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【営繕ＷＧ】 BIMの取組

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

目標

取組内容

• 発注者指定で設計BIMと施工BIMを試行
• 試行対象としなかった場合であっても、受注者から提案があれば積極的に採用

関東地方整備局

技術提案評価型S 型で発注する新築の建築工事等において、発注者指定で施工BIMを試行

• 営繕事業を効率化し、すべての関係者の働き方改革を推進
• BIMの活用を促進し、他の公共発注機関へ情報提供することで普及を図る

発注にあたっての資料（仕様書など）や、発注者視点での活用事例を
とりまとめ、他の公共発注機関へ情報提供

●発注者が試行内容を指定して設計BIMを実施
＜例＞汎用的な部材データの活用、施工段階へ引き継ぐための工夫等に関する報告など

●発注者が試行内容、試行部位を指定して施工BIMを実施
＜例＞仮設計画、デジタルモックアップ（見本施工）、他工事との干渉チェックなどを関係者の合意形成などに使う

発注者指定で設計BIMを試行

新たに発注者指定で行う設計BIMと施工BIMの試行内容に反映

途中経過確認
効果検証
課題抽出

受注者提案で施工BIMを実施

途中経過確認
効果検証
課題抽出

途中経過確認
効果検証
課題抽出

途中経過確認
効果検証
課題抽出

1※今後の予定は現時点の想定であり、現場実証等の進捗状況により、変更等が生じる場合があります。



実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

長野第１地方合同庁舎

富士川地方合同庁舎

市ヶ谷警察総合庁舎

横浜地方合同庁舎（PFI）

受注者提案の施工BIM

WG

【営繕ＷＧ】 BIMの取組（Ｒ３年度実施状況）

• 長野第１地方合同庁舎において設計BIMを試行
→長野第1地方合同庁舎において発注者指定で設計ＢＩＭを試行した。その他、受注者提案で5業務において設計ＢＩＭを実施した。

• 「富士川地方合同庁舎（仮称）(20)建築その他工事」、「市ヶ谷警察総合庁舎（19）建築その他工事」、「横浜地方合同庁舎（仮称）整
備等事業」（PFI事業）等において施工BIMを試行

→ 発注者指定で2件、受注者提案で2件の工事でBIMを活用した（受注者提案のうち1件はPFI事業）。総合仮設計画の検討や他工事
との調整にBIMを活用した。
監督職員からは、施工計画書や施工図を承諾する際に内容の理解にかかる時間が短縮されたとの報告があった。

Ｒ３年度実施目標・実施状況

Ｒ３年度実施状況

発注者指定で施工BIM試行中（R4年度 工事完成予定）

受注者提案で設計・施工BIM試行中（令和4年度 工事完成予定）

発注者指定で施工BIM試行中（R5年度 工事完成予定）

受注者提案で施工BIM試行中

2/15 第3回WG
効果検証・課題抽出

9/21 第2回WG
ロードマップの策定

発注者指定で設計BIM試行中

DX

11/30 第2回WG
取組報告様式の決定

Ｒ４年度の取り組み方針（案）

• 引続き実施する。
• R4年度も引続き技術提案評価型S 型で発注する新築の建築工事等において、発注者指定で施工BIMを試行する。

とりまとめ

とりまとめ

とりまとめ

とりまとめ

とりまとめ

関東地方整備局
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分野 施設名 R３年度の取組状況

設計・
施工

長野第１地方合同庁舎

R3年度は、以下のことが実施された。
・外観・景観等の検討に活用
・設備主ルートの確認に活用
・風・熱環境シミュレーションに活用

専門知識がない施設管理者に対して、可視化されたイメージを伝えることで、迅速に合意形成が
図れた。今後は概算工事費の算出にＢＩＭを活用する予定。

施工 富士川地方合同庁舎

R3年度は、BIMモデルによる総合仮設計画の検討が行われた。外部足場の検討では、建物本体
との干渉、傾斜敷地の地盤面と脚部の取合い、施工手順などが立体的に可視化された。また、PC
梁のPC定着金具、シース管と部材鉄筋の干渉チェックも行われた。柱梁仕口部など配筋が過密に
なる部位における干渉を色々な角度から確認ができた。監督職員が施工計画書や施工図を承諾
する際に、内容の理解にかかる時間が短縮され、効率が向上
した。工事関係者間のやり取りにおいても、誤解を防止する
効果が高く、意思疎通が容易になり、確実な施工の実施に
寄与している。
R4年度は、以下のことが実施される予定。

