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1．電通事件
電通の違法残業事件が、略式裁判ではなく正式裁判に

なるというニュースが大きく取り上げられました。現在、
その裁判は東京地方裁判所で審理中です。当初、この事
件は、被疑者が罰金刑を科せられても結構ですと同意し
た上で行われる略式起訴とされ、電通は法違反について
認めています。今後、正式裁判で、電通がどのように主
張していくのか、あるいは主張を変えるのか、気になる
ところです。

メディアでは、電通事件と報じられていますが、本来、
電通事件というのは、平成3年に発生した電通の新入社
員の長時間労働による自殺事件のことで、遺族であるご
両親が電通に対して損害賠償請求を行い、最高裁判所は、
長時間労働と被災者のうつ病発症の因果関係を認定しま
した。最終的に、1億6千8百万円で和解することになり
ました。

このことからすれば、今回の電通事件は、第二の電通
事件というべきものです。過去の苦い経験が生かされず、
企業が更に大きな痛手（信用の失墜）を受けるという代
表的な例となってしまったことは残念でなりません。

2．労働関係法における使用者
今回の電通事件では、被災者の上司も被疑者として書

類送検されています。検察の処分としては、上司は起訴
猶予とされ、電通のみが起訴されました。

ご存知のとおり、労働基準法や労働安全衛生法等の労
働関係法では、「使用者」は、何々をしなければならない、
何々をしてはならないと規定されているので、一見する
と労働関係法は、使用者すなわち会社のトップだけに課
せられた規定だと思い勝ちです。

しかしながら、労働基準法第10条では、「この法律で
使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事
業の労働者に関する事項について、事業主のために行為
をするすべての者をいう」と定義されており、取締役、
工場長、部長等から現場監督、現場責任者、職長等も使
用者に該当する場合があるとされています。つまり、一
労働者ではあっても、労働基準法違反事件では、被疑者
になる可能性があります。

身近な例としては、不幸にも建設現場で重篤な労働災
害が発生し、その原因が、開口部に手すりがなかった等

安全対策の不備と認められた場合には、一般的に元請会
社では現場監督を、被災者が所属する下請会社では現場
責任者（職長等）を被疑者とし労働安全衛生法違反の捜
査が行われます。送検されるのも場合によっては現場監
督等の個人のみということがあります。このような例に
ついて、お聞きになったことがあるのではないでしょう
か。

3．長時間労働の是正の動き
今回の電通事件のそもそもの発端は、労災請求につい

て、被災者の自殺が業務を原因としたものであると労働
基準監督署が認めたことです。労働基準監督署は、ここ
十数年過重労働防止対策を最重点事項として取り組んで
おり、過重労働により労働災害（過労死等）を発生させ
た事業場に対して積極的に監督指導及び送検手続を行っ
ています。

さらに、政府も平成29年3月に、日本経済再生に向け
て最大のチャレンジは働き方改革であるとして、9つの
検討テーマを示した「働き方改革実行計画」を決定しま
した。そのテーマの一つが、「長時間労働の是正」です。

その実現を図るための施策として「罰則付き時間外労
働の上限規制の導入など長時間労働の是正」を掲げると
ともに、「過重労働撲滅のための特別チーム（かとく）
による重大案件の捜査、企業本社への立入り調査・指導、
企業名公表制度の拡大など企業本社への監督指導等の強
化」を行うとしています。

この「かとく」とは「過重労働撲滅特別対策班」のこ
とで、平成27年4月に厚生労働省の東京労働局と大阪労
働局に新設されました。今回の電通事件でも捜査を担当
していましたので、ニュース等でご覧になった方も多い
のではないでしょうか。
「かとく」は、これまでにABCマート、ドンキホーテ

等を違法な長時間労働で書類送検しています。「働き方
改革実行計画」は、今後の取組を定めていますが、既に
実績を積み重ねている「かとく」による監督指導等の強
化については、大企業をターゲットに、より厳しく臨ん
でいくことになるのではないかと思われます。

