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今年、新型コロナの影響により、各企業はテレワーク
や在宅勤務を実施し、またWithコロナに向け様々な取
り組みがなされています。

本稿では、企業のテレワーク導入状況や情報共有ルー
ルの利用状況等を整理するとともにテレワークを含め社
外からの情報共有ツールの利用に際し必要となるデバイ
ス（スマートフォン等）の利用に関し、現状の普及率等
を踏まえて課題等を整理したいと考えています。
1．新型コロナによる企業への影響

新型コロナウイルス感染症が企業にもたらした影響
は、テレワーク（在宅勤務）の実施、紙や押印による決
裁ルールの変更、社内管理システム等への対応、共有ファ
イル等のデータの取扱方法の変更、社外（自宅等）にお
ける業務実施のための情報通信機器の確保、など様々な
ところに影響が出たのではないかと想像されます。

テレワーク等を既に導入している企業は、スムーズな
対応ができますが、未導入の企業は自社のセキュリティ
ポリシー等のルールを確認しながら、ルールの見直しを
含め様々な対応について検討がなされているのではない
でしょうか。

総務省「令和元年通信利用動向調査」では、全国従業
員数100人以上の企業を対象に、コロナ禍前のテレワー
ク導入状況（表-1参照）を公開しています。

令和元年では全体で20％の企業がテレワークを導入し
ており、産業別では情報通信業や金融・保険業の導入率
が高くなっています。

表-1　産業別テレワークの導入状況
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NIRA総研の「第2回テレワークに関する就業者実態
調査（速報） 」では、正社員、パートアルバイト、派遣
社員等の就業者を対象に、コロナ禍の影響を受けている
今年1月〜6月までのテレワーク利用率の変動（表-2参照）
を調査しています。テレワークの利用率は、令和2年1月
時点で全国平均6％であったものが、4〜5月のピーク時
には25％まで上昇しています。東京圏においては令和2

年1月時点で10％の利用率が4〜5月には約4倍の38％まで
上昇しています。企業と就業者との導入・利用率の差は、
テレワークを導入している企業において、全ての従業者
を対象に実施しているのでなく、一部の職種に限定して
導入しているのではないかと考えられます。

また、この調査では、テレワークに関する問題点とし
て利用者から「自分以外の仕事の進捗が見えない」「自
宅に仕事をする環境がない」「資料等がデータ化されて
いない」「電子決裁の環境が整備されていない」等の意
見が上がっており、テレワーク環境の整備、書類の電子
化等が課題となっています。

表-2　産業別（抜粋）テレワークの利用率

テレワークを実施する上では、セキュリティリスクへ
の対応、社員のリテラシーの向上、ガバナンスの確保等
が重要となり、総務省の「テレワークセキュリティガイ
ドライン 第4版（平成30年4月）」では、テレワークを行
う際には、「ルール」「人」「技術」のバランスがとれた
対策の実施が必要であることが記載されています。

組織としての「ルール」、「人」に関しては社員教育、ルー
ルの趣旨の理解、ルールの遵守、情報セキュリティに関
する知識、「技術」では「認証」、「検知」、「制御」、「防御」
を自動的に実施できる仕組み作りが必要となります。
「ルール」や「技術」を厳しくするとセキュリティリ

スクは少なくなりますが、業務効率は低下するトレード
オフの関係にあります。

また、テレワーク業務においては、メールの送受信、
スケジュール管理、ファイル共有、会議（Web会議）
等の利用頻度が増す傾向にあり、これらへの対応が課題
となってきます。企業等においては、対応策としてリモー
トデスクトップ、仮想デスクトップ、クラウド型アプリ
等の技術についての検討もしくは導入がなされているの
ではないでしょうか。
2．企業のクラウドサービス等の利用状況

総務省「平成30年度　デジタル化による生活・働き方
への影響に関する調査研究」より、企業が情報共有・コ

ニュースと解説

「Withコロナに向けた企業の情報共有ツール等の利用について」
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ニュースと解説
ミュニケーションのため導入しているルーツとそのツー
ルの業務効率化に対する評価を表-3に示します。

特に、電子メールや社内ファイル共有が重要なツールで
あることがわかります。平成30年度の調査であるため、社外
ファイル共有やWEB会議は13％と低い導入率ですが、現在
はコロナ禍の影響により上昇していることが予想されます。

