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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土工」及び平成２９

年度から取組開始した「ＩＣＴ舗装工」、「ICT浚渫工」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
➢平成２９年度は、第４回会議、第５回会議を開催。

１．東北復興 i-Construction連絡調整会議 開催概要

≪第１回 東北震災復興「i-Construction（ICT）」連絡会議（H28.2.1）≫
復興加速化会議（第６回）で打ち出された「i-Constructionの活用による生産性向上」を図るため、震災復交事業の

さらなる推進に寄与することを目的に設置。
【内容】①i-Construction（ICT）に関する情報共有、②有効性のある項目の確認、 ③適用工事の拡大、④現場見

学会・広報
【メンバー】●学識経験者 ： 東北大学大学院 高橋教授、皆川准教授

●国土交通省 ： 大臣官房技術調査課、東北地方整備局
●自治体 ： 岩手県、宮城県、福島県、仙台市
●業界団体 ： 東北建設業協会連合会、日建連東北支部、埋浚協東北支部、日機協東北支部、建コン東北支部、

東測協

≪第２回 東北震災復興「i-Construction（ICT）」連絡会議（現地視察）（H28.3.4）≫
建設現場においてICTの全面的な活用に関する取り組みを直接確認いただくため、北上川下流河川事務所管内

（鳴瀬川下流：宮城県東松島市野蒜）にて現地視察を実施。

≪第３回 東北復興 i-Construction連絡調整会議（H28.8.10）≫
東北地域全体で建設現場における生産性向上を推進するため、学識経験者、東北地方整備局、自治体、業界団体

でi-Constructionの情報交換等連絡調整を図るべく開催。
第３回から青森県、秋田県、山形県も参加し、オール東北で取り組む体制を構築。
i-Construction導入推進の為のサポート体制として、「東北 i-Constructionプラットフォーム」を構築。
【内容】①i-Constructionに関する情報共有、②各関係機関の取組状況等の報告、③ICT土工建設機械のデモ視察
【メンバー】●学識経験者 ： 東北大学大学院 高橋教授、皆川准教授

●国土交通省 ： 大臣官房技術調査課、東北地方整備局
●自治体 ： 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市
●業界団体 ： 東北建設業協会連合会、日建連東北支部、埋浚協東北支部、日機協東北支部、建コン東北支部、

東測協
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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

港湾空港部
港湾事業企画課

市町村

加盟各社

加盟各社

加盟各社

加盟各社

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

企画部
技術管理課
施工企画課

東北技術事務所
(TEL:022-365-8211)

東北 i-Constructionプラットフォーム

加盟各社

東北６県

仙台市

(一社)日本建設機械施工協会 東北支部
TEL:022-222-3915

(一社)日本建設業連合会 東北支部
TEL:022-221-7810

東北建設業協会連合会
TEL:022-221-7810

（一社）建設コンサルタンツ協会 東北支部
TEL:022-263-6820

（一社）東北測量設計協会
TEL:022-263-0922

（一社）東北地質調査業協会
TEL:022-299-9470

（一社）日本建設機械ﾚﾝﾀﾙ協会 東北協議会
TEL:022-238-1751

加盟各社

（一社）日本道路建設業協会 東北支部
TEL:022-264-1819

加盟各社
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２．i-Construction普及に向けた人材育成

○普及促進に向けて、建設会社、コンサルタント、発注者を対象としたセミ
ナーや、自治体を含めた発注者を対象とした研修を実施。

○引き続き業団体とも協力し、人材育成を推進。
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３．ＩＣＴ活用工事推進 「見える化」プロジェクト

○ＩＣＴ活用工事をさらに普及・促進するために、自治体や中小企業での活用
に向けた対策を進める。

○受注予定や課題、効果、現場の「見える化」、発注者がサポートする試行
など、受注しやすい環境の創出。

○「活用証明書」の入札時評価、発注者指定型・受注者希望Ⅰ型の拡大等、
積極的な普及・推進を図る。

ICT活用工事発注予定の『見える化』
(ICT工事発注予定統合版の運用)

○自治体やNEXCOのICT工事予定も含め
ICT工事発注予定の「見える化」(公表)

ICT活用工事現場の『見える化』
○積極的な現場見学の開催
○施工中工事はHPで公表
○施工状況を記録映像としてアーカイブ

現場見学会の積極開催

ICT活用工事進め方の『見える化』
○東北復興i-Construction連絡調整会議

の活動強化(これまで5回開催)
○地域別意見交換会の開催、職員研修、

講習会等の充実
○施工機会の確保のため、発注者指定・

受注者希望Ⅰ型規模要件の変更
○ICT工事初受注者を発注者がサポート

するチャレンジ型工事の試行

▲地域特有の課題に対応する
地域別意見交換会(青森地区)

ICT活用工事実績の『見える化』
○過去の活用実績もHP公表
○全面活用は技術者に「活用証明書」を発行し､

次回総合評価入札時に加点する試行工事実施

▲東北復興i-Construction連絡
調整会議の現地調査(第5回)

施工中工事・施工実績の公表

地域版事例集のとりまとめ

ICT活用工事効果の『見える化』
○工事概要の他、メリット、課題、工夫し

た点などまとめた事例集作成
○機器導入支援制度などもとりまとめ

発注見通し統合版から
ICT活用工事を抽出

分任官工事への適用 規模要件（土工量）の変更
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４．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

