
（一社）埼玉県建設業協会との意見交換会 

 
日 時：令和４年１１月１１日（金）１５：００～１６：３０ 

場 所：浦和ワシントンホテル ３階 プリムローズ 

 

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 

○ 埼玉県 県土整備部 副部長 

  ○ （一社）埼玉県建設業協会長 

 

 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）埼玉県建設業協会の活動状況 

◇ 建設ディレクター制度について 

 

 

 ４．前年度意見要望への対応状況等 

 

 ５．意 見 交 換 

  ◇ （一社）埼玉県建設業協会 提案テーマ 

１）公共事業予算の増額確保と地元企業向け工事の増額について 

２）「働き方改革」の推進について 

３）公共工事標準請負契約約款の見直しについて 

４）総合評価について 

５）その他 

  ◇ 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）埼玉県建設業協会との意見交換会（進行表）
令和４年１１月１１日（金）１５：００～１６：３０　於：浦和ワシントンホテル　３階　プリムローズ

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

埼玉県 埼玉県　県土整備部　山科副部長

一般社団法人　埼玉県建設業協会 協会　伊田会長

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

15:25 ～ 15:39 (14分)

（一社）埼玉県建設業協会の活動状況 協会　磯田専務理事 協会資料－１

建設ディレクター制度について 協会　片山技術委員

《前年度意見要望への対応状況》

15:39 ～ 15:40 (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〕

15:40 ～ 16:20 (40分)

　〔自由討議〕

16:20 ～ 16:25 (5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

時　間 内　　容

（一社）埼玉県建設業協会の活動状況

１）公共事業予算の増額確保と地元企業向け工事の増額について
２）「働き方改革」の推進について
３）公共工事標準請負契約約款の見直しについて
４）総合評価について
５）その他

協会提案説明:
　１）中原副会長　
　２）平岩理事
　３）古郡大里支部長
　４）真下児玉支部長
　５）吉川青年経営者部会長
  
  回答：
　１）企画部　後閑技術管理課長
　２）企画部　後閑技術管理課長
　　 建政部　鬼丸建設産業第一課長
　３）企画部　後閑技術管理課長
　４）企画部　荒井技術調査課長
　５）企画部　荒井技術調査課長
　　 企画部　後閑技術管理課長
　　 埼玉県　県土整備部　山科副部長

協会資料－２

整備局資料－４



令和４年度 埼玉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１１月１１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

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】

5
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埼玉県の当初予算

8

○ 埼玉県の令和4年度当初予算の負担基本額は約296億円（対前年度比1.01）

○ 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387億円。

○ これらの予算にて、R4年度は、河川事業は、入間川流域治水対策プロジェクト、荒川第2･3調節池、利根川・江

戸川河川改修事業等を推進。道路事業は、新規に本庄道路（Ⅱ期）に着手、本庄道路（Ⅰ期）、新大宮上尾道

路（与野～上尾南）、東埼玉道路（八潮～松伏）、東埼玉道路（延伸）等を推進。

※さいたま市分は除く

（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 136 142 47 1.04 河川関係 142 74 216

道路関係 158 155 57 0.98 道路関係 155 16 171

合計 293 296 105 1.01 合計 296 91 387

埼玉県 埼玉県

伸率
（負担基本額）

R４年度
/R３年度

事業区分事業区分
R3年度

負担基本額
R４年度

負担基本額
R４年度

地方負担額

埼玉県のR４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

※さいたま市分は除く

さいたま市の当初予算

9

○ さいたま市内の直轄事業において、令和3年度当初予算の負担基本額は約36億円（対前年度比1.19）
○ 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41億円。
○ これらの予算にて、R4年度の事業は、新大宮上尾道路（与野～上尾南）等を推進。

さいたま市のR４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

（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

道路関係 31 36 13 1.19 道路関係 36 5 41

合計 31 36 13 1.19 合計 36 5 41

さいたま市 さいたま市

伸率
（負担基本額）

R４年度
/R３年度

事業区分事業区分
R3年度

負担基本額
R４年度

負担基本額
R４年度

地方負担額



埼玉県内の主要事業

10

E4
C4

E17

久喜白岡
JCT

埼玉県

C3

本庄道路Ⅰ期

上尾道路Ⅱ期

鶴ヶ島JCT

美女木JCT

川口

JCT

三郷JCT

東埼玉道路
（八潮～松伏)

