
国土交通省

平成３１年１月２０日

第９回 復興加速化会議

資料－６

これまでの取り組みと今後の取り組みについて



これまでの取り組みと今後の取り組みについて

○施工確保対策

○東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

○震災伝承の取り組み
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○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」を導入する。【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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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
【平成30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３０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29年３月比 平成24年度比

全 国 18,632円 +2.8% +43.3%

被災三県※ 20,384円 +1.9% +58.3%

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 （H24⽐）
全 国：+15.1%→+7.1%→+4.2%→+4.9%→+3.4%（+39.3%）
被災三県：+21.0%→+8.4%→+6.3%→+7.8%→+3.3％（+55.3%）
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※１ 社会資本整備審議会 「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申（H29.1)により、「公共建築工事の発注者の役割」が明確化された。
※２ 東北地方整備局管内の相談件数：H26年度127件、H27年度132件、H28年度221件、H29年度215件、H30年度（上半期）110件

○情報共有システムの活用促進（H30.3～）

○設計者から施工者等への遅滞ない設計意図伝達（H29.10～)

引き続き、円滑な施工確保のため、以下のきめ細かな対応を実施
① 公共建築相談窓口※２における個別相談対応
② 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

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※１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

適正な工期の設定 契約の適正化（受発注者間の協議の円滑化）

○入札時積算数量書活用方式※の導入（H29.4～)

※ 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

（以前は、積算数量は参考資料としていた。）

【地方公共団体の導入状況（H30.10時点）】

・５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。

○「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」※１の
取りまとめ主体を各省、都道府県、政令市※２に拡大（H30.2）

○上記の基本的考え方を踏まえて作成された「建築工事適正工期算定

プログラム」 （日建連）も参考に活用。

※１ 適正な工期を確保するための方策や留意事項等を明記したもの

※２ 中央官庁営繕担当課長連絡調整会議及び全国営繕主管課長会議で取りまとめ

（以前は、国交省取りまとめ）。

○『営繕積算方式』※活用マニュアルの更新（H30.5）

※ 国の積算基準とその運用にかかる各種取組をセットにした積算手法

適正な予定価格の設定施工段階での意思決定の迅速化

官庁営繕部
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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

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



 自治体職員を含む人材育成協議会の活動拡大 自治体職員を含む人材育成協議会の活動拡大

 自治体と連携し、監理技術者又は主任技術者を対象と
した「ICT土工活用証明書」の取り組みを拡大

 「東北地域版i-Construction大賞」の創設
 土工（河川・道路）の設計へBIM/CIM導入を拡大

 自治体と連携し、監理技術者又は主任技術者を対象と
した「ICT土工活用証明書」の取り組みを拡大

 「東北地域版i-Construction大賞」の創設
 土工（河川・道路）の設計へBIM/CIM導入を拡大

東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」
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○東北地方は全国に比して人口減や高齢化の傾向が顕著であり、建設業の担い手不足が深刻化
○生産性向上や働き方改革、担い手の育成・確保を支援する「東北復興働き方・人づくり改革

プロジェクト」の深化・拡大
○取り組みを広げるためにも自治体や地元中小企業への普及促進のため、新たな取り組みにチャレンジ

 自治体と連携し、監理技術者又は主任技術者を対象と
した「週休２日実施証明書」の取り組みを拡大

 自治体、業界団体と連携した「統一閉所日」の設定
 ウェアラブルカメラ等を現場管理へ導入
 ウィークリースタンスの推進
 国と自治体の工事書類の標準化推進

 自治体と連携し、監理技術者又は主任技術者を対象と
した「週休２日実施証明書」の取り組みを拡大

 自治体、業界団体と連携した「統一閉所日」の設定
 ウェアラブルカメラ等を現場管理へ導入
 ウィークリースタンスの推進
 国と自治体の工事書類の標準化推進

東北地方整備局
～更なる深化に向けて～

今後の主な取り組み

①生産性向上

②働き方改革

③担い手確保

■生産性向上
○ICT、IoT活用で、生産性向上！

■働き方改革
○業務改善により、より効率的な
働き方を！
○ワーク・ライフ・バランス改善を
サポート！

■担い手育成・確保
○働く人々をサポート！
(人づくり支援)

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト【深化・拡大】



東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

①生産性向上 ～ICT活用工事の更なる普及推進～

※件数及び実施率は平成30年10月時点

171

191
187

東北地方整備局 ICT活用（土工）工事件数
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施工計画
立案

チャレンジ型ICT活用工事【継続】

○平成30年8月から、ICT活用工事の更なる普及推進
に向けて、主に中小企業（ICT施工未経験企業）を対象
にICT施工技術を発注者がサポートする「チャレンジ型
ICT活用工事」を試行。