青森県鶴田町 岩木川鶴田右岸大巻地区河道掘削工事 齋勝建設（株） ６

青森県東北町 外久根道路改良工事 （株）田中組 ７

岩手県一関市 一関遊水地第２遊水地掘削及び築堤等工事 （株）佐々木組 ８

岩手県洋野町 川尻地区道路改良工事 （株）森本組 ９

岩手県釜石市 国道２８３号 釜石西地区道路改良工事 （株）安藤・間 １０

宮城県石巻市 旧北上川左岸魚町上流地区築堤工事 （株）丸本組 １１

秋田県秋田市 下浜羽川道路改良工事 （株）沢木組 １２

秋田県大仙市 雄物川上流大仙地区河道掘削工事 （株）宮原組 １３

秋田県湯沢市 下院内道路改良工事 （株）高修興業 １４

秋田県能代市
米代川二ッ井地区河川防災ステーション整備
工事

大森建設（株） １５

秋田県北秋田市 寺下地区舗装工事 秋田土建（株） １６

秋田県東成瀬村 成瀬ダム赤滝右岸上流地区掘削工事 伊藤建設工業（株） １７

山形県山形市 最上川上流須川地区河道掘削工事 渋谷建設（株） １８

山形県村山市 名取地区道路改良工事 大山建設（株） １９

山形県新庄市 十日町道路改良工事 沼田建設（株） ２０

山形県東根市 長瀞地区道路改良工事 泰昌建設（株） ２１

山形県三川町 赤川助川地区河道掘削工事 小野寺建設（株） ２２

山形県酒田市 沼田地区道路改良工事 （株）小松組 ２３

山形県戸沢村 最上川中流蔵岡地区仮締切撤去工事 （株）柿崎工務所 ２４

福島県須賀川市 阿武隈川上流浜尾遊水地追加掘削工事 三立土建（株） ２５

岩手県陸前高田市
高田松原地区国営追悼・祈念施設（仮称）基盤
整備工事

（株）平野組 ２６

山形県酒田市 酒田港北港地区泊地（－１３ｍ）浚渫工事 （株）本間組 ２７

福島県いわき市 東港地区航路・泊地（－１８ｍ）浚渫外工事 五洋・りんかい日産JV ２８

※平成２９年１１月時点とりまとめ
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●工期：「ICT機器の使用により、土工の日数が７４日から６１日に短縮できた」

●人員：「丁張等の準備工に３人必要であったが、丁張の設置が不要となりオペ

レーター１人で対応できた」

●安全：「測量および法面整形時の手元作業員が必要なくなったため、接触事故

の危険性が大幅に低減された。」

●品質：「運転手と技術者の双方で出来形確認をしながら施工することにより、

精度の高い安定した施工が可能になった」

現場の声（齋勝建設㈱）

青森県鶴田町

岩木川鶴田右岸大巻地区河道掘削工事

○ICTの活用により、法面整形時の地盤高を
効率的に測量。施工量や工事の進捗状況等
を容易に確認。

○人工衛星を用いて作業位置を算出すること
により、高精度で安定した施工が可能。

い わ き がわ

つ る た

工期 H29.3.31～H30.1.9

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 13,000m3

問合せ先
（発注者）

青森河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ017－734－4531

青森県

つ る た う が ん おおまき

UAV

UAVによる３次元測量 ３次元測量・設計データ作成（施工量を自動算出

ＩＣＴバックホウへデータ取込ＩＣＴ技術講習会
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●工期：「現地調査測量は、10,000㎡がUAV使用により、1日で完了し、測量時間の大幅な

短縮となった。3D設計データよる土量算出が可能となり、作業効率が向上した。」

●施工：「丁張設置作業がなく、3Dデータを建設機械へ取り込むだけで施工可能であり、施

工中に残掘削深も把握できる。」

●品質：「MCバックホウのバケット制御は、オフセット機能による粗掘りが容易で、設計面に

対する過掘りもなく作業ができる。」

●安全：「手元作業員なしで作業が可能で、安全性が著しく向上した。」

現場の声（㈱田中組）

青森県東北町

外久根道路改良工事

○施工者は、ＩＣＴ施工への技術活用ノウハウの取得
や技術者の育成を視野に入れ、土工現場で実施。

○起工測量は、大幅な時間短縮となることを確認。
○建設業アピールのため、施工現場見学会を積極

的に開催。

工期 H29.3.31～H30.2.6

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 40,000m3

問合せ先
（発注者）

青森河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ017－734－4521

３D設計データより土量算出
縦横断図からの算出は必要なし
算出精度の向上と作業効率の向上

点群処理 3次元設計データ

ＩＣＴ施工

切土掘削・法面整形施工

ＩＣＴ施工 見学会

【親子見学会】

【高校生現場見学会】

切土工区

起工測量（UAV）

（マシンコントロールバックホウ）

10,000㎡ 1日で完了
測量時間の短縮

丁張設置作業は不必要
業務効率の向上
手元作業員による重機誘導・合図不必要
安全性の向上

そと く ね
青森県
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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日に短縮できた。」

●管理：「丁張りが不要となる為、若手技術者でも現場管理が可能。人為的

ミスを無くす事ができる。業務の効率化が図れた。」

●人員：「作業員人数の省力化ができ、生産性向上に繋がった。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：｢重機周りに誘導員や作業補助員を必要としないため、安全に行う

ことができた。｣

ICT建機による施工
（ブル、転圧ローラー）

現場の声（㈱佐々木組）

UAVによる施工前の
空中写真測量

3Dデータによる完成イメージ

岩手県一関市

一関遊水地第２遊水地掘削及び築堤等工事

○当該工事の施工者（㈱佐々木組）は、ICT施工に
対応できる技術者の育成に、会社を挙げて取り組
んでいる。

○ICT活用により、「生産性の向上」、「業務の効率
化」を進めている。

工期 H29.1.12～H29.11.15

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 17,600m3

問合せ先
（発注者）

岩手河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ019－624－3131

岩手県

ICT建機による法面整形
（バックホウ）

地元住民への
現場見学会の実施

オペレーターへの
現場勉強会の実施

いちのせき

いちのせき
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●工期： 「起工測量を始め丁張等の測量省略化による業務の効率化。」

