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1．はじめに
平成29年10月号で「働き方改革実行計画」のことをご
紹介しました。この1年で「働き方改革」という言葉も徐々
に浸透し、ニュースだけでなく、職場内や居酒屋の会話
でもたびたび耳にするようになりました。
いよいよ「働き方改革」が本格的に始まります。今国
会の最重要法案とされていた「働き方改革関連法」が6
月29日に可決成立し、平成31年4月から施行されます。
「働き方改革関連法」とは、労働基準法、労働安全衛
生法、雇用対策法、労働時間等設定改善法、パートタイ
ム労働法、労働契約法及び労働者派遣法を一括して改正
するもので、長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の
実現を柱としています。
長時間労働の是正に関する施策として、①時間外労働
の上限規制の導入、②一定日数の年次有給休暇の確実な
取得、③労働時間の状況の把握の実効性確保を実施する
こととされています。
また、多様で柔軟な働き方の実現に関する施策として、
①フレックスタイム制の見直し、②特定高度専門業務・
成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設を
実施することとされています。
これらの施策のうち、日本の労働法制で初めてとなる時
間外労働の上限規制と戦後最大の労働時間規制の緩和と
なる高度プロフェッショナル制度についてご紹介します。

2．時間外労働の上限規制の導入
労働基準法第32条では、労働者に1日8時間、週40時間
を超えて労働させてはならないとされ、同法第36条で、
労使協定（36協定）があれば時間外労働又は休日労働を
させることができるとされています。
また、36協定で延長することのできる限度時間に関し
て、「時間外労働の限度に関する基準」（以下「限度基準」
といいます。）が定められていますが、告示による基準
なので罰則はなく、強い拘束力がありませんでした。
今回の改正で限度基準が法律に格上げされるととも
に、罰則付きの厳しいものになりました。新たな限度基
準は次のとおりです。

さらに、36協定には、特別条項という制度があります。
特別条項というのは、あらかじめ36協定に限度時間の制限
を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情
が生じた場合に、限度時間を超える一定の時間まで労働
時間を延長することができることを定めておくものです。
法改正前は、特別条項で延長することのできる時間に
ついて上限規制がありませんでした。そのため、厚生労
働省は、脳心疾患の認定基準において月100時間を超え
る長時間労働があれば過労死すると示しておきながら、
月100時間を超える長時間労働が可能となる36協定も認
めざるを得ないという矛盾を抱えていました。
今回の改正で次のような上限が設けられ、月100時間
を超える時間外労働は不可能となりました。

〇新たな特別条項の上限
1年 720 時間以内において
①�休日労働を含み、2か月ないし 6か月平均で 80 時間以内
②休日労働を含み、単月で 100 時間未満
③�原則である月 45 時間の時間外労働を上回る回数は、年 6
回まで

3．建設業における長時間労働の是正の取組み
建設業については、現行の労働基準法では限度基準の
適用対象外とされていますが、働き方改革関連法では、
建設業に関しても、平成31年4月の法施行から5年間とい
う一定の猶予期間を置いたうえで、罰則付き上限規制の
一般則を適用することとされています。
建設業の年間実労働時間は2,054時間であるのに対し、
調査産業計は1,716時間となっており、建設業は他産業
と比較し300時間を超える長時間労働となっています。
（出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査�平成29年度分結
果確報」より。）
また、技術者・技能者の休日形態について、週休二日
が確保できている割合は元請技術者24.6％、下請技術者
10.7％、技能労働者11.6％と低い状態にあります。（出典：

