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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３０年度は、第６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

≪第4回 東北復興 i-Construction連絡調整会議（H29.8.2）≫
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、産学官によるi-Construction

に関する情報交換や連絡事項等の調整を図るべく開催。
今回から新たにメンバーも参加し、取組体制を強化。
【内容】 ①i-Constructionに関する情報共有、②各関係機関の取組状況の報告、

③地域建設業における取組と実施効果の事例紹介
【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、東北地質調査業協会、
日本建設機械レンタル協会東北協議会、日本道路建設業協会東北支部

●オブザーバ ： ㈱丸本組、大正建設㈱

≪第５回 東北復興 i-Construction連絡調整会議（H29.9.22）≫
ＩＣＴ活用工事の普及・拡大を図るため、第4回会議で出された主要な課題に対する対応案につい

て意見交換を実施。会議に先立ち、ＩＣＴ活用工事の状況を直接確認頂くため、北上川下流河川事
務所管内にて現地視察を実施。
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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

◆出席者
【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、東地協

日機協東北支部、建コン東北支部、日レン協東北協議会、道建協東北支部

東 北 地 整 ・実務者意見交換会の結果報告
・平成29年度及び30年度の取り組み紹介
・ICT活用照明書の発行･評価、チャレンジ型ICT活用工事の試行
・受発注者を対象としたICT施工の講習会等による人材育成

・ICT施工にとどまらず、ＣＩＭによる維持管理へ発展していく事が重要
・ICTチャレンジ型もICT普及に有効であり効率の良いＰＲが必要

学 識 経 験 者

地 方 自 治 体 ・ＩＣＴ活用工事やＣＩＭの取り組み紹介と今後の推進内容
・講習会、現場見学会等の取組により技術啓発活動を実施
・工事の平準化、週休二日制及び若手・女性の活躍の取組
を実施

業 界 団 体

・大手レンタル会社のICT建機保有数を取りまとめホームページで
公表予定

・会員各会社でおこなった生産性向上事例集を公表
・専門技術者の確保、育成のため研修会等を実施
・ICTの取組が二極化していかないよう、建機不足や費用についての

課題を解決していかなければならない
・実務者意見交換会は課題の解決に有意義な場であった

国 交 本 省
・i-Constructionの推進としてICT活用状況と効果、ICT土工の積算
基準改定、中小企業や地方公共団体への支援策

・平成30年「深化」の年へ向けた維持管理や建築分野へのICT導
入等

・秋田県独自のモデル工事の紹介
・現場支援型モデル事業の支援内容紹介
・整備効果の紹介、現場見学会や検査講習会の紹介
・美の国あきた i-Construction推進協議会設立と今後の取組について

現場支援型モデル事業実施報告（秋田県）

第６回 東北復興 i-Construction 連絡調整会議を開催（H30.5.18）

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、産学官によ

るi-Constructionに関する情報交換や連絡事項等の調整を図るべく開催。
各団体から昨年度のi-Constructionに関する取組や平成30年度の取組につ

いての意見が出された。
【内容】 ①i-Constructionに関する情報共有

②各関係機関の取組状況の報告
③現場支援モデル事業の実施報告とi-Construction推進協議会の

配置

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

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

未確
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２．i-Construction普及に向けた人材育成

官

174 名
33%

民

212 名
41%

官

55 名
11%

民

79 名
15%

受講者総数
520 名

・平成30年度のICT,UAV技術講習会は、東北6県で開催され、座学7会場、現地実習等4会場で行われました。
・受講者は、座学 386名、現地実習等 134名で、延べ 520名が参加しました。

現地実習等

座学

官 229名(44%)
民間 291名(56%)

青森 岩手 宮城 仙台 山形 福島 合計

月日 10月26日(金) 10月23日(火) 9月26日(水) 9月28日(金) 10月24日(水) 10月17日(水)

官 40 名 36 名 21 名 7 名 30 名 23 名 174 名
民 58 名 29 名 32 名 14 名 23 名 20 名 212 名

合計 98 名 65 名 53 名 21 名 53 名 43 名 386 名
月日 － － 10月25日(木) 10月18日(木)

官 － (午前) 10 名 (午後) 7 名 － (午前) 11 名 (午後) 4 名 11 名 12 名 55 名
民 － (午前) 12 名 (午後) 12 名 － (午前) 12 名 (午後) 15 名 13 名 15 名 79 名

合計 － 22 名 19 名 － 23 名 19 名 24 名 27 名 134 名
官 40 名 36 名 32 名 11 名 41 名 35 名 229 名
民 58 名 29 名 44 名 29 名 36 名 35 名 291 名

98 名 65 名 76 名 40 名 77 名 70 名 520 名
↑　9/27の現地実習は宮城県と仙台市の共同開催のため合計の数値は参考値

合計

9月27日(木)10月17日(水)

34 名

60 名

合
計

94 名

秋田

10月16日(火)

座
学

現
地
実
習

53 名

17 名
36 名

■受講者のコメント（抜粋）
座学
・革新的な最新技術の話が聞けてとても興味深かった。 ・今後、工事で
ICT・UAVの施工が行われるため、大筋の流れが分かった。 ・段階をつけて
（初級・中級・上級等）複数回実施を望みます。

現地実習等
・各機械のメリット・デメリット、操作性を実感することのできた良い内容だっ
た。 ・ICTを利用した、現場の声が聞けて良かった。 ・3次元設計データの施
工管理がどのように行われているか良く分かったので大変参考になった。

「第８回復興加速化会議」（平成29年12月16日）にて示された 「～新たなステージへ～東北復興働き方改革プロジェクト」の一環として、
加盟１５団体の若手技術者を育成する「官民合同技術講習会」のうち、このたび「ICT,UAV技術講習会」 を開催ました。

今回は座学、現地実習、東北６県・仙台市の７会場で延べ520人（国・自治体229人、民間291人）が受講しました。

● 講習会、研修などでサポート
・ 自治体職員を含む人材育成協議会の活動推進
・ 自治体職員の防災対応力向上試験（学び塾）

働く人々をサポート！（人づくり支援）

東北復興働き方改革プロジェクト（一部抜粋）

○開 催 日 時：平成３０年９月２６日～１０月２６日
○講 習 内 容：ICT、UAV
○主 催：東北土木技術人材育成協議会

参加団体：国土交通省東北地方整備局
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
福島県、仙台市
(一社)日本建設業連合会 東北支部
東北建設業協会連合会
(一社)東北測量設計協会
(一社)建設コンサルタンツ協会 東北支部
(一社)日本建設機械施工協会 東北支部
(一社)東北地質調査業協会
(一社)日本道路建設業協会 東北支部

赤字：
H30.3参加団体

【ポイント】
・ICT,UAV技術講習会については、昨年度は東北技術事務所で１度開催されただけでしたが、今年度は東北６県＋仙台市の全7会場で開催される運びとなりました。
・今回はそのうち、最も早い開催となる宮城県分と、それに続き仙台市分とが開催されたものです。
・技術講習会は、このほか「コンクリート」「アスファルト」「土工・土質」「構造物設計」「遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ」等についてそれぞれ複数回開催されるものです。

ICT基礎技術講習会 開催日

【青森】 平成30年10月26日
【秋田】 平成30年10月16日～17日
【岩手】 平成30年10月23日
【山形】 平成30年10月24日～25日
【宮城】 平成30年9月26日～27日
【福島】 平成30年10月17日～18日
【仙台】 平成30年9月27日～28日
※2日にわたる予定は現地実習等によるもの

官民合同技術講習会の枠組

幹事会・ワーキンググループ

※□は、今回実施した基礎技術講習会です

遠隔操作
バックホウ講習会

Ｕ Ａ Ｖ
技術講習会

Ｉ Ｃ Ｔ
技術講習会

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

建設業 業界国土交通省
東北地方整備局

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）

建設機械業界自治体＋ ＋ ＋ ＋

地質調査業協会
道路建設業協会

新たに参加

東北６県＋仙台市
新たに参加
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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6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．i-Construction大賞 ～平成29年度創設～

建設現場の生産性向上（i-Construction）の優れた取組を表彰し、ベストプラクティスとして広く紹介すること
により、i-Constructionを推進することを目的に、平成29年度、「i-Construction大賞」を創設

○i-Construction大賞の表彰対象・審査

前年度に完成した直轄工事を実施した団体 を対象とし、地方整備局等からの推薦、省内に 設置した『i-
Construction大賞選考委員会（委員長：国土交通省技監）』における審議 を経て、表彰団体を決定

