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第１８５６６号

陸 沿 岸 道 路「 野 田 久 慈 道

を通過し、久慈市に至る三

岩手県普代村から野田村

００平方㍍（コンクリート

ンクリート舗装約１万３６

ト約１万３０００㌧）
、コ

６００平方㍍（アスファル

アスファルト舗装約４万５

の検測作業が可能となる。

約 ㌫。他の工事との兼ね

‥

≪≪≪
‥

管理システムにより正確な舗装が可能に
㌔㍍の同道

路 」。 延 長 約
路は東日本大震災後の２０

や技術に頼る部分が大き

合いもあり実施可能な箇所
から舗装工事を進めてい
る。久慈ＩＣ南側の久慈長
内トンネル（仮称）の舗装
工事を進めており、今後、
久慈市中心部での工事に
大林道路の野垣内毅監理

移っていく予定だ。
技術者は「今後、さらにＩ
ＣＴと共存していく方向に
なっていくと思う。日々、
勉強していかなければいけ

たい」と情報化施工につい

シャシステムＡＦＮａｖ

ない。デジタルでは気付き

て語った。また、復興事業

かったが、情報化施工によ

にくい部分もあるため、そ

重機周辺の作業員が少な

Ｐｌｕｓ、ＴＳ・ＲＴＫ―
人が近づくとブザーがなる

くなることは、接触災害の

れらの技術を伝承していき

生産性の向上にもつなが

ローラーで接触災害を防止

る。情報化施工の基礎とな

り熟練度に左右されずに品

アスファルトフィニッ

質が確保されるとともに、

シャーでは、測定された位

に関わることにも触れ「復

い」と話していた。

興道路がつながると交通が

載。作業員と重機の距離が

危険性の低下にもつなが

４㍍になるとブザーが鳴

る。 現 場 で は タ イ ヤ ロ ー

加えて今後、さらなる技

り、３㍍になると自動で停

る 入 力 デ ー タ の 正 確 性、

術者不足が見込まれる中、

止するもので、さらなる安

データ作成などの面で時間

情報化施工は少人数での作

全性の向上を図っている。

置情報に基づき、現在の位

タイヤローラーの転圧管
業も可能にする。例えば砕

一方、このような情報化

置をモニターに表示。また

理システムは、転圧した回
石路盤を敷きならす作業の

施工では、初期投資がかか

格段によくなる。工事を通

数を１回目は水色、７回目
場 合、 こ れ ま で は グ レ ー

るため、ある程度の大規模

じて復興に貢献していきた

は赤色などと色分けして搭
ダーが通過後丁張りに水糸

工事でないと導入は難しい

ラーにユナイトの安全装置

載されたモニターにリアル
を張る人、高さを計測する

となる自働停止装置を搭

タイムで表示することで、
人の最低３人の人員が必要

面もある。

を要する部分もあるがメ

現在の状況を視覚で捉える

だったが、ＴＳグレーダー

リットは大きい。

ことができる。

だと位置情報により１人で

正確な施工を実現する。

このような作業は、これ

ローラーのオペレーター４人
に加え、
施工状況を検測する
作業員３～４人の計８人程
度が必要なところ、
検測作業
人 で 施 工。通 常

員が不要なことから４人×
９日間の

施工に比べ ㌫削減できた。

年以上の施工精度

４年未満のオペレーターも
キャリア

べ早い。さらに「品質が全

で済むので施工も通常に比

ダーの作業回数は１～２回

林勇輝さんは語る。グレー

Ｔ舗装でも、徐々に感覚が

ている。丁張りがないＩＣ

断でき、精度の助けになっ

高さの過不足をある程度判

は、作業員が丁張りを見て

が っ て い る。「 従 来 工 法 で

