
JACICはこれからの建設事業の

未来を変える大きな役割を

担っています

成長に向けて舵を切れ

一般財団法人日本建設情報総合センター

募集要項



JACICは時代とともに進化する社会や建設事業に対して、常に建設情報の提供を
通じて貢献を果たしてきました。発注・入札から施工・維持管理に至るまで、あら
ゆるプロセスにおいて、情報は介在し、大切な役割を担っています。これらの情報
を活かし、賢く利用するため、情報の質を高め、体系化を図り、効率的なシステム
の構築・改善を繰り返してきました。

DX時代を迎え、JACICは、社会や建設事業の変革・成長に貢献できるように
新たな挑戦を開始しました。

JACICは2018年度から「JACIC‛i-Con’チャレンジ戦略」を公表し、適宜改訂しなが

ら国土交通省が進める「i-Construction」の推進を支援してきました。
2020年度からは、業務形態を「公共調達に関わる情報提供」と「建設情報に関わる
研究開発」に新たに「建設プロセスに関わる情報の利活用促進」を加え、3本柱とし
て総合的な建設情報の提供へと発展させました。これに合わせ、組織もICTによる新
現場力を構築して現場における課題解決を実現するためのソリューション部門
（JACICソリューション）を創設しました。

2019年度から新卒採用を開始し、職員の成長とともに、JACICの成長を通じて新
たな挑戦の実現をしていきます。

JACICは情報や土木の知識を生かしてより広く社会に貢献しています。

JACICの挑戦



DX時代の新しい仕事の仕方の提案

公共調達に関わる情報提供
コリンズ・テクリスシステムに登録された工事・業務実
績情報を、企業情報、技術者情報とともに発注機関等に
提供しています。

ICTを活用した新たなマネジメント方策により現場のDXを
推進しています。

情報提供や新しい仕事の仕方の提案を通じて
建設事業の発展を支援しています

建設情報に関わる研究開発

特
徴

JACICは、行政の施策を理解し、それぞれの建設プロセスごとに
新しい仕事の仕方の企画提案などを実施していくことが求められます。

創造力、実行力、コミュニケ―ション力、リーダーシップ・・・
あなたが持つ強みや力を是非JACICで発揮してください！！

１

入社前に土木と情報、両方の知識を持っていなくても心配いりません。
自分の専門としてきた知識を軸に、業務に向き合う過程で

多くの専門知識を持つ先輩たちから、
知識を吸収して成長できる環境があります。
大切なのは自分の専門分野の中に留まらず、

いろいろなことに興味を持ち、挑んでいく意欲です。

社会基盤情報標準化委員会
国際土木委員会
研究助成事業

情報共有環境の提供
BIM/CIM等に関する
受託業務・自主研究

（JACICクラウド画面）
（３次元モデル）

JACICの仕事

JACICからのメッセージ

受注者

コリンズ・テクリス
積算システム

電子入札コアシステム

発注者

公共調達に関わる情報提供

公共調達の各段階に対応した
システムやデータの提供

JACIC’i-Con’チャレンジ戦略
JACIC‘i-Con’アクションプラン

JACICクラウド

建設プロセスに関わる情報の
利活用促進



募集職種 業務効率化コンサルタント
募集対象 理系大学院生・理系学部生・高専生・既卒者
募集学部・学科 土木系学科および情報処理系学科
募集人数 1～5名
基本給 ■院修了者月額 195,500円

■大卒者 月額 182,200円
■高専卒者月額 165,900円

試用期間 6カ月
昇給 年1回
賞与 年2回支給あり 年間4.45月分国家公務員準拠
待遇 社会保険完備 各種手当あり
勤務地 東京都 赤坂
勤務時間 9：15～18：00 休憩1時間 12：00～13：00 
休日休暇 完全週休2日制

土日・祝日・年末年始 12／29～1／3
年次有給休暇・特別休暇・産休育児休暇・夏期休暇等

資格補助 資格取得支援制度あり
研修 教育訓練制度あり

法人名 一般財団法人日本建設情報総合センター（JACIC：ジャシック）
理事長 深澤淳志（ふかさわあつし）
設立 1985年（昭和60年）11月15日
職員数 101名（2021年4月現在）
本部 〒107-6114

東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル14階
地方センター 全国9か所

（札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡）
主な取引先 国土交通省・地方公共団体等

会社概要

募集要項



1985年11月 建設大臣の許可を受け公益法人として設立
1989年 土木積算システムの運用開始
1994年 工事実績情報システム（コリンズシステム）の運用開始
1995年 業務実績情報システム（テクリスシステム）の運用開始
1999年 建設発生土情報交換システムの運用開始
2002年 建設副産物情報交換システムの運用開始