東埼玉道路（延伸)

利根川

江
戸
川

治水・海岸
道 路

本庄道路

R4年内開通予定(神流川橋工区延長1.4km)

新大宮上尾道路（与野～上尾南）

R4事業費：35.5億円

至 宮前IC

至 東京

与野JCT

高
速
埼
玉
大
宮
線

高速埼玉新都心線

中
川

上尾道路Ⅰ期

R7年春頃開通予定(3.7km)

東埼玉道路（八潮〜松伏）

八潮PA
（予定地）

外環道

中川

４

至 松伏町

４

草加八潮
IC･JCT(仮称)

東
埼
玉
道
路

(

八
潮
～
松
伏)

至

三
郷
市

至

川
口
市

298

298

R4事業費：19.5億円

西関東連絡道路
長尾根バイパス（補助）

至 深谷市

至 前橋市

R4事業費：31.0億円

本庄道路Ⅱ期

（R4新規（補助））

（R4新規）

本庄道路Ⅱ期

R4年新規事業化

R4事業費：0.5億円至 さいたま市

至 高崎市

入間川流域緊急治水対策プロジェクト

※事業費の（ ）は、他都県分を含む。

利根川・江戸川

河川改修事業

荒川第二・第三調節池
（大規模改良工事）

新大宮上尾道路
（与野～上尾南）

入間川流域緊急治水対策プロジェクト 荒川第二・三調節池

R4事業費：5.8億円

入間川流域緊急治水対策プロジェクト

R4事業費：5.8億円

入間川流域緊急治水対策プロジェクト

釘無橋

川島町

川越市

R4事業費：5.8億円

河道掘削

R4事業費：21.0億円

R4事業費：
22.0億円

（70.5億円）

利根川・江戸川河川改修事業

R4事業費：39.0億円（106.0億円）

２．令和４年度 上半期の執行状況について

11
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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

13

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

14

埼玉県内における令和４年度上半期の不調・不落率

26.5%

14.3%

8.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ｒ２上半期 Ｒ３上半期 Ｒ４上半期

不調・不落率が改善

１７件／１１９件

７件／８８件
（契約件数：１０２件）

（契約件数：８１件）

３９件／１４７件
（契約件数：１０８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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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】

17



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。 18
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0.09

0.21
0.24

0.48
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0.8
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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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0.7

0.8
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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。 21



【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

22

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＞
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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

24

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

26

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

28

【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》

29



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。
30

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%

31



５．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定）

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 （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）

36

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

38

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

39

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』

40

「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） 42

【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

43



７．賃上げを実施する企業に対する加点措置について

44

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

45



８．単品スライド条項運用マニュアル改定について

46

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）

47

《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

48

・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）

49

（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）

50

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 埼玉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 による災害の防 に関する検討会 提 （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 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

1 / 5 ページ



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
■令和５年度以降の予算においては、当初予算化も含めて必要額を確保するようお願いします。
■令５カ年の先を見据え計画期間内にローリングを実施するなど、長期的・継続的に予算が確保できるようお願いします。

■地域の雇用・経済を支えるためにも、地元企業が受注できる工事の増額と併せて、地方自治体が実施する工事も増加するよう取組みをお願いいたしま
す。

　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カ年加速化対策」については、１１月８日に閣議決定された補正予算において、国土交通省分として１
兆１，１６９億円が計上されています。
　今後も、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）週休２日制の推進について
■国交省から市町村や民間事業者に対し週休２日制の推進について、強い指導、改善をお願いします。

　関東地方整備局では全ての工事を対象に「現場閉所による週休二日制」又は「交代制モデル工事」により発注者指定にて発注することを原則とし週
休二日制に取り組んでいるところです。
　令和２年度より国や地方公共団体等の発注機関で構成される関東ブロック発注者協議会にて国、特殊法人、都県政令市を対象に「週休二日制対象工
事の実施状況」を指標として定め見える化し、毎年フォローアップを行い週休二日制の推進に取り組んでいることころです。
　週休二日制の推進は重要と認識しており、「関東ブロック発注者協議会」の「埼玉県分科会」の場を活用しながら、週休二日制の推進に関し埼玉県
内の市町村に対して埼玉県と連携し指導、助言を引き続き実施してまいります。