■第1回表彰団体（H29.12.11発表） ■第1回表彰式（H30.2.15開催）

■第1回表彰団体の取組（例）

地元企業中心のプロジェクトチーム“i-Con etc隊
を結成【カナツ技建工業㈱】

本社内の「ICT施工推進室」で現場を
バックアップ 【㈱砂子組】

（ｱｲｺﾝ ｴﾄｾﾄﾗ）

NO
表彰
種類

分
野

企業名 工事名
工事

担当

地整等

1
国土交通

大臣賞

道
路 （株）砂子組 道央圏連絡道路 千歳市 泉郷改良工事 北海道

2
国土交通

大臣賞
道
路

カナツ技建工業
（株）

多伎朝山道路小田地区改良第12工事 中国

3 優秀賞
河
川 （株）小山建設 北上川上流曲田地区築堤盛土工事 東北

4 優秀賞
河
川 金杉建設（株） Ｈ27荒川西区川越線下流下築堤工事 関東

5 優秀賞
河
川 会津土建（株） 宮古弱小堤防対策工事 北陸

6 優秀賞
道
路 （株）新井組

平成27年度中部縦貫丹生川西部地区道路建
設工事

中部

7 優秀賞
道
路 中林建設（株） 第二阪和国道大谷地区道路整備工事 近畿

8 優秀賞
港
湾 五洋・井森特定JV

徳山下松港新南陽地区航路（-12ｍ）浚渫工
事

中国

9 優秀賞
河
川 （株）福井組 Ｈ27-28 川島漏水対策工事 四国

10 優秀賞
港
湾

若築・あおみ
特定JV

須崎港湾口地区防波堤築造工事 四国

11 優秀賞
砂
防 （株）野添土木 長谷川４号床固工・右岸導流堤工事 九州

12 優秀賞
道
路 （株）丸政工務店 平成28年度恩納南BP1工区改良（その13）工事 沖縄

○ 地公体等工事／業務部門

N
O 表彰の種類 業者名 工事／業務名

発注
地整等

1 国土交通
大臣賞

（株）加藤組 国道５４号下布野歩道工事 中国

2 優秀賞 宮坂建設工業（株） 一般国道２７４号 清水町 石山南改良工事 北海道

3 優秀賞 （株）佐藤工務店 中野地区道路改良工事 東北

4 優秀賞 水郷建設（株） Ｈ２８西浦右岸大岩田地区波浪対策護岸工事 関東

5 優秀賞 （株）小島組
Ｈ２９ 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設
築造工事

関東

6 優秀賞 国際測地（株） 平成２８年度上尾道路敷地調査他業務 関東

7 優秀賞 共和土木（株） 平成２９年度浦山縦工他工事 北陸

8 優秀賞 中日建設（株） 平成２９年度 庄内川下之一色しゅんせつ工事 中部

9 優秀賞 （株）おかむら 平成２９年度 名古屋港庄内川泊地外浚渫工事 中部

10 優秀賞 （株）吉川組 精華拡幅乾谷地区橋梁下部他工事 近畿

11 優秀賞 （株）大竹組 平成２８年度 大谷地区改良工事 四国

12 優秀賞 岡本建設（株） 踊瀬地区道路改良工事 九州

13 優秀賞 （株）大寛組 平成２８年度港川地区改良外工事 沖縄

14 優秀賞 高砂熱学工業（株）
経済産業省総合庁舎別館改修 （１６）機械設備
その他工事

官庁営繕

○ i-Construction推進コンソーシアム会員の取組部門

N
O 表彰の種類 業者名 工事／業務名 発注者

15 国土交通
大臣賞

田中産業（株）
一般国道253号(三和安塚道路)本郷
サーチャージ盛土(その２)工事

新潟県

16 優秀賞
戸田建設・鹿内組
特定JV 青森空港整備事業滑走路・誘導路改良工事 青森県

17 優秀賞 小川工業（株） 社会資本整備総合交付金（河川） 工事（護岸工） 埼玉県

18 優秀賞 （株）正治組
平成２８年度[第２８－Ｄ７３１３－０１号]
（一）静浦港韮山停車場線防災・安全交付金工事
（長塚橋橋脚補強工）

静岡県

19 優秀賞 八木建設（株）
Ｈ２８阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他
陸上競技場整備工事（担い手確保型）

徳島県

20 優秀賞 増崎建設（株）
一般県道諫早外環状線道路改良工事
(盛土工10) 長崎県

N
O 表彰の種類 取組団体名 取組名

本社

所在地

21 国土交通大
臣賞

（株）政工務店 平成29年度における株式会社政工務店の取組 佐賀県

22 優秀賞 ライト工業（株）
道路盛土直下の地盤改良工事におけるICTの利
活用

東京都

23 優秀賞 （株）コイシ ＵＡＶによる除草工事の出来形管理について 大分県

24 優秀賞
一般社団法人
Civilユーザ会

一般社団法人Civilユーザ会のBIM/CIM推進へ
の取組み

東京都

25 優秀賞
フタバコンサルタント
（株）

i-Constructionの取組み 福島県

○ 直轄工事／業務部門

～平成30年度の受賞団体～

昨今の取組の広がりを踏まえ、H30年度は地⽅公共団体等の発注⼯事や、 i-Construction推進コンソーシア
ム会員の取組などに対象を拡⼤し、計25団体（国⼟交通⼤⾂賞3団体、優秀賞22団体）をi-Construction
⼤賞受賞者に決定。（H30.12.26記者発表）
なお、東北からは3団体が優秀賞を受賞。（直轄１、地⽅公共団体等１、推進コンソーシアム会員１）
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５．取組み事例（直轄事業）

掲載工事等一覧表（１）

施工場所 工 事 名 等 施工者名等 頁

青森県青森市 丸山地区道路改良工事 ㈱木村建設 ８

青森県鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢地区道路改良工事 アサヒ建設㈱ ９

青森県弘前市 岩木川種市地区河道掘削工事 ㈱南建設 １０

青森県鰺ヶ沢町 平野地区道路改良工事 アサヒ建設㈱ １１

岩手県一関市 一関遊水地磐井川地区築堤他工事 ㈱いわい １２

岩手県宮古市 門馬地区道路工事 ㈱新井組 １３

岩手県宮古市 崎山地区道路改良工事 松尾建設㈱ １４

宮城県南三陸町 中野地区道路改良工事 ㈱佐藤工務店 １５

宮城県名取市
名取川水系閖上地区防災ステーション
外工事

熱海建設㈱ １６

宮城県気仙沼市 谷地地区道路改良工事 ㈱佐藤工務店 １７

宮城県石巻市
旧北上川左岸不動町上流地区築堤
工事

㈱丸本組 １８

秋田県秋田市 浜田地区道路改良工事 ㈱菅与組 １９

秋田県秋田市
雄物川下流芝野中流地区河道掘削外
工事

㈱沢木組 ２０

秋田県大仙市 雄物川上流福部羅下流地区築堤工事 横手建設㈱ ２１

秋田県湯沢市 下関地区舗装工事 ㈱高修興業 ２２

秋田県湯沢市 上関地区舗装工事 伊藤建設工業㈱ ２３

秋田県北秋田市 米代川長坂地区上流河道掘削工事 秋田土建㈱ ２４

秋田県大館市 白沢地区下部工工事 花岡土建㈱ ２５

秋田県北秋田市 小繋今泉地区道路改良工事 ㈱佐藤庫組 ２６

秋田県北秋田市 脇神槐岱道上地区道路改良工事 秋田土建㈱ ２７

※平成３０年１１月時点とりまとめ

6



５．取組み事例（直轄事業）

掲載工事等一覧表（２）

施工場所 工 事 名 等 施工者名等 頁

秋田県東成瀬村 成瀬ダム赤滝地区工事用道路工事
青木あすなろ
建設㈱

２８

山形県村山市 沼袋道路改良工事 泰昌建設㈱ ２９

山形県三川町 赤川中流部河道掘削工事 小野寺建設㈱ ３０

山形県三川町
・鶴岡市

赤川助川・大半田地区堤防強化工事 ㈱王祇建設 ３１

山形県遊佐町 菅里地区道路改良工事 阿部建設㈱ ３２

山形県遊佐町 千代ノ藤地区道路改良工事 大井建設㈱ ３３

福島県下郷町 湯野上地区外仮設道路工事 三立土建㈱ ３４

福島県相馬市 山岸地区道路改良工事
小野・金子
復旧・復興JV

３５

青森県八戸市 八戸港外港地区防波堤(中央)築造工事
みらい建設工業
㈱

３６

青森県八戸市
八戸港八太郎･河原木地区航路泊地
(埋没)浚渫工事

みらい建設工業
㈱

３７

福島県いわき市
小名浜港東港地区泊地(-16m)外
浚渫工事

あおみ建設㈱ ３８

岩手県久慈市
久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造
工事

五洋・みらいＪＶ ３９

岩手県久慈市
久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造
工事（その２）

東亜･本間ＪＶ ４０

福島県いわき市
小名浜港東港地区航路(-19m）
浚渫工事

日起建設㈱ ４１

※平成３０年１１月時点とりまとめ
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●工期：測量～成果品作成に要する日数が従来工法と比較し大幅に短縮され、作
業効率化の向上に繋がった。

