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これまでの取組や効果と
今後の取組・復興支援等



これまでの取組効果と今後の取組・復興支援等

１．施工確保対策

２．東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

３．震災伝承の取り組み
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１．施工確保対策

これまでの取組効果と今後の取組・復興支援等
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令和３年度の復興係数・復興歩掛について

項 目 内 容

復
興
係
数

対象
工種

全ての土木工事

対象
地域

被災３県（岩手・宮城・福島）

補正率
共通仮設費：１．５

現場管理費：１．２

復
興
歩
掛

対象
工種

土工

対象
地域

被災３県（岩手・宮城・福島）

補正率 土工：標準作業量を20％低減

項 目 内 容

復
興
係
数

対象
工種

全ての土木工事

対象
地域

被災３県（岩手・宮城・福島）

補正率
共通仮設費：１．５

現場管理費：１．２

復
興
歩
掛

対象
工種

土工

対象
地域

被災３県（岩手・宮城・福島）

補正率 土工：標準作業量を10％低減

令和３年度まで 令和４年度

○ 直近の施工の実態調査を踏まえ、所要の見直しを行ったうえで、令和４年度も復興係数・復興
歩掛の措置を継続。

○ 復興歩掛の見直し後も、各地域の実績にあった予定価格の作成が可能。

令和４年度の復興係数・復興歩掛について 大臣官房
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被災地における特例措置等について

○東日本大震災に伴う公共工事の前金払の特例
【令和３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【令和３年２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）新型コロナウイルス感染症の影響下であることを踏まえ、
特別措置（前年度を下回った単価は、前年度単価に据置）
を実施

（３）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 令和２年3月比 平成24年度比

全 国 20,409円 +1.2% +53.5%

被災三県※ 22,164円 +0.6% +69.8%

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

H25 H26 H27 H28 H29
全 国： +15.1%→ +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% →
被災三県： +21.0%→ +8.4% → +6.3% → +7.8% → +3.3% →

H30 H31 R2 R3 (H24比)
→+2.8%→+3.3%→+2.5%→ +1.2% (+53.5%)
→+1.9%→+3.6%→+2.9%→ +0.6% (+69.8%)

被災地における特例措置等について
不動産・建設経済局
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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（R３.１２ 時点）】
・都道府県・政令市67団体中、１２団体で導入済み

（他に６団体が契約事項として協議に応じている）

・上記の他、都道府県・政令市の約3割で導入を検討中

適正な予定価格の設定

○「見積活用方式」の積極的な活用（H31.2～）

○施工条件を考慮した工事費の算出（単価補正）
（R1.10～）

○新型コロナウイルス感染症対策に係る適切な費用
の計上（R2.4～）

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。

→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
・ 『営繕積算方式活用マニュアル』（R3.4 改訂）の普及・促進

【改訂内容】 ・ 円滑な施工確保対策に関する記載内容の充実 （工事量が少量・僅少の場合の単価補正、工事の一時中止に伴う増加費用、等）
・ 新たな課題に対する工事費積算上の対応について追加 （新型コロナ対策、墜落制止用器具（フルハーネス型）の原則化に伴う対応、等）

○円滑な施工確保のため、きめ細かな対応を引き続き実施

→個々の工事現場での感染拡大防止のために必要な対策について、受注者

から提出された実施計画書に基づき受発注者間で協議したうえで設計変更
を行い、対策に要する費用を適切に計上する。

官庁営繕部
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これまでの取組効果と今後の取組・復興支援等

２．東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

～働き方改革、生産性向上、担い手育成・確保のために～
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企画部 技術管理課

7

官民連携による建設業の担い手確保の推進

東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」

「強い東北」 の実現に向け、ＤＸ推進とともに、取組を進化

働き方改革の推進 生産性向上の推進 担い手の育成・確保
（地域の守り手確保）

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
管内の全市町村(226市町村)に対し、ＤＸの推進を図りながら東北全体を進化

