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1．はじめに
JACICでは、今年の5月1日に「JACIC̒ i-Con チ̓ャレ

ンジ戦略」（以下チャレンジ戦略という）を発表し、
i-Construction（以下i-Conという）の本格的な推進を
支援しています。チャレンジ戦略では、「JACICクラウ
ドの構築」と「現場まるごとi-Con化」の二本柱の実現
を目指しています。これは、国土交通省の目指す3次元
データの利活用に向けてプラットフォーム及び職場での
利活用環境の整備に資するものです。

さらに10月15日、11月1日にチャレンジ戦略の更新を
行い、新現場力の提案、JACICクラウドのプラット
フォームの具体化及び今後のスケジュール等を盛り込み
ました。11月15日のJACIC建設情報研究所
の研究発表会では、クラウドを活用した
Digital Twinの導入を示唆しました。

本稿では、BIM/CIMの真の推進に必要
な3Dデータの利活用環境の整備に向けて、
チャレンジ戦略に提案しているJACICクラ
ウドサービスのプラットフォーム及び発注
者向けの研修を具体化して紹介します。

2．�3Dデータ等の利活用環境のための3
要素

3Dデータやモデルの関係者間の共有を
円滑に進め、業務への利活用を真に推進す
るためには、利活用のための環境整備が必
要です。利活用のための環境整備としては、
図-1に示すようにルール（方法）、プラッ
トフォーム（場所）、スキル（人）の3つの
要素が重要で、これらがそろう必要があり
ます。このため、官民が連携して役割を果
たしていかなければなりません。

現在、国土交通省では、ルール作りを進
めており、実施方針、ガイドライン、基準、
機能要件、要領、手引きなど適宜定めてき
ています。また、building Smart Japanで
は、ソフトウェア間の相互運用を可能にす
るため、国際的に標準化されたデータモデ
ルの仕様（IFC形式）を推進しています。

国際土木委員会では、BIM/CIMの推進のため、こうし
た国際標準化の動向の把握や日本の意向反映などを目的
に活動しています。

プラットフォームについては、民間において、3Dモ
デルやデータを共有できる環境としてクラウド技術を用
いたものの整備が期待されています。こうした中で
JACICでは、「JACICクラウド準備室」を11月1日に設置
して本格的に取り組んでいます。ここで需要なことは、
プラットフォームの構築だけでなく、3Dデータやモデ
ルの利活用環境を各職場で構築することです。発注者に
おける利活用形態の基本的なイメージを示すと、図-2に
示すようになります。プラットフォームを用いて設計者

ニュースと解説
JACICクラウドサービスの具体化

－3つのタイプのプラットフォームの提供－

図-2　JACICクラウドの利用（プラットフォームB）
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図-1　BIM/CIMの利活用環境の3要素
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や施工者と事業者が担当打ち合わせを行うだけでなく、
現場や本省、本局等各部署での打ち合わせも同様に3D
データやモデルが見られる環境を整備する必要がありま
す。関係部署全体が一気通貫で利活用できる環境整備必
要です。JACICクラウドでは、これらを可能にする環境
として部署毎にクラウド上のルーム（会議室）を提供す
る予定です。

スキルの習得は、発注者、受注者ともに必要であり、
役割に応じた技術を学ぶ必要があります。とりわけ発注
者へのBIM/CIMの普及が重要であり、表-1にあるよう
に国土交通省やJACICでは研修を用意しています。とも
に研修内容や教材を地方整備局の研修等で利用できるよ
うにします。

3．3つのタイプのプラットフォーム
JACICクラウドでは、目的に応じて3つのタイプのプ

ラットフォームを用意する予定です。これは、業務の管
理、事業（プロジェクト）の管理、社会資本整備に関す
る管理を考えたプラットフォームA、B、Cです。
（1）業務管理基盤（プラットフォームA）

発注、契約からオンライン電子納品までの業務管理
の基盤を提供します。

（2）事業管理基盤（プラットフォームB）
河川、ダム、砂防、道路等事業や管理において、プ

ロジェクト管理、維持管理、災害時対応等各場面に応
じた基盤を構築し、成果品や計測データ等の利活用を
図ります。

（3）社会情報基盤（プラットフォームC）
Digital Twinの観点でサイバー空間にまちまるごと

構築（3Dサイバーシティ）し、地震や津波等の災害
シミュレーションを行うなど社会資本整備に役立つ基
盤を提供します。
JACICクラウドのプラットフォームの特徴は、事業者

