第５回 中国地方 建設現場の生産性向上研究会
日時：令和４年２月

８日（火）15：00〜16：30

場所：web

議 事 次 第
１．開会
２．挨拶

中国地方整備局

企画部長

３．中国地方生産性向上研究会規則 改正
４．議題
１）報告事項
（１）令和３年度中国地方のインフラＤＸの取り組み状況報告
２）意見交換
（１）中国地方整備局インフラＤＸ推進の方針及び内容について
（２）中国地方整備局 i-Construction の取り組みについて
・未経験企業への ICT 活用拡大の取り組み
・BIM/CIM 活用拡大の取り組み
５．今後の予定
６．閉

会

【規則新旧対比】中国地方生産性向上研究会

国 土 交 通 省

資料−１

中国地方整備局

（旧）

（新）

中国地方 建設現場の生産性向上研究会規則

中国地方生産性向上研究会規則（改正案）

（目的・設置）
第１条 今後、我が国において生産年齢人口が減少することが予想されている
中、建設分野において、生産性向上は避けられない課題である。
そのため、国土交通省において、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としてi-Construction を進めることとして
いる。i-Construction によって、建設現場における一人一人の生産性を向上
させ、企業の経営環境を改善し、建設現場に携わる人の賃金の水準の向上
を図るとともに安全性の確保が推進される。
これを受け中国地方において i-Constructionの取組を具体的に進めるた
め、ICTの全面的な活用について検討する「中国地方 建設現場の生産性向
上研究会」（以下「研究会」という）を設置する。

（目的・設置）
第１条 今後、我が国において生産年齢人口が減少することが予想されている
中、建設分野において、生産性向上は避けられない課題である。
そのため、国土交通省において、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としてi-Construction を進めてきたが、
新型コロナウイルス感染症発生を契機に、公共工事の現場においてデジタ
ル技術を活用した、非接触・リモート型の働き方に転換するなど、新たな働き
方構造の構築を加速させることが求められている。
これを受け中国地方においてデータとデジタル技術を活用し、社会経済状
況の変化に対応した社会資本整備や公共サービスを提供するとともに、建設
現場の生産性向上を図るインフラDXの取組について意見交換を行う「中国
地方生産性向上研究会」（以下「研究会」という）を設置する。

（所掌事務）
第２条 本研究会は、次に揚げる事務をつかさどる。
一 i-ConstructionのうちICTの全面的な活用について研究する。研究にあ
たっては、①測量、②設計、③施工、④検査等の各段階についての検討。
二 前号に揚げるもののほか、研究会の目的を達成するために必要な事務。

（所掌事務）
第２条 本研究会は、次に揚げる事務をつかさどる。
一 データとデジタル技術を活用した社会資本整備や公共サービスの提供
及び建設現場の生産性向上を図るインフラDX の取り組みについての意
見交換。
二 前号に揚げるもののほか、研究会の目的を達成するために必要な事務。

（組織）
第３条 本研究会の委員は、別紙１に揚げる者をもって充てる。但し、必要があ
る場合、追加して委嘱することができる。
２ 委員長は、学識経験者をもって充てる。
３ 委員長は、会務を総括し、研究会を代表する。
４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
５ 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその
職務を代理する。
６ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

（組織）
第３条 本研究会の委員は、別紙１に揚げる者をもって充てる。但し、必要があ
る場合、追加して委嘱することができる。
２ 委員長は、学識経験者をもって充てる。
３ 委員長は、会務を総括し、研究会を代表する。
４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
５ 委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代理する。
６ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

(研究会)
第４条 本研究会は、必要に応じて委員長が招集し開催する。

(研究会)
第４条 本研究会は、必要に応じて委員長が招集し開催する。

(ワーキンググループ)
第５条 研究会における推進体制として、ワーキンググループ（別紙２）を設置す
る。

(ワーキンググループ)
第５条 研究会にワーキンググループ（別紙２）を設置する。
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【規則新旧対比】中国地方生産性向上研究会
（旧）

中国地方整備局

（新）
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【規則新旧対比】中国地方生産性向上研究会

中国地方整備局

（旧）

（新）
別紙１（研究会）

別紙１（研究会）
組織名

所属

役職等

備考

広島大学大学院

工学研究院社会環境空間部門

教授 河原能久

委員長

中国地方整備局

企画部

企画部長

委 員

組織名

所属

備考
委員長

技術調整管理官

技術調整管理官

委 員

技術開発調整官

技術開発調整官

河川部

河川情報管理官

建設情報・施工高度化
技術調整官

道路部

道路情報管理官

港湾空港部

事業計画官

河川部

河川情報管理官

太田川河川事務所

事務所長

道路部

道路情報管理官

広島国道事務所

事務所長

港湾空港部

事業計画官

中国技術事務所

事務所長

太田川河川事務所

事務所長

広島港湾・空港整備事務所

事務所長

広島国道事務所

事務所長

中国技術事務所

事務所長

広島港湾・空港整備事務所

事務所長

広島港湾空港技術調査事務所

事務所長

広島港湾空港技術調査事務所

事務所長

中国地方測量部

次長

鳥取県

県土整備部

技術企画課長

工学研究院 社会環境空間部
企画部

役職等
教授 半井 健一郎
企画部長

国土地理院

広島大学大学院
中国地方整備局

工事品質調整官

国土技術政策総合研究所

社会資本マネジメント研究センター

建設マネジメント研究官

国土地理院

中国地方測量部

次長

島根県

土木部

技術管理課長

岡山県

土木部

技術管理課長

鳥取県

県土整備部

参事監兼技術企画課長

広島県

土木建築局

技術企画課長

島根県

土木部

技術管理課長

山口県

土木建築部

技術管理課長

岡山県

土木部

技術管理課長

岡山市

財政局

監理検査課長

広島県

土木建築局

建設ＤＸ担当課長

広島市

都市整備局

技術管理課長

山口県

土木建築部

技術管理課長

西日本高速道路株式会社

中国支社

技術管理担当課長

岡山市

財政局

監理検査課長

(一社)日本建設業連合会

中国支部

支部長

広島市

都市整備局

技術管理課長

建設業協会

中国ブロック協議会

会長

西日本高速道路株式会社

中国支社

技術管理担当課長

(一社)日本建設業連合会

中国支部

支部長

建設業協会

中国ブロック協議会

会長

(一社) 鳥取県建設業協会

会長

(一社) 島根県建設業協会

会長

(一社) 岡山県建設業協会

会長

(一社) 広島県建設工業協会

(一社) 鳥取県建設業協会

会長

(一社) 島根県建設業協会

会長

会長

(一社) 岡山県建設業協会

会長

(一社) 山口県建設業協会

会長

(一社) 広島県建設工業協会

会長

(一社)建設産業専門団体 中国地区連合会

会長

(一社) 山口県建設業協会

会長

(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会

中国支部

支部長

(一社)建設産業専門団体 中国地区連合会

(一社)日本橋梁建設協会

中国事務所

事務所長

(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会

中国支部

支部長

(一社)日本道路建設業協会

中国支部

支部長

(一社)日本橋梁建設協会

中国事務所

事務所長

(一社)全国測量設計業協会連合会

中国地区協議会

会長

(一社)日本道路建設業協会

中国支部

支部長

(一社)建設コンサルタンツ協会

中国支部

支部長

(一社)全国測量設計業協会連合会

中国地区協議会

会長

(一社)建設コンサルタンツ協会

中国支部

支部長

(一社)全国地質調査業協会連合会

中国地質調査業協会

理事長

(一社)日本建設機械施工協会

中国支部

支部長

(一社)全国地質調査業協会連合会

中国地質調査業協会

理事長

(一社)日本建設機械施工協会

中国支部

支部長

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

会長

会長

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

会長

(一社)日本埋立浚渫協会

中国支部

支部長

(一社)日本埋立浚渫協会

中国支部

支部長

(一社)日本建設機械レンタル協会

中国支部

支部長

(一社)日本建設機械レンタル協会

中国支部

支部長

(一財) 日本建設情報総合センター

中国地方センター

センター長

(一財) 日本建設情報総合センター

中国地方センター

センター長

中国地方整備局

企画部

技術管理課

中国地方整備局

企画部

技術管理課
施工企画課

施工企画課

副委員長

事務局

事務局
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【規則新旧対比】中国地方生産性向上研究会

中国地方整備局

（旧）

（新）
別紙２（ワーキンググループ）

別紙２（ワーキンググループ）
測量・設計ＷＧ

測量・設計ＷＧ

施工・検査ＷＧ

施工・検査ＷＧ

部会長

企画部 工事品質調整官

企画部 機械施工管理官

部会長

企画部 工事品質調整官

会員

企画部 機械施工管理官

企画部 工事品質調整官

会員

企画部 建設情報・施工高度化技術調整官

企画部 工事品質調整官

企画部 総括技術検査官

企画部 総括技術検査官

企画部 総括技術検査官

企画部 総括技術検査官

国土地理院 中国地方測量部

測量課長

技術管理課長

国土技術政策総合研究所

国土技術政策総合研究所

施工企画課長

国土地理院 中国地方測量部 測量課長

企画部 技術管理課長

企画部 技術管理課長

企画部

企画部 施工企画課長

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

企画部 技術管理課長

企画部 施工企画課長

太田川河川事務所 副所長

企画部 施工企画課長

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

広島国道事務所

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

太田川河川事務所 副所長

太田川河川事務所 副所長

広島国道事務所 副所長

広島国道事務所

副所長

中国技術事務所 副所長

中国技術事務所

副所長

広島港湾・空港整備事務所

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長
太田川河川事務所 副所長

副所長

広島国道事務所 副所長

中国技術事務所

中国技術事務所 副所長

広島港湾・空港整備事務所

広島港湾・空港整備事務所 副所長
広島港湾空港技術調査事務所 副所長
鳥取県 県土整備部

技術企画課

島根県 土木部 技術管理課

副所長

広島港湾空港技術調査事務所
鳥取県

副所長
副所長

県土整備部 技術企画課

島根県

土木部

技術管理課

岡山県

土木部

技術管理課

岡山県 土木部 技術管理課

広島県

土木建築局 技術企画課

広島県 土木建築局

技術企画課

山口県

土木建築部 技術管理課

山口県 土木建築部

技術管理課

岡山市

財政局

岡山市 財政局 監査検査課

広島市

都市整備局 技術管理課

広島市 都市整備局

西日本高速道路株式会社 中国支社

技術管理課

西日本高速道路株式会社

中国支社

(一社)プレストレスト・コンクリート
建設業協会 中国支部
(一社)日本橋梁建設協会 中国事務所
(一社)全国測量設計業協会連合会
中国地区協議会

監査検査課

(一社)日本建設業連合会 中国支部

広島港湾・空港整備事務所 副所長

広島港湾空港技術調査事務所

広島港湾空港技術調査事務所

鳥取県 県土整備部

副所長

島根県 土木部 技術管理課

島根県 土木部

技術管理課

岡山県 土木部 技術管理課

岡山県 土木部

技術管理課

広島県 土木建築局

技術企画課

山口県 土木建築部

技術管理課

山口県 土木建築部 技術管理課

岡山市 財政局 監査検査課

岡山市 財政局

広島市 都市整備局

監査検査課

西日本高速道路株式会社 中国支社

西日本高速道路株式会社 中国支社

(一社)日本建設業連合会 中国支部

(一社)日本橋梁建設協会 中国事務所
(一社)全国測量設計業協会連合会

(一社)日本道路建設業協会 中国支部

(一社)建設コンサルタンツ協会 中国支部

中国地質調査業協会

(一社)日本建設機械施工協会 中国支部

(一社)建設コンサルタンツ協会 中国支部
(一社)全国地質調査業協会連合会

(一社)日本埋立浚渫協会 中国支部

中国地質調査業協会

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会
(一社)日本建設業連合会 中国支部

(一社)建設コンサルタンツ協会 中国支部

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

(一社)プレストレスト・コンクリート
(一社)日本建設業連合会 中国支部

建設業協会 中国支部

技術管理課

広島市 都市整備局 技術管理課

建設業協会 中国支部

(一社)建設産業専門団体 地区連合会

副所長

広島県 土木建築局 技術企画課

(一社)プレストレスト・コンクリート

建設業協会 中国ブロック協議会

副所長

技術企画課

鳥取県 県土整備部 技術企画課

中国地区協議会

(一社)全国地質調査業協会連合会

事務局

企画部

企画部 建設情報・施工高度化技術調整官

建設業協会 中国ブロック協議会
(一社)建設産業専門団体 地区連合会
(一社)日本道路建設業協会 中国支部
(一社)日本建設機械施工協会 中国支部
(一社)日本埋立浚渫協会 中国支部
(一社)建設コンサルタンツ協会 中国支部
(一社)プレストレスト・コンクリート
建設業協会 中国支部