①「週休２日工事」の普及・拡大
［証明書の取組を10万人以上の都市へ拡大］

②｢統一土曜一斉現場閉所」の取組
みを各県単位で「月２」を目指す

③業務及び工事における「ウィーク
リースタンス」を全市町村で標準化

④「施工時期の平準化」を全発注
者にて目標設定（標準化）し推進

⑤業務における 「WEB会議」を６県・
仙台市にも拡大 [ WEB検査の標準化

（国）]

⑥「ＩＣＴ活用工事」の普及・拡大
［証明書の取組を10万人以上の都市へ拡大］

※証明書対象工種を拡大 （ICT法面工等）

⑪東北土木技術人材育成協議会

・全ての10万人以上の都市のＩＣＴ・

ＵＡＶ等最新技術講習会受講完了

・産学官連携のよる「学生向け

i-Con新技術体験学習会」の開催

⑫デジタル技術（ＶＲ・ＭＲ等）の活用

に対応した研修・セミナーの高度化

⑬優良工事表彰で「地域の守り手枠

（維持工事）」を表彰（国）

⑦｢簡易チャレンジ型ＩＣＴ｣の推進

⑩「i-Conモデル事業」及び「BIM/CIM」
活用による調査 ～管理までの３次
元データ化を加速 （国）

⑨調査業務及び工事における「ウェ
アラブルカメラ等を活用した遠隔臨
場」を６県・仙台市に拡大

⑧ ＩＣＴ・BIM/CIM・遠隔臨場の活用を
「ＩＣＴサポーター制度」により支援（創設）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

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」の取り組みは公共工事の現場を一斉に閉所する取り組みであり、元請･
下請が共に週休２日を取得できる取り組み。
令和元年度から東北６県で実施しており、令和３年度は「月１」に日数を拡大。
令和４年度も継続実施するとともに「月２」を目指し、取り組みをさらに拡大。

働き方改革の推進

令和３年度の取組 R2 週休2日制普及促進キャンペーンアンケート結果

▲東北６県の取組ポスター

令和３年度は、東北６県の公共工事について

毎月第２土曜日を、一斉現場閉所の日として取り組んでいます

＜対象工事発注機関＞

国土交通省東北地方整備局・北陸地方整備局、農林水産省東北農政局、東北全県、東北全市町村

現状維持

で実施

47%拡大して

実施

33%

どちらとも

いえない

18%

やめた方が良い

2%

●今後も実施する方が良いですか？

80％

更なる促進

のため必要

60%
どちらとも

いえない

29%

ﾂｷｲﾁﾌﾟﾗｽが

あるので不要

10%

未記入
1%

60％

●今後も必要と思いますか？

令和４年度の取組

良かった
66%

どちらとも

いえない

32%

良くなかった
2%

＜青森県＞
●取り組みは良かったと思いますか？

66％

良かった
72%

どちらとも

いえない

26%

良くなかった
1%

72％

●取り組みは良かったと思いますか？

＜宮城県＞

未記入
1%
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9

⑧ ＩＣＴ・BIM/CIM・遠隔臨場の活用を「ＩＣＴサポーター制度」により支援生産性向上の推進

ICT施工やBIM/CIM、遠隔臨場等の利活用促進を目的に、地元企業がICT等技術に関わる技術支
援やアドバイスが受けられる仕組みをつくり、東北地方における更なる生産性向上を図る。
「東北復興i-Construction連絡調整会議」がICT技術に係る豊富な実務経験や知識を有する者を
「ＩＣＴサポーター」として任命し、サポーターは地元企業のニーズに応じた技術支援を行う。

地元企業 東北復興
i-Construction
連絡調整会議

ICT施工について、技術指導をお願い
したい！
BIM/CIMの勉強会を開催したいが
講師をお願いしたい！
遠隔臨場を導入したいが、どうしたらい
いのか分からない！

