
山口県 i-Construction 推進連絡会（第３回）（案） 

○日 時：平成３１年４月２３日（火）

１４：００～１６：００

○場 所：県庁４Ｆ 共用第３会議室

議 事 次 第 

１ 開会 

２ あいさつ（国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所長）

３ 山口県 i-Construction推進連絡会の組織追加について

４ 平成３０年度活動報告について

５ i-Construction の取組

（１）国土交通省における i-Construction の取組について

（２）山口県における i-Construction の取組について

（３）南周防農地整備事業所における i-Construction の取組について

６ 平成３１年度活動予定について

７ その他

８ 閉会のあいさつ（山口県 技術管理課長）

９ 閉 会



山口県 i-Construction 推進連絡会 規約

（名 称）

第１条 本会は、「山口県 i-Construction 推進連絡会」（以下「連絡会」という。）と称する。

（目 的）

第２条 連絡会は、建設現場における生産性向上を目的として取り組んでいる i-Constructionの３つ

の視点の内、「ICT の全面的な活用」について、発注機関の取り組み状況を情報共有し、そ

の取り組みに関する建設業界との意見交換を通じて、山口県の i-Construction の普及に向けた

課題の対応策を検討、実施することにより、建設現場の生産性向上を図り、魅力ある建設産

業の実現、良質な社会資本の提供に寄与することを目的とする。

（連絡会の実施事項）

第３条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次の事項について実施する。

一 会員相互の ICT 活用の取り組み状況の情報共有に関すること。

二 ICT 活用に関する建設業界との意見交換に関すること。

三 山口県の ICT 活用の普及に向けた課題の情報共有と対応策の実施、普及活動に関すること。

四 その他 ICT 活用に関連し会長が必要と認めた事項

（組 織）

第４条 連絡会は、別表１に掲げる機関をもって組織する。ただし、必要に応じ追加することが出

来る。

２ 連絡会には、会長及び副会長を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局山口河川国道

事務所長、副会長は山口県土木建築部技術管理課長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

（連絡会の運営）

第５条 連絡会は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 連絡会には、必要に応じて、会長または副会長が指名する者の出席を求めることができる。

（事務局）

第６条 連絡会の事務局は、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所品質確保課、山口県土

木建築部技術管理課に置く。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正等は、連絡会の審議・承認を得て行う。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

本規約は、平成２９年１１月 ８日から施行する。
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平成30年5月16日

