
発注方式等 発注者指定型
施工者
希望Ⅰ型

施工者
希望Ⅱ型

合計 実施率 未実施

ICT土工
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
１５／１５ ４１／４５ ２４／７６ ８０／１３６ ５９％ ５６／１３６

ICT舗装
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
０／０ １０／１０ ６／１０ １６／２０ ８０％ ４／２０

平成２９年度の状況

発注方式等 発注者指定型
施工者
希望Ⅰ型

施工者
希望Ⅱ型

合計 実施率 未実施

ICT土工
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
４／４ ３６／３９ １８／９０ ５８／１３３ ４４％ ７５／１３３

ICT舗装
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
０／０ ０／０ ４／１２ ４／１２ ３３％ ８／１２

平成３０年度の状況

平成２７年度の状況

ＩＣＴ土工活用試行工事  （H27年度公告の既契約工事で実施） １５工事

中国地方整備局 ICT活用工事 実施状況について

発注方式等 発注者指定型
施工者
希望Ⅰ型

施工者
希望Ⅱ型

合計 実施率 未実施

ICT土工
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
３／３ ２４／２７ ４１／１１２ ６８／１４２ ４８％ ７４／１４２

平成２８年度の状況

発注方式等 発注者指定型
施工者
希望Ⅰ型

施工者
希望Ⅱ型

合計 実施率 未実施

ICT土工
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
２１／２１ ７２／８０ ３３／６４ １２６／１６５ ７６％ ３９／１６５

ICT舗装
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
１／１ ２／２ ２／１３ ５／１６ ３１％ １１／１６

ICT浚渫
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
０／０ ０／０ １／１ １／１ １００％ ０／０

ICT地盤改良工
実施状況

（実施件数／協議済み件数）
０／０ ０／０ ２／７ ２／７ ２９％ ５／７

令和元年度の状況

















令和元年度 ICT活用工事一覧 令和２年3月31日時点

受注者
会社名

鳥取 土工 千代川向国安堤防強化工事 吉田建設（株）

倉吉 土工 小鴨川生田地区上流護岸工事 （株）井中組
倉吉 土工 国道９号国坂地区外第２改良工事 （株）井中組
倉吉 土工 国道９号国坂地区外改良第３工事 馬野建設（株）
倉吉 土工 国道９号北条高架橋下部第８工事 （株）高野組
倉吉 土工 国道９号北条高架橋下部第９工事 （株）井木組
倉吉 土工 小鴨川第1号砂防堰堤外補強対策工事 （株）共栄組
倉吉 土工 国道９号長瀬地区外改良工事 馬野建設（株）
倉吉 土工 北条道路弓原地区外第１改良工事 （株）井中組
倉吉 土工 北条道路弓原地区外第２改良工事 （株）井中組
日野川 土工 日野川河道整備第１工事 （株）井木組
日野川 土工 日野川河道整備第２工事 美保テクノス（株）
日野川 土工 日野川外河道整備工事 イワタ建設（株）
日野川 土工 大山砂防美用砂防堰堤工事用道路工事 （株）平井組
松江国道 土工 湖陵多伎道路二部地区改良第１１工事 まるなか建設（株）
松江国道 土工 湖陵多伎道路二部地区改良第１２工事 今岡工業（株）
松江国道 土工 湖陵多伎道路久村地区改良第５工事 （株）伏光組
松江国道 土工 出雲湖陵道路知井宮地区改良第５工事 松江土建（株）
松江国道 土工 大田静間道路久手地区改良第２工事 今岡工業（株）
松江国道 土工 大田静間道路静間地区改良第７工事 大福工業（株）
松江国道 土工 静間仁摩道路五十猛地区東部改良第９工事 （株）中筋組
松江国道 土工 静間仁摩道路大国地区改良第２工事 （株）中筋組
松江国道 土工 静間仁摩道路大屋地区改良第３工事 松江土建（株）
松江国道 土工 静間仁摩道路宅野地区改良第４工事 （株）フクダ
松江国道 土工 静間仁摩道路静間地区改良第８工事 （株）都間土建
松江国道 土工 出雲湖陵道路東神西地区改良第６工事 （株）中筋組
松江国道 土工 出雲湖陵道路東神西地区改良第５工事 出雲土建（株）
松江国道 土工 出雲湖陵道路中上地区調整池工事 山陰建設工業（株）
松江国道 土工 出雲湖陵道路東神西第２高架橋下部外第４工事 カナツ技建工業（株）
松江国道 土工 出雲湖陵道路常楽寺第２高架橋下部第３工事 （株）都間土建
松江国道 土工 出雲湖陵道路三部地区改良第７工事 （株）トガノ建設
松江国道 土工 出雲湖陵道路三部地区改良第８工事 出雲土建（株）
松江国道 土工 大田静間道路長久地区改良第２工事 （株）フクダ
松江国道 土工 大田静間道路長久地区改良第３工事 カナツ技建工業（株）
松江国道 土工 大田静間道路鳥井地区改良第５工事 カナツ技建工業（株）
松江国道 土工 湖陵多伎道路久村地区改良第１２工事 （株）都間土建
松江国道 土工 静間仁摩道路五十猛地区西部改良第３工事 まるなか建設（株）

