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【機密性２】

１．労務単価の見直しについて
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【機密性２】
令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価について

工 事
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(１) 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

(２) 必要な法定福利費相当額や義務化分の有給休暇取得に要する費用のほか、時間外労働

時間を短縮するために必要な費用を反映

(３) 新型コロナウイルス感染症の影響下であることを踏まえた特別措置※を適用
※ 前年度を下回った単価は、前年度単価に据置

単価設定のポイント

職種 全国平均値 令和３年度比 職種 全国平均値 令和３年度比

特殊作業員 23,103円 ＋４．４％ 運転手（一般） 20,797円 ＋４．０％

普通作業員 19,538円 ＋３．１％ 型枠工 26,246円 ＋２．３％

軽作業員 14,999円 ＋１．２％ 大工 25,156円 ＋１．９％

とび工 25,512円 ＋１．５％ 左官 24,839円 ＋２．８％

鉄筋工 25,801円 ＋３．３％ 交通誘導警備員Ａ 14,873円 ＋３．７％

運転手（特殊） 23,979円 ＋４．４％ 交通誘導警備員Ｂ 12,957円 ＋３．２％

全 国

主要12職種※（19,734円）令和３年３月比；＋３．０％（平成24年度比；＋５７．６％）

全 職 種 （21,084円）令和３年３月比；＋２．５％（平成24年度比；＋５７．４％）

（主要１２職種）

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出



【機密性２】
令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価について

工 事
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公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和２年以降は令和２年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

○全国全職種平均値は時間外労働時間を短縮するために必要な費用を反映し、１０年連続の上昇

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 H24比

主要12職種 +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% +57.6%

全職種 +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% +57.4%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた

被災三県における単価引き上げ措置
等を実施

１０年連続の上昇



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

２．建設業における働き方改革について

4



新３Kを実現するための直轄工事における取組
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 建設業の新３K（給与・休暇・希望）を実現するため、国土交通省直轄工事において各種モデ
ル工事（総合評価や成績評定での加減点）などの取組を実施。

 中長期的な建設業の担い手を確保し、地域の安全・安心や経済を支える。

給与
「労務費⾒積り尊重宣⾔」

促進モデル工事★

• ⽇建連による「労務費⾒積り尊重宣
言」を踏まえ、下請企業からの労務費⾒
積を尊重する企業を、総合評価や成績
評定において優位に評価。

• R2.1月より大規模工事を対象に、関
東地整で先⾏的にモデル工事を発注。

• R2年度は全国でモデル工事を発注。
 促進モデル工事︓24件

※R3年度は集計中

CCUS義務化モデル工事等★

• 新たに、一般土木において、CCUS活
用の目標の達成状況に応じて成績評
定を加減点するモデル工事を発注。

＜R2年度の公告件数＞
 義務化モデル工事︓26件
 活用推奨モデル工事︓43件

※R3年度は集計中

休暇
週休2日対象工事★

• 週休2⽇の確保状況に応じて、労務費
等を補正するとともに、成績評定を加減
点する「週休2⽇対象工事」を発注。

＜これまでの実績＞
 165件(H28年度)

→1,106件(H29年度)
→3,129件(H30年度)
→4,835件(R1年度)
→6,853件(R2年度)
※R3年度は集計中

適正な工期設定指針
• 適正な工期を設定するための具体的・

定量的な指針をR2.3に策定・公表。
＜主な内容＞
 施工実⽇数のほか、準備・後片付け

期間、休⽇、天候等を考慮
 余裕期間制度の原則活用
 受発注者間の工事工程の共有

希望
 i-Constructionの推進★

• 建設現場の生産性を向上するため、必
要経費の計上とともに総合評価や成績
評定を加減点する「ICT施工」を発注。

＜これまでの実績＞
 584件(H28年度)

→918件(H29年度)
→1,104件(H30年度)
→1,890件(R1年度)
→2,396件(R2年度)

※R3年度は集計中
中⻑期的な発注⾒通しの公表
• 改正品確法を踏まえ、R2年度より中⻑

期的な工事発注⾒通しを作成・公表。

誇り・魅⼒・やりがいの醸成
• 建設業のリブランディングに向けた提言を

R2.1にとりまとめ。

★総合評価や成績評定におけるインセンティブやペナルティによって取組を推進



週休２日対象工事
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○ 直轄工事においては、週休2⽇を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施。
○ 令和6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2⽇を推進。

週休２⽇工事の実施状況（都道府県・政令市(計67団体)）

4週6休 4週7休 4週8休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料)* 1.01 1.03 1.04
共通仮設費率* 1.02 1.03 1.04
現場管理費率* 1.03 1.04 1.06

週休２⽇の推進に向けた取組（直轄）

■工事成績評定による加点
４週８休を実施した工事について、「工程管理」の項目において加点評価

■週休2日の実施に伴う必要経費を計上
• 平成29年度より共通仮設費、現場管理費、平成30年度より労務費、機械経費

(賃料)について、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上。
• 令和４年度は、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費の補正係

数を引き続き継続。

休⽇率 4週6休以上
7休未満

4週7休以上
8休未満 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05
現場管理費 1.01 1.02 1.03