の発注から納品までの業務と成果品を扱う事業（プロ
ジェクト）のプロセスをカバーしていることです。また、
業務と事業の二層構造（プラットフォームAとB）を明
確にして、他のクラウドとの連携も可能になっています

（図-3）。
JACICクラウドでは、利用者や利用のルールを設定し、

運営上の情報ガバナンスを徹底するとともにシステムの
情報管理を徹底してセキュリティの確保を図ります。
2019年度には試行を行い、2020年度には、「JACICクラ
ウドセンター（仮称）」を設置して運用を開始します。

4．おわりに
BIM/CIMの推進には、3Dデータやモデルの利活用の

環境整備が必要であり、ルール、プラットフォーム、ス
キルの3要素を官民が連携して確立していくことが重要で
あります。全体をバランス良く進めるため、具体的な様々
な活動をとりまとめ、関係を明確にした上でロードマッ
プの公表が望まれます。JACICでは、チャレンジ戦略を
更新しながらできるだけ活動を明確に進めていきます。

 （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説
表-1　発注者向けのBIM/CIM研修

研修 場所 実施機関 対象者 実施内容

建設生産性向上実践研修
（BIM/CIM研修） 国土交通大学校 本省

BIM/CIMに関わる地整本局、
事務所の係長及び地方公共団体
職員

実機を利用し、BIM/CIMにおい
て発注者が必要な知識及び事業マ
ネジメントの基礎を学ぶ

発注者BIM/CIM研修 全国建設研修センター JACIC 役職、年齢に関わらず初心者を
対象

発注者として必要な基礎知識の習
得と基本操作（見れる）の実践

図-3　JACICクラウド

発注

契約

実施

納品

測量 調査 設計 施工 維持管理

利活用成果品 利活用クラウド

最終成果品 保管管理システム

業務管理基盤（プラットフォームA）
（業務プロセス）

事業管理基盤（プラットフォームB）
（建設プロセス）

事業者管理システム

データ、モデル等
情報の流れ

業務・納品 利活用



- 3 -

2018.12月号

平成31年1月7日（月）9時に、コリンズ・テクリスの
リニューアルを行いますのでお知らせします。

1．リニューアルの目的
コリンズ・テクリスは全国の公共発注機関が発注した

工事・業務の実績情報のデータベースで、公共発注機関
向けの検索システムと受注企業向けの登録システムで構
成されており、公共発注機関が契約にあたり利用するこ
とで公共事業の入札・契約の透明性、競争性を高めるこ
とができます。今回のリニューアルでは、利用者の皆様
の利便性向上等を目的とした改良を実施します。

2．リニューアルの主な改良内容
（1）　技術者IDの「事前申請制」
これまでは、技術者IDを持っていない方を実績デー

タに登録する場合、実績データ登録と同時に技術者ID
を発行していましたが、リニューアル後は、実績データ
登録前にコリンズ・テクリスセンターへ申請いただき発
行する形に変わります。このことにより、同一技術者へ
の技術者IDの重複発行を防止し、公共発注機関がより
正しい実績評価を行うことを可能とします。
（2）　申請手続きのオンライン化
企業情報や技術者情報の変更等、各種申請における受

注企業からコリンズ・テクリスセンターへの必要な書類
の提出方法が、図1のとおり、インターネットからのオ
ンラインアップロードに変わります。この対応により、
受注企業の書類を準備する手間を軽減し処理完了までの
時間が短縮できます。

（3）　登録枠の拡大
「従事する技術者」、「工種、工法／型式」や「業務分野」

等の登録枠を拡大し、より正確な工事・業務実績情報を
登録可能とします。

紹介した改良内容の詳細やその他の改良内容は、コリ
ンズ・テクリスのホームページをご覧ください。
URL：http://ct.jacic.or.jp/ctupdate_info/ctupdate_info.html

3．リニューアル前のシステム停止スケジュール
このたびのリニューアルにあたり、図2のとおり、シ

ステムを一時停止いたします。システム停止の間、利用
者の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、安全・
確実にリニューアルするための必要な対応ですので、ご
理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、平成31年1月7日（月）9時のリニューアル後も、
適正なコリンズ・テクリスの運用を行うとともに継続的な
改善を図っていきますので、よろしくお願いいたします。