(一社)建設業協会 中国ブロック協議会

(一社)日本橋梁建設協会 中国事務所

(一社)建設業協会 中国ブロック協議会

(一社)日本橋梁建設協会 中国事務所

(一社)日本道路建設業協会 中国支部

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

(一社)日本道路建設業協会 中国支部

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

(一社)日本埋立浚渫協会

(一社)日本建設機械レンタル協会

(一社)日本埋立浚渫協会 中国支部

(一社)日本建設機械レンタル協会

(一財) 日本建設情報総合センター

(一財) 日本建設情報総合センター

(一財) 日本建設情報総合センター

(一財) 日本建設情報総合センター

中国地方センター

中国地方センター

中国地方センター

中国地方センター

○企画部 技術管理課

○企画部 施工企画課

○企画部 技術管理課

○企画部 施工企画課

中国支部

企画部 技術管理課

事務局

企画部 技術管理課

資料−２
中国地方生産性向上研究会規則（改正案）
（目的・設置）
第１条 今後、我が国において生産年齢人口が減少することが予想されている
中、建設分野において、生産性向上は避けられない課題である。
そのため、国土交通省において、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として i-Construction を進めてきたが、
新型コロナウイルス感染症発生を契機に、公共工事の現場においてデジタル
技術を活用した、非接触・リモート型の働き方に転換するなど、新たな働き
方構造の構築を加速させることが求められている。
これを受け中国地方においてデータとデジタル技術を活用し、社会経済状
況の変化に対応した社会資本整備や公共サービスを提供するとともに、建設
現場の生産性向上を図るインフラ DX の取組について意見交換を行う「中国地
方生産性向上研究会」
（以下「研究会」という）を設置する。
（所掌事務）
第２条 本研究会は、次に揚げる事務をつかさどる。
一 データとデジタル技術を活用した社会資本整備や公共サービスの提供
及び建設現場の生産性向上を図るインフラ DX の取り組みについての
意見交換。
二 前号に揚げるもののほか、研究会の目的を達成するために必要な事務。
（組織）
第３条 本研究会の委員は、別紙１に揚げる者をもって充てる。但し、必要が
ある場合、追加して委嘱することができる。
２ 委員長は、学識経験者をもって充てる。
３ 委員長は、会務を総括し、研究会を代表する。
４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
５ 委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代理する。
６ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
(研究会)
第４条 本研究会は、必要に応じて委員長が招集し開催する。
(ワーキンググループ)
第５条 研究会にワーキンググループ（別紙２）を設置する。

(各県 i-Construction 推進連絡会)
第６条 各県における推進体制として、各県 i-Construction 推進連絡会（別紙
３）を設置する。
中国地方
生産性向上研究会
※事務局 ○技術管理課
施工企画課

測量・設計ＷＧ
※事務局 ○技術管理課

施工・検査ＷＧ

各県 i-Construction 推進連絡会

※事務局 ○施工企画課

※事務局 ○直轄事務所担当課

技術管理課

○５県２市担当課
○：主務事務局

図−１ 体制図
附 則
この規則は、平成２８年３月２２日から施行する。
この規則は、平成２９年２月１７日から施行する。
この規則は、平成３０年２月１３日から施行する。
この規則は、平成３１年２月２７日から施行する。
この規則は、令和 ４年 月
日から施行する。

別紙１（研究会）
組織名
広島大学大学院
中国地方整備局

所属
工学研究院 社会環境空間部
企画部

役職等

備考

教授 半井 健一郎
企画部長

副委員長

委員長

技術調整管理官

委

員

技術開発調整官
建設情報・施工高度化
技術調整官

工事品質調整官
河川部

河川情報管理官

道路部

道路情報管理官

港湾空港部

事業計画官

太田川河川事務所

事務所長

広島国道事務所

事務所長

中国技術事務所

事務所長

広島港湾・空港整備事務所

事務所長

広島港湾空港技術調査事務所

事務所長

国土技術政策総合研究所

社会資本マネジメント研究センター

建設マネジメント研究官

国土地理院

中国地方測量部

次長

鳥取県

県土整備部

参事監兼技術企画課長

島根県

土木部

技術管理課長

岡山県

土木部

技術管理課長

広島県

土木建築局

建設ＤＸ担当課長

山口県

土木建築部

技術管理課長

岡山市

財政局

監理検査課長

広島市

都市整備局

技術管理課長

西日本高速道路株式会社

中国支社

技術管理担当課長

(一社)日本建設業連合会

中国支部

支部長

建設業協会

中国ブロック協議会

会長

(一社) 鳥取県建設業協会

会長

(一社) 島根県建設業協会

会長

(一社) 岡山県建設業協会

会長

(一社) 広島県建設工業協会

会長

(一社) 山口県建設業協会

会長

(一社)建設産業専門団体 中国地区連合会

会長

(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会

中国支部

支部長

(一社)日本橋梁建設協会

中国事務所

事務所長

(一社)日本道路建設業協会

中国支部

支部長

(一社)全国測量設計業協会連合会

中国地区協議会

会長

(一社)建設コンサルタンツ協会

中国支部

支部長

(一社)全国地質調査業協会連合会

中国地質調査業協会

理事長

(一社)日本建設機械施工協会

中国支部

支部長

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

会長

(一社)日本埋立浚渫協会

中国支部

支部長

(一社)日本建設機械レンタル協会

中国支部

支部長

(一財) 日本建設情報総合センター

中国地方センター

センター長

中国地方整備局

企画部

技術管理課
施工企画課

事務局

別紙２（ワーキンググループ）
測量・設計ＷＧ

施工・検査ＷＧ

部会長

企画部 工事品質調整官

企画部 建設情報・施工高度化技術調整官

会員

企画部 建設情報・施工高度化技術調整官

企画部 工事品質調整官

企画部 総括技術検査官

企画部 総括技術検査官

国土技術政策総合研究所

国土技術政策総合研究所

国土地理院 中国地方測量部

測量課長

企画部

技術管理課長

企画部 技術管理課長

企画部

施工企画課長

企画部 施工企画課長

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

太田川河川事務所 副所長

太田川河川事務所 副所長

広島国道事務所

副所長

広島国道事務所 副所長

中国技術事務所

副所長

中国技術事務所 副所長

広島港湾・空港整備事務所

広島港湾・空港整備事務所 副所長

広島港湾空港技術調査事務所

広島港湾空港技術調査事務所

鳥取県

県土整備部

鳥取県 県土整備部 技術企画課

島根県

土木部

技術管理課

島根県 土木部 技術管理課

岡山県

土木部

技術管理課

岡山県 土木部 技術管理課

広島県

土木建築局

技術企画課

広島県 土木建築局 技術企画課

山口県

土木建築部

技術管理課

山口県 土木建築部 技術管理課

岡山市

財政局

岡山市 財政局 監査検査課

広島市

都市整備局

広島市 都市整備局 技術管理課

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社 中国支社

(一社)日本建設業連合会 中国支部

副所長

(一社)プレストレスト・コンクリート
建設業協会 中国支部
(一社)日本橋梁建設協会 中国事務所
(一社)全国測量設計業協会連合会
中国地区協議会
(一社)建設コンサルタンツ協会 中国支部
(一社)全国地質調査業協会連合会
中国地質調査業協会
(一社)港湾技術コンサルタンツ協会
(一社)日本建設業連合会 中国支部

事務局

副所長
副所長

技術企画課

監査検査課
技術管理課
中国支社

建設業協会 中国ブロック協議会
(一社)建設産業専門団体 地区連合会
(一社)日本道路建設業協会 中国支部
(一社)日本建設機械施工協会 中国支部
(一社)日本埋立浚渫協会 中国支部
(一社)建設コンサルタンツ協会 中国支部
(一社)プレストレスト・コンクリート
建設業協会 中国支部

(一社)建設業協会 中国ブロック協議会

(一社)日本橋梁建設協会 中国事務所

(一社)日本道路建設業協会 中国支部

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

(一社)日本埋立浚渫協会 中国支部

(一社)日本建設機械レンタル協会

(一財) 日本建設情報総合センター

(一財) 日本建設情報総合センター

中国地方センター

中国地方センター

○企画部 技術管理課

○企画部 施工企画課
企画部 技術管理課
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DX

DX
DX

i-Construction

ICT
R6

ICT

BIM/CIM
BIM/CIM
WEB

DX

DX
DX

中国地方整備局 インフラＤＸ推進体制
中国地方整備局インフラＤＸ推進本部

中国地方整備局ＷＬＢ推進本部

〔本部長〕 局長
〔副本部長〕 副局長（２）
〔委 員〕 総務部長、企画部長、建政部長、河川部長、道路部長、港湾空港部長、
営繕部長、用地部長、統括防災官

〔本部長〕 局長
〔副本部長〕 副局長（２）
〔委 員〕 総務部長、企画部長、建政部長、河川部長、
道路部長、港湾空港部長、営繕部長、
用地部長、統括防災官
＜総務＞

ＷＬＢ幹事会

中国地方生産性
向上研究会

中国地方整備局インフラＤＸ推進本部・幹事会

（既存） ＜総務＞
総括調整官
企画調整官他

＜DX推進室＞

＜DX推進室＞
〔幹事長〕 企画部長
・測量設計ＷＧ
〔幹 事〕 総括調整官、企画調整官、技術調整管理官、技術開発調整官等、
連携
・施工、検査ＷＧ
総務部・建政部・河川部・道路部・港湾空港部・営繕部・用地部・
〔学識者、地整、国総研、
統括防災官室の官クラス、中技所長
＜DX推進室＞
県、業界〕

連携

【個別】

【共通】

BIM/CIM推進G
＜企画＞

河川G
GL：河川情報管理官

＜道路＞

道路G
GL：道路調査官

＜営繕＞

営繕G
GL：営繕品質管理官

＜防災＞

防災G
GL：総括防災調整官

GL：技術開発調整官

ICT推進G
＜企画＞

＜河川＞

GL：技術調整管理官

入契・積算関係等
事業分野のうち共通項目
・

連携

＜港湾＞

【基盤】

情報通信分野G
＜企画＞

GL：防災情報調整官

建設機械分野G
GL：ＤＸ官

＜企画＞

港湾G
GL：事業計画官

今後、総務・建政・用地Gを追加

事務所

人材育成・広報

連携

事務所

・
・

事務所

中国地方生産性向上研究会

資料−５
報道機関配布用

「ＩＣＴ」
〜ＩＣＴ普及拡大〜
2022年 2月 8日

中国地方整備局 企画部
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Chugoku Regional Deveropment Bereau

i-Construction 位置づけと目標
○平成28年9月12日の未来投資会議において、安倍総理から第４次産業革命による『建設現場の生産性革命』に向け、
「未来投資戦略」に位置づけ、 建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す方針が示された
○この目標に向け、３年以内に、橋やトンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測量にドローン等を投入し、施工、検査
に至る建設プロセス全体を３次元データでつなぐなど、新たな建設手法を導入
○これらの取組によって従来の３Ｋのイメージを払拭して、多様な人材を呼び込むことで人手不足も解消し、
全国の建設現場を新３Ｋ（給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる）の魅力ある現場に劇的に改善

【生産性向上イメージ】

平成28年9月12日未来投資会議の様子

ICTの土工への活用イメージ（ICT土工）

1

トップランナー施策としてＨ２８〜建設生産プロセスにＩＣＴを導入

2

担い手３法（Ｒ１改訂）に「生産性向上」が受発注者の責務
平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

新たな課題・引き続き取り組むべき課題
相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

建設業法・入契法の改正

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

○工期の適正化

・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化
のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化

・監理技術者：補佐する者(技士補)
を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請)：一定の要件を
満たす場合は配置不要

○現場の処遇改善

・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

cv
働き方改革の推進
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

○受注者（下請含む）の責務

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

〜建設工事や建設業に関する具体的なルール〜

令和元年6月5日成立公布日（6月12日）から１年６ヶ以内施行（目標令和２年10月頃）

○発注者の責務

担い手３法施行(H26)後５年間の成果

生産性向上
への取組
○発注者･受注者の責務

・情報通信技術の活用等による
生産性向上

＜政府提出法案＞

○災害時における建設業者団体
の責務の追加
・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保

・経営管理責任者に関する規制を
合理化
・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備

災害時の緊急対応強化

持続可能な事業環境の確保
○発注者の責務

・緊急性に応じた随意契約･指名競
争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格
への反映や、見積り徴収の活用