●安全：手元作業員の配置が不要となったため、法面からの滑落・重機との接触等
に対する安全性が向上した。

●施工:経験の浅いオペレーターでも高精度に仕上げることができ、熟練オペレータ
ーに至っては、より施工スピードが増し、施工性が向上した。

●品質：面的施工・管理のため、施工区間全体での出来形精度が向上し、かつ出来
映えも良くなった。

現場の声（㈱木村建設）

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(MG)による掘削状況

青森県青森市

丸山地区道路改良工事

○ＩＣＴ技術が、人的作業の省力化、効率化による
生産性の向上」、「生産性の向上による週休２日の
実施」に繋がる取り組みとして積極的に活用している。

○地元高校生によるインターンシップ現場実習を活用し、
i-Constructionが目指す取り組みの周知活動を行う
など、次代の担い手育成に積極的に取り組んでいる。

まるやま

あおもり

工期 H29.3.31～H29.10.10

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 16,000m3

問合せ先
青森河川国道事務所
青森国道維持出張所
ＴＥＬ017-766-3211

青森県

ＩＣＴ活用と従来工法との比較（※作業日数）
［従来工法］
測量:12日→丁張り:5日→出来形管理:4日→成果品作成:10日 ⇒ 合計31日

［ＩＣＴ活用］

測量:6日→丁張り：0日→出来形管理:2日→成果品作成:5日 ⇒ 合計13日

★従来工法と比較し、測量～成果品作成までの作業日数が合計で18日の短縮。

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ画面 ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽGPS基地局

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟMGｼｽﾃﾑ操作説明 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟMGｼｽﾃﾑ操作体験
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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１６０日の

工程から作業日数が４１日短縮となった。

●人員：丁張り作業における人員を省力化でき、生産性向上に繋がった。

●安全：丁張り作業を省略できる事により、事故発生リスクを根本から改善。

●品質：ICT建機による撒き出し管理で、品質の安定と向上が図られた。

現場の声（アサヒ建設㈱）

３Dスキャナによる施工前の
基準測量

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 ４１日短縮 （１６０日⇒１１９日） 計 １２３人・日短縮 （２７０人・日⇒１４７人・日）

３Dマシンガイダンスブルドーザによる撒き出し、敷き均し・締固め

（単位：日） （単位：人・日）

青森県鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢地区道路改良工事

○盛土施工において作業の省力化を図り、生産性
・安全性の向上を目的とし、ICTを活用した道

路工事である。
○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
だ。

あじがさわ

あじがさわ

工期 H30.2.21～H31.1.31

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 25,000m3

問合せ先
（発注者）

青森河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ017-734-4555

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。

●人員：作業員数についても、施工管理に要した人員が削減でき、生産性

向上に繋がった。

●安全：丁張設置作業や重機手元が不要な為、重機との接触の危険性が少

なくなり、事故リスクが低減した。

●品質：ICT建機の活用により、若手のオペレーターの力量でも精度のよい

施工が出来ることを確認できた。

現場の声（㈱南建設）

UAVによる施工前の
空中写真測量

3次元MGバックホウによる掘削

青森県弘前市

岩木川種市地区河道掘削工事

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

○ＩＣＴの導入により、精度の向上と若手技術者の育
成に取り組んでいる。

いわきがわ たねいち

ひろさき

工期 H30.3.24～H30.12.28

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 19,900m3

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

3次元MCブルドーザによる整正
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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１０日短縮となった。

●人員：作業員数についても、省力化が確認でき、生産性向上に繋がった。

●安全：各工程で省力化を図る事により、事故発生リスクを根本から改善。

●品質：ICT建機による出来形ヒートマップで、品質の安定と向上が図られた。

内部モニタによる目視確認

現場の声（アサヒ建設㈱）

GNSS基準局

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

3DMGバックホウによる法面整形

青森県鰺ヶ沢町

平野地区道路改良工事

○法面整形にて、油圧ショベル本体に装着した
GNSS受信機により、土木設計データ通りの
高精度な施工をすることができる。

○工程の短縮及びコスト削減ができ、新人の技術者
でも容易に操作することできる。

工期
H30年3月28日～
H30年10月30日

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 法面整形 2,600m2

問合せ先
（発注者）

青森河川国道事務所
工務第二課
TEL017-734-4555

青森県

あじがさわ

計 10日短縮 （39日⇒29日）

（単位：日）
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●工期：ICT活用工事を行うことにより、従来係る起工測量及び出来形管理等の所要日数が短縮

することができ、大幅に業務の効率化につながった。

●施工：ICT施工により、位置情報を確認しながら施工できる。また、マシンコントロールによる制御

により過堀防止、また、均一な面の仕上がりが可能となり効果的であった。

●安全：重機周辺での丁張作業の手間が省けた事で、危険作業のリスクが大幅に軽減した。

●品質：転圧管理システム搭載ローラーによる転圧管理を行うことにより、品質の安定と向上が図

られた。

現場の声（㈱いわい）

岩手県一関市

一関遊水地磐井川地区築堤他工事

○当該工事の施工者(㈱いわい)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。

○市街地に近接する築堤盛土工事であり、ICT施工を
行い無駄な重機操作を軽減し、周辺環境へ考慮した。

いちのせき

いちのせき

工期 H29.8.3～H30.11.28

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 14,800m3

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

TLS起工前測量点群ﾃﾞｰﾀ 3次元設計ﾃﾞｰﾀ重ね合せ TLS出来形測量点群ﾃﾞｰﾀ

3DMCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる敷き均し・搭載ﾓﾆﾀｰ 転圧管理ｼｽﾃﾑ搭載ﾛｰﾗによる転圧・搭載ﾓﾆﾀｰ 3DMCﾊﾞｯｸﾎｳによる法面整形・搭載ﾓﾆﾀｰ

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟでのICT活用工事についての説明 国土交通省若手職員へのICT建機の説明

いわいかわ
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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10日短縮となった。

●人員：作業員数についても、省力化が確認でき、生産性向上に繋がった。

●安全：各工程で省力化を図る事により、事故発生リスクを根本から改善。

LSによる出来形測量

現場の声（㈱新井組）

LSによる施工前の
現況測量

3DMGバックホウ
による法面整形

岩手県宮古市

門馬地区道路工事

○土工事において測量、丁張等の省力化を図
り、

生産性・安全性の向上を目指した、ICT活用の
道路工事である。

○ICTを活用する事で、工程の短縮及び人員の削
減や精度の向上に積極的に取組んでいる。

かどま

みやこ

工期 H30.2.28～H31.2.27

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 22,500m3

問合せ先
（発注者）

岩手河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ019-624-3195

岩手県

出来形成果
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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

施工性が向上した。

●人員：従来の丁張り設置が必要ないため、生産性が向上。

●品質：ICT建機による法面整形で、均一な施工が可能。

●安全：重機周りの危険な場所での丁張り設置等の作業がなく危険リスクを

排除。

3次元設計データ

現場の声（松尾建設㈱）

UAVによる施工前の起工測量

岩手県宮古市

崎山地区道路改良工事

○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。

○ICTの積極的な取り組みより、生産性の向上、
精度の向上、安全性の向上に効果。

さきやま

みやこ

工期 H29.11.1～H31.1.17

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 130,000m3

問合せ先
（発注者）

三陸国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0193-71-1715

岩手県

ＭＧバックホウによる掘削・法面整形
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宮城県南三陸町

中野地区道路改良工事

〇施⼯者(元請)だけでICT施⼯に対応し、若⼿職員を
中⼼に社内教育を⾏い次世代への技術継承を推進中。
※3次元設計データ作成〜ICT建機による施⼯〜UAVによる
出来形計測

MGバックホウ(TS仕様)による
法面整形

ＭＣブルドーザー(TS仕様)による
敷均し

UAVによる出来形計測

●施⼯：オペレーターの経験や技量だけに頼らないで施⼯ができた。
●精度：TS仕様のICT建機で施⼯したので、機械誤差が少なく⾼精度に仕
１１１１上げることができた。
●⼯期：UAVによる起⼯測量やICT施⼯で従来より短縮できた。
●品質：測点だけでなく均⼀で⾯的な施⼯ができた。
●安全：最⼩限の測量になるため重機と接触する危険が⼤幅に軽減された。

0

200

400

起工測量 建機による施工

施工日数の比較（単位：日）

従来施工 ＩＣＴ施工
社内教育状況

切土法面のヒートマップ

６１０

２７６３４６

※ICT建機で整形を行っているため、面
１的に均一な精度が確保できている

工 期 H29.3.8～H30.3.20

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 76,000m3

問合せ先
（発注者）

仙台河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ022-248-4136

宮城県

現場の声（㈱佐藤工務店）

みなみさんりく

なかの
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●工期：起工測量、出来形管理に係る測量について、従来と比較し作業日数