（２）民間建築工事における働き方改革について
■民間建築工事では、約２年後に迫った週休２日制の実施には、程遠い現状であり、適正工期をいただけるよう、国としての行政指導や法規制等の検討
をお願いします。
また、確認検査機関に建築確認申請を提出する際には、工期の適正についても合わせて審査していただけるように、行政機関からの指導をお願いし

ます。

　国土交通省では、主な民間発注者団体に対し、建設工事に従事する者の週休２日の確保などを考慮して適正な工期の設定に努めるよう要請通知を発
出しております。
　また、関東地方整備局としても、民間発注者向けの資料を関東地方整備局のホームページに掲載するとともに、宅建業者やマンション管理業者等の
立入検査時などの際にも、資料を配付するなどして、周知及び要請をしております。
　さらに、今年度においては、受発注者間の取引状況を確認するため、民間発注者へのモニタリング調査を実施しており、その際に、著しく短い工期
の禁止に関連して、工期設定の考慮具合の確認、過去の同種類似工事実績との比較、工期の見積り内容の精査、時間外労働の状況の把握等を行ってお
ります。
　しかしまだなお、民間工事での週休２日は程遠いため、新たな法規制等を検討いただきたいとのご意見かと思います。法規制等は本省で検討する事
項のため、ご要望の内容は本省に伝えてまいります。
　次に、「建築確認申請の際に、工期の適正についても併せて審査してほしい」とのご要望ですが、建築確認制度は、建築計画が建築基準法等の基準
に適合していることを確認するものであり、建設工事の工期を含む工事の施工方法等を確認するものではありません。そのため、現時点で確認検査機
関が工期の適正について審査することは難しいと考えられます。
　建築確認申請の際にどのような審査を行うべきかを定めるのは本省になるため、この件も本省に伝えてまいります。

　　　　令和４年度（一社）埼玉県建設業協会との意見交換会　回答    

１．公共事業予算の増
額確保と地元企業向け
工事の増額について

２．「働き方改革」の
推進について

整備局資料－４
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項　　目 回　答 備考
２．「働き方改革」の
推進について

（３）工事を円滑かつ効率的に進められるような工事発注について
■計画的に工事が進められるよう、占用物件の移設や施工ヤードの確保など関係機関との各種協議・調整等が整った上で、工事を発注していただきます
よう取組みをお願いします。

　関係機関の協議調整状況は条件明示するとともに、令和３年度より「工事工程表の開示」を実施しており、入札公告の際に関係機関との調整状況も
記載した工程表を示す取り組みを行っています。
　また、工事着手前に「設計審査会」において、工事工程クリティカルパスの共有や条件明示のすり合わせを受発注者間で実施することとしておりま
す。
　円滑に工事を進めるため工事発注に当たっては、関係機関の協議調整は重要と認識しており、引き続き適切に必要な準備を進め工事発注するよう周
知徹底をしてまいります。

■通常工事においても受注者負担を求めないよう、御検討をお願いします。

　発災後の応急対策においては、２次災害にさらされるリスク等、工事自体に一定のリスクが存在すること、２４時間体制での対応が求められること
などから、受注者側の負担が非常に大きいことを踏まえ、令和４年５月に公共工事標準請負契約約款第３０条の不可抗力による損害に係る改正が中央
建設業審議会会長より勧告され、令和５年４月１日より災害復旧工事中の２次災害による損害について、従来の受注者負担１／１００を撤廃し、ゼロ
とし全額発注者負担に改定されました。
　災害復旧工事以外の通常工事への対象拡大につきましては、全国的な内容となることから、ご意見は本省に伝えてまいります。

（１）優秀工事表彰の評価対象期間について
■評価期間の延長について、御検討をお願いします。
　「優良工事表彰」及び「優秀工事技術者表彰」を受賞した企業、技術者へのインセンティブ付与の観点から総合評価落札方式の評価項目としており
ます。
　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、優秀工事技術者表彰を受賞した技術者へのイン
センティブを付与するため、評価期間を４年間としているものです。
　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。
　「優良工事表彰」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。

