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１．施工確保対策
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これまでの取り組みと今後の取り組みについて



◆工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足により、作業効率の低下が生じており、直接工事費

だけでなく、間接工事費（共通仮設費および現場管理費）についても現場の実支出が増大している。

背景

●実態調査に基づき、間接費の割り増しを行う「復興係数」を導入【平成２６年２月～】

対策

“復興係数”による間接工事費の補正

上記の結果、積算額と支出実態とが乖離し、入札不調・不落が頻発（平成２５年度）

補正対象地域：被災三県（岩手県、宮城県、福島県）

補正対象工種：被災三県にて施工されるすべての土木工事

補 正 方 法：対象額により算定した共通仮設費率及び現場管理費率に以下の復興係数を乗じる。

共通仮設費：１．５ 現場管理費：１．２
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大臣官房

※本年度の実態調査において、現場の実支出の増大を確認。また、来年度も、震災後の各年度と同程度の

事業規模が想定される。



被災地における特例措置等について 土地・建設産業局

○東日本大震災に伴う公共工事の前金払の特例
【令和元年度末まで】

建設業者の着工資金を確保し、資金調達に係る金利負担を軽減す
るとともに、労働者や下請企業等への早期の支払いを確保するた
め、被災３県における国発注工事等の前払金の割合を引上げ

通常 被災地

公共工事（３００万円以上）
請負代価の
１０分の４以内

請負代価の
１０分の５以内

調査・設計（３００万円以上）
測量（２００万円以上）

請負代価の
１０分の３以内

請負代価の
１０分の４以内

○公共工事設計労務単価【平成31年３月改訂】

（１）最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映

（２）社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額
を反映

※ H25年度より、被災三県における単価の引上げ措置を実施

全職種平均値 平成30年3月比 平成24年度比

全 国 19,392円 +3.3% +48.0%

被災三県※ 21,105円 +3.6% +64.0%

現在、公共事業労務費調査を実施中各種実態調査の結果等を踏まえて関係機関と今後調整

来年度以降の措置に向けて 今後の改訂に向けて

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値から算出

前金払 前金払

通常 被災地

請負代価

参考：近年の公共工事設計労務単価の伸び率
全 国： H25 H26 H27 H28 
全 国：+15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → 
被災三県：+21.0% → +8.4% → +6.3% → +7.8% →

H29 H30 H31 （H24比）
→ +3.4% → +2.8% → +3.3%（+48.0%）
→ +3.3% → +1.9% → +3.6%（+64.0%）
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赤字：前回会議以降の取組

公共建築工事の円滑施工確保

公共建築工事の発注者が適切にその役割を果たせるように、これらの取組を地方公共団体等に普及・促進

○入札時積算数量書活用方式※の導入（H29.4～)

契約の適正化（受発注者間の協議の円滑化）

※ 契約後、発注者が示した積算数量に疑義が生じた場合、

受発注者間で協議し、必要に応じ変更することを契約事項とする方式。

【地方公共団体の導入状況（R1.10時点）】
・８県で試行導入済み。
・都道府県・政令市の約４割が導入を検討中。

○『営繕積算方式』活用マニュアルの改定（H31.3）

適正な予定価格の設定

○見積の積極活用（H31.2）

○施工条件を考慮した工事費の算出（単価補正）
（R1.10）

○遠隔地からの建設資材等及び労働者の確保に
必要な費用にかかる変更契約（H31.2）

適正な工期の設定

○「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」
のとりまとめ主体を都道府県・政令市に拡大（H30.2）

○余裕期間制度の原則適用（H31.2）

→ 「建築工事適正工期算定プログラム」（日建連）も参考に活用する。

→「見積活用方式」「工事量が少量・僅少な改修工事における直接工事費の割増補正」等の解説・図解を補強

→資材・労働者を遠隔地から確保せざるを得ない工事について、必要な費用の
実態を反映した変更契約を行う。

→以下の工事において、当初発注から入札参加者の見積を積極的に活用する。
・過去に不調・不落になった工事と同種及び類似工事
・標準積算と実勢価格との乖離が生じるおそれのある項目等を有する工事