ニュースと解説
働き方改革始まる

〇新たな時間外労働の限度基準
期　間 限度時間
1か月 45 時間
1年 360 時間
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国土交通省「週休2日の確保に向けたアンケートの実施
結果」より。）
このような労働環境に若者が魅力を感じることはな
く、建設業に入職しない大きな理由となっています。こ
のため、建設業界として週休2日制の実現を目指して様
ざまな取組みが進められています。
日本建設業連合会では、平成29年12月に「週休2日実
現行動計画」を策定し、平成30年4月からは、建設現場
の担い手すべてが確実に週2日の休日を取得するために、
会員企業の間で「統一土曜閉所運動」を展開しています。
この運動は、平成30年度は毎月第2土曜日、平成31年度は
毎月第2・第4土曜日を一斉閉所日とし、平成33年度末を
目標に建設現場の週休2日の定着を目指すとしています。
また、全国建設業協会では、平成29年9月に地域建設
業が魅力ある産業として、これからもその役割を果たし
ていくために10項目からなる「働き方改革行動憲章」を
策定し、平成30年4月からは、4週8休の早期実現を目指
し毎月の休日を毎年1日ずつ着実に増やす「休日月1＋（ツ
キイチプラス）運動」などの取組みを展開しています。
一方で、政府は働き方改革関連法の成立を受け、平成
30年7月に「建設工事における適正な工期設定等のため
のガイドライン」を改訂しました。国土交通省の直轄事
業で実施する週休2日モデル工事の件数の拡大、3次元モ
デルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積
極活用による建設生産プロセス全体の生産性の向上など
が追記されています。

4．高度プロフェッショナル制度の創設
高度プロフェッショナル制度（以下「高プロ」といい
ます。）は、平成19年に政府が法案化に動いたものの、「残
業代ゼロ」「過労死促進」との批判を受け、国会への法
案提出を断念したホワイトカラー・エグゼンプションに
近いものではないかと思われます。
「エグゼンプション（exemption）」は免除という意味
で、ホワイトカラー・エグゼンプションとは、ホワイト
カラー労働者を対象に労働時間規制の適用を外し、働い
た時間に関係なく、成果に対して賃金を支払う制度のこ
とです。一律に時間で働きぶりを評価することが適当で
ない労働者の労働時間を自由にし、生産性の向上と効率
的な働き方の実現を目指すことが目的とされていました。
高プロについては、法案審議過程で「定額働かせ放題
だ」と否定的な意見もありました。また、政府は、今回
の法改正について時間外労働の上限規制の導入を柱とし
た長時間労働の是正を強くPRしていますが、高プロに
ついてはあまり触れられていません。どういった制度な
のか興味を持たれる方もいるかと思われますので、概要
をご紹介します。
高プロに関する法改正は、労働基準法に第41条の2と
いう条文が新たに追加されました。その内容は、職務の
範囲が明確で一定の年収（厚生労働省令で定める額）を

有する労働者が、高度の専門知識を必要とする等の業務
（厚生労働省に令で定めるもの）に従事する場合に、年
間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措
置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件と
して、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金等の規
定を適用除外とするというものです。
「一定の年収」については、現行の厚生労働省告示で、
労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等で
あって高度のものとする基準の一つとして「年収1,075
万円を下回らないもの」と定められており、これが目安
になると思われます。
対象業務についても、厚生労働省の労働政策審議会の
報告書では、「金融商品の開発業務、金融商品のディー
リング業務、アナリストの業務（企業・市場等の高度な
分析業務）、コンサルタントの業務（事業・業務の企画
運営に関する高度な考案又は助言の業務）、研究開発業
務等」が例示されていますが、法案成立後に議論すると
されております。
参考までに、高プロと管理監督者等との労働基準法の
適用の違いを次の表に整理しました。

労働基準法の規定 一般労働者 管理監督者 裁量労働制 高プロ
労働時間 ○ × △ ×
休　　日 ○ × ○ ×

割
増
賃
金

時間外 ○ × △ ×
休　�日 ○ × ○ ×
深　�夜 ○ ○ ○ ×

休　　憩 ○ × ○ ×
年次有給休暇 ○ ○ ○ ○

独自の健康確保措置 ― ― ○ ○

この表からすると管理監督者と高プロ労働者は同じよ
うに見えますが、管理監督者は、部長、工場長、支店長
等労務管理について経営者と一体的な立場にあり、責任
と権限を有していることが必要不可欠ですが、高プロ労
働者は、指揮命令を受ける一労働者に過ぎず、自らの労
働条件を自ら決定することができる立場ではありません
ので、両者は大きく異なります。
このように、高プロの詳細な制度設計については厚生
労働省令に委ねられており、制度の全体像が明らかに
なっておりません。制度の詳細が固まった段階で、機会
があれば、高プロが建設業にとって有効な手段となり得
るのかについて解説したいと思います。

