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は じ め に

国土交通省では、建設業従事者の高齢化や担い手不足等に起因

する生産性低下の課題に対して、平成２８年を生産性革命元年と位

置づけ、建設現場の抜本的な生産性向上を目指す「i-Construction」

に取組んでいるところです。

この『ＩＣＴ活用取組み事例集』は、「i-Construction」の中で、トップ

ランナー施策の一つとして位置付けられている「ＩＣＴの全面的な活用

（ＩＣＴ土工）」の普及・促進を図ることを目的に、東北地方整備局管内

でのベストプラクティスを紹介しています｡

ＩＣＴ活用促進により､建設現場での生産性向上を図るとともに､ＩＣＴ

活用への機運醸成や､建設業の魅力向上による担い手確保につなが

るよう、ご利用ください。
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○【東北復興 i-Construction連絡調整会議】を構築
➢第３回会議でオール東北で取組む体制へ変更、あわせて会議名称も変更

１．東北復興 i-Construction連絡調整会議 開催概要
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○【東北 i-Constructionプラットフォーム】を構築
➢ＩＣＴ活用促進に向け、自治体、業団体と一体となった推進体制を整備

東北６県

仙台市

市町村

(一社)日本建設機械施工協会
東北支部 TEL:022-222-3915

加盟各社

(一社)日本建設業連合会

東北支部 TEL:022-221-7810
加盟各社

東北建設業協会連合会
TEL:022-221-7810

加盟各社

（一社）建設コンサルタンツ協会
東北支部 TEL:022-263-6820

加盟各社

（一社）東北測量設計協会
TEL:022-263-0922

加盟各社

（一社）日本埋立浚渫協会
東北支部 TEL:022-221-5432 加盟各社

東北地方整備局
TEL:022-225-2171

東北 i‐Constructionプラットフォーム

企画部
技術管理課
施工企画課

港湾空港部
港湾事業企画課

東北技術事務所
TEL:022-365-8211

2



２．i-Construction普及に向けた人材育成

▲仙台会場 講習状況

【概 要】
○ 昨年まで実施してきた「情報化施工セミナー」に加え、衛星測位、UAV（無人航空機）

写真測量など、i-Constructionに即した内容に見直し。
○ 建設会社、コンサルタント、発注者などを対象に東北６県で計８回実施。
○ 全体で約７００名が聴講。

308名

308名

46名
34名

全体内訳（696名）

建設会社 コンサル 官公庁 リース・レンタル

○普及促進に向けて、セミナー等による座学や、実際のＩＣＴ土工現場を活
用した見学会、監督・検査講習会等の開催により、東北全域で延べ３２回、
約２，６００人が参加。（H28年11月末時点）

○引き続き業団体とも協力し、人材育成を推進。

【概 要】
○ ＩＣＴ土工工事の監督・検査体制の強化を目的に、座学、実地検査実習を実施。
○ 実地検査実習では、検査に不可欠となるＴＳ及びＧＮＳＳローバーの使用方法や機

能上の留意点等について、実演を通じて理解度向上。

▲TS（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ）、GNSSローバーの実演講習状況

＜取組み事例①＞ i-Construction（ＩＣＴ）セミナーの実施

＜取組み事例②＞ ＩＣＴ活用工事検査講習会の実施
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※平成２８年１１月末時点とりまとめ

３．取組み事例

掲載工事等一覧表

施工場所 工 事 名 等 施工者名等 頁

岩手県一関市 北上川上流曲田地区築堤工事 （株）小山建設 ５

岩手県大船渡市 吉浜南地区道路改良工事 （株）小原建設 ６

宮城県気仙沼市 舘地区道路改良工事 岩田地崎建設（株） ７

宮城県大崎市 鳴瀬川多田川米袋地区築堤工事 （株）武山興業 ８

秋田県由利本荘市 子吉川本荘地区外河道掘削・堤防強化工事 長田建設（株） ９

秋田県大館市 米代川玉ノ瀬地区下流河川改修工事 秋田土建（株） １０

山形県庄内町 跡地区道路改良工事 （株）丸高 １１

福島県桑折町 保原桑折地区道路改良工事 西武建設（株） １２

青森県八戸市
岩手県久慈市

港湾分野におけるＩＣＴ活用状況 みらい建設工業（株） 他 １３

秋田県 ＩＣＴ活用土工実証検討会
秋田県建設業協会
東北測量設計協会

１４
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●工期：「天候に左右され、空模様で一喜一憂している土工事での現場作業効率の向
上は、非常に頼もしい技術。」
「UAV使用により、従来は５日程度要した起工測量が、１日で済んだ。」

