
（一社）茨城県建設業協会との意見交換会 

 
日 時：令和４年１０月２４日（月）１５：００～１６：３０ 

場 所：茨城県立青少年会館 ２階 大研修室 

 

議 事 次 第 

 
司会：関東地方整備局 企画部 

技術開発調整官 

 

 １．開  会 

 

 ２．挨  拶 

  ○ 関東地方整備局長 

  ○ 茨城県 土木部次長 

  ○ （一社）茨城県建設業協会長 

 

 ３．情 報 提 供 

  ◇ 関東地方整備局の取り組みについて 

  ◇ 建設産業行政の最近の動き 

  ◇ （一社）茨城県建設業協会の活動状況 

 

 ４．前年度意見要望への対応状況 

 

 ５．意 見 交 換 

  ◇（一社）茨城県建設業協会 提案テーマ 

１）酷暑期における歩掛改正及び標準作業量の補正について 
２）特例監理技術者について 

３）総合評価落札方式における難工事施工実績、難工事功労表彰の評価について 

４）スライド条項について 

  ◇自由討議 

 

 ６．閉  会 

  ○ 関東地方整備局 副局長 

  



 

配 布 資 料 一 覧 

 

＜関東地方整備局＞ 

・関東地方整備局の取り組みについて  整備局資料－１ 

・建設産業行政の最近の動き 整備局資料－２ 

・前年度意見要望への対応状況 整備局資料－３ 

・令和４年度 回答 整備局資料－４ 

 

＜建設業協会＞ 

・協会活動状況                        協会資料－１ 

・意見交換会 提案議題                                       協会資料－２ 

 



【（一社）茨城県建設業協会】 【茨城県】

会　長 石津　健光 土木部長 田村　　央

副会長 細谷　武史 次　　長 松山　和規

副会長 秋山　光伯 次　　長 羽成　英臣

副会長 大藤　博文 都市局長 林　　利家

副会長 下田　德行 監理課長 眞家　勝彦

副会長 小林　伸行 検査指導課長 佐竹　義人

副会長 新井　　孝

太田支部長 瀬谷　　實 【関東地方整備局】

常陸大宮支部長 髙野　　潔 局　　長 瀬　昌由

鉾田支部長 羽生　義隆 副局長 石橋　洋信

潮来支部長 松﨑　里志 副局長 田中　　徹

筑西支部長 小藥　拓巳 企画部長  小林　賢太郎

常総支部長 中川原　勇 建政部長  家田　健一郎

経営企画委員長 鶴田　哲男 港湾空港部長 森橋　　真

土木委員長 梅原　基弘 企画部　技術調整管理官 須藤　純一

建築委員長 沢畑　正剛 企画部　技術開発調整官 石浜　康賢

人財開発委員長 高橋　修一 建政部　建設産業調整官 堀井　英則

舗装部会副部会長 関　　和郎 企画部　技術管理課長 後閑　浩幸

建設未来協議会長 鈴木　達二 企画部　技術調査課長 荒井　幸雄

建女ひばり会長 柳瀬　香織 建政部　建設産業第一課長 鬼丸　真希

専務理事 岩上　康雄 常陸河川国道事務所長 日下部　隆昭

常務理事 大内　光浩 久慈川緊急治水対策河川事務所長 由井　修二

技術顧問 宇野　光義 利根川下流河川事務所長 内堀　寿美男

下館河川事務所長 海津　義和

霞ヶ浦河川事務所長 小櫃　基住

霞ヶ浦導水工事事務所　副所長 宮本　孝行

利根川上流河川事務所長 津森　貴行

江戸川河川事務所　副所長 近藤　　誠

宇都宮国道事務所　副所長 佐藤　　尚

北首都国道事務所長 佐藤　眞平

国営常陸海浜公園事務所長 髙村　幸夫

常総国道事務所長 浜谷　恒平

鹿島港湾・空港整備事務所長 大谷　琢磨

宇都宮営繕事務所長 斎藤　貴大
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出席者名簿



久慈川緊急治水

建政部

建政部

常陸河川

技術開発 建設産業
調整官 第⼀課⻑
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利根川上流河川事務所 江⼾川河川事務所
事務所⻑

国営常陸海浜公園事務所 常総国道事務所
事務所⻑

利根川下流河川事務所 下館河川事務所
事務所⻑ 事務所⻑
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須藤 純⼀ 堀井 英則

関東地方整備局 茨城県

技術調整 建設産業
管理官 調整官

企画部

石浜 康賢 ⻤丸 真希

課⻑ 事務所⻑
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企画部

対策河川事務所

荒井 幸雄

事務所⻑

由井 修二
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下田 德⾏細谷 武史 石津 健光 髙野  潔

技術調査
課⻑

企画部
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中川原 勇 松﨑 ⾥志 羽生 義隆 ⼩林 伸⾏ 大藤 博文 秋山 光伯

茨城県建設業協会 常陸大宮
⽀部⻑ ⽀部⻑ ⽀部⻑ 副会⻑ 副会⻑ 副会⻑
常総 潮来 鉾田

委員⻑ 協議会⻑ 会⻑ 専務理事
鶴田 哲男 鈴⽊ 達二 柳瀬 ⾹織 岩上 康雄
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佐藤 尚 佐藤 眞平
事務所⻑

髙村 幸夫 浜谷 恒平
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随行席 随行席 副部会⻑ 委員⻑
関 和郎 高橋 修⼀

建築 ⼟⽊
委員⻑ 委員⻑

沢畑 正剛 梅原 基弘
技術顧問 常務理事
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令和４年度　（一社）茨城県建設業協会との意見交換会（進行表）
令和４年１０月２４日（月）１５：００～１６：３０　於：茨城県立青少年会館　２階　大研修室

発言者 配付資料

《開会》

15:00 開会 （司会：石浜 技術開発調整官）

～ 15:15 (15分) 挨拶 関東地方整備局 関東地整　瀬局長

茨城県 茨城県　羽成土木部次長

一般社団法人　茨城県建設業協会 協会　石津会長

15:15 ～ 15:17 (2分) 出席者紹介 　※資料確認含む 出席者一覧・配席表

《関東地方整備局からの情報提供》

15:17 ～ 15:25 (8分) 関東地方整備局の取り組み

関東地方整備局の取り組みについて 企画部  後閑技術管理課長 整備局資料－１

建設産業行政の最近の動き 建政部　鬼丸建設産業第一課長 整備局資料－２

《茨城県建設業協会からの情報提供》

15:25 ～ 15:35 (10分) （一社）茨城県建設業協会の活動状況 協会　岩上専務理事 協会資料－１

《前年度意見要望への対応状況》

15:35 ～ 15:36 (1分) 企画部  後閑技術管理課長 整備局資料－３

《意見交換》

　〔協会側テーマ〕

15:36 ～ 16:06 (30分)

　〔自由討議〕

16:06 ～ 16:25 (19分) （質疑：適宜発言）

《閉会》

16:25 ～ 16:30 (5分) 閉会 関東地整　石橋副局長

自由討議

時　間 内　　容

１）酷暑期における歩掛改正及び標準作業量の補正について
２）特例監理技術者について
３）総合評価落札方式における難工事施工実績、難工事功労表彰の
評価について
４）スライド条項について

協会提案説明：１）梅原土木委員長
　　　　　　      　２）鶴田経営企画委員長
　　　　　　　　　  ３）鶴田経営企画委員長
 　　　　　　　　　 ４）高橋人財開発委員長
回答：１）企画部　後閑技術管理課長
　　　　２）企画部　荒井技術調査課長
　　　　３）企画部　荒井技術調査課長
　　　  ４）企画部　後閑技術管理課長

協会資料－２

整備局資料－４



令和４年度 茨城県建設業協会との意見交換会

国土交通省 関東地方整備局

関東地方整備局の取組について

令和４年１０月２４日

整備局資料－１

１．令和４年度 予算の概要 P 2 

２．令和４年度 上半期の執行状況について P 9

３．全国統一指標・関東ブロック独自指標
令和３年度調査結果概要（工事） P13

４．働き方改革・担い手確保への取り組み P24

５．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定） P30

６．インフラ分野のＤＸ推進について P36

７．賃上げを実施する企業に対する加点措置について P42

８．単品スライド条項運用マニュアル改定について P44
1



１．令和４年度 予算の概要

2

関東地方整備局の令和４年度予算

直轄事業費
４，５２８億円

[前年度比 1.01]

補助事業費
４，５９５億円

[前年度比 1.00]

道路 ２，５１６
[0.99]

治水 ８４７
[1.07]

港湾 ５６１
[0.96]

官庁営繕 １５３ [1.55] 

国営公園等 ７１ [1.20] 

都市水環境整備 ７６ [0.74]

空港 ２６９
[0.94]

海岸 ３５ [1.55]

市街地整備 １，６２８
[0.97]

住宅対策 ４０８

[0.84]

道路 １，８８２
[0.99]

治水 ３１１ [1.24]

港湾 １３３ [1.10]

下水道 ２０４
[1.22] 海岸 １０

[2.81]

○令和４年度の当初予算は1兆7,604億円（前年度比１．０３）

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは一致しない場合がある。

（単位：億円） （単位：億円）

社会資本総合整備事業費
（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

８，４８１億円
[前年度比 1.05]

国営公園等 １８
直轄 補助

※ [ 括弧書き ] は、対前年度比

3



16,114

17,714
18,738

19,372 19,370 18,970 19,221

20,942

19,665
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17,604
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5,000
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

19,665

17,696
伸率
1.03

防災・減災、国土強靭化のための
５か年加速化対策 初年度分(3,589億円)を含む

R2年度第3次補正4,898億円

19,221

単位：億円

防災・減災、国土強靭化のため
の３か年緊急対策 防災・減災、国土強靭化のための

５か年加速化対策分(2,909億円)を含む
R3年度補正3,749億円

17,120

R4当初予算
17,604億円

関東地方整備局の予算推移

○ 令和4年度当初予算は1兆7,604億円（対前年度比1.03）
○ 防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保を切れ目なく確実に進めるため、令和3年度補正予算と

令和4年度当初予算を一体とすると2兆1,353億円

＋
R3補正

3,749億円

＝ 21,353億円

4

【参考】

5



6

茨城県の当初予算

○ 茨城県の令和4年度当初予算の負担基本額は約531億円（対前年度比1.06）

○ 防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保を切れ目なく確実に進めるため、令和3年度補正予算と

令和4年度当初予算を一体とすると、負担基本額は約745億円。

○ これらの予算にて、令和４年度は、関東地方整備局は、河川事業は、久慈川・那珂川緊急治水対策プロジェ

クト、霞ヶ浦導水事業等を推進。道路事業は、東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）、首都圏中央連絡自動