・デジタルモックアップの作製
（木ルーバー、サイン、トイレ内レイアウト）

・事務室と廊下の機器、照明、スイッチ類等の位置の調整
・機械室、事務室天井内の設備ダクト、配管類の干渉チェック

施工 市ヶ谷警察総合庁舎

R3年度は、以下のことが実施された。
・総合仮設計画（一部）の検討
・デジタルモックアップ（見本施工）の製作
・他工事、警視庁備品との調整（家具類・機器・照明・スイッチ類・備品位置の調整）
・他工事との調整（干渉チェック）
・他工事との調整（保全も考慮した干渉チェック）

特に、他工事との干渉チェックに有効であったが、不整合のチェックは、施工の前に設計段階で
行っておくのが効率的である。
R4年度は、BIMモデルで検証した内容を施工図に反映し、施工を行う。

関東地方整備局

富士川地方合同庁舎の外部足場の検討

令和3年度 発注者指定で行ったBIMの取組状況
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実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

長野第１地方合同庁舎

富士川地方合同庁舎

市ヶ谷警察総合庁舎

横浜地方合同庁舎（PFI）

受注者提案の施工BIM

WG

【営繕ＷＧ】 BIMの取組（Ｒ4年度実施計画案）

• 長野第１地方合同庁舎において設計BIMを試行

• 「富士川地方合同庁舎（仮称）(20)建築その他工事」、「市ヶ谷警察総合庁舎（19）建築その他工事」、
「横浜地方合同庁舎（仮称）整備等事業」（PFI事業）等において施工BIMを試行

• 技術提案評価型S 型で発注する新築の建築工事等において、新たに発注者指定で施工BIMを試行

Ｒ4年度実施目標

Ｒ4年度実施計画

発注者指定で施工BIM試行中（R4年11月 工事完成予定）

受注者提案で設計・施工BIM試行中（令和4年度 工事完成予定）

発注者指定で施工BIM試行中（R5年度 工事完成予定）

受注者提案で施工BIM試行中

報告
（途中経過確認）

発注者指定で設計BIM試行中

DX

年度計画
の策定

赤字はR3年度からの変更箇所

各課室事務所
にて目標設定

各課室事務所へ
報告依頼

関東地方整備局
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【営繕ＷＧ】生産性向上技術の更なる導入促進

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

目標

取組内容

技術提案評価型S型で発注する工事において、生産性向上技術の技術提案を求める

• 技術提案評価型S型で発注する工事において、
生産性向上技術※の技術提案を求める

• 全ての工事において、施工の合理化に資する技術
を採用した場合、工事成績に加点

• ICT 建築土工を活用した施工を試行
• 生産性向上技術に関する職員研修

全ての工事において、施工の合理化に資する技術を採用した場合、工事成績に加点する

ICT 建築土工を活用した施工を試行する

• 営繕事業を効率化し、すべての関係者の働き方改革を推進

ICT建築土工の試行

土木工事において
活用されている省力
化施工技術を、建築
工事における根切り・
土工事に活用

省人化効果の検証等
※ 品質及び安全性を確保しつつ、合理的な施工方法、施工管理方法を採
用することにより、現場の作業時間を短縮する等、生産性を向上させる技術
（プレキャスト化、プレハブ化、配管等のユニット化、自動化施工（ＩＣＴ建築土
工、床コンクリート直均し仕上げロボット等）、BIM の活用等）