●施工： 「ICT建機による転圧管理でオペレータが転圧状況を目視できるため

品質向上と繋がる。」

●品質： 「面的施工管理となるため、測点管理より品質が向上した。」

●安全： 「法面整形等、手元作業員が必要なく接触災害のリスクが軽減。」

現場の声（㈱森本組）

岩手県洋野町

川尻地区道路改良工事

○当該工事の施工者（㈱森本組）はICT施工を積
極的に取組むことにより、「業務の効率化」、「生産
性の向上」を目指している。

〇ICT施工により熟練した技術を伴わない若いオペ
レーターでも、十分な施工（品質）が行える。

かわじり

ひろのちょう

工期 H29.1.10～H30.1.31

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 57,600m3

問合せ先
（発注者）

三陸国道事務所
久慈維持出張所
ＴＥＬ0194-53-2790

岩手県

ICTバックホウによる法面整形 転圧管理ｼｽﾃﾑ搭載ﾛｰﾗｰによる転圧

GNSSローバーによる検査

UAVによる施工完了写真
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●工期：「起工測量（4日間）ではTSでの横断測量（２週間）に比べて70%程度の

省力化、MC建機での法面整形では従来建機に比べてスピードアップ」

●人員：「MC建機による法面整形では、丁張・トンボの設置が不要のため土工

の測量業務（20人日程度）が大幅に削減」

●安全：「測量作業が減少したため、重機による接触・巻き込まれ災害を排除」

●出来形：「MC建機による土工出来形の精度が大幅に向上、見た目でも綺麗」

現場の声（㈱安藤・間）

岩手県釜石市

国道２８３号 釜石西地区道路改良工事

○東北地方整備局では初めての発注者指定型ICT
活用工事である。

○TLS（地上型レーザスキャナ）による起工測量、３
次元設計データの作成、MC（マシンコントロール）
建機による施工、UAV写真測量による出来形管
理を実施中である。

かまいしにし

かまいし

工期 H28.10.1～H30.7.31

発注方式 発注者指定型

土工数量 111,570m3

問合せ先
（発注者）

南三陸国道事務所
工務課
ＴＥＬ0193-28-4731(代表)

岩手県

MC建機による出来形 従来建機による出来形

３Dプリンタによる３次元モデル

■MC建機と従来建機による切土法面整形の出来形比較

⇒MC建機の方が法面の平滑性が一様であり、
設計値に対して高精度

■３次元モデルの利活用

現況と設計の３次元モデル

■MC建機での施工

⇒施工計画の立案、全体の掘削土量・法面１段毎の掘削土量
の算出、毎月の出来高管理等を３次元モデルで実施

バックホウによる法面整形

⇒丁張レスでの施工

色

標高テーブル

番号 最小標高 最大標高

9 -0.100 -0.080

10 -1.000 -0.100

7 -0.050 -0.020

8 -0.080 -0.050

5 0.000 0.020

6 -0.020 0.000

3 0.050 0.080

4 0.020 0.050

0.100 1.0001

2 0.080 0.100

法面のばらつき MC建機 従来建機
規格値の80％以内のデータ数 99% 73%
規格値の50％以内のデータ数 91% 59%
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●工期：「法面整形では、3DMC技術ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(削取整形）と3DMC技術ﾊﾞｯｸﾎｳ（表面

仕上）を組み合わせる事で、従来方法と比べ、作業日数が50%の短縮となっ

た。」

●人員：「丁張り等の施工管理人員を大幅に削減でき、生産性向上に繋がった。」

●安全：「重機周辺が無人状態となり、事故発生リスクを根本から改善できた。」

●品質：「ICT建機による転圧管理で、品質の安定と向上が図られた。」

ICT現場見学会の実施

現場の声（㈱丸本組）

UAVによる施工前の
空中写真測量

転圧管理ｼｽﾃﾑによる転圧状況
ｉｐａｄによる転圧状況の確認

宮城県石巻市

旧北上川左岸魚町上流地区築堤工事

○ ICT活用施工を全面的に行う事により、生産性・
安全性の向上に効果を発揮させ、その成果を週
休2日をはじめとした働き方改革につなげていき、
『生産性の向上、魅力ある建設現場』を目指してい
る。

きゅうきたかみがわ さがん さかなまちじょうりゅう

いしのまき

工期 H29.7.10～H30.2.28

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 12,000m3

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

UAV測量結果+設計3Dﾃﾞ-ﾀ 築堤盛土完了状況
（UAVによる撮影）

UAV

宮城県
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●工期:「起工測量・作業日数・出来形管理の短縮により約１．３ヶ月程度短縮でき
た。」

●人員:「工程の短縮に伴い延べ人員も２１３人減少させることができた。」
●安全:「丁張作業、重機手元の省力化により重機周辺を作業員が移動することも少な

くなり、事故リスクが減少した。」
●品質:「ブルドーザのマシンコントロールやＧＰＳ転圧システムにより施工品質の向

上と均一化を図ることができた。」
●環境:「作業日数の短縮により重機の稼働時間が減ることによって、二酸化炭素削減

し地域環境負荷軽減に寄与できた。」

現場の声（㈱沢木組）

レーザースキャナーに
よる起工・出来形測量

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 ３８日短縮（１３５日⇒９７日） 計 ２１３人減少（７６７人⇒５５４人）

秋田県秋田市

下浜羽川道路改良工事

○建設業の担い手不足や人材確保が深刻化する
なかで若手オペレーターの育成や生産性・安
全性の向上を目的として実施。また、重機の
自動操作やガイダンズの表示などでより高品
質な施工が期待。

しも はま はね かわ

あき た

工期 H29.3.22～H29.12.11

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 82,300m3

問合せ先
（発注者）

秋田河川国道事務所
工務第二課
TEL 018-864-2287

秋田県

マシンガイダンスバックホウ
よる切土法面整形

地元中学校・報道機関
が参加した現場見学会

18
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工期の比較

従来工法 ICT活用
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作業人員の比較

従来工法 ICT活用

（単位：人）（単位：日）
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●工期：「起工測量・施工・出来形等施工管理の各プロセスで、従来工法に比べ