１万６０９０平方㍍の路盤

た が、「 Ｈ Ｆ

業速度が大きく違う

台くらいだと現場が待つ状

が、「施工に慣れてくると

果があるのは３０００平方

と段取り負けする。導入効

小玉部長は「面積が小さい

め、機器の故障が現場の遅

リースでは扱っていないた

小林さん。通常のレンタル・

立てると変更できない」と

ＩＣＴの導入について小

が高い点も課題だ。
玉部長は、「熟練工が育たな
くなるかも」
と一抹の不安も。

ナモト特機エンジニアリン

認も徹底している」と、カ

せ、現場納入の際の精度確

ブレーションを厳密に合わ

サーや油圧バルブのキャリ

められるので、チルトセン

使ってミリ単位の精度が求

尾トータルステーションを

系のＩＣＴ施工では自動追

カ ナ モ ト の 働 き だ。「 舗 装

国のかじ取りに期待したい。

しい技術者の将来像を描く

さはよく分かる」とも。望ま

方を知る者には、ＩＣＴの良

だ 」。 一方で、
「従来のやり

べき姿が失われるのは心配

土木技術者として本来ある

任せる部分が増えることで、

ト高で導入できない。機械に

現場ではＩＣＴ建機はコス

い人が出てきても、小さい

繁忙期は各社の取り合いに

い」と畠山課長代理は語る。

グレーダーの台数は少な

ＣＴ土工の建機は増えたが

工事件数が少ないため、「Ｉ

一方、土工に比べ舗装は

状態で送り出している。

１日がかりで作業し万全の

認も含め、測量機を使って

計測から事前の施工精度確

進課課長代理。建機の寸法

グ部の畠山甲建設ＩＣＴ推

ＩＣＴ建機をレンタルする 「普通のグレーダーに乗れな

秋田土建を支えるのが、

求められる国のかじ取り

熟練工が育たない不安も

きいほど効果的だ」と話す。 れに直結することや、単価

㍍くらいからで、面積が大

らさないようお願いした」。 な り、「 一 度 施 工 の 予 定 を

万㎡を４人×９日で施工し高精度

年くらいだが、今回の２件の
オペレーターのキ ャ リ ア は

て任せられるキャリアは

３～４年」とのこと。

「丁張りと検測が不要で
込まれ事故などのリスクが

別の仕事に回せるし、巻き
ないのは安全面でも大き

然違う」とも。出来形精度

身に付いてきたようだ」と

精度は導入当初に比べ上

の向上は一目瞭然で、管理

小林さん。施工性も向上。

い」と秋田土建土木部の小

３月末時点での進捗率は

まではオペレーターの経験

横断勾配なども示され、そ

ＧＮＳＳによる転圧管理シ

30

の位置での設計高に沿った

ステムのＩＣＴ舗装工。

る情報化施工はフィニッ

この現場で用いられてい

より正確な施工が可能に

ＩＣＴ建機で

するもの。

約６８００立方㍍）を施工

年度に事

日に整備区間

月

指定がなされ、

１１年

㌔㍍は同年

年内、久慈

業化された。普代村側の延
長約 ㌔㍍は
市側の延長約
夏ごろの開通を見込んでい
大林道路が施工する東北

る。
地方整備局発注の「国道
号芦ヶ沢長内地区舗装工
事」は、区間北側に当たる
地割～同

市新井田第５地割地内の久

久慈市長内町第
慈南ＩＣ（仮称）～久慈Ｉ
Ｃ間、約５㌔㍍を対象に、

設計データ上に現在位置を表示するモニター
を搭載したフィニッシャー（上）と転圧管理シ
ステム搭載のタイヤローラー（下）

１１

岩手県

―Ｋ

地方道路

㌫程度の工程

人数も、
通常はグレーダーと

舗装工に高い導入効果
秋田県北部の北秋田市に
本社を構える秋田土建は、
ＩＣＴ舗装が導入された２
０１７年度を皮切りに国交
省２件、秋田県３件のＩＣ
Ｔ舗装工をカナモトの３Ｄ
マシンコントロールグレー
年度には、県

