
（一社）山梨県建設業協会との意見交換会 

 
日 時：令和４年１０月２８日（金）１５：００～１６：３０ 

場 所：ベルクラシック甲府 ３階 エリザベート 

 

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 

  ○ 山梨県 県土整備部長 

  ○ （一社）山梨県建設業協会長 

 

 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）山梨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等 

 

 ５．意 見 交 換 

  ◇ （一社）山梨県建設業協会 提案テーマ 

１）公共事業予算の確保について 

２）担い手確保に向けたＤＸの推進について 

３）治水の安全性向上について 

４）効果的な道路事業の推進について 

５）円滑な工事発注について 

６）地域に精通した地方建設企業が参入できる入札制度の推進について 

  ◇ 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 
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令和４年度　（一社）山梨県建設業協会との意見交換会（進行表）
令和４年１０月２８日（金）１５：００～１６：３０　於：ベルクラシック甲府　３階　エリザベート

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

山梨県 山梨県　飯野県土整備部長

一般社団法人　山梨県建設業協会 協会　浅野会長

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

《情報提供》

15:17 ～ 15:25 (8分) 関東地方整備局の取組

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

15:25 ～ 15:35 (10分) （一社）山梨県建設業協会 協会資料－１

《前年度意見要望への対応状況等》

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 ～ 16:16 (40分)

　〔自由討議〕

16:16 ～ 16:25 (9分) 自由討議 （質疑：適宜発言）

《閉会》

16:25 ～ 16:30 (5分) 閉会 関東地整　田中副局長

協会資料－２

整備局資料－４

時　間 内　　容

（一社）山梨県建設業協会の活動状況

１）公共事業予算の確保について
２）担い手確保に向けたＤＸの推進について
３）治水の安全性向上について
４）効果的な道路事業の推進について
５）円滑な工事発注について
６）地域に精通した地方建設企業が参入できる入札制度の推進について

協会提案説明：
　  　　１）佐々木建設部会長
　　　　２）神宮司国土交通委員
　　　　３）湯沢国土交通委員
　　　　４）井上国土交通副委員長
　　　　５）中村建設副部会長
　　　　６）谷内国土交通委員
 回答：１）企画部　後閑技術管理課長
回答：２）企画部　後閑技術管理課長
回答：２）山梨県　秋山技監
回答：３）甲府河川国道事務所　留守事務所長
回答：４）甲府河川国道事務所　留守事務所長
回答：４）山梨県　秋山技監
回答：５）甲府河川国道事務所　留守事務所長
回答：６）企画部　荒井技術調査課長



令和４年度 山梨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２８日

整備局資料－１

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．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

17,120
17,604

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

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】
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6

山梨県の当初予算

7



山梨県内の主要事業

8

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

山梨県内における令和４年度上半期の不調・不落率

17.8% 16.9%

2.8%

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

１０件／５９件

１件／３６件

（契約件数：４９件）

（契約件数：３５件）

１６件／９０件
（契約件数：７４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）
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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
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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】

15
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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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【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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【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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群馬県
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市町村
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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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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＞

21



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＞
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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
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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

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

23



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%

29



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）

32

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）

34

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
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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 山梨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）
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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

①国の補正予算の早期編成による公共事業費の確保と山梨県への充分な配分をお願いしたい。
②令和5年度当初予算については、補正予算に依存しなくてもよいように、対前年度比で大幅に増額した予算の確保をしていただきたい。

　本年８月末に国土交通省の２０２３年度（令和５年度）予算の概算要求が公表され、公共事業関係費として、６兆２，４４３億円（対前年度
比１．１９）を要求しております。
　なお、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の推進や「資材価格の高騰等を踏まえた公共事業等の実施」に係る所要の経費
については、「事項要求」を行い予算編成の過程において検討することとなっております。
　また、中長期的な見通しの下、必要かつ十分な公共事業予算の安定的・持続的な確保を図り、公共事業を効率的かつ円滑に実施するよう努め
てまいります。

