社会資本整備にイノベーション
将来は適正工期支援にＡＩ

スとなる工期を決める主
要因、作業の流れ自体は
現在、発注者自らが決め
なければならない。
発注者による適正な工
期設定を後押ししてくれ
るこのシステムは、今年
４月から原則、全ての直
轄土木工事で活用するこ
とになっている。システ
ム活用を通じたパターン
分析などと合わせて、Ａ
Ｉの活用も推進。将来的
には、工期設定をＡＩが
支援してくれる状況を目
指す。
こうした夢のような取
り組みは日々、加速的に
進展している。その１つ
が、ｉ‐Ｃｏｎｓｔｒｕ
ｃｔｉｏｎ。その施策の
１つ、土工へのＩＣＴの
全面的活用は 年度から
本格的に始まり、初年度
から実施件数が５８４件

進コンソーシアム」も今
年１月に発足し、ニーズ
とシーズのマッチ ング
に向けた活動も始 動し
ているところだ。
また、インフラメンテ
ナンス革命では、官民の
技術や知恵を総動員する
プラットフォーム」イン
フラメンテナンス国民会
議」が昨年 月に発足し、
ＩＣＴやＡＩ、新技術の
社会実装に向けて活動を
進めている。こうして、
日々進展する科学技術を
社会資本整備にも取り入
れ、イノベーションを巻
き起こしていく。

ンプラン」の２０１７年
度版の素案作成作業を進
めた。
現行のアクションプラ
ン２０１６で設定してい
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総合工事業はポイント減少

5

立候補表明文書を提出

研究会報告書で改善方向

強靭化アクションプラン素案

ナショナル・レジリエンス懇

指標に河川堤防整備率

にものぼる。今年度から
はＩＣＴ舗装（路盤工か
ら開始）、ＩＣＴ浚渫の
導入が始まるほか、橋梁
分野へのＩＣＴ導入「ｉ
‐Ｂｒｉｄｇｅ」の試行
も 年度から始まる。
年度までに橋梁、ト
ンネル、ダム、舗装分野
へのＩＣＴ導入拡大、公
共工事の３次元デー タ
を利活用するための ル
ールやプラットフォ ー
ムも整備する方針だ。建
設以外の業種も一体 と
なってｉ‐Ｃｏｎを 推
進する母体「ｉ‐Ｃｏｎ
ｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 推

大地震に
備 え

経済財政諮問会議

政府は 日、第 回ナ
ショナル・レジリエンス
（防災・減災）懇談会を
開催し、毎年更新してい
る「国土強靭化アクショ

20

％を目指す。
農水省関係では、陸揚
岸壁が耐震化された流通
拠点漁港の割合という指
標を、２０１７では高度
化。水産物の流通拠点と
なる漁港のうち、災害発
生時における水産業の早
期回復体制が構築された
漁港の割合という指標に
変え、 年度までに ％
を目指す。
一方、目標達成を受け、
新たな指標等へと見直す
ことになった３指標のう
ち、国土交通省関係は港
湾関連の１つ。国際戦略
港湾・国際拠点港湾・重要
港湾での港湾ＢＣＰ策定
率が、 年度に１００％
に達したため、２０１７
では高度化した指標を規
定。これらの港湾で、関係
機関と連携した訓練の実
施率を 年度の ％か
ら、 年度までに１００
％にすることを目指す。
今後、アクションプラ
ンをパブリックコメント
にかけて、国土強靭化ア
クションプラン２０１７
を５月下旬にはまとめる
方針だ。

14
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ｉ‐Ｃｏｎ、メンテ革命も推進

だ。
働き方改革や地域の活
性化に資する技術の導入
では、建設労働者の週休
２日取得が現在、大きな
課題になっていることを
踏まえ、週休２日取得を
促進するための取り組み
の１つに、適正な工期を
自動設定する「工期設定
支援システム」の導入を
あげている。
同システムは、歩掛ご
との標準的な作業日数を
自動算出し、標準的な作
業手順の工程も自動作成
できるもの。同種工事の
実績と自動的に比較やチ
ェックも行える。
ただし、工事の作業全
体を俯瞰して、同時並行
で行える作業なのか、あ
るいは各々順番に進めな
ければならない作業なの
かなど、クリティカルパ