が４日短縮できた（11日から7日に短縮）。

●人員：重機刃先の誘導者が不要となり、省力化・生産性が向上した。

●安全：重機付近での人的作業が不要となり事故発生リスクが低減した。

●品質：TS・GNSSによる転圧管理で均一な精度の高い品質を確保した。

●施工：若手・熟練オペレーターによらず、パネル操作にすぐに慣れ、精度の

良い施工ができた。

現場の声（熱海建設㈱）

レーザースキャナーによる
起工測量

宮城県名取市

名取川水系閖上地区防災ステーション外工事

○当該工事の施工者（熱海建設㈱）は高齢化に
伴う建設工事従事者の減少を見据え、ICTを用い
た若手、熟練オペレーターの育成に取り組んでい
る。

○安全性の向上、工期短縮及び人員の削減、品質
確保など、ICT活用の有効性を確認。

なとりがわ すいけいゆりあげちく

なとり

工期 H29.11.10～H30.3.28

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 21,500m3

問合せ先
（発注者）

仙台河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ022-248-4135

宮城県

3Dデータ作成
TS・GNSSｼｽﾃﾑによる転圧管理

141

47

0
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100

150

従来工法 ICT活用

施工にかかる作業人員の比較（単位：人・日）

運転席３Dモニター

3DMC建機の採用

1/ 3
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●工期：起工測量~出来形等の施工管理のプロセスが、従来と比較し大幅に

短縮された。

●人員：測量・丁張設置の省力化により、技術者の人員が削減された。

●安全：重機周囲での作業が減少し、接触事故のリスクが軽減した。

●品質：出来形の面管理により、品質の安定と向上に繋がった。

車載モニター
（通常の測量機器と同様）

現場の声（㈱佐藤工務店）

E三・S（イーサン・エス）
による整形状況

E三・S本体（自社開発）
NETIS【TH-160014-A】

宮城県気仙沼市

谷地地区道路改良工事

○当該工事の施工者は会社全体で最先端のICT
機器を積極的に活用し、土工事における省力化
を図り、生産性・安全性の向上を目指している。

○ICT施工により技術者や若手オペレータの人材
育成にも取り組んでいる。

や ち

工期 H29.9.14～H30.9.28

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 188,000m3

問合せ先
（発注者）

仙台河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ022-248-4136

宮城県

着工前 土工事完了

けせんぬま
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●工期：ICT施工により従来施工より大幅に工程短縮につながった。

●人員：熟練オペレータが不足しているが、若手によるICT建機での施工が

可能となった。

●安全：現場での人的作業がなくなり事故発生リスクの低減がはかられた。

●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。

転圧管理ｼｽﾃﾑ搭載ﾛｰﾗｰによる締固め

現場の声（㈱丸本組）

TLSによる施工前の現況測量 3DMCブルドーザによる盛土法面整形

宮城県石巻市

旧北上川左岸不動町上流地区築堤工事

○自社のレーザースキャナーを用いて積極的にICT
化に取組み、起工測量～ICT施工～出来形
管理を一連で行った。

○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、技術者の育成に会社で積極的に
取り組んでいる。

ふどうちょう
宮城県

工期 H29.9.23～H30.9.25

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 39，500m3

問合せ先
（発注者）

北上川下流河川事務所
工務第一課
ＴＥＬ0225-95-6503

TLSによる出来形管理

いしのまき
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●工期：ICT施工により起工測量、丁張等の省略化による業務の大幅な効率

化につながった。

●施工：ICT建機を活用することで過掘することなく施工が安定した。

●安全：重機周辺での手元作業員が不要となり事故発生リスクが減少した。

●品質：マシンコントロール及びＧＮＳＳ転圧ｼｽﾃﾑにより、品質が安定した。

現場の声（㈱菅与組）

秋田県秋田市

浜田地区道路改良工事

○当該工事の施工者（㈱菅与組)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・安全性の向上」を目指している。

○体験型現場学習会やインターンシップの場を提供
して建設業に興味を持っていただくようアピールし
ている。

はまだ

工期 H30.5.1～H31.1.31

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 61,000m3

問合せ先
（発注者）

秋田河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ018-864-2287

秋田県

体験型現場見学会・インターンシップの実施

ICT建機による施工 MCバックホウモニター

あきた
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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

40日短縮できた。

●人員：測量・丁張等の施工管理人員を大幅に削減でき､生産性向上につながった。

●安全：重機周辺を作業員が移動することが少なくなり､事故発生リスクの削減ができた。

●品質：点群での施工と管理となるため、品質の安定と向上が図られた。

現場の声（㈱沢木組）

TLSによる起工測量

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 40日短縮 （134日⇒94日） 計214人減少 （402人⇒188人）

3DMGバックホウによる法面整形

秋田県秋田市

雄物川下流芝野中流地区河道掘削外工事

○河川土工において、広大な面積の安定的な品質
確保と生産性の向上を目標にICT活用に取組む。

○ICTを活用する事で、速やかな設計数量の確定と
出来形の簡素化の実現及び現場施工に対する
「見える化」によるｵﾍﾟﾚｰﾀｰの不安解消を目的
とする。

おものかわかりゅう しばの ちゅうりゅう

あきた

工期 H29.12.5～H30.11.20

発注方
式

施工者希望Ⅰ型

土工数
量

21,700m3

問合せ
先

（発注
者）

秋田河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ018‐864‐2286

秋田県

TLSによる出来形測定

ﾋｰﾄマップ

掘削土量

3次元設計ﾃﾞｰﾀ

20



●工期：起工測量・出来形測量において、7日から3日に短縮できた。

●人員：丁張設置や片付け等の作業が無くなり、省力化につながった。

●精度：細密な出来形が把握でき、さらに規格値の50％以内に納まった。

●品質：転圧管理システムにより、転圧不足が無くなり品質が確保された。

●安全：丁張等の人的作業が減り、接触事故のリスクを低減できた。

大学生インターンシップ
現場実習状況

現場の声（横手建設㈱）

レーザースキャナによる
起工測量

3DMGバックホウによる
法面整形

秋田県大仙市

雄物川上流福部羅下流地区築堤工事

○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。

○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。

おものがわじょうりゅう ふくべら かりゅう

だいせん

工期 H29.12.5～H30.9.28

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 27,000m3

問合せ先
（発注者）

湯沢河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0187-73-5504

秋田県

3次元設計データ作成

出来形管理図(ヒートマップ)
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現場の声（㈱高修興業）現場の声（㈱高修興業）

秋田県湯沢市

下関地区舗装工事

○ICT施工による品質・出来形の更なる向上を目指す。
〇ICT施工による作業効率向上、人員及び工程日数の削減

を目指して実施。
〇ICTの活用による測量業務等重機周辺での作業を軽減す

ることで、安全性を向上させる。

しもせき

ゆざわ

工期 H30.3.16～H30.10. 12

発注方式 施工者希望Ⅱ型

数 量 下層路盤(ICT)  5,600m2

問合せ先
（発注者）

湯沢河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0183-73-5519

秋田県

●工 程 従来施工に比べ30％程度施工日数を短縮できた

●品質出来形 均一な路盤厚さにより締固め後の仕上りが良好で施工性が向上した

敷均し精度の向上により、上層の舗装精度も高めることができた

出来形管理の測量等が大幅に削減され、施工能率が向上した

●安 全 重機周辺での重複作業が減り、安全性が向上した

●人 材 育 成 ICT施工に携わることで、最新技術を学び、人材教育の観点から

高い成果を得ることができた

MCグレーダー敷均し

MCグレーダー
内部モニター

レーザースキャナ測量

三次元出来形管理システム

表層出来形ヒートマップ
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3次元設計データ作成

現場の声（伊藤建設工業㈱）

秋田県湯沢市

上関地区舗装工事

○ICT施工に対応できる技術者の育成を目的とし、会社を
挙げて積極的に取り組み、ICTのノウハウを習得する。

〇ICTを活用する事で工程の短縮及び人員の削減、精度や
安全性の向上を目指している。

かみせき

ゆざわ

工期 H30.3.16～H30.10.19

発注方式 施工者希望Ⅱ型

数 量 下層路盤(ICT)  6,940m2

問合せ先
（発注者）

湯沢河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0183-73-5519

TSによるﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ

出来形管理図(ﾋｰﾄﾏｯﾌﾟ)

秋田県

●工期：丁張設置作業が省けたことで、従来より作業の効率化につながった。

●人員：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できた。

●安全：作業員による計測作業が無く、接触事故のリスクが低減された。

●施工：MCにより敷均し精度が向上する為、若手オペレーターの育成につな
がる。

MCﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞによる
敷均し状況

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰによる測量
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●工期：UAV使用により起工測量の日数を約5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したため省力化できた
●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の

リスクが大幅に低減できた
●精度：ICT建設機械活用により精度の高い安定した出来形管理ができた
●施工：オペレーターのパネル操作はすぐに慣れ、設計データ（3D）画面