（２）賃上げ加点について
■本制度は、開始当初から課題が多かった制度であることから、建設業界などから改めて意見を聞き、必要な見直しを行っていただきたい。
■設計労務単価や一般管理費率等の更なる引き上げを行い、企業経営への影響を最小限に止めていただきたい。

　総合評価落札方式における賃上げ実施企業に対する加点評価については、制度導入の公表以降、業界関係者より様々なご意見をいただきました。こ
のようなご意見を受け、令和4年2月に財務省より運用通知が発出され、とくに賃上げ実績の確認において各企業の実情を踏まえた柔軟な評価が可能で
あることが明確になり、令和4年度の契約工事より適用しているところです。
　また、受注企業が適切な利潤を上げられるよう、適正や予定価格の設定やダンピング対策を併せて進めていく必要があることから、公共工事設計労
務単価の見直しや、低入札価格調査基準の計算式の改定、一般管理費率の引き上げ等が行われました。
　本取組は、政府全体の取組であるため、いただいたご意見は本省に伝えてまいります。

４．総合評価について

３．公共工事標準請負
契約約款の見直しにつ
いて

　　　　令和４年度（一社）埼玉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
（１）改正品確法の市町村への徹底について
■全ての市町村において品確法及び運用指針に基づき入札制度や工事の施工に係る対応等の改善、設計変更ガイドラインの義務化と運用が適切に実行さ
れるよう指導徹底をお願いします。

　埼玉県内の市町村における改正品確法及び運用指針に基づく取組の徹底については、関東ブロック発注者協議会及び発注者協議会埼玉県分科会を通
じて周知・浸透を行っているところです。
　特に、発注関係事務について客観的な取組状況を把握するため、令和2年12月に新たな全国統一指標、関東ブロック独自指標として、工事について
は「設計変更ガイドライン策定・活用状況」など５つの指標を定め、市町村を含め各機関が自ら令和6年度の目標値を設定し、公表しました。
　指標については毎年フォローアップを実施することとしており、令和4年10月に令和3年度調査結果を公表したところです。
　引き続き、埼玉県と連携しながら県内各市町村に対し、品確法及び運用指針の浸透や、指標をはじめ各取組の推進が図られるよう支援してまいりま
す。

　品確法の適切な運用については、県内市町村を会員とする関東ブロック発注者協議会埼玉県分科会において、国土交通省と埼玉県の取組を紹介して
改正品確法の適切な運用を促しております。
　入札制度に係る取組事項については、公共工事契約業務連絡協議会などを活用し、適切な運用を促すとともに、施工時期の平準化については、特に
低い市に対して個別にヒアリングを行うなど、平準化率の向上に向けて積極的に働き掛けを行っています。
　施工時期の平準化や適正な工期の設定については、債務負担や早期繰越など予算の議決が必要であり、財政部局の理解が重要です。このため、市町
村財政部局職員に対する周知を行うなど、各市町村の庁内関係部局で連携を図りながら取組を更に推進していただくよう働き掛けを行っています。

（２）入札時積算数量活用方式の導入について
■県や市町村施行の営繕工事においても、「入札時積算数量書活用方式」が導入されるよう指導徹底をお願いします。

　「入札時積算数量書活用方式」は、国土交通省営繕工事での取り組みとして、受発注者間での積算数量協議や変更契約の円滑化を目的のひとつとし
て実施しているところです。
　当方式の導入は公共発注者にとっての義務ではありませんが、県、政令市へは、当方式の導入または同様な協議・契約方法の採用を検討いただける
よう、平成２９年度以降地方公共団体向け会議において趣旨説明を実施しているところです。
　なお、市町村へは、地方公共団体向け会議に参加される県、政令市より周知をお願いしているところです。
  引き続き、地方公共団体へは当方式の趣旨を周知していくとともに、当方式の普及・促進に努めてまいります。

５．その他

　　　　令和４年度（一社）埼玉県建設業協会との意見交換会　回答    
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⼀般社団法⼈埼⽟県建設業協会 

 
１．担い⼿の育成 
（１）新規⼊職者研修（４１社、１４２名） 

（２）若⼿社員フォロ−アップ研修（１３社、６３名） 
（３）１級⼟⽊施⼯管理技術検定試験受検講習会（受講者：学科８１名、実地５４名） 
（４）１級建築施⼯管理技術検定試験受検講習会（受講者：学科４８名、実地２９名） 