■週休2日交替制モデル工事の試⾏
• 令和元年度より試⾏を開始した交替制による休⽇確保を推進するモデル工事

の補正係数を令和4年度も継続。

*週休２⽇の実施により、現状より工期が⻑くなることに伴う必要経費に関する補正

■H29年度︓実施済３９団体
■H30年度︓実施済５６団体
■Ｒ１年度︓実施済６６団体
■Ｒ２年度︓実施済６７団体

 直轄工事においては、令和6年4月の時間外労働規制の適用に先駆け、令和5年度には原則として全ての工事で発注者指定⽅
式により週休２⽇を確保することを目指して取組を順次拡大。

週休２⽇工事の実施状況（直轄）
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824
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3,841
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6,091
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7,780

(4,450)
7,746

(6,853)
実施率 20.0% 28.7% 45.0% 57.1% 88.5%

※令和３年３月末時点
※令和２年度中に契約した直轄

工事を集計（営繕工事、港湾
空港除く）

※令和2年度の取組件数には
取組協議中の件数も含む

※令和3年度発注工事は集計中

1,161 

5,449 

243 発注者
指定⽅式

受注者
希望⽅式

交替制
モデル工事
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(R2年度)



令和４年度 直轄工事における週休２日の取組方針（原則、発注者指定方式）
関東地方整備局
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一般土木工事

本官工事 分任官工事

対象 ＷＴＯ ＷＴＯ以外 右欄以外で
発注者が指定した工事

群馬県で以下の条件に
合致する全ての工事

対象業者 全ての等級 Ｂ等級単独 Ｃ等級単独 Ｃ等級単独

施工箇所・
地域要件 条件無し 条件無し

・都県建設業協会からCCUS
活用推奨モデル工事の試⾏
実施の要望があった都県の工
事を対象

※試⾏の実施にあたっては、あらかじめ
技術管理課と調整

・施工箇所が群馬県のみ
・地域要件に群馬県以外の
地域が含まれる場合は対象外

適用⽅式 CCUS義務化モデル工事
CCUS活用推奨モデル工事（※）
※令和4年7月1⽇以降に⼊札公告を
⾏う工事から適用

CCUS活用推奨モデル工事 CCUS活用工事
（受注者希望⽅式）

■令和４年度 関東地⽅整備局における建設キャリアアップシステム活用モデル工事の運用⽅針

関東地方整備局
令和４年度 関東地方整備局における建設キャリアアップシステム活用モデル工事の運用方針について
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CCUS義務化モデル工事 CCUS活用推奨モデル工事
CCUS活用工事（受注者希望⽅式）

⽅式 発注者指定型 受注者希望型（※活用推奨モデルは発注者が工事を指定）

試⾏内容 指標ごとの最低基準及び目標基準の達成状況に応じて、
工事成績評定点について加点又は減点を⾏う

受注者がCCUS活用の取組を希望した場合は、指標
ごとの目標基準の達成状況に応じて､工事成績評定
点について加点を⾏う

指標

工事成
績評点

加点 ①３指標全てにおいて目標基準を達成した場合は１点加点
⇒考査項目別運用表

「５．創意工夫」「その他」で加点
②上記①に加え､平均登録技能者率90%以上を達成した場合は同考査項目でさらに１点加点
（①と②で合計２点加点）

減点 ３指標いずれかにおいて最低基準を達成しなかった場合は
１点減点
⇒考査項目別運用表 「７．法令遵守等」

規定なし

未達成項目の
報告

３指標いずれかにおいて最低基準を達成しなかった場合は、発注者は、工事名、未達成の項目、要因及び改善策を
工事完成検査⽇までに受注者に報告させる。

積算 下記項目を対象に、精算変更時に⽀出実績に基づき、現場管理費として計上する（※）
①カードリーダー設置費用（１〜３万円／台）
②現場利用料（カードタッチ費用）（１０円／１タッチ）

※CCUS活用推奨モデル工事およびCCUS活用工事（受注者希望⽅式）については、令和4年7月1⽇以降に⼊札公告を⾏う工事から適用
なお、CCUS義務化モデル工事については、従前通り現場管理費として計上。

CCUS義務化モデル工事・CCUS活用推奨モデル工事・ CCUS活用工事（受注者希望⽅式）

指標 最低基準 目標基準
平均登録事業者率 70% 90%
平均登録技能者率 60% 80%
平均就業履歴蓄積率 30% 50%
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余裕期間制度 （施工時期の平準化、不調・不落対策）
関東地方整備局
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中長期的な発注の見通し公表について
関東地方整備局
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＜根拠条文＞
品確法第七条第一項（抄）

五 地域のおける公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満
たない公共工事等についての繰越明許費又は財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自治
法第二百十四条に規定にする債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携に
よる中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。

○入札情報サービスに、「中長期的な発注の見通し」に関するページを新設
（現在は、各年度毎の個別の工事・業務の発注の見通しを公表）

○掲載をする情報は事業（プロジェクト単位）を基本とし、事業計画通知や各種計画等で
既に公表している情報を用いて対応

令和元年６月に改正された、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下、「品確法」。）において、
発注者の責務として、公共工事の実施の時期の平準化を図るため、中長期的な公共工事等の発注見
通しの作成及び公表を講ずることが明記された。

