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令和4年7月1日

東北地方整備局における
インフラ分野のＤＸの取組について

『 デジタル化・DX関係省庁合同セミナーin東北 』
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１．建設業界をとりまく現状
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国土交通省
東北地方整備局建設就業者の現状 （技能者等の推移）
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● 建設業就業者 ： 685万人（H9） ⇒ 498万人（H22） ⇒ 492万人（R2） ・・・ 約３割減少/23年間
● 技術者 ：
● 技能者 ： 455万人（H9） ⇒ 331万人（H22） ⇒ 318万人（R2） ・・・ 約３割減少/23年間

41万人（H9） ⇒ 31万人（H22） ⇒ 37万人（R2） ・・・ 約１割減少/23年間

出典：
総務省「労働力調査」（暦年平均）を
基に国土交通省で算出
（※平成23年データは、東日本大震
災の影響により推計値）



国土交通省
東北地方整備局建設就業者の現状 （高齢化が進行）
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● 建設業就業者は、55歳以上の割合が約36％、29歳以下が約12％と高齢化が進行し、
次世代への技術承継が大きな課題。

※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和元年と比較して55歳以上が約１万人増加 （29歳以下は増減なし）

出典：
総務省「労働力調査」（暦年平均）を
基に国土交通省で算出
（※平成23年データは、東日本大震
災の影響により推計値）

（ ％ ）



国土交通省
東北地方整備局自然災害の頻発・激甚化
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● 近年、水害・土砂災害のさらなる頻発・激甚化が懸念。
● 全国各地で降水量が観測史上最高を記録するなど、これまでの常識を超えて自然災害が頻発・
激甚化。 また近年、東北地方においては、毎年のように大規模な洪水が発生。



国土交通省
東北地方整備局
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《建設後５０年以上経過する社会資本の割合》

● 高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、
建設後５０年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる。
※施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況等によって異なるが、
ここでは便宜的に建設後５０年で整理。

社会インフラの老朽化
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国土交通省
東北地方整備局

「災害時の応急対応」を支える
○3月11日の震災直後より避難所の緊急耐震診断等を実施するとともに、同日午
後6時には道路啓開作業を開始（仙台県建設業協会）

○建設産業は､地域のインフラの整備･維持の担い手であると同時に、地域社会の安全・安心の確保

を担う地域の守り手として、なくてはならない存在。

○基幹産業として地域の雇用を支えると同時に、本業の経験を活かし、地方創生にも貢献。

「地方創生」を支える

○本業で磨いてきた力を活用し、新たな分野における創意工夫ある
取組を通じて、活力ある地域づくりに貢献

作業後

「地域インフラの整備･維持」を支える
○地域を支えるインフラ整備やメンテナンスを着実に実施

「地域の社会･経済」を支える

○生産年齢人口の５％を雇用する基幹
産業として、地域の雇用を下支え

○地域住民の生活が円滑に行われるよ
う、除雪等を実施

▲橋梁に対する診断

▲林建協働（岐阜県飛騨地域） ▲建設と農業の多能工（愛媛県）

▲修繕･耐震補強

▲国道メンテナンス

▲地域雇用の促進

○（一社）熊本県建設業協会
地震直後より、熊本県との災害時
協定」より支援活動を実施。

地域を支える建設産業
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２．インフラ分野のＤＸ推進



国土交通省インフラ分野のＤＸの背景
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ICT化が難しい産業

屋外での作業、一品生産 屋内での作業、大量生産
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2,875
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労働生産性※の比較（2019年）
生産性指標
（円/人・時）

製造業
5,788

災害対応などを担う不可欠な産業

※下式による生産性指標

産出量 （output）

投入量 （input）
生産性指標 ＝

付加価値額

労働者数×労働時間
＝

〇建設業の置かれた課題

･将来の人手不足への対応
生産年齢人口の減少

2010年8,173万人 → 2050年5,275万人（-35%）

・頻発する災害への対応が困難
洪水リスク高い地域内の高齢者世帯

2010年448万世帯 → 2050年680万世帯（+52％）

・老朽化する大量なインフラ補修が困難
50年以上経過の道路橋

2018年25％ → 2033年63％（+38％）

災害対応（堆積物撤去）インフラの維持管理（点検作業）

（国民経済計算（内閣府）、労働力調査（総務省）及び毎月勤労統計（厚労省）より国土交通省作成）

✓ 「屋外での作業、一品生産」という建設業の特性を踏まえると、建設現場の生産性向上は、一朝一夕には難しい。

✓ しかしながら、建設業は災害対応などを担う不可欠な産業であり、官民一体となってインフラ分野のＤＸを進める必要。
✓ それにより、建設業の適切な発展を図るとともに、維持管理や災害対応の確実な実施により国民の安全安心にも貢献。