松江国道 土工 湖陵多伎道路二部地区改良第１６工事 出雲土建（株）

事務所 工種 工事件名
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令和元年度 ICT活用工事一覧 令和２年3月31日時点

受注者
会社名

松江国道 土工 大田静間道路久手地区改良第４工事 大福工業（株）

松江国道 土工 大田静間道路久手地区改良第３工事 まるなか建設（株）
松江国道 土工 大田静間道路鳥井地区改良第４工事 （株）中筋組
松江国道 土工 大田静間道路静間地区改良第９工事 出雲土建（株）
松江国道 土工 大田静間道路垂水高架橋下部外工事 大福工業（株）
松江国道 土工 静間仁摩道路五十猛地区東部改良第８工事 （株）中筋組
松江国道 土工 湖陵多伎道路二部地区改良第１７工事 出雲土建（株）
松江国道 土工 湖陵多伎道路二部地区改良第１３工事 （株）フクダ
松江国道 土工 湖陵多伎道路久村地区改良第１１工事 今岡工業（株）
松江国道 土工 大田静間道路長久地区改良第４工事 松江土建（株）
松江国道 土工 出雲湖陵道路知井宮改良工事 大福工業（株）
松江国道 舗装工 静間仁摩道路五十猛地区東部改良第９工事 （株）中筋組
出雲 土工 大橋川朝酌矢田地区護岸整備工事 カナツ技建工業（株）
出雲 浚渫工(河川) 大橋川上流部河道整備外工事 まるなか建設（株）
浜田 土工 江の川川平地区築堤外工事 （株）原工務所
浜田 土工 三隅・益田道路岡見ＩＣ改良第５工事 大畑建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路岡見ＩＣ改良第６工事 大畑建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路津田地区改良第２工事 （株）毛利組
浜田 土工 三隅・益田道路遠田ＩＣ改良工事 宮田建設工業（株）
浜田 土工 三隅・益田道路鎌手地区改良第３工事 高橋建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路三保地区改良第２工事 大畑建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路古市場地区改良外第３工事 大畑建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路岡見地区改良外工事 宮田建設工業（株）
浜田 土工 三隅・益田道路岡見ＩＣ改良第７工事 今井産業（株）
浜田 土工 三隅・益田道路大浜地区改良外工事 大畑建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路鎌手地区改良第２工事 （株）野村組
浜田 土工 江の川川平地区築堤護岸工事 今井産業（株）
浜田 土工 江の川千金地区掘削工事 江津土建（株）
浜田 土工 高津川高津地区河床整備工事 大畑建設（株）
浜田 土工 高津川河成地区河床整備工事 高橋建設（株）
浜田 土工 高津川河成地区河床整備第２工事 大畑建設（株）
浜田 土工 三隅・益田道路岡見トンネル工事 （株）奥村組
浜田 土工 三隅・益田道路土田地区改良第５工事 （株）野村組

浜田 土工 三隅・益田道路木部地区改良第３工事 祥洋建設（株）

事務所 工種 工事件名
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令和元年度 ICT活用工事一覧 令和２年3月31日時点