①中小規模の現場でも導入可能な新技術の開発
②地方建設会社の技術者を対象とした新技術の習得の場の確保

  関東地方整備局においては、ICT施工の中小建設業への普及拡大に向けて、実践的な手引き「小規模工事ICT施工活用の手引き（案）」を本年
３月に作成し公表しました。
ICT施工の分野では中小規模の現場で導入可能な様々な技術が開発されているところであり、この手引き等によりニーズを発信することで民間の
技術開発を導いていきたいと思っております。
  令和３年度に関東DX・i-Construction人材育成センターを関東技術事務所に開設し民間技術者向けのICT施工の講習会等の研修も実施していま
す。
  また、経験・技術・ノウハウを持つICTアドバイザーやICT施工トップランナーによる誰でも参加できるＷＥＢセミナーも開催していますので
ぜひご活用下さい。

  山梨県では、主にICT施工の活用・普及に向けた支援として、ICT施工技術に関する講習会を開催しており、昨年度は３回の開催で７７社９５
名の参加を頂きました。
 また、本年度は県内の多くの現場で工事に携わる技術者向けにICT施工技術を習得して頂く機会の確保や技術を導入し易い環境整備を促す目的
で、県内の４地域で小規模工事におけるICT施工技術に関する講習会を開催するなど、これまでに講習会を７回開催し、８９社１３０名の参加を
頂いているところです。

■山梨県内の治水における堤防補強対策の促進について早期の実施をお願いいたします。

　富士川水系の治水対策については、直轄区間では（H18に策定された）富士川河川整備計画に基づき、昭和５７年洪水等、戦後最大規模の洪水
を目標に、上下流バランス等を考慮しながら進めてきており、現在は富士川中流部の堤防整備や出水により河岸が侵食された箇所における護岸
整備を順次実施しております。
　一方、気候変動等により、頻発・激甚化する水災害に対しては、施設では防ぎ切れない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で洪
水に備えるため、ハード、ソフト対策一体となった減災の取組を国・県・市町と協働して実施していく「富士川水系流域治水プロジェクト」を
令和３年３月に公表し、進めているところです。
　また、気候変動による降雨量の増加などを考慮した治水計画の見直しに関する全国の動向を踏まえ、富士川水系においても令和２年１０月に
「富士川水系河川整備計画フォローアップ委員会」を設立し、気候変動の影響を反映した治水計画の見直しに向けた検討を進めてまいります。
　今後とも、水害から国民の生命財産を守るため、最近の激甚化する降雨の状況、施設の健全度等の維持管理を踏まえながら、県とも連携し、
防災・減災対策に取り組んでまいります。

　　　　令和４年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    

 １．公共事業予算の確
保について

３．治水の安全性向上
について

２．担い手確保に向け
たDXの推進について

整備局資料－４
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項　　目 回　答 備考
①中部横断自動車道・長坂～八千穂間の整備計画区間への早期格上げと双葉ＪＣＴから新清水ＪＣＴ間の４車線化。
　中部横断自動車道・長坂～八千穂間については令和元年８月に環境影響評価方法書を公表し、山梨県及び長野県において、都市計画及び環境
影響評価の手続きを進めているところです。
　国土交通省としては、中部横断自動車道のミッシングリンクの解消に向け、引き続き関係自治体と連携し、事業の必要性に対する地域の理解
が得られるよう取り組むと共に、両県が行うこれら手続きが円滑に進むよう、必要な協力を行ってまいります。
　令和元年9月10日に策定された「高速道路における安全・安心基本計画」において、暫定2車線区間の課題の大きさについて評価を行い、双葉
JCT～白根IC間が暫定２車線区間の4車線化優先整備区間として位置付けられています。
　優先整備区間については概ね10年から15年程度で4車線化を目指すとされ、選定した優先整備区間の中から順次事業に着手している状況です。
　なお、評価に使用したデータについて、3～5年を目処に更新するなど隣接するネットワークの整備状況や交通状況を随時把握し、評価を見直
した上で、優先整備区間の見直しを定期的に行うこととなっております。

②新山梨環状道路・北部区間 石和町広瀬-甲府市桜井町間（２㎞）及び甲斐市牛句～甲斐市宇津谷間の早期工事着工、甲府市桜井町～甲斐市牛句
間の早期事業化と山梨県が整備を進めている新山梨環状道路・東部区間を早期に完成させるために必要な予算の確保。