大幅に作業日数が短縮した。（５６日の短縮）」

●安全：「重機周辺の作業が省力化された事より、事故発生リスクを軽減。」

●人員：「測量・施工における作業員数の大幅な人員削減が出来る。」

●管理：「数量算出が３次元設計データにより自動化され、算出能率が向上。」

中学生インターンシップの実施

現場の声（㈱宮原組）

UAVによる起工測量作業

従来工法とＩＣＴ土工の比較

3DMCバックホウによる法面整形作業

（単位：日）

秋田県大仙市

雄物川上流大仙地区河道掘削工事

○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、ICTを活用した河川土工工事で
ある。

○建設業の担い手育成のため、地元中学生のイン
ターンシップ現場実習の場としても活用。

おものがわじょうりゅう だいせん

だいせん

工期 H29.3.17～H29.11.20

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 28,800m3

問合せ先
（発注者）

湯沢河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0183－73－5504

秋田県

３次元設計データ作成

（単位：人・日）

10

96

11
4

52

5

0

50

100

起工測量 建機施工 出来形管理

工期の比較 従来工法
ICT活用

20

288

22
9

208

10

0

150

300

起工測量 建機施工 出来形管理

作業人員の比較 従来工法
ICT活用

計 １０３人・日短縮
（３３０人・日⇒２２７人・日６９％）

計 ５６日短縮
（１１７日⇒６１日５２％）

作業に使用した
UAV

建機内の
コントロールボックス
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●工程：「サクランボ収穫時期の中止期間（約２ヶ月）、隣接工区との工程調整等があった

が、ＩＣＴ施工で工期短縮でき降雪期前に盛土を完成できた。」

●品質：「降雪期前の施工、面的な施工管理により品質の向上が図れた。」

●人員：「地域的に慢性的な人員不足の中、人員削減ができた。一方で、次代を担う若

手技術者の理解度は高く、将来の継続的な人員確保に手ごたえを感じた。」

●安全：「丁張り設置が無いため、重機との近接作業が減り接触事故等を防止できた。」

現場の声（㈱高修興業）

秋田県湯沢市

下院内道路改良工事

○自動車専用道路の付加車線整備事業の一環で、
路床盛土（ICT）、防雪柵移設、排水工等を整備。

○施工延長が約1kmと長いため工程短縮・人員削減
効果等を期待しＩＣＴに取り組む。

〇会社の若手技術者で勉強会を行うとともに、現場
に従事させ早期の人材育成を目指した。

しもいんない

ゆざわ

秋田県

ICT土工と従来工法との比較

GNSSによる締固状況MCによる敷均状況ＴＬＳによる着手前測量

12

360従来工法

ICT施工

従来工法

ICT施工

作業人員の比較工程日数の比較

12

36

270

420人・日

294人・日

2460日

38日

12 40 8

30 44

22日間短縮 126人削減

：起工測量 ：施工 ：出来形管理等 ：起工測量 ：施工 ：出来形管理等

若手ICT勉強会（1回/月開催)

工期 H29.3.11～H29.12.25

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 11,000m3

問合せ先
（発注者）

湯沢河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0183－73－5519
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●工期：「UAV使用により起工測量の日数を約4日から2日に短縮できた」
●人員：「施工時の測量作業が大幅に低減でき省力化できた」
●安全：「建設機械と測量の競合がなくなるので建設機械と接触災害が

なくなる」
●精度：「ICT建設機械活用により敷均し精度が大幅に向上した」
●施工：「熟練オペレーターのパネル操作に不安はあったが、すぐに慣れ安

定した精度の良い施工ができた。」

秋田県能代市

米代川二ッ井地区河川防災ステーション整備工事

ICTブルドーザ(MC)による敷均し

現場の声 （大森建設㈱）

○ICT施工を積極的に取り組むことで当該工
事での作業効率の向上を検証。将来的に
は、自社による起工測量から３次元設計
データ作成、施工を目指す。

よねしろがわ ふたつい

ＭＧバックホウによる法面整形

のしろ

秋田県

締固め（転圧管理ｼｽﾃﾑ）

全 景

工期 H29.3.23～H29.11.21

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 25,000m3

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0185－70－1174
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●工期：「起工測量~出来形等の施工管理のプロセスについて、従来と比較し作業日数が７日

程短縮となった」

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

●安全：「丁張設置箇所での計測(下がり等)作業が無い為、接触防止につながった」

●施工：「若手オペレーターでも熟練者と同等の仕上りが確保される為、若手の育成につなが

る」

現場の声（秋田土建㈱）

秋田県北秋田市

寺下地区舗装工事

○ＩＣＴ施工を採用することにより、舗装工（路盤工）
における従来技術からの工期短縮、生産性、及
び安全性の向上効果を検証。

・ＩＣＴ施工により、施工日数削減と省人化が図られる、かつ高品質な仕上り
を確認。

・施工箇所での測量頻度を低減させて、現場の安全性向上を図る。
・ＩＣＴ施工の実効性を検証した上で、日用化・発展に取り組む。

てらした

きたあきた

秋田県

工期 H29.3.11～H29.11.15

発注方式 施工者希望Ⅱ型

施工面積 2,800㎡

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0185-70-1001

施工前写真

3DMCによる敷均し状況

現況測量データー

出来形管理図(ヒートマップ)

ＩＣＴ施工と従来施工との比較
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●工期：「3次元測量により作業日数が7日から3日に短縮となった。」