車道 （久喜白岡～大栄）等を推進。なお、勿来バイパス（茨城県区間）の一部を東北地方整備局が施工。

港湾事業は、鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業等を推進。

7

いたこ ほこた

なこそく き しらおか たいえい

（単位：億円） （単位：億円）

R４年度
R３年度

補正

R４年度＋
R３年度

補正

① ② ①+②

河川関係 117 127 46 1.09 河川関係 127 162 288

道路関係 343 369 109 1.08 道路関係 369 37 406

公園関係 4 2 1 0.46 公園関係 2 - 2

港湾関係 32 32 14 1.00 港湾関係 32 15 47

合計 497 530 170 1.07 合計 530 214 744

道路関係 2 1 0.3 0.50 道路関係 1 - 1

合計 2 1 0.3 0.50 合計 1 - 1

合計 499 531 170 1.06 合計 531 214 745

事業区分
R3年度

負担基本額
R４年度

負担基本額
R４年度

地方負担額

伸率
（負担基本額）

R４年度
/R３年度

事業区分

合計 合計

関東地整 関東地整

東北地整 東北地整

茨城県内の令和４年度の負担基本額及び地方負担額 （参考）令和３年度補正予算を合わせた負担基本額



至東京

至水戸

至いわき

茨城県内の主要事業

里
川

山
田
川

涸沼川

北
浦

小
貝
川

谷
田
川

霞ヶ浦

鉾田IC

E6

常陸那珂港IC

C4

潮来IC

つくばJCT

鹿島港

茨城港

百里飛行場

茨城町JCT

E51

E50

E6

那珂川
緊急治水対策プロジェクト

鬼怒川河川改修
（鬼怒川田川合流点改修）

久慈川緊急治水対策プロジェクト

霞ヶ浦導水事業

利根川下流 河川改修
（利根川下流部無堤部対策）

利根川上流 河川改修
（境河川防災ステーション）

牛久土浦バイパス

東関東自動車道水戸線

（潮来～鉾田）

春日部古河バイパス

首都圏中央連絡自動車道

（久喜白岡～大栄）

結城バイパス

小美玉道路（仮称）

桜川道路（仮称）

東関東自動車道水戸線

（潮来～鉾田）

R4事業費：193.4億円

友部
JCT

首都圏中央連絡自動車道

（久喜白岡～大栄）

国営常陸海浜公園

河 川
道 路
港 湾
公 園R8年度全線開通見込み（R4年度から順次開通見込み）

千代田石岡バイパス

千代田石岡バイパス

R4事業費：15.8億円

R5春頃全線開通予定

至 前橋

至 ⽔⼾
結城バイパス

R4年3月暫定開通（L=1.3km）

牛久土浦バイパス

R4事業費：42.4億円

R4事業費：20.9億円

R7～8年度全線開通予定 8

茨城港常陸那珂港区外港地区
国際海上コンテナターミナル等整備事業

茨城港常陸那珂港区
国際物流ターミナル整備事業

鹿島港外港地区
国際物流ターミナル整備事業

鹿島港外港地区

国際物流ターミナル整備事業

鬼怒川田川合流点改
修

茨城港常陸那珂港区外港地区

国際海上コンテナターミナル等整備事業

R4事業費：10.5億円

R4事業費：20.9億円

鬼怒川河川改修

鬼
怒
川→

田川

R4事業費：15.9億円（17.4億円）

鬼怒川 田川合流点改修

大場遊水地

那珂川緊急治水対策プロジェクト

R4事業費：10.5億円

霞ヶ浦導水事業

R4事業費：29.0億円（32.2億円）

勿来バイパス

関東・東北地方整備局

R4事業費：財投活用

※事業費の（ ）は、他県分を含む。

おみたま

なこそ

ゆうき

いたこ ほこた

ゆうき

いたこ ほこた
くき しらおか たいえい

くき しらおか たいえい

２．令和４年度 上半期の執行状況について

9



10

令和４年度 上半期の執行状況について １／３

関東地方整備局における令和４年度上半期の執行状況について

■円滑な執行に向けた取り組み

○局・事務所と各都県建設業協会とのコミュニケーションの確保

○地域の実情に応じた適切な規模での発注

○不調の発生が想定される地域・工種についてフレームワーク、公募型指名競争の活用

○余裕期間を活用した早期発注

○一括審査の活用

✔ 令和４年度上半期の不調・不落率は９．２％とＲ３年度上半期と比べ４．４％減少し
改善が図られ円滑に執行。

令和４年度 上半期の執行状況について ２／３

11

関東地方整備局における令和４年度上半期の不調・不落率

24.4%

13.6%

9.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ｒ２上半期 Ｒ３上半期 Ｒ４上半期

不調・不落率は減少 Ｒ２年度より減少傾向

１１５件／８４４件

５７件／６２０件
（契約件数：７２９件）

（契約件数：５６３件）

２３５件／９６２件
（契約件数：７２７件）

（R4.10.6現在）



令和４年度 上半期の執行状況について ３／３

12

茨城県内における令和４年度上半期の不調・不落率

17.7%
15.9%

8.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ｒ２上半期 Ｒ３上半期 Ｒ４上半期

不調・不落率が大幅に改善

３１件／１９５件

１１件／１３３件

（契約件数：１６４件）

（契約件数：１２２件）

３１件／１７５件
（契約件数：１４４件）

（R4.9月末時点値）

３．全国統一指標・関東ブロック独自指標
令和３年度調査結果概要（工事）

13



基準値
(R1)

実績値
(R2)

実績値
(R3)

目標値
(R6)

基準値
(R1)

実績値
(R2)

実績値
(R3)

目標値
(R6)

基準値
(H30)

実績値
(R1)

実績値
(R2)

目標値
(R6)

基準値
(R1)

実績値
(R2)

実績値
(R3)

目標値
(R6)

基準値
(R1)

実績値
(R2)

実績値
(R3)

目標値
(R6)

関東ブロック 0.68 0.71 0.72 0.80 0.26 0.44 0.78 1.00 0.85 0.88 0.90 1.00 319/471 365/471 384/471 全機関a 232/471 274/471 299/471 全機関a
茨城県域 0.65 0.63 0.59 0.70 0.52 0.59 0.90 1.00 0.77 0.76 0.81 1.00 23/45 31/45 36/45 全機関a 20/45 25/45 32/45 全機関a

栃木県域 0.60 0.73 0.70 0.70 0.66 0.76 1.00 1.00 0.91 0.92 0.96 1.00 20/26 21/26 21/26 全機関a 19/26 21/26 21/26 全機関a

群馬県域 0.63 0.73 0.73 0.70 0.02 0.26 0.84 1.00 0.85 0.93 0.94 1.00 21/36 24/36 29/36 a 15/36 17/36 20/36 ａ（個別策定もし
くは県策定の準

用）

埼玉県域 0.59 0.62 0.63 0.70 0.14 0.23 0.48 1.00 0.90 0.90 0.91 1.00 51/64 52/64 52/64 a 25/64 34/64 35/64 a

千葉県域 0.59 0.62 0.62 0.70 0.21 0.32 0.86 1.00 0.89 0.88 0.90 1.00 55/55 55/55 55/55 ａ（改定内容に基
づき速やかに対

応）
31/55 33/55 36/55 ａ（受注者へ浸透

を図る）

東京都域 0.72 0.74 0.75 0.80 0.61 0.77 1.00 1.00 0.86 0.87 0.87 1.00 37/63 45/63 46/63 a 30/63 35/63 38/63 a

神奈川県域 0.64 0.63 0.67 0.70 0.13 0.21 0.80 1.00 0.93 0.97 0.97 1.00 16/34 18/34 20/34 a 19/34 20/34 23/34 a

山梨県域 0.68 0.73 0.67 0.70 0.37 0.58 0.86 1.00 0.84 0.88 0.86 1.00 16/28 20/28 22/28 全機関a 21/28 24/28 25/28 全機関a

⻑野県域 0.74 0.79 0.82 0.75 0.01
1.00

ただし一部災害
復旧等の緊急を
要する工事と現
場施工期間が１
週間未満の工事

を除く

1.00 1.00 0.71 0.79 0.87 1.00 47/78 62/78 65/78 全機関a 27/78 35/78 37/78 全機関a

全国統一指標

工事 地域平準化率 週休2日対象工事の実施状況
低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

最新の積算基準の適用状況及び
基準対象外の際の対応状況

設計変更ガイドラインの
策定・活用状況

関東ブロック独自指標

全国統一指標・関東ブロック独自指標 令和３年度調査結果概要（工事）

aの機関数／対象機関数 aの機関数／対象機関数

【最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際
の対応状況】
a：最新の積算基準を適用※２し、かつ、基準範囲外
の場合の一定のルールを整備し活用
b：最新の積算基準を適用※２しているが、基準範囲
外 の場合の一定のルールは整備していない
c：その他
（※２他団体の積算基準を適用している場合を含む）

【設計変更ガイドラインの策定・活
用状況】
a:設計変更ガイドラインを策定・

活用し これに基づき設計変更を
実施

b:設計変更ガイドラインは未策定
だが 必要に応じて設計変更を
実施

c:設計変更を実施していない

注）関東ブロックは、都県域に加え国等も対象。
（ただし、「低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況」の指標は当該都県政令市・市区町村が対象）

工事の指標に係る都県域とは当該都県政令市・市区町村が対象。

ただし、「週休２日対象工事の実施状況」の指標は当該都県政令市が対象。

※１ Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。

※１

14

0.79 
0.83 0.85 

0.81 

0.90 0.91 

0.74 
0.78 0.78 

0.68 0.68 0.70 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

国 特殊法人等 都県 政令市

「一般財団法人 日本建設情報総合センター」のコリンズに
登録されたデータをもとに算出
対 象：契約金額500万円以上の工事
稼働件数：当該月に工期が含まれるもの

地域平準化率（件数）＝
（4～6月期の工事平均稼働件数）

（年度の工事平均稼働件数）

【工事】全国統一指標①：地域平準化率

注１）本調査項目は、コリンズに登録されたデータベースをもとに算出している。
注２）対象工事：契約金額５００万円以上の工事。

年度途中で追加される補正予算等の工事を含む。
注３）地域性（積雪地域等）や工事特性（出水期等）により施工時期が制限される場合、または余裕期間を設定している場合があるが、 算出にあたっては考慮していない。
注４）算出方法については７頁参照。

・国においては、０．８程度、特殊法人等においては、０．９程度。
都県においては、０．８程度、政令市においては、０．７程度であった。

・国・特殊法人等、都県において、R1年度からR3年度にかけて増加傾向であった。

【国・特殊法人等・都県・政令市】
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0.56 0.56 0.56

0.48 

0.64 
0.57 0.56 

0.61 
0.55

0.48 
0.53 0.56

0.55 0.54 
0.58 0.55 

0.59 
0.64

0.49 
0.45 

0.55 0.56 0.58 0.55

0.68 0.68
0.72

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

茨城県

市町村

栃木県

市町村

群馬県

市町村

埼玉県

市町村

千葉県

市町村

東京都

区市町村

神奈川県

市町村

山梨県

市町村

長野県

市町村

【工事】全国統一指標①：地域平準化率

・区市町村においては、稼働件数で概ね０．５～０．７程度。
・約６割の都県において、R2年度からR3年度にかけて増加傾向であった。

【区市町村】

注１）本調査項目は、コリンズに登録されたデータベースをもとに算出している。
注２）政令市を除いている。
注３）対象工事：契約金額５００万円以上の工事。

年度途中で追加される補正予算等の工事を含む。
注４）地域性（積雪地域等）や工事特性（出水期等）により施工時期が制限される場合、または余裕期間を設定している場合があるが、算出にあたっては考慮していない。
注５）算出方法については７頁参照。 16
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0.83

0.93

0.05
0.09

0.21
0.24

0.48
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0.27

0.72

0
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0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

国 特殊法人等 都県 政令市

【工事】全国統一指標②：週休２日対象工事の実施状況（適正な工期設定）

・国においては、０．９程度。特殊法人等においては、０．２程度。都県においては、０．９程度、政令市においては、０．７
程度であった。
・国・特殊法人等、都県・政令市において、R１年度からR３年度にかけて増加傾向であった。

【国・特殊法人等・都県・政令市】

週休２日公告対象件数：週休２日対象工事の公告対象となりうる
工事（全工事件数から災害復旧工事等
を除いたもの）のうち、対象期間中に公告
等の発注手続きを行った件数。
Ｒ３年度より、分母の定義の見直しを行った。
（Ｒ２年度までは全工事件数が分母）

週休２日対象工事件数：週休２日が確保できる工期設定や積算に
おける補正係数の設定等により、現場閉
所・交替制を問わずに4週8休以上の確保
を促進するための工事のうち、対象期間中
に公告等の発注手続きを行った件数。

対象期間 ：当該年度（4月1日～3月31日）とする。

週休２日対象工事の実施状況 ＝
週休２日公告対象件数

週休２日対象工事件数（公告）

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。
注２）対象工事：各年度中（4.1～3.31）に公告等の発注手続きを行った全ての工事。
注３）Ｒ３年度より、定義の見直しを行うとともに、あわせて目標値の見直しを行った。
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0.6

0.7
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0.9

1.0

H30 R1 R2 H30 R1 R2

都県 政令市

【工事】全国統一指標③：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

注１）本調査項目は、 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく入札・契約手続に関する実態調査」データをもとに算出している。
注２）対象工事、予定価格（設計書金額を含む）が２５０万円を超える工事（随意契約を除く）
注３）算出方法については７頁参照。

・都県、政令市それぞれにおいて、１．０程度であった。
・政令市において、H30年度からR2年度にかけて増加傾向であった。

【都県・政令市】

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく

入札・契約手続に関する実態調査」データをもとに算出

低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を
設定した入札件数）

（年度の工事発注件数）
＝
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茨城県
市町村

栃木県
市町村

群馬県
市町村

埼玉県
市町村

千葉県
市町村

東京都
区市町村

神奈川県
市町村

山梨県
市町村

⻑野県
市町村

【工事】全国統一指標③：低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

・区市町村においては、都県単位でばらつきがみられ、０．６～０．９程度。
・約８割の都県において、H30年度からR2年度にかけて増加傾向であった。

【区市町村】

注１）本調査項目は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく入札・契約手続に関する実態調査」データをもとに算出している。
注２）政令市を除いている。
注３）対象工事：H30 予定価格（設計書金額を含む）が２５０万円を超える工事（随意契約を除く）

R1以降 予定価格（設計書金額を含む）が１３０万円を超える工事（随意契約を除く）
注４）算出方法については７頁参照。 19



【工事】関東ブロック独自指標④：最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。

・最新の積算基準の適用状況について、全ての発注機関が最新の積算基準を適用。
・基準対象外の際の対応については、全ての都県・政令市では要領が整備されており、要領の整備なしの機関につい
ては、その都度、見積りを活用し積算を行っていた。

