
「令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)」

新潟県のＩＣＴ活用工事について

令和３年1２月15日

新潟県 土木部

技術管理課 積算情報班

武藤 貴士 1
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・県内建設産業の振興を図るため、平成18年に「建設産業活性化プラン」を策定し、以後、課題の変化等を踏まえ改訂を実施

・有識者の提言や建設企業意識調査等を踏まえ、「第四次・建設産業活性化プラン」を策定

１ 地域の安全・安心を担う産業（災害への対応、除雪への対応）
２ 地域のくらしを支える産業（社会基盤の整備、公共土木施設の維持管理）
３ 地域経済・雇用を下支えする産業（地域の基幹産業として）

Ⅰ 策定の経緯

現

状

求
め
ら
れ

る
役
割

Ⅳ 今後の重点課題

県内就業者の年齢構成割合の推移
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○ 県民の命とくらしを守る防災・減災対策の推進
○ 新・担い手３法の制定による取組の強化
○ ICT導入の加速化
○ 働き方改革の強化
○ 社会資本の老朽化の進行
○ ＳＤＧｓ達成への取組推進

ＳＤＧｓ
達成への貢献

企業の売上高経常利益率

利益率は上昇傾向 しかし･･･

製造業
(全国)

全産業
(全国)

建設業
(全国)

建設業
(新潟県)

1,699

1,972
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Ⅱ 県内建設産業の現状

Ⅲ 県内建設産業に関わる環境変化

○ 経営基盤の安定化

○ 将来を担う人材の確保

○ I C T化の加速

○ 産業イメージの変革

（年） ※令和元年平均

「第四次・新潟県建設産業活性化プラン」概要版

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門クラス)
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Ⅴ 目標と施策体系、Ⅵ 施策の展開

ＳＤＧｓ
達成に向けた
取組の推進

持
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可
能
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り
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経営基盤の
強化

人材の
確保･育成

生産性の向上

目標 柱 ７つの施策

経営の安定化

経営課題の
解決支援

受注環境の向上

人材の確保･育成

ICT等の活用促進

新技術・新工法の
活用促進等

労働環境の改善

～ＤＸの活用～

～ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨの推進～

～ｳｨｽﾞ･ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅ～

●建設企業におけるＳＤＧｓへの取組促進
・ＳＤＧｓ達成に向けた建設産業が果たす役割の認識共有とＰＲ
・企業における取組促進のための施策検討、実施

●制度改正後の低入札対策の安定運用

主な取組内容

●県内優先発注・県内調達の維持

●新分野進出の促進
●企業ニーズを踏まえた、専門家による相談対応

●施工時期平準化の推進
（ゼロ県債等の活用、施工時期選択可能工事制度の推進）

●人材確保・育成を行う団体への経費支援
（建設産業の理解促進、新規入職者研修、最新技術の見学会等）

●「週休２日取得モデル工事」の推進
（原則、全ての土木部発注工事を対象に）

●ICT活用工事の対象工種拡大、簡易型ICT活用工事の導入

●｢Made in 新潟｣登録技術のWebを活用した全国的な情報発信の推進

●ICT人材育成のための研修及び経費支援

計画期間：令和３年度～令和７年度（５か年）

○ ＳＤＧｓ達成に向けた、建設産業の具体的取組例の紹介による建設産業全体の取組促進

Ⅶ 持続可能な社会への貢献

●中山間地域における協力体制構築の促進

●建設リサイクルの推進

「第四次・新潟県建設産業活性化プラン」概要版

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門クラス)



○平成28年７月 「受注者希望型」で試行開始

土工量が1,000m3以上となる一般土木工事を対象として、受注者希望型で試行開始。

【ＩＣＴ建機による施工手間と保守点検、システム初期費を設計計上】

○平成29年12月

舗装面積が3,000m2以上となる舗装工事を試行対象とする。

【３次元起工測量、３次元設計データ作成費を設計計上】

○平成30年10月

浚渫数量が2,000m3以上となる河川浚渫工事を試行対象とする。

○令和元年10月20日

法面工、及びＩＣＴ土工の対象工事において付帯構造物設置工、地盤改良工を試行対象に追加。

○令和２年６月 「発注者指定型」を試行開始。

予定価格が1.2億円以上（消費税含む）かつ、 ＩＣＴ土工量が5,000m3以上の工事を対象目安

○令和２年10月 受注者希望型における施工数量条件の撤廃

舗装工(修繕工)､法面工(吹付法枠工)､地盤改良工(スラリー撹拌工)を試行対象に追加。

【３次元出来形管理、３次元データ納品作成費を補正により費用計上】

○令和３年４月

「簡易型ＩＣＴ活用工事」の導入

試行対象外として発注した工事を、試行対象工事への変更を可能とする運用を開始。
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新潟県 ＩＣＴ活用工事の試行対象の拡大

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門クラス)



新潟県の ICT活用工事活用件数

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)
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発注年度 発注（件） 活用（件） 活用率（％）

平成28年度 17 ９ 53

平成29年度 73 19 26

平成30年度 99 29 29

令和元年度 132 40 30

令和２年度※1 138※2 37※2 27※2

令和３年度※1 157※3 25※3 16※3

※令和３年１０月末現在の数値
※２ 発注者指定型(６件)含む
※３ 発注者指定型(４件)含む

※実施状況は、県ＨＰに掲載
http://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356858194994.html