【写真出典】トヨタ自動車㈱HP

【建設業】 【製造業】



国土交通省i-Construction とインフラ分野のＤＸの関係
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国土交通省

利用・サービス

インフラ

手続きなどいつで
もどこでも気軽に
アクセス

○24時間 365日
○ワンストップ
○リモート化、タッチレス

コミュニケー
ションをより
リアルに

○ビッグデータのフル活用
○三次元の図面/映像
○AR/VR

現場にいなくても
現場管理が可能に

○自動化・自律化
○遠隔化
○省人化

Safe：安全 Smart：賢く Sustainable：持続可能

建設業界管理者

国民の生活、社会活動、経済活動デジタル
申
請
書

収集

提供

ﾈｯﾄﾜｰｸ

インフラ分野のＤigitalＸformation

Ｄigital Ｘformation

調査・設計・施工・維持管理、災害対応

・・・etc

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

exp) ドローン

exp) API※

exp) 5G高速通信

exp) クラウド環境

※application program interface

～ デジタル技術の活用でインフラまわりをスマートにし、従来の「常識」を変革 ～

より便利に

より理解しやすく

少人数・短時間で
効率的に

インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）
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国土交通省

●行政手続きの迅速化や
暮らしにおけるサービス
向上の実現

●インフラのデジタル化で
検査や点検、管理の高
度化を実現

●無人化施工、自律施工
により、安全で快適な労
働環境を実現

●遠隔による災害支援など
新たな働き方を実現

管理者
（インフラ）

国 民
（利用・サービス）

建設業界
（インフラ）

インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）
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国土交通省
東北地方整備局

国土交通省インフラ分野のDX 推進本部

「インフラ分野のＤＸアクションプラン」
（令和4年3月30日公表）

●インフラ分野のDXの実現に向けて、国土交通省が所
管する各分野における施策を洗い出し、「インフラ分
野のDX推進のための取組み」、その実現に向けた
「2025年度までの具体的な工程」や取組みにより「利
用者目線で実現できる事項」をとりまとめた。

●アクションプランでは具体的な５３の個別施策を示し、
施策の実現を目指す３つの柱として「行政手続き
のデジタル化、情報
の高度化その活用、
現場作業の遠隔化・
自動化・自律化」を
実現するための具
体的な取組み工程
を示した。

（本省_技術調査HP ： https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000073.html）

インフラ分野のＤＸアクションプラン （令和4年3月30日公表）
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●東北地方整備局の主な取組みを体験
（VRを用いた研修・現場見学会、3D管内図やメタバース（仮想空間）

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000073.html
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３．東北地方整備局における
インフラＤＸの推進



国土交通省
東北地方整備局

○ 東北地方整備局では令和3年11月18日（土木の日）､建設業にかかる受・発注者の働き方改革や建設現場
の抜本的な生産性向上､デジタルに対応した人材の育成を目的に､データとデジタル技術を活用したインフラ
分野のＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を推進するための体制を整備局内に設置。

○ 職員を含めた建設業界の働き方改革を実現するため、整備局の各部局が横断的に取り組みを推進。

基 本 方 針東北地方整備局におけるインフラＤＸ推進体制

R3.11.18 東北地方整備局インフラＤＸ推進本部（本部長：稲田局長）
第1回 本部会議を開催

東北地方整備局におけるインフラＤＸ推進体制
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国土交通省
東北地方整備局

変革（Transformation）のための４つの挑戦（challenge)

３次元データ
の利活用促進

デジタル人材
の育成・環境整備

非接触・リモート型
の働き方への転換 新技術の活用促進

ＤＸ推進に向けた３つの着目点

脱！既成概念 脱！場所 脱！ペーパー

⚫現状の働き方における３つの課題に着目し、課題解決に向けデジタル技術等
の活用を検討する。

⚫これまでの単なる電子化から脱却し、デジタル技術や３次元データ、ＩｏＴ等の
徹底活用により、業務プロセスや働き方の抜本的な変革を図る。

⚫変革のための挑戦は４つの視点から取り組む。

【 基 本 方 針 】

東北地方整備局のデジタル・トランスフォーメーション（DX）
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国土交通省
東北地方整備局