ダーで施工している。
年度と

道大館能代空港西線「鷹巣
―

西道路」蟹沢ＩＣの舗装を
行う
「ＨＦ

改築補助工事」「ＨＦ

３同工事」の路盤工でＩＣ
Ｔ 舗 装 を 実 施。同社のＩＣ
」
では、
路盤１万６

Ｔ舗装工で最大面積の「Ｈ
Ｆ ―

日かかる施工日数を９日

０９０平方㍍について、
通常

日、

で仕上げ、路盤の全工程で
は計

㌫以内に収

点数すべてが規格値

程度で路盤材を供給してい

当初の工事ではダンプ

の±

まっており、平均値

台
で１・５㍉㍍だ。秋
田土建の小玉土木部

」では
長は「グレーダーは

ため、ＩＣＴの導入

態になるので、ダンプを切

台を稼働。カ
ナモトも驚く台数だった

効果が高い。信頼し

【監理技術者】野垣内 毅
【使用ICT技術】３Ｄ―MC ＴＳグレーダー、Ｄ―ＭＣ ＴＳフィニッ
シャー、GNSS転圧管理システム、地上型レーザースキャナー
【ＩＣＴパートナー】ユナイト
【発注者】東北地方整備局
【施工地】岩手県久慈市長内町第17地割～同市新井田第５地割
【工事規模】アスファルト舗装工 Ａ＝45,600㎡、コンクリート
舗装工 Ａ＝13,600㎡、排水構造物工 Ｎ＝１式、防護柵工 Ｎ＝
１式、情報ボックス工 Ｎ＝１式、区画線工 Ｎ＝１式、道路付属
物施設工 Ｎ＝１式
【工期】2021年６月７日
基層A＝7,140㎡、
表層A＝5,620㎡、
排水性舗装A＝1万3,360㎡
【工期】▼HF27－70＝2019年８月30日～20年3月27日
▼HF27－K3＝20年2月28日～11月20日
【現場代理人】小林 勇輝
【使用ICT技術】3Dマシンコントロールグレーダー
【ICTパートナー】カナモト
【発注者】秋田県
【施工地】秋田県北秋田市坊沢地内
【工事規模】（舗装に関する部分）…▼HF27－70 L＝740ｍ、
下層路盤（ICT）A＝1万0,800㎡、上層路盤（ICT）A＝5,290㎡
上層路盤（再生瀝青安定処理）A＝6,430㎡、基層A＝5,620㎡、
表層A＝4,390㎡ ▼HF27－K3 L＝840ｍ、上層路盤（ICT）
A＝3,430㎡、上層路盤（再生瀝青安定処理）A＝3,550㎡、

工事概要
工事概要

監理技術者を務める野垣内氏
秋田土建の小玉土木部長
（左）
と小林さん
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国道45号 芦ヶ沢長内地区舗装工事
01- H F27-70 地方道路改築補助工事
01- H F27-K3 地方道路改築補助工事
秋田県