を見ながら操作する事で現場状況を把握でき、施工性の向上が
図られた

秋田県北秋田市

米代川長坂地区上流河道掘削工事

現場の声 （秋田土建㈱）

○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する。

○自社による起工測量から３次元設計
データ作成、施工を目指している。

よねしろがわ ながさか

きたあきた

秋田県

ＭＣバックホウによる法面整形

ドローンによる起工測量

完成全景

ＭＣバックホウによる掘削

工期 H30.3.23～H30.9.20

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 34,700m3

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ 0185-70-1001
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●工期：UAVによる起工測量にて日数が5日から1日に短縮できた。

●人員：測量や丁張に費やす人員の削減ができ、業務の効率化が図れた。

●安全：重機周辺での測量、手元作業が省力化でき建設機械との接触災害が

なくなる。

●品質：ICT建機による敷均しから転圧、整形までを3次元施工するため、安定

した盛土を確保できる。

3DMCバックホウによる
法面整形状況

現場の声（花岡土建㈱）

UAVによる施工前の
空中写真測量

3次元設計データ作成

秋田県大館市

白沢地区下部工工事

○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を活用した道路盛土工事で
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、ICT重機オペレーターの育成に
積極的に取組んでいる。

しらさわ

おおだて

工期 H30.3.28～H31.3.20

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 20,000m3

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0185-70-1001

３DMCブルドーザーによる
敷均し状況

転圧管理システム搭載ローラーによる
転圧状況

高校生インターンシップの実施

秋田県
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●工期：UAVによる施工前の空中写真測量により、短時間で3次元測量を実施でき従来より

作業効率が約40%上昇し、MCによる施工効率は現在で約43%向上している。

●施工：ICTによる建設機械の導入により、現場まで行かなくともネットワークを通して施工量

と施工箇所の把握・ヒートマップによる仕上り状況を随時確認できた。

●安全：重機に補助作業員を配置する必要性が無い為、接触事故の防止に繋がった。

●精度：3次元設計ﾃﾞｰﾀによる自動化により仕上げ面の精度が大幅に向上した。

空中写真測量後の
画像解析データ作成

現場の声（㈱佐藤庫組）

UAVによる施工前の
空中写真測量

3DMCバックホウによる掘削作業

秋田県北秋田市

小繋今泉地区道路改良工事

○当該工事はICT技術を活用する事で、測量時間
の短縮や丁張の設置作業の簡略化、作業人員の
削減など施工性が向上している。今後も社内研修
・講習等を行い、ICTを活用できる人材育成に努め
ていきたい。

こつなぎいまいずみ

きたあきた

工期 H30.3.23～H30.12.20

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 12,400m3

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0185-70-1001

秋田県

施工前画像解析データ
による３Dヒートマップ

土量差分データによる確認 ICT施工による掘削整地
進捗状況UAV起工測量による工期短縮実績

通常作業（人員3名） 実地測量～作業ﾃﾞｰﾀ取りまとめ （約5日間）
UAV写真測量作業（実地作業1日 データ解析2日） 約40%の作業効率の上昇
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●工期：起工測量~出来形・検査までの工程が短縮できている。

●人員：測量や密度管理人員がかなり減少できて省力化になった。

●安全：機械周りの作業員が減少で重大災害の危険性が大幅に減った。

●品質：敷均しや締固めに斑がなくなる事や通りなどの美観も向上した。

●育成：若手起用で担い手育成、自社施工できる取組みを強化した。

3DMCBHの法面仕上げ

現場の声（秋田土建㈱）

若手によるLS研修会の実施

ICT技術活用の取組

自社機械での出来形測量実施
（若手２年生をリーダー指名）

地元高校生の会社訪問でICT施工説明
(担い手募集にICT活用）

設計３Dデータの作成

秋田県北秋田市

脇神槐岱道上地区道路改良工事

○道路土工のICTとして、掘削や盛土を行う事で作
業効率や安全性を追求した工事である。

○将来のICT技術活用をにらみ、自社技術の向上や
若手技術者の育成に積極的に取り組んでいる。

わきがみさいかちたいみちうえ

きたあきた

秋田県

工期 H30.3.27～H30.11.29

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 19,000m3

問合せ先
（発注者）

能代河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0185-70-1001
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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18日短縮となった。

●人員：作業員数についても、省力化が確認でき、生産性向上に繋がった。

●安全：丁張り設置作業がないことで重機との接触事故を低減。

●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。

現場の声（青木あすなろ建設㈱）

ＭＣブルドーザによる施工

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 18日短縮 （43日⇒25日） 計 45人・日短縮 （137人・日⇒92人・日）

GNSSによる締固状況

秋田県東成瀬村

成瀬ダム赤滝地区工事用道路工事

○盛土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を活用した土工事である。

○ICTを活用する事で、安全性の向上及び人員の削

減や精度の向上、また技術者の育成に積極的に
取組んでいる。

あかたき

ひがしなるせ

秋田県

工期 H29.5.20～H30.9.28

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 13,900m3

問合せ先
（発注者）

成瀬ダム工事事務所
工事課
ＴＥＬ0182-23-8439

3D設計データの作成
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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、従来と比較して

丁張設置、出来形管理にかかる時間と日数を短縮できた。

●施工：計画的な施工が実現でき、生産性向上に繋がった。

●安全：各工程で省力化を図り、事故発生リスクを根本から改善できた。

●品質：ICT建機での施工により、品質の向上が図られた。

ICT建機のオペレーター勉強会開催

現場の声（泰昌建設㈱）

TLSによる施工前の精度確認 ICTバックホウによる法面整形

山形県村山市

沼袋道路改良工事

○当該工事の施工者（泰昌建設㈱）は、自社による
TLS起工測量、3次元設計データの作成、ICTバッ
クホウによる施工、出来形管理を行っている。

○ICTを活用する事で、人員の削減、精度の向上、
技術者の育成や働き方改革に積極的に取組ん
でいる。

ぬまぶくろ

むらやま

山形県

工期 H30.4.1～H30.8.20

発注方式 契約後協議

土工数量 21,500m3

問合せ先
（発注者）

山形河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ023-688-8930

切土施工箇所の3次元データ

29



UAVによる3次元出来形管理

●工期：UAVでの起工測量により従来工法よりも４日短縮できた。

●施工：3DMCバックホウの利点である各モードを活かすことでオペレーター

が意図した作業機の動きにより掘削面の仕上げを行う事ができた。

●安全：バックホウ周辺の危険な場所での丁張設置作業が要らないため、事

故リスクを低減する事ができた。

現場の声（小野寺建設㈱）

LSによる3次元出来形管理

山形県三川町

赤川中流部河道掘削工事

○施工進捗現況図を確認しながらUAVとLSの組み
合わせによる３次元出来形管理に取組んだ。

○悪天候の続く冬期間においても生産性を高める
ＩＣＴ活用とするため、課題を解決しながらICT施工
の向上に努めている。

あかがわちゅうりゅうぶ

みかわ

山形県

工期 H29.9.29～H30.3.27

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 58,400m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0234-27-3463

3DMCバックホウによる河道掘削

施工進捗現況図
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●工期：ＬＳ使用により起工測量の日数が6日から1日に短縮できた。

●施工：ＩＣＴ建機活用により精度の高い施工が可能となった。

●人員：丁張が不要となり大幅な人員削減とコスト削減が図られた。

●安全：各工程で省力化を図る事により、事故発生リスクを根本から改善。

●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。

ＨＧＲによるＧＮＳＳを
利用した転圧管理システム

現場の声（㈱王祇建設）

ＬＳによる起工測量
（協議会での見学会）

3DMGバックホウによる法面整形

山形県三川町・鶴岡市

赤川助川・大半田地区堤防強化工事
あかがわすけがわ ・ だいはんだ

つるおか

山形県

工期 H30.8.9～H30.12.10

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 2,860m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所
工務第一課
ＴＥＬ0234-27-3463

3DMGバックホウモニター画面 転圧管理システムモニター画面

○ＩＣＴ建機を活用し、既設堤防への腹付け盛土を施工
する築堤護岸工事である。

○狭小部の盛土であることからＨＧＲにＧＮＳＳを利用し
た転圧管理システムを搭載し品質の向上を図った。

〇ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗによる遠隔監督により時間ロスを削減。

ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗによる立会
（協議会での見学会）

みかわ
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●工期：起工測量（2日）では、従来の横断測量（7日）に比べ70％程度の省力化、MC・MG重機

による丁張レス施工で20％程度施工性が向上し、10日程度工程を短縮できた。

●施工：モニターで位置情報を確認しながら作業することで、施工精度と作業効率が向上した。

●人員：MC・MG重機使用で丁張設置作業が無く、作業員の省力化で生産性が向上した。

●安全：丁張レスで作業員の立入が減り、重機との接触リスクが大幅に減り安全性が向上した。

●品質：MCブルドーザと転圧管理システムによる面管理により品質の安定と向上が図られた。

MCブルドーザによる
敷均し

現場の声（阿部建設㈱）

UAVによる施工前の
空中写真測量

山形県遊佐町

菅里地区道路改良工事

○自社によるICT施工に対応できる若手技術者と、
ICT重機の特性を理解し、操作するオペレーター
の育成を積極的に行い、工事全体の生産性向上
を図り、魅力ある建設現場を目指しています。