4．建設業の労働時間
平成29年7月に、新国立競技場の建設工事に従事した
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新入社員の男性が自殺したのは長時間労働が原因である
として労災請求がなされたことが新聞、ニュースで大き
く取り上げらたことは、記憶に新しいところです。

この件について、厚生労働省も強い関心をもっており、
場合によっては、刑事事件にも発展する可能性がありま
す。特に、長時間労働が自殺の原因であると主張されて
いることから、そこで法違反の時間外労働が行われてい
たとすれば、きわめて高い確率で「かとく」の出番になっ
てしまいます。厚生労働大臣も会見で、徹底的に調査す
ると述べています。

建設業について見ると、脳・心臓疾患及び精神障害に
よる過労死事案が多いといわれています。幸い、建設業
の労働災害発生件数自体は、減少傾向を維持しています
が、それでも平成28年の建設業の死亡災害は294件、休
業4日以上の死傷災害は15,085件となっています。業種
別では、死亡災害は一位、死傷災害では三位となってい
ます。（厚生労働省発表 「平成28年における労働災害発
生状況」より。）

建設業の月間実労働時間及び出勤日数は184.7時間と
22.4日で、ともに業種別では一位となっています。実労
働時間が長いのは、簡単に言えば休日が少なく出勤日数
が多いことによるものです。また、労働条件で一番大事
な月間現金給与額については、きまって支給する給与は
339,024円と、平均の333,580円を上回っていますが、特
別に支払われた給与（ボーナス）については、平均の
244,694円に対して171,909円とかなり低い状況です。（厚
生労働省発表 「毎月勤労統計調査 平成29年6月分結果確
報」より。） 

このように、建設業は、長時間労働は多い、労働災害
も多い、賃金は低いとなれば、若者の魅力をつなぎとめ
ることは厳しい訳で、日本全体が構造的な人手不足に落
ちいっている最近の状況を考えると、業界が一丸となっ
て過去の成功体験を活かしながら労働環境の改善に努め
る必要があるのではないでしょうか。

5．過去の労働環境の改善例
建設業界が官民一体となって土曜現場閉鎖に取り組ん

だことがありましたが、覚えていますでしょうか。平成
3年に旧労働省が「建設業の労働時間短縮指針」を公表
したことを受けて、建設生産システム合理化推進協議会
が「建設業における4週6休制の推進について」申合せを
行うなど、様々な取組により一定の実績を上げたかに思
えましたが、規制緩和政策が本格化した平成12年以降、
ほぼすべての建設現場で土曜日稼動が再開され、元の木
阿弥となってしまい現在に至っています。

また、建設現場が職場環境の整備に熱心に取り組んだ
こともあります。旧労働省が創設した快適職場推進計画
認定制度は平成4年度から平成22年度まで続きましたが、
認定された計画の総数は39,341件で、うち建設現場に関

するものは31,238件と、認定の大半を建設現場が占めて
いました。（中央労働災害防止協会公表資料より。）

この制度では、現場にシャワーブースを設けたり、休
憩場所に熱帯魚の水槽を置いたり、テーブルクロスを広
げたりと、作業員が寛げる場所の提供や気持ち良く働け
る現場作りを熱心に行っていた現場責任者を多く見かけ
ました。これらの現場では、その意を受けて、きれいな
現場を汚すわけにはいかない、との声も多く聞かれまし
た。このように、建設現場は、現場全体が一体になれば、
大きな力を発揮することが可能であることを証明しまし
た。

6．建設業の働き方改革
前述した「働き方改革実行計画」では、労働基準法を

改正して、時間外労働の上限規制を法律に格上げし、建
設業に対しては、今までは上限規制は適用除外とされて
いたものを、労働基準法改正後5年で適用することが適
当であるとされております。

併せて、建設業に対して、「働き方改革実行計画」の
工程表で、受発注者等からなる協議会の設置、週休2日
工事の実施、施工時期の平準化、ICTを全面的に活用し
たi-Constructionの取組などを実施することとされてい
ます。