●精度：「面的管理により全面的な精度の向上が図られた。」

●人員：「丁張設置・片づけ等の作業が無く省力化につながった。」

●安全：「傾斜地や現道での作業が軽減され、リスクの大幅な低減となった。」

●品質：「ICT建機による転圧管理で、品質の安定と向上が図られた。」

●育成：「熟練者に偏らない施工により、若手技術者・未経験者の育成につな

がった。」

写真解析・点群処理
3次元設計データ作成

現場の声（伊藤建設工業㈱）

UAVフライトプラン作成 UAVによる空中写真測量

秋田県東成瀬村

成瀬ダム赤滝右岸上流地区掘削工事

○当該工事の施工者（伊藤建設工業）は、起工測量
（UAV）からICT機械による施工の一連を、若手

技術者の育成及び生産性の向上を目標として積
極的に取り組んでいる

○ICTを活用する事で、安全性の向上、工程及び人
員の削減、面的管理による品質の向上に取り組
んでいる。

工期 H29.6.27～H29.12.11

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 9,060m3

問合せ先
（発注者）

成瀬ダム工事事務所
工事課
ＴＥＬ0182－23－8450

MGバックホウによる施工 MGバックホウモニター MCブルドーザーによる施工

あかたき

ひがしなるせ

秋田県
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●工期：「ICT施工により起工測量、丁張設置の業務効率化につながった。」

●施工：「MCバックホウの活用により、均一な施工が可能となった。」

●安全：「重機周辺の危険な場所での丁張設置が無く、事故リスク低減。」

●品質：「施工範囲全体を面的施工・管理する為、品質向上となった。」

ICT現場見学会の実施

現場の声（渋谷建設㈱）

UAV空中写真測量 3DMCバックホウによる掘削

山形県山形市

最上川上流須川地区河道掘削工事

○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、ICTを活用した河道掘削工事で
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。

もがみがわ

やまがた

山形県

工期 H29.2.28～H29.12.28

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 24,300m3

問合せ先
（発注者）

山形河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ023－688－8421

すかわ

LS出来形測定結果
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●工期：「丁張設置作業が省けたことで、従来より大幅に作業の効率化につな

がった。」

●施工：「３次元化することで、事前に完成形が確認でき、現地での手戻りがない。」

●育成：「バックホウのモニター画面上で、仕上がり形状を容易に把握できるので、

効率よく作業ができるようになった。」

●安全：「重機周辺での測量等の作業が無くなったことで、接触事故がなくなり

安全性が向上」

地域中学生の職場体験

現場の声（大山建設㈱）

UAVによる
出来形写真測量

山形県村山市

名取地区道路改良工事

○ＭＣバックホウの掘削工事において、あえて複雑
な形状の断面にし、どれだけ重機が対応できるか
検証した。

○地域建設業の担い手育成のため、中学生の職場
体験として活用。

なとり

むらやま

山形県

工期 H29.4.1～H29.10.4

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 22,000m3

問合せ先
（発注者）

山形河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ023-688-8930

最終の図面

ＭＣバックホウによる法面整形

3Ｄ設計データ 完成
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●工期：「UAVの使用により、起工測量の日数短縮と、丁張設置作業が不要

になり、従来5日程度を要していたが1日で済んだ。」

●施工：「MC技術により、敷均し作業などの巻出し厚の確認が不要なため、

効率良く作業ができた。」

●安全：「重機近くでの、危険な丁張設置作業がなくなったことで、事故リスク

が大幅に低減した。」

●品質：「ICT建機による転圧作業は、面的管理となる為により品質の安定と

向上が図られた。」

3Dデータによる完成イメージと
土量の算出

現場の声（沼田建設㈱）

UAVによる施工前の
空中写真測量

UAV測量データの3Dデータ

山形県新庄市

十日町道路改良工事

○当該工事の施工者(沼田建設㈱)は、ICT施工に対
応できる技術者の育成とともに、ICT施工による
「生産性の向上」や「業務の効率化」を進める為、
会社をあげて取り組んでいる。

とお か まち

しんじょう

山形県

工期 H29.3.1～H30.1.31

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 32,100m3

問合せ先
（発注者）

山形河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ023-688-8930

MCブルドーザーによる敷均し 転圧管理システム搭載ローラー
による転圧

MGバックホウによる法面整形
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●工期：「ICT施工により、起工測量と出来形管理等の所要日数を短縮することができ、従来

より大幅に業務の効率化につながった。」

●効率：「3次元設計データや点群の活用で、作業現場が立体的に把握でき、土量の把握や

機械・人員の配置が効率よく出来た。」

●品質：「GNSS締固め管理により、盛土の品質を安定して確保できた。MCにより、オペレータ

のミスや技術力不足を補い、精度よく仕上げられることが出来た。」

●安全：「丁張作業の手間が省けた事で、特に重機周辺や足場の悪い地山などでの危険作業

のリスクが大幅に軽減した。」

山形県東根市

長瀞地区道路改良工事

○当該工事の施工者（泰昌建設）は、自社によるICT
施工に対応できる技術者育成を目的としてICT担
当技術者を選任し、社を挙げてICT活用を進めるた
めのノウハウを習得。

○レーザースキャナーによる現地測量、データ処理
及び３次元データ作成を自社で行い、UAVによる
空撮画像をGoogleEarthと連動させる等、現場施
工に対する「見える化」を実施。

ながとろ

ひがしね

山形県

工期 H29.4.1～H29.10.3

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 21,200m3

問合せ先
（発注者）

山形河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ023－688－8930

現場の声（泰昌建設㈱）
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●工期：「起工測量~出来形等の施工管理のプロセスについて、従来と比較し

作業日数が９日短縮となった。」

●施工：「ICT建機の活用により過掘防止ができ、安定した施工ができた。」

●安全：「建機周辺での丁張設置がなく、事故リスクが低減できた。」

●品質：「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

活用により精度のよい安定した施工が可能だと感じた。」

3DMCバックホウによる法面整形

現場の声（小野寺建設㈱）

ICT研修会の実施

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 ９日短縮 （５９日⇒５０日） 計 ５０人・日短縮 （１０１人・日⇒５１人・日）

UAVによる施工前の
空中写真測量

山形県三川町

赤川助川地区河道掘削工事

○河川土工において、生産性・安全性の向上を目的
とし、ICTを活用した河道掘削工事である。

○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。

あかがわすけかわちく

みかわまち

山形県

工期 H29.3.15～H29.9.29

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 45,000m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0234－27－3463
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●工期：「起工測量・出来形測量共に、従来法と比較し1/5程度に短縮できた。」

