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中国地方の建設現場の生産性向上に向け

「i-Construction説明会」を開催します

国土交通省中国地方整備局では、建設現場における生産性を向上させ、魅力あ

る建設現場を目指す新しい取組みであるi-Construction（｢ＩＣＴ技術の全面的

な活用｣、｢規格の標準化｣、｢施工時期の平準化｣）を進めることとしています。

この度、「ＩＣＴ技術の全面的な活用」のうち、ＩＣＴ土工に係る具体的基準

や運用について、国土交通省職員、自治体関係者、測量・設計・工事受注企業へ

の周知、並びに理解促進を目的とした説明会を開催していきます。

記

１．開催日時 平成２８年６月１３日(月) ～ 平成２８年７月７日(木)

まで、延べ１５会場で開催。

２．開催場所 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所 ５階大会議室

ほか 中国地方各県の１５会場。別紙１のとおり。

３．内 容 第１部 国土交通省職員・自治体関係者（発注者向け）

第２部 測量・設計・工事受注企業、一般者（受注者向け）
説明内容は、別紙２のとおり。

４．参加について 説明会への参加、並びに取材にあたっては、事前の参加登録
をお願いしております。

マスコミの方は、第２部の説明会にご参加下さい。
別紙３の参加申込書を６月８日（水）１７時までにＦＡＸ

にて担当者まで送信お願いいたします。

○問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 TEL（082）221-9231（代表）(平日昼間）

（i-Construction担当）

企画部 工事品質調整官 川上 隆三 （内線３１３０）
かわかみ りゆうぞう

◎企画部 技術管理課 課長補佐 畑中 稔 （内線３３１２）
はたなか みのる

(広報担当窓口)

中国地方整備局 広報広聴対策官 坂屋 政之（内線２１１７）
さか や まさゆき

中国地方整備局 企画部 環境調整官 松本 治男（内線３１１４）
まつもと はる お



国土交通省中国地方整備局  「i-Construction説明会」開催日程 別紙１

行政(発注者)向け 企業・一般向け

① 国土交通省  広島国道事務所 広島県広島市南区東雲２－１３－２８ 6月13日(月) 10:00～12:00 13:30～15:30 約100名

② 国土交通省  福山河川国道事務所 広島県福山市三吉町４－４－１３ 6月14日(火) 10:00～12:00 13:30～15:30 約60名

③ 国土交通省  岡山河川事務所 岡山県岡山市北区鹿田町２－４－３６ 6月15日(水) 10:00～12:00 13:30～15:30 約60名

④ 国土交通省 鳥取河川国道事務所 鳥取県鳥取市田園町４－４００ 6月16日(木) 13:00～15:00 15:15～17:15 約100名

⑤ 国土交通省 倉吉河川国道事務所 鳥取県倉吉市福庭町１－１８ 6月17日(金) 10:00～12:00 13:30～15:30 約30名

⑥ 国土交通省 太田川河川事務所 広島県広島市中区八丁堀３－２０ 6月21日(火) 10:00～12:00 13:30～15:30 約80名

⑦ 国土交通省  松江国道事務所 島根県松江市西津田２－６－２８ 6月23日(木) 13:00～15:00 15:15～17:15 約100名

⑧ 国土交通省  出雲河川事務所 島根県出雲市塩冶有原町５－１ 6月24日(金) 10:00～12:00 13:30～15:30 約60名

⑨ 国土交通省  三次河川国道事務所 広島県三次市十日市西６－２－１ 6月24日(金) 10:00～12:00 13:30～15:30 約60名

⑩ 国土交通省  山口河川国道事務所 山口県防府市国衛１－１０－２０ 6月27日(月) 10:00～12:00 13:30～15:30 約40名

⑪ 国土交通省 岡山国道事務所 岡山県岡山市北区富町２－１９－１２ 6月27日(月) 10:00～12:00 13:30～15:30 約80名

⑫ 国土交通省  日野川河川事務所 鳥取県米子市古豊千６７８ 6月28日(火) 13:00～15:00 15:15～17:15 約40名

⑬ 国土交通省  浜田河川国道事務所 島根県浜田市相生町３９７３ 6月28日(火) 10:00～12:00 13:30～15:30 約60名

※下記会場は、上記①～⑬までの説明会における定員超過の対応として設定

行政(発注者)向け 企業・一般向け

⑭-1 広島合同庁舎  ２号館 ７階５号会議室 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 7月5日(火) 10:00～12:00 約100名
※入館証が必要と
なります

⑭-1 広島合同庁舎  ４号館１３階９号会議室 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 7月5日(火) 13:30～15:30 約60名
※入館証が必要と
なります