5．おわりに
働き方改革関連法の施行を契機に、「統一土曜閉所運
動」や「休日月1＋（ツキイチプラス）運動」が定着し、
BIM/CIMの積極活用による建設生産プロセスの生産性
が一層向上し、建設現場の長時間労働が是正され、将来
を担う若者にとって建設業が魅力ある職場となることを
願っております。
� （総務部）
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電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局は、
地方ブロック会議（以下、「ブロック会議」という）を�
6月中〜下旬に全国9ブロックで開催しました。

1．会議の位置づけ、目的
ブロック会議は、毎年1月下旬に東京で開催されるコ

アシステムユーザ会議の地方版として位置づけられ、地
方公共団体を中心とした多くのユーザの参加機会を確保
し情報・意見交換等を行うことにより、円滑な電子入札
の開発・運営に寄与することを目的としています。この
会議は、平成17年度に一部地域で開催したことに始まり、
平成18年度から現在まで、全国9ブロックで毎年開催し
ています。

2．各ブロック会議の日程と参加状況（169団体）
・北海道（札幌市）：平成30年6月25日（5団体）
・東北（仙台市）　：平成30年6月15日（11団体）
・関東（東京都）　：平成30年6月22日（29団体）
・北陸（新潟市）　：平成30年6月19日（12団体）
・中部（名古屋市）：平成30年6月28日（11団体）
・近畿（大阪市）　：平成30年6月29日（58団体）
・中国（広島市）　：平成30年6月13日（8団体）
・四国（高松市）　：平成30年6月12日（13団体）
・九州（福岡市）　：平成30年6月27日（22団体）
※（前年度参加団体：148団体）

（関東ブロック会議の様子）

3．主な議題
【参加団体における情報交換】
ブロック会議では、各団体における電子入札の現状報
告と合わせて、他団体の運用の考え方についてブロック
内で意見交換を行っています。本年度は、電子入札シス
テムにおける運用上の工夫やトラブルへの対処、クライ
アントPCでJava実行環境（JRE）を使用しない方式の
開発、JRE8のサポートに関する対応などについて意見
交換や情報共有がなされました。

【クライアントPCでJREを使用しない方式の開発】
コアシステムを利用するためには利用者のPCにJRE
をインストールすることが必要です。
昨年9月に米国オラクル社が公開したJRE9では、コア
システムが利用しているJavaプラグインを利用できな
いことが判明したため、現在、コアシステム利用PCに
おいてJREを使用しない方式（脱Java）の開発を行って
おります。開発完了（利用団体への提供）は2019年内の
予定です。今回のブロック会議では、開発状況をお知ら
せするとともに、発注機関向けの情報として、脱Javaの
対応を行う際のシステム改修の規模を算出するための参
考資料を提供しました。

【JRE 8のサポートに関する対応】
前述の脱JRE8の対応が完了するまでの期間について、
JRE8の利用に関して想定されるセキュリティリスクの
回避策（複数の対策案）について調査・検討を行ってき
ました。
この結果、米国オラクル社とJACICがJRE8の有償サ
ポートに関する包括的な契約を締結することによって、
コアシステムを利用する発注機関とその入札に参加する
事業者に限定したJRE8のサポート（JRE8の更新サポー
ト）を各発注機関の脱JRE8の対応が完了する時期まで
提供可能とする対策方法が総合的に優れていることがわ
かりました。今回のブロック会議では、当該対策案の詳
細を説明するとともに、コアシステムとして早急に方針
決定する必要があること、及び米国オラクル社との包括
契約に伴う費用負担の考え方などについて説明しました。

【その他】
公共発注機関等のコアシステムユーザへの情報提供と
して、「次期LGPKI移行に向けた対応」「2018年度以降
の改良について」「電子入札システムの利用対象の拡大」
などについてお知らせしました。

4．終わりに
今回のブロック会議の結果を踏まえ、JRE8のサポート

に関し対応方針を決定することができました。会議開催
にあたりご協力いただいた方々に深くお礼申し上げます。
脱Javaの開発、及びJRE8のサポートに関する対応は
コアシステムの根幹部分に影響する重要事項です。今後
も随時、利用団体の皆様に情報提供を行ってまいります。
� （システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

JACIC便り

『平成30年度 電子入札コアシステム
地方ブロック会議』開催報告
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（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）では、