すがさと

ゆ ざ

山形県

工期 H30.2.2～H30.8.31

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 19,200m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所
工務第二課
ＴＥＬ0234-27-3468

3DMGバックホウによる
法面整形

RTK/GNSSによる転圧管理
システム搭載ローラによる転圧

施工前測量データと３D設計データを合成し土量算出
３D設計データを重機データに変換し重機に出力
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●人員：丁張りの設置が不要なため、大幅な人員の削減ができた。

●安全：人員削減により、事故発生リスクを根本から改善ができた。

●品質：転圧回数別色分布により、締固め不足箇所が一目でわかり、品質の

向上が図られた。

●施工：経験が浅いオペレーターでも過掘せず、設計通りに法面を

仕上げることができた。

SMART CONSTRUCTIONアプリによる日々の
盛土量、出来形をリアルタイムで確認できる。

現場の声（大井建設㈱）

3DMCバックホウによる
法面整形状況

GNSS振動ローラーによる
転圧管理システム

山形県遊佐町

千代ノ藤地区道路改良工事

○生産工程の各工程を高効率・高精度化し、さらに
生産工程全体の生産性の向上や品質の確保･
向上を目的としたICT活用工事である。

○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

山形県

工期 H30.4.9～H30.2.15

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 32,800m3

問合せ先
（発注者）

酒田河川国道事務所

ＴＥＬ0234-27-3331

スマートフォンによる
ICT建機稼働状況の確認

当現場道路土工における施工管理人員数

労務削減率80%達成

尚、ICT施工における出来形管理は各段階に
GNSSローバーによる出来形状況確認。

盛土丁張り 切土丁張り 品質管理 出来形管理 合計

14 16 17 4 51

0 0 3 5 8

通常施工 (人)

ICT施工 　(人)

ゆ ざ

ち よ の ふ じ
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●工期：ICT施工により、施工前・施工中の丁張設置を待たずに掘削作業を

開始できるため大幅な効率化ができた。

●施工：3DMCバックホウを使用する事で、熟練度に影響なく施工ができた。

●人員：大量の丁張設置が不要になり、生産性向上に繋がった。

●安全：法面や重機周りの危険箇所での測量作業が無く、リスク低減できた。

現場の声（三立土建㈱）

TLS(地上設置型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ)
による施工前測量

３次元設計データ作成

福島県下郷町

湯野上地区外仮設道路工事

○掘削作業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を活用した道路土工工事で
ある。

○当該工事の施工者(三立土建)は、積極的にICT
土工技術を実施し、比較的困難とされる複雑な道
路形状や山間部のICT土工を実現している。

ゆのかみ

しもごう

工期 H29.3.16～H30.3.23

発注方式 施工者希望Ⅰ型

土工数量 11,000m3

問合せ先
（発注者）

郡山国道事務所
工務課
ＴＥＬ024-946-8163

3DMC(ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ)バックホウによる法面整形

福島県
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●工程：モバイル端末で施工進捗状況が確認できたことで工程算出が容易にできた。

●施工:建機モニターにより、盛土範囲及び高低差が確認できた。

3次元を用いて施工するため、人為的ミスが軽減できた。

●品質：自動ブレード制御により目標標高に敷き均しを行い、転圧システムと併用す

ることで品質向上がされた。

●安全：丁張設置及びRIによる密度試験等が省略されたことで、建設機械との接触

事故がなかった。

現場の声（小野・金子復旧・復興JV）

福島県相馬市

山岸地区道路改良工事

〇ICTの活用により、盛土敷均し時の地盤高を
効率的に測量。施工量や工事の進捗状況等を
容易に確認。

〇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

やまぎし

そうま

工期 H29.2.11～H31.3.29

発注方式 施工者希望Ⅱ型

土工数量 15,000ｍ3

問合せ先
（発注者）

磐城国道事務所
工務課
ＴＥＬ0246-23-2214

福島県

ICT建機による施工 建機メーカーによるICT説明会

施工実績の管理 高校生によるICT職場体験
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●工期：４Dエコー使用により、水中部でのブロック据付が１個当たり約１分短縮し、効率化が

図られた。

●安全：潜水士の位置を確認しながら、ブロックの据付作業が可能となり、安全性が向上した。

●労力：ブロック据付位置の誘導作業において、潜水士の労力負担が軽減された。

●出来形：ブロック延長が必要以上に延びないように管理でき、既設ブロック間に予定数量を

手戻りなく配置することができた。

現場の声（みらい建設工業㈱）

青森県八戸市

八戸港外港地区防波堤(中央)築造工事

○防波堤堤頭部の半円形状箇所への被覆ブロック
据付の施工について、ICT(4Ｄエコー)の活用を
行った港湾工事である。

○ICT(4Ｄエコー)を活用することで、安全性や作業
の効率化が図られる。

はちのへ がいこう

はちのへ

工 期 H29.3.17～H29.10.6

ＩＣＴ
施工数量

被覆ブロック据付(1)
6ｔ型 266個
被覆ブロック据付(2)
10ｔ型 247個

問合せ先
(発注者)

八戸港湾・空港整備事務所
建設管理官室
TEL 0178-43-8135

４Ｄエコー取付け図

被覆ブロック据付状況図

４Ｄエコー管理タブレットモニタ４Ｄエコー管理モニタ
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事前深浅測量の3次元データ

●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

測量作業の稼働率が向上した。

●人員：作業員数についても、省力化が確認でき、生産性向上に繋がった。

●安全：各工程で省力化を図る事により、事故発生リスクを根本から改善。

●品質：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、

掘り残しを見逃すことが無くなり、品質の安定と向上が図られた。

現場の声（みらい建設工業㈱）

マルチビームを用いた深浅測量

青森県八戸市

八戸港八太郎･河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

○起工測量や施工・出来形管理等においてＩＣＴを
活用した浚渫工事である。

○ICTを活用する事で、３次元データによる施工・
出来形管理を行い、施工管理の効率化、施工
精度の向上に取組んでいる。

はちのへ はったろう かわらぎ はくち まいぼつ

はちのへ

工期 H30.5.25～H30.12.20

発注方式 発注者指定型

浚渫数量
面積： 41,650m2
土量：237,259m3

問合せ先
（発注者）

八戸港湾・空港整備事務所
建設管理官室
ＴＥＬ0178－43－8135

青森県

出来形深浅測量の3次元データ

測量システム画面

しゅんせつ
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●効率化：起工及び出来形測量後、3次元データ解析結果をもとに平面図・断

面図・土量計算を自動作成することで効率化を図ることができた。

(従来は、測量結果を解析し、平面図・断面図を作成し、これをもとに

土量計算を実施していた。ＩＣＴを活用することで全てを専用ソフトで

自動作成できる)

●品 質：3次元測量により詳細な海底地形を把握(不可視部分の可視化)する

ことができ、品質が向上した。 (従来は各測線断面のみの深浅値

データであり可視化までは至っていない)

現場の声（あおみ建設㈱）

○ICTを活用することで浚渫工事の起工測量
における設計図書の照査（数量計算）、
出来形測量における成果（図面・数量計算）
の自動作成実施。

工期 H29.12.1～H30.9.21

発注方式 施工者希望型

浚渫数量
浚渫面積 13,317m2
浚渫土量 104,098m3

問合せ先
（発注者）

小名浜港湾事務所
保全課
ＴＥＬ0246-53-7103

福島県いわき市
福島県

ナローマルチビーム測量状況 測深状況リアルタイムモニター表示

3次元データ出力画面

小名浜港東港地区泊地(-16m)外浚渫工事
おなはま ひがしこう しゅんせつ

ナローマルチビーム測量概念図
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●工期：ナローマルチ測量より得られる情報の効果は大きいが、解析や
資料の作成に時間を要する。

●人員：ナローマルチ測量により、不可視部分が詳細に把握できるので、
将来、活用方法によっては、潜水士を減らすことができると思う。

●安全：石材の投入精度が高く、潜水作業を省力化できた。
●生産性：ナローマルチ測量では得られる情報量も多く施工に役立つ。

現場の声（五洋・みらいＪＶ）

岩手県久慈市

〇防波堤築造工事におけるICT活用工事

〇ICT技術を活用し水中部を3次元化（可視
化）することで、現場環境を直感的に把握
することが可能であり、施工精度の向上、
出来形管理の効率化を図っています。

工 期 H30.4.27～H31.3.26

発注方式 施工者希望型

ICT
施工数量

基礎捨石 9,000m3
被覆石 9,600m3
被覆ブロック据付 663個
根固ブロック据付 65個

問合せ先
（発注者）

釜石港湾事務所 久慈港
出張所 TEL0194-53-0257

岩手県

ＩＣＴ工法従来工法工　種

・投入場所に明示旗竹等を入れるなど、潜水士による事
前準備が必要であり、投入量の把握が難しい

・取得した３次元データを基に、ＧＰＳ管理システムを
用いた投入を行い直感的で高い精度での投入が可能

基 礎 石 投 入

事 前 測 量
出 来 形 測 量

・マルチビーム方式による測量

・海底を面的に３次元データで把握

・シングルビーム方式等による測量

・海底を部分的（線又は点）に把握

鯨瞰図

等高線図

GPS施工管理ｼｽﾃﾑ

・マルチビーム測量を行うことにより、施工
箇所の海底面が３次元化されることから、
より細やかな施工条件が把握でき、現場に
即した計画や対応が迅速に図れる。

・海底面が３次元化されることから、基礎捨
石ポイントや投入量が正確に把握できるよ
うになります。
また、ＧＰＳ管理システムを用いた投入管
理を行うことにより、施工性や正確性が向
上します。