【国・特殊法人等・都県・政令市】 ＜単位：機関数＞

＜凡例＞

a:最新の積算基準を適用、
基準範囲外の場合は要
領 を整備 し活用

b:最新の積算基準を適用、
基準範囲外の場合の要
領 の整備なし

c:その他
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国 特殊法人等 都県 政令市

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
回答数
a 15 16 17 18 21 21 9 9 9 5 5 5

b 1 1 0 6 4 4 0 0 0 0 0 0

c 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

計 17 17 17 25 25 25 9 9 9 5 5 5

17 25 9 5

区分
国 特殊法人等 都県 政令市

20

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
回答数

a 22 30 35 19 20 20 20 23 28 49 50 50 53 53 53 36 44 45 12 14 16 15 19 21 46 61 64

b 22 14 9 6 5 5 15 12 7 13 12 12 0 0 0 26 18 17 18 16 14 12 8 6 31 16 13

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 44 44 44 25 25 25 35 35 35 62 62 62 53 53 53 62 62 62 30 30 30 27 27 27 77 77 77

東京都区市町村 神奈川県市町村 山梨県市町村 ⻑野県市町村

44 25 35 62 53 62 30 27 77

茨城県市町村 栃木県市町村 群馬県市町村 埼玉県市町村 千葉県市町村
区分
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61 64

22

14

9 6
5 5

15
12

7 13 12 12

26

18 17

18
16

14 12

8
6

31

16 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

80%

90%

100%

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

茨城県市町村 栃木県市町村 群馬県市町村 埼玉県市町村 千葉県市町村 東京都区市町村 神奈川県市町村 山梨県市町村 ⻑野県市町村

【工事】関東ブロック独自指標④：最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況

・最新の積算基準の適用状況について、全ての発注機関が最新の積算基準を適用。
・基準対象外の場合の要領の整備状況について、８都県において、R1からR3にかけて要領を整備した区市町村が
増加。特に栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県では要領が整備されている区市町村の割合が８割以上となって
いる。

【区市町村】

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。
注２）「各都県（区市町村）」には、政令市を除いている。

＜凡例＞

a:最新の積算基準を適用、
基準範囲外の場合は要
領 を整備 し活用

b:最新の積算基準を適用、
基準範囲外の場合の要
領 の整備なし

c:その他

＜単位：機関数＞
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注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。

【工事】関東ブロック独自指標⑤：設計変更ガイドラインの策定・活用状況

・設計変更ガイドラインの策定状況は、国においては９割程度、特殊法人等においてはR2からR3にかけて増加して
いるものの、６割程度となっていた。

・全ての都県・政令市で設計変更ガイドラインが策定されていた。

【国・特殊法人等・都県・政令市】
＜凡例＞

a:設計変更ガイドライン
を策定・活用し、これ
に基づき設計変更を
実施

b:設計変更ガイドライン
は未策定だが、必要
に応じて設計変更を
実施

c:設計変更を実施して
いない

＜単位：機関数＞

13

15
16

12

15 16

9 9 9 5 5 5

4

2
1

13

10 9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

国 特殊法人等 都県 政令市

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
回答数

a 13 15 16 12 15 16 9 9 9 5 5 5

b 4 2 1 13 10 9 0 0 0 0 0 0

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 25 9 5

区分
国 特殊法人等 都県 政令市

22

19

24

31 18
20 20

14
16

19

23

32 33 29 31
34

29
34

37
15 16

19
20

23 24

26
34 36

25

20

13 7
5 5

20
19

16

39

30 29 24 22
19

33
28

25
15 14

11

7

4 3

51
43 41

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

茨城県市町村 栃木県市町村 群馬県市町村 埼玉県市町村 千葉県市町村 東京都区市町村 神奈川県市町村 山梨県市町村 ⻑野県市町村

注１）本調査項目は、関東ブロック発注者協議会構成団体へのアンケート調査結果による。
注２）「各都県（区市町村）」には、政令市を除いている。

【工事】関東ブロック独自指標⑤：設計変更ガイドラインの策定・活用状況

・設計変更ガイドラインの区市町村策定状況は、都県単位でばらつきはあるが約６割の区市町村で設計変更ガイドライ
ンを策定・活用し、設計変更を実施していた。
・R3は、設計変更ガイドラインを策定・活用し、設計変更を実施している区市町村が増加した。
特に栃木県、山梨県では設計変更ガイドラインを策定・活用し、設計変更を実施している市町村の割合が８割以上と

なっている。

【区市町村】

＜凡例＞

a:設計変更ガイドライン
を策定・活用し、これ
に基づき設計変更を
実施

b:設計変更ガイドライン
は未策定だが、必要
に応じて設計変更を
実施

c:設計変更を実施して
いない

＜単位：機関数＞

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3
回答数

a 19 24 31 18 20 20 14 16 19 23 32 33 29 31 34 29 34 37 15 16 19 20 23 24 26 34 36

b 25 20 13 7 5 5 20 19 16 39 30 29 24 22 19 33 28 25 15 14 11 7 4 3 51 43 41

c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区分 東京都区市町村 神奈川県市町村 山梨県市町村

62 30 27

茨城県市町村 栃木県市町村 群馬県市町村 埼玉県市町村

44 25 35 62 53

千葉県市町村 ⻑野県市町村

77
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４．働き方改革・担い手確保への取り組み

24

週休２日対象工事

○ 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

週休２日工事の実施状況（直轄）

165 

1,106 

2,745 

4,450 

6,853 

659 

2,735 

3,346 

3,330 

893 

0 2,000 4,000 6,000 8,000

H28年度

H29年度

H30年度

R1年度

R2年度

週休2日実施工事 週休2日対象工事（公告工事）

3,841
実施件数6.7倍

対象件数4.7倍824

6,091実施件数2.5倍 対象件数1.6倍

7,780
実施件数1.6倍 対象件数1.3倍

実施件数1.5倍
7,746

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度
公告件数

(取組件数)
824

(165)
3,841

(1,106)
6,091

(2,745)
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

6,853件
(R2年度)
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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

26

【参考】工事工程表の開示

・ 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「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。

関東地方整備局

《工事工程表の例》

27



一般土木工事

本官工事 分任官工事

対象 ＷＴＯ 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 Ｃ等級単独 Ｃ等級単独

施工箇所・
地域要件 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 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

※なお、 CCUSについては、直轄活⽤モデル工事の有無に係わらず受注者で設置が可能です。
28

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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５．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定）

30

国土交通省
関東地方整備局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
関東地方整備局土木工事電子書類スリム化ガイドに関するアンケート結果）
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国土交通省
関東地方整備局土木工事電子書類スリム化ガイドに関するアンケート結果）
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６．インフラ分野のDX 推進について

36

関東地方整備局における建設現場の遠隔臨場の実施方針

37

関東地方整備局



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

工事書類の簡素化に向けた『検査書類限定型工事』

38

「検査書類限定型工事」の実施状況に係る受発注者へのアンケート調査結果

１．アンケート調査方法
・対象工事 ： 令和３年度に検査書類限定型工事にて検査を実施した工事
・対象者 ： 受注者（現場代理人又は監理技術者）、発注者の監督職員、技術検査官
・アンケート方法 ： 令和４年５月２５日～６月１３日の期間にＷＥＢ方式にて実施

２．アンケート結果

監督職員 回答数２９５工事 技術検査官 回答数２８１工事

36.5%

50.1%

13.2%

0.1%0.1%

【「検査書類限定型工事」の検査に向けた準備

作業は軽減しましたか。】

(1)とても軽減した 267

(2)やや軽減した 367

(3)変わらない 96

(4)やや増大した 1 

(5)とても増大した 1

37.6%

49.6%

12.6%

0.1%0.1%

【従来の書面検査と比較して検査時間は

どうでしたか。】

(1)とても短くなった 275

(2)やや短くなった 363 

(3)変わらない 92

(4)やや長くなった 1

(5)とても長くなった 1

87.2%
（とても又はやや短くなった）

86.6%
（とても又はやや軽減した）

12.2%

55.0%

31.5%

1.0%0.3%

【「検査書類限定型工事」の検査に向

けた確認作業は軽減しましたか。】

(1)とても軽減した

36
(2)やや軽減した

162 
(3)変わらない

93
(4)やや増大した

3
(5)とても増大した

1

21.4%

68.8%

9.2%
0.3%0.3%

【従来の書面検査と比較して

検査時間はどうでしたか。】

(1)とても短くなった

63
(2)やや短くなった

203
(3)変わらない

27
(4)やや長くなった

1
(5)とても長くなった

1

27.8%

55.8%

16.0%

0.4%

【従来の書面検査と比較して

検査時間はどうでしたか。】

(1)とても短くなった

78
(2)やや短くなった

157
(3)変わらない

45
(4)やや長くなった

1

94.7%

5.3%

【従来の書面検査と比較して、施工管理、

出来形、品質は確認できましたか。】

(1)問題なく確認でき

た266

67.2%
（とても又はやや軽減した）

90.2%
（とても又はやや短くなった ）

83.6%
（とても又はやや短くなった） 94.7%

（問題なく確認できた）

■主な意見

・ 検査書類が１０種類に限定されているため、検査に向けた準備が大幅
に削減された。

・ 以前は、検査前は現場監督と平行して検査のための資料整理が必要
でどうしても残業が生じていたが、現在はＡＳＰ（情報共有システム）にあ
る電子データを検査時に見せれば良いので効率的になっている。

・ 資料検査項目が限定され検査が効率的になり短くなった。

・ 土木工事電子書類スリム化ガイドとあわせて書類削減され良い取り組
みである。

・ 地方公共団体にもぜひ広めてほしい。

■主な意見

・ 受注者の検査に向
けた作業は軽減したと
感じる。

・ 工事検査書類が限定
されたため出張所での
施工プロセスチェック の
正確性が求められると感
じる。

■主な意見

・ 検査官としても資料
検査に係る時間が短
縮されるため、実地検
査を重点的に行う事
が出来た。

・ 発注者・受注者の両
方にメリットのある取り
組みだと思う。

受注者（現場代理人又は監理技術者） 回答数732工事

(2)施工管理、出来
形、品質のいずれ
かにおいて、追加
の書類を求め確認
できた 15
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関東ＢＩＭ/ＣＩＭ活用（３次元データの作成・活用）ロードマップ （１）

☞事業の初期段階からBIM/CIMを活用することで、受発注者双方の業務効率化・高度化が図ら
れることから、下記BIM/CIM活用対象事業等では、事業の上流に位置する測量・地質調査段階
から３次元データの作成・活用を行うことを原則とする。

３Ｄモデル

属性情報

施工

維持・管理

測量・地質調査 予備・詳細設計

・構造物点検結果等の属性情報付与→視覚化
・３次元モデルの重ね合わせ→維持管理の高度化
・データ一元管理→資料検索の効率化

【追加するBIM/CIMデータ・活用効果】

・地形モデル、地質・土質モデル

【作成するBIM/CIMモデル】

・起工測量結果
・設計変更によるモデル修正

（配筋詳細、現地取付等）
・施工情報等の属性情報の付与

（施工位置、試験データ、出来
形・品質、数量等）

【追加するBIM/CIMデータ】

・３次元測量（各種）

【BIM/CIMモデル作成方法】

・構造物モデル、線型モデル、
土工形状モデル

(地形モデル、地質・土質モデル)

【作成するBIM/CIMモデル】

統合モデル

・配置計画比較検討、景観検討
・住民説明、関係機関協議

【BIM/CIMモデル活用事例】

・設計図書の照査
・施工計画立案（４Ｄ[時間軸]、５
Ｄ[コスト]）

・住民説明、関係機関協議
・仮想現実（VR）等を活用した実
施模擬体験による安全管理

【BIM/CIMモデル活用事例】

・ＩＣＴ建機による施工（ＩＣＴ活用
工事実施要領・積算要領(案)）

・施工管理（３次元出来形計測を
用いた出来形管理要領(案)）

・監督・検査（３次元出来形計測
を用いた出来形管理の監督・検
査要領(案)）

・成果品納品（BIM/CIMモデル等
電子納品要領(案)）

【BIM/CIMモデル活用方法】

測量・地質調査段階からBIM/CIMモデルを
導入し、その後の設計・施工・維持管理の各
段階においても、情報を充実させながら活用
※「BIM/CIMモデル作成事前協議・引継書シート」
によるBIM/CIMモデルへの情報の追加・更新を実施

・地盤改良範囲の確認
・地下水面の位置関係確認

【BIM/CIMモデル活用事例】

関東地方整備局

〔河川事業〕※１

・河川定期縦横断測量
〔道路事業〕※２

・大規模構造物等事業
・新規事業化する事業
・管理系事業の一部

【BIM/CIM活用対象】

大規模補修、
改築等

【参照資料】※１ 河川事業：三次元河川管内図の整備について（令和3年2月10日付け事務連絡）
※２ 道路事業：BIM/CIM活用業務・工事の推進（対象工種の拡大）について（令和4年3月24日付け事務連絡） 40

