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〃 (一社)関西地質調査業協会 副理事長・技術委員長 束原　純 代理 前田 直也（技術福委員長）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局
インフラDX推進本部 設置について

資料－１



○新型コロナウイルス感染症対策を契機とした非接触・リモート型の働き方への転換と抜本的な生産性
や安全性向上を図るため、５G等基幹テクノロジーを活用したインフラ分野のDXを強力に推進。

○インフラのデジタル化を進め、2023年度までに小規模なものを除く全ての公共工事について、
BIM/CIM※活用への転換を実現。

○現場、研究所と連携した推進体制を構築し、DX推進のための環境整備や実験フィールド整備等を行
い、3次元データ等を活用した新技術の開発や導入促進、これらを活用する人材育成を実施。

インフラ分野のDX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）の推進

インフラDXを推進する体制の整備

・対象とする構造物等の形状を3次元で表現
した「3 次元モデル」と「属性情報」等を組
み合わせたBIM/CIMモデルの活用拡大

地方整備局
技術事務所等
人材育成センター

・BIM/CIM研修の実施
・BIM/CIM効果実感プログラムの実施
・公共工事の非接触・リモート化の推進

・新技術の現場実証 等

国土交通本省
推進本部

・データ利活用施策の推進
・BIM/CIM推進の実施方針の策定

・オープンイノベーションの司令塔
機能 等

国総研、土研、建研
データセンター、

ロボティクス実験フィールド
・直轄BIM/CIMデータの一元管理・分析
・３次元データや５G等を活用した新技

術の研究開発
・海外動向の研究 等

連携

企業 大学

※BIM/CIM（Building/ Construction Information Modeling, Management）

公共事業を「現場・実地」から「非接触・
リモート」に転換
・発注者・受注者間のやりとりを「非接触・リモー
ト」方式に転換するためのICT環境を整備

仮設計画 干渉確認

受注者 発注者

3D共有環境での検
証

リアルデータを活用した技術開発の推進
・熟練技能労働者の動きのリアルデータ等
を取得し、民間と連携し、省人化・高度
化技術を開発

5G等を活用した無人化施工技術開発
の加速化
・実験フィールド、現場との連携のもと、無人化
施工技術の高度化のための技術開発・研究
を加速化

インフラのデジタル化推進とBIM/CIM
活用への転換
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近畿地方整備局のインフラDXの取り組み

様々なインフラデータをデジタル化し、自由に活用できる環境が整うことにより、国
民への様々なサービスの提供が可能となり、設計から維持管理が高度化するほか、
業界、職員の働き方改革が進み、生産性向上につながります。

近畿地方整備局では、これまで生産性向上として取り組んできたi-Construction
をより深化させるため、インフラDXを推進していきます。

DXの概念
進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること

「行動」のDX 「知識・経験」のDX 「モノ」のDX
どこでも可能な現場確認 誰でもすぐに現場で活躍 誰もが簡単に図面を理解

【インフラ分野のDX】

3



発注者協議会 ・品確法に基づく運用指針の周知

・発注者間の情報共有

・自治体の支援体制の検討

業界との意見交換会 ・週休２日の推進に向けた目標設定と達成方法の検討

・発注時期の平準化、コンサル業務の平準化

・受発注者間の情報共有、監督員との協議の円滑化

・書類の簡素化及び電子化の検討

総合評価委員会 ・生産性向上に資する技術提案、評価の検討

・地域建設業の生産性向上に資する入札制度検討

・ブロック総合評価委員会との連携

新技術評価会議 等 ・民間の新技術開発の取り組み支援

・新技術の評価、活用 （i-Conに関する新技術）

・直轄工事の新技術義務化の推進及び改善策検討

インフラDX推進本部
推進本部長：局長
副本部長：副局長
本部員 ：各部長等

ｉ-Con推進幹事会
【品確法を踏まえた建設産業の生産性の向上】

※企画部が主体的に検討を進める事項

幹事長：企画部長
幹 事 ：企画調査官

技術調整管理官
※企画部の官クラス

インフラDX推進幹事会
【インフラ分野のデジタル化の推進】

※直轄事業を通じて、関係部署が連携して推進する事項
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幹 事 長：企画部長
副幹事長：河川部長、道路部長、港湾空港部長
幹 事： 企画調査官

技術調整管理官
建設情報・施工高度化技術調整官

※ 各部の官クラス

会議等 検討テーマ

ＩーＣｏｎ推進連絡調整会議

事務局：施工企画課

・ICT施工などi-Conの普及拡大

・自治体への支援体制

・i-Con大賞の取り組みの具体化検討

プレキャスト化検討会
リーダー：技術調整管理官
事務局：技術管理課

・全体最適に向けた取り組みの推進

・プレキャスト化推進に向けた検討会議の立ち上げ

・プレキャスト標準化適用拡大の検討及び事例集の作成

部会 検討テーマ

BIM/CIM推進部会（土木・営繕） ・BIM/CIM活用業務、工事の推進
・モデル事務所の拡大、指導
・3次元データの詳細度設定、データ活用（プラットホーム）検討
・産官学との研究活動