1
7

⚫ 変革のための4つの挑戦において検討テーマ（４１）を策定。
⚫ 個別の検討テーマは、取組み施策と推進ロードマップ、年度毎の取組み内容を取りまとめた。
※代表的な検討テーマをＨＰに掲載。

３次元データ
の利活用促進

デジタル人材
の育成・環境整備

非接触・リモート型
の働き方への転換 新技術の活用促進

（ ７テーマ ） （ １９テーマ ） （ １０テーマ ） （ ５テーマ ）

『離れた空間をデジタルで共有』
～対面主義にとらわれない建設現場やオフィスの働き方を推進～

『誰でもすぐに現場で活躍』
～新技術の活用を促進し、建設施工やインフラメンテナンスの現場を変革～

『オフィスに現場を再現』
～３次元データ活用（可視化や自動化）により、受発注者双方の働き方を変革～

『ワンチームでＤＸを推進』
～組織・個人が発想を大転換（一致団結しデジタル変革実現）～

インフラＤＸの取組み内容
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国土交通省
東北地方整備局

１年目（R3年） ２年目（R4年） ３年目（R5年） ４年目（R6年） ５年目（R7年）

【Challenge１】 Ⅰ

非接触・

リモート型の働
き方への転換

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

【Challenge２】 Ⅰ

新技術の
活用促進

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

▲工事におけるオンライン電子納品の本格運用

ＡＳＰの積極的な利活用促進

▲工事・調査業務における遠隔臨場の標準化

遠隔臨場の導入促進

▲シミュレータを活用した除雪グレーダ操縦訓練の開始

ＶＲ・ＡＲ・ＭＲを用いた現場・施工状況等の可視化

▲ＭＲ等を活用した人材育成の実施

▲全業務を対象としたＷｅｂ会議・Ｗｅｂ検査の標準化

Ｗｅｂ会議・Ｗｅｂ検査の推進

▲デジタルを活用した配筋確認の実用化

非接触・リモート技術の利活用促進

▲クラウドを活用した情報共有の試行（サポート事務所等）

デジタルツールを活用したＤＸ推進

▲小規模ＩＣＴ施工やＩＣＴ構造物工等を含めたＩＣＴの全面的な活用
▲自動制御付き
除雪グレーダの配備▲ＩＣＴ活用工事実施率7割

建設施工や建設機械等に係る自動化・無人化・遠隔化技術の活用促進

▲ＵＡＶを活用した砂防施設
の自動点検実装開始

ロボット技術・ＵＡＶ等を活用した業務支援、作業の効率化・高度化

▲ＣＣＴＶを活用したＡＩ検知システムの導入

▲サイバーポートを全港湾で運用

知識・ノウハウを含めたインフラ情報のデジタル化による可視化
▲全国道路施設データベースシステムの運用

▲新たな特殊車両通行制度の運用開始

▲ＲＰＡの操作研修、ツールの導入検討を継続

ロボットによる業務の自動化（ＲＰＡ）

インフラＤＸ推進ロードマップ（案）
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国土交通省
東北地方整備局

１年目（R3年） ２年目（R4年） ３年目（R5年） ４年目（R6年） ５年目（R7年）

【Challenge３】 Ⅰ

3次元データの
利活用促進

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

【Challenge４】 Ⅰ

デジタル人材
の育成・環境
整備

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

▲全てのモデル・サポート
事務所で実施 ▲全ての河川・国道事務所で実施 ▲全ての事務所で実施

ＤＸデータセンター等を活用した建設プロセスの効率化
▲ＤＸデータセンター・
ＤＸ実験フィールドの開所 ▲ＤＸデータセンターの運用開始

ＢＩＭ／ＣＩＭ活用の加速化

３次元点群データの利活用促進

▲３次元点群データの収集・加工・活用に向けたルール検討

▲施設設計 ▲施設改修 ▲DXルームの運用開始

▲実施率 5割 ▲実施率 7割 ▲実施率 10割

３次元情報活用モデル事業の拡大

３次元ﾃﾞｰﾀの利活用を先導するデジタルに対応したオフィス空間（DXルーム）の整備

ＤＸ人材育成の拠点（ＤＸセンター）づくり

ＤＸ人材育成のための教材づくり
▲研修計画の立案

▲ＤＸ機器・ツール等の検討

ＤＸ推進に向けた環境づくり
▲ＤＸ機器・ツールの整備

新たな働き方に向けた仕掛けづくり

▲自治体職員等の受け入れ

ＤＸ推進のための制度・ルールづくり
▲デジタルガバナンス・セキュリティ・調達等の検討

▲施設設計 ▲施設改修 ▲DXセンターの運用開始

▲インフラDX推進研修の開始
▲インフラDX推進に向けた勉強会等の開催

▲DX研修コンテンツの作成

インフラＤＸ推進ロードマップ（案）
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４．DX・i-Constructionの取組み