●人員：「ICTブルの使用によりブルドーザ経験が1週間程度しかない若年オペレータ

でも敷き均し作業が十分に行え、これからの自信につながった。」

●安全：「重機付近での人的作業が減り、接触災害のリスクを減少できた。」

●品質：「ICT建機の使用により仕上げ精度の大幅な向上が見られた。」

●育成：「学校には無いUAVや処理ソフトを体験出来、たいへん良い経験が出来た。」

現場の声（㈱小松組）

UAVによる施工前の
空中写真測量

山形県酒田市

沼田地区道路改良工事

○工事従事者の高齢化に伴う熟練重機操作者の
減少を見据え、ICT重機を用いた若手オペレー
ターの育成に取り組んでいる。

○社内の人材育成に留まらず、これからの建設業の
担い手となる産業技術短期大学生等の現場研修
の受け入れにも積極的に取り組んでいる。

ぬま た

さか た

山形県

工期 H29.1.19～H30.2.9

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 20,000m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所
工務第2課
ＴＥＬ0234－27－3331

施工前データと完成データ
による施工形状と土量の把握

UAVによる出来形測定

3DMGバックホウによる
掘削・法面整形作業

3DMGブルドーザによる
撒き出し作業

インターンシップの受入
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レーザースキャナーによる施工前測量

現場の声（㈱柿崎工務所）

山形県戸沢村

最上川中流蔵岡地区仮締切撤去工事

○東北地方整備局新庄河川事務所管内の河川事
業において初めてとなるＩＣＴ活用工事である。

○ICTの積極的な導入により、工程の短縮及び精度

や安全性の向上に取り組み、今後の若手重機オ
ペレーターの増加に繋げることを目指している。

もがみがわちゅうりゅうくらおか

と ざ わ

山形県

工期 H29.3.8～H30.1.16

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 8,400m3

問合せ先
（発注者）

新庄河川事務所
工務第一課
ＴＥＬ0233－22－0254

ICT現場見学会の実施

レーザースキャナー画像

ＭＧバックホウによる掘削

●工期：「LS測量により起工測量が５日から２日に短縮できた。」
●施工：「モニター画像で設計面を確認出来ることにより重機オペレーターは施工しや

すくなった。」
●安全：「測量丁張設置がなくなり作業員と重機の接触の危険性が減り安全性が向上

した。」
●精度：「丁張設置とICTとの検証を行ったところ精度が5cm程度に収まることが検証

され満足できる結果となった。」
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●工期：「ＩＣＴ建機による施工を行うことで、計画的な工程管理が図られる。」

●人員：「熟練者不足への対応が可能となる。」

●安全：「危険性のある作業が減少、安全性の向上が図られる。」

●品質：「ＩＣＴ建機のＭＣにより、施工精度の向上が図られる。」

●施工：「ＩＣＴ建機による施工することで、作業の効率化、施工管理の向上が

図られる。」

ＵＡＶによる出来形計測

現場の声（三立土建㈱）

■ガイド機能及びアシスト機能（マシンコントロール）の効果

・掘削作業中の人力による計測作業の省力化される。 ・若手技術者の育成が可能となる。

・補助作業員の配置がいらない。 ・作業の効率化を図ることにより、より計画的な
工程管理が可能となる。

・技術者不足の解消による生産性の向上が図られる。

ＭＣバックホウ

福島県須賀川市

阿武隈川上流浜尾遊水地追加掘削工事

○掘削工において省力化を図り、生産性・安全性の
向上を目的としICTを活用した河川工事である。

○ICTを活用することで、計画的な工程管理や精度
の向上、技術者の育成に積極的に取り組んでい
る。

はまお ゆうすいち

ふくしま すかがわ

工期 H29.1.11～H29.6.30

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 34,300m3

問合せ先
（発注者）

福島河川国道事務所
品質確保課
ＴＥＬ024－546－4331

福島県

MCバックホウモニターMCバックホウ掘削
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●工期：「測量や丁張りに費やす時間が激減し、業務全般の効率が向上した。」

●施工：「ICT施工により、位置情報を確認しながら施工できるので、無駄な作業が低減し、作

業効率が向上した。」

●安全：「測量作業及び確認行為が減少したので、重機周辺に人が近接する頻度が減少し、

事故発生リスクが低減した。」

●品質：「従来の測点管理から面的管理になったことで、精度、品質ともに向上と安定が図ら

れた。」

現場の声（㈱平野組）

岩手県陸前高田市

高田松原地区国営追悼・祈念施設（仮称）基盤整備工事

○若年技術者を中心にICT施工に積極的に取り組
み、技術者の育成と現場の生産性向上に活用し
ている。

○職場体験学習やインターンシップの場を提供して、
次世代を担う青少年に、新しい建設業をアピール
している。

たかたまつばら

りくぜんたかた

工期 H29.2.20～H29.11.30

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 157,300m3

問合せ先
（発注者）

東北国営公園事務所
工務課
ＴＥＬ 0224-84-6211

建機及びシステムメーカーとの連携

3DMCバックホウによる法面整形 インターンシップでの
視聴覚資料での説明

LandXMLデータの作成

岩手県

26



●工期：「単素子音響測深と比較し、測量船の挙動をセンサーで精密に計測、測

定値を補正できるため、うねりの影響が減り、測量作業の稼働率が向

上した。」

●人員：「測量装置と連動するGNSS測位装置により、陸上で誘導する測量員

が不要となり、省力化と生産性の向上に繋がった。」

●安全：「省力化により、海中転落事故等の発生リスクを改善できた。」

●品質：「単素子によるメッシュ状解析では得られない、詳細な面的データが取

得できるため、海底地形をより詳細に把握でき、適切な浚渫深度管理

と法面の浚渫が行えたことで、浚渫の出来映え向上が図れた。」

現場の声（㈱本間組）

海底に扇状に音波を発信
～反響音をソナーで受信

山形県 酒田市

酒田港北港地区泊地(-13m)浚渫工事

○国土交通省が提唱するi-Constractionに基づき、
ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計
図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事
完成図や施工管理の記録及び関係書類について
3次元ﾃﾞｰﾀを活用するICT活用工事です。