 
２．⼈材の確保・育成 
（１）⼯業⾼校への出前講座 
    ４校１９５名を対象に、「建設業の仕組みと魅⼒」などをテーマに講義を⾏った。 
（２）⼯業⾼校⽣対象の⼩型⾞両系建設機械運転特別教育実習 
    ６校２５１名を対象に、⼩型⾞両系建設機械運転資格取得のための学科及び実技に関する

特別教育を実施。 
（３）⼯業⾼校⽣対象の現場⾒学会 
    ２校１０７名を対象に、県内の建設⼯事現場などの⾒学会を実施。 
（４）「若年建設従事者⼊職促進協議会」 
    埼⽟労働局、県関係部局、教育関係機関で、建設業の⼈材確保対策などについて意⾒交換 
（５）「埼⽟県⼈材確保対策推進協議会」参画 
（６）「埼⽟県建設産業担い⼿確保･育成ネットワ−ク事業」参画 
（７）週休２⽇制の導⼊促進、建設労働者の賃⾦⽔準の改善 
    国⼟交通省、埼⽟県などとの意⾒交換会の実施 
（８）⼥性及び⾼齢者の活躍の場の拡⼤ 
    ＳＤＧｓ委員会に⼥性部会を設置し、建設業界におけるジェンダー平等などについて検討 
（９）建設キャリアアップシステム申請受付窓⼝業務の実施  

 
３．担い⼿3法の徹底と⼊札・契約制度改⾰ 
   改正品確法及び運⽤指針の適切な運⽤や市町村への徹底について、国⼟交通省、県などと意⾒

交換を⾏うとともに、県議会各会派、市⻑会、町村会などに要望した。 
 
 

協 会 資 料 − １ 

協会の主な活動について（令和３年度） 
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４．働き⽅改⾰の推進 
（１）週休２⽇⼯事の拡⼤ 
   ・県内公共⼯事⼀⻫休⼯（ハッピーサタデー）への参画 
   ・現場における⼟曜⼀⻫閉所の推進 
（２）適正な⼯期設定、コスト増への対応等の要請 
   ・国⼟交通省、埼⽟県との意⾒交換 
   ・県議会各会派への要望 
（３）時間外労働の上限規制に関する調査研究 
    働き⽅改⾰委員会において、時間外労働の削減及び休⽇増加に向けた課題を整理するとと

もに、取組の検討に着⼿。 
 

５．⽣産性及び技術⼒の向上 
（１）技術発表会の開催（3.11.11 埼⽟会館⼩ホ−ル） 
   ・⼟⽊、建築各６事例と埼⽟県の１事例の合計１３事例の発表 
   ・⾏政関係者、⼀般、会員企業関係者など３２０名が参加 
（２）ドロ−ン体験研修会（3.10.19〜20 フレンドシップハイツよしみ） 
（３）埼⽟県⼯事情報共有システム（ＡＳＰ）説明会（１６会場で実施） 
（４）建設ＤＸ⾒学・体験（3.12.14 関東地⽅整備事務所荒川調節地⼯事事務所） 
（５）建設ＤＸセミナーの開催（4.3.10 建産連会館） 
（６）埼⽟県地域建設業ICT推進検討協議会への参画 
 

６．地域防災、災害復旧活動 
（１）衛星携帯電話、ＩＰ無線機による連絡訓練（毎⽉１０⽇） 
（２）災害復旧⽤応急組⽴橋仮設講習会への参加（3.11.30 嵐⼭総合運動公園） 
（３）埼⽟県冬期道路交通確保連絡調整会議への参加 
（４）埼⽟県特定家畜伝染病実地演習への参加（3.10.28 県⺠活動総合センター） 
（５）埼⽟県下⽔道災害対策実動訓練（3.10.19） 
 

７．ＳＤＧｓへの取り組み 
（１）ＳＤＧｓ委員会における調査・研究 
（２）講習会の実施（3.10.18） 
    関東地⽅整備局荒川下流河川事務所⻑を講師に迎え、「荒川下流から⾒た地域の担い⼿〜

建設業におけるＳＤＧｓ貢献について〜」と題し開催した。 
（３）「埼⽟県ＳＤＧｓパートナー」登録の推進 
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８．その他 
（１）関東甲信越ブロック会議（3.10.5 経団連会館） 
    国⼟交通省及び関東甲信越管内の都県、各都県協会の幹部により、公共事業予算の継続的