国土交通省
東北地方整備局

東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」

「強い東北」 の実現に向け、ＤＸ推進とともに、取組みを進化

働き方改革の推進 生産性向上の推進 担い手の育成・確保
（地域の守り手確保）

⚫少子高齢化が進む東北地方で、災害時の迅速な対応そしてインフラの維持管理や除排雪など、「地域の守り
手」である建設業の担い手確保対策を、東北全体へと拡げることが必要

⚫東北地整、６県・仙台市、建設業団体が連携して取り組む「東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト」を、東
北管内の全市町村(226市町村)に対し、ＤＸの推進を図りながら東北全体を進化

①「週休２日工事」の普及・拡大
［証明書の取組を10万人以上の都市へ拡大］

②｢統一土曜一斉現場閉所」の取組
みを各県単位で「月２」を目指す

③業務及び工事における「ウィーク
リースタンス」を全市町村で標準化

④「施工時期の平準化」を全発注
者にて目標設定（標準化）し推進

⑤業務における 「WEB会議」を６県・
仙台市にも拡大 [ WEB検査の標準化

（国）]

⑥「ＩＣＴ活用工事」の普及・拡大
［証明書の取組を10万人以上の都市へ拡大］

※証明書対象工種を拡大 （ICT法面工等）

⑪東北土木技術人材育成協議会

・全ての10万人以上の都市のＩＣＴ・

ＵＡＶ等最新技術講習会受講完了

・産学官連携のよる「学生向け

i-Con新技術体験学習会」の開催

⑫デジタル技術（ＶＲ・ＭＲ等）の活用

に対応した研修・セミナーの高度化

⑬優良工事表彰で「地域の守り手枠

（維持工事）」を表彰（国）

⑦｢簡易チャレンジ型ＩＣＴ｣の推進

⑩「i-Conモデル事業」及び「BIM/CIM」
活用による調査～管理までの３次
元データ化を加速 （国）

⑨調査業務及び工事における「ウェ
アラブルカメラ等を活用した遠隔臨
場」を６県・仙台市に拡大

⑧ ＩＣＴ・BIM/CIM・遠隔臨場の活用を
「ＩＣＴサポーター制度」により支援開始

官民連携による建設業の担い手確保の推進
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国土交通省
東北地方整備局ＩＣＴサポーター制度の運用開始 （Ｒ４～）

⚫ ICT施工やBIM/CIM、遠隔臨場等の利活用促進を目的に、地元企業がICT等技術に関わる技術
指導やアドバイスが受けられる仕組みをつくり、東北地方におけるさらなる生産性向上を図る。

⚫ 「東北復興DX・i-Construction連絡調整会議」がICT技術に係る豊富な実務経験や知見、ノウハウ
を有する者を 「ＩＣＴサポーター」として任命し、地元企業における生産性向上の取組を支援。

⚫ 第１期のＩＣＴサポーターとして、６１社を認定。Ｒ４年度（4月11日）から制度の運用を開始。

4/11運用開始！ 12



国土交通省
東北地方整備局
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ＩＣＴサポーター活動実績
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青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 県外等

支援先（県別）

⚫ 令和４年４月１１日の「ＩＣＴサポーター制度」運用開始から、６月１０日で２ヶ月が経過
⚫ 相談や支援等の活動実績は、１ヶ月目の１８件に対し、２ヶ月目は６４件、累計で８２件と急増
⚫ このうち、「相談（電話及びメール等）」が合計７３件、「技術支援（対面等）」が９件あり

【活動状況（２ヶ月実績）】相談・支援等に対応したサポーターは９社で、累計８２件

○「相談（電話及びメール等）」は、１ヶ月目・１５件⇒２ヶ月目・５８件
○「技術支援（対面等）」は、1ヶ月目・３件⇒２ヶ月目・６件
○技術支援や相談が多い分野は、「ASP・遠隔臨場：３９件」、
「BIM/CIM：１１件」、「ICT建機施工用の３次元データ作成：６件」
の順
○「電話及びメール等での相談」の内容については、「今後の活用
に向けた操作方法」等の支援を求める相談が多い状況

１８件

８２件

６４件

5
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青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 県外等