○調査･設計の品質確保

・「公共工事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

・適正な請負代金･工期での下請契約締結

品確法の改正

〜公共工事の発注者･受注者の基本的な責務〜 ＜議員立法※＞

令和元年6月14日公布、同日に施行

3

※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法

時間外労働時間の規制 24（令和6）年度〜建設業へ適用
見直しの内容「働き方改革関連法」（平成３０年６月成立）

現行規制

≪同左≫

≪労働基準法で法定≫
原則

（１） １日８時間・１週間 ４０時間

罰則：雇用主に
６か月以下の懲役

（２） ３６協定を結んだ場合、協定で定めた
時間まで時間外労働可能

又は

３０万円以下の罰金

（３） 災害その他、避けることができない
事由により臨時の必要がある場合に
は、労働時間の延長が可能（労基法３３条）
≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫
３６協定
の限度 （１） ・原則、月

４５時間

かつ

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫
（１）・原則、月

４５時間

かつ

年 ３６０時間

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
① 年 ７２０時間（月平均６０時間）
・ ただし、臨時的で特別な事情がある
② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する
場合、 延長に上限なし （年６か
場合にも上回ることの出来ない上限を設定
月まで）（特別条項）
ａ.２〜６ヶ月の平均でいずれも ８０時間以内
（休日出勤を含む）
ｂ.単月 １００時間未満（休日出勤を含む）
（２）・建設の事業は、（１）の適用を除外
ｃ.原則（月 ４５時間）を上回る月は年６回を上限
（２）建設業の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用
・施行後５年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興
については、上記（１）②ａ.ｂ.は適用しない（※）が、将来的には一
般則の適用を目指す。

年 ３６０時間

※労基法３３条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の
場合でも臨時の必要性がない場合は対象とならない

※ 発注者を含めた関係者で構成する協議会の設置など長時間労働是正に向けた必要な環境整備を推進
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2021年度 中国地方整備局 i-Construction推進計画
■ 中国地方整備局としてi-Constructionを推進する目的
背景

【災害の応急対応】

○建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の『担い手』であると同時に､地域経済・雇用を支
え､災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う『地域の守り手』として、国民生活や社
会経済を支える大きな役割を担う。
○建設業界は様々な課題を直面している。
建設現場特性による課題

構造的な課題

■一品受注生産、現場屋外生産、労働集約型
生産」であり、生産性が低い。

■建設投資の減少や競争の激化等により、建設
企業の経営を取り巻く環境の悪化

■生産性の低さから労働時間、給与面へ影響

■現場の技能労働者、若手入職者の減少

課題への対処
情報通信技術を活用し、生産性、効率性を向上

働き方改革の推進

【ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽの必要性】

魅力ある建設現場創出

i-Constructionを推進し一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善し、建設現場に
携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場(新３K）を目指す。

■ 2021年度の中国地方整備局i-Construction推進計画策定

出典：株式会社建設シｼｽﾃﾑWEBｻｲﾄ

○ 中国地方整備局では、ＩＣＴ施工、BIM/CIM活用などの『生産性向上』、週休二日制、ウィークリースタンスなど
の『働き方改革』の２つの柱を設け、2019年より重点的に取り組んでいる。
・過去の取り組み状況を踏まえ、建設生産プロセス全般にわたる不断の見直しを進める。
■ICT活用工事の裾野拡大
■人材育成推進（i-Con研修導入など）
■３次元データの有効的な利活用検討

■時間の創出（WEB会議、遠隔臨場）
■平準化
■ウィークリスタンスの徹底

➣ 生産性向上として、建設生産プロセス全体の更なる効率化に係る６つの項目
➣ 働き方改革として、工事・業務の効率的な実施に係る５つの項目

『２つの柱と１１の取り組み』を重点的に取り組み、魅力ある建設産業へ
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202１年度 i-Construction推進計画 取組項目
○特に重点的に進めるものとして「２つの柱と11の取組」を推進
柱

取 組 項 目

生
産
性
向
上

②未経験企業へのＩＣＴ活用工事の普及
③地方公共団体でのＩＣＴ活用工事の拡大
④ＢＩM/ＣＩM業務・工事とﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活
用拡大

働き方改革

①ＩＣＴ活用工事の拡大

柱

取 組 項 目
⑦平準化の更なる促進
⑧週休2日の普及
⑨工事書類の簡素化

⑩ウィークリースタンスの徹底

⑤３次元データの全面的な利活用
⑪ＩＣＴの活用による移動時間等の削減
⑥ＩＣＴを活用した事業執行の効率化
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生産性向上
目的
○ ２０２５（令和７）年度までに建設現場の生産性2割向上を目指し、直轄及び自治体発注工事及び業務での、
ＩＣＴ活用の実施拡大やＢＩM/ＣＩM活用拡大等を図る。

ＩＣＴ施工の拡大
①ＩＣＴ活用工事の拡大
発注者指定の拡大
中国Ｌｉｇｈｔ ＩＣＴの活用拡大 等
②未経験企業へのＩＣＴ活用工事の普及
インセンティブの継続（表彰、実績評価、ＩＣＴサポート制度）
普及啓発活動 等
③地方公共団体でのＩＣＴ活用工事の拡大
部長会議でのフォローアップ
講習会等の継続 等
⑥ＩＣＴを活用した事業執行の効率化
ＵＡＶ等の管理への積極活用 等

ICT建機による施工

普及施策（表彰、セミナー、講習会）

BIM/CIM活用拡大
④ＢＩM/ＣＩM業務・工事とフロントローディング活用拡大
発注者指定の拡大
モデル事業の拡充 等
⑤３次元データの全面的な利活用
利活用検討会の設置
３次元データを活用した維持管理計画 等

3次元設計データ

I利活用検討会
3次元点群
データ

7

働き方改革
目的
○ ２０２４（令和６）年度からの労働基準法適用までに、生産性向上策と合わせ、建設業界全体の働き方を改革
するため、工事・業務の平準化及び週休２日等の取組を実施し、労働環境改善を図る。

働き方改革
⑦平準化の更なる促進
ロードマップに基づく確実な実施
発注者協議会等でのフォローアップ 等
⑧週休２日の普及
発注者指定の拡大
発注者協議会等でのフォローアップ 等
⑨工事書類の簡素化
工事書類適正化の手引きの運用
書類限定型工事検査の継続 等
⑩ウィークリースタンスの徹底
特記仕様書による規定
地方公共団体への周知 等
⑪ＩＣＴの活用による移動時間等の削減
WEB会議の実施
遠隔臨場の実施 等

WEB会議の実施

検査書類限定型検査

遠隔臨場
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ＩＣＴ活用拡大施策：工種の拡大
○主要工種から順次、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充。
平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

ＩＣＴ土工

令和４年度
（予定）

５９件
ＩＣＴ舗装工（平成２９年度：アスファルト舗装、平成３０年度：コンクリート舗装）

１９件

ＩＣＴ浚渫工（港湾）

１１件
２件

ＩＣＴ浚渫工（河川）

１２件

ＩＣＴ地盤改良工（令和元年度：浅層・中層混合処理、令和２年度：深層混合処理）
ＩＣＴ法面工（令和元年度：吹付工、令和２年度：吹付法枠工）０件
ＩＣＴ付帯構造物設置工

０件

ＩＣＴ舗装工（修繕工）

１２件

ＩＣＴ基礎工・ブロック据付工（港湾） ０件
（橋脚・橋台）
ＩＣＴ構造物工０件

ＩＣＴ路盤工 １９件
ＩＣＴ海上地盤改良工（床掘工・置換工）

０件

ＩＣＴ構造物工

（橋梁上部）（基礎工）

民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大

●件：令和３年９月末現在の取組件数
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ＩＣＴ活用拡大施策：発注方式の工夫 （発注者指定の拡大）
 令和２年度より、ＩＣＴ土工の入札時に中国ＬｉｇｈｔＩＣＴを指定した上で、ＩＣＴ（５要件）活用を提案した場合
に、総合評価で加点を行う、「発注者指定Ⅱ型」を新設令和３年度よりその適用範囲を拡大
※中国Ｌｉｇｈｔ ＩＣＴ活用工事とは、５要件の内、出来形等施工管理を必須とし、その他を任意で実施出来る工事

 令和３年度より、 １．２億円以上のＩＣＴ舗装における発注者指定Ⅱ型を導入
 令和３年度より、 ＩＣＴ地盤改良、法面工における施工者希望Ⅰ型を導入

■ICT土工

＜Ｒ３＞

＜Ｒ２＞
（土工量）

（土工量）

発注者指定Ⅰ 型

発注者指定Ⅰ 型

発注者指定Ⅱ型の適用拡大
（施工者による選択方式）

5万m2

・中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ実施を指定

3万m3

発注者指定Ⅱ 型

発注者指定Ⅱ 型

・ＩＣＴ（5要件）提案を総合評価で加点

1万m3
５千m3
0m3

施工者希望Ⅱ 型

0m3
0円

1.億円

施工者希望Ⅱ 型

（全体工事費）
3億円

2億円

■ICT舗装

0円

1億円

2億円

（全体工事費）
3億円

（舗装面積）

（舗装面積）

施工者希望
Ⅰ型

施工者希望Ⅰ 型

発注者指定Ⅱ型の導入

1万m2

1万m2

発注者指定Ⅰ 型
施工者希望

発注者指定

Ⅱ型

Ⅰ型

（施工者による選択方式）
■１．２億円以上 ： 舗装Ａランク

施工者希望

（舗装面積）

Ⅱ型

発注者指定

Ⅱ型

施工者希望Ⅰ型

1万m2
発注者指定型

施工者希望Ⅱ型

0m2
0m2

0円

1.2億円

3億円
0円

（全体工事費）
3億円

0m2

（全体工事費）

0円

1.2億円

3億円

（全体工事費）
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ICT拡大施策：中国 Light ICT

〜ICT活用工事の普及を目指す取り組み〜

背景・目的
■ 自治体におけるＩＣＴ活用工事の実施率はまだ低く、経験の少ない企業への展開が必要
● ＩＣＴ活用工事の「５要件」（①３次元測量、②設計データ作成、③ＩＣＴ建機による施工、 ④出来形管理等の施工管理、⑤納品）の
中で、必ずしもＩＣＴ建機を使わずとも、「３次元データを活用で現場の省力化」が図られるツールも多種存在していることから、
＜R３〜＞
④出来形管理等の施工管理を必須とし、その他を任意とする「中国 Ｌｉｇｈｔ ＩＣＴ」を策定（Ｈ３０〜）

● 管内自治体への普及に繋げるべく、直轄工事の一部で発注者指定方式での試行実施 （Ｒ元〜）
● 歩道設置工事等の厳しい現場条件下において受注者の希望で小型ＩＣＴ建機による施工を実施した場合は、見積にて変更契約

〔新規〕
➣未経験企業への導入促進のため、作業土工（床堀）について、単独で希望方式を導入（Ｒ３〜）

●中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ〔作業土工（床堀）〕の導入（施工者希望Ⅱ型、 ②設計データ作成、③ＩＣＴ建機による施工、⑤納品を必須）
・ 成績、活用証明書、総合評価加点は中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ準用。
・ 中国地方整備局におけるＩＣＴ活用工事未経験企業に限定。ＩＣＴ土工と併用する場合は、土工の手続きを優先。
・ 積算要領に示すＩＣＴ建設機械の規格より小さい建機を用いる場合は、見積活用。システム処理費計上。
●路盤を含まない舗装工事は、③ＩＣＴ建機による施工を除く要件を実施した場合は中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ（舗装）の実績とする試行実施

「中国LightICT」とともに活用可能な技術（ツール）
✓小型ＩＣＴ建機（後付けタイプ）
✓ＴＳ等を活用したワンマン測量・
位置出し
小型ＩＣＴ建機（後付けタイプ）

位置出しツール（ワンマン測量）
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ＩＣＴ活用拡大施策：インセンティブ
■ ＩＣＴ活用証明書の発行
○ 整備局発注工事でＩＣＴ活用実績
のある者に「活用証明書」を発行
○ 工事の入札手続きで加点
 Ｒ元〜技術者を対象
 Ｒ２〜企業へ拡大