企画部主催の研修に
職員が参加

課題解決や円滑な事業執行に資する生産性向上技術に関する研修に職員が参加

効果のあった生産性向上技術を他の案件でも実施

効果検証
課題抽出

効果検証
課題抽出

効果検証
課題抽出

効果検証
課題抽出

ICT建築土工のイメージ

関東地方整備局

5※今後の予定は現時点の想定であり、現場実証等の進捗状況により、変更等が生じる場合があります。



実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

生産性向上技術の
技術提案

生産性向上技術の活用

生産性向上技術の活用
方針についての検討

生産性向上技術に
関する職員研修

WG

【営繕ＷＧ】生産性向上技術の更なる導入促進（Ｒ３年度実施状況）

• 技術提案評価型S型で発注する工事において、生産性向上技術の技術提案を求める
→「九段合同庁舎（２１）機械設備改修その他工事」、「国土地理院本館棟（２１）機械設備改修その他工事」で実施。

• すべての工事において、施工の合理化に資する技術を採用した場合、工事成績に加点する
→目標どおり実施した。

• 生産性向上技術に関して、職員の知識を向上させる
→営繕部と営繕事務所の職員を対象に営繕部におけるBIMの取組について部内研修会を行った。

企画部主催の研修に参加した。

• そのほか、すべての工事において、電子小黒板を活用した。

Ｒ３年度実施状況

対象案件の抽出
（技術・評価課）

契約入札・契約手続

各工事現場において活用
とりまとめ

• 引続き実施する。
• 施工の合理化に資する技術については、工事成績に加点される技術や加点の仕組みについて周知し、提案しやすい環境を整えること

で新技術の活用促進を図る。

5/28（1名）
企画部BIM/CIM研修 企画部i-Construction研修

9/22（44名）
部内BIM研修

次年度方針の決定検討

DX

Ｒ３年度実施目標・実施状況

Ｒ４年度の取り組み方針（案）

契約入札・契約手続

2/15 第3回WG
効果検証・課題抽出

9/21 第2回WG
ロードマップの策定

11/30 第2回WG
取組報告様式の決定

10/12,13（2名） 11/4,5（1名）

関東地方整備局
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分野 R３年度の取組状況

施工

【工事写真の撮影】

すべての工事において、工事写真の撮影に電子小黒板が活用された。

発注者（監督職員）からの意見

受注者からの意見

【工事写真の整理】

撮影した工事写真の自動仕分けや工事写真台帳の自動作成が行われた工事もあった。

受注者からの意見

令和3年度 電子小黒板の活用状況

• 品質管理チェックシートに基づき、あらかじめ撮影内容を計画して黒板記載内容の準備ができるため、撮り忘れ
が減った。

• 乱筆、反射、手ぶれがなくなり、黒板の文字が確実に確認できるようになった

• 事前に表示内容を入力しておけば、現場では撮影するだけのため、電子小黒板の方が現場での手間が少なく、
撮影時の安全も確保しやすい。

• 雨の日だと黒板が書きずらかったのでその手間がなくなった。
• 撮影時に黒板を誰かに持ってもらったり、置く場所を考えて撮影する手間が無くなり一人で撮影できる。
• 電子小黒板に不慣れな場合、操作及び写真整理に時間がかかる。

• 写真整理や帳票作成、写真台帳作成の労力が削減できた。

• 自動工種分け機能で大幅な写真整理・管理が短縮できる予定だったが、初期入力での工事場所、種目等の登
録に関する調整不足により、整理に時間がかかってしまった。

関東地方整備局
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実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

生産性向上技術の
技術提案

生産性向上技術の活用

生産性向上技術の活用
方針についての検討

生産性向上技術に
関する職員研修

WG

【営繕ＷＧ】生産性向上技術の更なる導入促進（Ｒ4年度実施計画案）

• 技術提案評価型S型で発注する工事において、生産性向上技術の技術提案を求める

• すべての工事において、施工の合理化に資する技術を採用した場合、工事成績に加点する。また、工事成
績に加点される技術や加点の仕組みについて周知し、提案しやすい環境を整えることで新技術の活用促進
を図る。