対応の基本方針

背景

○令和２年度より直轄の取組を公表：１０月から河川・道路・公園事業の見通しを公表
○今後、地域発注者協議会等を通じて、取組を順次拡大予定

スケジュール



中長期的な発注の見通し公表について
関東地方整備局
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これまで、入札情報サービス（ＰＰＩ）において、工事単位の発注見通しを掲載

事業計画通知に記載している事業（プロジェクト）の情報を
中長期的な見通しとして追加

対象事業 ： 国土交通省の直轄事業のうち、河川・道路・公園事業

中長期的な見通しを追加して公表

備考

＜事業展開＞

国道○○号 ○○道路

令和３年度：○億円

令和４年度：○億円

令和５年度：○億円

令和６年度：○億円



【参考】 中長期的な発注の見通し公表 掲載例
関東地方整備局
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直轄河川改修事業の例



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

３．施工効率の向上に向けた取組について
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（１） 施工効率の向上に向けた取組

現場条件の把握
設計思想の把握
新技術の提案等

工事発注後の様々な課題を受発注者が一丸となって円滑かつ迅速に解決するための取組
・三者会議 ：発注者、設計者、施工者が一堂に会し、情報を共有し工事の円滑な着手、手戻りを防止
・ワンデーレスポンス ：施工者から質問等に対して、迅速な回答を実施し、施工者の手待ち時間を解消
・設計審査会 ：各種ガイドラインの活用を図り、設計変更の透明性を図り、円滑な設計変更の実施

「三者会議」

発注者 設計者

施工者

発注者

変更設計の透明性を図り
円滑な変更手続

受注者
（施工者）

発注者
受注者
（施工者）

協議・承諾・確認等

「ワンデーレスポンス」

構造物を主体とする工事などを中心に実
施。

また、当初対象にしていなくても、施工中
に現場条件が大きく変化した場合や請負者
からの申し出による開催も可。

原則、全ての工事が対象 変更を伴う全ての工事が対象
（簡易な工事、数量精算等は除く）

適切な工程管理が可能となり
現場の生産性が向上

課題を早期に把握し
円滑な工事着手や手戻りの防止

三者会議 ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ 設計審査会

・担当者によるバラツキをなくし透明性を

図る審査会の開催

・設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の活用の徹底

受注者の立場に立った取り組みとするため、特記仕様書に明示し契約内容の一部として実施。

「設計審査会」

工事着手時 施工中 変更設計

15

関東地方整備局



・三者会議とは、

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者（設計担当・ 工事担当）、設計者、施

工者（工事受注者）による『三者会議』を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る取組

◆公共工事の品質確保
◆円滑な事業執行

発注者
（設計担当、工事担当）

設計者
施工者

（工事受注者）

三者会議

設計思想

の伝達

全体調整

設計図書への質問

新たな技術提案

【検討例】
・設計の考え方、設計思想の説明（設計者）
・照査結果の報告、新技術の提案（施工者）
・関係機関との調整状況（発注者）

《関東地方整備局での取り組み》

○対象工事：
① 工期が６ヶ月以上で、構造物を主体とする工事
② 施工上の情報共有や意見交換等が必要な工事等、
三者会議の導入効果が高いと判断される工事。

・発注者から事業目的及び協議調整状況や現地条件等の工事全般に関す
る注意事項等の伝達を行う。

・設計者から設計業務の成果品により設計思想・条件等の伝達を行う。

・施工者から設計図書の照査を踏まえた現場条件又は施工上の課題、設計
照査結果や仮設計画等に関すること、及び新技術の提案等の説明を行う。

・対象工事以外で施工者が三者会議の開催を発議する場合、「総括監督員
」に書面で要請(協議)するものとする。

・現場条件の特殊性等に応じ、複数回開催することができる。

（１）－１ 設計・施工技術連絡会議（三者会議）
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・ワンデーレスポンスとは、
受注者からの協議等に対して、「その日のうち」に回答、または、回答日を協議の上、決定す
ることにより、工事現場や業務実施過程において発生する諸問題を迅速に対応する取組

◆問題解決の迅速化
◆適切な工程管理

《関東地方整備局での取り組み》

○対象工事：全ての工事および業務

受注者

協議、相談

回答

発注者

受注者からの協議等

主任監督員（主任調査員）また
は監督員（調査員）が措置可能
な内容で、「その日のうち」に回
答が可能か

事務所等発注担当課に報告・相
談し、その結論を「その日のうち」
に回答が可能か

Ｎｏ

受注者へ回答
（協議等に対する回答）

回答日について
受注者へ通知

対外協議・検討等が必要で実回答に時間がかか
る場合には、いつまでに回答が必要なのかを受注
者と協議のうえ、回答日を設定する

【「その日のうち」に回答が困難な場合】

ＮｏＹｅｓＹｅｓ

「その日のうち」 「その日のうち」

○ワンデーレスポンスフロー

・主任監督（調査）員または監督（調査）員は、受注者から協議等があり、
措置可能なものは、「その日のうち」に回答する。

・「その日のうち」とは、午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回
答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答
するものとする。ただし、閉庁日を除く。

・発注者は、「その日のうち」に回答が困難な場合（対外協議、現地調査、
構造計算が必要なものなど）は、いつまでに回答が必要なのかを受注者
と協議のうえ、受注者に「回答日」を通知する。