さかた こう きたこうちく はくち しゅん せつ

さかた し

山形県

工期 H29.8.30～H29.12.22

発注方式 発注者指定型

発注数量

浚渫面積 53,286m2
浚渫土量 57,264m3
ﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測量 1 式

(起工時､出来形･水路時)

問合せ先
（発注者）

酒田港湾事務所 保全課
ＴＥＬ0234－33－2854

ソナーで受信したデータ
を解析して海底面を図化

詳細に海底の
凹凸を確認できる。

精度良く受信
可能なソナー部
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●品質：「従来は測量船直下の深度しか把握出来ず、測線間の未測深部分に掘

り残しが存在するリスクがあった。ナローマルチビーム測量では未測深

幅がゼロであるため、掘り残しを見逃すことが無くなり、施工精度の向上

に寄与した。」

●工期：「従来はマニュアルで行っていた解析～図面作成作業がソフトウェアで作

成が可能になり作業日数が短縮となった。」

●人員：「作業員数についても、解析～図面作成が一人で作業可能となり、大幅

な省力化、生産性向上に繋がった。」

●安全：「他船舶の下の海底面も測深が可能なため、測量のための作業船の移

動が不要となり、移動作業に伴うリスクが無くなった。」

現場の声（五洋・りんかい日産JV）

ナローマルチビーム
による測量イメージ

測量システム画面

福島県いわき市

東港地区航路・泊地(-18m)浚渫外工事

○浚渫工における出来形管理においてICTを積極
的に活用する工事である。

○ICTを活用することで、工事の品質確保に係る人
員の削減、作業時間の短縮及び精度の向上に取
り組んでいる。

ひがしこう しゅんせつ

工期 H28.2.16～H30.2.15

浚渫数量
浚渫面積 203,603m2
浚渫土量 533,657m3

問合せ先
（発注者）

小名浜港湾事務所
保全課
ＴＥＬ0246－53－7103

福島県

小名浜港

ナローマルチビーム測量と従来工法との比較(工期)
⇒従来工法に比べ1回当りの解析～図面作成について5.5日(13人・日)の短縮。
[従来：音響測深機測量]

解析2日(6人・日)→断面図作成3日(6人・日)→平面図2日(4人・日) ⇒ 合計7日(16人・日)
[今回：ナローマルチビーム測量]

解析0.5日(1人・日)→断面図作成0.5日(1人・日)→平面図0.5日(1人・日)⇒合計1.5日(3人・日)

鳥瞰図
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５．自治体をフィールドとしたモデル事業
秋田県

秋田県

○ ICT活用工事を建設事業の大半を占める地方自治体工事に広めるため、自治体発
注工事をフィールドに現場支援型モデル事業を実施。

○ 当事業では、自治体が設置する支援協議体の下で、ICT活用を前提とした工程計画
立案支援や、ICT運用時のマネジメント指導による好事例創出、効果検証及び普及
活動の支援を行う。

●秋田県ＩＣＴ活用モデル工事
工 事 名：平成29年度

地方道路交付金工事（改築）
施工箇所：秋田市下浜羽川 地内
施 工 量：掘削 12,800m3

法面整形（切土部）2,110m2
施工延長 100m 幅6.0（8.5）ｍ

実施項目 利用技術

1 起工測量 地上型レーザースキャナ

2 3次元設計データ作成

3 ICT建設機械施工 3Dバックホウ（MC）

4 3次元出来型管理 地上型レーザースキャナ

5 3次元データの納品

・支援に基づく利用技術の選定

● ＩＣＴ施工による効果（削減日数）

■ 掘削は大きな削減では無いが、運び出し台数は増加している（最大12台）

■ 法面整形には大きな効果が見られた（曲線部ということが大きく影響）

0 5 10 15 20
25 30

24.5日

14日 10.5日削減

法面整形日数

従来

ICT

0 5 10 15 20 25
30

27日

23日 4日削減

従来

ICT

掘削日数

▲受発注者の事前打合わせ

▲現場見学会の開催

自
治
体

○モデル工事候補の公告
〈公告内容・仕様〉
・支援協議体への協力を求める
・ICT活用工事として発注する工
事仕様書においてモデル工事候補
であることを明記する等

《モデル工事の公告・選定》 《モデル工事での支援》 《成果とりまとめ》

○モデル工事の選定

※特に地域からの要
望が無い限り、ICT施

工専門家としては、
支援業務受注者より
推薦

支
援
協
議
体

支
援
業
務

（
本
省
発
注

）

受
注

者

○ICT活用工事としての費用を負担
・ICT積算基準を適用

○ICTを生かした監督検査の許容
・国の基準等を受入れ、二重管理しない。

○自治体職員への理解促進
・現場講習会への職員派遣

○ﾓﾃﾞﾙ工事の支援（1ヶ月間）
<ICT専門家の派遣>
・ICTを活用した施工計画（調達計
画・工程計画等）の立案支援

・３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成支援
・ICT利用に関する現地指導

<現物貸与>
・出来形管理等のｿﾌﾄｳｪｱ貸与

○現場講習会
の運営支援

・講師派遣
・見学に必要な
実機、その他
イベント資機
材の手配

・その他運営

○好事例と
りまとめ
・効果計測
（現地調査）

・コストメ
リット定量化

・ノウハウ整
理

○モデル工事
の施工

○現場の
公開

○知見の
公開

発注者：当該自治体
施工：建設業協会
測量設計：測量設計協会他
ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ：ﾚﾝﾀﾙ業協会他
ICT専門家：支援業務から派遣
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：整備局推進体制

※先行事例では、モデル事業
実施自治体が事務局となり
支援協議体を発足、運営

○施工内容の
調整

○地域に知
見の共有
・各団体で講
習会開催

○業団体会員
の理解促進
・現場講習会に
参画
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６．参考資料