【2023年度BIM/CIM原則適用を目指して】

年度 Ｒ２（2020年度） Ｒ３（2021年度） Ｒ４（2022年度） Ｒ５（2023年度）
長期目標

（概ね10年程度）

大規模構造物等
※１

（全ての詳細設計・工事で活用）

全ての詳細設計で原則適用（※）

全ての詳細設計・工事で原則適用
全ての詳細設計・工事で
原則適用

維持管理への活用検
討
（既存施設を含む）R2「全ての詳細設計」に係る工事

で適用

上記以外
（小規模を除く）

一部の詳細設計で適用（※）

全ての詳細設計で原則適用（※）

全ての詳細設計・工事で
原則適用

維持管理への活用検
討R3「一部の詳細設計」に係る工事で

適用

BIM/CIM
活用目標

２０％ ４０％ ８０％ １００％

（※）『BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説』に基づく詳細設計を「適用」としている。一部とは、大規模構造物以外の円滑な事業執行のために発注者が必要と考える業務

〔業務〕
○測量、地質調査業務
○予備、詳細設計業務
○前工程で作成した３次元データの成果品がある業務

〔R４要求事項（リクワイヤメント：業務）〕※２
①可視化による設計選択肢の⽐較評価（配置計画案の比較等）
②リスクに関するシミュレーション（地質、騒音、浸水、既設構造物への影響等）
③対外説明（関係者協議、住民説明、広報等）
④概算工事費の算出（工区割りによる分割を考慮）
⑤４Dモデルによる施工計画等の検討
⑥複数業務・工事を統合した工程管理及び情報共有
⑦既存地形及び地物の3次元データ作成【測量業務に適用】

〔工事〕
○大規模構造物を有する工事
○大規模構造物との一体施工を行う土工
○前工程で作成した３次元データの成果品がある工事

〔R４要求事項（リクワイヤメント：工事）〕※２
①BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化
②BIM/CIMを活用した変更協議等の省力化
③リスクに関するシミュレーション（地質、騒音、浸水等）
④対外説明（関係者協議、住民説明、広報等）

※１：大規模構造物等とは、『トンネル』『ダム』『橋梁』『河川構造物(水門・樋門・樋管等)』などの構造物及びＩＣＴ活用（土工量１万㎥以上）の土工を対象とする。
※２：リクワイヤメントは、円滑な事業執行のために原則適用の上乗せ分として実施。
※３：BIM/CIM活用の対象業務、対象工事については、国土交通本省との調整により、変更する場合がある。

関東ＢＩＭ/ＣＩＭ活用（３次元データの作成・活用）ロードマップ （２）

【一般土木、鋼橋上部における対応方針】

【関東地方整備局におけるBIM/CIM活用の対象業務、対象工事】

関東地方整備局

赤字：R3年度からの変更箇所原則適用の範囲
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７．賃上げを実施する企業に対する加点措置について

42

関東地方整備局
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置

43



８．単品スライド条項運用マニュアル改定について

44

単品スライド条項運用マニュアル改定について（R4.7.19本省通知）

45

《現在の運用ルール》
○⼯事材料の価格増加分は、⼯事材料の「実際の購⼊価格」（受注者が提
出）と「搬⼊した⽉、⼜は購⼊した翌⽉の物価資料の単価」を⽐較し、安
い⽅の単価を用いて請負代⾦額を変更。

《現在の運用ルールに加え追加される新たな運用ルール》
１）購⼊価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購⼊価格の⽅
が⾼くても、変更後の単価として用いて請負代⾦額を変更することを可と
する。
２）鋼橋上部⼯⼯事特有の商慣⾏により、「実際の購⼊価格」を示せない場
合は、⼯場への搬⼊時期を証明できれば「⼯場へ搬⼊した⽉の物価資料の
単価」を用いて請負代⾦額を変更することを可とする。
３）年度毎に完済部分検査を⾏う複数年に跨がる維持⼯事の場合は、各年度
末に単品スライド条項を適用することも可とする。



関東地方整備局における単品スライド運用マニュアル改定のＷＥＢ説明会

46

・７／１９(火) 単品スライド運用マニュアル改定の本省通知、公表

・８／１(月) １０：００～１１：００ １都８県建設業協会ＷＥＢ説明会①

・８／１(月) １５：００～１６：００ １都８県建設業協会ＷＥＢ説明会② 337社参加

・８／２(火) １０：００～１１：００ １都８県建設業協会ＷＥＢ説明会③

・８／４（木）１０：３０～１１：３０ 日建連、道建協、橋建協、ＰＣ建協へ・・・・ 103社参加

のＷＥＢ説明会

工事請負契約書における請負代金額変更の規定 （スライド条項）

47

（賃⾦⼜は物価の変動に基づく請負代⾦額の変更）
第26条 発注者⼜は受注者は、⼯期内で請負契約締結の⽇から12⽉を経過した後に⽇本国内における賃⾦
⽔準⼜は物価⽔準の変動により請負代⾦額が不適当となったと認めたときは、相⼿⽅に対して請負代⾦
額の変更を請求することができる。

２ 発注者⼜は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残⼯事代⾦額（請負代⾦額から
当該請求時の出来形部分に相応する請負代⾦額を控除した額をいう。以下同じ｡)と変動後残⼯事代⾦額
（変動後の賃⾦⼜は物価を基礎として算出した変動前残⼯事代⾦額に相応する額をいう。以下同じ｡)と
の差額のうち変動前残⼯事代⾦額の1000分の15を超える額につき、請負代⾦額の変更に応じなければ
ならない。

３ 変動前残⼯事代⾦額及び変動後残⼯事代⾦額は、請求のあった⽇を基準とし、単価合意書の記載事項、
物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の⽇から○⽇以内に協議が
整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代⾦額の変更を⾏った後再度⾏うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の⽇」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代⾦額変
更の基準とした⽇」とするものとする。

５ 特別な要因により⼯期内に主要な⼯事材料の⽇本国内における価格に著しい変動を⽣じ、請負代⾦額
が不適当となったときは、発注者⼜は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代⾦額の変更を請求す
ることができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、⼯期内に⽇本国内において急激なインフレーション⼜は
デフレーションを⽣じ、請負代⾦額が著しく不適当となったときは、発注者⼜は受注者は、前各項の規
定にかかわらず、請負代⾦額の変更を請求することができる。

７ 前２項の場合において、請負代⾦額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ
し、協議開始の⽇から14⽇以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知しな
ければならない。ただし、発注者が第１項、第５項⼜は第６項の請求を⾏った⽇⼜は受けた⽇から７⽇
以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することが
できる。

◎⼯事請負契約書

全体
スライド

単品
スライド

インフレ
スライド



工事請負契約書における請負代金額変更の規定 （スライド条項）

48

項 目 全体スライド
（契約書第26条第１項〜第４項）

単品スライド
（契約書第26条第５項）

インフレスライド
（契約書第26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
（⽐較的⼤規模な⻑期⼯事）

すべての⼯事
但し、残⼯期が2ヶ⽉以上ある⼯事

すべての⼯事
但し、残⼯期が2ヶ⽉以上ある⼯事

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
代
⾦
額
の
変
更
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、燃料油類等）

基準⽇以降の残⼯事量に対する資材、
労務単価等

受発注者
の負担

残⼯事費の１．５％ 請負代⾦額の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％
（30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が対象のため、
再スライドの必要がない）

可能

その他
・スライド変更⾦額︓税抜き価格は、万円単位とする。
・受発注者負担 ︓全体・インフレはスライドの都度それぞれ負担分（⾜切額）を考慮したスライド額となる。

単品スライドについては、全体・インフレスライドと重複する場合、負担無し。



国土交通省関東地方整備局建政部

建設産業行政の最近の動き

令和４年度 茨城県建設業協会との意見交換会 整備局資料－２

 建設発生土の搬出先の明確化等について（Ｐ２）

 技術者制度の改正について（Ｐ６）

 建設業許可・経営事項審査の電子申請

受付開始について（Ｐ９）

1



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設発生土の搬出先の明確化等について

2

建設発生土の搬出先の明確化等

盛土をめぐる現状

○静岡県熱海市で⼤⾬に伴って盛⼟が崩落し、⼟⽯流が発⽣
→ 甚大な人的・物的被害（令和３年７⽉）

○盛⼟の総点検において、全国で約３.６万箇所を目視等に
より点検(令和４年３⽉) 廃棄された土石の崩落

軽傷者1名、県道通行止め
廃棄された土石の崩落
死者１名、重傷者1名、
家屋被害1棟

R3.7 静岡県熱海市 Ｈ21.7 広島県東広島市

R3.6 千葉県多古町

死者・行方不明者27名、家屋被害128棟

盛土による災害の防⽌に関する検討会 提⾔（令和３年12⽉24⽇） ＜抜粋＞

○ 建設発⽣⼟について、全ての公共工事発注者に指定
利⽤等※の原則実施を要請

※工事の発注段階で搬出先を指定する等
○ 発注者に対し、契約締結時における適切な処理費⽤
負担や、予期せぬ費用増が⽣じた場合には追加負担
について受注者と適切に協議することを要請

○ 継続的に大規模な建設工事を発注している⺠間発注
者については、指定利⽤等の実施や、それが困難な
場合でも元請業者により適正処理が⾏われることを
確認するよう求める

【基本的考え方】
○危険な盛⼟造成等を規制するための全国⼀律のルー
ル（新たな法制度）を創設し、規制を強化していく
べき。

○新たな法制度の創設と併せ、建設現場から搬出され
る⼟についても搬出先の適正を確保するための方策
を講じることが重要。

○発注者側における取組については、まずは国が率先
して取り組むことはもとより、地⽅公共団体や⺠間
発注者についても、これまで以上に積極的な役割を
果たすことが求められる。

危険な盛土等の発生を防止するための仕組み危険な盛土等の発生を防止するための仕組み 指定利⽤等の徹底による搬出先の明確化等指定利⽤等の徹底による搬出先の明確化等

3



建設発生土

廃棄物 ・・・廃掃法に基づき適正に処理

廃棄物を分別した土

資源有効利用促進法※

に基づき再生資源として利用

指定利⽤等の徹底
○ 全ての公共工事発注者に指定利⽤等の原則実施を要請 ⇒  処分費の積算への計上を徹底
○ 継続的に大規模な建設工事を発注している⺠間工事発注者には、指定利⽤等の実施や、

それが困難な場合でも元請業者により適正処理が⾏われることを確認するよう求める

【指定利⽤等の取組状況】

分
別

建設工事から発生する土

※資源有効利用促進法は、使用済物品や副産物（建設発⽣⼟も対象）の発⽣抑制及び再⽣資源等の利用促進に
関して所要の措置を講じるもの。

廃棄物混じり土建設工事から
発生する土 他工事利用

残土処分場

建設発生土の計画制度の強化
【現⾏制度】資源有効利⽤促進法により元請業者に対し、搬出先(他の工事現場、残⼟
処分場等)等を記載した再⽣資源利用促進計画書の作成・保存を義務付け

○ 計画書の作成対象工事の拡大（⼟砂1,000㎥ →500㎥）、保存期間の延⻑（１年→５年） 、
発注者への報告と建設現場への掲示を義務化（R5.1.1施⾏）

○ 搬出先の新たな法制度の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領書等の確認を義務化（R5.5頃
施⾏予定）

※ 併せて、事業所等への⽴⼊検査等の対象事業者を拡⼤し、チェック機能を強化

他工事利用請負会社 ︓●●株式会社
工事所在地︓●●市●●町●●
建設発⽣⼟︓●●●● ㎥
搬出先 ︓●●工事 ●●● ㎥

●●処分場 ●●● ㎥

計画書

【再生資源利⽤促進計画書】
（イメージ）

国 ︓99％
都道府県︓88％ 政令市︓77％
市区町村(政令市除く)    ︓69％

○ 厳格な盛土許可制 ○ 不法盛⼟の監視強化（許可地一覧の公表・現地掲示）
○ 盛⼟許可違反の建設業者やトラック運送事業者等への処分

新たな法制度等

・・・

※写真はイメージ

建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

4

「資源有効利用法」を知っていますか？（建設会社向けチラシ）

「資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律」では、建設工事の発注者及び受注者に建設副産物の発生抑制と再利用の促進に

努めることを求めています。

○資源有効利用促進法政省令の一部改正がされました。(公布：R４.９.２／施行：R５.１.１※)【 下線部 が改正点 】
○今後、盛土規制法の施行に合わせ、更に資源有効利用促進法省令の改正を予定しています。 ※施行日以降に契約する工事に適用

（１）発注者、事業者の責務（発注者、元請及び下請企業）
原材料の使用の合理化や再生資源の利用に努める
・資源有効利用促進法では発注者及び受注者に対して、原材料の使用の合理化や再生資源の利用に努めることを求めています。

（２）契約の際に実施すること（元請及び下請企業）
指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行う
・元請及び下請企業は、請負契約を締結するに際して、運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めることとなっています。