・通知した「回答日」を超過することが明らかになった場合は、発注者は、
再度受注者と回答期限について協議し、新たな「回答日」を通知する。

・回答及び回答日の通知は、原則、書面により行うものとする。

（１）－２ ワンデーレスポンス
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・設計審査会とは、

発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前に工事工程の共有・照合及び協議資料作成等の役割分担を明確にし、設計変更

手続きの透明性と公平性の向上及び迅速化のため、設計変更する内容の妥当性及び工事中止等の協議・審議等を行う取組

◆変更手続きの透明性、公平性の確保
◆迅速、円滑な変更手続き

《関東地方整備局での取り組み》

・工事工程のクリティカルパスの共有及びクロスチェックの実施
・協議資料作成等の役割分担の明確化
・設計変更の妥当性審議（設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ活用）
・設計変更手続きに伴う工事中止の判断等

設計変更、先行施工承認に反映

・（技）副所長
・工務課長
・主任監督員等

・現場代理人
・監理技術者等

設計審査会

受注者 発注者

【検討例】
・用地取得難航による施工方法の変更協議
・地下水位の変更に伴う土留め工法の変更
・天災等に伴う工事中止の判断及び中止に伴う
増加費用の協議

○対象工事 ：原則、全ての工事
（簡易な工事等は除く）

・現場着手前に、工事工程のクリティカルパスの共有及びクロス
チェックを実施し、併せて協議資料作成等の役割分担を明確
にする。

・設計変更の妥当性（可・否）の審議及び設計変更手続きに伴
う工事中止等の判断について、審査を行う。

・発注者、受注者のいずれかの発議により、適時開催する。

・受注者が審査会の開催を発議する場合、「総括監督員」に文
書で要請(協議)する。

・審査会の結果は、会議の場で議事録を作成、サインし、受・
発注者双方が議事録を保持する。

（１）－３ 設計審査会 （令和３年１０月から運用）
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国土交通省
関東地方整備局（２） 土木工事電子書類スリム化ガイドの改定 ①
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国土交通省
関東地方整備局（２） 土木工事電子書類スリム化ガイドの改定 ②
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国土交通省
関東地方整備局（２） 土木工事電子書類スリム化ガイドの改定 ③
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国土交通省
関東地方整備局

【目 的】

「検査書類限定型工事」は、検査時※を対象に、資料検査に必要な書類を限定し、監督職員
と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率
化を図るもの。

※完成検査、既済部分検査、完済部分検査、中間検査を対象

通常検査 検査書類限定型

約４０書類

１０書類に限定

工事検査書類限定型のイメージ

上記の書類以外は、
監督職員による施工
プロセスのチェックリ
ストにより確認

検査書類 検査書類

【必要書類】

技術検査官は、技術検査時に下記の１０書類
に限定して資料検査を実施。

①施工計画書 ⑥品質規格証明資料

②施工体制台帳
（下請引取検査書類を含む）

⑦出来形管理図表

③工事打合せ簿（協議） ⑧品質管理図表

④工事打合せ簿（承諾） ⑨品質証明書

⑤工事打合せ簿（提出） ⑩工事写真

【対象工事】

全ての工事（港湾、空港、官庁営繕工事を除く）
について、受発注者協議のうえ実施。

※以下の工事については対象外
・｢低入札価格調査対象工事｣又は｢監督体制強化工事｣
・施工中、監督職員により文書等により改善指示はは発出された工事

（３）工事書類の簡素化に向けた『検査書類限定型工事』について
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国土交通省
関東地方整備局（４） i-Constructionとインフラ分野のDXの関係

インフラ分野のDX（業務、組織、プロセス、文化・風土、働き方の変革）

バーチャル現場

デジタルツイン

建機の自動化・自律化

VRでの現場体験、3Dの設計・施工協議の実現

国土交通データプラットフォーム地図・地形
データ

気象
データ

交通（人流）
データ

防災データ

エネルギー
データ

施設・構造
物データ

ハザードマップ（水害情報）の3D化

AIを活用した画像判別

イ
ン
フ
ラ
の
利
用
・

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

建機メーカー建設業界
建設コンサルタント 等

ソフトウェア、通信業界
サービス業界

占用事業者

デジタルデータの連携リスク情報の3D表示により
コミュニケーションをリアルに

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
・

管
理
等
の
高
度
化

AIにより交通異常検知の判断・点検等を効率化

特車通行許可の

即時処理

地下空間の3D化

所有者と掘削事業者の

協議・立会等の効率化

河川利用手続きの

オンライン24時間化

ICT施工

コンクリート工の規格の標準化

施工時期の平準化

あらゆる建設生産プロセスでICTを全面的に活用
【３次元測量】 【ICT建機による施工】

BIM/CIM

受発注者共に設
計・施工の効率化・
生産性向上

定型部材を組み合わせた施工

平準化された工事件数

現状の工事件数

２か年国債・ゼロ国債の設定

i-Construction（建設現場の生産性向上）

自律施工技術・自律運転を活用した建設生産性の向上
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国土交通省
関東地方整備局（４） 関東BIM/CIM活用ロードマップ

＜令和４年度実施⽅針＞
 令和５年度までの⼩規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向け、段階的に適用