く じ

久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事
くじ わんこう
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●生産性：施工前の基面を可視化することで、現場状況を詳細に把握でき施工性が向上。

●品質：３次元数量計算により、正確な施工数量を把握することが可能。

●工程：測量データの解析～数量計算に時間を要する（従来：４日程度、ＩＣＴ：２１日程度）

現場の声（東亜･本間ＪＶ）

岩手県久慈市

〇防波堤築造工事におけるICT活用工事

〇ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測量により施工前の基面を可視化

〇3次元ﾃﾞｰﾀ数量計算により正確な施工数量
把握

〇施工支援システムによるオペレーター誘導

工 期 H30.5.8～H31.3.26

発注方式 施工者希望

ICT
施工工種

基礎捨石 6,300m3
被覆石 4,900m3
被覆ブロック据付 436個
根固ブロック据付 81個

問合せ先
（発注者）

釜石港湾事務所 久慈港出
張所 TEL0194-53-0257

岩手県

3次元データを用いた数量計算（体積）

施工支援システムによる基礎捨石 基礎捨石投入回数シミュレーション

く じ

久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事（その２）
くじ わんこう

40



●効率化：ＩＣＴ活用による3次元測量の専用ソフト使うことで、平面図・断面図

･土量計算が自動化になり、1日係る作業が1～2時間に短縮された。

●品 質： 3次元測量により海底面の地形が詳細に把握でき、岩礁の状況がよ

くわかった。従来の測量では見えなかった部分がＩＣＴ活用による3次

元測量で見えるようになった為、堀残しが無くなり、施工精度が上

がった。

3次元データ

小名浜港東港地区航路(-19m）浚渫工事

○ICTを活用することで、目に見えない海底面
を可視化し、浚渫作業の効率化を図る。

○出来形測量成果 を自動化し、図面等作成の効
率化を図る。

工期 H30.7.19～H31.3.22

発注方式 施工者希望型

浚渫数量
浚渫面積 3,733m2
浚渫土量 7,216m3

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

現場の声（日起建設㈱）

測深状況 モニター表示測深機組立状況

福島県いわき市
ひがしこう しゅんせつ

測深機設置状況

3Dマルチビーム測深システム

おなはま
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掲載工事等一覧表

施工場所 工 事 名 等 施工者名等 頁

青森県青森市
青森空港整備事業滑走路・誘導路
改良工事

戸田建設・
鹿内組JV

４３

青森県青森市
新青森県総合運動公園 陸上競技場
造成工事

㈱鹿内組 ４４

青森県
五所川原市

十川広域河川改修工事 ㈱和島組 ４５

青森県むつ市 二枚橋バイパス 道路改良工事
㈱熊谷建設

工業
４６

岩手県矢巾町 又兵エ新田地区河川改修工事 ㈱水清建設 ４７

宮城県山元町 山寺（２）道路改良工事 奥田建設㈱ ４８

山形県鶴岡市 湯尻川河道掘削工事 佐藤建設㈱ ４９

※平成３０年１１月時点とりまとめ

６．取組み事例（自治体事業）
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●⼯程：ICTを活⽤し、余裕をもって⽇々の作業時間を守ることができた。
●⼈員：作業員数は変わらなかったが、今後、情報化施⼯に係る作業能⼒が向上すれば

⼈員の削減も期待できる。
●安全：各⼯程で省⼒化を図る事により、事故発⽣リスクが低減された。
●品質：ICT建機を路⾯切削〜舗設まで使⽤することにより、平坦性は確保

され品質の向上が図られた。

ハンディTSによる⾼さ確認

現場の声（⼾⽥建設・⿅内組JV）

⾃動追尾式TSによる路⾯切
削状況

⾃動追尾式TSによる舗設AS
フィニッシャー

青森県青森市

青森空港整備事業滑走路・誘導路改良工事

○本⼯事は、空港運⽤を継続しながらの施⼯条件のため、
作業時間の厳守や航空機の離発着に影響のない出来形
管理(平坦性の確保)が重要となる舗装⼯事である。
○ICTを活⽤する事で、作業前後の確認測量及び作業指⽰
のための路⾯マーキング作業の省略化や施⼯精度の向上が
図られたことから、今後もICTの活⽤と技術者の育成に積極的
に取組むこととしている。

⼯期 H30.3.30〜H30.11.30

施⼯延⻑ L=1,957.85m

問合せ先
(発注者)

⻘森県県⼟整備部
⻘森空港管理事務所
⼟⽊施設課
ＴＥＬ017-739-2121

⻘森県

UAVによる施⼯前の空中
写真測量

あおもり

あおもり
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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おいて、従来と⽐較
して作業⽇数が33⽇の短縮となった。

●⼈員と品質： 作業員数が削減できたほか、経験の浅い若⼿作業員でも安
定した品質を確保することができた。

●品質： 基準⾼さのばらつきにおいて、規格値の±50％以内に収まった割合
が約98％となり、出来型の均⼀化に繋がった。

ICT現場⾒学会の実施

現場の声（㈱⿅内組）

LSを使⽤した起⼯測量 3DMＣバックホウによる掘削

○⽣産性・安全性の向上と品質の確保を⽬的として、
⼟⼯の各⼯程において3DMCバックホウやGNSS
ローラーによるICT⼟⼯を実施した造成⼯事である。
○ICTを活⽤することで、⼯期の短縮・⼈員の削減や
技術者の育成などにも積極的に取り組んでいる。

⼯期 H30.02.03〜H30.12.28

⼟⼯数量 5,660m3
（ICT施⼯総⼟量）

問合せ先
(発注者)

⻘森県東⻘地域県⺠局
地域整備部
都市施設課
ＴＥＬ017-728-0268

青森県青森市

新青森県総合運動公園 陸上競技場造成工事 ⻘森県
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●⼯期： 起⼯測量〜出来形施⼯管理までの⼯程が、従来より半分弱に短
縮となった。

●⼈員： 作業員数についても省⼒化でき、⽣産性が向上した。
●安全： ⼯期の短縮、作業⼈数の削減により、事故発⽣リスクが改善。
●品質： ICT建機による法⾯整形で、品質の安定と向上が図られた。

法⾯整形 完成写真

現場の声（㈱和島組）

3DMGバックホウによる法⾯整形 レーザースキャナーによる出来形管理

青森県五所川原市

十川広域河川改修工事

○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、受注業者では初めてのICTを活⽤した
河川⼟⼯⼯事である。
○ICTを活⽤することにより、⼯程の短縮・労務の削減、
出来形の精度向上に取り組んだ。

と がわ

⼯期 H30.3.28〜H30.9.30

⼟⼯数量 法⾯整形 A=1,860m2

問合せ先
(発注者)

⻘森県⻄北地域県⺠局
地域整備部
河川砂防施設課
ＴＥＬ0173-35-2107

ICT⼟⼯と従来⼯法との⽐較

⻘森県
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●⼯期：ICT建機の使⽤により、法⾯整形の⽇数が28⽇から19⽇に短縮できた
●⼈員：作業⼈員数の省⼒化ができ、⽣産性向上に繋がった。
●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施⼯できた
●品質：運転⼿と技術者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

ICT重機の操作実習

現場の声（㈱熊⾕建設⼯業）

精度確認状況

ICT施⼯よる法⾯整形完了

青森県むつ市

二枚橋バイパス 道路改良工事

○⽣産性・安全性の向上と品質確保の安定を⽬的
とし、下北圏内で初めてとなるICTを活⽤した
道路⼟⼯⼯事である。
○ICTを活⽤することで、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
取り組んでいる。

にまいばし

⼯期 H29.10.4〜H30.11.30

⼟⼯数量

法⾯整形

11,600m3

2,600m2

問合せ先
(発注者)

⻘森県下北地域県⺠局
地域整備部
道路施設・⾼規格道路建設課
ＴＥＬ0175-22-8581

ICT施⼯よる法⾯整形状況

三次元計測による完成予想図起⼯・出来形測量
使⽤レーザースキャナー

⻘森県
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●工期：ICT建機を３台導入し、大幅な工期短縮ができた。