支援先（県別）

［参考］

［参考］

9件

73件

（R4.4.11～R4.5.10） （R4.5.11～R4.6.10） （R4.4.11～R4.6.10）

サポート対象技術（活動実績分を抜粋）

技術No

技術No

技術支援（対面等)
： 9件

相談（電話及び
メール等）： 73件

その他

ＩＣＴサポーター制度の活動状況 （２ヶ月間実績）
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国土交通省
東北地方整備局

【目 的】
ICT施工導入の投資メリットを、地元中小規模の企業経営者クラスの方に

直接理解していただき、ICT施工活用の普及・拡大を図る。
また、令和４年度は他県においても開催予定。

【受講対象者】
東北地方の中小規模の企業経営者を対象。

【講 師】
東北地方で活躍する 「ICT施工トップランナー企業」 の経営者クラスの方

（東北建設業協会連合会推薦）

【受講者数】

宮城県会場 山形県会場

12月8日 12月14日

・渋谷建設(株)

取締役工務管理部長 柿崎氏
・泰昌建設(株)
取締役 澁谷氏

･(株)橋本店
取締役技術・管理部長 相原氏

13人受講 9人受講

【講義内容】

講義名 内容

ICTトップランナー
の講義

経営者目線での各社の取組みについて講義
・内製化をしている部分
・ＩＣＴ施工は儲かるのか
・導入効果 など

事前質疑応答 事務局からの事前質疑（７問）について掛合方式で回答
Ｑ１：ＩＣＴ施工導入への投資判断に至った経緯
Ｑ２：どこから着手したのか
Ｑ３：民宅地造成、圃場整備など建設以外への応用
Ｑ４：小規模工事へＩＣＴ施工を展開していくうえでの戦略
Ｑ５：補助金・税制優遇制度をうまく活用するポイント
Ｑ６：まだＩＣＴ施工導入に踏み切れない経営者へのﾒｯｾｰｼﾞ
Ｑ７：今後、行政側へ期待する施策 など

【受講者の声】

58%10%

21%

0%
11%

（取り組みの後押し）

1 2 3 4 5７割

【(株)橋本店 相原氏】【泰昌建設(株) 澁谷氏】【渋谷建設(株) 柿崎氏】

【 宮城県会場 】

89%

11%

（感想）

1 2 3

９割

・金額的なものもあり、とても参考
になった。
・知りたい質疑があり、今後の参
考になった。
・今後、当社のＩＣＴ施工の参考に
役立てたいと思う。

【 山形県会場 】

＝セミナー終了後＝

講師と受講者が積極的に名
刺・意見交換がされており、参
加者からは「面白かった。参
加して良かった」という意見を
いただきました。

ＩＣＴ施工の地元経営者向けセミナー （Ｒ３～）
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国土交通省
東北地方整備局

【ICT 施工 e ラーニングの概要】

１．主な学習内容
・ i-Constructionの概要
・ ３次元測量、設計、計測技術
・ ICT 建機の施工技術

２．対象者
・ ICT 施工について、初学者、未経験者を対象に、基礎知識を
学べるような学習プログラムを作成しています。

３．プログラム内容 （全体の動画再生時間は3時間32分）
・ 全 11 章・87 科目から構成されており、各章毎に順次学ぶことができます。
また、１科目あたり２～３分程度の動画で構成されています。

４．受講証明
全科目受講終了後、受講証明書を発行します。
発行された受講証明書は、ＣＰＤ及びＣＰＤＳの申請に使用できます。

５．アクセス先
http://www.ictc-e-learning.qsr.mlit.go.jp/ 

※本学習システムを受講する場合は、最初にユーザー登録が必要です。

ITC施工に関する普及促進と人材育成を目的に、e-ラーニングシステムを構築。

本学習システムは、建設現場におけるＩＣＴ施工の流れや技術的な基礎知識について、学習できる
プログラムとなっています。

【 ＩＣＴ施工の基礎知識をオンラインで学べる（九州地整） 】

【参考】 ICT施工 ｅ ラーニング （Ｒ３～）
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東北地方整備局
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● 東北地方整備局では、インフラ分野のDXを推進するための体
制を整備局内に設置し、職員を含めた建設業界の働き方改革を
実現するため、整備局の各部局が横断的に取り組みを推進して
います。

● 担当部署は以下のとおりです。

東北地方整備局における組織案内（DX関係の担当部署）

業 務 担当部署・連絡先

インフラ分野のDX・i-Construction インフラDX推進本部
企画部 技術管理課、施工企画課
022-225-2171



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 東北地方整備局 27

～ ご清聴ありがとうございました ～