これを受けて、平成29年3月に日本建設業連合会は「週
休二日推進本部」を設置し、建設業への時間外労働の上
限規制に対応するため、日建連「週休二日実現行動計画」
を平成29年内に策定することとしています。また、同年
7月に、建設業の働き方改革について官民の関係者が話
し合う「建設業の働き方改革に関する協議会」の初会合
が開催され、長時間労働の是正や週休2日の確保に配慮
した適正な工期を設定するよう求める指針の原案が示さ
れました。

　
7．まとめ

今回の電通事件のように、建設現場で長時間労働が認
められるような状態が残っていると、皆さんが被疑者と
なってしまう可能性もあります。それ以前に、事故のな
い、長時間労働のない、休みが取れる魅力ある建設業に
していかないと、人手不足倒産というような悲惨な状況
にもなりかねません。

建設業では、長時間労働の是正、とりわけ週休二日制
の推進が大きな課題となっています。過去の貴重な体験
と皆さんの思いをもって「現場土曜閉鎖」を中心とした
長時間労働の撲滅に取り組んでいただき、建設現場が、
働きやすい、働きたい、魅力ある職場となることを願っ
ております。

（一般財団法人日本建設情報総合センター 総務部）
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JACICセミナー・「CIMを学ぶⅢ発表会」報告 
1．はじめに

JACICでは、CIMの普及を目指し様々な取り組みを
行っています。その一環の人材育成･教育の第一歩とし
て、平成27年6月小林一郎熊本大学教授とともに、「CIM
人材育成に関する共同研究」として個別事例を通じて
CIM活用のメリットなどを紹介した冊子「CIMを学ぶ」
を作成し公開しました。その後具体的な事業にCIMを適
応した事例を紹介した「CIMを学ぶⅡ」を平成28年7月
に発表し、今回発表した「CIMを学ぶⅢ」では、「モデ
ル空間を駆使するのは、発注者でなければならない。」
と言うのが最大のメッセージです。

今回はこの発表会の開催報告です。
2．開催状況

発表会は、JACICと熊本大学モデル空間研究所の主催
で開催しています。

・日時：平成29年8月28日（月）13：30～16：45
・場所：アクロス福岡4F国際会議場
・参加者数：240名
・主催：JACIC/熊本大学モデル空間研究所
・CPD：土木学会（3.3単位）

3．セミナー内容について
セミナーの内容は、「CIMを学ぶⅢ」の執筆者である

熊本大学特任教授や国土交通省九州地方整備局職員及び
JACIC職員による講演内容としました。

講演1： モデル空間の活用に向けて  
（熊本大学小林特任教授）

講演2：�立野ダム周辺での地形及び土質表現 
（JACIC研究開発部）

講演3：�景観計画から防災・まちづくりへの空間の引
継ぎ（九州地整大分川ダム工事務所）

講演4：�九州河川管理の新しい扉を開く河川CIMの取
り組み（九州地整河川部河川管理課）　　　    

＜アンケート結果＞　数字は、回答数と割合

今回の発表会は、「モデル空間を駆使するのは、発注
者でなければならない。」と言う趣旨から、参加者の
20%が官公庁と言う結果になりました。

また、上記のとおりすべての講演において80%の参加
者が「有意義」だと感じ、また理解度についても、「わ
かる」と答えた参加者が70%以上に達しており、今回の
取り組みは建設技術者にとって有意義なものであったと
考えられます。

個別に見ると、参加者は地元の設計・測量・コンサル
タントに従事している人が130名と多く、年齢構成は40
～50歳台が多いことがわかります。また意見要望の中に
は、「大変参考になった。」「また機会があれば参加した
い。」「職員が使えるソフト、PC（セキュリティー問題）
の用意が今後の課題であろう。」などの意見をいただき
ました。
4．今後に向けて

アンケートの回答には、「CIMがわからない職員が多
い。」「CIMを学ぶは実工事事例を含め理解する上でかな
りわかり易いテキストである。」などの意見をいただき
ました。JACICでは地方センターと共に、今後ともわか
り易いテキストの提供やセミナーの開催などに取り組ん
で行きたいと考えています。