所管する南海トラフ巨大
地震・首都直下地震等に
備えたものだ。
この大規模地震が想定
される地域等での整備率
を、これまで対象として
いた海外堤防等だけでな
く、２０１７では「河川」
堤防にも対象を拡大。河
川堤防の整備率（計画高
までの整備と耐震化）を
年度の ％から、 年
度に ％まで高める目標
を示す。
また、国交省関係では、
製油所が存在する港湾の
指標の範囲も拡大。これ
までの製油所だけでなく
「油槽所」にまで対象を
広げ、 年度までに製油
所・油槽所を考慮した港
湾の事業継続計画（港湾
ＢＣＰ）の策定率１００
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社会資本整備にイノベーションを巻き起こし、国土交通省がそれを強力
に推進していく姿勢が、 日に政府が開催した経済財政諮問会議（議長・安
倍晋三首相）で鮮明になった。建設現場の生産性を、２０２５年までに ％
向上させるため現在、総力を挙げて進めている「ｉ‐Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉ
ｏｎ」や、インフラメンテナンス革命に加え、働き方改革等にも資する技術
を導入することも今回、明らかにしたからだ。その中で、将来的には、ＡＩ
（人工知能）で適正な工期設定を支援できるようにする方向性を打ち出して
いる。
同会議に提出した国交
省の資料によると、建設
業も将来的には、罰則付
きの時間外労働規制を設
けることになったため、
「働き方改革」の実現や、
経済発展のために地域社
会の活性化の必要性も指
摘。これらの実現には、
ＩＣＴ（情報通信技術）
やＡＩ、新技術をフルに
活用し、建設現場の生産
性向上とインフラメンテ
ナンスの効率化を加速さ
せることが不可欠 にな
る。このため、社会資本
整備におけるイノベーシ
ョンを推進する姿勢を今
回、鮮明にした。
その方向性は主 に３
つ。ｉ‐Ｃｏｎｓｔｒｕ
ｃｔｉｏｎの推進、イン
フラメンテナンス革命、
働き方改革や地域の活性
化に資する技術の 導入