・約８割の工事で工期短縮を図ることができた（２９件中２４件）
・短縮率が低い主な要因（①、⑧）：３次元設計データの作成に多くの時間を要したため。
・短縮率が高い主な要因（④、⑫、⑯）：測量が従来の半分の日数で完了でき、ICT施工も
従来と比べて早期完了できた。

施工履歴データによるヒートマップ化等で施工進捗が日々把握できることから、作業量が
大幅に減少した。

ICT活用工事の効果

6

平成30年度発注ＩＣＴ活用実施工事における作業工期短縮率

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

「簡易型ＩＣＴ活用工事」の普及拡大に努めていく

ＩＣＴ活用工事の試行対象の拡大の方向性

○ＩＣＴ施工の拡大、構造物工の出来形管理への適用

○10,000m3以下の土工で実施率が減少

今後、ＩＣＴ技術の活用として、３次元データによる出来形管理等の増加が見込まれる

※「簡易型ＩＣＴ活用工事」とは

ＩＣＴ建機を使用しないＩＣＴ活用工事、３次元データの設計と施工管理にて施工の効率を図る工事

国土交通省ＨＰより



ＩＣＴ活用工事のプロセス（新潟県の取組）
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

※「簡易型ＩＣＴ活用工事」はＩＣＴ建機への初期投資が課題と
なっている工事にも導入ができ、ＩＣＴ技術のメリットを感じるこ
とができる

ココがポイント
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～｢ＩＣＴ活用工事普及促進事業研修｣～

ICT活用工事普及における課題

① 経営者判断
DX導入ついて事前導入検討で行き詰まる事が多いが50％

② 企業間の2極化
ICT活用工事に積極的な業者と未経験の業者の差が広まる

③ ICT活用人材の不足
ICT技術の内製化に繋がる人材の確保･育成が進んでいない

建設業者向け研修

測量設計業者向け

起工測量から検査まで、一連の工程
に必要な技術を習得

３次元起工測量から３次元設計デー
タ作成までの技術を習得

マッチング体験会
経営者層を対象に、ＩＣＴ活用工事
取組への意識醸成を図る

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

ICT建機とは ローカライゼイションとは

※ICT活用工事導入のポイント

GNSSデータにより地球上での位置はわかるが、施工箇所の現場座標とは一致しない。
ICT関連機器で受信するGNSSの位置データを、現場座標に変換するローカライゼイション
を実施することでＩＣＴ施工や３次元データでの現場管理が簡単にできるようになる

ＩＣＴ機器の導入とローカライゼーションが分かる人材の育成

令和２年度 ICT活用工事普及促進研修資料より抜粋
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

※ICT活用工事導入のポイント

発注図面のＣＡＤデータから3次元ＣＡＤを使用し、平面図、横断図、縦断図の
共通する点を結びつける加工をすることで、3次元設計データの作成が可能

発注データから3次元設計データの作成 令和２年度 ICT活用工事普及促進研修資料より抜粋

①平面図と縦断図の共通点を結び3次元中心線を作成

③各横断図を3次元中心線に合わせて配置する

②横断図と3次元中心線と合わせる

④ＸＹＺの値を持つ３次元データができる



建設業者向け研修

起工測量から検査まで、
一連の工程に必要な技術を習得 ○予定回数 ３回

○研修期間 各回３日間

○定員 各回 １６人

○研修対象者

ＩＣＴ活用工事にて施工管理を行う

技術者、および今後行う意欲のある者

○研修内容

・起工測量から始まり、２Ｄデータからの
３Ｄ設計データ作成、ローカライゼーショ
ン、キャリブレーション、３Ｄデータによる
出来形管理とＩＣＴ活用工事の一連の流
れを理解できる。

・特にローカライゼーションは実際にＩＣＴ
活用工事の施工管理には重要な作業。

【参考】研修プログラム
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

ICT活用工事普及促進研修

ＩＣＴ工事の全体工程を理解



測量設計業者向け

３次元起工測量から３次元設計
データ作成までの技術を習得

○予定回数 ３回（上越、中越、下越）

○研修期間 各回１日

○定員 各回 １５人

○研修対象者

対象者：県内上・中・下越地区の測量

設計業従事者及び建設業従

事者

○研修内容

・３次元起工測量から始まり、２Ｄデータ
からの３Ｄ設計データ作成及び点郡処理
や土量計算を理解できる。

【参考】研修プログラム
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

ICT活用工事普及促進研修

ＩＣＴ活用工事及び簡易型
ＩＣＴ活用工事に必要な３
Ｄデータの作成を理解



座学（ＩＣＴ積算方法）ＰＣ実習（出来型管理）

研修の様子
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令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)

現場実習（ローカライゼーション）

※３Ｄデータを現場座標にあわせて補正して設定する作業現場実習（ＩＣＴ建機による施工）



ＩＣＴ関連企業による製品紹介

｢ＩＣＴ活用工事普及・マッチング体験会｣の様子
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先進企業による講演

現場見学・ ＩＣＴ建機試乗会

ＩＣＴ関連企業と建設業者のマッチング体験会

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)



ICT活用工事普及促進研修スケジュール

募集案内は新潟県ホームページで掲載中
多数の方々の参加をお待ちしております！
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申込期間令和３年１２月３日(金)～１２月１９日(日)

令和３年度ＩＣＴ活用講習会(入門者クラス)



御清聴ありがとうございました。
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