また、総務省「令和元年通信利用動向調査」によると、
令和元年の企業の取り組み状況では、約65％の企業がク
ラウドサービスを利用しており、クラウドサービスを利
用する理由の第2位には「場所、機器を選ばず利用でき
ること」が約43％となっています。（第1位は、46％の「資
産、保守体制を社内に持つ必要がないこと」です。）
表-3　導入されている情報共有等ツールと評価
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クラウドサービスの利用用途は、表-4に示すように
ファイル共有、電子メール等に利用されており、クラウ
ドを利用することで社外等からのアクセスも容易になる
環境が整いつつあるものと考えられます。

表-4　クラウドサービスの利用用途
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3．スマートフォン等の通信機器の普及状況
通信機器の利用状況に着目すると、総務省「令和元年

通信利用動向調査」では、2019年の個人保有のスマート
フォンは83％とパソコンの保有率69％を上回っていま
す。スマートフォンは、日常生活においては無くてはな
らない通信機器となりつつあり、業務においても利用す
る場面が少なからずあることが想定されます。

表-5　情報通信機器の保有情報の推移（世帯）

4．BYODに向けての課題
現在、クラウドサービスやスマートフォンの普及によ

り、社外等においても容易にメールやスケジュール等を
確認することが可能となっています。また、テレワーク
においても、会社が端末を貸与するか、私物のデバイス
を利用するかが課題となっています。

社員等が私物のデバイス（スマートフォン・タブレッ
ト・ノートPC）を業務に利用することをBYOD（Bring 
Your Own Device）と言われています。（機関によって
は私物のパソコン等機器を職場に持ち込み業務に使用す
ることと定義している場合もあります。）

どちらにしても、今後、テレワークや社外等において、
私物デバイスを利用し業務に係わるメールの送受信や
ファイルの共有等について検討が必要になってきている
のではないでしょうか。

独立行政法人情報処理推進機構が行った「2016年度 
中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調
査」（1〜300人までの企業を対象）では、社員の私有デ
バイスの業務利用を調査し、結果として、「認めている」
と回答した企業は全体の39％、「現状認めるかどうか検
討している」と回答したのは6.9％でした。

2018年時点での総務省の調査によると、BYODを導入
している企業（100〜10,000人以上の企業を対象）は、
日本10.5％、アメリカ23.3％、イギリス27.8％、ドイツ
27.9％となっており、日本におけるBYODの普及率は諸
外国と比較した場合、決して高くない状況です。

両者の調査結果では、会社規模によりBYODの導入率
に差があり、規模の小さい会社の普及率は高くなる傾向に
あります。

利用用途により違いはありますが、BYOD導入の企業
のメリットは、業務効率化やコスト削減等であり、デメ
リットはセキュリティリスク（紛失、情報漏えい、ウイ
ルス感染等）や負担額の問題が考えられます。

総務省の「テレワークセキュリティガイドライン 第4
版」（H30.4）では、経営者は私用端末をテレワーク等で
の利用を許可する際には「利用に関するルール」を定め
ること、システム管理者は、テレワーク勤務者が私用端
末を利用する際は、その端末に必要な情報セキュリティ
対策が施されていることをテレワーク勤務者に確認させ
た上で使用を認めること等が記載されています。

セキュリティ対策の大枠を示したうえで、具体的なセ
キュリティ対策として、マルウェア、端末の紛失・盗難、
重要情報の盗聴、不正アクセス、外部サービスの利用に
対する対策を紹介しており、テレワーク等での利用に関
する検討の際には参考になります。

社内の情報資産については、「機密情報」「業務情報」「公
開情報」といった形で3つ程度に分類し、「公開情報」以
外の情報資産の取り扱い方法を決めておく必要がありま
す。テレワークでは、持ち出された情報が外部に漏洩す
るリスクが高まることから、「業務情報」と「公開情報」
のみを持ち出し可能とすることが考えられます。

テレワークを進める上では、業務における情報共有ツー
ルとその利用デバイス（私物デバイスを含め）を整理した
上で、企業としての「ルール」を明確にするとともに、情
報資産についても分類・整理することが重要と考えます。

本稿では、テレワーク（社外等）での情報共有ツールの
利用状況や課題等を見てきましたが、withコロナに向け各
企業の情報共有に向けた取り組みの一助となれば幸いです。

 （システムエンジニアリング部　部長　高橋　忠）
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1．はじめに
政府は、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合

させることにより、経済的発展と社会的課題の解決を両
立する人間中心の社会を目指す方針を決定し、経済社会
が、人々に豊かさをもたらし、持続的に発展するために
は、その基盤であるサイバー空間のサイバーセキュリ
ティが確保されつつ、自律的・持続的に進化・発展して
いく必要があるとしています。