完成した鷹巣西道路の蟹沢ＩＣ
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１１

業等の技術職の強化を図るとと

啓蒙を図っている。県内建設企

施工活用研修会を開催するなど

セミナーや個別相談会、ＩＣＴ

に向けて、ＩＣＴ施工活用工事

的に行うＩＣＴ施工技術の普及

で測量や重機操作の作業を簡易

データを搭載したシステムなど

青 森 県 は、 位 置 情 報 や 設 計

業務についての実施要領を相次

群測量業務と土工の３次元設計

年４月１日以降適用の３次元点

Ｔ活用工事実施要領の策定。

活用への必要事項を定めたＩＣ

事について、ＩＣＴの全面的な

月１日以降適用の土工と舗装工

の項目を追加したほか、 年

次元データによる出来形管理」

び規格値を改訂し、新たに「３

から土木工事施工管理基準およ
ている。

工事でＩＣＴ活用工事を試行し

岩手県は、県土整備部の所管

には２月１日以降適用の発注者

田千年地区河道掘削工事（つが

設（青森市）▽岩木川柏桑野木

公園陸上競技場の第４駐車場建

して実施するもので、対象工種

ロセスが実施可能な案件を指定

からデータ納品までの五つのプ

土工量１万立方㍍を目安に測量

ＩＣＴ工事の受注者を

管理、災害時対応の担い手とし

また、社会資本の整備や維持
評価落札方式と工事成績評定点

を実施した受注者に対し、総合

秋田県では現在、ＩＣＴ工事

河川浚渫
（４点）
、
地盤改良工
（４

は、土工（４点）
、舗装工（４点）
、

の工種と工事成績評定点の加点

総合評価と工事成績で加点

て、地域の建設企業の持続的、

床掘（加点なし）となっている。

点）、法面工（２点）、付帯構造

このほか、７月からは県独自

物設置工（加点なし）、作業土工・

２０２０年４月から総合評価

に「ｉ―Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉ

に加点するインセンティブを与

落札方式の評価基準を見直し、

ｏｎ推進モデル工事」制度を創

えている。

年度当初予算に経営改善への
ＩＣＴ活用モデル工事の実績に

設。ＩＣＴ工事と週休２日、Ｉ

安定的な経営に向けた基盤強化

支援や、若者、女性が働きやす
年７

件程度が完成す

い環境整備など人材の育成・確
月以降公告の工事から、同モデ

新たに加点を開始した。

年度も

ＣＴ活用工事は 件となってい

ＩＣＴの対象は▽土木＝原
保支援に向けた建設業総合対策

る。

則、土工数量１０００立方㍍以
事業や、北いわて地域の建設企

事▽舗装工＝原則、舗装面積３

掘）の工種を含む全ての発注工

り込んだ。

わて建設技術向上促進事業を盛

ペレーター育成を支援する北い

業におけるＩＣＴ建設機械のオ

施 証 明 書 を 発 行 し て お り、「 モ

ル工事を完成させた受注者に実

デル工事、女性技術者登用モデ

ル工事のほか完全週休２日制モ

各１件実施した。

事で、

ｏＴモデル工事の全てを行う工
年度は北秋田と仙北で

０００平方㍍以上の舗装工、付

事▽法面工▽付帯構造物設置工

リー撹拌工を含む全ての発注工

混 合 ）、 中 層 混 合 処 理 工、 ス ラ

原則、安定処理工（バックホウ

全ての発注工事▽地盤改良工＝

工（バックホウ浚渫船）を含む

ンプロジェクト」に位置付けら

る「北いわて産業・社会革新ゾー

のプロジェクトの中の一つとな

新しい時代を切り拓いていく

ている、長期的な視点にたって

るいわて県民計画に盛り込まれ

は、 ～
年度を計画期間とす

いわて建設技術向上促進事業

年度に新規事業化された北

している。

書の保有に対しては１点を加点

設。ＩＣＴ活用工事の実施証明

デル工事への取組み」項目を新

者と映像・音声の双方向通信を

ウェアラブル端末などで県担当

の受注者がスマートフォンや

ＩｏＴモデル工事では▽現場

▽舗装工（修繕工）＝原則、切

北いわて地域は、全県に先行

理⑤３次元データの納品―の全

次元出来形管理等による施工管

ＩＣＴ建設機械による施工④３

量②３次元設計データの作成③

モデル工事では①３次元起工測

デル工事の試行を開始。従来の

月には簡易型ＩＣＴ活用モ

えを話している。

は「十分実用に耐える」と手応

行う―としたもので、県担当者