土木リーダー：技術開発調整官
事務局：技術管理課
構成：河川工事課、道路工事課

営繕リーダー：営繕品質管理官
事務局：技術・評価課
構成：技術・評価課

ICT施工・無人化施工推進部会
リーダー：建設情報・施工高度化技術調整官（近畿技術事務所長）
事務局：施工企画課 構成：技術管理課

・設計の3次元データと連携した施工及び施工管理
・小規模土工への活用の推進
・無人化施工の動向と適用の検討

監督検査のICT活用推進部会（土木・営繕）
・遠隔臨場の推進
・既存ＡＳＰとの連携
・デジタルデータと連携した監督基準類の検討

土木リーダー：総括技術検査官
事務局：技術管理課

構成：工事品質調整官・技術検
査官

営繕リーダー：営繕品質管理官
事務局：技術・評価課
構成：技術・評価課

道路部会
リーダー：道路情報管理官（道路M・C長）
事務局：道路管理課
構成：保全チーム、交通対策課、道路M・C

・点検・診断のDX検討
・日常維持管理のDX検討
・その他

河川部会
リーダー：河川情報管理官（河川保全管理官）
事務局：河川管理課 構成：水災害予報C

・ドローンの活用による河川巡視、水質監視の効率化・高度化
・ドローンの活用による河道管理の効率化・高度化

港湾部会
リーダー：事業計画官
事務局：港湾事業企画課

・港湾関係DXの検討

人材育成支援部会
リーダー：建設情報・施工高度化技術調整官（近畿技術事務所長）
事務局：施工企画課
構成：技術管理課、技術調査課、近畿技術事務所

・インフラDX推進センターの設置・運営
・国、自治体職員、地元建設業への研修の実施
・建設業関係者への研修
・見学会の受け入れ、広報等

既存の別組織との連携

事務局：
技術管理課
施工企画課
情報通信技術課

連携
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官民人材育成拠点「近畿インフラDX推進センター」 4月1日オープン

○インフラ分野の推進に必要不可欠な人材育成、最新技術の情報発信を目的に「近畿インフラDX推進センター」を開設。
○国・自治体の職員だけでなく民間の建設技術者向けの研修も実施。
○民間の最新技術やNETIS技術を動画により紹介し、VR体験などの見学も可能。

知識・経験のＤＸ行動のＤＸ モノのＤＸ

遠隔臨場による出来形確認
現場への移動往復２時間が短縮できます

無人化施工 遠隔操作
遠隔操作ができるオペレータを育成します

タッチパネルによる３次元データの操作
見えない地下の部分の構造も把握できます 5



DX通信

DX通信 創刊号 （４月28日発刊）

近畿インフラDX推進サイト
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/infraDX/index
.html

近畿地方整備局 広報Twitter
@milt_kinki_koho

・ICT活用工事や3次元データ活用事例等、
ぜひ情報提供ください。

○DX通信は、国・自治体・業界のインフラDXに関する取組事例や最新技術、研修情報等を発信していきます。
○ホームページやTwitter等で定期的に情報発信します。

6



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

研修について

資料－２
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近畿インフラDX推進センターにおけるDX研修について

○デジタル技術を扱える人材を育成するため、BIM/CIM研修、ICT活用研修、無人化施工研修
を近畿インフラDX推進センターにて６月下旬より実施。

・研修受講の申込みは
近畿インフラDX推進サイトにて
公表します。

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/infraDX/index.html

・実施場所
近畿技術事務所内
近畿インフラDX推進センター

〒573－0166
大阪府枚方市山田池北町11番1号

8
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港湾におけるi-Construction研修について

○ 国土技術政策総合研究所主催の直轄職員および自治体職員等を対象とした
「港湾におけるi-Construction研修」をWEB形式にて実施予定。

【日 時】令和3年11月2日（火）（予定）

【開催方法】WEB形式

【研 修 名】i-Constructionコース

【目 的】
各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、国土技術政策総合研究所及び自治体等の職員を対象に、
測量・設計・施工・検査等におけるi-Consturctionの基礎知識を習得し、港湾におけるi-Construction施策の
推進を図るための能力の向上を図る。

【対 象】
各地方整備局等の自治体等の職員で、i-Constructionにおける測量・設計・施工・検査等に関する知識を
必要とする者。但し参加人数に余裕のある場合のみ、民間企業の受け入れも可能。
＜上限人数：70名程度＞

【カリキュラム内容】（案）
(1)i-Constructionの概要
(2)港湾におけるi-Constructionの取組
(3)港湾におけるBIM/CIM活用
(4)港湾におけるICTの諸技術

（参考）昨年度の研修参加者71名
うち自治体職員：7名

（近畿からは大阪港湾局1名、京都府港湾局2名）

▼ （参考）昨年度の研修内容

●国土技術政策総合研究所主催の研修実施計画および申込方法
以下のＨＰで公表しております。
＜https://www.ysk.nilim.go.jp/kensyu/index.html＞
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局の取組