（経営企画部　次長　高橋克和）
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１．建設情報研究所研究発表会（10：00～12：00　ホール13B）� ※発表内容は変更する場合があります。

発表者 研究テーマ 発表要旨

野口
主任研究員

CIM における地形情報
の取扱に関する研究

　土木構造物・建築構造物は、地面の上、地中または地面の形状を変化させることで建設される。このため、
CIM モデルを作成・利活用するには、地形情報の取扱は避けて通れない。ここでは、地形情報として、地
表面の情報である地形モデル、地中の情報である地質・土質モデルの取扱について発表する。

森田
研究開発部長

タブレットを活用した
点検・調査データ入力
システムの開発

　日本下水道事業団（JS）が有する下水道施設を資産として管理するためのデータベースである AMDB
を利用して、下水道施設におけるストックマネジメント計画策定のための点検・調査データをタブレット
で収集・保管できるシステムのプロトタイプを JS との共同研究で開発したので、その概要を発表する。

杉原
首席研究員

土 木 技 術 者 の た め の
CIM 教育プログラム及
び素材の開発について

　CIM 導入を進める上での大きな課題の一つとして 3 次元 CAD ソフトを使いこなせる土木技術者の育成
がある。JACIC では、この課題を解決するため実験的に CIM チャレンジ研修を実施し、土木技術者のた
めの CIM 教育プログラム及び研修素材を開発している。これまでに初心者研修のための入門コースについ
てプログラム・素材を開発し一定の効果をあげ、さらに受講者の意見等を参考にして、より実務的な内容
を研修する実務コースのプログラム・素材を開発中である。

吉田
首席研究員

地下埋設物の 3D 化に
向けた現状把握と今後
の方向性について

　昨年の福岡駅前の道路落盤事故を契機に、国が進め始めた、いわゆる、「地盤情報のデータベース化と共
有化」対策の推進に積極的に係ってゆくため、地下埋設物の 3D モデル化に取り組む。
具体的な検討内容は、現状を把握すると共に、道路管理者等が地下空間の安全な管理のためにはどんな視
点で、何が必要かについて考察を加え今後の方向性について検討したので、その概要を発表する。

村椿　
首席研究員

土木工事積算の効率化
に向けた基礎的研究
－積算基準書のインテ
リジェント化－

　積算システムにおける毎年の積算業務改定内容、データの反映を、正確性は保持しつつも、より迅速に
実施するため、現行の紙媒体等の積算基準書自体をコンピュータで処理可能なインテリジェント化を行う
基礎的な研究を進めている。本発表では、積算基準書インテリジェント化の概略検討と、ケーススタディ
を主として発表する。

森　
首席研究員

横山　参事

建設リサイクル・クラ
ウド環境開発

　JACIC 建設副産物情報センターでは、建設リサイクルデータの有効活用、建設副産物情報交換システム
（COBRIS）利用者の利便性向上等を図るべく、COBRIS からデータを取得するためのクラウド環境の開発
として今年度、Web-API 開発、クラウドストレージ構築等に着手したところである。これについて概要を
報告する。

河内
首席研究員

台 湾 JACIC セ ミ ナ ー
が意味するもの

　JACIC では、平成 29 年 4 月 20 日から 21 日にかけて開催された ICCBEI2017 の機会をとらえて、日本
の建設分野での情報化の取り組みを台湾の方々に知っていただこうとの思いから JACIC セミナー in 台湾
を開催した。その内容及びそれを担当した国際グループの意図等について報告する。

藤本
首席研究員

コリンズ・テクリスセ
ンターのオペレーター
業務への AI 技術の適
用について

　コリンズ・テクリスセンターのヘルプデスクのオペレーター業務の負担軽減、業務の効率化等を検討す
るにあたり、AI 技術の一つである「機械学習」および「自然言語処理」を用いて問い合わせ対応等が可能
か試みを行ったので、その概要について発表する。

宮川
首席研究員

コリンズデータによる
工事の平準化状況の表
示について

　国土交通省では、全国的に取り組む重点項目として① 適正な予定価格の設定、② 適切な設計変更、③ 
施工時期等の平準化、の 3 項目を定めている。そのうち②、③の項目に関し、JACIC がコリンズデータを
使用して現状データをグラフ化し、国交省に資料提供を実施したので、その概要を発表する。