　新山梨環状道路の北部区間のうち、石和町広瀬から甲府市桜井の区間については、今年度に用地買収に着手する予定です。甲斐市牛句から甲
斐市宇津谷の区間では、環境調査や保全対策を実施しながら設計及び関係機関協議を順次進めてまいります。
　甲府市桜井から甲斐市牛句の区間は、事業中区間の進捗状況や周辺の交通状況を踏まえ、検討してまいります。

　新山梨環状道路の東部区間は、平成２６年度までに全線事業化され、現在、甲府市西下条の国道３５８号から落合町で県道甲府精進湖線に接
続する１期工区約１．６ｋｍでは、来る１１月１９日（土）午後４時の供用開始を予定し、工事は供用に向け、区画線工などの仕上げを行って
います。
　その先、笛吹市石和町広瀬の国道２０号までの２期工区においては、用地取得や、工程的に時間を要する橋梁工事などの整備を進めていると
ころです。
　一方、北部区間につきましては、９月県議会の答弁において、全線の早期整備を図るため、有料道路制度の下で事業化を求めていく方針を示
したところであります。
　県としましても、この道路の整備効果が一日も早く発現されるよう、今年の春と秋に「令和５年度国土強靱化に向けた社会資本整備予算の確
保に関する提案・要望」を行うなど機会を捉えて国への要望を行っておりますが、引き続き県関係国会議員や関係省庁へ要望し、必要な予算確
保に努めてまいります。

■工事を設計する際は、現地の状況(道路交通、地形、土質等)を踏まえ、工事発注前に用地交渉を進めて頂くとともに、撤去・移設等可能な支障
物件は事前に処理して頂く等、現場に即した施工可能な設計にて発注していただくよう強く要望いたします。

　工事の設計に際しては、これまでも現地の状況を踏まえ実施しているところですが、埋設物について設計図面との不整合が生じる場合や、撤
去・移設等が必要な支障物件について調整や手続きに時間を要し、一部の工事において工程に影響を及ぼしている場合があります。
　設計図面との不整合について、当事務所では、昨年度より、工事設計の段階で試掘やレーダー探査を行っているところであり、引き続き設計
の精度向上に努めてまいります。支障物件の処理については、工事発注前に占用者との調整を十分に行うとともに、工事期間中に処理が予定さ
れる物件については、その旨条件明示を行うとともに、工事工程に影響のないように占用者との調整を行ってまいります。
　また、用地交渉については、通常、工事発注前に進めておりますが、工事期間中に用地の引き渡しが予定されている物件がある場合には、そ
の旨条件明示を行ってまいります。

４．効果的な道路事業
の推進について

５．円滑な工事発注に
ついて

　　　　令和４年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    
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項　　目 回　答 備考

■地域に精通した地方建設企業の参入について、参入できる工種の増加や自治体の実績も考慮した入札制度の推進について強く要望いたします。

　地域の建設業者は、社会基盤整備、維持修繕の担い手であると同時に災害時においては地域の守り手であり、工事発注においても将来にわた
る品質確保や災害対応を含む地域維持の担い手確保への配慮が必要と認識しています。そのため、工事発注にあたっては、工事の特性や地域の
実情を踏まえつつ適切な工事規模を設定することとしています。
　関東地方整備局では、将来にわたる品質確保のため、担い手の中長期的な育成、確保、災害対応を含む地域維持の担い手確保への配慮が必要
と考えております。
　令和３年度においては、山梨県内において、災害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１件、国発注工
事の実績がない企業の競争参加機会を確保するため、都県政令市発注の工事成績を同等に評価する「自治体実績評価型」８件の発注を行ったと
ころです。
　令和３年度に山梨県内で「地域防災担い手確保型」や「自治体実績評価型」を適用した９工事では、いずれも県内に本店を有する企業が受注
されています。
　また、本年８月より更なる地域の担い手、守り手の確保のため、自治体実績評価型の配点、評価項目を見直した「自治体実績評価チャレンジ
型」の試行を始めたところです。引き続き「地域防災担い手確保型」、「自治体実績チャレンジ型」の適用工事の拡大を図るなど、取り組んで
まいります。