行う▽ＷＥＢ会議を月１回以上

関係書類への押印をネット上で

システム（ＡＳＰ）を活用し、

場」を２回以上実施▽情報共有

確認、立会などを行う「遠隔臨

現地に行かずに段階確認や材料

実施件数（

年２月末までに完

年度のＩＣＴモデル工事の

てでＩＣＴを活用しなければな

従来のモデル工事では、工事

のもの）は 件で、土工が

件

能とした。対象工種は土工のみ。 了または施工中のもの、公告中

施工―の実施は受注者が選択可

工測量③ＩＣＴ建設機械による

らないが、簡易型は①３次元起

リアルタイムで行い、担当者が

削オーバーレイ工の面積３００
れている。

して人口減少と高齢化が進行し

▽浚渫工（港湾）▽基礎工（港

０平方㍍以上の全ての発注工事

事 ▽ 河 川 浚 渫 工 ＝ 原 則、 浚 渫

帯道路工を含む全ての発注工

る予定だ（表参照）。

土工・道路土工、作業土工（床

上で河川土工・海岸土工・砂防

の取り組みを進めるため、県は

年まで 件の
ＩＣＴ活用工事が完成

もに、公共工事の品質向上と地
いで策定するなど、実際の発注

２月から４工種で
モデル工事実施

域経済の活性化を目指すことが
業務や工事についても実施する
月にＩＣＴ

ための作業を鋭意進めている。
年

県土整備部では、２０１６年
このほか、

度からＩＣＴ施工技術見学会を
開催しており、これまでに▽国
道路改良工事（横浜町）▽県道
指定型ＩＣＴ活用モデル工事

道２７９号
（下北半島縦貫道路） 活用工事実施要領、ことし１月
八戸野辺地線駒沢バイパス工事

る市）▽青森空港の滑走路切削
は河川、海岸、砂防、道路の４

（ 三 沢 市 ） ▽ 新 青 森 県 総 合 運 動 （ 土 工 ） 実 施 要 領 を 公 表 し た。

と舗装工事（青森市）▽八戸環

秋田県
が、簡易型では２点を加点。た

に見ると鹿角１件、北秋田７件、

が３件。簡易型は０件。地域別

月から対象工
種も２種から７種に拡大。現在

また、同じく

めから全段階にＩＣＴを

大 に 期 待 し て お り、「 初

モデル工事の実施件数拡

今後減少する中、簡易型

整備などの大規模工事が

県では、災害復旧工事や道路

平鹿６件となっている。

に伴う総合評価での加点はない。 山本３件、秋田２件、仙北９件、

だし実績証明書の発行と、これ

成績評定点に４点加点していた （舗装を行う工事も含む）、舗装

25

状線道路改良
（八戸市）―など、 工種。施工プロセスは①３次元

ており、産業分野での生産性の

起工測量②３次元設計データ作
―とし、現場条件などの施工性

成③ＩＣＴ建設機械による施工

湾）▽ブロック据付工（港湾）

県内各地の現場で実施。多くの

向上が課題となっている。県と

企業や団体、学生などにトータ
を勘案し発注者が選定。３次元

県建設業協会は、同事業に沿っ

④３次元出来形管理等の施工管

た▽ＩＣＴ建機実地研修▽測量

ルステーション（ＴＳ）による
起工測量や、３次元設計データ

理⑤３次元データの納品―５項
作成やＩＣＴ建設機械による施

目で、全てを実施した場合は、

機械活用事例▽ドローン活用事

出来形管理をはじめ、マシンガ

例▽ＩＣＴの可能性▽施工工事

イダンスバックホウ、
ＵＡＶ
（ド
工などの全施工プロセスにＩＣ

支援を進めている。

で開催するなど、技術者の育成

年度

Ｔを適用し、実施した場合には

業務効率化を目的に、県土整備

また県では、受発注者双方の

する。

成績評定点の「創意工夫におけ

ローン）やレーザースキャナを
実績証明書も発行するなど、今

る施工」
の項目で加点するほか、

使用した測量技術など、代表的
後も普及拡大に努めていく方針

事例―などのセミナーを

な技術を紹介して理解の浸透を
だ。

工事成績評定の総意工夫で評価

図っている。
また、見学会のほか、技術紹

部が所管する工事（災害復旧、
建築除く）に遠隔臨場を試行す
る。４月１日以降に公告に付す
工事に適用するとしているが、
施工中の工事であっても受注者
からの要望などがあった場合は
協議の上、適用可能となる。
遠隔臨場は、ウェアラブルカ
メラなどによる映像と音声の双
方向通信を使用して▽段階確認
▽材料確認▽立会―を行うも
の。発注者指定型は費用の全額
を技術管理費に積上げ計上し、
受注者希望型は全額が受注者負
担となる。
試行工事では、全ての臨場を