確保や地域建設業の受注機会の確保などについて意⾒交換等を⾏った。 
（２）三県連絡協議会（3.7.21 Web） 
    関東甲信越地⽅ブロック会議に向けた意⾒調整。 
（３）関東地⽅整備局との意⾒交換会（3.11.10 ロイヤルパインズ浦和） 
    公共事業予算の増額確保と地域建設業の受注機会の拡⼤、施⼯時期の平準化などについて

要望するとともに、建設⼯事に係る当⾯の課題について意⾒交換を⾏った。 
（４）埼⽟県との意⾒交換会（3.11.24 建産連会館） 
    県⼟整備部、都市整備部、総務部契約局、農林部、企業局、下⽔道局、教育局の幹部職員

に、公共事業予算の安定的・継続的な確保、働き⽅改⾰の推進、⼊札・契約制度の改善など
について要望するとともに意⾒交換を⾏った。 

（５）県議会各政党との意⾒交換等（3.9.14） 
    ⾃由⺠主党埼⽟県⽀部連合会、無所属県⺠会議、埼⽟県議会公明党議員団、埼⽟⺠主フォ

−ラムに、埼⽟県への施策並びに予算編成に対する要望を⾏うとともに意⾒交換を⾏った。 
（６）中間前⾦払制度の導⼊拡⼤と前払⾦の限度額撤廃などに関する要望（3.10.13〜2２） 
    川⼝市、上尾市、本庄市、⾏⽥市、⽻⽣市をはじめとした１２市町 
（７）市町村の公共事業予算の増額確保、改正品確法及び運⽤指針の適切な運⽤について要望 
    埼⽟県市⻑会会⻑（3.11.2）、埼⽟県市議会議⻑会会⻑（3.11.12） 
    埼⽟県町村会会⻑（3.11.12）、埼⽟県町村議会議⻑会会⻑（3.11.9） 
（８）各委員会の取組 
    令和２年5⽉から全⾯的に刷新された委員会規定に基づき、先⾏的に設置された「ＳＤＧｓ

委員会」に加え「請負契約適正化委員会」、「働き⽅改⾰委員会」、「技術委員会」の４委
員会での調査研究が⾏われた。 

（９）防災・減災、国⼟強靭化のための５か年加速化対策に係る意⾒交換（4.3.7） 
    埼⽟県と⼯事の円滑な発注及び施⾏体制の確保などに対する意⾒や要望を⾏った。 