所　　　　　　属 役　　　　職

1 会　長 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所 所長

2 会　員 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所 総括保全対策官

3 会　員 国土交通省中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 副所長

4 副会長 山口県 土木建築部 技術管理課 技術管理課長

5 会　員 山口県岩国土木建築事務所 企画調査室　主幹

6 会　員 山口県柳井土木建築事務所 企画調査室　主査

7 会　員 山口県周南土木建築事務所 企画調査室　主幹

8 会　員 山口県防府土木建築事務所 企画調査室　主幹

9 会　員 山口県宇部土木建築事務所 企画調査室　主幹

10 会　員 山口県下関土木建築事務所 企画調査室　主幹

11 会　員 山口県長門土木建築事務所 企画調査室　主幹

12 会　員 山口県萩土木建築事務所 企画調査室　主幹

13 会　員 下関市 建設部　道路河川建設課長

14 会　員 宇部市 都市整備部　土木河川港湾課長

15 会　員 山口市  都市整備部　道路河川建設課長

16 会　員 萩市  土木課長　

17 会　員 防府市 道路課長

18 会　員 下松市 契約監理課長

19 会　員 岩国市 契約監理課長

20 会　員 光市 入札監理課長

21 会　員 長門市 都市建設課長

22 会　員 柳井市 土木課長

23 会　員 美祢市 建設課長

24 会　員 周南市 技監兼検査監

25 会　員 山陽小野田市 土木課長

26 会　員 周防大島町 契約監理課長

27 会　員 和木町 都市建設課長

28 会　員 上関町 土木建築課長

29 会　員 田布施町 建設課長

30 会　員 平生町 建設課長

31 会　員 阿武町 施設課長

32 会　員 西日本高速道路(株)　中国支社　山口高速道路事務所 副所長

33 会　員 西日本高速道路(株)　中国支社　周南高速道路事務所 副所長

34 会　員 一般財団法人　山口県建設技術センター 理事長

35 会　員 一般社団法人　山口県建設業協会 専務理事

36 会　員 一般社団法人　山口県測量設計業協会 理事

37 会　員 一般社団法人　日本建設機械施工協会　中国支部 施工技術部会長

38 会　員 一般社団法人　日本建設機械レンタル協会　中国支部　山口地区部会 部会長

39 会　員 山口県港湾建設協会 会長

40 オブザーバー 国土交通省中国地方整備局　企画部 工事品質調整官

41 国土交通省中国地方整備局　企画部 機械施工管理官

42 国土交通省中国地方整備局  港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

事務局 国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　品質確保課

山口県 土木建築部 技術管理課

　別表１　　　山口県 i-Construction推進連絡会　名簿
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平成31年4月23日

所　　　　　　属 役　 　職

1 会　長 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所 所長

2 会　員 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所 総括保全対策官

3 会　員 国土交通省中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 副所長

4 会　員 農林水産省中国四国農政局　南周防農地整備事業所 所長

5 副会長 山口県 土木建築部 技術管理課 技術管理課長

6 会　員 山口県 農林水産部 農村整備課 農村整備課長

7 会　員 山口県岩国土木建築事務所 企画調査室　主幹

8 会　員 山口県柳井土木建築事務所 企画調査室　主査

9 会　員 山口県周南土木建築事務所 企画調査室　主幹

10 会　員 山口県防府土木建築事務所 企画調査室　主幹

11 会　員 山口県宇部土木建築事務所 企画調査室　主幹

12 会　員 山口県下関土木建築事務所 企画調査室　主幹

13 会　員 山口県長門土木建築事務所 企画調査室　主幹

14 会　員 山口県萩土木建築事務所 企画調査室　主幹

15 会　員 下関市 道路河川建設課長

16 会　員 宇部市 土木河川港湾課長

17 会　員 山口市  道路河川建設課長

18 会　員 萩市  土木課長　

19 会　員 防府市 道路課長

20 会　員 下松市 契約監理課長

21 会　員 岩国市 道路課長

22 会　員 光市 入札監理課長

23 会　員 長門市 都市建設課長

24 会　員 柳井市 土木課長

25 会　員 美祢市 建設課長

26 会　員 周南市 技監

27 会　員 山陽小野田市 土木課長（兼部次長）

28 会　員 周防大島町 契約監理課長

29 会　員 和木町 都市建設課長

30 会　員 上関町 土木建築課長

31 会　員 田布施町 建設課長

32 会　員 平生町 建設課長

33 会　員 阿武町 土木建築課長

34 会　員 西日本高速道路(株)　中国支社　山口高速道路事務所 副所長

35 会　員 西日本高速道路(株)　中国支社　周南高速道路事務所 副所長

36 会　員 一般財団法人　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

37 会　員 一般財団法人　山口県建設技術センター 理事長

38 会　員 一般社団法人　山口県建設業協会 専務理事

39 会　員 一般社団法人　山口県測量設計業協会 理事

40 会　員 一般社団法人　日本建設機械施工協会　中国支部 施工技術部会長

41 会　員 一般社団法人　日本建設機械レンタル協会　中国支部　山口地区部会 部会長

42 会　員 山口県港湾建設協会 会長

43 会　員 山口県土地改良建設協会 会長

44 会　員 山口県土地改良事業団体連合会 専務理事

45 オブザーバー 国土交通省中国地方整備局　企画部 工事品質調整官

46 国土交通省中国地方整備局　企画部 機械施工管理官

47 国土交通省中国地方整備局  港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

事務局 国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　品質確保課

山口県 土木建築部 技術管理課

農林水産省中国四国農政局　南周防農地整備事業所　窓口　：　工事第一課

　別表１　 　山口県 i-Construction推進連絡会　名簿（案）
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