電子入札コアシステムの販売開始
2007年 統合PPI（入札情報サービス）の運用開始
2012年 一般財団法人への組織変更
2020年6月 JACICソリューションを創設

（令和３年４月１日現在）

評議員会 評議員

理事会 理事長 理事 監事

経営企画部

総務部 入金管理室

事務局

システム事業部門

システムエンジニアリング部

計画監理部

建設情報研究所

建設副産物情報センター

ソリューション部門

積算システムセンター

事業推進部

BIM/CIM普及・推進室

地方センター

コリンズ・テクリスセンター

研究開発部

沿革

組織図



先輩職員の声

Q：今の仕事のやりがい

Q：JACICを選んだ理由

Q：これからの目標

今まで学んできたことの総動員と新しいことにトライする環境・雰囲気が
できており、毎日、大変やりがいを感じながら仕事を進めています。先輩
職員方もフォローしてくださるので、失敗を恐れず、前に進むことができ
ます。

学生の頃の研究内容と事業内容が似ている部分があり、土木×ICTといっ
た新しい取り組みに挑戦したいために、JACICへの就職を決めました。ま
た、職場の雰囲気や働き方も自分の性格に合っていると思ったため、決意
しました。

建設業界に携わる全国の企業の方々が、ICTを導入した新しい仕事の仕方
を開拓しています。良い例を反映していき、各々企業の方々が新しいこと
へチャレンジでき、若い人が建設業界に参入しやすいように支援していき
たいと思います。また、発注者の方々にも使いやすい情報システムを模索
していき、運用・管理していけるようになりたいです。

名前：藤井翔太

部署：研究開発部・BIM/CIM普及推進室

新卒採用：2020年

9:15 10:30 12:00 18:00

出社
始業/朝会
予定・進捗
状況共有 打合せ

昼食 退社

16:00

資料作成

資料作成・メール
チェックが多い

午後はメールや資料を踏まえて外部
との打合せが多い

弁当購入
外食

資料作成・
メールチェック

打合せ

ギター練習・ゲーム
ドラマ・動画視聴

前に進む
土木×ICTといった新しい取り組みに挑戦

1日のスケジュール例

13:00



Q：部署での仕事内容

Q：会社の雰囲気

Q：就活生に向けてメッセージ

JACICのサービスである『JACICクラウド』の運用です。
利用者のフォローから、新しい機能の検討を行っています。
元々私は土木出身で、情報分野に疎いのですが、この仕事を通して日々ICTに
触れることで、建設分野はICTを上手く活かせば飛躍的に成長できると感じて
います。

堅実なところは堅実。一方で部署によっては新しいことにどんどんチャレン
ジしている会社です。
世の中の流れに合わせて新しいモノを取り入れることは、場合によってはか
なりの労力になりますが、JACICでは柔軟な考え方を大切にしていると感じま
す。
職場環境の面では、天井が高くて圧迫感がないことや、隣のデスクと適度に
離れていたり、雑談ができるコミュニケーションエリアがあったり、気持ち
よく仕事ができます。
集中できる環境があることは仕事をする上でとても重要です。

JACICでは国の施策の支援を目指しています。
社会のために働くため、やりがいや達成感を感じ、誇れる仕事です。
是非一緒に日本の建設の未来を考えましょう。

名前：徳丸柊生

部署：計画監理部

キャリア採用：2019年

出社
始業/朝会

予定・進捗状況共有

資料作成 昼食
問い合わせ

対応
打ち合わせ 退社後担当者

会議

運用状況の報告
課題改善策などの議論

会議資料
マニュアル

JACICクラウドの問
い合わせ

近くのお店
キッチンカー

飲み会
筋トレ
ゴルフ

9:15 10:30 12:00 1５:00 18:0016:00

新しいモノを取り入れる
建設分野はICTを上手く活かせば

飛躍的に成長できる

1日のスケジュール例

13:00

先輩職員の声



2022/05/16

〒107-6114
東京都港区赤坂5丁目2番20号
赤坂パークビル14階

E-Mail： recruit@jacic.or.jp
電話 ： 03-3584-2404
URL ： https://www.jacic.or.jp

採用ページ

“インフォーメーション”
から

“インテリジェンス”へ
～情報の提供から知恵を創出する活動へ～

一般財団法人日本建設情報総合センター
JACIC

JACIC HP
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