（３）施工前に実施すること（元請企業）
再生資源利用促進計画・再生資源利用計画の作成等
・元請企業は、一定規模以上※の工事を施工する場合、再生資源利用促進計画及び再生資源利用計画を作成し、発注者へ提出、説明のうえ公衆の見えやすい
場所へ掲示することとなっています。

・また、工事現場において責任者を置くなど管理体制を整備し同計画の事務を適切に行うこととなっています。

（４）竣工後に実施すること（元請企業）
再生資源利用促進計画・再生資源利用計画の実施状況の記録・保存等
・元請企業は、再生資源利用促進計画及び再生資源利用計画の実施状況を把握して記録し、工事完成後５年間(改正前は１年)保存することとなっています。
・また、発注者から請求があったときは、計画の実施状況を発注者に報告することとなっています。

※計画の作成を要する一定規模以上の工事

《再生資源利用促進計画（建設副産物を搬出する際の計画）》

計画を作成しなければならない工事 計画に定める内容

次のような指定副産物を搬出する工事
１．土砂 …… ５００m３以上

（改正前は1,000m３）

２．Co塊
As塊 ……合計２００ｔ以上
建設発生木材

１．指定副産物の種類ごとの搬出量

２．指定副産物の種類ごとの再資源化施
設又は他の工事現場等への搬出量

３．その他、建設副産物に係る再生資源
の利用の促進に関する事項

《再生資源利用計画（再生資材を利用する際の計画）》

計画を作成しなければならない工事 計画に定める内容

次のような建設資材を搬入する工事
１．土砂 ……５００m３ 以上

（改正前は1,000m３）

２．砕石 ……５００ｔ以上
３．加熱アスファルト混合物 ……２００ｔ以上

１．建設資材ごとの利用量
２．利用量のうち再生資源の種類ごとの
利用量

３．その他、再生資源の利用に関する
事項

5

（令和４年９月時点）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

技術者制度の改正について

6

監理技術者等の専任制度に関する見直し方針

7

原則専任

専任不要

請負金額

3500万円
(7000万円)

専任不要上限額の引き上げ

制度見直し

専任不要

現行制度

原則専任
遠隔施工管理等の活用による

兼任制度の新設
4000万円
(8000万円)

1億円
(2億円)

● 専任不要上限額の引き上げ
技術者の専任を求める請負⾦額について、建設工事費デフレーター、消費税率等を踏まえ、基準
額を引き上げ。

● 兼任可能な制度の新設
多様な建設工事においてICTの活用による施工管理の効率化を可能とするため、⼀定規模以下
の工事に関して、兼任可能な制度を新設。

● その他の検討
技術者配置の運用の⾒直し。

( )は建築一式工事の場合



営業所専任技術者と監理技術者等を兼任可能とする条件の方向性

 一定の条件のもと、１現場までに限り専任現場との兼任を可能に。

・営業所と近接
・常時連絡体制

現状

 営業所専任技術者が専任現場（請負⾦額3500万円以上）の監理技術者等を兼任することは認められ
ていない。

 非専任現場については、①近接、②常時連絡体制の２条件のもと兼任可能。

現状

⾒直し案

⾒直し案

Ａ営業所

工事X
（非専任現場）

工事Y
（専任現場）

兼任不可兼任可
・営業所と近接
・常時連絡体制

Ａ営業所

工事X
（非専任現場）

１専任現場まで兼任可兼任可

工事Y
（専任現場）

・１日に巡回可能な範囲
・常時連絡体制
・音声・映像の送受信が

可能な環境 等
※監理技術者の兼任と同様の

条件

B営業所 B営業所

8

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設業許可・経営事項審査の電子申請受付開始について

9



■ 令和５年１⽉以降、建設業許可及び経営事項審査等の電⼦申請受付を順次開始予定
■ 受付開始時期は、⼤⾂許可は令和５年１⽉⼀⻫開始、都道府県知事許可は令和５年１⽉より順次開始予定

※従前通り、紙媒体による申請も受付

■ 令和５年１⽉より受付開始予定
■ 令和５年度中での受付開始を予定
■ 受付開始時期未定

建
設
業
許
可
関
係

許可申請
（新規許可、許可換え、般特許可、業種追加、更新）

変更等の届出

（事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任
技術者、営業所の代表者等）

廃業等の届出

決算報告

許可通知書等の電子送付 ※各行政庁により取扱いは異なります。

経
営
事
項
審
査
関
係

経営事項審査申請（経営規模等評価、総合評定値）

再審査申請（経営規模等評価、総合評定値）

結果通知書等の電子送付 ※各行政庁により取扱いは異なります。

電⼦化の対象となる手続の範囲 都道府県知事許可の電⼦申請受付開始時期

※令和４年９月１日時点

【都道府県数】 計47

兵庫県

京都府

大阪府

福岡県

東京都

※ 各⾏政庁の受付開始時期は、予算要求等の都合により前後する場合がございます

42

1 4

各許可行政庁の建設業許可等電子申請受付開始時期

10



令和３年度　意見要望への対応状況　関東地方整備局

※令和３年度に開催した、日建連、各都県建設業協会、PC建協、橋建協、道建協との意見交換会における、主な要望等に対する対応状況。

大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

発注者
協議会

・市町村へ品確法及び運用指針に基づく入札制度、
工事の施行に係る対応、工期に関する基準、新・全国
統一指標の周知徹底。（日建連、栃木、埼玉、東京、
神奈川）
・自治体等へ週休２日の完全実施に向けた働きかけ。
（日建連、PC建協、栃木、神奈川）

・「関東ブロック発注者協議会 都県分科会、建設分科会」で、改正品確法、改正運用指針、運
用指針の取組について情報共有。
・R1.5.29に開催した「関東ブロック発注者協議会」において、発注者間の協力体制の強化等を
図ることを目的に、新たに各都県の代表首長（市長会長、町村会長）にも参画頂くこととした。
・H30.2に発注者（地公体）へ配信を開始した「発注者ナビ」を継続。
　【13号まで配信（R4.9月末時点）】
・「関東ブロック発注者協議会」において、運用指針で定められた発注関係事務のうち５指標
（全国統一指標）について、R2年度の実施状況をR3.10に公表。

R3新規

働き方改革
担い手確保

試行工事 ・全てのWTO対象工事で発注者指定型による週休２
日の実施。（日建連）
・現場閉所困難工事における入札公告への条件明
示。（日建連）
・「完全週休２日制（土日）モデル工事」の試行を実
施。

・H29.6より、「週休2日試行工事」を開始し、H30年度より全ての本官工事及び一部の分任官工
事で発注者指定方式を実施。
・R1.8より総合評価において、週休２日取組実績を段階的な加点評価に見直し。
・R3年度より、原則全ての工事で発注者指定方式による「現場閉所による週休2日制適用工
事」又は「週休2日交替制モデル工事」を採用。
　【発注者指定方式　R2：135件、R3:544件　受注者希望方式　R2：798件、R3:530件】
・R4年度は、一般土木工事（WTO対象）において、現場の休み（現場閉所）を土日に定める「完
全週休2日制（土日）モデル工事」の試行を実施。

R3新規

R4新規

積　算 ・週休2日制の達成に向けた適切な工事費の設定。
（橋建協、千葉、長野）
・適正な利潤を確保するために実態を踏まえた補正率
の引上げ。（神奈川）

・R2年度より、週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機
械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費の補正係数を見直し。
・R2年度より、受注者希望方式における積算方法を、現場閉所の達成状況に応じた設計変更
から、発注者指定方式と同様に当初予定価格から4週8休を前提とした経費の積算を行う。
・R3年度より、交替制モデル工事については、労務費に加え、現場管理費に対しても補正係数
を適用。

R3新規

工期設定／
工程管理

・適切な工期の設定。（日建連、橋建協、道建協、東
京、山梨、長野、神奈川）
・設定した工期の前提条件の明示。（日建連、橋建
協、道建協）
・工事工程の共同管理の徹底。（日建連、道建協、埼
玉）

・日当たり標準作業量と週休２日を考慮した雨休率を基に、適正な工期を見込むために原則と
して「工期設定支援システム」を活用。
・Ｒ2年度から、工種区分別に準備期間及び後片付け期間の標準値を設定するとともに、維持
工事のように全体工期に影響のない工事を除き、全ての工事において、工事工程クリティカル
パスの共有及びクロスチェックを実施。
・R3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とし、発注時に
工期設定の根拠とした関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続き等の進捗状況を
踏まえた「概略工事工程表の開示」の試行を実施するとともに工事着手前に行う設計審査会に
おいて工事工程の照合（クロスチェック）を行うことを周知徹底。

R3新規

新・担い手
３　法

改正
品確法

運用指針

週休２日

整備局資料-３
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

・発注時期と施工時期の平準化。（橋建協、道建協、
栃木、東京、長野）

・早期発注、国債制度、翌債（繰越）制度及び余裕期間制度を活用し、平準化を推進。
　【余裕期間制度　R2：567件、R3:821件】
・「関東ブロック発注者協議会」において公表した全国統一指標のうち、平準化率については
国、特殊法人、都県、政令市に加え、R1年度より区市町村も含め平準化の目標を設定し公
表。
・平準化の取組のさらなる推進を目的に、1都8県の代表市に対して平準化ヒアリングを実施。

・ＣＣＵＳ義務化モデル工事の対象拡大。（日建連）
・ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事の試行拡大。（東京）
・自主的にCCUSの活用している企業に対する評価の
しくみの検討。（群馬）
・ＣＣＵＳ義務化モデル工事やＣＣＵＳ活用推奨モデル
工事の導入促進。（道建協、PC建協）
・登録料、利用料、機器導入費用を発注者で負担。
（東京、群馬）

・R2年度より原則全ての一般土木工事（WTO対象工事）において発注者指定型による「CCUS
義務化モデル工事」の試行を実施。（R2:11件、R3：23件）
・一般土木工事（Ｃランク）を対象に、建協要望を受けて、「CCUS活用推奨モデル工事」の試行
を実施。（R2:4件、R3：5件を契約）
・群馬県内の一般土木工事（Ｃランク）において、R4.1から「CCUS活用工事（受注者希望方
式）」の試行を実施。
・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、R4.7.1
以降に入札を行う工事から、カードリーダー設置費用、現場利用料を精算変更時に支出実績
に基づいて現場管理費として計上。

R3新規

R4新規

・「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の拡大。
（日建連）

・R1年度より段階的選抜方式の一般土木工事（ＷＴＯ対象）において、「労務費見積り尊重宣
言」促進モデル工事の試行を実施。（R2:7件、R3:16件）

i-Construction

（建設生産性
の向上）

活用工事 ・ICT等の新技術拡大のための基準類の改定。（日建
連、道建協）
・ICT活用促進に向けた新技術活用や後方支援。（PC
建協、橋建協）
・小規模な工事の発注が多い県工事、市町村工事な
どへのICT 施工の普及促進。小規模工事では割高に
なるICT 建機のリース代の支援や、県や市町村工事
の規模に見合う積算基準の作成。

・R7年までの建設現場の生産性２割向上を目指し、全ての建設生産プロセスでＩＣＴや３次元
データ等の活用するための取組を推進。
・H28.4より、３次元データを活用するための15の新基準や積算基準を整備し、ICT活用工事
（土工）を実施。併せて、ICT建機等の活用に必要な費用の計上や工事成績評点で加点評価
を実施。
・R1年度から、産学官共働によるICT施工の技術基準の策定を試行し、基準類の策定、改正を
実施。（R2:10件、R3：11件）
・R3年度に新設された「ICT構造物工（橋台・橋脚）」、「ICT路盤工」、「ICT海上地盤改良工（床
掘工・置換工）」の３工種を含め、１２工種でICT活用工事を推進。
・R4年度、「ICT構造物工（橋梁上部・基礎工）」や中小建設業がICTを活用しやすくなるように
小規模現場（床堀工・小規模土工など）への適用拡大を実施。

R3新規

R4新規

各種支援制
度

・i-Construction技術講習会およびICT舗装の現場見
学会の開催。（道建協）
・ICT普及促進ワーキングにおけるICT技術の活用方
法等の検討状況。（栃木）
・ICT施工の内製化に向け、IT人材の育成や高額なソ
フトウェアの購入助成などの支援策の検討。（群馬、東
京）

・ICT技術講習会の開催を継続。
・R1年度より「関東ICT2520」で掲載しているICT活用工事の好事例へ地公体の情報を追加。
・ICT活用に適用可能な補助金、税制優遇等の最新情報の提供を継続実施。“関東i-
Construction推進協議会”を通して、地公体で開催している講習会情報も公表し、施工者が参
加しやすい環境を構築。
・R1.12より、ICT土工の施工者希望Ⅱ型の工事受注者でICT活用の実績がない企業に対し、
技術支援を行う3Dチャレンジ型（試行）工事の取組を開始。
・R2.12に、関東地整ＩＣＴアドバイザーを創設し課題解決や普及促進にむけた対応を実施。