■ 中国版ｉ-Ｃｏｎ表彰制度
○ ＩＣＴ施工の積極的活用等、生産
性向上に係る優良な取組につい
て、中国地方整備局長から表彰
○ 工事の入札手続きで加点

入札時の総合評価点を加点
○ ＩＣＴ活用証明書：最大１点加点
○ ｉ-ｃｏｎ表彰：最大４点加点

■ 中国ＩＣＴサポート
○ ＩＣＴ経験企業を公募し、「ＩＣＴサ
ポート企業」として登録→地整の
ＨＰで公開
○ 工事を受注した未経験企業等が
「ＩＣＴサポート企業」からＩＣＴ活
用に係る具体的な助言等が得ら
れる制度

○ 新規参入企業や新規工種実施に
おいて、ＩＣＴ経験企業から直接
サポートが得られる制度（測量、
設計、機械施工、施工計画の各
段階）
○ サポート経費は変更協議の対象

12

ＩＣＴ活用工事の現状及び全体評価（素案）
○
○



Ｈ２８年度からＩＣＴ土工の取組を開始。
これまで、適用工種の追加及び発注方式等の工夫、インセンティブ付与等の施策を展開。
Ｒ２年度末の実績は、合計で約８０％（土工：約９０％）の実施率となっており、施策効果が現れている。
これまでに地域企業１０９社がＩＣＴ施工を経験。

■中国地方整備局発注工事のＩＣＴ活用実績表
H29

H28

工種

実施

土工

68

率

実施

48%

舗装

■年度別̲ＩＣＴ経験企業数

H30
率

実施

R1
率

実施

率

実施

59%

58

44%

126

76%

199

90%

16

80%

4

33%

5

31%

35

49%

1 100%

地盤改良

2
48%

96

62%

62

43%

【対象全工種のＩＣＴ活用実績】

134

29%

71%
62%

262

43%
134

100
96
68

14

93%

13

68%

262

80%

80%

13

26

15

8

26

21

13

39

54

62

88

109

■年度別̲中国 Ｌｉｇｈｔ ＩＣＴ活用工事件数

ICT土工
200

40%

100

0%
H29

H30
実施

R1
率

R2

90%

300

60%

20%

62

0
H28

Ｒ２

累計件数

100%

250

50

Ｒ１

新規件数

80%

150

Ｈ３０

・発注者指定工事の拡大
・インセンティブの付与・拡大

300

48%

Ｈ２９

ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ推進計画により重点化

・発注者指定工事の拡大

200

71%

Ｈ２８

1 100%

法面
68

率

80

浚渫

合計

Ｈ２７

R2

76%
48%

59%
44%
199
126

68

80

58

H28

H29

H30

R1

実施

率

0

100%
80%
60%
40%
20%
0%

R2
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ＩＣＴ活用工事の現状及び課題（素案）
○ 施工や管理に３次元データ等を活用するＩＣＴ活用工事では、直轄工事の実施件数は年々増加、土工におけ
る延べ作業時間が約３割縮減するなどの効果が表れている。
○ 一方、地域を地盤とするＣ、Ｄ等級※の企業は、 ＩＣＴ施工の経験割合が低く、普及拡大が必要。
※直轄工事においては、企業の経営規模等や、工事受注や総合評価の参加実績を勘案し、企業の格付け（等級）を規定

中国地整管内企業の割合
Ｃランク企業数：２,４０８
受注企業数（Ｒ２）：２４２※
ＩＣＴ施工経験企業数：1０９
実施率：４５.０％
※全工事の企業数
（ＩＣＴ対象外工事も含む）
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参考

２０２１年度
中国地方整備局のi-Construction推進計画

2021年 3月16日

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Chugoku Regional Development Bureau
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2021年度 中国地方整備局のi-Construction推進計画策定にあたって
■ 中国地方整備局としてi-Constructionを推進する目的
背景

【災害の応急対応】

○建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の『担い手』であると同時に､地域経済・雇用を支
え､災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う『地域の守り手』として、国民生活や社
会経済を支える大きな役割を担う。
○建設業界は様々な課題を直面している。
構造的な課題
■建設投資の減少や競争の激化等により、建設
企業の経営を取り巻く環境の悪化

■一品受注生産、現場屋外生産、労働集約型
生産」であり、生産性が低い。

■現場の技能労働者、若手入職者の減少

■生産性の低さから労働時間、給与面へ影響

課題への対処
働き方改革の推進

【ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽの必要性】

建設現場特性による課題

情報通信技術を活用し、生産性、効率性を向上

魅力ある建設現場創出

i-Constructionを推進し一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善し、建設現場に
携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場(新３K）を目指す。

■ 2021年度の中国地方整備局i-Construction推進計画策定

出典：株式会社建設シｼｽﾃﾑWEBｻｲﾄ

○ 中国地方整備局では、ＩＣＴ施工、BIM/CIM活用などの『生産性向上』、週休二日制、ウィークリースタンスなど
の『働き方改革』の２つの柱を設け、2019年より重点的に取り組んでいる。
・過去の取り組み状況を踏まえ、建設生産プロセス全般にわたる不断の見直しを進める。
■時間の創出（WEB会議、遠隔臨場）
■平準化
■ウィークリスタンスの徹底

■ICT活用工事の裾野拡大
■人材育成推進（i-Con研修導入など）
■３次元データの有効的な利活用検討

➣ 生産性向上として、建設生産プロセス全体の更なる効率化に係る6つの項目
➣ 働き方改革として、工事・業務の効率的な実施に係る５つの項目

『２つの柱と１１の取り組み』を重点的に取り組み、魅力ある建設産業へ
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〜生産性革命〜

2021年度 中国地方整備局のi-Construction進め方

柱

生
産
性
向
上
働
き
方
改
革

取 組 項 目

２０２０年度

①ＩＣＴ活用工事の拡大

□ＩＣＴ対象工事の拡大
□中国 Ｌｉｇｈｔ ＩＣＴの活用拡大
□小型ＩＣＴ建機の活用促進
□適正な予定価格の設定

②未経験企業へのＩＣＴ活用工事の普及

□ＩＣＴ実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等の拡充
□ｻﾎﾟｰﾄ事務所等によるＩＣＴの活用啓発

③地方公共団体でのＩＣＴ活用工事の拡大

□５県２市における取り組みの明確化と共有
□各県での３次元ＣＡＤ基礎講習会等の開催
□ｻﾎﾟｰﾄ事務所等による積極的な支援

④ＢＩM/ＣＩM業務・工事とﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活用
拡大

□ＢＩM/ＣＩMを導入するモデル事業の追加
□ＢＩM/ＣＩM活用業務・工事の拡充
□フロントローディングの活用拡大

⑤３次元データの全面的な利活用

−

⑥ＩＣＴを活用した事業執行の効率化

□ＵＡＶ等を活用した事業管理・予防保全の効率
化
□３次元ＣＡＤ等の活用環境の計画的整備

2021年度
■ＩＣＴ活用工事の拡大（発注方式の改訂）
■中国 Ｌｉｇｈｔ ＩＣＴ新施策導入・活用拡大
■整備局ｉ-Ｃｏｎ育成プログラム研修導入
■ＩＣＴ複数工種活用モデル工事の拡充
■Ｒ３年度新規追加工種の拡充
■ＩＣＴ実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等の継続
継続 ■ｻﾎﾟｰﾄ事務所等によるＩＣＴの活用啓発

拡大

継続

拡大

■５県２市における取り組みの実行と共有
■各県での３次元ＣＡＤ基礎講習会等の開催
■ｻﾎﾟｰﾄ事務所等による積極的な支援
■ＢＩM/ＣＩMを導入するモデル事業の追加
■ＢＩM/ＣＩM活用業務・工事の拡充
■フロントローディングの活用拡大

新規 ■利活用検討会の設置
継続

■ＵＡＶ等を活用した事業管理・予防保全の効率

化

■プレキャスト製品の活用促進
拡大 ■直轄業務・工事の平準化の推進
■地方公共団体の平準化推進への支援

⑦平準化の更なる促進

□直轄業務・工事の平準化の推進
□地方公共団体の平準化推進への支援

⑧週休2日の普及

□直轄工事の実施率向上
□地方公共団体の取り組み拡大への支援

拡大 ■直轄工事の実施率向上

拡大 ■直轄工事の書類の簡素化の推進

⑨工事書類の簡素化

□直轄と地方公共団体の工事関係書類の
標準化推進
□検査書類限定型工事検査の推進
□直轄工事の書類の簡素化の推進

⑩ウィークリースタンスの徹底

□直轄業務おける更なる徹底
□直轄工事への導入
□相談窓口の開設
□地方公共団体への普及支援

⑪ＩＣＴの活用による移動時間等の削減

□ＷＥＢ会議の推進
□工事監督における遠隔現場臨場の実施

■地方公共団体の取り組み拡大への支援

■検査書類限定型工事検査の継続
■共通仕様書地整版の拡充検討
■書類作成提出要領の作成・周知
■直轄業務における取り組みの継続
継続 ■直轄工事における取り組みの継続
■地方公共団体への普及支援

拡大

■ＷＥＢ会議の全面実施
■工事監督における遠隔現場臨場全面試行
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②未経験企業へのICT活用工事
の普及

①ＩＣＴ活用工事の拡大
目的
方針

建設現場において2025年度までに生産性２割向上を目指
し、ICT活用工事の実施拡大を図る。
➣ICT活用工事の拡大（発注方式の改訂）
➣中国 Light ICT新施策導入・活用拡大
➣ICT複数工種活用モデル工事の拡充
ICT土工の発注方式
（土工量）

■ICT土工
○ 2億円以上または5千m3以上で発注者指定
Ⅱ型（中国LightICT必須）の適用範囲拡大
・従来の施工者希望Ⅰ型もしくは中国LightICT※
の実施を必須とする指定方式導入
※中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ活用工事とは、５要件の内、出来形等施工
管理を必須とし、その他を任意で実施する工事

■ ICT活用証明書の継続

3万m3

○総合評価において企業・技術者へのインセンティブ付与を継続

発注者指定Ⅱ型
５千m3
0m3

（R2.10迄に：９１社、２３２名への証明書発行）

施工者希望Ⅱ型
0円

1億円

2億円

（全体工事費）
3億円

【中国 Light ICT新施策導入・活用拡大】
■中国LightICT〔作業土工（床堀）〕の導入
（施工者希望Ⅱ型、 ②設計データ作成、③ICT建機による施工、⑤納品を必須とする）
・ 成績、活用証明書、総合評価加点は中国LightICT準用。
・ 中国地方整備局におけるICT活用工事未経験企業に限定。ICT土工と併用する場合は、土
工の手続きを優先。
・ 積算要領に示すICT建設機械の規格より小さい建機を用いる場合は、見積活用。システム
処理費計上。

■路盤を含まない舗装工事を施工実績とする試行導入
・要領、基準が未導入のAs，コンクリート舗装について③ICT建機による施工を除く要件を実施
した場合は中国LightICT（舗装） の実績とする

【ICT複数工種活用モデル工事の拡充】
・３次元データの工事受注者への手交
〔 新規設定事業（工区・モデル工事） 〕

➣ICT活用証明書発行・中国ICTｻﾎﾟｰﾄ企業の拡充・中国版
i-Con表彰制度の継続実施
➣中国ICTトップランナーの選任及びセミナー等への派遣
➣ｻﾎﾟｰﾄ事務所等によるICTの活用啓発

2021年度の取組
【ICT実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等の拡充】

発注者指定Ⅰ型

■ICT舗装
○1.2億円以上は発注者指定Ⅱ型の導入
■ICT地盤改良・法面工 ○3億円以上は施工者希望Ⅰ型の導入
■技術者及び企業の総合評価での加算点付与の継続

■対象事業（工事）の追加

用工事を実施している。建設現場の生産性への取り組みの
裾野を広げるため、実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの付与、ICTサ
ポート制度の継続及びICT活用の啓発を行い普及を図る。

方針

2021年度の取組
【ICT活用工事の拡大】

目的 平成27年度のICT活用工事試行以来、延べ427件のICT活

参考 ： 過年度設定事業・モデル工事
・山陰道 一般国道9号 北条道路 弓原工区
瀬戸工区
・一般国道2号 福山道路
・山陰道 俵山・豊田道路
金道地区
・山陰道 一般国道9号 静間・仁摩道路 五十猛工区
・高梁川水系 小田川合流点付替え事業 柳井原工区
・浜田港 福井地区防波堤(新北)整備事業 福井地区

■中国ICTｻﾎﾟｰﾄの拡充
○受注者へのサポート活用に係る周知徹底
○広域的且つ機動的なｻﾎﾟｰﾄ体制確保のため公募による企業等の
拡充
（R２：サポート登録企業４２社（R元：16企業等増））