• 生産性向上技術に関して、職員の知識を向上させる。DXやBIMに関する研修を行う。

Ｒ4年度実施目標

Ｒ4年度実施計画

対象案件の抽出
（技術・評価課）

各工事現場において活用

報告
（効果検証・課題抽出）

とりまとめ

企画部研修参加

とりまとめ

部内BIM研修

次年度方針の決定検討

DX

部内DX研修

赤字はR3年度からの変更箇所

年度計画
の策定

各課室事務所
にて目標設定

各課室事務所へ
報告依頼

関東地方整備局
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（参考） 施工の合理化に資する技術を採用した場合に工事成績が加点される仕組み

発注者は、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する

施工

施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ICT施工、ロボット活用等）、
BIM、ASP等を活用 したもので施工の合理化に資するものに限る。）を採用した場合

準備・後片づけ関係、施工関係、品質関係、安全衛生関係において施工合理化技術を
活用して効果があった場合

さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、追加で加点

最大2.8点の加点

受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術に関する技術提案を行う

（工事中に技術提案を行う場合は、工事書類「創意工夫・社会性等に関する実施状況」を提出）

関東地方整備局
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【営繕ＷＧ】情報共有、打合せ等の更なる円滑化

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

工事工事

目標

取組内容

• 情報共有システムを原則として発注者指定により活用
• 監督職員の業務の一部に遠隔臨場を試行
• ウェブ会議、チャット等を積極的に活用し、一部の業務をリモートで行う

After

これからは
Before

これまでは

小規模な工事等を除き
情報共有システムを
活用、検証

情報共有システムの
活用対象を拡大

• 工事関係書類を紙で
確認

• 受注者と監督職員が
現場で立会い、協議、
検査、調整

• 工事関係書類を情報共有システム等で確認
• ウェアラブルカメラ等による映像・音声の双方向通信を使用して、遠隔臨場

• 営繕事業を効率化し、すべての関係者の働き方改革を推進
• 情報共有、打合せ等の更なる円滑化を図る

遠隔臨場を試行・検証

情報共有システムのイメージ 遠隔臨場のイメージ

監督職員

情報の
一元管理

情報共有システムの活用状況と遠隔臨場の試行結果を検証し、
組織内で情報共有することで、監督業務の更なる効率化を図る

ウェブ会議、チャット等の活用事例を組織内で情報共有することで、効率化を図る

関東地方整備局

10※今後の予定は現時点の想定であり、現場実証等の進捗状況により、変更等が生じる場合があります。



実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

情報共有システムの
活用

遠隔臨場の試行

ウェブ会議、チャット等の
活用

WG

【営繕ＷＧ】情報共有、打合せ等の更なる円滑化（Ｒ３年度実施状況）

Ｒ３年度実施状況

対象案件の抽出
（技術・評価課）

• 大規模な工事において発注者指定で情報共有システムを活用する
→「市ヶ谷警察総合庁舎（１９）建築その他工事」など12件の工事において発注者指定で活用したほか、7件の工事において受注者提案

で活用した。工事書類の提出、確認などに活用した。

• 監督業務の業務の一部に遠隔臨場を試行する
→ 「新島簡易裁判所庁舎（２１）建築改修その他工事」などで監督職員が遠隔臨場した。

また、「成田空港合同庁舎３号棟（２１）建築改修その他工事」で遠隔臨場を実施予定。（入札手続中）

• 発注者と受注者との打合、保全指導、調査等において、ウェブ会議、チャット等を積極的に活用する
→約7割の設計業務、約5割の工事においてウェブ会議システムを使って打合せなどを行った。