建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度

区分 制度 対象 実施機関 所管省庁

補助金

省エネルギー型建設機械導入補
助事業（地球温暖化対策）

低燃費型（３つ星以上）の
ICT・ハイブリッド・電気駆
動の建機

購入
（一財）製造科学技術セン
ター

経済産業省

サービス等生産性向上ＩＴ導入支
援事業（H28補正）

ＩＴツールのソフト本体、ク
ラウドサービス、導入教
育費用他

購入
（一社）サービスデザイン協
議会

経済産業省

融資

環境・エネルギー対策資金（排出
ガス対策・地球温暖化対策）

オフロード法基準適合車、
低炭素型・低燃費型建機

購入 日本政策金融公庫 中小企業庁

IT活用促進資金（企業活力強化
貸し付け）

情報化施工機器（建機本
体除く） 等

購入、賃貸 日本政策金融公庫 中小企業庁

税制優
遇

中小企業等経営強化法 生産性が年平均１％以上
向上する建設機械、情報
化施工機器 等

固定資産税 市町村 中小企業庁

中小企業経営強化税制 法人税、所
得税、法人
住民税、事
業税

国（法人税、所得税）、都道
府県（法人住民税、事業
税）、市町村（法人住民税）

中小企業庁

中小企業投資促進税制
建設機械、情報化施工機
器 等

中小企業庁

省エネルギー型建設機械導入補助金

期 間 ～H30.3.14

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）及び個人事業主）

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）燃費性能を有する排出ガ
ス四次規制（2011年、2014年）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

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

その他

H29年度予算案：14.1億円（前年度18.0億
円）
※H28年度実績は768件で、毎年概ね年度
末頃に予算枠に達する。

制度
紹介HP

http://www.eco-kenki.jp/

＜概要＞

＜補助金＞ ※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。

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（H28補正）

期 間 ～H30.6.30（交付申請期限）

利用で
きる方

中小企業、個人事業主等（資本金の額又は出資の
総額が3億円以下の会社法上の会社）

対象
設備

補助金ホームページに公開されているITツール
（ソフトウェア、サービス等）の導入
・パッケージソフト本体
・クラウドサービス導入・初期費用、1年分の
サービス利用料
・インストール、動作確認に関する費用
・IT ツール（ソフトウエア、サービス等）の導
入に伴う教育、操作指導に関する費用
・1年分のサポート対応、保守費用 など

補助率

補助率：2/3以下 補助上限額：100 万円

その他

H28補正予算案：100億円
※既に締め切られている一次募集では、ICT土工
に必要なソフトの導入補助実績は208件と広く利
用されている。

制度
紹介HP

http://www.it-hojo.jp
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中小企業等経営強化法

期 間 ～H31.3末

利用で
きる方

中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主
※経営力向上計画の認定

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）

優遇
内容

固定資産税

固定資産税の課税標準を 3年間1/2に軽減

そ の 他

＜その他の支援措置＞
（法人税）中小企業経営強化税制に基づく法人税減
免（別途紹介）

（金融）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

制度
紹介HP

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

＜税制優遇＞

中小企業経営強化税制／

期 間 ～H30.3末

利用で
きる方

中小企業（資本金1億円以下）、個人事業
主

対象
設備

機械装置(160万円以上)→建設機械等、ｿﾌﾄ
ｳｪｱ(70万円以上)、

器具備品・工具(30万円以上)→測量機器等、
建物付属設備(30万円以上)

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

個人事業主、資本金3千万円以下 即時償却又は税

額控除10%
資本金3千万円超1億円以下 即時償却

対象設
備要件

＜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5%であること

制度紹
介HP

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

＜融資＞
（株）日本政策金融公庫

環境・エネルギー対策資金
（株）日本政策金融公庫

ＩＴ活用促進基金

期 間 ～H30.3.31 ～H30.3.31

利用できる
方

中小企業（建設業：資本金3億円以下または従業員
300人以下）、個人事業主

中小企業（建設業：資本金3億円以下または従業
員300人以下）、個人事業主（賃貸業は対象外）

貸付限度 中小企業事業：7億2千万円、国民生活事業：7千2百万円

貸付期間 20年以内

貸付対象と
貸付利率

各環境対策型建設機械の購入
・排出ガス対策型建設機械：基準金利
・オフロード法基準適合車：特別利率②/Ｂ（2014

年規制）、基準金利（2011年規制）
※130～560kw帯は2014年規制のみ特別利率①/Ａ

・低炭素型建設機械：特別利率①/Ａ
・燃費基準達成建設機械：特別利率①/A
貸付金額が4億円を超える場合は、基準金利。
※新車で販売中のICT建機はオフロード法基準適合車です。低炭

素型建設機械、燃費基準達成建設機械の認定の有無はﾒｰｶ等
にご確認ください。

情報化施工機器の購入・賃借
・貸付対象は、ＭＣ／ＭＧ機器やＴＳ／ＧＮＳ

Ｓ等の情報化施工機器と取付改造費となりま
す（建設機械本体は含まれません）

・基準金利

中小企業事業：基準金利1.3%、特別利率①0.81%、特別利率②0.56%、特別利率③0.31%
（5年超6年以内、平成29年5月）標準的な利率のため詳細は制度の窓口にお問合せ下さい。
国民生活事業：基準金利1.81～2.40%、特別利率Ａ1.41～2.00%、特別利率Ｂ1.16～1.75%、特別利率Ｃ

0.91～1.50%
（担保不用の貸付、平成29年5月）標準的な利率のため詳細は制度の窓口にお問合せ下さい。

その他
※H28融資件数→167件と広く利用されており、予算上も
十分余裕がある。

※H27融資件数→全部で3062件中建設業56件という
ことで、建設業として活用の余地は多分にある。

制度紹介HP
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku.html https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.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。

※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。
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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２９年１１月時点で、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活用工事へ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
↓

トップページ下方にある以下のバナーをクリック

※「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