平成10年度から建設分野における学術の振興を目的とし

て、情報・システムを活用した調査研究を対象に助成を

行っています。

平成30年度の研究助成は、応募期限の6月30日までに

15件の応募がありました。7月26日に、学識経験者を含

めた委員による審査会を開催し、厳正な審査の結果、4

件に対し研究助成を実施することに決定しました。

今年度も複数の課題を設定して募集をしましたが、応

募があったのは全12課題のうち7課題と、偏りがみられ、

なかでも「3次元データの活用による土木構造物の維持

管理技術に関する調査研究」が最も多く6件でした。一方、

昨年度に多数の応募があった「映像技術・観測技術を活

用した点検・維持管理技術に関する調査研究」課題への

応募は、今年度は1件にとどまりました。

「市民学習（インフラ整備・管理や防災等）への活用に

関する調査研究」課題については、3件の応募中2件が採

択されました。これは近年、全国各地でおこなわれてい

る市民参加型まちづくりへの取り組みや、住民の防災に

対する意識が高まっていることを背景に、スマホなどを

使って誰でも手軽に情報発信し、データを活用できるよ

うになったという技術進歩を反映していると考えられます。

また、昨年度から若手研究者枠を設定しており、今年

度も1件を採択しています。今後も若手研究者による研

究の発展・充実を特に望みます。

なお、採択された研究については、JACIC主催の成果

報告会だけではなく、広く学会等において充実した成果

を発信し、建設情報システムの発展に大きく寄与するこ

とを期待します。

【審査委員会の委員】

大橋正和（中央大学教授）、島﨑敏一（日本大学特任

教授）、月尾嘉男（東京大学名誉教授）、深澤淳志（理事

長）、青木敏隆（理事）、尾澤卓思（理事）

� （建設情報研究所　研究員　清水知子）

平成30年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定
JACIC便り

期間 研究助成対象者（敬称略） 研究テーマ

2年 舞鶴工業高等専門学校　建設システム工学科
教授　玉田　和也

市民協働型インフラ管理体制の構築に向けたインフラ観察シス
テムの開発

1年

摂南大学理工学部　電気電子工学科
講師　工藤　隆則　※

河川流域の生物調査のためのWeb データベースシステムの構
築とその活用に関する研究

大阪市立大学大学院　工学研究科
准教授　吉田　大介 防災教育向けARアプリの開発とその活用に関する研究

東京大学大学院　工学系研究科
教授　高増　潔

コム距離計を用いた大型構造物の三次元データの高精度化およ
び絶対変形の計測

※若手研究者（平成 31 年 4 月 1 日時点で満 35 歳以下）の研究
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2018 CIMSoluthonⓇ（CIMチャレンジ研修）開催報告
JACIC通信

1．今年度の概要
CIM�SoluthonⓇ（CIMチャレンジ研修）は、3次元

CAD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目指して、建設事業に即した課題演
習を中心に必要な3次元CADソフトの機能・操作を修得
するための講義・演習を行っています。平成27年度から
研修を開始し、これまでの3年間で7回開催し、134名が
受講しています。
今年度は、研修期間を5日間に延長し、3次元CADソ
フトの入門的な内容から実務で使える機能・操作までを
一貫して習得できる、より充実した初級者向け研修
（「チャレンジクラス」）として開講しました。
併せて、今回は前半の3日間のみ（「入門クラス」）の
受講、後半2日間のみ（「実務クラス」）の受講も可能とし、
合計3クラス（「チャレンジクラス」、「入門クラス」、「実
務クラス」）を設定し、受講者の多様なニーズに応えた
研修として実施しました。
なお、今年度の研修はこの1回のみの予定です。

2．開催報告
（1）開催日程
平成30年8月6日（月）〜10日（金）
（2）会場
一般財団法人全国建設研修センター
　〒187-8540　東京都小平市喜平町2-1-2
（3）受講コース
今回は、下表のとおり2コースを設定しました。