●安全：「オペレーターの気持ちに余裕が生じ、周囲の安全確保を的確に行える。」
●環境：「建機の稼働時間が大幅に縮減する為、CO2排出抑制につながる。」
●人員：「事前にICT建機に疑いをもっていた熟練オペレーターも、その有効性を認めて

いる。」
「ICT建機に乗れば、経験の浅いオペレーターが戦力となり、モチベーション
アップ。」

岩手県一関市

北上川上流曲田地区築堤工事

現場の声（小山建設）

○当該工事の施工者（小山建設）は、 ICTの普及に
向けて、施工現場見学会を積極的に開催。

○発注者・施工者のみならず、建設業の担い手育成
のため、高校生インターンシップ現場実習の場とし
ても活用。

きたかみがわ まがた

いちのせき

UAV安全点検

岩手県

工期 H28.9.12～H29.3.15

発注方式 施工者希望Ⅱ型

工事内容
工事延長L=140m
盛土工V=14,000m3

問合せ先
(発注者)

岩手河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ019－624－3131

現場見学会：UAVによる測量 現場見学会： ICT建機による施工

インターンシップ現場見学 ICT建機による施工
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●工期：「UAV使用により起工測量の日数が5日から1日に短縮出来た。」

●施工：「ICT建機の活用により過堀防止ができ、安定した施工ができる。」

●精度：「法面整形は熟年のオペレーターの力量により変わるが、ICT建機の

活用により精度の良い安定した法面整形が可能。」

●安全：「重機周りの危険な場所での丁張り設置が無く、事故リスクが低減。」

岩手県大船渡市 三陸沿岸道路

吉浜南地区道路改良工事

高校生インターンシップ現場実習状況

ICTバックホウによる法面整形

現場の声（小原建設）

○当該工事の施工者（小原建設）は、ICT施工に
対応できる技術者の育成に会社をあげて取組
んでいる。

○建設業の担い手育成のため、高校生のインター
ンシップの現場実習の場としても活用。

運転席のモニター画面で仕上がり状況確認

よしはまみなみ

おお ふな と

UAVによる施工前の空中写真測量

岩手県

工期 H28.7.1～H29.8.28

発注方式 契約後協議

工事内容
工事延長L=420m
掘削工V=80,000m3
盛土工V=4,000m3

問合せ先
（発注者）

南三陸国道事務所
工務課
ＴＥＬ0193－28－4731
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●工期： 「ICT施工により測量・丁張設置作業が不要になり、空いた時間で他
の業務を行うことができ、元請職員の業務効率・職務環境が向上し
た。（起工測量で従来５日→１日程度に短縮）」

●人員： 「UAVを用いることで、出来形計測を一人で行うことができた。」
●安全： 「測量等、手元作業員の必要がなくなったことで、重機に近寄ること

もなくなり、安全性が向上した。」
●施工： 「事前に完成形が３次元で確認でき、重機オペレーターの理解度が

上がり、高精度に施工しやすくなった。」

宮城県気仙沼市 三陸沿岸道路

舘地区道路改良工事

UAVによる空中写真測量状況

UAVによる施工出来形計測状況

現場の声（岩田地崎建設）

○当該工事の施工者（岩田地崎建設）は、今後建設
業界で主流となるであろうICT施工に対する関心が
高く、ICTによる効果を自ら検証し特性等を把握し
たうえで、ICT土工の積極的な取組みを実施。

ICT建機による法面整形

たて

け せん ぬま

UAVによる施工前の空中写真測量

UAV

宮城県

工期 H28.5.17～H29.5.19

発注方式 契約後協議

工事内容
工事延長L=360m
掘削工V=106,000m3

問合せ先
（発注者）

仙台河川国道事務所
設計課
ＴＥＬ022－248－0049

UAV

運転席モニター

7



●工期：「UAV使用により起工測量が約1ヶ月半から３週間に短縮出来た。」

●人員：「施工管理に最低３人必要だったが、２人で対応出来た。」

●安全：「重機と測量の競合がないので、重機周囲の安全が確保される。」

●適用：「腹付（拡幅）工事であっても、施工規模２万ｍ3の盛土量があれば、

生産性の効果は大。」

宮城県大崎市

鳴瀬川多田川米袋地区築堤工事

現場の声（武山興業）

○当該工事の施工者（武山興業）は、人材育成に積
極的に取組んでおり、若手技術者育成のため、
県内で先行してICT土工を実施。

○社内の若手技術者のみならず、地域の建設業を担
い手育成のため、高校生インターンシップ現場実習
の場としても活用。

なる せ がわ た だ がわよねぶくろ

おお さき

UAVによる施工前の測量状況

ICTバックホウによる法面整形 高校生インターンシップ現場実習状況

UAVによる施工前の空中写真測量

施工箇所

宮城県

工期 H28.4.11～H28.10.11

発注方式 契約後協議

工事内容
工事延長L=250m
盛土工V=21,000m3

問合せ先
（発注者）

北上川下流河川事務所
工務第一課
ＴＥＬ0225－95－0194
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秋田県