■中国版i-Con表彰制度の継続
○平成30年度に完成した１８企業、令和元年度
に完成した２２企業を表彰。表彰企業への加点

【サポート事務所・各県推進連絡会によるＩＣＴの活用啓発】
■中国ＩＣＴトップランナーの選任と活用
○ＩＣＴにおける先進的な取り組みがなされている企業、ＩＣＴ表彰企業､
サポート企業等から「トップランナー」を各県数社程度選定・講師とし
て派遣

■経営者等を対象とした体験会の開催
○ＩＣＴ活用効果が体験できる会を開催

■人材育成の強化
○研修・セミナー・講演会の継続的な開催と講師派遣。
○サポート事務所・各県推進連絡会による現場見学会の開催
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③地方公共団体でのICT活用工事の拡大
目的 生産性向上を進めるため、地方公共団体発注工事におい
方針

てもＩＣＴ活用工事の普及を加速させ、建設産業全体への浸
透を図る。
➣５県２市による取り組み・目標の策定
➣各県での技術講習会の開催
➣各県推進連絡会の体験会開催など活発的な活動促進

2021年度の取組
【５県２市における取り組みの実行と共有】
■５県２市課長会議において各機関における発注者指定方式、中
国LightICTの適用を含む設定目標のフォローアップと実施状況を
踏まえた目標のブラッシュアップ
○年間４回開催し、取り組み状況のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟと設定目標の拡大を議
論
○市町村への普及に係る取り組みを議論

■５県２市によるＩＣＴ活用工事の統一発注予定工事の公表

【各県での３次元CAD基礎講習会等の開催】
■各県において発注事務担当者を対象と
したBIM/CIMセミナー（３ＤCAD演習含）
を継続

目的 設計段階（業務受注者）から施工段階（工事受注者）、維持

管理段階へ活用できるBIM/CIMモデルの構築を推進する。

方針 ➣モデル事業の拡充

➣BIM/CIM活用の拡大に向けた発注者指定方式の拡大
➣フロントローディングの発注者指定方式導入

2021年度の取組
【早期段階から一貫したBIM/CIMを導入するモデル事業を追加】
■新規モデル事業

【R2年度】
【R元年度】
○浜田：益田西道路
○岡国：大樋橋西高架橋
○岡河：旭川中上流ダム再生事業 ○倉吉：北条道路
○岡国：岡山西バイパス
○浜田：福光・浅利道路
（西長瀬〜楢津） ○岡河：小田川合流点付替え
○山口：柳井・平生バイパス
○福山：福山道路
○山口：木与防災、俵山・豊田道路

【BIM/CIM活用の拡大】
■業務
・全ての大規模構造物※1の予備設計段階においても発注者指定方式
※1:大規模構造物 ： ダム、橋梁、トンネル、港湾施設（桟橋）等
を継続
・大規模構造物に加え、河川構造物、砂防構造物、道路設計※2の詳細
設計において発注者指定方式を拡大
※2：樋門，樋管，河川排水機場，砂防堰堤，道路設計，交差点設計

R２年度 セミナー開催状況

【サポート事務所（各県推進連絡会）等による積極的な支援】
■地方公共団体職員、受注企業等を対象に現場見学会、講習会
等の開催を継続
○ＩＣＴ活用工事の効果が体験できる体験会を各県にて開催

■推進連絡会の活性化をﾘｰﾄﾞすべく整備局担当
者会議を開催
○サポート事務所の取り組み計画立案

■ICTに係る業界との意見交換を継続

④BIM/CIM業務・工事と
ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活用拡大

ICT意見交換会(広島県技士会)

・その他の業務は希望方式を継続
■工事
・大規模構造物工事で３次元設計成果の手交が可能なものは発注者
指定方式を継続
・３次元設計がない大規模構造物工事は受注者希望方式
■R３年度試行結果の検証
■R２年度試行結果による課題の対応方針立案

【フロントローディングの活用拡大】
■土工を取り扱う全ての業務で３次元
データ（ｽｹﾙﾄﾝﾓﾃﾞﾙ、ｻｰﾌｪｽﾓﾃﾞﾙを
作成し、工事受注者へ手交
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⑤３次元データの全面的な利活用
目的

方針

調査、設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、
維持管理の各段階においても情報を拡充させながらこれを
活用し、受発注者双方の業務効率化・高度化を図る目的を
達成させるため、整備局内に利活用検討会を設置
➣地整版利活用PDCAサイクルを構築
➣３次元データを有用的に活用するテーマを設け、維持管
理上の調査に活用

⑥ICTを活用した事業執行の
効率化
目的

ＵＡＶ等の所有機器の有効活用による事業及び施設の効率的管
理の実施を図る。
プレキャスト工法（製品）の活用促進

方針

➣所有するＵＡＶ等の情報通信機器を河川、道路、港湾の管理
等へ 積極的に活用
➣現場の省力化を図るためプレキャスト工法・製品の活用促進

2021年度の取組
【UAV等を活用した予防保全等の効率化】

2021年度の取組

■UAVの習熟

【３次元データの各段階における有効活用】

○6月、11月の2期（約40名）の研修を開催し、新規
パイロットを育成
○ 研修後には練習会等により習熟

■３次元データ利活用検討会の設置
○整備局内に各部横断的な検討会・WGを設置
・2/15 準備会開催
・検討会 ２ 回/年
・WG
１回/年
○維持管理上必要な属性情報の集約
・設計、施工等により得られた点群データ等
の３データを公物管理、公共事業への利活
用について検討
・河川、道路の維持管理上有用な属性情報
を整理し、設計、施工時の追加データとし
て設定し、利活用PDCAサイクルを構築

■河川関係
【準備会状況】

○河川施設の点検，出水時巡視において，接近・
目視確認困難な箇所の状況を確認
○築堤護岸整備などの防災・減災、国土強靱化の
ための５か年加速化対策進捗の見える化へ活用

■道路関係
○山陰道改築事業における定期的な進捗状況把握
○全事務所において法面小段等の目視困難な箇所
における状況把握
○橋梁点検において近接目視困難な箇所における
支援技術として活用
【3次元点群データ活用】

○３次元データを活用した維持管理計画の立案
・得られた３次元データを活用した維持管理
計画の立案
〔河川：河道変化、樹木繁茂管理〕
〔道路：舗装変状管理〕
【樹木繁茂管理：初期状況】

■港湾空港関係
○令和２年度から国有港湾施設（水域施設を除く）の
状況確認
引き続き令和２年度は岸壁、臨港道路、防波堤等
の一部施設の変状や老朽化を把握

【プレキャスト製品の活用促進】
○業務特記仕様書にプレキャスト工法・製品の比較検討の義務化
○「発注者指定型新技術活用プロジェクト」によるプレキャスト製品比較
検討着手
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⑦平準化の更なる促進
目的

方針

⑧週休２日の普及

令和元年品確法が改正され、令和２年５月の全国統一指標
に平準化が発注者の責務のうち重点的に取り組む事項に
位置づけられたことを踏まえ、平準化を確実に進め、働き方
改革の推進を図る。
➣直轄工事・業務の平準化に係る取り組みの確実な実施
➣地方公共団体への取り組みへの支援

全国統一指標に位置づけられおり、更なる週休2日工事の
拡大に取り組むことにより、魅力ある建設現場を創出する。

方針

➣直轄工事の実施率向上に係る取り組みの確実な実施
（適切な工期設定）
➣地方公共団体の取り組みへの支援

2021年度の取組

2021年度の取組
【直轄工事の平準化】

【直轄工事の実施率向上】

■ロードマップ施策の徹底 （R3年度設定目標値：87.5%）
○適切な工期設定を考慮した早期発注手続の積極活用
【R3年度施策：早期発注件数率３０％以上】
○その他施策の継続

【直轄業務の平準化】
■ロードマップ施策の徹底
（R3年度設定目標値：第4四半期： 45%以下(3月期： 30%以下)
○適切な工期設定を考慮した早期発注手続の積極活用
【R3年度施策：早期発注件数率３０%以上】
○第２四半期以降の発注業務は、翌債活用
○支援業務の国債設定

目 標

目的

令和3年度

令和4年度

令和5年度

【目標】第４四半期４５％以下
内３月期３０％以下

【目標】第４四半期４２％以下
内３月期３０％以下

【目標】第４四半期４０％程度
内３月期３０％以下

【地方公共団体の平準化推進への支援】
■発注者協議会によるフォローアップ
■５県２市課長会議での設定目標の拡大及びフォローアップ

■Ｒ４年度迄に原則、全ての工事について発注者指定による週休
２日制工事を目指す。
■Ｒ３年度は、実施率の目標を９０％に設定
○発注者指定方式の適用範囲拡大
・原則、全ての本官工事を発注者指定方式を継続
・原則、全てのPC、鋼橋工事を発注者指定方式を継続
・原則、全てのAs，Co舗装工事について発注者指定方式を導入
・１億円以上の改築、改修における一般土木工事について発注者指
定方式導入
○適切な工期設定、工期延期の場合も週休２日を考慮した工期設定
○全ての希望方式の分任官工事において受注者への｢閉所」、「交
代制」の希望の確認徹底
○余裕期間制度、三者会議設計変更審査会、工事
工程共有、ワンデーレスポンスの適切な実施
○週休２日工事履行証明書の発行、総合評価
での加点継続
○週休２日実施宣言企業の総合評価での加点継続

【地方公共団体の取り組み拡大への支援】
■発注者協議会にて全ての機関での対象工事の設定要請
■５県２市課長会議での設定目標の拡大及びフォローアップ
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⑩ウィークリースタンスの徹底

⑨工事書類の簡素化
目的

工事書類の簡素化に資する施策を推進することにより、工
事着手から完了検査までの手続きの効率化を図る。

目的

平成31年4月に施行された改正労働基準法に沿い、適切に
取り組み業務、工事受注者の労働環境の改善を図る。

方針

➣直轄工事の書類簡素化を継続的に徹底
➣協議書類の縮減に向けた検討着手
➣検査書類限定型工事検査の継続

方針

➣直轄工事・業務における取り組みの継続
➣地方公共団体への普及支援

2021年度の取組
【直轄工事の書類簡素化の推進】

2021年度の取組
【直轄工事・業務における取り組みの継続】

■土木工事書類作成マニュアル（H30.3）の作成不要書類等を具
体的に解説をした「土木工事書類作成マニュアルにおける工事
書類適正化の手引き（案）（R元.10）」の徹底
○書類作成マニュアル詳細化した書類作成提出要領を作成し、更なる
周知徹底を図る
○実行に向けて監督職員向けの研修やキャラバン実施
○受注者，支援業務意見交換会設置 (主任監督員単位)

■協議書類の縮減に向けた検討
○共通仕様書地整版の拡充検討
・共通仕様書に管理基準が設定されていない事項について整備局に
て設定することにより、協議書類の低減を図る
（未設定出来形、写真管理基準：トンネル、鋼橋、PC、舗装（電共）
等について各団体と調整）

■ウィークリスタンスの徹底の取り組み
（業務）
○全ての業務において受注者によりウィークリスタンス状況を本局へ
報告
⇒報告内容不適な事務所へは「改善」指示
（工事）
○特記仕様書への記載を継続し、
徹底を図る。
○ご相談、ご意見窓口を整備局
WEBサイトに設置
⇒事務所「指導」

調整工種 例)
切削オーバーレイ工

地盤改良工

橋面防水工

排水構造物工 管渠工

（シート防水）

（各種管渠）

トンネル

トンネル

（ジオテキスタイル敷 ロックボルト工

掘削補助工法

設工）

（長尺鋼管先受け工）

※ 記載外工種も調整検討

【検査書類限定型工事検査の継続】
○H31年度よりモデル工事として着手し、R2年度より全ての工事で実
施している書類限定検査を継続し、検査時の不必要書類の作成を
一掃

http://www1.cgr.mlit.go.jp/chisei/icon/consult/index.htm

【地方公共団体への普及支援】
○整備局の取り組みを地方公共団体へ継続周知し、協働を要請
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⑪ICTの活用による移動時間等の削減
目的 通常業務における移動時間、待機時間を削減するため、情

方針

報通信技術の適用範囲を拡大し、業務の効率化を推進す
る。
➣整備局管内、外部機関との会議をWEB会議へ移行
➣工事監督及び現場立会について、WEBカメラを活用した
遠隔現場臨場を全面展開
➣地質調査業務における立会についてもWEBカメラを活用
した遠隔現場臨場を導入

2021年度の取組
【ＷＥＢ会議の全面実施】
■受・発注者間会議のWLB推進
○全ての業務、工事で実施。
（受注者が対面を希望するものを除く）
○整備局管内会議において継続活用
(整備局、事務所、出張所間)