●管理：土工に関する丁張設置が無くなり、業務の効率化に繋がった。

●人員：丁張・施工の手元作業員が必要なくなり、延べ174人程度の人員削減が

実現した。

●安全：作業半径内に作業員が入ることなく、安全に作業ができた。

計 174人減少 （332人→158人）

現場の声（㈱水清建設）

↑ 3D設計データ
薄く広く平面的に掘削する現場

岩手県紫波郡矢巾町

又兵エ新田地区河川改修工事

○掘削工（附帯工事部分）にICT技術を活用。

○水田表面を薄く広く掘削する作業であったため、
ICT活用施工に著しい効果を発揮した。

また べ え しんでん

し わ やはば

工期 H29.11.29～H30.11.30

土工数量 18,960m3

問合せ先
（発注者）

岩手県 盛岡広域振興局
土木部 河川砂防課

ＴＥＬ 019-629-6643

岩手県

↑ 3DMGBHによる施工

↓ オペレータ管理画面

36

260

3629

123

6

起工測量 施工 出来形管理

必要人員比較

従来手法 ICT
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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，従来と比較して３７日間

の作業日数を短縮することが出来た。

●人員：作業員・オペレーターの省力化により，生産性向上が実感出来た。

●安全：人員の省力化が図られたことで，労働災害の発生ﾘｽｸ軽減に繋がった。

●品質：ICT建機とGNSS転圧管理の併用で，出来形の安定が図られた。

女性技術者を対象とした
ICT技術現場見学会の実施

現場の声（奥田建設㈱）

UAV(Unmanned aerial vehicle)による
施工前の空中写真測量

土工工事におけるＩＣＴ技術と従来工法との比較

計 ３７日 短縮 （１７２日⇒１３５日） 計 ２４３人･日 短縮 （６４０人・日⇒３９７人・日）

3DMG(Machine Guidance system)搭載の
バックホウによる法面整形

（単位：人）

○土工工事（起工・施工・出来形）の各工程における人員
の省力化を図り、一人一人の生産性向上と建設現場
での重機災害防止を目的とし、宮城県の工事では初め
てのICT技術を活用した道路改良工事である。

○ICT技術を活用する事で、工程の短縮及び人員の削減、
若手技術者の育成や検査書類の簡素化を図ることが出
来た。

工 期 H30. 1.10 ～ H30.11.30

土工数量
路体盛土 50,200m3
路床盛土 5,000m3
法面整形 7,540m2

問合せ先
（発注者）

宮城県仙台土木事務所
道路管理第二班
ＴＥＬ022-297-4316

宮城県

山 寺 （２） 道 路 改 良 工 事

宮城県山元町

（単位：日）
施工日数の比較

①起工測量 ②施工 ③出来形管理等

従来工法

ICT技術

作業人員の比較

従来工法

ICT技術

①起工測量 ②施工 ③出来形管理等

やまもと

やまでら
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●工期：UAVによる起工測量（５日→１日に短縮）、出来形測量（２人→１人）に
より従来と比較して５日程度短縮できた。

起工測量～出来形測量等の施工管理プロセスについて従来と比較し
作業日数が10日程度短縮となった。

●人員：丁張が不要となるなど省力化が図られ、生産性が向上した。
●安全：ＩＣＴ建機を使用することで補助作業員が不要となり、事故発生リスクの

軽減に繋がった。
●品質：熟練オペレータとＩＣＴの融合により高精度の施工管理が出来た。

丁張りレスによるＩＣＴ建機での施工

現場の声（佐藤建設㈱）

施工実施箇所

山形県鶴岡市

湯尻川 河道掘削工事

○県発注工事第１号のＩＣＴ全面活用工事として、社
内の技術力向上とＩＣＴを身近なものにしたいとい
う強い意志により取り組んだ工事である。

○工事を能率的に進めるためにＵＡＶ測量やＩＣＴ建
機による施工を実施し、作業の短縮化・省力化が
図られ生産性が向上した。

ゆじり

つるおか

山形県

工期 H29.1.27 ～ H29.6.9

発注方式 契約後承諾施工

工事内容
工事延長 330 m
河道掘削工 9,100 m3

問合せ先
（発注者）

山形県庄内総合支庁
建設部河川砂防課
河川海岸工事担当
ＴＥＬ0235-66-5625

３ＤＭＣバックホウ試乗体験 現場見学会の実施

49



７．自治体をフィールドとしたモデル事業の概要
（国土交通省 施策）

▲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

○ 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、ICT専門家を派遣する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。

※ 「事務局」 ： 国土交通省
※ 「ICT専門家」 ： 例） 日本建設機械化協会

生産性 向上WG参画企業等

・H30から地域のICT施工専門家育成に向けて、県の建設技術センター職員の参加も可能とした。

・モデル事業経験自治体の連携を図るため、経験自治体同士での意見交換を行う。

平成２９年度より全国で実施
東北地方整備局管内では 平成２９年度 秋田県で実施済み

平成３０年度 福島県で実施中
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７．自治体をフィールドとしたモデル事業の概要
（平成29年度 秋田県において実施したモデル事業）

秋田県

●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）

0 5 10 15 20 25

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

27日

23日 4日削減

従来

ICT

掘削日数

カイゼン①：ICT建機による施工
※ICTﾊﾞｯｸﾎｳの能力、残土量等を考慮した
最適なダンプ台数を検討

カイゼン②：全体最適化※

・ICTバックホウの活用による丁張・スラント
確認労務削減

●ＩＣＴ施工によるカイゼン

丁
張
り

粗
掘
削

法
⾯
整
形繰り返し作業

繰り返し作業

従来建機による施工

粗
掘
削

繰り返し作業

丁張り作業の
削減
作業時間
の短縮

法
⾯
整
形

ＩＣＴ建機による効率的な施工
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８．参考資料

建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度

＜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。

区分 制度 対象 実施機関 問い合わせ先 ＨＰ

補助
金

①

ものづくり・商業・サー
ビス経営力向上支援
事業

生産性向上に資す
る投資計画

購入費
全国中小企業

団体中央会

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/
180803mono.htm

https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_2koubo
20180803.html

②

サービス等生産性向
上ＩＴ導入支援事業

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 購入費

サービスデザイ
ン推進協議会

https://www.it-hojo.jp/

https://www.it-
hojo.jp/h29/doc/pdf/h29_application_manual.pd
f

③

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 購入費

（一財）製造科学
技術センター

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

人材
育成 ④

人材開発支援助成金 ICT土工をはじめと
する特定訓練の経
費や賃金補填 研修費

賃金補
填

職業能力開発促
進センター等

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000201704.pdf

2次公募終了

3次公募終了

申請受付終了

申請受付中
平成31年3⽉31⽇まで

ICTシステム機器導
⼊

ICT建設機械導⼊

ICT活⽤
ソフトウェ
ア
導⼊

ICT施⼯
⼈材育成

サービス等
⽣産性向上
IT導⼊⽀援
事業（IT導
⼊補助⾦）

ものづくり・商業・サービス経営⼒向上⽀援
事業(ものづくり補助⾦）

⼈材開発
⽀援助成⾦

③

②

①

④ソフト ハード

ハード

⼈材

補助率２/３以内、上限額1,000〜500万

補助率 購⼊価格と基準価格の差額の9/10⼜は6/10
上限額300万

補助率1/２
以内上限額
５0万

補助率6/10
以内及び
賃⾦助成

省エネルギー型建設機械導⼊補助事業

平成30年12月時点
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８．参考資料

建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度

＜税制優遇・融資＞ ※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。

区分 制度 対象 実施機関 備考

税制
優遇

⑤
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

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2
018/180601zeiseikinyu.pdf

⑥
生産性向上特別措置
法

生産性が年平均３％
以上向上する建設
機械、情報化施工機
器 等

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

⑦
中小企業経営強化税
制

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

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）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2
018/180601zeiseikinyu.pdf

⑧
中小企業投資促進税
制

建設機械、情報化施
工機器 等

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

低利
融資

⑨ IT活用促進基金
情報化施工機器の
購入・賃借

購入・
賃借

(株)日本政策金
融公庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin
_m_t.html

⑩
環境・エネルギー対
策資金

建設機械 購入
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kanky
outaisaku_t.html

ICTシステム機器
導入

ICT建設機械導入

ICT活用

ソフトウェ
ア

導入

ソフト ハード

ハード

※1 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力
向上計画に基づく税制措置

⑩環境・エネルギー対策資金
（低利融資）

⑨IT活用促進資金
（低利融資）

⑤【地方税】固定資産税の特例※1

3年間 2分の１に軽減

⑦【国税】中小企業経営強化税制※1

即時償却又は取得価格の１０％税額控除

⑧【国税】中小企業投資促進税制
特別償却３０%又は取得価格の７％税額控除

3年間 ０～2分の１に軽減

⑥【地方税】固定資産税の特例※2

※2 生産性向上特別措置法に基づく税制措置

平成30年12月時点
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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３０年１１月時点で、東北地方の工事において実施

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バナー集から以下をクリック

※「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