→施工時間の制限、施工箇所（範囲の点在状況）、施工範囲（施工性）等の
条件により施工効率の低下が見込まれる工事量の少ない改修工事について、
単価の割増し補正等により適切に費用を計上する。

・ 公共建築相談窓口における個別相談対応
・ 全国会議での説明に加え、地方ブロック単位での地方公共団体との意見交換

○円滑な施工確保のため、きめ細かな対応を引き続き実施
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これまでの取り組みと今後の取り組みについて

２．東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト
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～働き方改革、生産性向上、担い手育成・確保のために～



東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」
さらに｢深化･拡大｣

官民連携による建設業の担い手確保の推進

生産性向上の推進働き方改革の推進
⑧ 東北土木技術人材育成協議会に

よるICT･UAV講習受講者の拡大

⑨ 優良工事表彰に「地域の守り手

枠（維持工事）」を創設

⑩ 地域における維持工事の実績評

価（一般土木工事で経常維持工

事の実績評価）

担い手の育成・確保
（地域の守り手確保）

① 週休２日工事の普及拡大に向け

証明書発行の取組み自治体の

拡大

② ｢統一土曜一斉現場閉所」の取

組み継続、閉所日数を拡大

③長時間労働の抑制を図るｳｨｰｸﾘｰ

ｽﾀﾝｽを市町村へ拡大

④発注者全体の施工時期の平準化

の目標を設定し、平準化を推進

⑤ ICT活用工事の普及・拡大に向け

証明書発行の取組み自治体の拡

大とともに、｢簡易チャレンジ型ＩＣ

Ｔ｣を創設し、ＩＣＴ未経験企業へ普

及を推進

⑥ 工事書類の標準化を市町村に拡

大し、工事過程の映像活用で省

力化推進

⑦ i-Constructionモデル事業の拡大

によるBIM/CIMの着実な推進

東北全体へプロジェクトを拡大し、建設業の担い手確保を加速

三位一体で推進
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 少子高齢化が進む東北地方で、災害時の迅速な対応そしてインフラの維持管理や除排雪など、「地域の守り

手」である建設業の担い手確保対策を、東北全体へと拡げることが必要

 東北地整、県・仙台市、建設業団体が連携して取り組む「東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト」を、東北地方

の全市町村(226市町村)へプロジェクトを拡大(→さらに「深化・拡大」)

Ｎew

Ｎew
Ｎew



① 週休２日工事の普及・拡大

 平成２９年度から東北地整では、週休２日工事を推進しており、令和元年度で１８０件（１２月末）を発注。
 更なる推進に向けて、「発注者指定型」を分任官工事へと拡大を図る。

 平成３０年７月より、週休２日工事推進のインセンティブとして導入の「週休２日実施証明書」発行につい
て、令和２年１月までに東北６県・仙台市でも証明書を発行。

 令和２年度から、証明書発行の取組みを東北10万人以上の都市への拡大を図る。

働き方改革の推進

東北地方整備局 週休２日実施工事件数

○令和元年度は１８０件で実施。
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▲東北地方整備局における週休２日実施工事件数

H29年度 H30年度 R1年度（１２月末時点）

19件

131件

更なる拡大

○東北6県及び仙台市で発行した「週休２日実施証明書」を1月か
ら東北地整の総合評価で実績評価。
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▲週休２日実施証明書