ICT活用工事プロセス

今後もサポートを継続し、新しい取り組みに二の足を
踏む中小企業の背中を後押しし、ICT活用工事の更

なる普及推進を目指す。

今後の方針

アドバイザー

ＩＣＴ土工の施工者希望Ⅱ型を全てチャレンジ型として発注

３次元
データ
納品

・東北i-Constructionプラットホーム加盟団体に属する専門家
・アドバイザーコンサルタント制度におけるICT土工・測量に登録している専門家

3次元
起工測量

3次元設計
データ作成

ICT建機
施工

3次元
施工管理

○ICT活用(土工)工事実施件数は１０９件※(全国の約２割)。

H30.10H29.10H28.11



170
181

150

170

190

210

230

250

270

290

9

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

①生産性向上 ～ICT活用工事の更なる普及推進～

ＩＣＴ土工活用証明書の取り組み拡大【新規】

○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。
○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。

○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に
加点。

▲ＩＣＴ土工活用証明書（東北地整）▲ＩＣＴ土工活用証明書発行件数

更なる拡大

東北地域版i-Construction大賞の創設【新規】

○建設現場の優れた取り組みを表彰する
「東北地域版i-Construction大賞」を
平成31年度より創設。

▲自社開発によるICT建機施工

【取組み事例】

自社で機器を開発し、
施工管理に活用。

▲VR技術を用いた安全教育

▲ICTバックホウによる法面整形 ▲ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟでのICT活用工事に
ついての説明

H30.7 H30.10 H31

自
治
体

東
北
地
整

（暫定値）



○土工（河川・道路）の設計にBIM/CIM活用を原則化。
○設計成果を、ICT活用（土工）工事で活用する。

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

① 生産性向上 ～BIM/CIMの導入拡大～
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○大規模構造物等の設計・工事にBIM/CIMの活用
を拡大。

○BIM/CIM導入に際しては、入札時及び成績評定の
加点を実施。

0
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20

25

30

35

40

45

50

工事

業務

（暫定値）

３件 ３件

３３件

件

数

▲土工におけるBIM/CIM導入事例

東北地方整備局 BIM/CIM実施件数

更なる拡大

現在の取り組み【継続】

今後の取り組み【新規】11倍増

BIM/CIM導入事例

▲施工計画の可視化

○平成３０年度は３３件で実施。

▲支承アンカーと鉄筋の照査

＜従前 ： ２次元設計＞ ＜今後 ： BIM/CIMによる
３次元モデル活用＞

H28 H29 H30.10 H31



○東北6県及び仙台市で発行した「週休２日実施証明
書」を基に次回入札時に東北地整で総合評価に加点。

0
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50

60

H30年7月
（導入時）

H30年11月 H31年度見込
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東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

②働き方改革 ～週休２日の拡大、統一閉所日の設定～

東北地方整備局 週休２日実施工事件数 ○「週休２日実施証明書」の取り組み拡大【新規】

○「統一閉所日」の設定【新規】

○平成３０年度は２０６件で実施。

○平成31年度から東北６県・仙台市・業界団体と連携し、新たに「統一閉所日」を設定。
○業界全体の意識改革など、週休２日の更なる推進につながることを期待。

0

50

100

150

200

250

300

350

400

▲東北地方整備局における週休２日実施工事件数

H29 H30.11 H31

38件

206件

更なる拡大

拡大

17件

25件

東
北
地
整

自
治
体

▲週休２日実施証明書

5.4倍増

○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。
○平成31年度から「週休２日実施証明書」発行の
東北地整の取り組みを東北６県・仙台市へ拡大。

（暫定値）

H30.7 H30.11 H31

▲「週休２日実施証明書」発行件数

（暫定値）

（暫定値）
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▲現場撮影状況 ▲映像確認状況

出来形や材料等の確認（ウェアラブル（着用）カメラ）

現場監督の実施状況

建設現場におけるビデオ等活用に関する試行（カメラ等を活用した現場監督）

東北地方整備局
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東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

②働き方改革 ～ウェアラブル（着用）カメラ等を現場管理へ導入～【拡大】

ウェアラブル（着用）カメラ等の試行工事件数

23件

40件

事例集の作成

現場の声

●施工者

・立会時の拘束時間が減少。（施工状況の段階確
認で、時間を５割程度短縮の現場あり。）

・現場への移動時間が省略。（時間を２割程度短
縮の現場あり。）

●監督職員

▲東北地方整備局におけるウェアラブル（着用）カメラ等の試行工事件数

H29 H30.12 H31
▲取り組み事例（東北地方整備局HPより）

1.7倍増

更なる拡大

○平成３０年度は４０件で実施。

○効果の見込まれる全ての現場で活用を拡大。
○ウェアラブル（着用）カメラ等を現場管理へ導入

した試行工事の事例集を作成し、東北地方整

備局HPに公表。

（暫定値）



○工程に影響する条件を受発注者間で共有し、
変更が生じた場合は、必要に応じて工程の
見直し。

○災害復旧工事等を除き、全ての工事・業務で
特記仕様書に「ウィークリースタンス」を明記。

○受発注者相互で確認・調整のうえ取り組みを
推進。

○平成31年度は、新たに自治体の普及を支援
するため、発注者協議会等で東北地方整備局
の取り組みを共有。
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東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