拡大。令和４年度は⼩規模を除く全ての詳細設計で原則適用。
 事業の初期段階においても積極的な導⼊を推進。

【ロードマップ】
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国土交通省
関東地方整備局（４） BIM/CIM活用業務・工事件数の推移（関東地方整備局）

Ｒ４年３月３１日現在

○H24年度から橋梁等を対象に3次元設計（BIM/CIM）を導⼊し、着実に増加。
○Ｒ２年度は、 110 件（業務︓73件、工事︓37件）で実施。
○Ｒ３年度は、 221 件（業務︓125件、工事︓96件）で活用し、

⾒込み（未協議）を含めると計291件となる。

Ｒ３の数値は速報値の為、変更になる場合があります
速報値
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Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務・工事
業務 工事

５ ３ ２ ５ ４ １６ ２３

８４

１１０

２２１
（２９１）

※見込み含む

累計活用件数（H24～R3） 業務:289件 合計:473件工事:184件

Ｒ３ 実施
見込み
(未協議)

計

工事 96 58 154

業務 125 12 137

計 221 70 291

見込み
（未協議）



国土交通省
関東地方整備局（４） i-Constructionモデル事務所・サポート事務所の取組
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国土交通省
関東地方整備局（４） i-Constructionモデル事務所・サポート事務所

【栃木県】

日光砂防

【茨城県】

下館河川

【埼玉県】

大宮国道

【東京都】

東京国道

【神奈川県】

横浜国道【山梨県】

甲府河川国道

【千葉県】

千葉国道

【群馬県】

高崎河川国道

サポート事務所

モデル事務所

（モデル事務所を含む）

【埼玉県】

荒川調節池

３次元情報活用モデル事業 i-Constructionモデル事務所

一般国道５号 倶知安余市道路 ⼩樽開発建設部 【北海道】

鳴瀬川総合開発事業 鳴瀬川総合開発工事事務所 【東北】

中部横断⾃動⾞道 甲府河川国道事務所      【関東】

新⼭梨環状道路 甲府河川国道事務所      【関東】

荒川第二・三調節池事業 荒川調節池工事事務所     【関東】

大河津分⽔路改修事業 信濃川河川事務所 【北陸】

新丸⼭ダム建設事業 新丸⼭ダム工事事務所 【中部】

円⼭川中郷遊⽔地整備事業 豊岡河川国道事務所 【近畿】

北近畿豊岡⾃動⾞道 豊岡道路 豊岡河川国道事務所 【近畿】

国道２号大樋橋⻄⾼架橋 岡⼭国道事務所 【中国】

松⼭外環状道路インター東線 松⼭河川国道事務所 【四国】

⽴野ダム本体建設事業 ⽴野ダム工事事務所 【九州】

⼩禄道路 南部国道事務所 【沖縄】

【長野県】

長野国道

３次元データやICT等を活用した取り組みをリードする事務所
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■建設技術展示館 ＜⺠間企業や⼀般・学⽣向け＞
＜主な実施メニュー＞

 ⺠間企業や一般・学生向けのBIM/CIM体験
やインフラDX体験

 BIM/CIM(VR、MR、UAV等含)の先進的な
設備を利用し、工事安全や⾼所作業体験等、
⺠間企業の研修等に活用

 BIM/CIM・ICTの活用事例や効果に関わる技
術をタブレットを用いて情報提供 等 DXパーク

■研修棟・現場実証フィールド

・多くの研修参加を実現するためのWeb受講プログラムの実施
・研修参加者は、Webによる視聴および意⾒交換を実施
・研修内容は一定期間繰り返し視聴可能とする（アーカイブ化）
・実技研修についても、Web参加者も疑似体験可能とする効率的なカリキュラム
を検討

＜主な実施メニュー＞
 BIM/CIM活用促進に向けた研修・人材育成
 ICT測量・施工の体験実習
 VR・ARを活用した、完成後の建設物の再現やバックホウ、

⾼所などの施工体験
 ローカル5G通信を活用した現場実証フィールドでのICT

建機を用いた無人化施工実習
 ホログラム表示(MR)を用いた出来形管理実習(土工)
 DXに資するデータやデジタル技術に関する基礎知識、

情報セキュリティ等の習熟 等

＜国や地方公共団体の⾏政職員、⺠間技術者向け＞

Web受講、eラーニング等の活用 〜いつでも、どこでも受けられる研修を実現〜

無人化施工実習のイメージ 研修室

ローカル5G通信 ３D-CAD用⾼性能PC

現場実証フィールド
（ICT施工・無人化施工・５G設備）

関東DX・i-Construction
人材育成センター （研修棟）

建設技術展示館
（建設技術の展示・体験）
～ ＤＸパーク ～

○ インフラ分野のDX推進に向けた人材育成を目的として、地⽅公共団体を含む発注者及び⺠間技術者に対する
BIM/CIM活用やICT施工普及促進、 データ/デジタル技術の知識習熟等に関する研修・講習を実施。

○ ⺠間企業等の最新の建設技術を展示する建設技術展示館（関東技術事務所に併設）や関東DXルームとも
連携し、上記に関連する情報発信を実施。

関東ＤＸ・i-Construction人材育成センターの概要
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関東地方整備局
（４） 関東地方整備局ＤＸ・i-Construction人材育成センターの取組