○平成30年7月から、東北地方整備局では監理技術者又は主任

技術者を対象に「週休２日実施証明書」を発行。次回入札時に総
合評価で加点。

○今後は「週休２日実施証明書」発行の東北地整の取り組みを地
方自治体（東北10万人以上の都市）へ拡大。

H30.7（H30年度まで）

▲「週休２日実施証明書」発行件数

H31.3（H30年度まで） R1.11

○「週休２日実施証明書」の取り組み拡大

※12月末時点（見込み含む）

凡例 発注者指定型 受注者希望型 交替制モデル工事（受注者希望型）

※交替制モデル工事はR1年度より実施
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210件

180件

「発注者
指定型」
を「分任
官工事」
へも拡大



４１．５％

４０．５％

② 統一土曜一斉現場閉所の取組推進

 統一土曜一斉現場閉所は、発注者の理解のもと取組参加企業の現場を一斉に閉所する取組であ
り、元･下請が共に週休２日を取得できる取組

 平成３０年度に青森県建設業協会等により取組を開始し、令和元年度から東北６県で実施。令和
２年度も継続開催するとともに、日数拡大等により取り組みを推進。

働き方改革の推進

▼青森 ▼岩手 ▼秋田

▼宮城 ▼山形 ▼福島

○週休２日制普及促進DAYはよかっ
たと思いますか？

○週休２日制普及促進キャンペーンアンケート結果（青森県）

○週休２日制を普及させるためのキャン
ペーンを今後もやった方が良いですか？

9

よかった

どちらとも言
えない

よくなかった

同日数で実施

拡大して実施

どちらとも
言えない

辞めた方が良い

取組に対して参加者から好評価!!
３日３日３日

３日 ３日 ２日実施
日数

令和元年度の取組

６４．３％

３３．６％

２．１％

２２．１％

２．１％

令和元年度アンケート(青森県の取組)
８２％

６４.３％

実施
日数

実施
日数

実施
日数

実施
日数

実施
日数



④ 施工時期の平準化推進働き方改革の推進

 発注者毎の平準化の取り組み状況（平準化率）を把握できる形で見える化し、国、県・政
令市、人口10万人以上の市における平準化率の目標値を設定のうえ平準化の推進を図る。

機関別の平準化状況

東北地方の平準化状況 平準化目標の設定

1, 
14%

2, 
29%3, 

43%

1, 
14%

東北６県仙台市のH30
平準化状況(件数) 14, 

6% 16, 
7% 28, 

12%

27, 
12%

141, 
63%

東北全市町村のH30
平準化状況(件数)

Ｎ＝２２６
市町村

Ｎ＝７県市

ａ
ｂ

ｃ

ｄｅ

ａ

ｂ

ｃ

ｄ • 国・県・政令市の平準化率（件
数）指標は０．８以上を目標

• 10万人以上の都市の平準化率
（件数）指標は０．７以上を目標

• その他の全市町村の平準化率
（件数）指標は０．１アップを目
標（ただし、０．６を上限値とす
る。）東北６県・仙台市 東北全市町村

市町村は県・仙台市に比べて平準化率が低く、
0.6未満が多い
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 平成３０年度の平準化率※は、国：0.85、都道府県：0.75、
政令市：0.67、市町村：0.55である。

 施工時期の平準化の取組が浸透しつつあるものの、市町
村では未だ低い水準となっている。

※平準化率＝
4-6月期の平均稼動件数

年度の平均稼動件数

※ 平準化率は、「一般財団法人 日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録され
た工事（ 1件当たり500万円以上）を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出（データ抽出時点：
令和元年5月18日）

New
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平準化率（ 件数） の経年推移_全国

H27 H30

指標 b：平準化率 0.8以上～0.9未満
指標 c：平準化率 0.7以上～0.8未満
指標 d：平準化率 0.6以上～0.7未満
指標 e：平準化率 0.6未満

指標 a：平準化率 0.9以上



②③又は②④の２項目以上実施すればOK

⑤ ＩＣＴ活用工事の推進

 東北地整ではH28年度からICT活用工事を推進し、生産性向上に寄与
 ICT活用工事推進のため、ICT土工実施証明書をH30年から発行し、令和２年1月までに東北６県