また、Society 5.0においては、サイバー空間とフィジ
カル空間の融合がますます進み、実空間でのあらゆる営
みがサイバー空間に置き換えられることとなるとしてい
ます。その実現のためには、トラストサービスの重要性
が高まっています。
2．トラストサービスとは

トラストサービスとは、サイバー空間とフィジカル空
間の一体化が進むにつれてデータの重要性が一層高ま
り、信頼してデータを流通できる基盤の構築が不可欠で
あり、データの改ざんや送信元のなりすましを防止し、
データのデータの真正性や信頼性を確保する仕組みのこ
とです。

トラストサービスの一例を表-1に示します。
トラストサービスの活用は、企業内や企業間における

紙のやりとりをデジタルに置き換え、データの積極的な
利活用を可能とすることを通じて、大幅な業務効率化等

の効果を実現するものと期待されています。
一方で、現在のトラストサービスの利用状況は、経団

連デジタルエコノミー推進委員会所属企業39社へのアン
ケート結果によれば、トラストサービスを利用している
社は4割程度にとどまっているようです。

様々なトラストサービスが普及しつつありますが、法
整備等いくつかの課題があるようです。

電子化は国際的な動きであり、欧米では電子契約が一
般的なものとして広く普及しているようです。我が国で
も制度の準備が進んでいるとのことですので、より安心
なトラストサービスが提供されると期待できます。
3．さいごに

BIM/CIMの適用においては、データ基盤を中心に各
種データが共有、利活用されます。現在、インフラ共通
基盤、オンライン電子納品、遠隔臨場等の仕組みの検討
や試行が進んでいます。その中で、これまでに紹介しま
したように、各種視点でのセキュリティ対策を施すこと
が重要と考えます。

参考資料
・令和2年度版情報通信白書（総務省）
・総務省HP

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その54）
― トラストサービス ―

BIM/CIMコーナー

表-1　トラストサービスの種類

サービス名 サービス内容

電子署名
　（個人名の電子証明書）

⃝　 電子文書を示す目的で行われる暗号化等の措置であって、電子署名が付されて以降、当該
電子文書が改変されていないことを確認可能とする仕組み

⃝　電子署名法により下記の契約書と同等の法的効力を有する

e シール
　（組織名の電子証明書）

⃝　 電子文書の発信元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置であり、当該措置が行われ
て以降、当該文書が改ざんされていないことを確認可能とする仕組みであって、電子文書
の発信元が個人ではなく組織であるもの

⃝　国の基準に基づく民間の認定制度がある

タイムスタンプ ⃝　 電子データがある時刻に存在し、その時刻以降に当該データが改ざんされていないことを
証明する仕組み

⃝　 現状、民間の認定スキームの下で民間企業がサービス提供していることからサービス運用
の永続性等に懸念がある

e デリバリー ⃝　送信・受信の正当性や送受信されるデータの完全性の確保を実現する仕組み

モノの正当性の認証 ⃝　 IoT 時代における各種センサーから送信されるデータのなりすまし防止等のため、モノの
正当性を確認できる仕組み

⃝　モノの正当性に関する制度はまだ存在しないため、技術的制約やコスト面での課題がある

ウェブサイト認証 ⃝　ウェブサイトが正当な企業等により開設されたものであるか確認する仕組み
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JACIC からのお知らせ

1．はじめに
中部地方センターでは、平成28年度より管内の賛助会

員の皆様との意見交換会を実施しています。
今年は昨年に引き続き、「i-Construction（以下「i-Con」

という。）の推進」をテーマに、三重県の賛助会員の皆
様と意見交換しました。

今回は特にコロナ禍という世情も踏まえながら、出席
者の皆様には検温、手指消毒とマスク着用にご協力をい
ただくと共に、席間の仕切り板設置等出来る限りの対策
を取りながらの開催となりました。

2．開催状況
日時：令和年10月8日（木）11：30〜13：30
場所：津市（三重県総合文化センター大会議室）
参加者：賛助会員様9社（11名）、JACIC3名

3．意見交換会の概要
最初にJACIC尾澤理事より、「BIM/CIMの推進による

現場の改革」と題して、JACICの最新の取り組みを含め
た情報提供をしました。続いて賛助助員の皆様よりi-Con
に関する取り組みを中心に、会社の現状を含めてご意見
やご要望をいただき、意見交換しました。

