年間としています。

会　長：JACIC研究開発部長
副会長：本協議会正会員から2名
会　員： 正会員（会費30万円／年）、賛助会員（会費

15万円／年）
（2）参加企業

本協議会への参加予定企業は以下の20社です（平成29
年3月14日現在、順不同）。
・福井コンピューター㈱ ・㈱建設システム
・㈱現場サポート ・ダットジャパン㈱
・岡三リビック㈱ ・リコージャパン㈱
・オリンパスメモリーﾜークス㈱ ・㈱ルクレ
・㈱演算工房 ・㈱アウトｿーシングテクﾉロジー
・NECｿリューションイﾉベータ㈱ ・応用技術㈱
・㈱Booth ・太陽工業㈱
・㈱ﾜイズ ・㈱ツールズ
・㈱ピースネット ・大林組㈱
・㈱h2ﾜークス ・川田テクﾉ㈱

図　Exif情報に関するスキーマの検討

本協議会やデジタル工事写真信憑性確認等に関するお
問い合わせは、下記担当までお願いいたします。

JACIC研究開発部　担当：影山、阿久澤
（Tel 03-3505-0436）

（研究開発部　次長　徳重政志）

デジタル工事写真の高度化に関する協議会設立
CIMコーナー
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四国地方センターは、四国4県を担当管内として、各
種システム等の普及促進活動を行っています。前回報告

（昨年8月）以降の主な取組みについて紹介します。

■コリンズ・テクリス
管内の導入状況は、全95市町村のうちコリンズで76%、

テクリスで55%の導入率（平成28年12月末現在）となっ
ており、微増で推移しています。取組みは、主に未導入
やアクセスが少ない自治体を対象に訪問活動を行ってい
ます。最近では工事発注の平準化等の検討にも活用され
ており、自治体の皆様には、入札契約時の有効な利用は
もとより、実績情報の確実かつ正確な登録がなされるよ
うにお願いしています。

■建設副産物情報交換システム（COBRIS）
昨年9月から本省主導のもとに直轄工事を対象として、

徳島県及び高知県の一部機関で建設リサイクル法11条通
知について、COBRISを利用した電子化（試行）が進め
られ、さらに4月から、四国全域に拡大される予定となっ
ています。

また、昨年12月には四国地整が主催する「平成28年度
建設副産物対策四国地方連絡協議会」にもオブザーバー
として出席するなど、本部建設副産物センターとともに
参画し、普及促進に取組んでいます。

建設リサイクル法11条通知電子化（試行）説明会の様子

■Photog-CAD
Photog-CADは災害査定申請等に有効なｿフトで、行

政関係を主体に普及促進活動を推進しています。2月に
は徳島県農林水産部が主催する「農地等災害調査協力体
制検討会」で、Photog-CADの講習会を実施しました。
県内7市6町1村、徳島県土改連等の農林関係者が受講さ
れました。主催者では災害発生時に速やかに被災調査が
進められるよう、災害査定支援ｿフトの活用を掲げてお
り、今後の利活用が期待されます。

■RCCM資格試験受験準備講習会
平成28年度の講習会開催（高松）は、昨年7月27日に

香川県土木建設会館で開催しました。当日は、ほぼ例年
並みで109名の方が受講されました。講習会はテキスト
等に基づいて、建設コンサルタント業務の最近の課題等
のほか事前準備対策等の解説を行いました。今年度は8
月上旬に同会場で開催する予定です。

平成28年度RCCM資格試験受験準備講習会の様子

■建設フェア
昨年10月14日～15日に「建設フェア四国2016in高知」

が、高知市で開催され、出展団体は99団体（120ブース）、
延べ3,500人の来場者がありました。

当センターではCIM等の新技術を出展（パネル10枚、
CIMの動画放映、システム実演、操作体験等）しました。
なお、四国では隔年開催で、次期開催は平成30年10月（高
松市）の予定となっています。

建設フェア四国2016in高知でのJACICブースの様子

（四国地方センター長　横山嘉夫）

四国地方センター活動報告
地方便り

Photog-CAD講習会の様子
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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。昨年度は、
賛助会員の皆様からの意見を反映させ会員特典を追加い
たしましたので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
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。

平成28年RCCM資格試験受験準備講習会（北海道会場）

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資格試験受験準備講習会事務局

　03-3584-2404

○CIMチャレンジ研修　受講費用の割引
CIM（Construction Information Modeling/Manage-

ment）について日常業務や現場を想定した課題に対し、
3次元CADｿフトを活用し解決する演習等が学べる

「CIMチャレンジ研修」を賛助会員は、割引価格で受講
可能です。
平成28年度受講費用割引実績
受講費74,000円→54,000円

（道路計画：ルート選定コース）

○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 NETは、国土交
通省関連の人事情報や都
道府県等の発注情報の閲
覧や、JACICセミナーの動
画を閲覧できるものです。

○ 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情報とは、建設界を中心
とする社会の高度情報に適応す
るための取り組み事例（最新号で
は「測地技術とGNSS利用の広が
りやロボット施工について」）等を
わかりやすく記載した情報誌です。

○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、趣旨に賛同していただける
企業等におかれては、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、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）

■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　 一般財団法人 

編集・構成　日本印刷㈱
電話　03-5911-8660

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

賛助会加入のご案内
JACIC通信

27700983 JACIC news_4月号.indd   8 2017/03/30   16:26:21

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

	ISOマネジメントシステム規格の動向
	｢第14回 研究助成事業成果報告会｣の開催報告（その4）
	各地方の建設副産物連絡協議会にてJACICの副産物システムを説明
	社会基盤情報標準化委員会～小委員会検討テーマ公募～
	平成28年度RCCM資格試験合格発表
	平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施
	デジタル工事写真の高度化に関する協議会設立
	四国地方センター活動報告
	賛助会加入のご案内