受注者
会社名

岡山河川 土工 旭川玉柏河道整備外工事 （株）大森工務店

岡山河川 土工 旭川修繕工事 （株）奥野組
岡山河川 土工 旭川平井高潮耐震工事 大森建設工業（株）
岡山河川 土工 旭川出石堤防工事 （株）奥野組
岡山河川 土工 吉井川西幸西高潮堤防工事 栄光テクノ（株）
岡山河川 土工 吉井川千躰河道整備工事 （株）笹山工業
岡山河川 土工 吉井川田原河道整備外工事 （株）笹山工業
岡山河川 土工 吉井川田原河道整備外その２工事 蜂谷工業（株）
岡山河川 土工 高梁川秦河道整備外工事 蜂谷工業（株）
岡山河川 土工 高梁川清音河道整備外工事 天野産業（株）
岡山河川 土工 高梁川酒津河道整備外その２工事 （株）大都建設
岡山河川 土工 高梁川酒津河道整備外その３工事 （株）カザケン
岡山河川 土工 吉井川田原堤防補強工事 中村建設（株）
岡山河川 土工 高梁川秦河道整備その２工事 蜂谷工業（株）
岡山河川 土工 高梁川川辺堤防強化工事 三宅建設（株）
岡山河川 土工 吉井川九蟠堤防強化工事 （株）ナイカイアーキット
岡山国道 土工 玉島笠岡道路六条院西地区第４改良工事 （株）三幸工務店
岡山国道 土工 玉島笠岡道路六条院西地区第５改良工事 （株）三幸工務店
岡山国道 土工 笠岡バイパスカブト南地区第８改良工事 天野産業（株）
岡山国道 土工 笠岡バイパスカブト南地区第７改良工事 天野産業（株）
岡山国道 土工 玉島笠岡道路西大島新田橋梁下部その２工事 （株）荒木組
岡山国道 土工 玉島笠岡道路里庄地区第４改良工事 （株）三幸工務店
岡山国道 土工 津山南道路平福地区第３改良工事 中国防災工業（株）
岡山国道 土工 玉島笠岡道路六条院中地区第３改良工事 蜂谷工業（株）

岡山国道 土工 玉島笠岡道路西大島地区改良工事 （株）荒木組

岡山国道 地盤改良工 岡山環状南道路東畦地区第９改良工事 （株）荒木組
岡山国道 地盤改良工 岡山環状南道路東畦地区第１０改良工事 中村建設（株）

小田川 土工 小田川付替え南山掘削他工事 小田川付替え南山掘削他工事鹿島・大
本・荒木特定建設工事共同企業体

小田川 土工 小田川付替締切堤上流部盛土工事 （株）カザケン
小田川 土工 小田川災害復旧（河道整備外）その２工事 （株）アートコーポレーション
福山 土工 木原道路内畠外第2改良工事 山陽建設（株）
三次 土工 鍵掛峠道路小坪地区第２改良工事 （株）角栄組
三次 土工 江の川片山地区下流築堤外工事 （株）加藤組
三次 土工 江の川上流三次管内掘削外工事 （株）加藤組
三次 土工 江の川上流吉田管内掘削外工事 宮川興業（株）
三次 土工 尾道松江線金田地区外防災工事 （株）加藤組

三次 舗装工 尾道・松江自動車道川尻舗装工事 松尾建設（株）

事務所 工種 工事件名
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令和元年度 ICT活用工事一覧 令和２年3月31日時点

受注者
会社名

三次 舗装工 国道５４号常友地区舗装工事 （株）加藤組

三次 舗装工 国道５４号可愛地区舗装工事 フジタ道路（株）
太田川 土工 太田川八木地区河道掘削工事 山陽工業（株）
太田川 土工 根谷川可部東地区河道掘削工事 沼田建設（株）
太田川 土工 根谷川可部地区護岸外工事 山陽工業（株）
西部砂防 土工 広島西部山系下細野砂防堰堤外工事 若松建設（株）
広島国道 土工 国道２号簡易パーキング西条（仮称）造成工事 肥海建設（株）
広島国道 土工 安芸バイパス八本松ＩＣ第３改良工事 （株）砂原組
広島国道 土工 東広島バイパス瀬野西ＩＣ第２改良工事 （株）鴻治組
広島国道 土工 東広島・呉道路阿賀地区第８改良工事 （株）増岡組
広島国道 土工 安芸バイパス上瀬野地区第２構造物工事 山陽工業（株）
広島国道 舗装工 可部バイパス可部地区第２舗装工事 フジタ道路（株）
山口 土工 富海拡幅戸田山地区第３改良工事 洋林建設（株）
山口 土工 富海拡幅石原地区改良工事 シマダ（株）

山口 土工 佐波川畑地区河道掘削工事 成長建設（株）
山口 土工 佐波川河道掘削他維持工事 （株）井原組
山口 土工 佐波川畑地区外河道整備工事 洋林建設（株）
山口 土工 富海拡幅椿峠第３改良工事 洋林建設（株）
山口 土工 岩国大竹道路室の木アクセス第２改良工事 日立建設（株）
山口 土工 岩国大竹道路室の木アクセス第３改良工事 （株）ミヤベ
山陰西部 土工 木与防災宇田地区第1改良工事 （株）技工団
山陰西部 土工 木与防災宇田地区第２改良工事 大栄建設（株）
山陰西部 土工 木与防災木与地区第１改良工事 澤田建設（株）
山陰西部 土工 俵山・豊田道路上八道地区第１改良工事 井森工業（株）

山陰西部 土工 俵山・豊田道路金道地区第１改良工事 シマダ（株）

事務所 工種 工事件名
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