○インフラ分野のDX推進に向けた人材育成を目的として、発注者・受注者に対するBIM/CIM活用やICT施工普

及促進の知識習熟等に関する講習・研修を実施。令和４年度については、集合・オンライン併用で実施予定。

国⼟交通省・地方公共団体職員向け研修 ⺠間技術者向け研修

【参考】令和３年度ICT施工Ｗebセミナー実施結果
合計4回（8日間）開催。総計2,100名参加

関東ＤＸ・i-Construction人材育成センターＵＲＬ： https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst00000002.html 29



【参考】 令和3年度BIM/CIMに関する研修コンテンツの整備状況

30

• ⼊門編、初級編の受発注者共通項目に関する研修テキスト（PPT）を公開（R3.7.21）
• 当該研修テキストに音声を加えた動画コンテンツを作成し、公開（R3.11.16）
• 動画コンテンツは基本的には研修テキストの主なポイントの読み上げであるが、特に重要な3.1(公共調達)、

3.2(プロセス監理)については、実際の事例を補⾜スライドとして追加

動画コンテンツを公開
（一つの動画は1〜15分程度）

「BIM/CIM事例集ver. 3」として、
事務所での活用事例を
『事業において想定された課題』、『課題解
決のためのBIM/CIM活用内容・創意工夫』、
『活用効果』、『課題』、『モデルの詳細度』、
『使用したソフトウェア』の観点でとりまとめ、公
開予定。



（５） 『設計変更ガイドライン』について

Ⅰ 設計変更ガイドライン

１．設計変更ガイドライン策定の背景

２．設計変更が不可能なケース

３．設計変更が可能なケース

４．設計変更手続きフロー

５．設計変更に関わる資料の作成

６．条件明示について

７．指定・任意の使い分け

８．違算防止のための留意事項

設計変更に係る業務の円滑化を図るため、設計変更に係る各ガイドラインをとりまとめ、
受発注者双方の共通認識を得る

◆適正な利潤、適切な工期の確保
◆生産性・品質の向上
◆様々な解決策をひとつにまとめる

Ⅱ 工事一時中止に係るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)

１．ガイドライン策定の背景

２．工事の一時中止に係わる基本フロー

３．発注者の中止指示義務

４．工事を中止すべき場合

５．中止の指示・通知

６．基本計画書の作成

７．工期短縮計画書の作成

８．請負代金額又は工期の変更

９．増加費用の考え方

１０．増加費用の設計書及び事務処理上の扱い

Ⅲ 設計照査ガイドライン

１．「設計図書の照査」の基本的考え方

２．「設計図書の照査」の範囲を超えるもの（事例）

３．設計照査結果における受発注者間のやりとり

４．設計図書の照査項目及び内容

５．照査項目チェックリスト

【別冊】土木工事条件明示の手引き（案）

R1.9改定
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（５）-１ 設計変更ガイドライン

◆土木工事の特徴
・土木工事では、多岐にわたる目的物を、多種多様

な現地の自然条件・環境条件の下で生産するとい
う特殊性を有している。

・積算時には、予見できない事態に備え、前提条件
等を明示し、 設計変更を円滑に行う工夫が必要。

◆策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るため、発注者と受

注者がともに設計変更について十分理解し、双方の共通
認識を深めるためのツールとして作成。

◆主なポイント
設計変更等に関する既存の通知等を踏まえ、設計変更

における課題や留意点について、具体的な事例を示して
解説。

◆契約図書での位置づけ
契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へ

その旨を記載。

◆ 『設計変更ガイドライン』を広く周

知し、ご理解いただき、納得のいく設

計変更とするためのポイントを紹介。

設計変更に係る業務の円滑化を図るために、設計変更が可能なケース、不可能なケー
ス、手続きの流れ等について示した手引き
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（５）-２ 『工事一時中止に係るガイドライン（案）』について

受注者の責に帰することができない事由により、施工ができなくなった場合
の受発注者の適切な一時中止の対応を行うための手引き 平成２８年５月改定

◆工事を中止すべき場合を記載
→工事用地等の確保ができない等のため
工事を施工できない場合
→自然的又は人為的な事象のため工事を
施工できない場合

◆受注者による中止事案の確認請求
→工事施工不可要因を発見した場合は、
工事の中止について発注者と協議

◆『基本計画書』の作成
→中止期間中の維持管理等について記載

→一時中止に伴う増加費用などを記載

◆『工期短縮計画書』の作成
→工期短縮が必要になった場合に作成

→施工体制や計画、増加費用等を記載

適切な設計変更の実施

受注者

◆中止期間が３ヶ月以内の場合は、計算式にて算出
◆中止期間が３ヶ月を超える場合等は、見積により、
受発注者間で協議を行い増加費用を算定

発注者
工事施工不可要因の発生

工事施工不可要因の発見 工事施工不可要因の確認協議

工事中止の必要あり基本計画書の作成
・維持管理
・増加費用 等

工事再開通知
・工期短縮の必要性を判断

指示

工期短縮計画書の作成
・施工体制や計画
・増加費用等

※発注者より要請があった場合

通知

基本計画書の確認

工期短縮計画書の確認協議

工事施工不可要因の解決

協議

適切な設計変更の実施

関東地方整備局
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（５）-３ 『設計照査ガイドライン』について