●工期：「ＬＳ測量使用により、起工測量の所要日数が４日から２日に短縮出来た。」
●安全：「掘削時の補助作業員が不要となり、接触事故の防止に繋がる。」
●施工：「経験の浅いオペレーターでも熟練者と同等の仕上がりが確保され、若手

オペレーターの育成に繋がる。」
「初めは、ＩＣＴ建機のｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ操作に戸惑ったが、すぐに慣れ、効率
よく作業できるようになった。」

秋田県由利本荘市

子吉川本荘地区外河道掘削・堤防強化工事

３Ｄﾃﾞｰﾀ取得状況

ICTﾊﾞｯｸﾎｳの操作状況（設定状況）

現場の声（長田建設）

○施工箇所を送電線が横断していることから、レー
ザースキャナー測量により地形データを取得。

○当該工事の施工者（長田建設）は、ICT活用の本格

的導入を視野に入れ、技術活用ノウハウの取得及
び共有を目的に実施中。

ICTﾊﾞｯｸﾎｳの施工状況（掘削法面整形）

こよしがわ ほんじょう

ゆ り ほんじょう

LS（ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ）による施工前測量状況

高水敷（左岸よりﾃﾞｰﾀ取得済）

ﾃﾞｰﾀ未取得

デ
ー
タ
取
得
中

送電線

堤防天端（左岸）

高水敷

← 子吉川

工期 H28.9.10～H29.2.20

発注方式 施工者希望Ⅱ型

工事内容
工事延長L=140m
掘削工V=10,000m3

問合せ先
（発注者）

秋田河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ018－823－4167

9



●工期：「UAV使用により起工測量にかかる日数が、従来手法で４日程度かかるとこ

ろを、１日へ短縮。」

●人員：「これまで測量(丁張り・出来形)等の施工管理に要した人員を大幅に削減。」

●安全：「重機周りでの丁張り等の設置作業がなくなり、接触災害のリスクを排除。」

●精度：「ICT建機(MC技術)活用により仕上り精度が大幅に向上。」

秋田県大館市

米代川玉ノ瀬地区下流河川改修工事

現場の声（秋田土建）

○当該工事の施工者（秋田土建）は、自らICT活用技術を積

極的に取組むことにより、その効果を検証し、技術特性を把

握した上で、今後の生産性向上や若手重機オペレーターの

育成に繋げることを目指している。

○ICT活用技術の取組みを、社内外へ発信(現場講習会、意

見交換会等)することで、技術の活用拡大に努めている。

おおだて

よねしろがわ たまのせ

ICT(ＭＣ)バックホウによる掘削状況 日々の土工量・出来形の確認

UAVによる施工前の空中写真

施工箇所

現況測量データ

3D施工データ

3Dデータ作成・出来高(形)等の施工管理

秋田県

工期 H28.9.2～H29.1.11

発注方式 施工者希望Ⅰ型

工事内容
工事延長L=180m
掘削工V=31,000m3

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0185－70－1001
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●工期：「起工測量において、従来より約２週間短縮（２０日→５日）。」

●人員：「ICT建機を用いる事により、丁張が不要になり人員削減に寄与。」

●安全：「建機周りでの丁張が不要になり、接触事故のリスクを低減。」

●品質：「ICT建機による転圧管理で、踏み残しや過転圧を防止し、品質の安定と

向上が図られた。」

山形県庄内町 一般国道４７号

跡地区道路改良工事

3次元データによる土量算出

3DMGバックホウによる法面整形

現場の声（丸高）

○各工程において省力化を図り、生産性・安全性の
向上を目的とし、県内で初めてとなるICTを活用し
た道路土工工事である。

○ICTを活用する事で、工程の短縮及び人員の削減
や精度の向上、技術者の育成に積極的に取組ん
でいる。

転圧管理システム搭載のローラー施工

あと

UAVによる施工前の空中写真測量

しょうない

山形県

工期 H28.7.19～H28.12.22

発注方式 施工者希望Ⅰ型

工事内容
工事延長L=820m
掘削工V=15,000m3
盛土工V=36,000m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0234－27－3331