 （コリンズ・テクリスセンター　副参事　　庭田敏行）

JACIC便り

平成31年1月7日（月）9時に、コリンズ・テクリスをリニューアルします
〜より使いやすいシステムを目指して〜

図1　書類提出のオンライン化

図2　システム停止スケジュール

http://ct.jacic.or.jp/ctupdate_info/ctupdate_info.html
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平成30年11月9日（金）に平成30年度全国自治体版標
準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者会
議」という）が宮城県本町分庁舎において開催されまし
たので報告します。

1．はじめに
積算担当者会議は、JACICが提供しているWeb版土木

積算システムを導入している地方自治体等（以下「ユー
ザー」という）が、効率的にシステムを維持・運用する
ために必要な情報の収集・交換等を行うため、平成5年
度より、毎年度1回 開催されています。会議は2日間に
亘って行われ、初日は、ユーザーのみで会議を行い、2
日目はユーザー・JACICを交え、事前に提示された各要
望事項についてJACICより回答、及びJACICからの情報
提供を行いました。

本年度は、県・政令市・県建設技術センター等、12団
体が参加し、JACICも交えて、活発な意見交換が行われ
ました。

2．積算担当者会議の内容
①要望事項に対する回答

Web版土木積算システムでは毎年、国の積算基準改
定への対応に加え、ユーザーからの要望をお聴きし、ニー
ズの高い要望については「標準機能」として開発・提供
しています。

昨年度の要望調査の結果として、「機械設備工事にお
ける据付間接費の自動計上」、「施工箇所が点在する工事
における間接費率補正の自動設定」などの5つの機能を
標準機能として追加開発する旨を説明しました。

また、本会議の開催に先立ち行った本年度の要望調査
では41件の要望があり、JACICより要望への対応方針に
ついて説明の上、ユーザーとの意見交換を行いました。
また、JACICより要望等に対する基本的な考え方や要望
調査の対応について提案しました。結果、下記の意見を
いただき、JACICとして検討していくことにしました。

・ 昨年度の要望調査で採択されなかった要望について
も再度、優先順位決定のための要望調査を行ってほ

しい。
・ 要望の早期対応のため、会議の開催時期を早めてほ

しい。

②JACICからの情報提供
標準機能として対応中の1）週休2日補正の平成30年度

基準対応と2）Java対応検討状況について情報提供を行
いました。
１）週休2日補正の平成30年度基準対応

週休2日補正の平成30年度の基準改定に伴い、対象工
事（土木、電気通信設備、機械設備工事）における積算
システムの機能説明及び変更に伴う注意点、システムの
リリース時期について情報提供を行いました。

出典：国土交通省公表資料より

２）Java対応検討状況
Web版土木積算システムはJavaを用いて開発したシ

ステムです。昨年からの米オラクル社のJavaサポート方
針変更に対し、システム側での対応および改良方針、ユー
ザー側で必要な対応について、各ユーザーに説明を行っ
てきました。

本会議では、2019年2月からの改良版システム提供開
始に向け、現在の検討状況や今後のスケジュールについ
て情報提供を行いました。

3．おわりに
積算担当者会議では、週休2日補正のシステム改良、

積算ミス防止や積算業務効率化について引き続き高い関
心があることがわかりました。

このような貴重な意見を取り入れつつ、積算システム
を使いやすいシステムにしていく必要があると感じてい
ます。

全ユーザーが集まる積算担当者会議を貴重な意見交換
の場と捉え、今後も積算システムの品質向上に努めてい
きたいと思います。

 （積算システムセンター　参事　西野達也）

JACIC便り

平成30年度全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議開催報告
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1．buildingSMART国際会議
buildingSMART  International（以下、bSI）とは、 3

次元CADを中心としたBIMソフトウェア間で相互に
データを運用するため交換標準の規格化を行う国際的な
組織です。その中核仕様のIFC（Industry Foundation 
Classes）は2013年3月に国際規格ISO16739を認証取得後、
建築分野のIFCを土木分野に拡張（InfraBIM）し、2020
年にPASによる国際標準化を進めています。