６．地域に精通した地
方建設企業が参入でき
る入札制度の推進につ
いて

　　　　令和４年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    
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令和 4 年度 関東地整との意見交換会 提案議題 

（一社)山梨県建設業協会 

 

【ＮＯ1】公共事業予算の確保について 

 

地域建設業を取り巻く環境は依然として厳しく、都市部と地方との事業量の

格差拡大が続いておりますが、人口減少・少子高齢化が進行する中、「地域の

守り手」である建設業を維持していくためには、適正な利益を確保しつつ、将

来の担い手である若者にとって魅力ある職場環境づくりに取り組んでいく必要

があります。 

このような中、国は「国土強靱化基本計画」に基づき、当該年度に取り組む

べき主要施策等をとりまとめ「5か年加速化対策」の推進にむけ、2年目とな

る令和 4年度までに約 7.2 兆円を確保されているとのことです。 

山梨県におけるインフラ整備は、山梨県民の「安全・安心」のためにとって

重要な事項であるとともに、全国各地で頻発する水害等から未然に防ぐ予防措

置であるとともに、ライフラインの充実は、県民にとって欠かすことのできな

い最重要課題であります。 

このため、以下要望します。 

 

① 国の補正予算の早期編成による公共事業費の確保と山梨県への充分な配

分をお願いしたい。 

② 令和 5年度当初予算については、補正予算に依存しなくてもよいよう

に、対前年度比で大幅に増額した予算の確保をしていただきたい。 
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【ＮＯ2】担い手確保に向けたＤＸの推進について 

 

国土交通省では、全ての建設生産プロセスで ICT や AI などを活用する「i-

Construction」を推進し、建設現場の生産性を 2025 年度までに 2 割向上させることを

目指しており、その一環で、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「PRISM」を進めておられます。 

最近では、建設用 3D プリンターの国内普及の可能性を目指すべく、建設現場に

おける生産性向上を目的に、実際の施工現場にて建設用 3D プリンターを活用し、排

水土木構造物の現場製造が行われました。 

その中において、「建設用 3D プリンターは建設業、特にコンクリート工の姿を劇的

に変革させる可能性を秘めた、革新的な技術と期待され、型枠の不要によりあらゆる

形が自由に造形でき、廃棄物も減り、熟練技術者の不足問題も解決できるとともに、小

規模工事等においても有意義な手法であると考えます。 

これまで、インフラを作り上げてきた高い労働意欲や知恵と屈強な体力を兼ね備え

た職人たちが建設業から去りつつある現状に加え、労働生産人口の減少から新たな

担い手確保は喫緊の課題であります。 

また、このような取り組みは、生産性を向上させる一方で、新たな担い手の興味を引

き新規参入者の確保にもつながると考えます。 

つきましては、以下の通り要望いたします。 

 

①中小規模の現場でも導入可能な新技術の開発 

②地方建設会社の技術者を対象とした新技術の習得の場の確保 
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【ＮＯ3】治水の安全性向上について 
 

近年、短時間で想定雨量を超える豪雨による水害が全国各地で頻発してお

り、今年 8月に発生した台風第 14 号は、非常に強い勢力を維持して北上し、

九州へ上陸した後、広い範囲で記録的な大雨を記録し各地に甚大な被害をもた

らしました。 

山梨県においても、令和元年 10 月に発生した台風 19 号では、県内の 40 河

川 83 箇所で護岸が崩れるとともに、釜無川右岸では増水によって堤防の護岸

約 150 メートルが損壊するなど急峻な地形と脆弱な地質から、過去には富士川

や相模川流域などにおいて壊滅的な被害を生じさせた、豪雨災害も発生してお

ります。 

本県の主要河川の富士川・笛吹川は急流に加え、甲府盆地内では河床が堤内

地より高い、いわゆる天井川を形成している区間も多く、ひとたび堤防が決壊

すると甚大な被害の発生が危惧されるとともに、流速も早いことから避難行動

においても迅速な対応が必要となります。 

抜本的な対策については、河床を下げることに加え、堤防のかさ上げや法

面・天端部の強化についても計画的な整備が必要であることから、山梨県内の

治水における堤防補強対策の促進について早期の実施をお願いいたします。 
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【ＮＯ4】効果的な道路事業の推進について 