平成29年度JACIC研究発表会・
研究助成事業成果報告会の開催案内

JACICでは、自ら実施している研究活動及びその成果
について、広く皆様にご報告し、建設分野の技術者の皆
様に情報化の現状を知っていただくことを目的に、平成
11年度より「建設情報研究所研究発表会」を実施してい
ます。

また、平成10年度からJACICの事業目的に合致した、
情報技術を活用した建設マネジメントの向上に資する調
査研究に対して助成を実施していますが、この研究助成
の成果を報告する「研究助成事業成果報告会｣ を上記の
研究発表会とあわせて実施しています。

平成29年度は、以下のとおり実施する予定にしていま
す。なお、研究助成成果報告会は今年もポスターセッショ
ンを行う予定です。
○日時：平成29年11月15日（水）　10：00～16：40　
○場所： 赤坂カンファレンスセンター　13F  

ホール13B，13C
　https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akasaka/
○定員：170名
○参加申 込み：JACICホームページより参加申し込みを

お願いします。
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2．�研究助成事業成果報告会（①発表13：00～15：15　ホール13B、②ポスターセッション12：00～16：30（コアタイム15：15～16：00）�
ホール13C、③16：00～16：40　H29助成決定した9研究の概要紹介、成果報告会の講評　ホール13B）

助成対象研究者 研究テーマ

松江工業高等専門学校環境・
建設工学科

大屋　　誠 高専における CIM に対応した建設技術者育成のためのカリキュラム構築に関する研究

関西大学環境都市工学部 窪田　　諭 複数の計測機器による点群データを基とする 3 次元地形モデルの表示および作成手法に関する研究

京都大学経営管理大学院 小林　潔司 ICT を活用した橋梁の維持管理技術の国際展開に関する研究

岐阜大学工学部 沢田　和秀 地形データアーカイブ整備による建設および災害復旧支援

東洋大学理工学部都市環境デ
ザイン学科

鈴木　信行 3 次元空間測量データを用いたマルチ・ハザードマップの作成とリスクマネジメントに関する研究

山梨大学大学院医学工学総合
研究部

鈴木　猛康 観測ビッグデータを用いた防災情報データベースの構築とその活用に関する研究

香川大学工学部 野々村敦子 リモートセンシングデータを用いた平野部における建蔽率推定手法の構築

京都工芸繊維大学機械工学系 東　　善之
鉄製橋梁等構造物へ吸着可能な UAV と CIM（3D-CAD）データに基づく自律型点検システムおよび維
持用 CIM（維持管理用 DB）との連携に関する研究

関西大学総合情報学部 古田　　均 インタラクティブ・ロボティックスによる橋梁診断スキームの構築

京都大学大学院工学研究科都
市社会工学専攻

三村　　衛 物理探査によるボーリングデータ空白域の補完システムを適用したシームレス三次元地盤モデルの構築

東京電機大学理工学部建築・
都市環境学系

安田　　進 地盤情報を活用した首都直下型地震による地盤災害の予測と対策

株式会社コンポート 有賀　貴志 橋梁モデル BrIM の CIM への適用に関する研究

東京都市大学環境学部 大西　暁生 水害廃棄物発生量の把握とその適正な処理のあり方

ダットジャパン株式会社　
ビジネスソリューション事業部

小山　一人 3 次元形状測定技術【ステレオ写真による出来形計測技術の研究（ドローン）】

長岡技術科学大学環境社会基
盤工学専攻

中村　文則 コンクリート構造物の維持管理に応用した CIM の構築とその有効活用

※ 平成 29 年度に研究期間が終了した助成研究について、成果を報告していただきます。

JACIC便り

報告会終了後、17：00から意見交換会を予定しています。
参加者の方々は、どなたでも参加することができます。

（建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

写真：ポスターセッションの様子（平成28年度）
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CIMコーナー