舗装 岩渕建設

介や事例発表、個別相談

38

年までに完成したＩ

狙いだ。

19

10

遠隔臨場に限定するのではな

国道343号渋民地区改良舗装

会などの建設業ＩＣＴ総

20

18

38

21

岩手県
く、受発注者協議により、臨場

舗装 小山組

合相談会のほか、ｉ―Ｃ

19

10
19

19

と遠隔臨場を状況に応じて使い

国道343号渋民地区舗装（その1）

ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
ナーや、試乗や操作体験

11

土木 舞石組

21

10

20

分けることとしている。

20

国道342号白崖地区道路改良（その4）

28

20

建設ＩＣＴ施工講習会で人材育成を推進

1級河川人首川筋新田前地区ほか河道掘削 土木 EC南部コーポレーション

20

通しだ。

観点からも継続される見

れており、担い手確保の

会が各地域で活発に行わ

対象としたＩＣＴの見学

り、子どもや学生などを

会や会員企業などによ

一方、秋田県建設業協

掛けている。

に慣れてほしい」と呼び

３次元データの取り扱い

型を積極的に活用して、

む業者もいるので、簡易

導入するのは二の足を踏

秋田振興建設らによる高校生向け見学会

（ＩＣＴ活用工事）セミ
などを実践しながら学ぶ
ＩＣＴ施工技術講習会、
建設女子を対象としたあ
おもり建設女子ＩＣＴ活
年度は県と青森

用研修会などを実施して
きた。
県建設業協会の共催によ
る建設ＩＣＴ施工講習会
を開催。活用できる人材

月１日

10

28

1級河川松川筋川崎地区河川改修その3 土木 水清建設

10

19

施 工 者
種別
名
事
工

の育成に努めることで、
青森県内の建設工事にお
いてＩＣＴ技術の導入や
普及の一層の促進へ各種
さらに、 年

事業を展開している。
10

モデル工事や証明書発行が本格化

17

20

主な20年度完成予定工事

青森県
20

（４）
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望型で本格導入している宮城県

年度は２件発注。

年度は７件程度を予定してい

８建設事務所がそれぞれ数件を

も効果的である。現在は出先の
年度からは対象案

件をさらに拡大していく考えだ。

試行中で、

福島県は、２０１７年度に土

件となっ

日

木部がＩＣＴ活用工事の導入を
時点での導入累計は

開始して以降、ことし１月

までの新たな建設産業振興プラ
工事では 件（土工

た。このうち、

験企業を対象とした支援制度

１件）が導入済みとなっている。 これは、ＩＣＴ活用工事の未経

年度

ンをまとめており、この中でも
こうした中、土木部はさらな

で、施工技術総合研究所（静岡

年度から

年度は
ＩＣＴの活用拡大に向けて新技

県富士市）に専門家の派遣を依

また、県は

る。

年９月末時点で対象工事１６
術講習などを実施していくとし
年１

る活用拡大を目的にＩＣＴ活用

また、ＩＣＴ活用チャレンジ

８件のうち 件で活用提案があ

工事実施要領を改定し、

支援事業にも取り組んでいる。

め「 舗 装 工（ 修 繕 工 ）」 の 試 行
り、前年と同等もしくは上回る
たほか、ＢＩＭ／ＣＩＭによる

件、舗装

要領を新規に制定したほか、Ｂ

３次元データの活用も推進。施

年度契約分の

ＩＭ／ＣＩＭ導入を促進するた
年度の対象工事は４月１

件数での活用が見込まれる。な

新たに制定した舗装工（修繕
工）の試行要領を見ると、対象
実施証明書の発行は 年９月

日に公表予定の発注見通しに記
発注者間双方の業務の効率化・

できるようにしていくなど、受

工だけでなく維持管理でも活用

と「プロセス選択型」を導入。

受けることができるもの。これ

用工事を対象に「発注者指定型」 画書作成、工事の技術的助言を

月１日以降に起工するＩＣＴ活

までに６社が同支援制度を活用

頼し、施工計画立案から施工計

修繕工事、橋梁保全工事の三つ

事区分は、道路維持工事、道路

バーレイ工事」を原則とし、工

ていたものを、全ての工事に拡

落札方式での対象工事に限定し

書の発行をこれまでの総合評価