コース名 使用するソフト
A：インターチェンジ及び
ランプの設計、現道との

交差点設計

・�Autodesk�InfraWorks�
2018

・AutoCAD�Civil3D�2018
B：橋梁工事にかかる施工
シミュレーションの作成及び
3Dモデルに付与した

属性活用

・V-nasClair
・V-nasClair�Kit シリーズ
・橋台の設計計算

Aコース：インターチェンジ及びランプの設計、現道と
の交差点設計更
インターチェンジの設計業務における3次元CADソフ
トの活用方法についての研修。
入門クラスでは、本線とランプの設計に伴う既設の人道
の復旧についての比較検討（ランプと交差する人道の
ルートと函渠の比較検討）、設計したインターチェンジ
付近の湛水可能性地点の確認等を行いました。
実務クラスでは、本線とランプの設計に伴う既設の県道
の付け替えについての比較検討、本線完成による近隣住

宅への日照障害の確認等を行いました。
Bコース：橋梁設計における3Dモデルの作成及び3Dモ
デルの利活用と属性の利用
橋梁設計業務を事例に3次元CADソフトの活用方法に
ついて研修。
入門クラスでは、与えられた地形条件のもとで橋長の比
較検討、最適案での施工ステップ設定等を行いました。
実務クラスでは、CIMモデルへの属性付加、下部工（橋
台と杭基礎）の設計計算、地質条件（下部工支持層）の
変更に伴う橋台と杭基礎の再設計等を行いました。

3．おわりに
今回の研修では、募集時に定員の2倍以上の応募があ
り、研修終了後のアンケート結果でも好評でした。
今後、これらを踏まえさらに検討してまいりたいと考
えています。

47.4%

21.1%

63.2%

47.4%

78.9%

36.8%

5.3%

0.0

0.0

研修状況写真

� （CIM教育PTリーダー　森田義則）
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1．はじめに
BIM/CIM導入において、受発注者双方がより一層の
効率化を図るために、高頻度に使用される3次元オブジェ
クトをあらかじめ作成し提供する仕組み「ライブラリー」
を整備することが有効です。海外ではBIM�Libraryとし
て構築が進んでいます。今回は、英国とスウェーデンで
の事例について概要を紹介します。
2．英国での事例
英国では、王立英国建築家協会の外郭団体であるNBS

（National�BIM�Standard）が3次元部品に関する標準で
ある「BIM�Object�Standard」を策定し、建築に関する
内外装、空調設備、電気設備等について下記のような3
次元オブジェクトを提供しています。
Ø　�コンポーネントオブジェクト：窓やドアなど固定
された幾何学的形状を持つビルディングオブジェ
クトプロダクト

Ø　�レイヤーオブジェクト：屋根や壁など固定された
形状やサイズを持たないビルディングオブジェク

トプロダクト
これらオブジェクトは43種類のカテゴリーで提供さ
れ、また3つのソフトウェアプラットフォーム
（ArchiCAD,IFC,Revit）に対応したものが提供されてい
ます（図-1参照）。
3．スウェーデンでの事例
スウェーデンでは、BIMのデジタルコンテンツ管理シ
ステムを運営するbimobject社が、建築資材、造園、電
子設備等の3次元オブジェクトを提供しています。
オブジェクトは22種類のカテゴリーで提供され、また
53種類のデータ形式（ArchiCAD,IFC,Cobieプロダクト
データシート等）で提供されています（図-2参照）。
4．おわりに
わが国におけるBIM/CIMの推進のため3次元オブジェ
クトライブラリーの構築は不可欠と考えられます。今後
の動向に期待するところです。
� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その31）
―海外におけるBIM Libraryの紹介―

図-1　NBSのBIM Library

図-2　bimobject社が運営するLibrary
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はじめに
中国地方では7月5日からの前線性の豪雨により、広島
県・岡山県を中心に二百名を越える方々がお亡くなりに
なる等、これまでに経験したことの無い広域で甚大な被
害が発生しました。
河川の氾濫や土砂災害がいたるところで発生してお
り、住宅地はもとよりJR・道路等も被災し、救援活動
にも影響がでたところです。
幹線道路の国道2号、31号は約2週間で応急復旧を完了
させ、復旧作業や住民生活に対して大きな役割を果たし
ました。
JR関係も山陽本線、呉線、芸備線について、順次開
通をしてきており、今後の復旧・復興に役立つことを期
待しております。

今回の災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお
祈りしますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い
申し上げます。そして、1日も早い復旧、復興を心より
お祈り申し上げます。