1．デジタル工事写真の高度化に関する協議会
⑴　目的

本協議会は、建設分野におけるデジタル工事写真を用
いた業務の高度化、効率化を目指し、これらに関わる情
報システムの調査研究、開発・改良及び運用・保守なら
びに建設情報の提供を行うとともに、これを広く普及す
ることにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国
土の安全かつ有効活用の促進を図り、もって国民生活の
高度化及び経済の活性化に寄与することを目的としてい
ます。
⑵　活動内容

本協議会では、デジタル工事写真のExif情報に関する
スキーマの検討及びデジタル工事写真の信憑性確認（改
ざん検知機能）に関する検討を行っています。なお、信
憑性確認に関する使用に基づき、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、適切な維
持管理なども行っています。

また、本協議会には正会員として18社、賛助会員とし
て9社の民間会社が参加しており、JACICは事務局をつ
とめています（平成29年8月現在）。

2．デジタル工事写真　信憑性チェックツール
⑴　システム概要

本システムは「デジタル工事写真の高度化に関する協
議会」より提供する信憑性確認（改ざん検知機能）を搭
載したデジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した
工事写真について、撮影後の信憑性確認を行ない、写真
編集の改ざんをチェックするシステムです。

また、本システムの改ざんチェック機能へのログイン
には、第三者からの不正ログイン防止のため、ワンタイ
ムパスワード方式＊1を採用しています。

なお、対象とするデジタル工事写真ファイルは、デジ
タルカメラやスマートフォンで撮影し信憑性確認（改ざ
ん検知機能）の情報が付与された写真ファイル（JPEG
形式）です。
⑵　無償版の公開

対象とするデジタル工事写真ファイル（画像）につい
て、撮影後の不適切な修正等が加えられていないかを確
認するためのWebブラウザ上で動作するチェックシス
テム（オンライン版）を平成29年9月14日に公開しました。
なお、ご利用時にインターネットに繋がっていない場合

にはオフライン版をご利用ください。詳細は下記アドレ
スにアクセスしご確認ください。

（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）
⑶　�デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフト

ウェア
信憑性確認機能（改ざん検知機能：ハッシュ値（SHA-

256））を具備したソフトウェア一覧は下表に示すとおり
です。なお、ハッシュ値（SHA-256）は、「電子政府に
おける調達のために参照すべき暗号リスト（CRYPTREC
暗号リスト）」＊2の中で推奨されている暗号技術です。

表-１　対応ソフトウェア一覧

使用機器 機　能

①  写真撮影  
アプリケーション

・小黒板情報の電子的記入
・信憑性確認（改ざん検知機能）

②  写真管理  
ソフトウェア

・ チェックシステム  
（信憑性チェックツール）

③  工事写真  
ビューアソフト

・ チェックシステム  
（信憑性チェックツール）

信憑性は、①写真撮影アプリケーションで撮影したデ
ジタル工事写真の場合、②写真管理ソフトウェアと③工
事写真ビューアソフトで確認することができます。

また、正会員・賛助会員の各社おいて、各社特有の機
能を具備したソフトウェアを用意しています。一覧は、
下記アドレスにアクセスするとご覧になれます。

（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/pdf/softwareｈ
2909.pdf）
⑷　問い合わせ先

本協議会に関するお問い合わせは、下記担当までメー
ルにてお願いいたします。

担当：研究開発部　影山、阿久澤、荒川
E-mail：qa_digi-photo@jacic.or.jp

＊1： 一定時間ごとに自動的に新しいパスワードに変更
され、しかも、一度しか使うことができないパス
ワードのことです。利用者が本システムを利用す
る都度、ワンタイムパスワードが発行されます。

＊2：�https://www.cryptrec.jp/list/html

（研究開発部　次長　徳重政志）

CIMの動向（その23）
―デジタル工事写真　信憑性チェックツール（無償版）を公開しました―
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中部地方センターは、東海4県及び関東地方センター
と協働して長野県の一部を担当しています。JACICが提
供する各種システムの普及とフォロー、またCIMなどの
新たな技術の情報提供を通じ、地域支援を行っています。
平成29年8月までに実施した主な活動及び今後の予定に
ついて紹介します。