本会議は17支部の持ち回りで開催されます。今回は
bSIとbuildingSMART Japan（以下、bSJ）の主催で10
月16日から4日間、東京の各会議場で開催され、約30の国・
地域から約470名が参加しました。

各国支部、bSI登録252
名（日本参加登録48名）
のうち国際土木委員会か
ら9名が出席しました。
各国参加状況は右図のと
おりです。

これまで同様にbSJ等の国内
関係者と連携した活動を踏まえ
て、国際標準化の動向を把握す
るとともに他国との有用な情報
交換および情報共有を行いまし
た。

なお、JACICは本会を後援す
るとともに、併催の展示場に

ʻi-Conʼチャレンジ戦略をテー
マに出展を行いました。

2．全体会議、インフラ分科会の状況
全体会議の後、新旧9つのRoomに分かれて報告・審議・

決議が行われました。委員会メンバーは主にインフラ分
科会（Infrastructure Room）に参加しました。

次図IFC策定ビジョンにあるように2018年策定のIFC 
4.2を踏まえて2020年にIFC 5の策定が目標です。策定は
5つのプロジェクト①Bridge ②Road ③Rail ④Tunnel 
⑤Ports & Waterways（Harbor含む）から出された共
通項目をIFC Common Schemaプロジェクトで定義し、
特定スキーマと統合することを目指します。

最終日は午前中に各Roomからプロジェクトの決議事
項の説明の後、bSJ山下代表から閉会の挨拶があり、
bSI代表から日本主催者に謝辞がありました。午後には

ʻopenBIM Japan（Industry Afternoon）̓ として国内外
からBIM/CIMに関する講演が多数行われました。

3．おわりに
本委員会では継続してbSJを通して得られた情報をも

とにBIM/CIM国際標準動向を調査・検討を行うととも
に、業務の効率化に貢献する要素技術や事例から得られ
た知見を委員会活動に反映して国内の国際標準、建設分
野の効率化に貢献できるよう活動します。

次回は2019年3月にドイツ、デュッセルドルフで開催
され10月に中国、北京での開催となります。

 （国際土木委員会　事務局員　宮本勝則）

JACIC便り

buildingSMART International Summit,Tokyo 参加報告
―日本、東京国際会議�2018の開催状況―

５つのプロジェクト において
重複要素を共通化、統合スキーマ定義。

のガイドライン
に準じて見直し、ドキュメントの作成

各分野の提案から
の策定を行い、各分野でスキーマ定義。

（C）buildingSMART
IFC各分野統合・拡張スキーマ策定ビジョン

（C）buildingSMART
参加者集合写真

（C） buildingSMART
全体会議状況

JACIC展示風景

（C）buildingSMART
	閉会挨拶、bSJ山下代表理事	 次回開催、デュッセルドルフ
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その34）
―スウェーデンにおけるBIMの推進状況に関する調査概要―