1）最新の動向とJACICの取り組み
最新のi-Con、BIM/CIMの推進動向では、国土交通省

が新型コロナウイルス感染症対策を契機とした、非接触・
リモート型の働き方への転換と抜本的な生産性や安全性
向上を図るため「インフラ分野のDX（デジタルトラン
スフォメーション）」推進本部を立ち上げたこと。これ
を受けてJACICとしてどう支援をしていくかをまとめた

「JACIC‘i-Con’チャレンジ戦略」について、
（1）i-ConからDXへ5つの提案

①新現場力の構築とコミュニケーション力の向上
②DX時代の新しい仕事の仕方の提案
③i-Conと情報共有環境の強靭化
④建設情報の一元化
⑤2023年度BIM/CIM問題

（2）DX時代の新しい仕事の仕方の提案
①5つの具体的目標と3つの視点
②新たなマネジメント方策の提案
③ クラウド技術、ICTプラットフォーム、3次元統

合モデル

（3）新現場力‘Digital Twin’の活用
の3点を中心に説明しました。

2）i-Conに関する取り組み状況
出席された賛助会員の皆様に、i-Conに関する取り組

み状況等を資料提供していただきました。
（1）主な取り組み状況
・ ドローン、点群変換ソフト、3Dでの設計作成ソフ

ト等を自社で揃えており、ドローンの操縦技術・安
全運航の資格を取得させている。

・ 国土交通省より受注した工事において、土工を中心
に、勉強（教育）という意味もあり、規模（数量）
が小さくてもできるだけICTを活用した施工を採用
するようにしている。

・ 中心となる施工管理者の体験がそろそろ一巡するこ
とを見据え、今後の設備投資やスキルアップの必要
事項を検討し始める段階である。

・ 関心はあるが、採用できる工事の受注が現在は無い
ので今後の受注に努力する。

・ 大規模な切土工事でのMCの実績もあるが、バック
ホウ、ブルドーザーに限られている。

（2）今後の展開に向けた主なご意見・ご要望等
・ i-Conは適用する工種によって、非常に施工効率が

上がり、安全性や施工精度も向上するので、適切に
使っていきたい。

・ 土工、舗装、浚渫等以外の多くの工種でi-Conが適
用できるように基準の整備を進めていただきたい。

・ 発注者指定型においては、効果について発注段階で
十分に考察・検討してほしい。

・ MCブルドーザーにおいて、熟練のオペレーターが
絶賛していた。

その他、「受注者がICT施工で施工したいと言っても、
地方公共団体の発注者側が後ろ向きの場合がある」、

「i-Con関連の情報について、最新のものがもっと手軽に
検索できるようにしてもらいたい」等のご要望・ご意見
がありました。

4．おわりに
今回の意見交換会の結果を参考にさせていただきなが

ら、JACICとしてi-Conの推進に取り組んで参ります。
 （経営企画部　参事　関崎賢一）

賛助会員との意見交換会開催報告
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JACIC からのお知らせ

コアシステムを基盤とする電子入札システムを利用す
るには、これまでPC側にオラクル社が提供するJRE

（Java実行環境）を導入することが必要不可欠でした。
この度、発注機関における「新方式（脱Java）電子入札
コアシステム」への移行が全て完了したことによりPC
側のJREは不要になりました。

本稿では今回の対応について振り返ります。

1．背景・経緯
平成28年1月、オラクル社が将来的にJREからJava 

Plug-in機能を削除することを公表したことを受けて、
コアシステムではJava Plug-in機能を代替する基盤技術
への移行に関する検討を開始しました。

その後、オラクル社が無償サポート期間の短縮、Java 
Plug-in機能廃止の一部前倒しの方針を突然発表したた
め、コアシステムにおける開発方針を一度変更しました
が、今回の移行完了をもって一連の対応が完遂しました。

主な経緯

H28.01 オラクル社が、将来的に JRE から Java Plug-in
機能が削除される旨を公表。

H28.02-03
オラクル社より JRE9 では Java Plug-in 機能が
利用可能との説明を受け、JRE を継続利用する
前提で代替技術の検討に着手。