その他、保全指導、会議、見学会などにウェブ会議システムを活用した。

各工事現場において活用

入札・契約手続

とりまとめ

とりまとめ

対象案件の抽出
（技術・評価課）

DX

ＷＬＢ

Ｒ３年度実施目標・実施状況

Ｒ４年度の取り組み方針（案）

2/15 第3回WG
効果検証・課題抽出

9/21 第2回WG
ロードマップの策定

11/30 第2回WG
取組報告様式の決定

• 引き続き実施する。
• 工事情報共有システムについては、工事監督業務だけでなく工事検査業務も効率化できる。また、発注者指定でなくとも、受注者

提案で活用された工事があった。大きなデメリットは報告されていない。来年度は、原則としてすべての工事で情報共有システムを
活用する。

関東地方整備局
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分野 R３年度の取組状況

工事監督

【工事書類の提出・確認】（保全指導・監督室、東京第一営繕事務所、甲武営繕事務所、横浜営繕事務所）

【ワークフロー機能を使った状況把握】（横浜営繕事務所）

工事検査

【工事書類の事前確認】（技術・評価課）

令和3年度 情報共有システムの活用状況

• 随時、最新の情報を共有できる点にメリットがあった。（保全指導・監督室）
• 大容量データの送受信に有効。（東京第一営繕事務所）

• システムに掲載する内容については、誰が見ても誤解がないようにする必要があるが、そうでない場合に応答が
発生し、時間を要することがある。（甲武営繕事務所）

• 受注者から書類の提出があった時点で提出物の内容を確認できるため、時間、場所を選ばずに確認することが
できた。（横浜営繕事務所）

工事の実地検査に先立ち、検査職員が工事情報共有システムで工事書類を事前に確認し、修正が必要な箇所を工事
受注者に知らせておいた。フォルダに分けられたファイルをひとつひとつ開くのに時間がかかるため、紙の工事書類を
検査する場合に比べて多くの時間を要するが、隙間時間を使って確認できるメリットがあった。