1．はじめに
スウェーデンのBIMの推進状況（これまでの取組みと

今後の展望）、契約制度や実施体制等を把握するため、

本年11月29日に現地でのヒアリング調査を実施しまし

た。今回は、この調査概要について紹介します。

2．調査概要
（1）調査対象

調査は、Swedish Transport AdministrationとBIM 

Alliance Swedenを対象に実施しました。

前者は、スウェーデン交通局であり国有全ての道路、

鉄道、船舶、航空などの社会資本の計画と運用を担当す

る組織です。後者は、設計、施工、維持管理段階におい

て円滑な情報連携環境の提供を目指す非営利団体であ

り、現在、約180社の企業や団体が参加しています。また、

効果的なプロセスを促進するために利用可能な最良のソ

フトウェアや共通に使用する標準の基準類や手順や手続

き、方法及びソフトウェアへの実装、管理、開発を促進

しています。

（2）調査結果（概要）

ａ．スウェーデンにおけるBIMの導入

スウェーデン交通局内のすべてのプロジェクトは、

2017年までにBIMの技術とプロセスに「基本レベルの

BIM導入」することを2013年1月に決定し、下記につい

て実施することとしています（図-1参照）。

①より良い設計文書の作成

②協業のためのフラットフォームの構築

③業界の生産性と技術革新を高める

ｂ．ドキュメントマネジメントシステム

スウェーデン交通局は、プロジェクト文書（プロジェ

クトの管理と管理に必要な文書）及び製品ドキュメント

（図面、CADファイル、技術説明、調査、報告書、整備

書類など）を共有するドキュメントマネジメントシステ

ムを構築し受発注者が利用できるようにしています。

また、調達先ごとに1回のカスタムトレーニングと無

料トレーニングを提供しています。

ｃ．契約図書としての3次元モデル

3次元モデルの扱いは、契約条件、技術情報、数量表

等で構成される契約図書に記載されています。また、3

次元モデルとともに3次元モデルの解説書があり、ライフ

サイクルの中で3次元モデルを引き継ぐために重要なもの

になっています。

受注者はこれを使用して3次元モデルを理解し、3次元

モデル自体の情報を得ることができます。また、誰もが

その3次元モデルを確認できるようにウェブページを開

設しています。

ｄ．E4 ストックホルムバイパス建設事業での適用

本事業は、ストックホルムの南を北に結ぶ約21kmの

バイパスを建設事業でBIMを適用しています。

スウェーデン交通局は、5つの技術コンサルタント会

社を選定し、交通局とともにプロジェクトの情報と作成

する3次元モデルの詳細度を定義し、BIMを適用し事業

を進めています（図-2参照）。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

図-1　BIM導入の決定 図-2　E4ストックホルムバイパス建設事業でのBIM適用
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1．Web講座
シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成3年度に創設され、今年度で28年目とな
りました。JACICでは、昨年まで実施していた「RCCM
資格試験受験準備講習会」を受講者の皆様がいつでもど
こでも受講できるようにインターネット回線を利用した

「平成30年度RCCM資格試験Web講座」として9月2日〜
10月30日にかけて実施しました。右下表・グラフに示す
ように本年度の受講者数は1,165名で昨年比59.8％となっ
ています。

受講者からは、「時間が有効に使えた。」「何度も視聴
することができた。」等の声をいただきましたが平成20
年度から今年度までの申込者数をみると、平成23年度の
2,700名以降申込者は、減少の傾向です。

JACICでは、建設コンサルタント技術者の技術力向上
とRCCMの普及を目指し、講座内容の充実に努めていき
たいところです。

2．テキスト
Web講座で使用されている「テキスト」「出題傾向と

解答」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、改訂しながら作成してい
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、試験対策はもちろんのこと建設コンサルタントのバ
イブルとして使用いただけるものです。テキスト編の目
次内容は以下の通りです。

「Web 講座テキスト」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　 建設コンサルタント業務の入札契約・

品質向上に関するこれまでの議論
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
　１．参考資料
　２．付録［RCCM 規程］

なお、平成30年度版RCCM資格試験Web講座テキス
トは、引き続き販売しております。

希望される方はJACICホームページ、RCCM資格試験
講座テキスト販売のご案内：
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2018/rccm2018_text.html

からお申し込み下さい。

平成30年度　受講者数

受講者数 昨年比 昨年差
H30 年 1165 名 59.8％ △ 782 名

 （経営企画部　参事　栗原元宏）

JACIC便り

平成30年度RCCM資格試験Web講座終了

平成30年度Web講座画面

申込者数の推移（平成20年度〜平成30年度）

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2018/rccm2018_text.html
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北海道地方センターは、全道179市町村を担当地域と
してBIM/CIMの定着と普及、i-Constructionの支援、地
方公共団体の支援を主体に地方活動を行っています。本
報告では平成30年度現在までの主な活動を紹介します。

●　BIM/CIMの定着と普及
北海道開発局主催の『平成30年度 i-Construction研修』

が平成30年7月31日から8月1日の日程で行われました。
本研修の一つとしてJACICの尾澤理事が「CIMの取組に
ついて」と題し、BIM/CIMの概要とクラウド技術の利
活用、JACIC i-Conチャレンジ戦略と新現場力の構築に
ついて講義を行いました。研修は開発局職員、北海道職
員、工業高等学校教諭の約70名が参加しました。

「i-Construction研修」

●　i-Constructionの支援
『建設技術担い手育成プロジェクト』が、（一社）日本

建設機械施工協会（JCMA）北海道支部の主催により平
成30年10月18日（木）北海道帯広工業高等学校で開催さ
れました。建設科2年生約40名が受講し、座学では従来
施工とICT施工、実習では3次元測量、ICTバックホウ、
UAV空中写真測量、3次元データ建設VR技術を体験し
知識と理解を深めました。北海道地方センターは事務局
として参加しました。