資料－３

①ICT活用工事の実施状況

②近畿地方i-Construction大賞について
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近畿地方整備局
ICT（土工）活用工事の実施状況【H28年度～令和２年度】

※R3.3時点（R２年度は、受発注者間の協議が整った件数（協議中は除く））

○ 毎年度6～7割以上の現場においてICT施工を実施。
○ しかし、施工量が小さい現場（施工者希望Ⅰ・Ⅱ型）での実施状況が低く、更なる浸透に向けた課
題整理・対策検討が必要。
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近畿地方整備局

ICT（浚渫）活用工事の実施状況【H30年度～令和２年度】

※R3.3時点（R２年度は、受発注者間の協議が整った件数（協議中は除く））

○ ３ヶ年で21件しか対象案件がないが、試行対象となった現場では、概ねICTを活用している。
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近畿地方整備局
ICT（舗装）活用工事の実施状況【H29年度～令和２年度】

※R3.3時点（R２年度は、受発注者間の協議が整った件数（協議中は除く））

○ 対象工事件数が順次拡大しているものの、実施率にバラツキが大きい。
○ 更なる浸透に向けた課題整理が必要。
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近畿地方整備局
近畿地方i-Construction大賞について

【本省版推薦要件】 対象：直轄、特殊法人等、府県、政令市、市町村
・推薦にあたりi-Construction（ICT施工、BIM/CIMの活用、プレキャスト製品の活用、新技術の活用、工事 書類の簡
素化、遠隔臨場、講習会の実施等）に係る優れた取組として、各地整等におけるi-Construction大賞の表彰候補とし
ている案件であること。

【近畿版推薦要件】 対象：特殊法人等、府県、政令市、市町村
・推薦にあたりi-Construction（ICT施工、BIM/CIMの活用、プレキャスト製品の活用、新技術の活用、工事 書類の簡
素化、遠隔臨場、講習会の実施等）に係る優れた取組として原則、自治体において表彰を受賞した案件であること。 (た
だし、表彰時期が本選考より後となる場合は、各機関の表彰要件を満たしている案件であること、表彰制度がない場合は、
指名停止や事故による措置を受けていない案件であること)

〇 令和3年度より、近畿地方i-Construction大賞を創設し、募集を開始予定。
〇 建設現場の生産性向上に係る優れた取組について、積極的な推薦をお願いしたい。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

各自治体におけるICT活用の取組
および普及に向けた課題について

資料－４
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ICT活用の取組と普及に向けた課題

ICT取組事例

２．ICT実施状況

工事名 河川改修工事31-102H-03

施工業者 嶺南建設株式会社

工事個所 二級河川 井の口川 敦賀市木崎 地係

施工数量 掘削工：6,500ｍ3

特徴 現川堤防を掘削しながら河道拡幅を行う
ICT建機（MCバックホウ）で掘削、通常建機で積込み後、土砂搬出

１．現場概要

福井県
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ICT活用の取組と普及に向けた課題

ICT取組事例

２．ICT実施状況

工事名 河川改修工事２－５－１１１

施工業者 株式会社 坂川コーポレーション

工事個所 一級河川 日野川 南条郡南越前町鯖波他 地係

施工数量 掘削工：14,600m3

特徴 河川内土砂の掘削

１．現場概要

福井県
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ICT活用の取組と普及に向けた課題

ICT取組事例

２．ICT実施状況

工事名 道路改良工事02-02-5101

施工業者 株式会社 建世

工事個所 一般国道 157号 大野市熊河 地係

施工数量 施工延長：184.9m
表層工：780m2、路盤工：820m2、盛土工：6,130m3、付帯工：1式

特徴 現場は湧水のある湿地帯であり、盛土を行う前に湧水処理を行う必要がある。
盛土のみであるため、他工事からの搬出土を用いて施工する。

１．現場概要

福井県
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ICT活用の取組と普及に向けた課題

ICT取組事例

２．ICT実施状況

工事名 河川改修工事31-06-06・06H-01

施工業者 株式会社松田（幸）組

工事個所 一級河川 七瀬川 福井市大谷町 地係

施工数量 施工延長513.6ｍ、河道掘削工 3,300ｍ3

特徴 河川改修に伴う旧堤防の撤去工事である。

１．現場概要

▲ ICTバックホウ（マシンコントロール）による掘削 ▲ ICT掘削完了

ＧNSSアンテナ

福井県
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普及に向けた課題、ニーズ

課題
・設計変更に際し、３次元設計データを２次元化する必要がある。
（発注図が２次元であるため、３次元では比較ができない）

・施工区間の延伸等を行う際、３次元設計データの作成範囲外箇所は再度３次元測量
が必要となる。

・工事金額が高い（ICT施工に関する経費で、当工事は約１２％増額）
請負業者が保有していないICT建機や3次元測量に使用する高性能ドローンをリー

スまたは下請する必要があり、普段のリース料より割高でコストを要する。

・見積りによる３次元起工測量、３次元設計データ作成費用の妥当性が不透明。
（ICT測量方法・規模によりばらつきがある）

・面管理のため、レーザスキャナ測量前の除草作業を全面する必要があり、施工箇所
が広範囲であるほど手間がかかる。

・日々のICT建機のGPS設定は慣れれば問題ないが、初期の段取り（3次元測量やICT
建機への図面データセット等）や3次元データのまとめ（出来形表）に必要となるス
キル（知識やノウハウ）を習得する必要がある。