施工計画書の提出や定例会議資料の送付や保存に活用した。

発注者（監督職員）からの意見

書類の提出状況、進捗状況が一目で分かり、計画立案、工程管理、報告の状況把握を容易に行うことができた。

関東地方整備局
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分野 事例

工事監督

【離島における工事の監督】（甲武営繕事務所）

【新型コロナ感染症対策】（東京第二営繕事務所）

令和3年度 遠隔臨場の事例

カメラとウェブ会議システムを使って、伊豆諸島の新島で施工中の
「新島簡易裁判所庁舎（２１）建築改修その他工事」において施工
状況の確認や配筋検査を行った。

ウェブ会議システムを使って工事監督する様子

新型コロナ感染症対策として、カメラとウェブ会議
システムを使って「千葉運輸支局倉庫（２１）新営
その他工事」において施工状況の確認を行った。

ウェブ会議システムを使って工事監督する様子施工状況の確認（ウェブ会議システムの画面）

関東地方整備局
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使った
設計業務・工事

（件数）
使わなかった

設計業務・工事
（件数）

計
（件数）

使用率

発注者指定 受注者提案

設計業務 0 0 34 34 0％

工事 12 7 53 72 26％

令和3年度 工事情報共有システム使用状況

使わなかった,

34

設計業務

使った（発注者指定）, 12

使った（受注者提案）, 7

使わなかった,

53

工事

使った
設計業務・工事

（件数）

使わなかった
設計業務・工事

（件数）

計
（件数）

使用率

設計業務 25 9 34 74％

工事 39 33 72 54％

令和3年度 ウェブ会議システム使用状況

使った, 

25

使わなかった,

9

設計業務

使った, 39

使わなかった, 

33

工事

工
事
内
容

建築
/設備

予定価格区分 工事名 担当事務所等

新
築

建築 3億円以上

市ヶ谷警察総合庁舎（１９）建築その
他工事

東京第一営繕
事務所

富士川地方合同庁舎（仮称）（２０）
建築その他工事

甲武営繕
事務所

農林水産研修所つくば館水戸ほ場
（２１）建築その他工事

宇都宮営繕
事務所

設備

2億円以上

市ヶ谷警察総合庁舎（１９）電気設備
工事

東京第一営繕
事務所

市ヶ谷警察総合庁舎（１９）機械設備
工事

東京第一営繕
事務所

富士川地方合同庁舎（仮称）（２０）
電気設備工事

甲武営繕
事務所

富士川地方合同庁舎（仮称）（２０）
機械設備工事

甲武営繕
事務所

5000万円以上
2億円未満

市ヶ谷警察総合庁舎（１９）エレベー
ター設備工事

東京第一営繕
事務所

農林水産研修所つくば館水戸ほ場
（２１）機械設備工事

宇都宮営繕
事務所

改
修

建築 3億円以上

杉並区宿舎（２１）建築改修その他
工事

甲武営繕
事務所

横浜海上防災基地（２１）建築改修
その他工事

横浜営繕
事務所

設備 2億円以上
国税事務管理センター外１件（２１）
機械設備改修その他工事

東京第一営繕
事務所

令和3年度 発注者指定で工事情報共有システムを使った工事

（令和4年1月31日現在）（令和4年1月31日現在）

（令和4年1月31日現在）

関東地方整備局
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分野 活用事例

設計

【設計業務受注者との打合せ】（整備課建築班、整備課設備班）

工事監督

【現場定例会議への参加】（保全指導・監督室、各営繕事務所）

【安全協議会の開催】（東京第一営繕事務所）

【工事現場の確認】（東京第一営繕事務所）

工事検査

【実地検査の試行】（技術・評価課）

令和3年度 ウェブ会議システムの活用事例（その1）

検査職員の機材装着状況

携帯電話
（写真ではアクションカメラ）

タブレットで図面を確認

工事の実地検査の際に、検査職員
の身体にカメラを装着し、携帯電話と
ウェブ会議システムを使って検査の
様子を関東地方整備局本局庁舎内
で確認した。

これまでは、対面で設計業務受注者と打合せを行ってきたが、ウェブ会議システムを使って重要事項説明、キックオフ
会議、工程調整などを行った。

これまでは、現場定例会議などへ参加するために監督職員や設計担当職員などが現場に行っていたが、ウェブ会議
システムを使って参加した。関係者のスケジュールが調整しやすいため出席率が高くなり、関係者間の調整が円滑に
なった。ただし、出席者が多い場合、ウェブ出席者から対面出席者の表情が確認しづらく微妙なニュアンスが伝わり
にくいことや、機器の性能によっては上手く声を拾えない等のデメリットもあるため、会議の内容や規模に応じ、形態
の選択や環境の整備を行う必要がある。

これまでは、工事受注者に対して対面で安全協議会を開催していたが、ウェブ会議システムを使って開催し、工事
受注者13社27名が参加した。現場代理人等が現場を離れることなく参加できた。

工事受注者が現場ゲート付近に設置した定点カメラの映像で監督職員が現場の様子を事務所にて確認した。

検査職員装着カメラの映像
（ウェブ会議システムの画面）

関東地方整備局
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分野 活用事例

保全指導

【点検ポイントの講習会の開催】（甲武営繕事務所）

【保全連絡会議の開催】（保全指導・監督室、東京第一営繕事務所、宇都宮営繕事務所）

【BIMMS-N操作説明会の開催】（保全指導・監督室）

入札・契約手続

【総合評価方式の審議】（各営繕事務所）

令和3年度 ウェブ会議システムの活用事例（その２）

これまでは、施設管理者などに対して対面で講習会を開催していたが、
ウェブカメラの映像を中継した。
甲武営繕事務所が入居する立川防災合同庁舎の外周部分を利用し、
施設点検時のチェックポイントについて説明した。23官署29名の参加が
あり、参加者からは「わかりやすくてよかった」など概ね好評であった。

これまでは、施設管理者などに対して、対面で保全連絡会議を開催していたが、対面に加えてウェブ会議システム
でも参加できるようにした。

国が保有している全ての建築物等の情報は、各施設の管理者等がアクセスできる官庁施設情報管理システム
（BIMMS-N）によって管理されている。これまでは、施設管理者等に対して対面で操作説明会を行っていたが、
ウェブ会議システムを使って開催した。

