
平成２８年１２月７日 

                         i-Construction 中部ブロック静岡県部会 

建設 ICT 導入普及研究会      

i-Construction 実践セミナーの開催 

～最新技術の普及を目指して～ 
 

 

 

 

 

 

１． 日  時：平成２８年１２月２１日（水）①セミナー９：００～１２：００ 

②体験会１３：３０～１５：３０ 

 

２． 会  場：①全国建設産業教育訓練協会 富士教育訓練センター 8 号教室 

           （住所：静岡県富士宮市根原 492-8  道の駅「朝霧」隣） 

 

②大沢扇状地内（住所：富士宮市上井出地先）別紙参照 

 

３． 実施内容： 

①セミナー ・国土交通省の i-Construction の取り組みについて 

      ・ICT 活用工事(ICT 土工)の全体プロセス 

      ・UAV を用いた地形測量について 

      ・3 次元設計データの作成について 

      ・ICT 建設機械用のデータ作成について 

 

②体験会  ・3D マシンコントロール搭載バックホウの説明・デモ操作(試乗) 

      ・i-Construction での出来型検査実習 

      ・UAV/3D スキャナーの実演 

 

４． 参加者：静岡県建設業協会、静岡建設業協会、清水建設業協会、富士建設業協会 

     建設 ICT 導入普及研究会 

 

５． 配 布 先：静岡県政記者クラブ、富士宮市記者クラブ、富士記者クラブ 

 

 

ＦＡＸ ０５２－９１４－６９４７ 

 

国土交通省では、建設現場の生産性向上を図るために、ICT 技術を活用した建

設 ICT 土工の実施を進めていますが、その為には、従来の施工管理とは大きく

異なる手順や作業内容を理解する必要があります。 

そのため、活用方法の習得を目的としたセミナー及び体験会を開催します。

【問合せ先】 国土交通省中部地方整備局 富士砂防事務所 

副  所  長    島﨑 誠 

工 務 課 長    池田 正樹 

ＴＥＬ ０５４４－２７－５２２１（代表） 

ＦＡＸ ０５４４－２７－５９８６ 
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i-Construction実践セミナー　　会場案内図

②体験会場 （大沢川遊砂地内） 

上井出インターを降りる 



一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善 
建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場に 
死亡事故ゼロを目指し、安全性が飛躍的に向上 

規格の標準化 
• 寸法等の規格の標準化された部材の

拡大 
 

施工時期の平準化 
•２カ年国債の適正な設定等により、年間を
通じた工事件数の平準化 

プロセス全体の最適化へ 

i-Constructionの目指すもの 

プロセス全体の最適化 

今こそ生産性向上のチャンス 

労働力過剰を背景とした生産性の低迷 
• バブル崩壊後、建設投資が労働者の減少を上回って、ほぼ一貫

して労働力過剰となり、省力化につながる建設現場の生産性向
上が見送られてきた。 

生産性向上が遅れている土工等の建設現場 
• トンネルなどは、約５０年間で生産性を最大１０倍に向上。一方、

土工やコンクリート工などは、改善の余地が残っている。（土工と
コンクリート工で直轄工事の全技能労働者の約４割が占める）
（生産性は、対米比で約８割） 

依然として多い建設現場の労働災害 
• 全産業と比べて、２倍の死傷事故率（年間労働者の約0.5% 
  （全産業約0.25%）） 

予想される労働力不足 
• 技能労働者約340万人のうち、約110万人の高齢者が10年間で

離職の予想 

• 労働力過剰時代から労働力不足時代への変化が起こりつつある。 
• 建設業界の世間からの評価が回復及び安定的な経営環境が実現し始めている今こそ、抜本的な生産性向上に取り組む大きなチャンス 

施工の情報化 
• 測量、設計から施工,検査、さらには維持

管理・更新までの全てのプロセスにおい
てICT技術を導入 

従来：施工段階の一部 

 【ｉ-Ｃonstruction ～建設現場の生産性向上の取り組み～】 

今後：調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新まで 



【i-Construction ～建設業の生産性向上～】 

○建設業は社会資本の整備の担い手であると同時に、社会の安全・安心の確保を担う、我が国の国土保全上
必要不可欠な「地域の守り手」。 

○人口減少や高齢化が進む中にあっても、これらの役割を果たすため、建設業の賃金水準の向上や休日の
拡大等による働き方改革とともに、生産性向上が必要不可欠。 

○国土交通省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスでICT
等を活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性を、2025年度までに2割向上を目指す。 

従来施工 ICT建機による施工 

測量 

従来測量 UAV（ドローン等）による３次元測量 

３次元測量(UAVを用いた測量マニュアルの導入) 

ICT建機による施工(ICT土工用積算基準の導入) 施工 

検査 検査日数・書類の削減 

３次元データを 
パソコンで確認 

計測結果を 
書類で確認 

200m

人力で200m毎
に計測 
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建設現場の
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i-Constructionにより、これまで

より少ない人数、少ない工事日
数で同じ工事量の実施を実現

 ICTの導入等により、
中長期的に予測され
る技能労働者の減
少分を補完

 現場作業の高度化・効率化
により、工事日数を短縮し、
休日を拡大
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・丁張り等が不要と
なり、１日当り施工
量1.5倍の効率化 
 

①３次設計データの
作成 

土工を情報化施工で
行うための必要とな
る３次元設計データ
を作成。 

ＩＣＴ土工 

従来設計・施工 

従来情報化施工 
（総合評価提案） 
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②起工測量の３次元化 ③３次元測量データによ
る設計照査・施工計画 

④３次元設計データ
による施工・施工監理 

⑤３次元出来形管理 

Ｎｅｗ 
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「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）」による設計・施工の流れ 
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