日以降の入札公告からは、証明

から開始している。

産業振興支援講座を開催した。

３次元施工をテーマとした建設

分野におけるＢＩＭ／ＣＩＭと

力を入れており、本年度は土木

で、現在適用している土木、舗

ＩＣＴの活用を義務付けるもの

法枠工）を追加した。

石川バイパスの現場を会場に市

月に主要地方道いわき石川線

続的に開催している。本年度は

よるＩＣＴ活用工事講習会も継

載する。

している。

を設定。発注方式は、設計金額
大。ＩＣＴ施工・３次元施工化

装、浚渫工（港湾）の３工種と

工事（発注工種）は「切削オー

加えてＩＣＴ土工に付帯構造物

１０００万円以上かつ切削オー

も予定価格１億円以上を対象と

建設生産・管理システムへの導

るための工事試行要領改定は、

ＢＩＭ／ＣＩＭ導入を促進す

の面積が１０００平方㍍以上の

万円以上で切削オーバーレイ工

と、同じく設計金額が１０００

収して精算するものとし、実施

注者間の協議により見積りを徴

費の積算方法については、受発

る。受注者希望型における業務

た場合には設計変更の対象とす

し、実施項目に変更などが生じ

見積りを徴収し積算するものと

は、指名（選定）した会社から

定型における業務費の積算方法

格した工事」
にも発行している。 を対象とした専門技術研修会を

装工を全面活用し、完成時に合

で、ＩＣＴ土工またはＩＣＴ舗

実施したＩＣＴ活用モデル工事

まで通り「

対し発行するとしたほか、これ

監理技術者または主任技術者に

検査に合格した工事を対象に、

ち、１項目以上で実施して完成

されている施工プロセスのう

に、技術管理室の技術系職員ら

術に関する知識を深めるため

さらに、仙台市は職員の新技

を受け見送り。 年度は１件の

ロナウイルス感染症などの影響

予定していた。しかし、新型コ

は道路改良工事で１件の発注を

している仙台市は当初、

００平方㍍、浚渫工（港湾）は

方㍍、舗装工事が表層面積３０

般土木工事が土工量１０００立

注者希望型」のみで、対象を一

なお、改定前の発注方法は「受

装面積５０００平方㍍以上、浚

し、土工量１万立方㍍以上、舗

のマシンコントロールブルドー

工範囲とし、敷均し、巻き出し

盛土２８４８立方㍍をＩＣＴ施

路体盛土１７２９立方㍍、路床

の適時判断）を発注基準とした。 設は１７０・８㍍区間における

渫工（現場条件に応じた発注者

ザーなどを活用していた。

の道路改良で、施工者の福産建

現場は、施工延長８５８・５㍍

町村職員など約 人が参加。同

発注を見込んでいる。

施証明書の有無を評価項目に追

価落札方式で、ＩＣＴ活用の実

の使用方法、計測結果の利活用

え、３次元測量の概要やＵＡＶ

起工測量、３Ｄデータ作成、施

ＩＣＴ活用工事を構成する３Ｄ

シ ス テ ム 」「 ３ 次 元 設 計 デ ー タ

による法面整形および転圧管理

マシンコントロールバックホウ

「施工者希望Ⅱ型」とする。

入における施工プロセスに係る
項目に応じて設計変更の対象と

年度に

業務の効率化・高度化を図るた

県発注のこれまでのＩＣＴ工

加。証明書の交付を受けている

工、出来高管理、電子納品の五

講習ではメーカー担当者から

年度

法などを学んだほか、ＵＡＶの

整合性および点群を活用した進

砂 防 お よ び 地 す べ り 対 策（ 砂

者向けにＩＣＴ活用工事の現場

るため、各総合支庁単位で発注

と共同で一層のＩＣＴ推進を図

開始。受注者希望型として

件や施工者の実情などに合わせ

図った。

交えた説明を受け情報共有を
が目的。なお、選択型の

ることで活用の拡大を図ること
場合は工事成績評定に１

制度改定とは別に、土

と、宮城県建設業会が昨

木部は活用拡大に向けた

年７月にＩＣＴ活用をめ

月にＩＣＴ施工

新たな取り組みをスター

点加点されるが、実施証

活用事例等セミナーを開

トしている。昨年

明書は発行されない。

き、ドローンやＣＩＭの

らは、建設現場における

ぐる国や自治体の動向を

活用事例を解説するな

遠隔臨場の試行を開始。

表示と計測や、点群デー

型コロナウイルスなど感

の効率化だけでなく、新

立会を行うもので、業務

アラブルカメラなどを用