福井県
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 滋賀県
ICT取組事例

２．ICT実施状況

1．現場概要
工事名 令和元年度 第290-1号 金亀公園整備基盤工事
施行業者 株式会社 桑原組
工事箇所 滋賀県彦根市松原町
施行数量 盛土工97,700m3
特徴 当現場は、2025年に開催予定の第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会におけ

る、陸上競技場の整備工事である。
トンネル工事などの他工事発生土を盛土材として使用しており、軟弱地盤上に盛土造成を実施した
ものである。

MGブルドーザ転圧ローラ：転圧管理回数システム

ヒートマップ

陸上競技場全体
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普及に向けた課題、ニーズ

・GNSS受信状況が悪い時や機器の故障時は通常の施工・管理が必要となる。

・レンタル料金が高額であり、採算性に欠ける。

・発注者および中小規模の施工業者において、ICT活用に関する知識・経験を
高める必要があり、研修会等の実施に係るニーズがある。

・発注形態が受注者希望型の工事・業務では、設計変更金額が高額となり、
予算調整が困難な場合がある。

滋賀県
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 京都府

ICT取組事例

１・現場概要

２・ICT実施状況

工事名 ：桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事（呑龍ポンプ放流渠土木）
工事箇所：京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口
工事概要：BOXカルバート=352.08m

PHC杭φ1000×14m
吐出井設置工=１基
連絡水路設置工=12.13m

施工数量：8,853.5m3（ICT土工）

UAVによる計測計画→
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普及に向けた課題、ニーズ

①ICT技術力
・地域の建設企業に3次元データの作成やICT機器、建機を操作できる技術者、経験者が少ない。
・ICT活用工事の施工は、ICT建機のリースとともに、技術力もレンタルしていることが多い。
・発注者側においてもICTに対する技術力・知識がまだまだ低い。

②投資効果
・国と比べ、ICT活用に適した規模の大きい工事が少なく、ICTの高価な機材やシステム導入に

対する投資効果が少ない。

③インセンティブ
・総合評価入札や成績評定での加点を実施しているが、その他の拡充も必要。

④その他
・受発注者向けの講習会（座学、現場体験会等）を予定しているが、コロナ禍の影響もあること
から、参加人数に制限が必要なため、ICT活用工事の推進にも影響がある。

※令和３年度予定 →
受注者向け人材育成
による拡大を図る。

京都府
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 大阪府

ICT取組事例（1/3）

工事名 一般国道（新）371号道路改良工事（3工区）

施工業者 株式会社森本組 大阪支店
工事箇所 河内長野市天見地内

施工数量 切土（ICT）：94500㎥ 盛土（ICT）：55280㎥

特徴 無人航空機搭載型レーザースキャナによる起工測量を行い、MC/MG（マシンコン
トロール/マシンガイダンス）の切り替えが可能なICTバックホウによる掘削、法
面成形工、ICTブルドーザによる盛土工を行う。

１．現場概要

工事対象外
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 大阪府

ICT取組事例（2/3）
無人航空機搭載型
レーザースキャナによる起工測量

立会風景

飛行範囲
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 大阪府

ICT取組事例（3/3）

２．ICT実施状況
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普及に向けた課題、ニーズ

【全般的事項におけるニーズ、課題】
・中小企業（経審点１０００点以下）への普及が望まれる。

令和２年度に施工者希望型を発注したものの希望の申し出がなかった。

・河川浚渫はバックホウによる歩掛は策定されているが、大阪府特有の中小都市
河川における浚渫（小型グラブ浚渫・バケット容量2.5ｍ3以下）はICT機械が
普及しておらず、求められる歩掛がないため、現状では導入が困難な状況。
今後、その拡大が望まれる。

【紹介工事でのニーズ、課題】
・リースが高額なため、常時現場に置いておけない。使用しない期間が生じれば

都度引き上げているのが現状。

・掘削する部分が軟岩以上硬くなれば、ICTでは施工できなくなる。

・山間部において衛星から陰になる部分がある場合は電波が戻ってこないので、
ICTで施工ができない、もしくは誤差が大きくなる。

大阪府

28



ICT活用の取組と普及に向けた課題 兵庫県
ICT取組事例

②県内建設業者のICTに関する技術力向上・普及促進
・県主催による受注者向け研修会の開催

内容
参加者数（実施回数）

H29 H30 R1 R2

土木工事に関する講習会 1,044人(4回) 675人(4回) 600人(4回) 249人(3回)

ICT活用工事研修会 － 484人(21回) 163人(8回) －

3次元データ作成研修 － 73人(6回) 280人(10回) 144人(10回)