【工事監督における遠隔現場臨場の実施】
■工事監督における遠隔現場臨場
全面試行
○全ての工事で実施
（電波不感、解像度等の物理的
確認困難項目は除く）
○電波不感地域の事業における通
信設備整備検討

【業務立会における遠隔現場臨場の導入】
■業務立会（地質調査）における遠隔現場臨場全面試行
○全ての地質調査で実施
（電波不感、解像度等の物理的確認困難項目は除く）
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積算基準
共通仮設費 ） ・ 保守点検費
・ システム初期費
（技術管理費

ＩＣＴ施工のフロ
ー
共通仮設費
（技術管理費）

見積のバラツキ

①ドローン等による３次元測
量

共通仮設費
（技術管理費）

見積のバラツキ

②３次元測量データによる設計
・
施工計画

直接工事費
（賃料）

賃料の地域差

③ＩＣＴ建設機械による
施工

共通仮設費
（技術管理費）

⑤３
次元
ﾃﾞｰﾀ
納品

④検査の省力化
Ｏ
Ｋ

３次元設計データ
等 を通信

現

経費の乖離

発注者

改定（案）

行

項

目

計上項目

積算方法

①

３次元起工測量

共通仮設費

見積徴収 による積上げ

積算方法の改定
見積徴収

②

３次元設計データ作成

共通仮設費

見積徴収 による積上げ

見積徴収

③

ＩＣＴ建機施工

直接工事費

損料または賃料

市場の単価を反映

（保守点検）

共通仮設費

算定式 による積上げ

算定式

（システム初期費）

共通仮設費

定額 による積上げ

定額

④

３次元出来形管理

共通仮設費

率計上（通常工事と同率）

補正係数の設定

⑤

３次元データ納品

共通仮設費

率計上（通常工事と同率）

現場管理費

率計上（通常工事と同率）

その他 社員等従業員給与手
当 や外注経費等

補正係数の設定
補正係数の設定

※直接工事費 約１億円の河川工事の場合、
工事価格 約153百万円→約155百万円（約200万円:1.3％)増 （ＩＣＴ建機賃料の改定含む）

共通仮設費
補正

1.2

現場管理費
補正

1.1
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積算基準
○ 現場条件により、標準のICT施工機械（クローラ型山積0.8m3）が施工現場に搬入できない、
又は配置できない場合などは、標準積算によらず見積りを活用するなど適正な予定価格を設定。
施工土量別の工事件数(H30年度)
300

↓H31.4〜

250

↓H30.4〜

↓従前の区分

200
150
100
50
0
5千m3未満

5千m3以上1万m3未満

250㎥/日

290㎥/日

1万m3以上5万m3未満

5万m3以上

日当り施工量

【レキ質土・砂・砂
質土・粘性土】×
【障害なし】

350㎥/日

550㎥/日

現場条件により、標準のICT施工機械※よりも
規格の小さい施工機械を用いる場合は、
標準積算によらず見積りを活用
標準のICT施工機械を活用する場合、5,000m3未満の工事
における日当たり施工量には、施工土量による差は見られない。
※バックホウクローラ型山積0.8m3
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中国地方生産性向上研究会

資料−６

BIM/CIM活用拡大の取り組み

2022年 2月 8日

中国地方整備局 企画部
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

生産性革命のエンジン、ＢＩＭ/ＣＩＭ
○BIM/CIM（Building/ Construction Information Modeling, Management）とは、
計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階にお
いても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報
を共有することにより、一連の建設生産・管理システムにおける品質確保と共に受発注者
双方の業務効率化・高度化を図るもの
３次元モデルの連携・段階的構築
施工（着手前）

調査・測量・設計
【作成・追加するデータ】
・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）
（施工段階で作成する方が
効率的なデータは概略とす
る）

３次元モデル
（設計レベル）
【得られる効果】
・干渉チェック、設計ミスの削減
・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

（発注者）
【得られる効果】
・発注業務の効率化
（自動積算）
・違算の防止
・工事数量算出（ロット割）
の効率化

３Ｄモデル
（発注者）

（発注者）
・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

維持・管理
３次元モデル
（管理レベル）
【得られる効果】
・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

属性情報

３次元モデル
（施工レベル）
【得られる効果】
・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

施工中

【得られる効果】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】
・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）
との連動

【作成・追加するデータ】
・起工測量結果
・細部の設計
（配筋の詳細図、現地取り
付け等）

【追加するデータ】
・時間軸（４Ｄ）
【得られる効果】
・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

施工（完成時）
【作成・追加するデータ】
・施工情報（位置、規格、出
来形・品質、数量）
・維持管理用機器の設定

３次元モデル
（施工完了レベル）
【得られる効果】
・完成データの精緻化・高度化

1

BIM/CIMの概念
コンピュータ上に作成した3次元の形状情報（3次元モデル）に加え、構造物及び構造物を
構成する部材等の名称、計上、寸法、物性及び物性値（強度等）、数量、そのほか付与が可
能な情報（属性情報）とそれらを補足する資料（参考資料）を併せ持つ構造物に関連する情
報モデル（BIM/CIMモデル）を構築すること及び、構築したBIM/CIMモデルに内包される情報
を管理・活用すること。
属性情報の登録方法
・各部材に直接登録
・外部リンクによる登録

BIM/CIMモデル
2

BIM/CIMモデルの分類・構成
線形モデル（ALIGNMENT）

構造物モデル（STRUCTURAL̲MODEL）
構造物の中心線形
の3次元モデル

土工形状モデル（ALIGNMENTS̲GEOMETRY）
盛土・切土等の横
断面3次元モデル

地形モデル（SURFACE̲MODEL）
現況地形の3次元
モデル

構造物や仮設構造
物の3次元モデル
および属性情報

地質・土質モデル（GEOLOGICAL）
地質・土質調査の
成果を、3次元空
間にCADデータ
として配置したモ
デル

広域地形モデル（LANDSCAPING）
対象地区を含む
広域な範囲の地
形、建屋等の3次
元モデル

3

BIM/CIMモデルの分類・構成
統合モデル（NTEGRATED̲MODEL）
・各モデルを組み合わせて、CIMモデル全体を用途に応じて把握できるようにしたもの。
・統合モデルを使って、設計検討や協議などを行う。

4

BIM/CIM活用事例
・支障物件の移設協議等、構造物との近接程度をイメージしやすく、関係機関との合意形成に有効。
・仮設計画及び施工計画、施工時の建設重機配置確認が容易な上、関係機関、地元説明、安全教育等に有効。

中央径間架設

重機と高圧線
の離隔を確認

施工ステップ図に
基づき重機を配置

側径間架設
国道２号大樋橋西高架橋

高圧線との離隔確認

国道２号大樋橋西高架橋

仮設計画及び施工計画、建設重機配置確認

5

BIM/CIM活用事例
・維持管理経路の確認など、維持管理の利便性等の確認に有効。
・ 3次元図面での部材干渉確認となるため、取合い確認に有効。

部材の干渉を確認

小月バイパス

維持管理経路の確認

長門俵山道路

部材の干渉チェック

6

令和5年度のBIM/CIM原則適用に向けた進め方
〇令和５年度までの小規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に
向け、段階的に適用拡大。令和３年度は大規模構造物の詳細設計で原則適用。

原則適用拡大の進め方（案）（一般土木、鋼橋上部）
R2

大規模構造物

（全ての詳細設計・
工事で活用）

上記以外
―
（小規模を除く）

R3

全ての詳細設計
で原則適用（※）
（R2「全ての詳細設計」
に係る工事で活用）

R4

R5

全ての詳細設計・ 全ての詳細設計・
工事で原則適用 工事で原則適用

一部の詳細設計
で適用（※）

全ての詳細設計
で原則適用（※）

―

R3「一部の詳細設計」
に係る工事で適用

全ての詳細設計・
工事で原則適用

（※）令和２年度に３次元モデルの納品要領を制定予定。本要領に基づく詳細設計を「適用」としている。
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令和5年度のBIM/CIM原則適用により実現している内容（想定）
原則適用

第6回BIM/CIM推進委員会
資料2 R3.9.7

発注者が任意設定
（リクワイヤメント）

調査・計画

業務のリクワイヤメント

概略設計

①設計選択肢の調査
②リスクに関するシミュレーション
③対外説明
④概算工事費の算出
⑤４Dモデルによる施工計画
等の検討
⑥複数業務・工事を統合した
工程管理及び情報共有

予備設計
詳細設計

「３次元モデル成果物作成要領（案）」に
基づく３次元モデルの作成及び納品
詳細度300
2Dと整合性のある3Dモデル
建築限界等の設計条件含有 等

設計３次元モデルを用いた設計図書の照査、
施工計画の検討

施工

・完成イメージ共有、設計
条件の確実な伝達による
関係者協議の円滑化
・設計ミスに起因する変更
協議の低減
・ICT施工で活用可能な
3Dデータ提供による生産
性向上

円滑な
事業実施
・円滑な協議
・業務効率化
・後工程の
リスク回避
等

工事のリクワイヤメント
①BIM/CIMを活用した監督・
検査の効率化
②BIM/CIMを活用した変更
協議等の省力化
③リスクに関するシミュレーション
④対外説明

円滑な
事業実施
・円滑な協議
・業務効率化
・後工程の
リスク回避
等

管理
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中国地整BIM/CIM活用状況
・令和3年度は、大規模構造物に加え道路設計や河川構造物設計などをBIM/CIM活用対象業務としたことによって、BIM/CIM活
用業務・工事件数が増加。
・令和5年度BIM/CIM原則適用に向け、引き続きBIM/CIM活用対象業務・工事を拡大する。
■中国地方整備局管内のBIM/CIM活用件数
令和元年度

令和2年度

令和3年度（9月末時点）

業 務

２８ 件

３６ 件

３９ 件

工 事

１６ 件

２４ 件

２４ 件

合 計

４４ 件

６０ 件

６３ 件

BIM/CIM活用対象業務・工事

大規模構造物の詳細設計

大規模構造物の予備・詳細設計

■令和３年度BIM/CIM活用対象業務

大規模構造物の予備・詳細設計
上記以外の道路設計と一部の河川構造
物設計等
注）令和3年度活用件数には、受注者希望においてのBIM/CIM活用未定含む。

工 種

設計内容

原則適用

積極的活用

（発注者指定型）

（受注者希望型）

橋梁設計

橋梁設計

○

トンネル設計

山岳トンネル設計

○

ダム本体設計

ダム本体設計

○

道路設計

道路設計、一般構造部設計、盛土・切土設計

○

河川構造物設計

樋門設計

○

砂防構造物設計

護岸設計、水門設計、排水機場設計

○

砂防構造物設計

○

■令和３年度BIM/CIM活用対象工事
工 種
一般土木・鋼橋上部

３次元設計成果

BIM/CIM

有

原則適用（発注者指定型）

無

積極的活用（受注者希望型）

※表内以外の工種内容であっても、3次元設計成果が
「有」の場合は、発注者指定型で発注する
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中国地整BIM/CIM活用状況（令和3年度）
業務
・発注者指定による業務の発注が約6割あり、BIM/CIM活用が拡大している。
・BIM/CIM活用事例が少なかった河川関係業務の発注が約2割ある。
工事
・令和3年度も橋梁のBIM/CIM活用が最も多い。
・ 3次元設計成果を引き渡しできる工事が約5割あり、設計から施工へ引き渡すことのできるBIM/CIM活用業務が増加している。
■R3年度BIM/CIM活用状況（9月末時点）

業務

注）受注者希望において、BIM/CIM活用未定（9件）含む

工事

注）受注者希望において、BIM/CIM活用未定（11件）含む
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BIM/CIMの主な段階別課題
段階

課

題

①３次元ＣＡＤ等のソフトの互換性に課題がある。
②BIM/CIM活用場面とその効果が明確化されていない。
③BIM/CIM活用が行われている事例（業務,工事）の情報が少ない。

1

共通

2

調査
（測量）
段階

①３次元測量成果のデータ形式が点群データであり、設計段階等で活用可能な３次元地形（以下３次元地形モデルという）が作
成されていない。
②点群データは容量が大きくなりやすくCADの操作性に難がある。

設計
段階

①BIM/CIMは従来の２次元図面に加え３次元モデルの作成が必要になる。（BIM/CIM活用効率化の課題）
②BIM/CIMの活用に関して発注段階でどのように活用するか明確になっておらず、具体的なモデル作成に関して受注者に明示
できていない。
③事業段階や各構造物単位などに応じて、BIM/CIMモデルの詳細度設定に苦慮している。
④施工や維持管理の後工程に必要な属性情報の設定が明確化されていない。