講習会の様子（ウェブ会議システム画面）

総合評価方式で発注する分任官工事については、関東地方整備局営繕事務所総合評価審査分科会部会におい
て、学識委員と品確技術者委員によって審議されている。これまでは対面で行っていたが、ウェブ会議システムを
使って実施した。（２回／月程度）
出席者が会議場所へ移動する時間や資料印刷の手間がないため、対面での実施と比べ効率的であった。

関東地方整備局

16



分野 活用事例

見学会

【高校生向け現場見学会】（長野営繕事務所）

【営繕職員向け現場見学会】（東京第一営繕事務所、東京第二営繕事務所）

研修

【営繕職員を対象にした研修の実施】（計画課）

調整会議

【電気・機械技術連絡調整会議】（設備課）

令和3年度 ウェブ会議システムの活用事例（その３）

以下の研修をウェブ会議システムを使って実施した。
・全地方整備局等の営繕職員（新採、中堅）を対象とした研修
・関東・甲信地区の都県・政令市を対象とした研修

演習やグループワークを伴う講義は、リモートより対面による実施の方が効果的との意見があった。
一方で、遠方からの参加者からは、移動時間が削減されるなど、これまでよりも参加しやすいとの意見もあった。

これまでは、対面で電気・機械技術連絡調整会議等を開催し各営繕事務所等が参加していたが、ウェブ会議
システムを使って開催した。

担当職員以外にも参考となる工事現場（大規模な工事現場、ICT地盤改良
を行った工事現場、木造の工事現場）からウェブ会議システムを使って営繕
職員向け現場見学会を実施した。
カメラによるライブ配信のほか、ライブ配信が出来ない部分は写真等を使っ
て説明した。また、全国の営繕職員を対象にした見学会も実施した。監督職
員からは「リハーサル等の事前準備がやや煩雑であるが、当日は来訪者の
受け入れ体制を整える必要がなく、少ない人員での対応が可能」との感想
があった。

11月12日にウェブ会議システムを利用した工事現場見学会を実施し、長野
工業高校と上田千曲高校の生徒67名が参加した。参加者からは「見学会
で見れないような部分も見ることができた」「なかなか現地見学ができない
のでウェブ開催でもありがたい」などの感想が寄せられ、好評であった。

見学会の様子（ウェブ会議システム画面）

見学会参加者の様子

関東地方整備局
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実施項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

情報共有システムの
活用

遠隔臨場の試行

ウェブ会議、チャット等の
活用

WG

【営繕ＷＧ】情報共有、打合せ等の更なる円滑化（Ｒ4年度実施計画案）

Ｒ4年度実施目標

Ｒ4年度実施計画

報告
（効果検証・課題抽出）

• 原則としてすべての工事において発注者指定で情報共有システムを活用する

• 監督業務の業務の一部に遠隔臨場を試行する。

• 発注者と受注者との打合、保全指導、調査等において、ウェブ会議、チャット等を積極的に活用する。特に
工事の定例会議にウェブ会議システムを活用することで、監督職員はもちろんのこと、設計担当職員や設計
業務委託先も効率的に仕事ができるようにする。

各工事現場において活用

遠隔臨場の試行監督職員と受注者が協議し、
試行内容を決定

とりまとめ

とりまとめ

DX

ＷＬＢ

赤字はR3年度からの変更箇所

とりまとめ

年度計画
の策定

各課室事務所
にて目標設定

各課室事務所へ
報告依頼

関東地方整備局
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【営繕ＷＧ】ホームページの状況 （令和4年1月31日現在）

10月14日 ロードマップを公表

11月10日 長野営繕事務所が参加している長野県官公庁営繕技術連絡協議会が行う
オンライン講演会とウェブ見学会の報道発表資料にリンクをはった。

12月23日 取組状況欄を設け、BIM、情報共有システム及び工事書類の電子化に関する
ことについて記載した。

関東地方整備局
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