ICT活用工事体験会 － － 43人(2回) －

◆研修会の内容（例）
・ICT建設機械による施工方法 ・3次元データ作成方法
・中小規模工事を想定したICT普段使い
・ICT活用工事における現場課題対応

■実施件数拡大に向けた取り組み
・対象工種を含む全ての工事をICT活用工事として発注する等、

積極的に取り組み、実施件数が着実に増加。

①制度面の工夫
・対象工種の拡大（H29:1工種、H30:4工種、R1:6工種、R2:7工種）
・施工プロセスの選択制の採用（R1年度より）

３次元データ作成研修

ICT活用工事研修会
H29 H30 R1 R2

発注件数 69件 83件 270件 573件

実施件数 9件 41件 128件 200件
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【対応】研修などを活用し、活用効果の周知

兵庫県

普及に向けた課題、ニーズ

ICT活用の取組と普及に向けた課題

【課題】受注者希望型における実施率の向上

発注者指定型 受注者希望型 合計
発注 106件 467件 573件
実施 106件 94件 200件

R２年度実施率

・研修から実施への一押しが必要
・研修を通じてICT活用工事による効果を発信しICT活用を促す

H30、R1年度実施のICT土工の効果（N=20件：ｱﾝｹｰﾄ調査による）

・発注工事に対して、ＩＣＴ活用工事の実施率が低い（R2年度：受注者希望型実施率20.1％）

※従来施工による作業時間を100として算出
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 奈良県①

ICT取組事例

２．ICT実施状況

１．現場概要

工事名 神納川堆積土砂撤去工事（防災・安全交付金事業（砂防）（南部・東
部）） 第 繰70-2-2 他 号

施工業者 株式会社長谷川建設

工事箇所 吉野郡十津川村山天

施工数量 掘削：約28,000m3 路体盛土：約25,500m3

特徴 河川内の堆積土砂を撤去し、処分地に盛土を実施。
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普及に向けた課題、ニーズ

・採算性が合わない。

・ICT建機を使う技術者、経験者がいない。

・ICT施工における起工測量、３次元設計データの作成など理解が
難しい。

・施工箇所によっては、必要以上の手間・時間がかかる。
（掘削箇所の転石及びマシンコントロール実施時の衛星の電波

状況など）

・実際問題、検査等の効率化につながっていない。
（書類整備の量が実質変わっていない）

・職員のICTの知識不足

奈良県①
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 奈良県②

ICT取組事例

２．ICT実施状況

１．現場概要

工事名 馬見丘陵公園 多目的広場整備工事（補助都市計画公園事業(社会資本)）
繰122-1 

施工業者 株式会社北田組

工事箇所 北葛城郡広陵町大野

施工数量 掘削：約4,700m3 路体盛土：約780m3

特徴 周辺の市町村に呼びかけICT活用工事の説明会を実施している
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普及に向けた課題、ニーズ

(コスト面)
・小規模工事ではコストが高い(今回の工事でもICTを実施するのには小

規模だと感じる。)。
・工事期間が長く連続的に実施する場合は割高になる。

(技術面)
・今回マシンガイダンスを使用したが、モニターを見ながらの施工は慣

れている者でないと困難。一方、マシンコントロールを使うと、技術は
余り必要ないがコストが掛かる(⊿≒500,000円/月とのこと)。

奈良県②
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 奈良県③

ICT 取組事例

1．現場概要

2．ICT 実施状況

工事名 一般県道寺前千股線 中増～千股工区 道路改良工事

施工業者 株式会社 大和建設

工事場所 吉野郡大淀町中増～吉野郡吉野町千股

工事概要 工事延長: L= 263m、掘削工: V= 1170㎥、路体盛土工: 
V= 1560㎥

特徴 現状の地山を掘削しつつ、切土、盛土法面整形を施工し、
路体盛土、路床盛土を行うものである。
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・狭い山間部での施工の為、GPS によるガイダンスが出来なく、
光 波によるマシンガイダンスを行わなければならないので、光波
を設置する場所も限定されるので、設置場所の確保が課題である。

・ICT建機を使う技術者、経験者がいない。

奈良県③

普及に向けた課題、ニーズ
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現場概要
工事名 平成30年度 道改交金 第117-31号-5 海南金屋線道路改良工事
発注者 和歌山県海草振興局海南工事事務所
受注者 株式会社 タニガキ建工