建設技術担い手育成プロジェクト

●　地方公共団体に対する支援
□　コリンズ・テクリス検索システムの普及活動

北海道の公共機関を対象に、導入済み機関へのフォ
ローアップやシステム未導入機関への普及・利用拡大に
向けた取り組みを実施しています。

□　第9回 北海道地方コアシステム連絡会議の開催
関係団体の参加により、平成30年6月25日（月）に札

幌市で開催しました。事務局からJAVA、JRE有償サポー
トに関する情報の説明を行った後、各団体の対応状況や、
現在の課題、改善要望など情報交換を行い、電子入札コ
アシステムの機能向上や運用について意見交換を行いま
した。

北海道地方コアシステム連絡会議

●　「電子小黒板」勉強会の開催
北海道開発局において、平成30年11月5日（月）約40

名の受発注者の方々に受講を頂き開催しました。勉強会
では「デジタル工事写真の高度化に関する協議会」の紹
介に引き続き、利用による作業効率化、データ改ざん防
止に係る注意点について説明がされました。説明後の質
疑応答では、会場から多くの質問、意見が寄せられまし
た。

電子小黒板勉強会

 （北海道地方センター長　田村順一）

北海道地方センター活動報告
地方便り
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建設副産物情報サービスに関するキャンペーン③
1．はじめに

JACICでは、建設副産物情報サービス事業として、「建
設副産物情報交換システム（COBRIS）」及び「建設発
生土情報交換システム」の両システムを運用し、建設リ
サイクルの推進に寄与しています。

COBRISに関しまして、今年度、無料利用サービス
（キャンペーン①）を実施中、また、来年度からは料金
負担軽減（キャンペーン②）の実施が決定していること
については、既にご案内のとおりです。（下表、JACIC 
news 2018/1月号 No.344、6月号 No.349等参照）

年度 都道府県・政令市 市区町村
都道府県・
市区町村 
発注工事 
受注者

H29 未加入 加入 未加入 未加入

H30 無料
通常料金 

3 万円＋税
/事務所等

無料 無料

H31 3 万円＋税 
/行政機関

利用料金を
半額（※） 通常料金 

8 千円＋税 
/行政機関

通常料金 
8 千円＋税 
/支店等H32 更に減額

（※）
※３万円＋税を下限

：キャンペーン①
：キャンペーン②

今年度のCOBRIS無料利用サービスは、ご好評いただ
き、多数の自治体、工事受注者の皆様がご利用中です。

来年度も多くの自治体にCOBRISにご加入いただきた
く、併せて、建設発生土情報交換システムについても一
度お試しの上、その有用性をご確認いただきたく、今般、
下記のキャンペーン③を追加実施することを決定しまし
たので、お知らせいたします。

2．キャンペーン③の内容
■対象者

地方自治体（都道府県・市区町村）のうち来年度の
COBRIS契約者（今年度の建設発生土情報交換システ
ム未加入者に限ります）
■特　典

建設発生土情報交換システムを無料で利用可能
■期　間

COBRISの来年度契約申込時から来年度末まで
※今年度COBRIS利用自治体には、来月1月から上記申
込書類を郵送いたしますので、早期の申込で、2〜3月
頃からの公共工事土量調査の予定調査や実績調査の
データ登録にもご利用いただけます。

3．建設発生土情報交換システム
建設発生土情報交換システムは、建設工事（公共工事）

の土砂が余る工事と不足する工事の間で利用調整を行う
ために必要な情報をリアルタイムで交換し、建設発生土の
有効利用を推進することを目的としたWebシステムです。

■特　長
○機関を問わない土量情報の取得
・自機関だけでなく全ての利用機関の情報が取得可能
○便利な検索機能
・デジタル地図、工事間距離、土質、土量等様々な検索

○土量情報の集計
・建設発生土利用率、工事間利用率等の算出
・公共工事土量調査に対応
○工事受注者によるデータ更新の代行入力
・受注者による情報更新が可能（受注者の利用は無料）

詳細については、JACIC建設副産物情報センターへ
お問合せください。（直通：03-3505-0410､ 0416）

 （建設副産物情報センター長　森　勝彦）

JACIC通信

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akasaka/ 
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