②働き方改革 ～ウィークリースタンスの推進・国と自治体の工事書類の標準化推進～

業務工程の共有

ウィークリースタンスの推進【拡大】

１．打合せ時間の配慮

２．資料作成依頼の配慮

３．ワンデーレスポンスの再徹底

・打合せは勤務時間内に行う。

・休日等の作業が発生する短期
の依頼をしない。

・問い合わせ等に対して、１日での対応
（期限を回答）

国と自治体の工事書類の標準化推進【拡大】

県の様式に加え、国の
様式も可
→４２書類（６５％）

県様式の指定がなく
従来より国交省様式を可
→４書類（６％）

標準化が困難（県様式）
→１９書類（２９％）

青森県との調整結果

６５書類を対象に調整をおこない、４６書類（７１％）で
国と青森県の工事書類標準化を図った。

標
準
化

％

東北管内の工事受注者の負担軽減を図るため、青
森県以外の５県及び仙台市と調整を図り、工事書類
標準化の今年度完了を目指す。

○これまでの工事書類簡素化の取り組みをもとに、
平成30年度には青森県と工事書類の標準化を完了。

引き続き５県及び仙台市との調整を図り、受注者の負
担軽減を目指す。

今後の方針

71
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▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：座学

東北測量設計協会のUAV

遠隔操作
バックホウ講習会

ＵＡＶ操作
技術講習会

建設業
業界

東北地整
測量･ｺﾝｻﾙ

業界等
＋ ＋

東北土木技術人材育成協議会（組織拡充）

ＩＣＴ活用工事
技術講習会

＋
建設機械
業界

アスファルト
技術講習会

官
民
で
講
師
を
分
担

官
民
の
若
手
技
術
者
が
受
講

コンクリート
技術講習会

土工・土質
技術講習会

構造物設計
技術講習会

技術講習会

自治体 ＋
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（H30）２団体
新たに参加

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

③担い手の確保 ～自治体職員を含む人材育成協議会の活動～【拡大】

○平成29年度より、整備局、各種建設業団体で主に若手技術者を対象に、基礎的な技術力やICT等の最新情

報の取得を目的とした「官民共同の講習会」を設置。

○平成30年度より、東北６県・仙台市及び建設業２団体を新たに加え、取り組みを拡大。

▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：実習 ▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：実習 ▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：実習

391人

884人

■ICT・UAV技術
講習会 参加者数

■その他の技術講習会
参加者数

64人 520人

1000人規模を
目標に拡大

▲官民共同の講習会参加者数

2.3倍増

（H30）東北６県・仙台市
新たに参加



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 ～
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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

○これまでの検討状況

○震災伝承ネットワーク協議会における具体的な取組方針

○震災の教訓を伝える震災遺構等 ＜参考＞

○震災伝承検討会における提言（案）



東北地方整備局
これまでの検討状況

【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

○大震災の記録や経験、教訓等を伝える震災伝承をより効果的・効率的に行うためのネットワーク化に向けた連携を図ることを

目的に、「震災伝承ネットワーク協議会」（整備局、被災４県１市）を発足。（平成３０年７月）

○併せて同協議会のもとに「震災伝承検討会」を設置し（平成３０年１２月）、今後の取り組み等について、学識者、被災市、産業界

等からも幅広く意見を聴取。

＜開催経緯＞

平成30年 7月19日 協議会発足 （第１回 協議会）

（平成30年10月31日 震災伝承シンポジウム（協議会主催））

平成30年11月12日 第2回協議会 ⇒具体的な取組内容について合意

震災伝承ネットワーク協議会 （平成30年7月発足）

＜開催経緯＞
平成30年12月11日 第１回
平成31年 1月18日 第２回 ⇒今後の取り組み等について

【座長】

【委員】
学 識 者

民間業団体等

自 治 体

震災伝承検討会 （平成30年12月発足）

【事務局】 震災伝承ネットワーク協議会

今村 文彦 東北大学災害科学国際研究所長

小沢 喜仁 福島大学教授
南 正昭 岩手大学教授
涌井 史郎 東京都市大学教授

小縣 方樹 (一社)東北観光推進機構会長（代表理事）
海輪 誠 (一社)東北経済連合会会長
鎌田 宏 東北六県商工会議所連合会会長
千葉 嘉春 東北建設業協会連合会会長
等々力 健 日本放送協会仙台放送局長
平田 尚久 (一社)日本建設業連合会東北支部長