施工数量
施工延長＝200m
掘削工＝10,050
法面整形工=1,392

主な工種 掘削工、法面整形工

ICT活用の取組と普及に向けた課題
（令和元年度自治体支援モデル事業）

和歌山県ICT取組事例

計測対象の伐開前に、地上型レーザースキャナーによる計
測を行った。

起工測量
高低差

＋
現場環境
山間部

法面
現場環境

高低差が40mあり、急勾配の法面。
現況には木が生い茂っており、地表面が視認しにくい。

工事用道路の取り付けに、丁張計算および丁張設置作
業が必要であるが、法面部であるため、危険作業が伴
う。
設計面より掘削する心配がある。

３次元設計データを活用。
丁張レスで設計面を掘削せず
に施工した。

①

②

点群計測時の植生状況 地表面算出後の点群データ

工事用道路を設計面近くまで
追い込みながら取付

狭隘部
現場環境

狭隘現場のため、ＩＣＴ建機が利用できない。③ 小型のバックホウに
ＩＣＴシステムを搭載。
暗渠排水の床掘作業に
ＭＧを利用して施工した。

場面 問題及び課題 対策

・施工（人日）が、従来210日→ICT56日
・3次元計測機器やデータの活用により、危険個所

での作業回数や時間が縮減
・小型の建機にＩＣＴシステムを導入。

施工および簡易的な計測をした。

効果工事概要
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普及に向けた課題、ニーズ

・県内の中小規模の建設業者は、ICT施工の知識や技能が乏しく、リース会社
等に協力を得ることが多い

・従来工法に比べて追加の費用や調整事項が必要となるため、ICT施工に対す
る県内建設業者の不安が大きい

・測量機器やICT建機など高額な設備投資に対する支援

・ICT活用工事に係る標準積算基準の早期整備（小規模工事含む）

・建設業者に対する各種研修

和歌山県
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京都市（取組事例 なし）
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普及に向けた課題、ニーズ

【課 題】
○既成市街地での小規模な工事が主であり，試行対象となるような施工量で

ＩＣＴ施工が適した現場が少ないため，モデル工事の選定に苦慮

【今後の取組・対応方針】
〇長時間労働の是正，生産性向上等の観点からも，効率的な現場管理を推進

する必要あり
〇そのため，今年度にＩＣＴ施工に適した現場（規模の比較的大きな現場）

を選定しモデル工事を実施する。
○取組の拡大には，小規模現場の適用が必要であるため，今後も国・他自治

体の動向を注視しつつ，実施事例を参考にしながら適切に対応していく。

京都市ICT活用の取組と普及に向けた課題
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 大阪市

ICT取組事例

本市では、令和２年度から淀川左岸線（２期）トンネル整備工事において、受注
者からの提案によりICT土工を実施しており、令和３年度に夢洲地区の万博会場
予定地へのアクセス道路の整備工事において、ICT土工・舗装工事を発注する予
定である。

位置図（大阪市）
夢洲地区

万博会場予定地
アクセス道路
L=2.6km W=30～34m

土工 切土 約 51,000 m3
盛土 約 7,000 m3

舗装工 路盤 約 72,000 m2
As舗装 約 54,000 m2

【施工箇所図（夢洲）】
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普及に向けた課題、ニーズ

・建物等が密集している都市部の工事が多いため、ICT活用工事のメリットを
活かしにくい

・都市部の工事や点検・調査等の工事以外の分野において、ICT活用の事例が
あれば今後検討したい

大阪市
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ICT活用の取組と普及に向けた課題 堺 市

ICT取組事例

【堺市におけるICT土工の紹介】
「29-堺市原池公園[第3期]造成他工事」（UR委託）におけるICT活用工事（土工）

写真１：UAV空中撮影状況

・ICT土工量（切土・盛土）：約80,000m3、施工面積：約10万m2
・UAV（ドローン）を利用した起工測量の実施：3次元測量データ（現況地形）
と設計データ（完成地形）との差分から、施工量（切土、盛土量）を自動算出

・ICT建機による施工：GNSS（全地球航法衛生システム）を利用した転圧回数管理システムの構築
（1層の仕上がり厚さ、所定の転圧回数による締固め度の確保）

概要概要

ﾒﾘｯﾄﾒﾘｯﾄ

課題課題

・UAVを利用した写真測量により、起工測量時間が大幅短縮
（従来：53日→ドローン測量：38日、人件費：約３割削減）

・丁張設置作業が不要。（ICT建機が故障等、有意事態用に必要最低限のみ設置）
・GNSSを利用した転圧回数の面的管理により、締固め度が均一化し、品質が向上
・丁張や手元作業員の配置が不要となり、重機との接触の危険性が大幅に軽減される

・3次元データを扱える人材が少なく、確認・修正が出来る人材育成が必要

写真２：起工測量３次元データ 写真３：ICTﾀｲﾔﾛｰﾗ転圧状況 写真４：転圧回数分布図
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普及に向けた課題、ニーズ

堺 市

【現状、課題】
・ICT施工や3次元データ活用は、基本的に大規模な土工事への適用が多く、
市街地での整備工事や維持補修工事が多い本市において、発注工事での事
例がない。
・委託工事において、平成29年度に公園の造成工事で1件事例あり。
・ICT建機等の導入には初期投資が必要であるが、本市の入札に参加
する業者の規模や資金力を考慮すると積極的な設備投資が困難。

【ニーズ】
・小規模工事（舗装等）へ適用可能性のあるICT施工について、国や他自
治体の事例収集が必要である。適用可能性のある技術があれば活用の試行
を検討したい。
・建設機械へ後付けでICT建機とすることができる安価なキットや、ICT技
術を活用した出来形計測など、業務の効率化を図りながら品質が確保でき
る方法について情報収集が必要である。
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工事名 押部谷町公園整備工事その１