タの閲覧などが可能と

染症拡大防止の観点から

いて段階確認、材料確認、

なっており、講習会など

テムではＣＡＤデータの

で活用を呼び掛けている。

ＡＳＰ工事情報共有シス

開催。

ど、会員企業への技術浸

これは、受発注者がウェ

月か

か宮建協が推奨している

透に努めている。このほ

学ぶＩＣＴ施工研修会を

業界の取り組みを見る

だった。

一方の「プロセス選択型」は、 「ＵＡＶ空中写真測量」「ＩＣＴ

は土工が発注件数 件に対して

場合は１点を加点するとした。

捗管理」などについて、実演を

月に実施。宮城県測量設

年度は、土工

つのプロセスのうち、一部のみ

防構造物設計、地すべり対策調

見学会や講習会などを実施して

計業協会仙台支部から講師を迎

樋管本体工等）④砂防（砂防堰
実施件数２件。

の活用を認める制度で、現場条

護岸工等）③樋門・樋管（樋門、 事の実施状況を見ると、
堤等）⑤橋梁（下部工、鋼上部

操作体験も行った。実機に触れ

して実施件数 件、舗装工は発

査・ 計 画・ 設 計 等 ）
、 ダ ム（ ダ

年

る研修は市にとって初の試み

昨年

50

建設関連業務では 年度にＢ

加えて、本年度からは総合評

年度から

め実施。対象工種を①土工（河
する。

20

ＩＭ／ＣＩＭ活用モデル業務を

道路土工）②築堤・護岸（擁壁

21

が発注件数 件に対して実施件

度は、土工が発注件数 件に対

に対して実施件数ゼロ件。
年

⑦トンネル（ＮＡＴＭ）―の七

注件数３件に対して実施件数ゼ
土工は発注件数６件に対して実

月末時点）は、

施件数４件、舗装工は発注件数

ロ件。 年度（

また、ＢＩＭ／ＣＩＭは新た
２件に対してゼロ件。

設定も可能とした。
に業務にも導入する。対象業務

ム地質調査、ダム本体設計、ダ

たな取り組みや新制度の導入予

いる。

県は山形県建設技術センター

ム付帯施設設計、施工計画およ

務、河川（河川構造物設計等）
、

び 施 工 設 備 等 ）、 道 路（ 道 路 設

定は今のところ未定としている

年度のＩＣＴ関連の新

計、地下構造物設計、トンネル

などを通してＩＣＴ活用工事の

設計、
橋梁設計等）
。
発注方式は、 ものの、県では引き続き研修会
普及に努めていく構えだ。

仙台市が開催した専門技術研修会

17

施工者希望Ⅱ型を設定したこと

18

19

11

は測量業務、地質・土質調査業

12

発注者指定型または受注者希望

19

工、ＰＣ上部工等）⑥ダム（コ

ポンプ浚渫などとしていた。

川土工・海岸土工・砂防土工、

11

新導入の「発注者指定型」は、 福島県測量設計業協会の共催に

福島県、福島県建設業協会、

バーレイ工の面積２０００平方
年度

年

設置工と法面工（吹付工、吹付

23

ＩＣＴ活用モデル工事を試行

10

等の活用提案工事計画書に記載

20

㍍以上とする「施工者希望Ⅰ型」

19

18

ンクリートダム、
フィルダム等） 数４件、舗装工は発注件数１件

11

17

本年度からＩＣＴの
実施証明書を評価

宮城県

18

つに拡大。さらに、発注形式は

19

11

に加え、契約後協議による事後

10

型のいずれかを適用。発注者指

10

10

20

21

１１

では、２０１９年度に発注した

度は３件、

活用実績による評価も進む
活用工事などの要領を改定・新
対象工事２６１件のうち、 件

21

すでにＩＣＴ施工を受注者希

規制定し、２０２０年 月から

県などが主催した説明会

適用を開始した。改訂内容は、
で活用提案があった。

31

お、

24

山形県県土整備部は、ＩＣＴ

ＩＣＴ活用工事の普及推進のた

75

20

21

め工事試行要領の改定および業

20

21

務試行要領を新規にまとめた。

87
高度化を推進していく方針だ。

40

さらに県は、業界への普及にも

21

20

月１

21

24

発注者指定型と
プロセス選択型を導入

福島県

約50人が参加したＩＣＴ活用工事講習会

20

10

新たに業務にも
ＢＩＭ／ＣＩＭを導入

山形県
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