働き方改革
担い手確保

施工時期の平準化

CCUS

見積尊重宣言

ＩＣＴ活用
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

i-Construction

（建設生産性
の向上）

・プレキャスト工法の標準化。（日建連、PC建協）
・コスト以外の省人化や工期短縮効果を評価する仕組
みの導入。（日建連）
・PRISMの取組みの継続と拡大。（日建連）

・H28.3に生産性向上を進めるための課題及び取組方針や全体最適のための規格の標準化
や設計手法のあり方を検討することを目的に、関係者からなる「コンクリート生産性向上検討協
議会」を設置し、R4.3月末までに 11回開催。
・「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェク
ト」をH30 年度より開始。（R2:技術1 11件、技術2 11件　R3:技術1 18件、技術2 11件　R4:技術
1 15件、技術2 8件）

・BIM/CIM活用工事の大幅な拡大。（日建連、PC建
協）
・R5年度のBIM/CIM原則適用に向けた現状等。（栃
木、埼玉）

ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針、BIM／CIM活用業務実施要領、BIM／CIM活
用工事実施要領に基づき、BIM／CIM活用を実施。
　 【工事 R2:37件、R3:96件　業務R2：73件、R3:125件】
・R3.7.1に社会資本整備や公共サービスの提供というインフラ分野において、国民のニーズを
踏まえてデータとデジタル技術を活用し、建設業や関東地方整備局の文化・風土や働き方（業
務そのものや、組織、プロセス）を変革する「関東地方整備局インフラDX推進本部」を立ち上
げ、インフラ分野への国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現するため、
部局横断的に連携しインフラ分野のＤＸを推進。
・R3.10に策定、公表した各部局のインフラＤＸ取組について、今年度は情報発信を積極的に
行うための広報計画を策定し、インフラ分野のＤＸを推進。

R3新規

R4新規

入　札
契　約

・手続きの負担軽減（手続きの期間短縮や改善、技術
提案の改善、設計成果品の電子開示、専任技術者の
要件緩和など）。（日建連、橋建協、埼玉、千葉、東
京）

・主任（監理）技術者の育成に資する「技術者育成型」を評価項目の一部見直す（H30一部見
直し）とともに、対象工種等の拡大を図り継続。
　【R2:11件、R3:4件】
・若手技術者の育成に資する「若手技術者活用評価型」を継続。
　【R2:222件、R3:170件】
・受発注者双方の事務負担軽減のため、技術提案簡易評価型の拡大
　【技術提案簡易評価型　R2：15件、R3:28件】
・R2.11より、技術提案書を作成するための資料閲覧について、インターネットを活用した閲覧を
実施。
・R3.1より、電子入札システムの容量を3メガから10メガに拡大。

・一括審査方式のさらなる活用の拡大。（日建連、橋建
協）
・設計者と施工者の連携した契約方式の採用。（PC建
協）
・ECI方式のさらなる活用の拡大。（日建連）
・フレームワークモデル工事や公募型指名競争の活
用。（埼玉、神奈川）

・受発注者の事務量等の負担を低減するため、「一括審査方式」、「段階的選抜方式」を継続。
　【一括審査方式　R2：66件（144工事）、R3：67件（143工事）】
　【段階的選抜方式　R2：11件、R3：17件】
・段階的選抜方式については、H30.10より一次選抜者の拡大に向けチャレンジ枠を試行。
・技術提案・交渉方式（ＥＣＩ方式）は工事の仕様の確定が困難な技術的に難しい場合に適用。
具体的には「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」では「発
注者が最適な仕様を設定できない工事」及び「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」に
適用となっている。関東地方整備局としても、工事の特性を踏まえ技術提案・交渉方式（ＥＣＩ方
式）の活用を検討。
・効率的な施工管理、安全管理等による工事品質の向上を図るため、新技術導入促進型（Ⅰ、
Ⅱ）の試行を拡大。
　【Ⅰ型 R2：64件、R3：88件　Ⅱ型 Ｒ2：3件、R3：1件】
・R2.5から実施している「フレームワークモデル工事」及び「公募型指名競争入札」について
は、技術者の事前登録等を求めず、契約後に登録する入札手続きを実施。
　【FWモデル工事　R2：45件、R3：42件　公募型指名競争入札　Ｒ2：126件、R3：294件】
・R4.3に港湾空港工事において、ＥＣＩ方式により発注。 R3新規

ＢＩＭ／ＣＩＭ

入札契約制度

発注方式

規格の標準化
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

設　計
積　算

・現場条件を踏まえた適切な設計積算及び関係者調
整などを整えたうえでの工事発注。（橋建協、道建協、
茨城、埼玉、栃木）
・概算概略発注時における工事着工までの期間をあら
かじめ全体工期に反映した発注。（山梨）
・現場と整合性のある精査された最新の設計図書の提
供。（神奈川）

・工事発注に際し、適正に条件明示を行うなど、円滑に工事着手・施工ができるよう「土木工事
条件明示の手引き（案）」（R1.9改定）を活用。
・設計変更に係る業務の円滑化を図るため、設計変更が可能なケースや手続きを示した「設計
変更ガイドライン」を契約図書の一部として運用。項目別チェックリストとその記載例を集約的に
掲載した「土木工事条件明示の手引き（案）」の一部改定に伴い、「設計変更ガイドライン」を改
定し、R1.9に各事務所へ周知徹底。
・R1.9より、本官工事において、条件明示チェックリストを入札公告時に開示する試行を開始。
・R3年度より、全ての本官工事及び当初予定価格３億円以上の全ての分任官工事を条件明示
チェックリストの開示対象に拡大。

R3新規

労務単価
市場単価

・設計労務単価の増額。（橋建協、道建協、埼玉、千
葉、山梨、神奈川）
・実勢価格を把握される調査回数の増加。（既製杭工）
（茨城）

・労基法改定による有給休暇取得義務化や必要な法定福利費を反映し、R4.3.1から適用の公
共工事設計労務単価について、主要12職種（全国）単純平均で前年度比3.0％、全職種で前
年度比2.5％の引き上げを実施。

R4新規

低入札価格
調査基準

・低入札価格調査基準の引き上げ。（道建協、神奈
川）
・最低制限価格における一般管理費の算定率
（5.5/10）の引き上げ。（埼玉）

・R4.4.1以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の計算式を改定。（一般
管理費等×0.55 ⇒ 一般管理費等×0.68）

R4新規

・適時適切な契約変更。（日建連）
・発注者が作成すべき資料は、受注者の負担を最小
限。（道建協）
・工期延長又は短縮に伴う増加費用は、工期の変更と
連動した積算。（道建協）

・「設計変更ガイドライン」では、設計変更が可能なものの事例を示すとともに設計変更に係わ
る資料の作成についての具体的対応方法を記載。
・工期の延長または短縮に伴い増加する費用については、「工事における工期の延長等に伴う
増加費用の積算方法について」に基づき、適切に受発注者協議。

・熱中症対策への配慮と要した費用の実費精算。（橋
建協）

・H30.7本省通知「工事現場等の安全対策について」により、高温多湿な作業環境下での作業
や熱中症対策において、必要な措置を講じ適正に対処すること、工期の見直しも含め施工期
間等の適正化に努めることについて、各事務所に周知徹底。
・R1.6熱中症対策に資する現場管理費補正の試行を開始。
・R2年度から新型コロナウイルス対策を実施する工事に対しては「熱中症対策に資する現場管
理費の補正の試行」において、真夏日として設定する「日最高気温」を「30度以上」から「28度
以上」に読み替え、新型コロナウイルス感染症対策に伴う熱中症予防対策に対応。

・新型コロナウイルス感染症対策費用の適切な設計変
更。（道建協）

・R2.5.14より、工事現場における新型コロナウイルスの感染拡大防止のために行った措置に要
した費用については、受発注者協議により、感染拡大防止のために必要と認められる対策に
ついては、設計変更の対象とし、請負代金額の変更や工期を延長。

予定価

設計変更

熱中症対策

コロナ対策

事前調整
事前準備
条件明示
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

監督検査 ・工事情報共有システム（ASP）活用による紙書類提出
の削減や電子データと紙書類の二重提出防止の徹
底。（橋建協、道建協）
・提出書類の更なる簡素化と適正化。（日建連、PC建
協、道建協、埼玉、東京、神奈川、山梨）

・H25年度からの工事情報共有システム(ASP)の試行により、提出書類の削減。
・R1.10に各事務所副所長あて、R2.11に各事務所長あて書類簡素化の徹底を通知。巡回現場
会議においても、書類簡素化について各事務所に周知徹底。併せて、R3.3に「三者会議」「設
計変更審査会」において、説明資料は電子データを原則とし、ペーパーレスやweb会議による
開催とすることを通知。
・R3.9に「土木工事電子書類スリム化ガイド」「土木工事電子書類作成マニュアル」を改定し、
「受発注者間で作成書類の役割分担の明確化」、「工事書類の原則電子化」、「周知責任者を
設けて関係者への周知」を行うこととし、工事書類の電子化・スリム化を周知徹底。

R3新規

・ASPの活用徹底、電子検査・オンライン電子納品の
推進。（日建連、PC建協）
・工事検査書類限定型工事の活用推進。（日建連）

・H25年度からの工事情報共有システム(ASP)の試行により、情報共有の効率化。
・本官工事の中間技術検査等において、WEB（teams等）を活用した検査を実施。
　（R2:27件、R3:26件）
・R3年度より、原則全ての工事において工事検査書類限定型工事（検査書類は10種類に限
定）を実施。
・R3.12.1以降に竣工する土木工事において、原則オンライン電子納品とする運用を開始。

R3新規

R3新規

・遠隔臨場の活用推進と環境整備。（日建連、PC建
協、橋建協、道建協）

・R2年度から「建設現場の遠隔臨場に関する試行」を開始。
・R3年度から本官工事及び３億円以上の分任官工事は発注者指定型、その他の全ての工事
についても受注者へ意向を確認し、発注者指定型に指定して試行。
・効果が期待されるもの、新型コロナ感染拡大防止にも寄与するものは発注者指定型とし、試
行に係る費用の全額を発注者が負担。
・R4.6より、全ての工事を対象に試行を実施（1億円以上の工事は原則、発注者指定型)

R3新規

R3新規

R4新規

・中長期的な事業の見通し。（日建連、道建協、PC建
協、橋建協、千葉、山梨、長野）

・R2.10.1より、「入札情報サービス」にて事務所ごとに各事業の中長期的な発注見通しを公表。

・地元企業が参加・受注しやすい「地域防災担い手確
保型」、「自治体実績評価型」、「技術提案チャレンジ
型」、「地域密着工事型」などの発注件数の増。（栃
木、埼玉、千葉、神奈川）
・地元企業が参加しやすい規模での発注。（神奈川）

・“地域精通度”や“地域貢献度”を評価する、「地域密着工事型」を継続。
・災害時の対応を含む地域維持の担い手確保を目的とした「地域防災担い手確保型」を継続。
　【R2:166件、R3:141件】
・担い手の中長期的な育成・確保のため、「自治体実績評価型」を継続。
　【R2：178件、R3:144件】
・地域貢献度の評価項目となっている「災害協定に基づく活動実績」の評価範囲拡大を継続。
・直轄工事に実績がない企業や過去3年間に直轄工事の実績がない企業であっても、技術力
のある企業の競争参加を促す「技術提案チャレンジ型」の評価項目の一部を見直し継続。
　【R2:3件、R3:2件】
・R2年度より施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型において都県・政令市発注工事の成績、表彰を評価
対象。【一般土木、As舗装、維持修繕】
・R4.8より「自治体実績評価型」改め「自治体実績チャレンジ型」とし、地域貢献度の評価を見
直し。

R4新規

・災害活動に係る補償。（栃木、神奈川）
・建設工事標準請負契約約款第30条（不可抗力によ
る損害）の改善。（神奈川、長野）

・災害発生時における応急復旧等に関する災害協定の締結にあたり、出動を要請（契約）した
際には、法定外の労災保険に加入されていることが条件となるよう協定書へ記載することを関
係事務所へ周知。
・事務所で締結した災害協定に基づき協会会員企業へ応急復旧工事等の対応を要請するに
あたり、関係者間で連携を強化して対応にあたるべく、情報共有に関して手順等の運用を定め
た。

R4新規

災害関係

書類の簡素化

監督・検査

遠隔臨場

持続可能な事
業環境の確保

事業展開

地元受注
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項　　目 回　答 備考

■今後も酷暑での作業が続くと考えられることから、「熱中症に資する現場管理費補正の試行」以外に、特別補正や特別歩掛等をご考慮願います。

　国土交通省の直轄工事においては、平成３１年度より近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し工期中の日最高気温の状況に応じて工事
現場の熱中症対策に係る経費として現場管理費の補正する試行を実施しています。
　夏季の過酷な作業環境下では、熱中症等のリスクがあるため、作業時間が十分に確保できず、作業効率が低下しているとの声が聞かれるところで
す。
　そのため、夏季の過酷な作業環境下における作業効率の低下状況の確認を行い、歩掛補正の必要性も含め、本省において昨年度から引き続き猛暑
日における歩掛補正について検討を実施しています。