H29.09
オラクル社の突然の方針変更により JRE9 では
Java Plug-in 機能が動作するブラウザ環境が存
在しないことが判明。

H30.01 JRE8 のサポート期間延長などを求めた要望書
をオラクル社へ提出。

H30.04
オラクル社より、H31 年 1 月までの無償サポー
ト期間の延長、H32 年 9 月までの有償サポート
の実施について提案あり。

H30.07-08 オラクル社と JRE8 の有償サポート契約を行う
ことを決定。包括契約を締結。

H30.10 発注機関向けの契約手続きと電子入札システム
専用 JRE の配布を順次開始。

H31.01
電子入札システム専用 JRE ダウンロードサイ
トを開設し応札者向けに電子入札システム専用
JRE の提供を開始。

R01.11 新方式（脱 Java）コアシステムなどをリリース。

R02.01 発注機関において新方式システムへの移行を順
次開始。

R02.02-09 民間認証局の協力のもと、利用団体と民間認証
局による連携テストを実施。

R02.09.30
従来方式（Java 版）コアシステムのサポート終
了にあわせて電子入札システム専用 JRE の配布
を終了。

2．課題への対応
今回の移行を進めるにあたっては、検討・開発、適用

（移行）の各段階に課題があり、関係者と調整しながら
対応（課題解決）を行いました。主な項目は以下のとお
りです。

1）検討・開発時の対応
クライアントPC側のソフトウェア改修規模を極力減

らすため、当初はJREを利用しながらJava Plug-in機能
の代替技術に移行する方針としましたが、オラクル社の
方針変更を受けてPC側ではJREは利用せず、代替とし
て.Net frameworkを利用したPC側アプリケーション「電
子入札補助アプリ」を開発しました。

また、移行が円滑に行われるようにPC側では新旧の
電子入札環境が共存可能となるようにしました。
2）JRE8サポート空白期間対策

開発方針の変更を余儀なくされたことによりJava 
Plug-in機能が利用可能なJRE8の無償サポート期間内で
の移行が困難となりました。そこで、セキュリティリス
クの回避策を検討した結果、オラクル社との有償契約に
よって、電子入札システム専用JREを電子入札利用者に
限定して提供することとしました。
3）適用（移行）時の対応

前述の電子入札システム専用JREに関するオラクル社
との包括契約の兼ね合いから、令和2年9月までに移行を
完了することが必要となりました。そこで、民間認証局
と調整し、応札者への「電子入札補助アプリ」の配布を
民間認証局にお願いしました。

また、民間認証局からの提案を受けて、発注機関と民
間認証局による連携テストを実施しました。

3．関係者への周知
今回の移行にあたり、発注機関、コンソーシアム会員

をはじめとした関係者の皆様に対し、会議等での情報提
供・意見交換に加えて、HPやメール等による適時の情報
提供を40回以上行うなど、対応状況の共有に努めました。

また、特別会員会議のオブザーバである業団体の皆様
には、業団体会員企業様への周知にあたり多大なご協力
をいただきました。

4．まとめ
今回の「新方式（脱Java）電子入札コアシステムの移行」

は、これまでのコンソーシアムの活動（定期的な会議開
催を基盤とした情報共有・意見交換の実施）によって、
発注機関、正会員、賛助会員、民間認証局、業団体の皆
様との信頼関係が存在したからこその結果であると確信
しております。関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

また、昨今のIT環境の急激な変化を考えますと、ま
た再び、コアシステム基盤技術の急な変更を迫られる状
況になるかもしれません。今回の一連の対応を教訓とし
ながら、今後もコアシステムの円滑な運用をサポートす
ることに努めていく所存です。

 （システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

『新方式（脱Java）電子入札コアシステムへの移行』
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1．建設技術フェア2020in中部
10月14日、15日の2日間、吹上ホール（名古屋市中小

企業振興会館）で「建設技術フェア2020in中部」が開
催されました。キャッチコピーは【「あったらいいな」
が原材料　みんなで創る先進技術】で、産・学・官の技
術交流の場を提供し、技術開発や新技術導入の促進に資
する、建設分野を専攻している学生に技術開発の現状と
方向性を紹介する、建設技術の魅力と社会資本整備の必
要性を広く一般の方々に紹介する、建設関連産業の振興、
技術開発の推進及び商取引の拡大を図る。を目的として
います。

JACICは、建設技術フェア2020in中部を後援するとと
もに、「JACICクラウド」技術を出展しました。その概
要を報告します。

2．今年度の開催状況
出展者はコロナ禍にも関わらず216機関が参加し昨年

にもまして盛況でした。

【会場風景】

全体の催し物として、「5Gが創る未来」と題したセミ
ナー、学生交流広場、および新技術プレゼンテーション
が開催され、各出展ブースでは、企業および大学の新技
術の説明・実演が行われました。また会場には、大学の
展示等があり、行政や企業だけではなく、学校関係者も
多く訪れ、産学官一体となった技術展でした。