仙台市でも証明書を発行
 令和２年から、証明書発行の取組みを東北地方の10万人以上の都市へも拡大
 ICT普及に向け新たに｢（仮称）簡易ﾁｬﾚﾝｼﾞ型ＩＣＴ｣を創設し、未経験企業の新規参入に期待

生産性向上の推進

○工事現場や施工者の実情に合わせて、５つのプロセス全てでICT活用を実施
しなくとも評価する、 ｢（仮称）簡易チャレンジ型ＩＣＴ｣ を試行的に導入し、
特にICT未経験企業の参入を促し、東北管内のICT活用工事の更なる拡大を
目指す。 11

ＩＣＴ土工活用証明書の取り組み拡大【継続】

◆ ５つの施工プロセスの全てを実施しなくともＯＫ（評価）
◆ 専門家からのアドバイスあり

３次元
データ
の納品

３次元
出来形

管理等の
施工管理

３次元
起工測量

３次元
設計データ

作成

ICT
建設機械
による施工

① ② ③ ④ ⑤

※ＪＣＭＡ一般社団法人

日本建設機械施工協会
東北支部作成資料

｢（仮称）簡易チャレンジ型ＩＣＴ｣の創設

○平成30年7月から、東北地方整備局では監理技術者又は主任技術者
を対象に「ICT土工活用証明書」を発行。次回入札時に総合評価で加点。

○東北6県及び仙台市で発行した「ICT土工活用証明書」を基に、次回入
札時に東北地整で総合評価で加点。
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▲ＩＣＴ土工活用証明書
（東北地整）▲ＩＣＴ土工活用証明書発行件数

H30.7（H30年度まで） H31.3（H30年度まで） R1.11

自
治
体

東
北
地
整

更なる拡大

350

○平成31年度から「ＩＣＴ土工活用証明書」発行の東北地整の取り組みを
東北６県・仙台市へ拡大。

○今後は「ICT土工活用証明書」発行の東北地整の取り組みを、地方自治
体（東北10万人以上の都市）へ拡大。

New



⑥ 工事書類の標準化による省力化推進

 受注者の負担軽減のため、自治体工事で国様式の提出を可能とする工事書類の標準化を実施。

 今年度で東北６県・仙台市と工事書類の標準化を調整完了。令和２年から、全市町村との標準化の調整
を行い、東北地方の国・県・市町村の全ての書類の標準化を推進。

生産性向上の推進

工事書類標準化の調整

仙台市

福島県

山形県

秋田県

宮城県

岩手県

青森県

工事書類の標準化の取り組み

国交省様式への東北６県・仙台市との標準化はR1.10に完了

標準化率７１％

自治体様式

標準化率８３％

標準化率６５％

標準化率８６％

標準化率７０％

標準化率７７％

標準化率６１％

今後の対応

国交省様式

東北地整

東北６県

東北全市町村※との
工事書類の標準化を推進

地整と県との調整したノウハウを以て、各市町
村と調整を推進する

※東北６県２２６市町村

令和２年４月～

県及び政令市発注工事で、国の様式でも提出可能（標準
化）とすることで受注者の負担軽減を図る。

同じ工事書類名でも、国・県で提出様式が違う書類が多く存在。

国・県での工事書類様式に関する現状

▲国の支給品受領書様式（例） ▲県の支給品受領書様式（例）

工事書類標準化の取り組み

国・県・市で似たような書類が多く存在し、受注者は
その都度様式を変更しなければならない！
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⑨ 優良工事表彰に「（仮称）地域の守り手枠（経常維持工事）」を創設担い手育成・確保

・担当区間の構造物の管理状況、地元状
況、地理的特徴の把握等独特のノウハウ

・突発的な事象に対応する迅速適確な状況
判断能力。

・昼夜問わず長時間の対応を求められる

調整能力。

技術者への負担も大きい経常維持工事は、
“やりがい”を持って仕事をすることが
特に重要である。

維持工事の技術者に求められるもの経常維持工事の工事内容（例）

１年を通じて、多種多様な作業を行わなければならない

 河川や道路の維持工事は、良好な社会資本を維持していく上で、大変重要な仕事。

 １年を通して、多種多様な作業を実施する維持工事は、独特のノウハウや技術力が求められるた
め、技術者への負担も大きく、“やりがい”を持って仕事をすることが特に重要。