工事着手前に実施する、設計照査の範囲について受発注者間でお互いに
確認するための手引き

・適正な利潤、適切な工期の確保
・生産性・品質の向上

平成２７年６月策定

◆｢設計図書の照査｣の基本的考え方を記載
→共通仕様書、契約書での位置付け

◆照査の範囲を超えるものを例示
→設計変更が可能なケースについて、事例を記載

◆「照査項目チェックリスト」を作成
→チェックリストを作成し、発注者と協議

①現地測量結果
→横断図の再作成、排水計画の見直し
構造物のタイプの見直し

②基礎杭が試験杭等により変更
→構造計算、図面作成が必要

③各種設計基準等との対比設計
・
・
・ など

◆ガイドラインを活用し、設計照査において、
照査の範囲内か、設計変更が必要かを
明確化
◆設計照査の範囲を超える資料の作成
指示があった場合は、設計変更の対象
とする

◆適切な設計変更の実施

関東地方整備局



（５）-４ 『土木工事条件明示の手引き（案）』について

現地状況や社会的制約等の現場特性について、必要な情報は何かを
受発注者間で確認を行うための手引き

◆設計図書と現場が合っていない
→現場条件等について受発注者間で共有

令和元年９月改定

◆『条件明示チェックリスト』を作成
⇒条件明示の項目別チェックリストを作成

（工程、用地、環境対策、工事支障物件など）

⇒設計図書等における条件明示の徹底を図る

◆設計図書に記載する条件をどうするか
→記載する必要がある条件を確認

◆設計変更の協議が円滑に進まない
→工事着手前に現場条件等を受発注者
間で共有

◆受発注者間でお互いに確認
⇒設計図書に記載されている条件の確認
⇒工事現場の条件、環境、制約等の確認
⇒設計変更時における条件の確認
⇒積算部署と施工管理部署の情報共有

◆発注時の設計図書に明示する条件が不足、
不明瞭
◆条件明示の内容がバラバラ

・適正な利潤、適切な工期の確保
・生産性・品質の向上

◆適切な設計変更の実施
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（６） 概略工事工程表の開示

36

・ ２０２１年度より、原則全ての土木工事、機械設備工事、電気通信設備工事を対象に「概略工事工

程表の開示」を実施。

・入札公告の際に、発注者が算定した工期や関係機関との調整、住民合意等の進捗状況を工程表

で示す「工事工程表の開示」を行うことで、より現場に則した適正な工期設定が行える環境を整備。

〈概略工事工程表の例〉 工事名　：　○○道路□□地区改良工事

式

m3

m

m2

式

式

式

関係機関協議 － ・○○県

年末年始、お盆 －
・12月下旬～1月上旬
・8月中旬

出水期間 －

路上工事抑制 － ・３月

－

法定手続き －

支障物件の移設 －
・下水道
・○○電力

後片付け 1 ・２０日間

制
約
条
件

関連工事（前工事） － ・○〇改良工事

住民合意 －

用地確保

付属施設工 1 （1pt）

区間線工 1 （2pt）

排水構造物工 500

舗装工 5,000
・路盤工（1pt）
・舗装工（1pt）

8月 9月

準備 1 ・３０日間

道路土工 10,000
・路体盛土工（2pt）
・路床盛土工（2pt）

2月 3月 4月 5月 6月 7月
工　　種 単位 数　量

令和３年度 令和４年度 備考
（パーティ（pt）数等）10月 11月 12月 1月



（７） 各種スライド条項の活用について

■受注者からの申請に応じて適切な対応を図るよう周知徹底。

※単品スライド ： 対象品目以外においても、主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となるおそれが
ある場合、対象品目となる。

項 目
全体スライド

（契約書第25条第１～４項）

単品スライド

（契約書第25条第５項）

インフレスライド

（契約書第25条第６項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（比較的大規模な長期工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（運用通達発出日時点で継続中の工事及び
新規契約工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（運用通達発出日時点で継続中の工事及び
新規契約工事）

条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動に対応
する措置

特定の資材価格の急激な変動に対応する措
置

急激な価格水準の変動に対応する措置

請負額

変更の

方法

対象

請負契約締結の日から12ヶ月経過後の
残工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来高部分を除く特定の
資材（鋼材類、燃料油類、アスファルト類、コ
ンクリート類）等

通達に基づき、直近の賃金水準の変更がな
された日以降の残工事量に対する資材、労
務単価等

受注者

の負担

残工事費の１．５％ 対象工事費の１．０％

（但し、全体スライド又はインフレスライドと併
用の場合、全体スライド又はインフレスライド
適用期間における負担はなし）

残工事費の１．０％

（契約書第29条「天災不可抗力条項」に準
拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利
益まで損なわないよう定められた「１％」を採
用。単品スライドと同様の考え）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライド適用
後、12ヶ月経過後に適用可能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を除いた工期
内全ての特定資材等を対象に、精算変更契
約後にスライド額を算出するため、再スライド
の必要がない）

可能

（通達に基づく賃金水準の変更がなされる
都度、適用可能）

これまでの事例

ほぼ経年的にあり 平成20年に運用通知 昭和49年（第1次石油危機）

平成24年2月（東日本大震災関連被災3県）

平成26年2月（大幅な賃金変動）

において運用通知
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（８） 令和４年度「公共工事の諸課題に関する意見交換会」