運転席モニター運転席モニター

11



●工期：「３次元測量により起工測量に掛かる日数が７日から４日に短縮。」

●精度：「ICT建機活用により仕上がり精度が大幅に向上。」

●効率：「丁張りがなく邪魔にならないため安全に効率よく施工が可能。」

●品質：「ICT建機による転圧回数の面的管理により品質が向上。」

●安全：「機械周りの危険な場所での丁張り設置等の作業がなくリスクを排除。」

●育成：「若手重機オペの登用に繋る（操作技量少）。」

福島県桑折町 東北中央自動車道

保原桑折地区道路改良工事

現場の声（西武建設）

○東北地方整備局で初めてとなる、本官契約の
ICT活用工事。

○ICTの積極的な取組みにより、生産性の向上を
はじめ、技術者の育成にも効果。

ほ ば ら こ お り

こ お り

起工測量成果（合成写真）

MCブルドーザによる敷均し 転圧管理ｼｽﾃﾑ搭載ﾛｰﾗによる転圧

UAVによる施工前の空中写真測量

福島県

工期 H27.10.27～H30.3.15

発注方式 契約後協議

工事内容
工事延長L=200m
盛土工V=223,000m3

問合せ先
（発注者）

福島河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ024－546－4331
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●期間：「UAV使用により、測量にかかる日数を大幅に短縮出来た。」
●効率：「出来形等の測量による作業船の退避日数を削減出来た。」

●安全：「危険な波消ブロック上に、作業員が立ち入ることがなくなり、安全が
確保された。」

●精度：「NMBにより施工管理の高度化が図られ、施工精度が向上した。」

港湾分野におけるICT活用状況

NMB測量による仕上がり状況確認
（浚渫箇所の3次元データ）

現場での声

○海上工事（浚渫工）へのICT本格的導入に向けて、本省の基準類
の整備に資するため、八戸港の浚渫工事においてICTを活用する
試行工事を実施し、「港湾分野におけるCIM技術活用検討会」に
おいて、ICTツールの特性分析や3次元データの精度検証等を
行っている。

検討会での検討状況

ポンプ浚渫船による施工状況

浚渫工事（試行）

超音波を放射状に海中へ発射カッターヘッド

【八戸港】

ポンプ浚渫船

NMB測量による被災状況確認

防波堤上部コンクリートの飛散状況

【久慈港】

NMB:ナローマルチビーム

岩手県

青森県

青森県八戸市 岩手県久慈市
はちのへ く じ
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秋田県

ＩＣＴ活用土工実証検討会

秋田県

●高校生：「ICT導入のメリットが分かった。現場の作業は大変だと思っていた
が、工事技術の進化を感じた。」

●技術者：「UAVによる3次元測量から3次元設計まで、今回の実証検討により、
自分たちにも実施可能であることを確認出来た。」

●主催者：「ICT導入で、作業の効率と安全性が高まる。若者の人材確保にも
つなげたい。」

現場での声

○ICT活用土工実証検討会 （秋田県建設業協会、東北測量設計協会、秋田
河川国道事務所）を組織し、県内で先行実施しているICT土工工事を学
習・広報の場として活用。
・建設業者、測量業者、地公体の実地研修の場として、ＩＣＴ推進を支援