4

施工
段階

①設計で作成した３次元モデルは、完成形を対象として作成するため発注形態と異なることからＩＣＴ施工を始めとした施工段階
で利用することが難しく、施工時に必要なデータを作成しなければならない。
②伐開除根や工事進捗により現地が変化するため、その都度３次元モデルの変更を行う必要があり、施工者側の負担が多い。
③現地状況の変化に加えて、他の工事との輻輳や使用機械の変更などを含めて設計時に作成されている施工計画モデルを施
工時にそのまま利用することが難しい場合が多い。

5

維持
管理
段階

①維持管理での活用について属性情報やデータ形式を含めて明確化されていない。
②点検業務等のデータの反映方法が明確化されていない。

3
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BIM/CIM活用の課題解決に向けた取組（案）
【具体的取り組み】
■BIM/CIM活用のプロセスマップ作成 （共通②対応）
・調査、設計、施工の各段階においてBIM/CIMがどのように活用できるか具体的に提示
■BIM/CIM設計に必要な3次元測量手引き（案）検討（調査段階①②対応）
・３次元ベクトルデータ等仕様書作成と発注
・点群データ密度（○/m2）と測量範囲等の検討
■分野及び調査設計段階毎でのBIM/CIM活用の促進に向けた活用方法の整理（共通③、設計段階①②③対応）
・大規模構造物（橋梁、トンネル、ダム）以外の設計分野にも拡充
・概略、予備、詳細設計など調査設計段階毎でのBIM/CIM活用（情報連携含む）に向けた活用方法の整理
・維持管理段階での活用に向けて、2次元データの活用・3次元データの適用を含めBIM/CIM活用方法を整理
■属性情報（固有情報、必要管理データ等）付与の手引き（案）検討（設計段階④、維持管理段階①②対応）
・各段階において必要とされる属性情報について付与すべき情報・必要管理データを含めて整理し定める
■ICTに活用できる土工の3次元設計データ作成手引き（案）検討（施工段階①、②③の一部対応）
・設計段階での土工3次元設計を試行中
・設計と施工の責任分界点を定める
・土工3次元データを修正する際の課題に対する対応検討（使用した３Ｄソフトでないと修正できない）
12

BIM/CIM活用プロセスマップ（作成イメージ）
BIM/CIM活用場面とその効果
※道路事業におけるプロセスマップの例

課題の一例
・地元協議、他機関協議
(行政、公益企業、警
察、漁協など)に時間
を要している

事業推進上の課題
フェーズ

計画

調査

業務種目

（LEVEL 0）

業務項目

S

作業項目

一般の方向け

業界の方向け

設計

施工

道路設計

道路改良工

S

維持管理

施工計画

S

S

S

S

S

S

活用場面と効果を整理 （各分野・各段階でのプロセス・マップを順次整理）
今年度は道路事業で作成
（LEVEL 2）

職員向け

・管理断面が無い、狭隘部
など施工が複雑な現場で
設計成果が活用できず手
戻りが生じている

図面作成

（LEVEL 1）

事業プロセス

課題の一例

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

E
E
活用効果の例

E
E

E

・道路構造の３次元可視化
により地元住民、関係機
関との合意形成が容易

E

３次元利活用内容
３次元設計
データの作成

道路3次元化により、効率的な維
持管理が可能

E
E
活用効果の例
・３次元設計データを活用し
た設計照査（設計と現場の
違いや設計ミス等の確認）
及び施工計画の作成に有効。

・
・
・
・
小

大

BIM/CIM活用効果

インフラＤＸ効果の例

道路3次元化により、災害時など
に迅速な復旧活動が可能
道路3次元化により、効率的な特
車申請許可手続が可能
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活用事例集の作成

令和 3 年度

目次
1.はじめに............................................................................................................................................................................. 1
2.BIM/CIM 活用事業の実施例
2.1 関係者間での情報連携
CASE 1 CIM モデルを活用した地元説明会への活用 ........................................................................... 2
CASE 2 CIM モデルの関係機関協議や地元説明への活用 ............................................................... 3
CASE 3 CIM モデルを活用した関係者間の情報連携 ........................................................................... 4

BIM/CIM 活用事例集

CASE 4 CIM モデルの教育への活用............................................................................................................ 5
2.2 CIM モデルによる数量、工事費、工期の算出
CASE 5 CIM モデルを活用した数量算出の効率化① ........................................................................... 6
CASE 6 CIM モデルを活用した数量算出の効率化② ........................................................................... 7
CASE 7 CIM モデルを活用した概算工事費の効率化 ........................................................................... 8

今後の業務・工事実施時のリクワイヤメント作成などで活用できる参
考資料として、R1年度、R2年度実施分について、BIM/CIMを活用し
た内容について事例整理を行う。
CASE 8 CIM モデルを活用した工程管理 ................................................................................................... 9
2.3 CIM モデルによる効率的な照査の実施

CASE 9 統合モデルの適切な活用方法、活用効果について検証 ............................................... 10

CASE 10 CIM モデルの活用による地質調査結果の評価の効率化 ............................................... 11
CASE 11 CIM モデルを活用した設計の効率化 ....................................................................................... 12

CASE 12
13 CIM モデルを活用した設計検討の効率化 ............................................................................. 13
CASE 13 CIM モデルを活用した設計品質の向上 .................................................................................. 14
CASE 14 CIM モデルを活用した効率的な照査 ....................................................................................... 15

CASE 15 CIM モデルを活用した照査効率及び照査精度の向上 .................................................... 16
CASE 16 CIM モデルを活用した設計照査の効率化 ............................................................................. 17
CASE 17 CIM モデルを活用した施工計画の照査 .................................................................................. 18

2.4 施工段階での CIM モデルの効率的な活用
CASE 18 統合システムでのデータ整理を含めた CIM データの作成 .............................................. 19
CASE 19 CIM モデルを活用した施工計画の立案 .................................................................................. 20
22 CIM モデルを活用した施工管理の効率化 ............................................................................. 21
CASE 20

令和 4 年 3 月

CASE 21 CIM モデルを活用した施工・維持管理の効率化 ................................................................ 22
CASE 22 CIM モデルを活用した点検の安全性向上 ............................................................................. 23
CASE 23 CIM モデルを活用した安全教育 ................................................................................................ 24

国土交通省 中国地方整備局 企画部
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第5回 中国地方生産性向上研究会における意見と回答及び対応
■DX推進計画に対する意見
機関・団体
鳥取県

ご意見
・できるだけ早期に各自治体等の具体的な役割分担を決めていただき、余裕をもった計画として
ほしい。

回答

・個別具体的な取組の推進にあたっては、関係する機関と連携・調整を
図りつつ、取り組んでまいります。

広島県

・貴局のインフラＤＸ推進の方針については，本県が令和３年３月に策定した「広島デジフラ構想」
の目指す姿や取組内容など共通する部分もあることから，連携して進めてまいりたいと考えてい
ます。

（一社）鳥取県建設業協会

・ICTを活用した遠隔臨場は、受注者の待機時間の短縮に繋がることから、ぜひ進めていただきた
・引き続き、DX推進計画に位置づけ推進してまいります。
い。

対応（推進計画2022）

取組姿勢：関係者を巻き込む（p11）
取組体制：関係機関等からの意見も参考
に取組を行う（p13）

個別取組：Ⅰ-1-2（p19）

・ICTを活用した施工管理の推進は，部材のプレキャスト化と合わせて推進することで，より高い ・現場の生産性向上において、プレキャスト化は有効であると認識して
生産性向上効果が得られると考えます．引き続き，プレキャスト技術の推進をよろしくお願い致し おり、活用推進に向け、DX推進計画（i-Construction編）に位置づけ i-Construction編（p31）
ます．
引き続き、検討を行ってまいります。
(一社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

中国地質調査業協会

・今後のICTの高度化にも関連しますが，構図物の出来形管理基準の水準（PC上部工ではcmお
よびmm単位が一般的）と，ICT活用測量機器等の精度の水準の相関性を確保する必要があると ・ご意見にあるような現場における課題については、課題解決に向け、
考えます．品質確保を前提として，ICT活用の施工管理に関するルールの整備や測量機器等の技 本省・国総研等も含め対応を図ってまいります。
術向上を期待します．

取組姿勢：関係者を巻き込む（p11）
取組体制：関係機関等からの意見も参考
に取組を行う（p13）

・インフラDX推進計画については他地整が行っている参考すべき事例は取り入れる必要がある
と考えます。（例えば、九州地整で行っている災害査定におけるドローンや３６０度カメラ利用によ ・他機関が実施しているDXに係る取組や進化するデジタル技術等につ
る簡素化など）その他、地方自治体が行っているDX推進についても参考すべきは取り入れては いても広く収集し、必要に応じて、推進計画に反映することとしており 適宜見直し：デジタル技術の進捗状況等
ます。
を踏まえ、見直しを行う（p16）
いかがでしょうか。
・様々な機会を通じて、情報提供をお願いいたします。
・市町村が保有する地下地盤データの提供促進と工事における地盤データの提供促進
・非常にわかり易い内容で今後の推進に期待をしております。

５つの柱：アウトカムを意識し取組を展開
・ただし、ＤＸ、ＢＩＭ／ＣＩＭ、i-Construction、ＩＣＴ施工など色々なワードが存在するので、どう ・個別の取組が何を目指し、どのような効果が得られるか等、アウトカム （p12）
（一社）日本建設機械施工協会 使い分けて、それぞれが何を目指すのかを整理して頂かないと、受発注者共に混乱しています。
を意識し推進計画を策定し、各種取組を実施してまいります。
具体的な取組：個票の目指すべき姿
（p18～）
・実施計画については実行可能なスケジュール設定をして頂く様によろしくお願いします。
・マルチビームデータクラウド処理システムにおける「AIによるリアルタイムノイズ除去」のAIの強
（一社）港湾技術コンサルタン 化（開発）が可能になれば、省力化に繋がると考えます。
ツ協会
・DX推進により省力化した費用は減額するのではなく、企業（社員）へ分配する仕組みづくりな
ど、建設業界の魅力向上に資する取り組みが必要と考えます。

(一社)日本埋立浚渫協会

・ご意見等を踏まえ、ＤＸ推進計画に反映します。

生産性の向上及び働き方改革に繋がる取り組みは、設計に取り入れ易い環境にする必要がある
と思います。施工業者の企業努力だけではなく、柔軟な設計変更の対応及び当初設計にも反映さ
れる思考に切り替えるべきだと考えます。ただし、向上した生産性が働き方改革へ直結することが
必要です。向上した生産性を安易に人員削減へ費やすと、個人の働き方改革という点で逆行する ・頂いたご意見を踏まえ検討して参ります。
ことが懸念されます。
また、今後は維持管理の重要性が増すため、手間のかかる点検診断業務はＡＩとの相性が良いの
で推進させる分野と考えています。

・デジタル技術によるDXの推進が熟練の建設技能労働者の不足を補ったり、生産性や安全性の
（一社）日本建設機械レンタル
向上に寄与されることが期待できるため、今後も官民一体となって取り組んでいくことに賛同致
協会
します。

・関係機関と連携・調整を図りつつ、各種取組を推進してまいります。

個別取組：Ⅱ-5-1（p23）

－

取組姿勢：関係者を巻き込む（p11）
取組体制：関係機関等からの意見も参考
に取組を行う（p13）

■未経験企業へのICT活用拡大の取り組み
機関・団体

ご意見

回答

対応（推進計画2022）

鳥取県

・施工規模の小さい工種等への対応としては、R4年度から小規模土工
・C、D級の実績が低いとのことだが、施工規模が小さく、ICTのメリットが働かないことが原因と
に対応した要領が適用されることに加え、整備局においても中国Light i-con編：中国Light ICTの拡大（p33）
考えられるため、未経験企業へは、LightICT導入に力を入れた方がいいのではないか。
ICTの取組を拡大させることとしております。

広島県

・本県においても，ICTの活用拡大を「広島デジフラ構想」の取組案の１つとして掲げており，その
ため，県・市町職員や建設業界関係者が３次元データ，測量機器の取扱いなどのICT施工に必要 ・研修、セミナー、講習会等については、担当部局より情報提供及び調整 研修：個別取組Ⅴ-10-1（p25）
な知識を習得するための研修等の開催が必要であると考えていることから，研修等の内容や対象 を図らせて頂きます。
i-con編：体験会、人材育成（p35）
者などについて貴局と調整・連携して進めてまいりたいと考えています。