⑭-2 広島合同庁舎  １号館 ５階１号会議室 広島県広島市中区上八丁堀６－３０ 7月5日(火) 10:00～12:00 13:30～15:30 約60名
※入館証が必要と
なります

⑮ 国土交通省  松江国道事務所 島根県松江市西津田２－６－２８ 7月7日(木) 10:00～12:00 13:30～15:30 約100名

【お願い事項】

※１．各会場には、駐車場がありません。公共交通手段でご参加いただくようお願いいたします。

※２．大勢の方に説明会へ参加していただきたいため、

     イ．お一人様、１回の参加でお願いします。

     ロ．企業で参加される場合は、一企業2名以内に絞っていただくようお願いします。

※３．ご都合の良い説明会場に、お申し込み下さい。参加会場につきましては、FAXでお知らせいたします。

※４．参加者は、先着順で受け付け、各会場の定員に達する場合は、⑭・⑮の参加会場で調整させていただく場合があります。申込者の方にはFAXでお知らせいたします。

※５．7月5日(火) 広島合同庁舎４号館の説明会場には、４号館への入館証が必要となりますので、事前に４号館で入館証の交付をお受け下さい。

※６．開始時間は、各会場により異なりますので、参加会場の時間をご確認下さい。

備  考

説明会場 所在地 開催日
時間

会場規模 備  考

時間
開催日 会場規模

会場
番号

説明会場 所在地



i-Consutruction説明会 開催概要 【別紙２】

１．目 的
i-Construction における「ＩＣＴ技術の全面的な活用」を進めてい

くため、ＩＣＴ土工に係る具体的基準や運用について、国土交通職員、
自治体関係者、測量・設計・工事受注企業への周知、並びに理解促進を
目的に説明会を開催するものです。

２．開催期間 平成28年6月13日(月)～平成28年7月7日(木)
延べ１５会場で開催。（会場は、別紙１）

３．開催内容（実施内容は、各会場とも共通）
１）第１部：国土交通省職員、自治体関係者など発注者を対象

①開催時間 会場毎の時間は、別紙１を参照
②説明内容

・i-Constructionの概要 約30分
・工事発注手続き、積算、監督、検査について 約60分
・測量・設計業務発注手続き、積算、監督、検査 約10分
・質疑応答 約20分 合計 約２時間

２）第２部：測量・設計業務、並びに工事受注者、一般者を対象
①開催時間 会場毎の時間は、別紙１を参照
②説明内容

・i-Constructionとは 約30分
・ICT活用工事に関する説明 約60分
・測量・設計に関する説明 約10分
・質疑応答 約20分 合計 約２時間

４．応募方法
１）参加申込みの受付 6月1日(水)～6月8日(水)17:00まで
２）説明会への参加

①参加登録：会場の都合上、事前に参加者の登録を行います。
②申し込み方法：
・ＦＡＸにて、参加申込み票(別紙３)を中国地方整備局技術管理課

あてに送付して下さい。
・先着順に受け付けを行い、申込者には会場を記した参加票をFAX

にて返信します。
・会場の定員の都合により、7月5日広島合同庁舎会場、もしくは

7月7日松江国道会場に割り振りさせていただく場合があります。
申込者には参加票をFAXにて返信します。

・事前の質問がある場合は、申込み票に添付の質問にご記入下さい。



○中国地方整備局 「i-Construction説明会」 【別紙３】

説明会 参加申込み用紙

申込 ＦＡＸ：（０８２）２２７－５２２２
平成２８年６月８日（水）１７：００までにお申し込み下さい。

平成２８年 ６月 日

国土交通省中国地方整備局

企画部 技術管理課 行

１．会社名・組織名：

２．住 所：

３．参 加 者 氏 名：

４．電 話 番 号： FAX:

５．参加日・参加会場：例)⑪6月27日、岡山国道会場

希望会場が定員となる場合、 ・ 7月5日(火) 広島合同庁舎会場へ参加希望
先着外の方を対象に会場を

6. 右の２会場に割り振ります。 ・ 7月7日(木) 松江国道会場へ参加希望
右のいずれかに「○」印を
記入して下さい。 ・ ２つの会場とも希望しない

※ 上記項目は、必ず全て記入して下さい。
【お願い事項】

・申し込みは、先着順に希望会場に割り振ります。

・先着順としており、第２希望をお聞きすることはありません。

・希望会場が、定員に達した場合は、7月5日広島合同庁舎会場、もしくは7月7日松

江国道会場へ割り振りさせていただくように考えています。

・この申し込み書によって得られた個人情報については、当該説明会準備のため以

外には使用しません。

【お問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 ： 代表 ＴＥＬ（０８２）２２１－９２３１

企画部 技術管理課 畑中（内線３３１２）、正木(内線３３１３）

■事前質問票

下記に手書きで簡潔にご記入下さい。