 次年度より、優良工事表彰に、「（仮称）地域の守り手枠（経常維持工事）」を新たに創設することに
より、維持工事に対する評価意欲の向上を目指す。

除草

構造物補修
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３．震災伝承の取り組み
～ 交流促進・地域創生・防災力の強化に向けて ～

これまでの取り組みと今後の取り組みについて

○これまでの検討経緯

○１年間の取り組み

○今後の取り組み

14



東北地方整備局
これまでの検討経緯

【構成委員】

東北地方整備局 局長（会長）、企画部長（副会長）、建政部長

青森県 県土整備部長

岩手県 復興局長

県土整備部長

宮城県 震災復興・企画部長

土木部長

福島県 企画調整部長

土木部長

仙台市 まちづくり政策局長

都市整備局長

震災伝承の取り組み

○東日本大震災の貴重な教訓をネットワーク化して語り継ぎ、防災力向上と地域活性化につなげる「３．１１伝承

ロード」の取り組みについて、第９回復興加速化会議（H31.1.20）において、東北地方整備局が取りまとめ役と

なり４県１市と連携して取り組みを加速するよう石井大臣から指示。

○これを受け、震災伝承ネットワーク協議会において具体施策を推進。

＜開催経緯＞

平成30年17月 協議会発足 第１回 協議会

平成30年10月 震災伝承シンポジウム（協議会主催）

平成30年11月 第2回協議会 ⇒具体的な取組内容について合意

平成31年13月 第3回協議会 ⇒震災伝承施設の登録

震災伝承ネットワーク協議会 （平成30年7月発足）

＜３つの取り組み＞ ○震災伝承ネットワークの運営・伝承ロード形成

○防災プログラムの基盤形成と開発

○復興に向けた地方創生・地元支援

［構成］整備局、被災４県１市

３．１１伝承ロードのイメージ
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▲ピクトグラムを用いた案内標識

１年間の取り組み

＜デザインについて＞
○ 既存のJIS記号（津波、博物館／美術館）を基にした
図案の組合せであり、新たな図案よりも理解されやすい。
○ 欧米では建物の図案が博物館と認識され、外国人
旅行者にも理解されやすい。

震災伝承施設ピクトグラム
平成３１年４月５日商標登録
登録第６１３４７５３号

Ⓡ

〇「震災伝承施設」の登録制度を創設し、初回１９２施設（現在２００施設）を登録。

○「震災伝承施設」に共通使用する統一ピクトグラムを設定し広報展開（商標登録済み）。

○パンフレット等への掲載、現地での標識の設置により案内を充実。

▲いわて・かまいしラグビーW杯
応援ガイドブック（日・英版）

▲３．１１伝承ロードパンフレット

※このほか、東経連などの民間主導により、産学官民が連携した推進組織「３．１１伝承ロード推進機構」が立ち上がった。

「震災伝承施設の一例」
震災遺構 たろう観光ホテル 震災遺構 奇跡の一本松
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東北地方整備局
今後の取り組み

伝
承
ロ
ー
ド

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

仙 台 市

福 島 県

３
．
１
１

４県１市・東北地整が連携して取組む事業

◆ 統一ホームページ

◆ 統一ピクトグラムを活用
した広報の拡充
・マップ作成
・案内標識の整備 等

◆ シンポジウム等による
国内外への情報発信

※毎年、事業内容について調整

３．１１伝承ロードのイメージ
東北地整

○引き続き、４県１市と東北地整が一体となって「３．１１伝承ロード」の取り組みを拡充し加速化。

○これにより、被災地の復興の加速化に貢献。
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