建設技術フェア2020in中部への来場者は、2日間で
10,060人（昨年：△1,825人）でした。

JACICの展示ブースにも100名を超える方が訪ねてく
ださいました。

特に本年運用開始したJACICクラウドについては、15
日の午後に、理事によるプレゼンテーションも行われ、
JACICクラウドを多くの方に認識して頂きました。また、
多くの学生さんがJACICクラウドの動画に興味を示し、
QRコードで読み込むVR映像を体感し、今後の建設業の
働き方をイメージしてもらうことができました。

3．JACICの出展技術
JACICは、JACICクラウドを出展し、モニターでの動

画展示、パネル展示、パンフレット配付を行いました。
1）JACICクラウド

i-Constructionの本格的な推進を支援するためクラウド
を構築し、3Dモデルや動画等のデータを共有化し、即時、
同時にコミュニケーションできるようにする技術です。

発注者や受注者など様々な関係者の参加及び様々なシ
ステム、モデル、データベースの利用が可能となり、測
量・調査、設計、施工、維持管理までの建設プロセスや
発注、契約から電子納品、保管までの事務・契約等の公
共調達プロセスにおいてサービスの提供が可能になりま
す。技術プレゼンテーションでは、技術内容の詳細、実
践例等を説明いたしました。

【JACICクラウドの発表】
2）デジタルツインの実感

QRコードを自分のスマートフォンで読み込むことによ
りサイバー空間上の統合CIMモデル（VR画像）や360°
カメラで撮影した位置情報をもった画像が地図上に反映
される体験をしていただきました。

サイバー空間で成果品の確認、評価、改善を検討して
フィジカル空間へ結果を反映させ、業務や工事の効率化
や高度化を図ることができるようになるデジタルツイン
のイメージを実感してもらうことができました。

【JACICクラウドをPR】

 （経営企画部　参事　栗原元宏）

建設技術フェア2020in中部への出展報告
JACIC からのお知らせ
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間もなく冬の訪れ
新潟では10月頃から白鳥が飛来して、至る所で刈り取り後

の水田の落ち穂や新芽をついばむ姿がどこでも見られ、新潟
平野の晩秋から初冬の代表的な風景になっています。今年は
コロナに翻弄された年になっていますが、北陸地方センター
の活動を紹介します。

JACICクラウドルームの有効性
北陸でのJACICクラウドルームを活用した会議の開催など

の一部を紹介します。

＜阿賀野川減災協議会、流域治水プロジェクト会議＞
地方整備局の事務所と県、市町村、関係機関の会議で、直

接参加できない機関がクラウドルームで参加し、効率的でス
ムーズな開催が可能になりました。

＜阿賀川河川事務所防災エキスパート会議＞
防災エキスパート会議をクラウドルームで実施しました。

これは、事務所の所在地の福島県会津若松市と防災エキス
パートの所在が新潟県内のため離れており、大規模災害の発
生時に必ずしも参集できない事が想定されることから、訓練
をかねて実施しました。参加者からはクラウド会議の有効性
が確認できたとの評価でした。

新潟市職員研修の支援
2月5日に新潟市からの依頼を受け、職員向けの研修を支援

しました。BIM/CIMや3次元データの活用などの講演映像3

題を上映し、熱心に聴講して頂きました。

電子入札連絡会議の書面開催
7月9日に電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）を富山市

で開催するため準備を進めましたが、コロナ対応により見送
ることとなりました。事前準備の段階で新潟、富山、石川県
や関係する市町の職員10団体15名が参加して、脱Javaシステ
ムや次期LGPKI対応、電子入札の普及状況などについて情報
交換を行う予定でしたが、メールによる資料回付となりました。

監理技術者更新講習会の講師
監理技術者が建設業法で5年毎に受講が義務付けされてい

る講習会ですが、2月3日に北陸地方センター長が講師をしま
した。土木施工管理技士会からの要請でJACICが業界支援の
一環で行っています。

災害応援感謝状授与
昨年10月の台風19号で長野県内の千曲川が越水により堤防

が破堤した際に、北陸地方センター長が防災エキスパートと
して災害支援活動を行ったことから2月19日に北陸地方整備
局から感謝状を頂きました。

現地では国、自治体と業界の皆さんが一体となって懸命な
災害復旧が進められています。

 （北陸地方センター長　木村　繁）

北陸地方センターの活動
地方便り
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