 

山梨県内では、昨年 8月に中部横断自動車道の山梨・静岡間において全線開

通し、東海方面との連絡が強化されたことから、沿線の「道の駅」では東海方

面などからの車両で賑わいを見せており、また周辺部には大規模な物流施設や

商業施設の進出が進むなど、整備効果が顕著に表れており、今後は 4車線化に

よる一層の信頼性と機能向上が期待されます。 

一方、長坂・八千穂間については、依然、事業化に至っておらずミッシング

リンク状態は解消されておりません。本県は四方を急峻な山々で囲まれた内陸

県のため、県外と結ぶ道路整備は極めて重要であることから、早期の高速道路

ネットワークの構築を望むものであります。 

また、高速道路と連絡する新山梨環状道路は、甲府都市圏における交通混雑

の緩和とともに、リニア中央新幹線の開通効果を広く波及させるためにも早期

の全線開通が必要であります。 

さらに、平成 26 年 2 月の豪雪の際、国交省や新潟県・長野県から災害応援

として派遣して頂いた除雪用車両は、中央自動車道から県内に入られたとのこ

とであり、平時のみならず災害時においても自動車専用道路は極めて重要であ

ることから、県民生活の一層の安全・安心のため以下のとおり要望いたしま

す。 

 

① 中部横断自動車道・長坂～八千穂間の整備計画区間への早期格上げと双

葉ＪＣＴから新清水ＪＣＴ間の４車線化。 

② 新山梨環状道路・北部区間  石和町広瀬-甲府市桜井町間（２㎞）及び甲

斐市牛句～甲斐市宇津谷間の早期工事着工、甲府市桜井町～甲斐市牛句

間の早期事業化と山梨県が整備を進めている新山梨環状道路・東部区間

を早期に完成させるために必要な予算の確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

【ＮＯ5】円滑な工事発注について 

 

近年、工事発注事前準備（用地・支障物件等）において、工事箇所に電柱、

架空線、電力管、通信管、水道管等の占用物件が工事の支障となることが多数

散見します。 

図面と実際の現場に相違点も非常に多く見られ、図面との相違点が発生した

場合、受注者側に図面の修正や再設計を求められることがあります。 

また、電線共同溝工事においては、受注後に埋設探査や試掘を行うなかで、

設計図面との整合性が無いことから、共同溝の再計画について受注者が行って

いる状況もあります。 

つきましては、工事を設計する際は、現地の状況(道路交通、地形、土質等)

を踏まえ、工事発注前に用地交渉を進めて頂くとともに、撤去・移設等可能な

支障物件は事前に処理して頂く等、現場に即した施工可能な設計にて発注して

いただくよう強く要望いたします。 
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【ＮＯ6】地域に精通した地方建設企業が参入できる入札制度の推進について 

 

近年、100 年に一度となるような甚大な災害をはじめ、全国各地で豪雨によ

る氾濫等、国民の生命に危険が及ぶ規模の災害が発生している状況です。 

そのような災害発生時には、いち早く現場に駆け付け、地域の「安全・安

心」を守るべく地元建設企業は昼夜問わずに対応しております。 

また、特別警報や警報などが発令された際は協定に基づき、従業員を待機さ

せるなど使命感を持って対応しております。 

一方、発災時における応急対応は、危険性が高いことから山梨県建設業協会

では本年 7月に、各地区建設業協会が民間保険会社と現場作業時における事故

に対する保険契約を締結し、労災保険対象とならない役員等についても補償さ

れるよう対策を講じるなど万全の体制の構築に努めております。 

そのような中、山梨県内で発注される建設工事の中には、地域に密着した企

業以外の県外企業による施工も散見されます。 

 今後、発生が予想される災害時等においては、地元企業であるからこそ、速

やかでニーズに即した対応が可能であります。 

 つきましては、地域に精通した地方建設企業の参入について、参入できる工

種の増加や自治体の実績も考慮した入札制度の推進について強く要望いたしま

す。 
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令和４年度 建設産業担い手確保・育成アクションプラン施策体系