建設ディレクターの職域確立について

～当社における建設ディレクターの役割～

株式会社カタヤマ

工事支援室 寺田唯香

第２７回建設業経営者研修



初めて建設ディレクターについて詳細な
説明を受け、どういうものかを知る

建設業は施工管理職、男性の職業という
イメージ
⇒女性も活躍できる場がある

現場とオフィスを「つなぐ」という職域に
惹かれる

これから新設部署ができる
⇒新しいことに挑戦したい！

㈱カタヤマ会社説明会

２０２０

１１月

• 大学での知識を活かしたい
• 人を支える仕事がしたい
• 専門職として働きたい

自分の就きたい職種

１０月

建設業は現場作業のイメージもあり、
就職先として考えていなかった

建設ディレクター
という職域を知る

カタヤマ
を見つける

• 埼玉県で働きたい

建設ディレクターへの道



工事書類や建設ＩＴ活用等の詳細を学ぶ
⇒ＩＣＴ機器をもっと使いこなすことが
できれば、自分で動ける！
今できる仕事を追究する

まずは、積極的に現場と関わりたい
⇒電話や対面でのコミュニケーションを
さらに意識しよう！

初めて３Ｄモデルを作成
⇒工事書類以外にも仕事がある

大学で図面に慣れていたおかげで、
他の仕事よりもスムーズに進められる
⇒「今現場に貢献できるのはこれだ！」

と直感的に感じる

３Ｄモデルの作成に夢中になる

ＩＣＴ機器にふれる

建設業の基礎知識を学ぶ
⇒これからの土台となる

建設ディレクターには
様々な形がある

できることは何か？
⇒現場と関わる機会が少ないため、
自ら動かなければいけないと反省

５月～

建設ディレクター育成講座
初級受講

５月～

５月中旬～下旬
橋脚３Ｄモデル作成

７月上旬～下旬
橋台３Ｄモデル作成

２０２１

４月

入社

建設ディレクター育成講座
中級受講

建設ディレクターへの道



本格的にＩＣＴ機器を扱う

「協議に使いたい」
「周辺住民への周知で使いたい」
等の作成依頼が増える

⇒ここまでやり込んできた甲斐があった

まだまだできることを増やしたい
★現場に自ら足を運び行動する

現場の要望に
応えられるようになる

作成した３Ｄモデルを検査員の方に
直接見せる機会となる

興味を引くことはできたが、
上手くアピールできず不完全燃焼
⇒「見せる」より「魅せる」

が大切だと気づく

依頼された部分以外にも周辺環境も
含めた作成を意識しよう！

完成検査同席

３Ｄモデル作成、３Ｄスキャナーでの
地形データ取得・その後のデータ編集、
ドローンの操作を始める

時間のかかる３Ｄモデル作成作業
⇒現場の方が費やせる時間はない

カタヤマでの建設ディレクターの形
⇒ＩＣＴ業務で現場を更にサポート
できるようになりたい！
徹底的に操作について調べる

６月

６月上旬～中旬
道路３Ｄモデル作成

１０月

９月上旬～１０月下旬
排水機場３Ｄモデル作成

６月中旬～上旬
管３Ｄモデル作成

９月～

２０２１ ２０２２

建設ディレクターへの道



２０２１/５～（入社１か月）
打合せ、創意工夫、動態観測加茂川橋耐震補強工事 作成時期：

活用方法：

現場写真 ３Ｄモデル



２０２１/５～（入社１か月）
打合せ、創意工夫、動態観測加茂川橋耐震補強工事 作成時期：

活用方法：

現場写真 ３Ｄモデル



２０２１/５～（入社１か月）
打合せ、創意工夫、動態観測加茂川橋耐震補強工事 作成時期：

活用方法：

ドローン
による現場写真

３Ｄスキャナー
による地形データ



２０２１/７～（入社３か月）準用河川新川改修工事 作成時期：

ドローン
による現場写真 ３Ｄモデル



２０２１/７～（入社３か月）準用河川新川改修工事 作成時期：

現場写真 ３Ｄモデル



鴻沼排水機場震災対策工事

現場写真 ３Ｄモデル

２０２１/９～（入社５か月）
打合せ、検査、技術発表会

作成時期：
活用方法：



鴻沼排水機場震災対策工事

現場写真

２０２１/９～（入社５か月）
打合せ、検査、技術発表会

作成時期：
活用方法：

３Ｄスキャナー
による地形データ



• ３Ｄスキャナーによる設計照査

⇒図面より内寸が大きいことが判明

大幅な設計変更となる

• ３Ｄモデルによる鉄筋探査結果の作成

⇒すべての削孔位置をシミュレーション

削孔数を最小限に抑える

鴻沼排水機場震災対策工事 ２０２１/９～（入社５か月）
打合せ、検査、技術発表会

作成時期：
活用方法：

打合せ写真



鴻沼排水機場震災対策工事

３Ｄモデルによる
鉄筋探査結果

２０２１/９～（入社５か月）
打合せ、検査、技術発表会

作成時期：
活用方法：



蓮田岩槻バイパス道路改良工事 ２０２２/６～（入社１年２か月）
打合せ、現場説明資料

作成時期：
活用方法：

３Ｄモデルによる
説明会動画



蓮田岩槻バイパス道路改良工事 ２０２２/６～（入社１年２か月）