施工業者 港建設株式会社

工事箇所 神戸市西区押部谷町和田

施工数量 造成面積1.265ha，ICT掘削12,800ｍ3，ICT盛土8,600ｍ3，擁壁工１式

特徴

下記の（1）起工測量から（5）竣工検査までをICT機器等を用いて実施
（１）３次元起工測量
（２）３次元設計データ作成
（３）ICT建設機械による施工
（４）土工の３次元出来形管理
（５）ＧＮＳＳローバーを用いた竣工検査

ICT活用の取組と普及に向けた課題 神戸市

ICT取組事例（H30年度施工事例）

２．ICT実施状況

１. 現場概要

①ＭＣバックホウ①ＭＣバックホウ ②ＭＣブルドーザ②ＭＣブルドーザ ③ロードローラー③ロードローラー
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普及に向けた課題、ニーズ

・ICT施工を行うだけのコストに見合うメリットがある規模の工事が無いことや，
ICT建機を使用できる規模の施工条件の工事が無いため，ICT施工が進んでいないと
考えられる。

・ICT機器を扱える技術者が不足していることや，技術の習得が進んで無いため，
ICT施工が進んでいないと考えられる。

・3次元設計データの作成からICT建機で使用するためのデータ変換は，施工機械の
メーカーによって見積もり先が限られることから，費用の妥当性の判断などに問題
があると考えている。

神戸市
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料－５

47

各自治体における普及に向けた課題
の整理と今年度の対応（案）について
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各自治体からの課
題・ニーズの分類

〇技術スキル
など人材育成
が必要

〇コストや手
間がかかる。

〇都市部や小
規模な工事が
主であり活用
が困難。

〇その他

各自治体からの課題・ニーズ（抜粋）

・日々のICT建機のGPS設定は慣れれば問題ないが、初期の段取り（3
次元測量やICT建機への図面データセット等）や3次元データのまとめ
（出来形表）に必要となるスキル（知識やノウハウ）を習得する必要
がある。

・発注者および中小規模の施工業者において、ICT活用に関する知識・
経験を高める必要があり、研修会等の実施に係るニーズがある。

・地域の建設企業に3次元データの作成やICT機器、建機を操作できる
技術者、経験者が少ない。

・レンタル料金が高額であり、採算性に欠ける。

・国と比べ、ICT活用に適した規模の大きい工事が少なく、ICTの高価
な機材やシステム導入に対する投資効果が少ない。

・山間部において衛星から陰になる部分がある場合は電波が戻ってこ
ないので、ICTで施工ができない、もしくは誤差が大きくなる。

・採算性が合わない。

・工事期間が長く連続的に実施する場合は割高になる。

・既成市街地での小規模な工事が主であり，試行対象となるような施
工量でＩＣＴ施工が適した現場が少ないため，モデル工事の選定に苦
慮

・ICT施工や3次元データ活用は、基本的に大規模な土工事への適用が
多く、市街地での整備工事や維持補修工事が多い本市において、発注
工事での事例がない。

・小規模工事（舗装等）へ適用可能性のあるICT施工について、国や他
自治体の事例収集が必要である。適用可能性のある技術があれば活用
の試行を検討したい。

・従来工法に比べて追加の費用や調整事項が必要となるため、ICT施工
に対する県内建設業者の不安が大きい

・総合評価入札や成績評定での加点を実施しているが、その他の拡充
も必要。

・ICT活用工事に係る標準積算基準の早期整備（小規模工事含む）

今年度の取組案

①研修及び講
習会の実施
（職員向け・
発注者向け）。

②小規模工事
の事例収集

③ＩＣＴ施工
における相談
窓口の活用



近畿ブロックi-Construction推進連絡調整会議の今年度対応案
今年度対応案
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①【研修及び講習会の実施（新規・継続）】
〇発注者及び施工者向けＩＣＴ研修等を実施予定（国交省）
〇ＩＣＴ研修や講習会を適宜実施。上記研修への参加周知（各自治体）

②【小規模工事の事例収集（新規） 】
〇各自治体で実施している小規模工事の事例収集及び事例集の公表
（国交省・関係自治体）

③【ＩＣＴ施工における相談窓口の活用（継続）】
〇i-Construction近畿サポートセンター（本局）及びＩＣＴ推進アドバイザー

（各事務所）より発注者（自治体等）及び施工者に対して、指導・助言を実施



近畿ブロック i-Construction 推進連絡調整会議 規約 
 
（目的） 
第 1 条 近畿ブロックにおいて、建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現

場を目指す i-Construction（「ICT 技術の全面的な活用」、「規格の標準化」、「施工時

期の平準化」、「受発注者間のコミュニケーションによる施工の円滑化」）の取り組み

を円滑かつ効果的に国・地方公共団体及び業団体へ推進・普及するための連絡調整を

おこなうものである。 
 
（所掌事務） 
第 2 条 本会議は、次の事務をつかさどる。 
一 近畿ブロックにおける i-Construction の推進・普及に関する事務 
二 前号のほか、本会議の目的を達成するために必要な事務 