小林 眞 八戸市長
山本 正德 宮古市長
亀山 紘 石巻市長
清水 敏男 いわき市長

＜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］学識者、被災市、民間業団体等［構成］整備局、被災４県１市
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東北地方整備局

１．震災伝承ネットワークの運営・伝承ロード形成

#1 伝承施設等の公募・分類・管理・広報
#2 伝承ロードの形成
#3 伝承施設における連携事業の推進

#4 伝承すべき技術や震災遺構等のアーカイブ化
#5 地域に対する防災教育プログラムの提供

（学校、 自治体、企業等向け）
#6 官民連携における復旧活動の可視化

#7 地方活性化コンサルティング事業
#8 一般向けツーリズムのツアー化企画
#9 国内カンファレンス、国際会議等の開催や支援

２．防災プログラムの基盤形成と開発

３．復興に向けた地方創生・地元支援

○産学官の連携により、震災伝承をネットワーク化しつつ、被災地の交流促進や地域創生、防災力の強化を図る。

震災伝承ネットワーク協議会における具体的な取組方針

イメージ

出典：震災津波伝承施設展示等基本計画出典：明治日本の産業革命遺産HP

イメージ イメージ

出典：せんだい3.11メモリアル交流館HP

出典：世界防災フォーラム＠仙台2017
実行委員会HP

イメージ

地域活性化協議会
（提供：東北国営公園事務所）

イメージ イメージ

出典：三陸ジオパークHP

統一した標章(ピクトグラム)の運用

震災伝承の取り組み

■案内看板（イメージ）

震災伝承施設の募集開始

■募集対象：東日本大震災に関わる遺構、慰霊碑、モニュメント等の施設
■募集期間：（第一次募集） H30.12.3～H31.1.31
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震災の教訓を伝える震災遺構等震災伝承の取り組み

出典：三陸ジオパークHP

震災遺構 たろう観光ホテル（岩手県宮古市）

震災遺構 仙台市立荒浜小学校（宮城県仙台市）

出典：仙台市HP

津波の石碑（岩手県釜石市両石町）

４階まで浸水、２階までは柱を残し流失。

館内では、震災当日に同ホテルで撮影された津波の映像
も視聴可能。

震災当時は、児童や教職員、住民ら３２０人が避難し、２階まで浸
水。防災・減災の取り組み、模型などによる震災前の町並みも体験
可能

津波の惨禍を繰り返さないために先人が残したメッセージ（石碑）
中央と右側の2基は明治29年、左の1基は昭和8年の碑。

震災遺構 奇跡の一本松（岩手県陸前高田市）

「名勝 高田松原」は、江戸時代（約350年前）から白砂青松の景観。（約7万本の松林）
大津波に唯一耐え残った松が「奇跡の一本松」として復興のシンボルに。

＜震災前の高田松原＞

＜１階廊下＞

りょういしあらはま

＜東日本大震災では
ガレキに埋もれる＞

＜参考＞
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岩手県

宮城県

福島県

青森県

東北地方整備局
震災伝承検討会における提言（案）震災伝承の取り組み

「震災伝承検討会」は、震災伝承ネットワーク協議会における

３つの取組方針に賛同。

今後、以下の点に留意して推進する。

○ 伝承ロードの構築

・「震災伝承施設の活用」、「教訓のアーカイブ化」、「防災力の強化」、

「交流促進による地域の活性化」などの観点で、震災伝承に向けた

継続的な取り組みを実施すべき

○ 今後の取り組みの方向性

・４県１市を中心とした被災自治体と整備局との連携が必要

・産学官民が相互に連携した枠組みが必要

＜座長＞
今村文彦 東北大学災害科学国際研究所長

3.11伝承ロード（仮称）の形成のイメージ

①

②

③

③福島県（双葉郡双葉町･浪江町）
福島県における復興祈念公園

①岩手県（陸前高田市）
高田松原津波復興祈念公園

②宮城県（石巻市）
石巻南浜津波復興祈念公園

津波記憶石

八戸市

宮古市

たろう観光ホテル 田老の防潮堤

田野畑村

明戸海岸防潮堤

普代村

普代水門 太田名部防潮堤

野田村

米田歩道橋

南三陸町

防災対策庁舎

女川町

旧女川交番

気仙沼市

石巻市

東松島市

仙台市

山元町

大船渡市

陸前高田市

気仙沼向洋高校

門脇小学校

旧野蒜駅

震災遺構荒浜小学校

旧中浜小学校

いわき市相馬市

伝承鎮魂祈念館 井戸沢断層

下宿定住促進住宅

奇跡の一本松
ユースホステル

道の駅 髙田松原

市民体育官前時計

気仙中学校
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