■特例監理技術者の活用状況や実績についてご教示願います。

　特例監理技術者制度については、令和元年６月の建設業法改正により創設、令和２年１０月から施行され、工事において活用されているところで
す。
　関東地方整備局が発注する工事において、令和３年度までに１９件、今年度においては9月末時点で１９件の工事で活用されている状況です。

■監理技術者補佐を経験した者を、工事完了後の案件において監理技術者と同様に総合評価入札時における加点をしていただく事が、若手技術者や経
験の浅い監理技術者の育成、技術の向上につながると考えますので、ご検討願います。

　総合評価落札方式配置予定技術者の評価項目における「同種工事の工事経験」および「同種工事の工事成績」については、監理技術者や現場代理
人として従事した工事に限らず、監理技術者補佐や担当技術者として従事した工事も加点評価の対象としております。
　自由設定項目の「過去の同種工事の工事経験」については、従事した立場により評価する項目であるため、監理技術者、現場代理人の場合のみを
加点評価の対象としております。
　特例監理技術者制度については、制度ができて間もなく制度を活用した実績も少ないことから、評価項目の加点対象については、今後の制度の実
施状況等を踏まえながら、必要に応じて見直しを検討してまいります。

■難工事指定の工事を毎年必ず受注するとは限らないことから、企業の評価対象期間の適用拡大についてご検討願います。

　「難工事施工実績」及び「難工事功労表彰」の評価については、マネジメント特性が厳しい工事等を難工事と指定して、その工事を一定以上の成
績で完成させた場合に与えるインセンティブです。
　総合評価落札方式の評価項目における「難工事施工実績」及び「難工事功労表彰」については、従来、評価対象期間を１年間としておりました
が、配置予定技術者については、専任制の関係によって加点評価を受けられる機会が限られることから、難工事に従事した技術者へのインセンティ
ブを付与するため、令和４年度より、評価対象に現場代理人を追加するとともに、評価期間を技術者の表彰実績の評価と同様の４年間に変更しまし
た。
　企業については、現時点においては、現状の評価期間でも加点評価を受けられる機会が十分得られているものと認識しております。
　「難工事施工実績」及び「難工事功労表彰」の評価を継続的に加点評価受けられるよう、引き続き難工事指定の工事にチャレンジしていただきた
いです。
　企業における、「難工事施工実績」及び「難工事功労表彰」の評価対象期間については、今後の総合評価落札方式の実施状況等を踏まえながら、
必要に応じて見直しを検討してまいります。

　　　　令和４年度（一社）茨城県建設業協会との意見交換会　回答    

 １．酷暑期における歩
掛改正及び標準作業量
の補正について

２．特例監理技術者に
ついて

３．総合評価落札方式
における難工事施工実
績、難工事功労表彰の
評価について

整備局資料－４

1



項　　目 回　答 備考
■請負者の経営安定のため、単品スライドにおける1％ルールの撤廃または条件緩和など、柔軟にご対応いただけるようご検討願います。
■スライド条項に基づく適用を受ける場合の手続きが煩雑であることから、手続きの簡素化についても併せてご検討願います。
■適用対象が「残工期が2ヶ月以上ある工事」となっているため、申請時期によっては適用対象外となる場合もあることから、弾力的な運用をお願いし
ます。
　単品スライド条項の運用マニュアルは令和4年7月19日に改定されたところです。
  単品スライドの変更額は品目毎に請負代金額の1.0％を受注者負担としています。
　スライド条項は増額だけでなく減額の場合にも適用されるため、受発注者間の双方の事務負担も考慮し、今回のマニュアル改定でも、従来のこの
受注者負担１％について変更はしておりません。
　単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとする
ものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となります。
　このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明
する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要となりますので、ご協力をお願いしま
す。
　単品スライド条項の請求は工期内で必要な協議機関及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の２ケ月前までを原則としていま
す。
　単品スライド条項の請求日は受発注者間で適切な協議や手続き期間を確保できれば弾力的な運用も可能と考えていますのであらかじめ個別に担当
事務所とよく調整をお願いします。
　また、関東地方整備局においては８月に単品スライド条項の運用マニュアルの業界団体へのＷＥＢ説明会も開催したところです。
　事務所へは受注者から相談、協議の状況は所内で共有するとともに、整備局でも当該状況を把握し、不明点は本局へ相談し丁寧に対応するように
周知しているところです。
　なお、制度に係る質問等は本局企画部技術管理課へ問い合わせください。

　　　　令和４年度（一社）茨城建設業協会との意見交換会　回答    

４．スライド条項につ
いて

2



令和４年度 茨城県建設業協会との意見交換会

参考資料



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



令和４年度 関東地方整備局との意見交換会 

                発言者：梅原土木委員長 

提案議題① 

酷暑期における歩掛改正及び標準作業量の補正について 

提案主旨 

 近年、気候変動により、夏期における作業環境は酷暑が恒常化しており、熱

中症警戒アラートなどによる注意喚起の中での作業を強いられております。 

そうした中、関東地方整備局におかれましては、「熱中症対策に資する現場

管理費補正の試行」により、熱中症対策にご理解をいただき感謝申し上げます。 

しかしながら、酷暑期は平常時より休憩時間の確保増大に努めていることか

ら、施工サイクルタイムが不効率化し、作業日当り標準作業量にも影響を与え

ております。そして、日中の作業時間減少を補うために、早朝や夜間の時間帯

での作業により労務費等が加算される事も専門業者との契約時に話題となっ

ております。 

今後も酷暑での作業が続くと考えられることから、「熱中症に資する現場管

理費補正の試行」以外に、特別補正や特別歩掛等をご考慮願います。 

ご見解を伺います。 

一般社団法人 茨城県建設業協会 



令和４年度 関東地方整備局との意見交換会 

発言者：鶴田経営企画委員長 

提案議題② 

特例監理技術者について 

提案主旨 

 令和元年 6 月 12 日に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、監理技

術者の選任の緩和、主任技術者の配置義務の見直しなど、工事現場の技術者に

関する規制が合理化されました。 

上記を踏まえ、国土交通省では、監理技術者制度の的確な運用の徹底を図る

ため、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました。（令和 2 年 9 月 30

日付） 

この改正に伴う特例監理技術者の活用状況や実績についてご教示願います。 

また、監理技術者補佐を経験した者を、工事完了後の案件において監理技術

者と同様に総合評価入札時における加点をしていただく事が、若手技術者や経

験の浅い監理技術者の育成、技術の向上につながると考えますので、ご検討願

います。 

一般社団法人 茨城県建設業協会 



令和４年度 関東地方整備局との意見交換会 

発言者：鶴田経営企画委員長 

提案議題③ 

総合評価落札方式における難工事施工実績、 

難工事功労表彰等の評価について 

提案主旨 

 令和４年度版「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライ

ン」により、配置予定技術者の技術力における評価項目である「難工事施工実

績」、「難工事功労表彰等」について、対象が主任（監理）技術者のほか、現場

代理人も追加され、期間が審査基準日の月以前の 1 年間から 4 年間に適用拡大

されたところです。 

一方、企業の技術力における評価項目である「難工事施工実績」、「難工事功

労表彰等」の評価対象期間は 1 年間のままとなっております。 

難工事指定の工事を毎年必ず受注するとは限らないことから、企業の評価対

象期間の適用拡大についてご検討願います。 

一般社団法人 茨城県建設業協会 



令和４年度 関東地方整備局との意見交換会 

発言者：高橋人財開発委員長 

提案議題④ 

スライド条項について 

提案主旨 

 国土交通省におかれましては、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、特

定の工事材料の価格が高騰した場合に、請負代金の変更が出来るよう、「単品

スライド条項」の運用について改定いただき感謝申し上げます。 

しかしながら、現行の単品スライドは、算出した金額から対象工事費の 1％

を控除した額が増額対象の変更金額となっており、この 1％相当額の企業負担

が利益率の低下や単品スライド適用の断念につながる要因となっております。 

つきましては、請負者の経営安定のため、単品スライドにおける 1％ルール

の撤廃または条件緩和など、柔軟にご対応いただけるようご検討願います。 

また、スライド条項に基づく適用を受ける場合の手続きが煩雑であることか

ら、手続きの簡素化についても併せてご検討願います。 

さらに、適用対象が「残工期が 2 ヶ月以上ある工事」となっているため、申

請時期によっては適用対象外となる場合もあることから、弾力的な運用をお願

いします。 

一般社団法人 茨城県建設業協会 



令和４年度 関東地方整備局との意見交換会 

発言者：梅原土木委員長 

提案議題【フリー】 

盛土規制法の運用について 

提案主旨 

 静岡県熱海市での大規模土石流災害が昨年 7月に起きたことを受け、国は「盛

土規制法」を制定し、来年春ごろには施行する予定と聞いております。 

 この中では、工事現場内外での一時的な仮盛土も規制の対象になるというこ

とで、盛土高さや勾配の規制、保安帯幅の確保、排水溝や境界柵の設置など具

体の技術的基準が検討されているようです。 

 法の趣旨にはもちろん賛同いたしますが、政令等による極端な規制は受発注

者双方に対する手続きや費用面で過度な負担を求め、結果として工期が伸びた

り費用負担が増大したりするなど、建設工事の円滑な施工が妨げられてしまう

のではないかと危惧しております。 

 つきましては、この検討内容と今後の見通しについてご教授ください。 

一般社団法人 茨城県建設業協会 



一般社団法人 茨城県建設業協会

～ふるさと茨城の安全安心を守るために～

活動状況紹介
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協会の概要

3

 2019年９月12日発足

 目的：県内の建設業界で働く者同士のネットワークを構築し、女性活躍の広報活動現場見学会、

勉強会、他の女性の会との情報交換などを行い、女性技術者などの活躍を支援する

 会員数：131人（2022年10月現在）

 主な活動：２つのグループ（スキルアップ・マーケティング）

を中心に、女性技術者の活躍している現場見学会や発注者

との意見交換などを行っている。なお、会員の従事する現場へ

設置する横断幕なども製作。広報活動にも力を入れている

 1993年6月21日発足

 目的：建設業に従事する次世代を担う経営者が

魅力ある建設業の創造と地域の発展に寄与する

 会員数：128人（2022年10月現在）

 主な活動：3つの委員会（総務・地域貢献活動・

社会コミュニケーション）を中心に、国や県など発注機関との

意見交換や現場見学・実習、建設フェスタ、砂場クリーン

作戦などを実施している

建設未来協議会

建女ひばり会

⇦ 現場に掲出する横断幕

ヘルメットなどに貼るステッカーも配布⇨

会員数547社（2022年10月現在）



台風15号 災害対応

国土交通省関東地方整備局から災害協定に基づく支援要請を受け、台風15号により甚大な被害を受けた千葉
県の3市町（館山市、鋸南町、南房総市）に対し2019年9月15日及び16日の2日間にかけて災害支援物資を届
けた。また、翌週9月24日から28日の5日間においては被災した家屋の屋根へのブルーシートの設置等の災害
支援のため、鴨川市に対し作業員延べ85名の災害派遣を行った。

〇家屋修復作業内容

9月24日(火)～28日(土)

支援先：鴨川市

・家屋屋根へのブルーシート設置等の応急処置

・屋根材・倒木等の撤去作業

→ 家屋修復件数：20棟

4

〇支援物資内容

9月15日(日) 支援先：館山市

9月16日(月) 支援先：鋸南町、南房総市

合せて、ブルーシート 3,071枚

土のう袋 27,120枚

ロープ 17,950m



5

那珂川・久慈川令和元年台風19号対応
被災状況

被災状況

【那珂川】

【久慈川】

国管理区間3箇所・県管理区間2箇所の決壊
被害家屋2071棟、浸水面積約3300㏊

国管理区間3箇所・県管理区間3箇所の決壊
被害家屋1325棟、浸水面積約1500㏊

凡例
堤防決壊箇所（国）

堤防決壊箇所（県）

凡例
堤防決壊箇所（国）

堤防決壊箇所（県）

復旧工事の様子

復旧工事の様子

2019年10月12日～に記録的な大雨となり、久慈川・那珂川流域の広範囲で浸水被害
が発生。本会会員が昼夜を問わず緊急復旧工事を実施し、いずれも20日程度で復旧した。



令和元年度台風19号 その他活動

災害ごみ収集・運搬ボランティア活動
2019年10月20日(日)～26日(土)までの7日間、浸水による被害が大きかった常
陸太田市、常陸大宮市、大子町に、被害が少なかった県内他地域の支部会員延
べ261名が集結し、災害ごみの収集・運搬等の作業を行った。被災地の支部会
員の参加者も合わせると合計延べ約400名にもなった。

ドローンによる調査協力
2019年10月13日(日)～15日(火)、茨城県からの要請に
より、河川の氾濫による浸水被害のあった大子町、水
戸市、城里町、常陸大宮市において当協会所有のド
ローンにより空撮を行い、被害状況の調査を実施した。