◆産学官が連携し、若手の担い手確保を目的に、進路選択前の高校１年次等において説明会を開催し、建設産業が担
う役割の重要性ややりがい、ＩＣＴ等を活用した現場の生産性・安全性の向上などの現在の姿を伝え、男女を問わ
ず建設産業で働く魅力を発信しました。

❀説明会内容

（１）建設業の今

講師：（一社）山梨県建設業協会 業務部長 山本 憲一

（２）建設産業の魅力とやりがいについて

講師：身延建設業協会青年部会 諏訪 敏章（光栄建設(株)）

身延建設業協会青年部会 佐野 亮太（(株)八木沢興業）

（３）女性の活躍できる建設産業について

講師：けんせつ小町甲斐代表 小林 杏夢（砂田建設工業(株)）

けんせつ小町甲斐メンバー 内田 未来（砂田建設工業(株)）

（４）質疑応答

❀開催概要

日 時：令和４年５月３0日（月）1３：４０～1４：３0

場 所：山梨県立青洲高等学校 青洲ホール

参加者： 生徒及び教職員等７０名

１年生60名（工業科） 保護者 ５名

教職員 ５名

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
建設産業説明会 × 青洲高等学校 開 催 報 告

❀挨拶

一般社団法人 市川建設業協会 会長 砂田 武士

説明会の様子

けんせつ小町甲斐 身延建設業協会青年部会

砂田会長挨拶

市川建協・身延建協
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◆産学官が連携し、若手の担い手確保を目的に、進路選択前の学生を対象に説明会を開催し、建設産業が担う役割の
重要性ややりがい、ＩＣＴ等を活用した現場の生産性・安全性の向上などの現在の姿を伝え、男女を問わず建設産
業で働く魅力を発信しました。

❀説明会内容

（１）建設業の今

講師：（一社）山梨県建設業協会 業務部長 山本 憲一

（２）建設産業の魅力とやりがいについて

講師： （一社）山梨県建設業協会 担い手・DX部会

副部会長 早野 正泰（(株)早野組）

（３）建設産業の果たすべき役割について

講師：（一社）山梨県建設業協会 担い手・DX部会

部会員 齋藤 啓文（齋藤建設(株)）

（４）質疑応答

❀開催概要

日 時：令和４年７月１１日（月）２０：３５～２１：２0

場 所：山梨県立甲府工業高等学校 視聴覚室

参加者： 生徒３１名

定時制建築科２～３年生 １５名

専攻科建築科１年生 １６名

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
建設産業説明会 × 甲府工業定時制 開 催 報 告

説明会の様子

甲府地区建協

◆産学官が連携し、若手の担い手確保を目的に、進路選択前の学生を対象に説明会を開催し、建設産業が担う役割の
重要性ややりがい、ＩＣＴ等を活用した現場の生産性・安全性の向上などの現在の姿を伝え、男女を問わず建設産
業で働く魅力を発信しました。

❀説明会内容

（１）建設業の今

講師：（一社）山梨県建設業協会 業務部長 山本 憲一

（２）建設業の現状と未来～誇りと夢の実現に向けて～

講師： （一社）山梨県建設業協会 建築委員会

副委員長 川上 洋一郎（川上建設(株)）

（３）建設業で働いてみて

講師： 平井 大智（芙蓉建設(株)）

（４）質疑応答

❀開催概要

日 時：令和４年７月１９日（火）１６：００～１７：０0

場 所：山梨県立富士北稜高等学校 大講義室

参加者： 生徒３０名

（建築デザイン系列を希望する１年生）

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
建設産業説明会 × 富士北稜高校 開催報告

説明会の様子

富士・東部建協
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◆総合学科の生徒に建設産業が担う役割の重要性ややりがい、ＩＣＴ等を活用した現場の生産性・安全性の向上など
の現在の姿を伝え、建設産業で働く魅力を発信することにより、建設系学部への進学や建設業への就職に繋げるた
め、建設産業説明会を開催しました。