◆開催日時 ： 令和4年5月16日（月） 15：00～16：30

◆出席機関 ： 一般社団法人日本建設業連合会、関東地方整備局、１都８県５政令都市、

東日本高速道路（株）、中日本高速道路（株）、首都高速道路（株）、

（独）水資源機構、（独）鉄道・運輸施設整備支援機構、日本下水道事業団、

東日本旅客鉄道（株）

◆意見交換 ： ①適切な公共工事の実施（計画、予算、規模、工期、工程）

②担い手の確保（週休二日、技能者の処遇改善、技術者の要件改善）

③品確法の的確な運用（入札契約と設計変更の改善）

④生産性向上（効率施工、プレキャスト工法と新技術の実装）

関東地方整備局

＜主な意見＞
①適切な公共工事の実施

 発注予定公表の改善

一般土木工事（WTO対象）において、工事発注予定公表日から公告日まで３ヶ月程度を確保できるよう努める。

②担い手の確保

 現場閉所による週休二日

一般土木工事（WTO対象）において、土曜日と日曜日を指定し現場閉所に取組を行う、「完全週休２日制（土日）モデル工事」の試行を検討する。

 CCUSの活用促進

令和４年７月１日以降に公告を行う一般土木工事の本官発注について、一般土木工事（WTO対象）はCCUS義務化モデル工事、それ以外はCCUS活用推奨

モデル工事の実施に取り組む。

 若手技術者の登用を促す取組

「監理技術者育成交代モデル工事」を促進して若手技術者の登用を図るとともに、工期や現場条件を踏まえ、分任官工事にも取組拡大を図る。

③品確法の的確な運用

 一括審査方式の配置予定技術者

一括審査方式の配置予定技術者の複数名申請について、一般土木工事（WTO対象）において複数名申請が可能となるよう検討する。

④生産性向上

 インフラDXの推進

３次元計測技術等を用いた出来形管理、監督・検査要領が策定されているが、令和４年度にこの要領をわかりやすく紹介した資料を作成し、出来形管理の自動

化・効率化及び監督・検査の効率化を図る。

〈開催状況：3年ぶりに対面方式にて開催〉
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※１ （ ）アンケートのみ回収 ※２ （ ）うちWEB開催

（９） 巡回現場会議

巡回現場会議とは、建設現場の施工の効率化、生産性の向上、担い手の確保・育成等を目的とした施
策の実施状況の確認と課題を把握し、必要に応じ改善を図るため、工事に直接関係しない本局の企画
部職員が建設現場等を巡回する取り組み

○受注者ヒアリング （監理技術者、現場代理人等）
・週休２日制適用工事などの各種施策の周知
・各種施策の実施状況、課題等のヒアリング及び意見交換

○今年度は、ＤＸ施策の一環としてオンライン巡回現場会議を
一部の事務所において試行的に実施。

・実施箇所 ： 巡回現場会議：２９事務所 ８７現場
うちWEB開催：１４事務所 ４２現場

・実施期間 ： 巡回現場会議：R3.12.2～R4.1.31

○初めて試みた「WEB開催」による感想
・ヒアリング実施場所への移動時間もなく、対面形式
による緊張感もなく行えた、WEB開催は効率的
・率直な意見交換ができ、アドバイスいただける良い
機会、本会議を継続して取り組んでいただきたい

＜実施概要＞

＜Ｒ３実施内容等＞

＜実施状況＞

・Ｈ22から開始し、
Ｒ3は、29事務所 87現場を巡回
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年度 事務所数 現場数
H22 27 46
H23 28 78
H24 27 65
H25 27 81
H26 28 84
H27 28 84
H28 29 87
H29 30 91
H30 30 89
R1 30 90
R2 4(15)※1 12(45)※1
R3 29（14）※2 87（42）※2

受注者ヒアリング状況（対面）受注者ヒアリング状況（ＷＥＢ）



（10） 『建設現場悩み相談窓口』の設置（関東地方整備局）

これまで、三者会議・ワンデーレスポンス・設計変更審査会等を通じ、現場の課題解決に努めてまいりました。
Ｈ２１．７からは、工事を履行する上で、『請負契約当事者同士では相談できないような現場の悩み』の
相談に応じる『建設現場悩み相談窓口』を本局に設置しています。

※相談窓口：

関東地整企画部 技術管理課に設置

契約関係の明確化・適正化に向けて対 象：請負契約期間中の工事
関東地整発注工事（港湾空港除く）

相 談 者：請負契約者
（現場代理人、営業担当者等）

受付時期：請負契約期間中

相談方法：本局相談窓口へ
メール、郵送、ＦＡＸ、
持ち込み（口頭では、
受け付けない） 工事を履行する上で、

当事者同士では相談
できない現場での悩み

発注者

事実確認

審査会の開催
（局内関係各部）

本局相談窓口
相

談

改善事項等
通知 事務所長

報 告

対

応

受注者
相談者

対

応

設計変更審査会

ワンデーレスポンス

工事書類相談窓口

三者会議

設計に対する疑問

工事書類作成上
の疑問

施工における問題

設計変更における
疑問

Ｈ２１．７から設置
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