ICTサポーター

BIM／CIMＩＣＴ施工 遠隔臨場

公募

Ｒ４目標

◆「ＩＣＴサポーター」の公募を行い、技術支援が可能な分野
や項目、対応可能地域等を示した「ＩＣＴサポーター一覧」
を作成し公表

◆国や県市町村が発注するICT活用工事やBIM/CIM活用
業務・工事等において支援実施

技術支援
アドバイス
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⑫ VR・MRなどのデジタル技術活用に対応した研修・セミナーの高度化担い手育成・確保

社会資本整備や公共サービスを行う現場において、非接触・リモートの働き方や、ＢＩＭ／ＣＩＭを
活用した新たな働き方への転換を進めていくため、職員を対象にデータやデジタル技術活用に関
わる知識・技術習得を目的とした研修・セミナーを令和３年度から実施。

令和４年度からは東北地域におけるＤＸ推進に向けて環境整備を行うとともに、県・市町村などの
職員や民間企業の技術者に対象を拡大。

MR（複合現実）体験実習 ３Ｄ点群データ作成体験実習 遠隔臨場体験実習

遠隔地の撮影状況をパソコンで確認（事務所等）

ウエアラブルカメラに撮影（施工現場）

７０％以上のラップ率で複数枚撮影

点群データ化したい対象物を写真撮影

作成された３次元点群データ

ＭＲ用デバイス（ゴーグル）

ＭＲ実習の状況

３Ｄモデルを実物に重ね合わせ 10



３．震災伝承の取り組み
～ 防災力の強化・交流促進・地域創生に向けて ～

これまでの取組効果と今後の取組・復興支援等

○ 災害教訓の伝承を通じた「防災意識社会」の構築

・３機関連携による伝承ツーリズムと様々な機関との連携

・「3.11伝承ロード」の様々な取り組み
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マスター タイトルの書式設定
～ いのちをまもる ～

災害教訓の伝承を通じた「防災意識社会」の構築

東日本大震災をはじめ、我が国が経験してきた大規模災害の教訓を伝える取組が行われているものの、

それらが十分認知されておらず、過去の災害が伝える教訓を防災に十分活用できていない。

東日本大震災による被災の実情と災害への備えを一体的に学べる仕組み「3.11伝承ロード」を活用した

「伝承ツーリズム」と様々な機関との連携により、来訪機会の創出を図り、国民の防災力向上や地域の活性
化に貢献

対応：伝承ツーリズムと様々な機関との連携

課題

東北地方整備局

旅行業

▲東日本大震災津波伝承館
（岩手県陸前高田市）

▲東日本大震災・原子力災害伝承館
（浪江町・双葉町）

▲みやぎ東日本大震災津波伝承館
（宮城県石巻市）

活
用

3.11伝承ロードの活用による
３機関連携による「伝承ツーリズム」

インフラ説明

バス等手配等

様々な機関と連携し、
訪問機会の創出

自治体

伝
承
ロ
ー
ド

3.11

津波伝承館の
展示説明

連
携伝承

ツーリズム

宮城オルレ
（宮城県）

三陸ジオパーク
（三陸ジオパーク推進協議会）
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マスター タイトルの書式設定

▲震災伝承施設の登録証交付

▲震災伝承パネル展の開催

▲震災伝承施設連絡会議

▲東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸでの広報 ▲パンフレット等への掲載

震災伝承施設イラスト
マップ（岩手県）

イオンモール盛岡南店（岩手県盛岡市）

対応：「3.11伝承ロード」の様々な取り組み

～ いのちをまもる ～

災害教訓の伝承を通じた「防災意識社会」の構築

○震災伝承施設の登録制度を創設し、現在２８９施設を登録
○震災伝承施設のピクトグラムを使用した道路標識の設置を令和７年度までに完成
○震災伝承活動を拡大するための議論の場として、３つの県で震災伝承施設連絡会議を開催

▲ピクトグラムを用いた案内標識

3.11伝承ロードマップ
（3.11伝承ロード推進機構）

震災遺構 浪江町立 請戸小学校
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