 
（組織） 
第 3 条 本会議は、会長、会員をもって組織する。 
2 会長は、近畿地方整備局企画部長をもって充てる。 
3 会長は、会議の事務を統括する。 
4 会員は、別表 1 のとおりとする。 
 
（会議） 
第 4 条 本会議は、必要に応じて会長が招集し、開催する。 
2 本会議において、会長は必要に応じて、会員以外の出席を求めることができる。 
 
（ワーキング・グループ） 
第 5 条 会長は、必要に応じてワーキング・グループを設置することができる。 
2  ワーキング・グループは、必要に応じて会員以外の出席を求めることができる。 
     
（事務局） 
第 6 条 本会議の事務局は、近畿地方整備局企画部技術管理課及び施工企画課がおこな

う。 
 
（雑則） 
第 7 条 この規約に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項は、会長が本会

議に諮って定める。 
 
附 則 
この規約は、平成 28 年 3 月 22 日から施行する。 
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近畿ブロック i-Construction 推進連絡調整会議名簿 
 

分野 所属 役職 氏名 

学識 立命館大学理工学部 教授 建山 和由 

〃 (公社)土木学会関西支部 幹事長  重松 孝昌 

国 近畿地方整備局 企画部長 池口 正晃 

府県政令市 福井県 土木管理課長 高木 宏之 

〃 滋賀県 技術管理課長 速水 茂喜 

〃 京都府 理事(指導検査課長) 林 龍夫 

〃 大阪府 技術管理課長 南  健志 

〃 兵庫県 技術企画課長 上田 英則 

〃 奈良県 技術管理課長 村田 淳 

〃 和歌山県 技術調査課長 小井 宣秀 

〃 京都市 監理検査課長 村田 隆 

〃 大阪市 工務課長 野々内 幹夫 

〃 堺市 参事(区局連携・監理･調整担当) 宮本 博行 

〃 神戸市 担当部長(技術管理担当) 小谷 安彦 

市町村 福井市 技術管理課長 惣宇利 直光 

〃 池田町 町土整備課長  山﨑 政弥 

〃 東近江市 契約検査課長   奥居 剛 

〃 豊郷町 企画振興課長  清水 純一郎 

〃 舞鶴市 指導検査課長 大草 修 

〃 井手町  理事(建設課長)  西岡 久 

〃 東大阪市 契約検査室長 畑中 浩明 

〃 岬町 総務課長 森 由造 

〃 相生市 財政課長 寺田 大輔 

〃 佐用町  総務課長  幸田 和彦 

〃 天理市  土木課長 南 佳伸 

〃 明日香村 地域づくり課 穴瀬 通孝 

〃 橋本市 総務課長 堀畑 明秀 

〃 九度山町 総務課長 栄迫 唯夫 

特殊法人等 (独)水資源機構 関西･吉野川支社 施設管理課長 犬童 眞二  

〃 西日本高速道路㈱ 関西支社 技術課長 山口 卓位 

〃 本州四国連絡高速道路㈱ 技術管理課長 向原 和明 

〃 阪神高速道路㈱ 技術管理課長 東 三千春 

〃 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新

幹線建設局 
技術管理課長 鈴木 隆 

〃 (独)都市再生機構 西日本支社 工務・品質管理課長 川上 潤 

〃 (地共)日本下水道事業団 近畿総合事務所 施工管理課長 笹井 勇人 
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近畿ブロック i-Construction 推進連絡調整会議名簿 
 

分野 所属 役職 氏名 

建設業団体 (一社)日本建設業連合会 関西支部 土木工事技術委員長 古川 和義 

〃 (一社)日本道路建設業協会 関西支部 建設ｺｽﾄ委員長 平井 正之 

〃 (一社)日本橋梁建設協会 近畿事務所 所長 清水 秀信 

〃 (一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会 関西支部 施工部会長 可部 正治 

〃 (一社)福井県建設業協会 会長 坂川 進 

〃 (一社)滋賀県建設業協会 会長 桑原 勝良 

〃 (一社)京都府建設業協会 会長 小﨑 学 

〃 (一社)大阪建設業協会 総合企画委員長 古川 和義 

〃 (一社)兵庫県建設業協会 会長 松田 隆 

〃 (一社)奈良県建設業協会 会長 山上 雄平 

〃 (一社)和歌山県建設業協会 会長 中井 賢次 

〃 (一社)建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 近畿支部 技術部会長 久後 雅治 

〃 (一社) 全国測量設計業協会連合会 近畿地区協

議会 

会長 朝倉 富征 

〃 (一社)関西地質調査業協会 副理事長・技術委員長 束原 純 

〃 (一社)関西ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協会 会長 西畑 勝信 

〃 (一社)日本建設機械施工協会 関西支部 情報施工推進委員会副委員長 的場 一彦 

〃 (一社)日本埋立浚渫協会 近畿支部 技術委員長 生島 俊昭 

〃 (一社)港湾技術コンサルタンツ協会 理事 北澤 壮介 
〃 (一社)日本建設機械レンタル協会 相談役、関西支部長、

大阪協議会長 

北野 一雄 

 