❀説明会内容

❀開催概要

開催日時 令和４年９月５日（月）

午後１時３０分～２時２０分

開催場所 山梨県立北杜高等学校

参 加 者 総合学科 １年生 ９０名

【第１部】講演

（１）建設業の今

講師：（一社）山梨県建設業協会 業務部長 山本憲一

（２）建設産業の魅力とやりがいについて

講師：峡北地区建設業協会 青年部会

部会長 駒井 壮〔駒井土建㈱〕

坂本 武晴〔㈲坂本建設〕

（３）質疑応答

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
建設産業説明会 × 北杜高等学校 開 催 報 告

「建設業の今」説明の様子

「建設産業の魅力とやりがいについて」説明の様子（坂本講師）

「建設産業の魅力とやりがいについて」説明の様子（駒井講師）

峡北地区建協

◆工業科や総合学科の生徒に建設産業が担う役割の重要性ややりがい、ＩＣＴ等を活用した現場の生産性・安全性の
向上などの現在の姿を伝え、建設産業で働く魅力を発信することにより、建設系学部への進学や建設業への就職に
繋げるため、建設産業説明会を開催しました

❀説明会内容

❀開催概要

日 時：令和４年９月７日（水）13：30～15：20

場 所：山梨県立笛吹高等学校 緑風館

参第１部加者：環境緑地系列 生徒３４名

（２年 １５名、３年 １５名）

【第１部】講演

（１）建設業の今

講師：（一社）山梨県建設業協会 業務部長 山本憲一

（２）建設産業の魅力とやりがい、若手の育成について

講師：株式会社 飯塚工業専務取締役 神宮司 洋行

（一社）山梨県建設業協会国土交通委員）

（３）女性の活躍できる建設産業について

講師：昭和建設株式会社工事部 工務課長 前嶋 世津子

（けんせつ小町甲斐代表）

【第２部】体験

（１）実演及び体験ブース

1）自動追尾式トータルステーションで世界旅行 土木部 内藤慎二

2）３次元データとドローンの活用術 土木部 京谷有紗

3）建築デザインソフトで家をつくろう 設計部 １級建築士

日向としみ・武田千容

4）プロに挑戦！札勘と電卓計算対決 総務部 飯塚恵子・風間理沙

笹本愛莉・長沼沙織

（２）質疑応答

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
建設産業説明会 × 笛吹高等学校 開 催 報 告

講師：神宮司洋行氏

３次元データとドローンの活用術
自動追尾式トータルステーションで世界旅行

プロに挑戦！勘定と電卓計算対決建築デザインソフトで家をつくろう

全体説明会の様子講師：前嶋世津子氏

塩山建協・笛吹建協
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◆建設の学科・系列の生徒に対し、建設産業の働き方改革の現状やICTを活用した生産性の向上の状況を伝え、

新しい３K（給与、休暇、希望）のイメージを持ってもらうために若手経営者と高校生との意見交換会を開催した。

❀意見交換会内容

（１）説明

建設産業における働き方改革とICTを活用した生産性向上の

取り組みついて（２０分）

（２）意見交換（３０分）

講師： （一社）山梨県建設業協会 担い手・DX部会

副部会長 早野 正泰（(株)早野組）

部会員 齋藤 啓文（齋藤建設(株)）

❀開催概要

日 時：令和４年７月１日（金）１１：４０～１２：３0

場 所：山梨県立甲府工業高等学校 ２階測量実習室

参加者： 生徒３０名（土木科３年生）

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
若手経営者と高校生との意見交換会 × 甲府工業高校 開催報告

意見交換会

の様子

甲府地区建協

◆産学官が連携して、若手の担い手確保を目的に、建設系学科・系列の女子学生に、女性が活躍している現場・職場
があることを認識してもらい、建設系への入職や進学促進を図るため、現役女性技術者等との座談会方式での意見
交換会を開催し、建設産業が担う役割の重要性ややりがい、ＩＣＴ等を活用した現場の生産性・安全性の向上など
の現在の姿を伝えるとともに、女性が活躍できる建設産業の魅力を発信しました。