打合せ、現場説明資料

作成時期：
活用方法：

現場写真 ３Ｄモデル
によるＡＲ動画



送水管移設不断水工事
２０２２/６～（入社１年２か月）
打合せ

作成時期：
活用方法：

ドローン
による現場写真 ３Ｄモデル



送水管移設不断水工事
２０２２/６～（入社１年２か月）
打合せ

作成時期：
活用方法：

３Ｄモデル ３Ｄプリンター
による管模型



●現場 ●工事支援室

中間・完成検査

施工

着工前会議

社内での書類作成・
打合せ

打合せ

現場説明会

３次元的アイデア

３Ｄモデリング・アイデア、
３Ｄスキャナーによる点群データ取得

点群データ取得・ドローン撮影

３Ｄモデリングを活用

より多くの現場での活用

検査中に現場でプレゼン

建設ディレクターとして



ＩＣＴを扱った業務を行うことで、

今まで曖昧だった現場に対する理解が深まる

⚫公共物を造り上げることの大変さ

⚫考え・工夫次第で役に立てること

⚫コミュニケーションの取り方

重要

⚫ＩＣＴの活用方法を考える

⚫現場での必要な知識を身につける

⚫サポートできる場を増やす

今後

建設ディレクターとして



建設ディレクターとして

仕事を与えてもらっている

自ら動き、ＩＣＴを取り入れてもらう
ひらめき

積極性



残業
現場の1日

• 現場業務を終えた後に書類業務に取り
掛かり、長時間の残業が発生すること
が当たり前…

• 手伝いは欲しいが１から説明する時間
もとれない…

書類業務の一部を引き継ぎ…
• オフィスから現場を支える！
• 現場の労働時間の短縮！

現場の1日

現場でないとできないこと、そうでないこと、専門性などから
仕事の仕分けを行い、現場でなくてもできる書類業務等を現場
から切り離し、本社にて現場のサポートを行います。

建 設 デ ィ レ ク タ ー
育 成 プ ロ グ ラ ム

「建設ディレクター育成講座」
のすべてのカリキュラムを受講し、
現場支援に必要なスキルを習得し
ていただきます。
カリキュラム修了後、テストに

合格したのち、〈建設ディレク
ター認定証明書〉が発行され、
はれて『建設ディレクター』とし
て活躍することが出来ます。

建設ディレクターになるには…

ＩＴスキルとコミュニケーションによって を行う新たな働き方。
現場技術者と意思疎通をはかり、リアルタイムで書類業務を担う、現場とオフィスを
つなぐ存在。それが「建設ディレクター」です。

業 務 内 容

場 所：さいたま市桜区西堀8-21-35（本社）
職 種：建設ディレクター
学 部：不問
募集学年：不問
募集人数：1名
就業時間：8:30～17:00（休憩時間12:00～13:00）

要

項

電 話：048-852-5000
メール：info@katayama5000.co.jp
担 当：成田・吉田・加藤
お問い合わせ先も同上となります。
お気軽にご連絡ください。

申
し
込
み



ex）現場説明会での使用／役所への提示

建設ディレクターは書類業務のみを行うわけではなく、会社ごとに様々な役割・かたちがあり、
積算や測量を行うなど詐取多様です。2021年から新設された工事支援室ですが、主にICT機器を
扱う業務を行っています。空撮をする「ドローン」や対象物を3Dデータとして取り込む
「3Dスキャナー」、3Dデータを作成・編集するソフト「TREND-CORE」「TREND-POINT」を
使用しています。これらを使うことにより、着工前～施工完了のイメージをより具体的にし、
工程ごとの事前確認や住民説明会などにも役立ちます。現場ではドローンや3Dスキャナーの操作、
会社では3Dソフトでデータの作成・編集を行い、「工事支援室」は活躍の場を広げています。

工事支援室について

3Dスキャナー

ドローンと同様に、天候や工事工程を考慮
しながら日程調整し行います。主要部が隠れ
ないよう様々な角度で複数回スキャンする
必要があり、長時間の作業になります。
効率よくスキャンするためにも、どのような
データが必要か担当者と話しながら現場への
理解も深め進めていきます。

ex）点群データの取得

3Dスキャナーで現場地形データ取得 3Dソフトで構造物作成ドローンでの空撮

点群による地形データ

建設ディレクターの仕事は、現場監督とのコミュニケーションが重要です！

現在、力を入れている「ICT機器」を扱う場面の仕事の進め方をご紹介します。

立体的に現場の把握

株式会社カタヤマHP

ICTの活用方法を広げるためにもどう現場の知識を
深めていくかが今後の課題です。現在は様々な仕事
を与えてもらっている立場なので自ら積極的にICT
を取り入れてもらえるように動き、工事支援室が
しっかりと確立することを目指します。

先輩社員の声

現場写真 ３DCAD

図面をもとに作成した3Dモデル工事の進捗状況を確認