6

大子町でのボランティア活動の様子が2019年10月26日(土)、
NHKおはよう日本「台風19号から2週間“頼もしい専門家”
支援に」で放送されました。
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鳥インフルエンザ防疫業務

2021年2月2日、茨城県より「特定家畜伝染病発生時の防疫業務に関する協定」に基づく支援要請を受け、同
日から協会員を派遣。2月12日までの11日間において延べ1885人を動員し、昼夜問わず3交代で城里町の養鶏
場における防疫業務や、県内のごみ処理施設での焼却処分に従事した。

大桂グラウンド（本部）
集合・受付・解散

大桂グラウンド（テント）
防護服準備・休憩

養鶏場
防疫業務

2021年2月2日～
茨城県より要請・対策検討・派遣開始

2021年2月12日
派遣終了

11日間 延べ1885人動員
ごみ処理施設
搬入・投げ入れ

防疫業務3交代
※休憩含む

①08：00～17：00
②16：00～25：00
③24：00～09：00



豚コレラ防疫業務

8

県内の農場にて豚熱が発生し、「特定家畜伝染病発生時の防疫業務に関する協定」に基づく支援要請を受け、
協会員を派遣。
蔓延措置完了を目指し埋却や農場サポート拠点の設営に従事した。

２０２１年１２月２５日～２６日

場所：県内の農場(行方、鉾田、石岡、竜ケ崎、結城)
参加人数：４５人
作業内容：重機を使用した埋却作業

２０２２年４月１３日～１４日

場所：石岡市の農場
参加人数：２３人
作業内容：重機を使用した埋却作業

２０２２年４月１５日、２１日

場所：城里町の農場
参加人数：４人
作業内容：農場内の敷鉄板の敷込み、および撤退



ICT関連講習会

 茨城県土木部などと合同で「ICT施工技
術に係る現場体験会」を昨年度に３カ所
（常総・筑西・太田）で開催。ICTのは
じめの一歩となる3D施工データ作成体験
や3次元データを活用するレザースキャ
ナー・UAVによる実地体験を行った。21
年度はオンラインセミナーを開催した。

ドローン講習
 i-Constructionの全工程を学べるよう、

３セッション（①i-Construction概要、
②起工測量と３次元モデル設計、③ICT
施工と出来形管理）を５日間で学習す
る。会場には日立建機ICTデモサイトなど
を使用した。
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i-Construction推進
建設産業の生産性向上を図るため、ICT施工の普及に向けて国や
県などが実施する各種支援方策に参画しているほか、会員企業
がICTの円滑な導入を図れるよう、各種ICT関連の講習会・研修
会を開催。 ICT土工研修会・現場体験会 基礎知識・操作技能取得

A

i-construction推進のための建設企業向け
に、国土交通省航空局への飛行許可申請に必
要な飛行訓練を実施
□ 対象 ：基礎知識・操作技能習得希望者、

技能認証資格受験を検討している方
□ 概要 ：必要知識・操縦基本技術・撮影基本技
術・メンテナンス・安全技能証明試験(Bｺｰｽ試験)対策

茨城県地域建設産業ICT活用普及促進会議

国土交通省航空局への飛行許可申請時
における提出書類を簡素化することが可
能となる民間資格の取得
□ 対象 ：基礎知識を有し、10時間以上の
飛行経験者
□ 概要 ：必要知識・操縦基本技術に関する
学科試験、実技試験、UAV測量基礎知識

無人航空機操縦士育成講習

無人航空機安全技能証明試験 B

3D施工データ作成体験・実践

 県内における様々な建設現場において、前例にとらわれず新たな技
術活用や手法等にチャレンジし、ICT活用を普及促進すつため、発注
者（茨城県）・受注者（本会）・建機メーカー・測量機器メーカー
等が一体となって課題解決に取り組むための会議を発足。

 2021年度に３回の会議が開かれ、ICT活用促進工事（簡単活用
型）などについて話し合った。

無人航空機写真測量実技研修 C

国土交通省航空局への飛行許可申請時におけ
る提出書類を簡素化することが可能となる民間
資格の取得
□ 対象 ：無人航空機安全技能証明資格保有者
□ 概要 ：UAV撮影計画・実習、点群データ作成実
習、点群データ編集、データ共有方法例など



働き方改革に向けた取り組み

県内公共工事一斉休工日

2019年度（令和元年度）より、希望と魅力があり、若者に選ばれる建設業の実現に向

け、会員企業が受注している県内すべての公共工事を一斉に休む「県内公共工事一斉休

工日」を設定。

令和元年度は毎月第2土曜日を一斉休工に設定し、完全週休二日制の実現を目指し、

年々休工日を追加。令和4年度は第1・2・3・4土曜日が対象。

カレンダーやポスターを作成し、休工日の周知と共に建設業のイメージの上昇を図った。
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【2022年度】
「県内公共工事一斉休工日」４年目となる2022年度
は毎月第１・第2・第3・第4土曜日を「県内公共工事
一斉休工日」に設定。

2018年度

2021年度

2020年度

2019年度



担い手確保に向けた取り組み
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建設フェスタ

資産計画

の開始

親子見学会

ベータ版の登録が一般公開

体験学習

最初の

サブスクライバー

現場見学会

インターンシップ

広告キャンペーン

の開始

合同企業説明会

就職応援サイト

MVC を

すべての市場で開始

未就学児 小学生 中学生 高校生・大学生・専門学校生等



担い手確保に向けた取り組み①

建設フェスタ
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３年振り27回目の建設フェスタ開催！

▲バッテリー駆動の重機や双腕機などこれまでには無かった展示も

 次世代を担う子どもとその保護者等に向けて、生活・社会基盤の整備を担う建設産業の
魅力を楽しく、正しく理解してもらうことを目的に1994年から2019年まで26回連続で開
催。国内最大級の建設関連イベントとなっている。

新型コロナウイルス感染症の影響による2年間の中止を
経て、2022年10月8日に3年振りの建設フェスタを開催。
晴天に恵まれ1万5000人が来場した。

▲シミュレーターで操縦を体験 ▼建設業体験リレーや丸太切りの型イベントも大人気



担い手確保に向けた取り組み②

夏休み建設業親子見学会
 建設産業の魅力を正しく理解してもらう事を目的に2018年度より

実施。県内在住の小学生とその保護者を対象。20組40名の枠に
200組を超える応募がある人気イベントとなっている。

 2019年は、県内の現場見学、コマツ茨城工場見学、ミニ消波ブ
ロック製作体験を行った。2022年は那珂川緊急治水対策プロジェ
クトの現場で近隣の小学6年生とその保護者を対象に実施した。

体験学習
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 CCI活動の一環として、建設業への親近感を深め、職業選択の糧となる
よう、普段利用する学校施設の建設作業体験を実施している。2021年
は日立市の助川中学校で実施。本年度は境第一中学校で実施する。

 また小学校や中学校へ出向いて、重機や測量機器の体験学習も行って
いる。2021年は常陸大宮市立第二中学校実施。本年は常陸太田市
立水府中学校で実施する。



担い手確保に向けた取り組み③

建設現場見学会 建設現場インターンシップ
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 若年労働者入職促進事業の一環として、県内の高校生・専門学
生・大学生を対象に県内建設現場見学会を実施。

 2021年度は、高校9校、専門学校2校より401名の学生が参加
した。

 事業所での実体験を通じて、学生に建設事業への理解を深めても
らうとともに、初級技術者となるための資質の向上を図る。

 2021年度は、水戸農業高校や下舘工業高校、筑波研究学園
専門学校などから100名の学生が、延べ32社の企業で仕事として
の建設業を体験した。



担い手確保に向けた取り組み④

建設業合同企業説明会

 本会会員企業の求人情報やインターンシップ受入れ情報を掲載
するＷｅｂサイト「いばらき建設業就職応援サイト」を新たに開
設し、2020年5月30日より運用を開始。

 求職者や就職を予定する学生などと会員企業とをつなぐ懸け橋
となれるよう、会員企業情報を県内外へ幅広く発信している。掲
載企業一覧はもとより、地域や職種、新卒・中途採用区分など
の条件検索により、希望に沿った企業情報を提供することが可能。

 インターンシップ受入れ情報や企業情報を掲載することで、より幅
広い層へ訴求していく。

いばらき建設業就職応援サイト
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 県内で活躍する建設企業を知ってもらうとともに、建設業への理解
を深めてもらうことにより、県内建設企業への就職促進を目的とし、
2017年度より開催。

 2019年度は茨城県武道館（水戸市）において、県内の建設企
業54社がブースを設置。高校2年生と保護者を対象に合同企業
説明会を、大学生や短大生、専門学校生、一般人を対象に業界
研究セミナーを行った。



担い手確保に向けた取り組み⑤

いばらきダイバーシティ宣言

 2021年7月に県内6会場にて「建女ひばり会」の会員交流会
を開催。自己紹介に始まり、活動報告やそれぞれの立場におけ
る仕事上の悩みなどを話し合い懇親を深めた。

若者・女性活躍に向けた活動
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 茨城県が推進する、年齢や性別、国籍等にかかわりなく、個々の能
力を発揮でき、多様性が受容されるダイバーシティ社会の実現に向
け、県内の経済団体、業界団体等と共に「いばらきダイバーシティ宣
言」を行った。

いばらきダイバーシティ宣言

急速な人口減少社会の進展や少子高齢化、経済・社会のグローバル化の進行など、
社会情勢は大きく変化しております。
このような中、活力があり、持続可能な地域社会をつくるためには、多様な人材

の活用により、ニーズの変化や急激な環境の変化などのリスクへの対応力を高める
ことが重要であると考えます。
その実現のためには、年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的思考・性自認等に

かかわりなく、一人ひとりが尊重され、だれもが個々の能力を発揮できる社会、多
様性が受容されるダイバーシティ社会の実現が求められています。

私たちは、ダイバーシティ社会の実現に向けて次のことに取り組むことをここに
宣言します。

〇一人ひとりの個性を尊重し、誰もが個々の能力を発揮し、活躍できる環境
整備を進めます。

〇公共工事における一斉休工日の設定や建設現場におけるICT活用など、働き
方改革や生産性向上に取り組み、多様な人材の入職促進に努めます。
〇女性部会「建女ひばり会」の活動を促進し、女性が入職、活躍できる建設
産業づくりに取り組みます。

令和3年7月2日
一般社団法人茨城県建設業協会

会長 石津 健光

建女ひばり会 会員交流会

建設業の未来を考える対談

 本会会長と建設未来協議
会長、建女ひばり会長が、
「建設業の未来を考える」
をテーマに対談し、茨城新
聞紙上に特集記事として
掲載。この記事は、茨城新
聞広告賞を受賞しました。



イメージアップに向けた取り組み①

いばらき「建設フォトコンテスト」
 テーマに沿った写真の撮影、コンテストへの応募、入選作品の鑑賞

等を通じて、地域建設業と地域インフラ整備の重要性に対する一
般の理解を深めるため、2019年から開始。

 募集テーマは2部門6テーマ。

 Ａ．建設のある茨城の風景（①地域を支えるインフラ②地域に溶
け込む「建設」③重機の魅力）

 Ｂ．人と建「建設」とのふれあい）設のつながり（①工事現場の人
たち②「建設」とくらし③

 2021年は438件の応募があり、最優秀賞、特選、準特選、Ｕ22
特別賞、入選の計44作品が入賞。2022年分は9月末日まで募
集し、今後受賞作品を決定する。年末には県内のショッピングモール
で小中学生の図画作品とともに展示会を行う計画。

協会カレンダー
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建設フェスタ2019において写真展を行うとともに、表彰式を執り行った

A部門 「アーバンリニューアル」 B部門 「富士を背に」

2021最優秀作品

・フォトコンテストの入賞作品と建設雇用
改善に関する標語を取り入れた協会のカ
レンダーを作成。
・会をあげて取り組んでいる「県内公共工
事一斉休工日」の実施日が一目で分か
る仕様とした。
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イメージアップに向けた取り組み②

いばらき建設図鑑
本会は、建設事業推進連絡会議(CCI茨城）と共同で、

ビジュアルブック『いばらき建設図鑑』を制作し、県内の学校や
図書館などに約8200冊を寄贈。
2021年12月23日には、小泉元伸茨城県教育長のもとを

訪れ、目録を贈呈した。

いばらきの建設「いま」と「これから」、ヘリテイジ巡礼、建設機械進化論、
建設人図鑑、つくってみよう折り紙建築inいばらきの5つのコンテンツを用意。
次世代を担う子供たちと保護者に地域インフラや建設産業の魅力を伝え、
身近に感じてもらうため、茨城の歴史と風景、ランドマークを取り入れた。
また、親しみやすい中にもリアルさを追求したイラストを採用し、
小中学生でもアプローチしやすい紙面構成とした。
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