❀説明

「女性の活躍推進について」

講師：けんせつ小町甲斐代表 前嶋 世津子

❀意見交換

グループ毎に座談会方式で実施

（生徒が4ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれ、小町甲斐ﾒﾝﾊﾞｰが

ﾛｰﾃｰｼｮﾝをして意見交換を行った）

※現場での待遇、育児に関することなど様々な

意見が出され、充実したﾌﾘｰﾄｰｸとなった

❀開催概要

日 時：令和４年7月21日（木）

13：30～14：30

場 所：山梨県立甲府工業高等学校 視聴覚室

参加者：甲府工業 女子生徒 30名

2年生（土木科・建築科）3年生（土木科・建築科）

けんせつ小町甲斐 ４名

代 表 前嶋 世津子、副代表 在原 貴子

リーダー 遠藤 尚美、メンバー 黒澤 摩衣子

やまなし建設産業担い手確保・育成アクションプラン
女性技術者と女子学生との意見交換会 × 甲府工業高等学校

開 催 報 告

前嶋小町代表の説明の様子

女子生徒代表によるお礼の言葉座談会の様子②

座談会の様子①

けんせつ小町甲斐
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令和４年度の実施校を募集します

国語の教科書に掲載されている「じどう車くらべ」を
実際に体験する機会を提供します

（一社）山梨県建設業協会では、建設業の魅力に触れてもらう機会づくりと社会貢
献活動として、小学校１年生の国語の教科書に掲載されてる「じどう車くらべ」に関
連した事業を実施しています。

「じどう車くらべ」には建設機械が掲載されていることから、建設機械の役割や仕組
み、活躍についての説明や試乗体験を通じて、授業の目的への到達や児童生徒の
知識向上の一助を担うとともに、建設業のイメージアップを図ることを目的としていま
す。
学校側の費用負担はありませんので、本事業の活用をぜひご検討ください。
（安全面には十分に配慮いたします。）

『じどう車くらべ』がやってくる！

《重機やクレーンなどの
仕組みをお話しします》

《実際に乗って、触ってみる体験もできます》

＜これまでの実施校リスト＞

募集の対象
①山梨県内の小学校
②小学１年生以外でも
構いません。
内容はご相談ください。

問い合わせ先

（一社）山梨県建設業協会
電話０５５－２３５－４４２１
E-mail public@y-kenkyo.or.jp

【平成３０年度】
中道北小、白根源小、白根飯野小、高根東小、高根北小、

御坂西小、御坂東小、奥野田小、下山小、初狩小

【令和元年度】
白根源小、甲運小、韮崎北小、山梨小、鰍沢小、鳥沢小、
大月東小

【平成２８年度】
大藤小、八代小、源小、高根東小、勝沼小

【平成２９年度】
大月東小、鳥沢小、源小、上野小、笛川小、高根東小、御
坂東小、高根北小

県内の２１校（小
学校）から依頼を
受け１１月～１２
月に実施準備中！
（青年部に依頼）

山梨県建設業対策室

山梨県教育委員会

地区校長会

小学校

山梨県建設業協会

◆山梨県議会 土木森林環境委員会と「けんせつ小町甲斐」が（一社）山梨県建設業協会正副会長の参加のもとに「性
別を問わず誰もが働き活躍できる建設業界のために」をテーマに山梨県建設会館にてＲ3.5.25（火）に合同による
意見交換会を開催しました。

浅野会長挨拶

意見交換会 集合写真

❀意見交換における主な内容

・女性に配慮したトイレや更衣室 等について

・女性用の作業着、ヘルメット 等について

・女性が現場で働くことの周囲からの理解について

・女性技術者のための技能向上の支援について

・職場での出産と育児のサポートについて

・育児中の勤務時間 等について

・仕事に対するやりがいやモチベーションについて

・高校生や中学生などの若者に対する啓発について

❀開催概要

日 時：令和３年５月２５日（火）１３：３０～１５：００

場 所：山梨県建設会館3階研修室

参加者：計１９名

山梨県議会 土木森林環境委員会 ９名

山梨県建設業協会正副会長 ４名 けんせつ小町甲斐 ６名

内 容：意見交換

山梨県議会 土木森林環境委員会 × けんせつ小町甲斐
意見交換会 開 催 報 告

県建協

けんせつ小町甲斐