（一社）鳥取県建設業協会

・まずは、「中国Light ICT」で必須となっている出来形管理等施工管理部分の研修やデモンスト
レーション等で「最低これだけすればいいこと」が周知出来たら、手を上げやすくなるのではない
かと思う。

中国地質調査業協会

・サポート制度を取り入れたりJVなど発注方式の検討が必要

・ご意見を踏まえ、セミナー、講習会内容として考慮いたします。

i-con編：体験会、人材育成（p35）

・既にＩＣＴ建機や現場での三次元設計データの利活用が生産性向上に寄与する事は概ね認知さ ・ICTサポート制度を設けており、未経験企業にPRを行うなど、事務所
i-con編：ICTサポート等（p35）
れていまので、未活用の案件でなぜ活用されなかったかを精査する必要があると思います。Ｃク 副所長等から積極的な働きかけを実施してまいります。
ラス業者で「ＩＣＴ活用工事での施工が可能な」直轄工事を受注される施工者で未経験業者から直
接聞き取り等の調査をして問題点を抽出しては如何でしょうか。
・また、小規模土工での出来高要領については具体的な方法をＰＲしていく事が必要ではないかと
・研修、セミナー、講習会等については、担当部局より情報提供及び調整
思います。これらについて、当協会が取り組んでいる「ＤＸ／ｉ－Ｃｏｎ研究会」や「体験セミナー」な
i-con編：体験会、人材育成（p35）
を図らせて頂きます。
どを活用頂き発注者サイドと連携を取りながら進めていければと思っています。
・サポート制度に関しては、「制度のねらいと着目点」と「施工者が何を必要としているか」の観点
（一社）日本建設機械施工協会 にずれがあるようにも感じていますので、再考が必要かもしれません。
・併せて監督側の教育も重要と認識しています。各県の職員向け研修は非常に充実してきており
ます。整備局におかれても職員向け教育の充実を希望いたします。当協会も微力ながらお手伝い
させて頂くことも可能です。

・ICTサポート制度を設けており、未経験企業にPRを行うなど、事務所
i-con編：ICTサポート等（p35）
副所長等から積極的な働きかけを実施してまいります。
・研修、セミナー、講習会等については、担当部局より情報提供及び調整
i-con編：体験会、人材育成（p35）
を図らせて頂きます。

・ＩＣＴ建機のコストに関してですが、既にかなり導入もレンタルも価格は下がっています。更にこの
問題は、ＩＣＴ建機の稼働率の算出の仕方に課題があることが明確になっており、実際に物理的に ・現地状況に応じて、変更協議が可能となるよう対応を図ってまいりま i-con編：配置状況を踏まえ変更協議の
貸し出しているものを値引く要請を民間にすべきではなく、課題である積算の仕方を見直しや施 す。
対象（p32）
工計画書段階でのＩＣＴ建機の現場導入の監督指導をすべきではないかと考えます。
・今後全国的に進められるＩＣＴ建機の認定制度も有効的な活用ができる事を期待します
（一社）港湾技術コンサルタン ・特段の意見はございませんが、ICT活用工事の拡大（件数増加）とICT実施企業へのインセン
ツ協会
ティブ等の拡充が実現されていけば、ICT施工経験企業数は増加していくと考えます。
(一社)日本埋立浚渫協会

・当面は、機械認定制度の運用状況を注視していきます。

－

・頂いたご意見を踏まえ検討して参ります。

－

・小さな作業船はICTに対応していません。よって、小規模港湾におけるICT工事は積算基準の見 ・令和4年度より、損料見直しがなされたところです。今回の見直しによ
－
直しを行い、ICTが搭載された作業船の選択が必要であると考えます。
り小型グラブ浚渫船の損料にもICT機器費用が反映されております。

・ICT未経験業者に対するサポートはサポーター企業だけでは不十分だと感じます。ついては公告
（一社）日本建設機械レンタル
・当局が実施しているICTサポート制度は、提案頂いている内容も対応
の入札参加条件に経験業者と未経験業者によるJV（共同企業体）を条件とする案のご検討をお願
i-con編：ICTサポート等（p35）
協会
可能な制度となっております。
いします。（ICT特有の管理方法などをOJT教育を行ない、未経験業者にも体感して頂く）

■BIM/CIM活用拡大の取り組み
機関・団体

鳥取県

ご意見

回答

・３次元CAD間の互換性の問題等、現在取組の支障となっている問題の早期解消を進めてほし
い。

・3次元ＣＡＤ等の互換性の課題は認識しており、国土交通省及びソフト
ウエアのベンダーなどにおいて改善に向けて取り組んでおります。

・維持管理での活用方法等を明確化してほしい。

・BIM/CIMの維持管理での活用方法について、生産性向上研究会WG
において意見を伺いながら検討して参ります。

対応（推進計画2022）

BIM/CIM：個別取組Ⅰ-1-1（p19）

・ICT活用拡大の取組と同様に，研修等について貴局と調整・連携して進めてまいりたいと考えて ・整備局としてもBIM/CIM研修等について地方公共団体と調整・連携
研修：個別取組V－10－1（p25）
います。
して進めて参ります。
広島県

（一社）鳥取県建設業協会

・特に，発注者の積極的なCIM活用を促進するため，貴局の先進的な取組事例における活用効
果，課題等について研修等の設定をお願いしたいと考えています。（例：国道2号大樋橋西詰交差
点立体化のCIM活用）

・取組事例や課題等について研修等を実施して参ります。

・工事におけるBIM/CIM活用については、工事での負担を考慮しつつ
効果的なBIM/CIM活用として、「設計３次元モデルを用いた設計図書
・資料６P10黒枠内・４つ目「３次元設計成果を引き渡しできる工事が約５割あり」とありますが、 の照査、施工計画の検討」及び「工事のリクワイヤメント」の実施が想定
一般土木に限定した場合には実績が少ないのではと思われます。さらにP11の４施工段階の課題 されています。
BIM/CIM：個別取組Ⅰ-1-1（p19）
もあることから、すぐに全社が対応できるか不安があります。まずは、より施行者側の負担が少な
くなるよう方策を検討していただき、施行していただきたい。
・BIM/CIM活用について、施工者の負担も考慮しつつ、生産性向上研
究会WGにおいて意見を伺いながらBIM/CIM活用の課題解決に向け
て検討して参ります。
・調査～設計～施工～維持管理までの一気通貫したBIM/CIM活用に
・BIM/CIM活用の最大のメリット（目的）は，設計～施工～維持管理での一気通貫のモデル活用
ついても取り組んでおり、生産性向上研究会WGにおいて意見を伺い
にあると考えます。維持管理で有効活用するために必要な情報・項目や記録内容および使用媒体
ながら維持管理への有効活用や設計・施工時の運用ルールの整備につ
等を前提とした、設計・施工時の運用ルールの整備が重要と考えます。
いても検討して参ります。

(一社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

研修：個別取組V－10－1（p25）

i-Construction編（p36）

・PC上部工に関しては、設計ソフトとCIMモデル化の連動が進んでいない状況であると考えま
・PC上部も含めたコンクリート工の標準化は有効であると認識しており
す．モデル作成の容易性やソフト開発を考慮し、PC上部工の形状の統一化・単純化を図ることが、
ます。活用推進に向け、DX推進計画（i-Construction編）に位置づけ i-Construction編（p31）
早期の普及・定着に寄与すると考えます。橋梁形状（線形・幅員・断面）自体の単純化やJIS製品等
引き続き、検討を行ってまいります。
の標準桁の採用を基本とした橋梁計画が有効であると考えます。

（一社）建設コンサルタンツ協
会

・研究会での発言と重複しますが、資料6 p11の「BIM/CIMの主な段階別課題」についてはハー
・整備局もBIM/CIM活用の課題に対し、関係機関と連携して対応して
ドルの高いものもありますが、ECI方式やPM･CM等により、フィー（対価）があれば解決可能であ
－
参ります。
ると考えます。当協会としては積極的に協力し、推進していきます。

中国地質調査業協会

・DX推進計画やBIM/CIM事例紹介などを積極的に公表して参りま
・DX推進計画やBIM/CIM事例紹介などを積極的に公表すべきと考えます。また、高校生などへ
す。なお、BIM/CIM活用事例については、ホームページに掲載されて
も情報提供していただくなど。
おります。

ホームページ
国土交通省BIM/CIMポータルサイト
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimci
m/spec_cons_new_r3.html

・設計段階での取り組みは中央の動きを見ながらの進捗計画をされる事を希望します。
・本省と調整を図りながら段階的に適用を拡大して参ります。
・今回の研究会の意見としてあった設計施工一体型の考え方は今後の方向性かと思いますが、ま
だまだＣクラスの工事案件では課題が多いと思います。発注規模などの段階を明示して段階的な
適用をされることを希望します。
（一社）日本建設機械施工協会 ・ＩＣＴ活用工事とＢＩＭ／ＣＩＭ活用について発注者、受注者が目指す目的について混乱をしないよ
う、また、その目的について本末転倒の状況にならないよう（生産性向上）にしていく必要性を強
く感じます。特に今後、構造物の出来形管理が出てくることによりその傾向が強くなることを懸念
しています。
・フロントローディングについては、既に施工者は3次元データを普通に使っています。施工者に
データを受け渡すことが必要なのではなく、3次元データを何に使っていてそれが生産性向上に
どのように寄与しているのかを検証して頂き、どのようなアプローチが今後必要なのかを検討し
て頂きたいと思います。必要であれば、これも当協会研究会の議題にできればとご提案いたしま
す。

研修：個別取組V－10－1（p25）

・3次元データを有効に活用し、生産性を向上することがBIM/CIM活
用の目的です。整備局では、生産性向上のため、3次元データをどのよ
うな場面で活用すれば生産性向上に効果があるか検討しております。

・設計図面と完成施設が異なることがよくあり、維持管理の際や施設改良時に手戻りが発生する
場合があります。これを改善するため、施工業者も竣功図のCIM化を義務づける取り組みを行わ
れては如何でしょうか。
（一社）港湾技術コンサルタン ・CIM化された竣功図は、絶えず最新版を活用できるよう、クラウド・一元管理することにより、設
ツ協会
計業務時や港湾計画時、埋立申請時に有効活用できれば、建設コンサルタント業務の手戻りもな
くなり生産性が向上すると考えます。
・建設現場と建設コンサルタントの双方の生産性向上に繋がる取り組みの実現により、活用拡大と
継続性も確保できると考えます。

(一社)日本埋立浚渫協会

・発注者から貸与されたBIM/CIMモデルは発注図面（2D）と照査対比すると不整合が多く見受
けられます。港湾工事におけるBIM/CIMは、一連の事業において、スタートの「調査」から活用さ
れている事例が少ないことが原因と推測します。 BIM/CIMモデルは発注図書の１つです。貸与
前の十分な精査と不整合があった場合の修正等は、発注者にて対応をお願いします。

・ご意見にある竣工図のCIM化やそのデータについて、港湾整備ＢＩＭ/
ＣＩＭクラウド（仮称）により、調査、設計、施工、維持管理までの3次元
個別取組：Ⅱ-5-1（p2３）
データを、受発注者間においてクラウド上で共有、統合できるよう検討
を進めて参ります。

・BIM/CIM 試行工事において、発注者より提供するBIM/CIM モデ
ル(3D)と発注図データ(2D)に不整合となるケースがあることは認識
－
しております。今後は、外注する仕様等を検討することでより精度の高
いデータを提供して参ります。

・土工の3次元化のi-Constructionに加え、構造物の3次元化のBIM/CIMが増えるとうまくい
・3次元データを活用したICT及びBIM/CIMの拡大を進めて参ります
くか懸念されます。（土工の3次元化を何現場も経験した業者なら構造物の3次元化も取り掛かる
が、整備局としては、ICT及びBIM/CIMについて講習会等を通じて施 研修：個別取組V－10－1（p25）
ことができますが、土工の3次元化が未経験だと、構造物の3次元化が加わることでハードルが高
工者の皆様に情報提供して参ります。
（一社）日本建設機械レンタル くなってしまい、業者間の格差が懸念されます。）
協会
・大規模な構造物工はBIM/CIM効果が期待されますが、ブロック工など職人による手作業の工
・小規模構造物工への効率化のご意見については本省に伝えて参りま
程では人手不足や高齢化によって手待ちが生じ、生産性向上へのボトルネックにならないか懸念
す。
されますので、小規模構造物工の効率化が必要になると感じます。

－