・地元高校の学習の場として提供し、新たな建設業の取り組みをＰＲするとともに担い手確保も期待

○得られた成果とノウハウを共有し、県内ｉ-Constructionのプラットフォームと
して機能。

◎ICT工事現場の公開状況

○第１弾は、平成28年10月６日、関地区道路改良工事（にかほ市）で実施。

（高校生、建設業、測量設計業、官公庁の土木技術者ら約150名参加）

UAVによる測量の実演

ICTバックホウ操作の実演３次元設計データ作成の説明

公開現場を上空からUAVで撮影
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４．参考資料

ＩＣＴ建機等購入に際しての税制優遇、補助金制度

建機等の購入に際して活用できる税制優遇

中小企業等経営強化法
（H28.7.1施行）

中小企業投資促進税制
生産性向上設備
投資促進税制

期 間 ～H31.3末 ～H29.3末 ～H29.3.末

利用できる方
中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主 青色申告している

法人・個人事業主
（対象業種や企業規模に制限なし）

担当省庁（建設業は国交省）による
経営力向上計画の認定必要

（賃貸業は対象外）

対象設備

160万円以上の機械及び装置であること

経営力向上計画に基づき取得する新
規の機械装置（生産性が年平均1%以
上向上する設備等）

生産性向上に資する一定の設備等
（右記のA類型、B類型）は、上乗せ
措置を適用

最新設備を導入する場合（A類型）
利益改善のための設備を導入する場
合（B類型）

優遇内容

固定資産税 法人税

固定資産税の課税標準を

3年間1/2に軽減
個人事業主、資本金3千万円以下

特別償却30%又は税額控除7%

資本金3千万円超1億円以下

特別償却30%

特別償却50%又は税額控除4%

そ の 他

＜その他の支援措置＞

政策金融機関の低利融資、民間金融
機関の融資に対する信用保証、債務
保証等による円滑な資金調達を支援

＜上乗せ措置の内容＞

個人事業主、資本金3千万円以下

特別償却即時又は税額控除10%

資本金3千万円超1億円以下

特別償却即時又は税額控除7%

＜対象設備の要件＞

A類型
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上向上してい

ること

B類型
・投資利益率が15%以上（中小企業

者等は5%）であること

制度紹介HP
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/k
yoka/index.html

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/
zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisoku
sinzeisei.htm

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_s
aisei/kyousouryoku_kyouka/seisansei
kojo.html

※詳細は、制度紹介HPやHPに記載の問い合わせ窓口で、ご確認ください。

ICT建機やｿﾌﾄｳｪｱの購入に際しての補助金

省エネルギー型建設機械導入補助金
革新的ものづくり・商業・サービス開発

支援補助金

期 間 ～H29.3.16 H28.11.14～H29.1.17

利用できる方
民間企業等（民間企業、その他の法人
（独立行政法人を除く）及び個人事業
者）

中小企業・小規模事業者
●３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経
常利益」年率１%の向上を達成できる計画
●「中小ものづくり高度化法」に基づく特定も
のづくり基盤技術を活用した生産プロセスの改
善等を行い、生産性を向上させる計画

対象設備

・国土交通省策定の燃費基準値を超える
（3つ星以上）燃費性能等を有する。
・オフロード法排出ガス四次規制等に適
合した油圧ショベル、ブルドーザ又はホ
イールローダ
・『ハイブリッド機構』、『情報化施
工』又は『電気駆動』等の先端的な省エ
ネルギー技術が搭載されていること
・執行管理団体に設置する有識者委員会
で審査決定された型式
これらをすべて満たす建設機械の導入に
対して補助

①第四次産業革命に向けて、IoT・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ・
AI・ﾛﾎﾞｯﾄを活用する革新的ものづくり・商業・
サービスの開発を支援。
②中小企業・小規模事業者のうち経営力向上に
資する革新的ものづくり・商業・サービス開発
を支援。

※過年度の「平成２７年度補正ものづくり・商
業・サービス新展開支援補助金」とほぼ同じな
ので、ICT活用工事で必要な建設機械以外の投資
（ソフトウェア等）に活用できる可能性がある。
※採択可否は個別事象による。

補助率
補助率：補助対象車両の購入価格と基準

価格の差額の定額または2/3
補助上限額：300 万円

①（補助上限額：3,000万円 補助率：2/3）
②（補助上限：1,000万円・500万円 補助率：
2/3）

制度紹介HP
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/2016051
7003/20160517003.pdf

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/161114
mono.htm

※正確なところは、制度紹介HPやHPに記載の問い合わせ窓口で、ご確認ください。
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i-Construction関連 問合わせ先

＜東北地方整備局＞
TEL：022-225-2171（代）

企画部 技術管理課
企画部 施工企画課

港湾空港部 港湾事業企画課

＜東北技術事務所＞
TEL：022-365-8211（代）

お わ り に

本事例集は、平成２８年１１月末時点で、東北地方整備局管内の直

轄工事において実施しているＩＣＴ土工の取組み事例等を掲載していま

すが、引き続きＩＣＴ活用の一層の拡大に向け、積極的に取組んでいく

ことが不可欠であり、今後は自治体への普及・導入にも結びつくよう、

受発注者双方の協同で進めていく必要があります。

そのためにも、ＩＣＴ活用促進に向けて構築した【東北 i-Construction

プラットフォーム】を利用していただくほか、ホームページを活用する等、

東北地方整備局としてもＩＣＴに関する技術情報を積極的に発信してま

いりますので、引き続き、魅力ある建設現場が創出できるよう、各方面

のご協力をお願いします。

上記ＨＰのトップページ
↓

【建設技術関連】
↓

【情報化施工】の【 i-Constructionサイト更新】内

※「i-Constructionの取り組み」を紹介中※

東北地方整備局ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp
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