≪平成29年8月までの主な活動≫

■CIM（CIM講座の開講）
CIMの普及に向け、土木技術者を対象とした講義を実

施しています。平成29年度は6月16日（金）に豊田工業高
等専門学校において、7月12日（水）に名城大学において
講義を実施しました。

参加した学生から多くの質問が出されるなど、CIMへ
の関心の高さが感じられました。

今年度はさらに、平成29年10月25日（水）に岐阜県建設
コンサルタント協会において、平成30年1月16日（火）に
名古屋工業大学において講義を実施するとともに、さら
なる展開も図ることとしています。

■電子入札コアシステム
平成29年6月29日（木）に「中部ブロックコアシステム

会議」を開催しました。会議ではJACICからJavaPlug-
in廃止対応の経過報告等を行うとともに、情報セキュリ
ティ対策など、システムの安定性・利便性を高めるため
の意見交換を行いました。

■RCCM資格試験受験準備講習会
平成29年8月9日（水）に、名古屋サンスカイルームにお

いて、平成29年度の講習会を実施しました。
170名以上の受講者が出席する中、国土交通省の後援

による設計業務等の実施における最近の課題や施策の解
説の他、建設コンサルタント業務と管理やRCCM資格試
験受験準備等について説明を行いました。

≪平成29年9月以降の主な活動予定≫

■賛助会員との意見交換
中部地方センターでは、平成28年度から賛助会員の皆

様との意見交換会に取り組んでいます。平成28年度の愛
知県に続き、平成29年度は10月2日（月）に三重県、11月1
日（水）に岐阜県の賛助会員の皆様との意見交換会を予定
しています。

意見交換会では、JACICからの最新の建設情報等に関
する情報提供を行った後、懇談会にあたり事前にいただ
いたJACICに対する意見・要望等に関して意見交換をす
る予定です。

■建設技術フェアへの出展
平成29年10月18日（水）～19日（木）の2日間、吹上ホー

ルで開催される「建設技術フェア2017in中部」に出展し
ます。

JACIC中部地方センターは、「i-Construction・設計・
施工」部門にブースを構え、CIM、建設副産物・建設発
生土情報交換システム、電子入札コアシステムなどを展
示・紹介するとともに、CIMに関して出展技術プレゼン
テーション（30分）行う予定です。

さらに、facebookを活用してPhotog-CADについて
PRをすることとしています。

（中部地方センター長　水谷和彦）

中部地方センター活動報告
地方便り

中部ブロックコアシステム会議の様子

豊田工業高等専門学校での講義の様子
－　熱心に質問する学生　－

平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会の様子
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JACIC通信

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RCCM資格制度が制定され、計22部門で既
に合計29,400人を超える方が資格登録されており、建設
コンサルタント業界等で日々活躍をされています。

受験資格は大学卒業の場合は実務経験10年以上（平成
22年12月改定）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
施している民間資格です。

2．JACICの講習会
JACICでは、「平成29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。今年度の講習会には、1,900
人を越える方が参加されました。

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、想定問題・解答」です。これは建設コンサ
ルタント等業務に携わる専門家10名で構成されている

「業務管理技術研究会」において毎年内容を検討精査し、
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情報
などを掲載しており、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規程］

4．平成29年度のRCCM試験日程等
今年度のRCCM資格試験は11月12日（日）に全国9か

所で行われる予定です。試験まで1ケ月余りになりまし
た。受験される皆様におかれましては、JACIC発行の「テ
キスト、想定問題・解答」を活用して是非合格していた
だきたいと思います。

JACICでは講習会で使用した「テキスト、想定問題・
解答」等1セットを7,200円（税込）で有償配布しています。
ご希望の方は以下のサイトからお申し込み下さい。

http://www.jacic.or.jp/topics/20170821/rccm_h29text_
yusyohaifu.html

（経営企画部　参事　八子康幸）

平成29年度 RCCM資格試験受験準備講習会テキスト等有償配布
11月12日（日）の「RCCM資格試験」に間に合います！
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