さて、中国地方センターではJACICの各種システム・
耳よりな情報をより多くの皆様に知っていただき、ご活
用いただけるよう活動しておりますが、ここで平成30年
度の主な活動状況をご紹介します。

■「中国地方ブロックコアユーザ会議」の開催
本会議は、JACICと中国管内の国・県・市町村・公共
団体等の各発注機関との電子入札システムに関する意見
交換の場として毎年開催しております。
今年も、6月13日（水）に広島市内で開催し、各発注機
関で運用されている電子入札システムの課題の解決策等
について意見交換を行いました。さらに各自治体の移動
負担の均衡を図る意味から、管内各県を巡回して開催す
ることとなり、来年度は鳥取県での開催が決まりました。

■「CIM体験セミナー」の開催
広島・鳥取県測量設計協会主催により、6月20・21日
に広島市、7月11・12日に米子市においてCIM体験セミ
ナーが開催されました。JACICからはBIM/CIMの最新
動向等について講習を実施し、両会場において協会員約
60名が参加されました。

■「島根県建設技術センターICT講習会」の開催
6月21日に島根県建設技術センター主催のICT講習会が
松江市で開催され、島根県内の建設会社・コンサルタン
ト職員を中心に約160名の方が参加され熱心に聴講をさ
れました。講習後のアンケートにおいても、非常に関心
が高い結果が示され、非常に好評であった様子がうかが
えます。今後も引き続きJACICとして協力して参ります。

今後も中国地方において色々なセミナー等が開催され
ますので、引き続き、JACICも積極的に参画していきた
いと考えています。
� （中国地方センター長　藤原光雄）

中国地方センターの活動ご報告
地方便り

広島県安芸郡坂町（写真提供：中国地方整備局）

岡山県倉敷市真備町（写真提供：中国地方整備局）

広島県での体験セミナーの様子

講習会の様子
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RCCM資格試験Web講座が始まります
－お申込は、お済みですか－

平成30年度シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）
の資格試験受験予定の方は、11月の本試験に向け準備に
余念がないことと存じます。
JACICでは、毎年RCCM資格試験受験予定者を対象に
RCCM資格試験受験準備講習会を全国10会場で実施して
まいりましたが本年度から過去に本講習会を受講された
方からのご意見を踏まえご自宅でも学習可能なWeb講
座方式に全面的に移行し名称も新たに「平成30年度
RCCM資格試験Web講座」として開催しております。
Web講座は、インターネット環境があれば期間中い
つでも好きな時間に受講いただけます。また、途中終了
しても再度続きから受講することができます。もちろん
一時停止、早送り、巻き戻しも可能です。
受講ご希望の方は、JACICホームページの申込フォー
ムからお申込みください。
Web講座の詳細については以下のとおりです。
●Web講座内容
講座Ⅰ：建設コンサルタント業務とその管理、
講座Ⅱ：資格制度の概要と建設コンサルタントの課題、
講座Ⅲ：RCCM資格試験受験準備等　についてとりまと
めたテキストを基に、音声により解説したものをwebに
流して受講して頂きます。
Web講座は、期間中各講座内では、何度でも受講頂
くことが可能ですが、講座Ⅰから講座Ⅱへ進むと講座Ⅱ
へは、戻れません。講座Ⅱから講座Ⅲも同様となります。

●＜CPDポイント＞
Web講座受講者には、下記のCPDポイントを証明
いたします。
①「�測量CPDポイント」（測量系CPD協議会）：4ポイン

ト
②「�設計CPDポイント」（一般社団法人　全国測量設計

業協会連合会）：4ポイント
●受講期間：
平成30年9月3日（月）〜平成30年10月30日（火）
●受講料：10,800円（送料・テキスト代含む税込み）
●講座申込方法：当センターのホームページ
�http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2018_web.htmlの
「平成30年度RCCM資格試験Web講座のご案内」から所
定フォームに必要事項をご入力のうえお申込ください。
●講座申込受付期間：
平成30年7月2日（月）〜平成30年10月5日（金）
●主催：（一財）日本建設情報総合センター
●後援：国土交通省
●問合先：
　（一財）日本建設情報総合センター
� RCCM資格試験講座事務局　
　〒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
� Mail　qa_rccm@jacic.or.jp　
� （経営企画部　参事　栗原元宏）

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2018_web.html
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