造園業者の参画に期待

失日数は ・９日減の２２ ～ 月３日までの１８５ 外での開催を計画するフ
～
入 札 情 報
７・１日となっている。 日間。入場者規模は約２ ランスに次いで２ か国
工 事 種 類 別 に み る ８００～３０００万人。 目。開催地は来年 月の
養生シート「シンプルキュア」開発
と、「土木工事業」の度 会場建設費は約１２５０ ＢＩＥ総会で、加盟約１
三井住友建設 純木造のコンビ二完成
数率が１・１４ポイント 億円と想定。経済波及効 ７０か国による投票で決
０・２３ポイント減の１ 果（試算値）は、建設費 まる。
船橋市 医療センター建替え基本計画
・ ポイント、強度率が 関連約０・４兆円、運営
０・６９ポイント減の０ 費関連約０・４兆円、消
新理事長に
者１人平均労働損失日数 査（有効回答４６２７事業 ・２４ポイント、「建築
菰田氏内定
は２３４・４日（前年度 所）度数率は０・２８ポイ 事業」の度数率が ・２
不動産協会
・８日）となった。
ント減の０・６４ポイン ８ポイント減の０・５７
年労働災害動向調査
総合工事業の工事現場 ト、強度率は０・１０ポイ ポイント、強度率が増減
不動産協会は、 日開
催の理事会で、 年度・
厚生労働省は 日、「労 いる。前年に比べ、度数 を対象に半期ペースで実 ント減の０・１１ポイン ゼロの０・０９ポイント
働災害動向調査」（ 年） 率、強度率ともに上昇、死 施している総合工事業調 ト、死傷者１人平均労働損 となっている。
年度理事長に菰田正信運
営委員長（三井不動産社
の結果を明らかにした。同 傷者１人平均労働損失日
長）が就任することを内
調査は、主要産業の労災状 数も増加した。また、不休
２０２５年国際博覧会
況把握を狙いに年１回ペ 災害度数率は０・０４ポ
定した。木村惠司理事長
の大阪誘致に向けて立候
（三菱地所取締役）は会長
ースで実施しているもの イント減の３・３８ポイ
補すること等が４月 日
年万博、大阪誘致へ
に、岩沙弘道会長（三井不
で、調査の対象は 人事情 ント。なお、無災害事業所
に閣議了解されている。
の常用労働者を雇用する の割合は０・４％減の ・
動産会長）は相談役に就
テーマは「いのち輝く未
日本政府は
日、２０
ＢＩＥのビセンテ・ゴン
事業所。事業所規模１００ ４％となっている。
く。５月 日開催予定の
２５年国際博覧会開催国 ザレス・ロセルタレス事 来社会のデザイン」、サ
第 回定時総会の臨時理
人以上を対象とする事業
事業所調査のうち、総 への立候補表明文書を提 務局長に提出した。また、 ブテーマは「多様で心身
所調査では、労災の発生頻 合工事業を除く建設業の 出した。木寺昌人駐仏大 この場には、榊原定征２ ともに健康な生き方、持
事会で正式に決定する。
度、災害の重さなどをみる 調査結果は、度数率が０ 使が博覧会国際事 務局 ０２５日本万国博覧会誘 続可能な社会・経済シス
と、総合工事業でポイント ・ ポイント上昇し０・ （ＢＩＥ）を訪問し、２ 致員会会長（日本経済団 テム」。
通勤でい
費支出関連約１・１兆円
つも乗り降
減がみられた。一方、総合 ７５ポイント、強度率は ０２５年国際博覧会開催 体連合会会長）および松
開催場所は、大阪府大 を想定している。
工事業を除く建設業では ０・１５ポイント上昇し
りする私鉄
２０２５年国際博
覧
阪市夢洲地区。開催期間
国への立候補表明
文書
井一郎同会長代行（大阪
駅。駅前ロ
ポイント上昇傾向が浮き ０・１７ポイント、死傷 （内閣総理大臣書簡）を 府知事）が同行した。
は、２０２５年５月３日 会への立候補は、パリ郊
ータリーの
彫りとなった。
事業所規模１００人以
協力インセンティブによ 新たな課徴金減免制度の 間）撤廃または延長、必要 中心部が赤、白、黄、ピ
課徴金制度
り拡充を図ることなど。 利用に係る弁護士と事業 に応じた基本算定率の見 ンク、紫の花々で埋め
上を対象とする事業所調 見 直 し
査（１万０４２９事業所）
報告書では課徴金制度 者との間のコミュニケー 直し、業種別算定率の廃 尽くされている。街路
調査協力優遇で減免拡充
では、労災発生頻度を示
改善の要点として、
「算定 ションに際しての秘匿特 止、中小企業算定率の適 樹の新緑と見事に調和
す度数率が０・０２ポイ 公正取引委員会は 日、 た。同研究会では、課徴 方法の硬直性に起因する 権への配慮を挙げている。 用対象の適正化などの見 し、美しさを際立たせ
ント上昇し１・６３ポイ 課徴金制度見直しに向け 金制度は，制度導入から 問題への対応」を挙げ、売
現行制度に対する基 直し事項も挙げている。 る。春らしい香りも漂
ント、労災の重さの程度 た検討を進めていた独占 約 年が経過した課徴金 上額がない外国の違反行 本スタンスとして、「調
調査協力インセンティ う。いつまでも眺めて
を示す強度率は０・０３ 禁止法研究会の検討報告 制度の見直しを昨年２月 為者に対しても、課徴金 査協力インセンティブを ブを高める制度に関して いたい気分だ。働き盛
ポイント上昇し ・１０ 書をまとめ公表した。あ から今年３月まで検討。 を課す方向性を提示。２ 高めるための課徴金減免 は、現行課徴金減免制度 りが減り、人通りもま
ポイント、死傷者１人平 わせて制度設計の 具体 改善の柱は、法定で一律 点目に「調査協力インセ 制度を拡充」などにより、 の拡充、課徴金減免制度 ばらな駅前だが、この
均労働損失日数は ・０ 案、参考情報などのパブ 算定している現行の課徴 ンティブを高める制度の 法定された算定方式に基 の適用事業者数の 限定 風景ばかりは誇らしい
日増の ・０日となって リックコメントを開始し 金減免制度を改め、調査 導入」を挙げ、課徴金減免 づく画一的な算定・賦課 （最大５名）や申請期限 ▼春の秩父といえば羊
申請をした事業者に関 による算定方法の改善を （調査開始後 営業日ま 山公園だろう。関東有
で）の撤廃などを挙げ、 数の芝桜の名所となっ
し、より調査に協力した 図る方向性を明示。
具体的には、課徴金の 事業者が提出する証拠の ている。植栽面積が１
事業者がより高い減算率
を得られるなどのインセ 算定・賦課方式の基本的 価値などに応じて公取委 万７６００平方㍍。９
ンティブを設定すること 枠組みについては、課徴 が一定の幅の中で減算率 種類、 万株以上とい
で実態解明や事件処理の 金の算定基礎となる売上 を決定する改善方針など う。赤、ピンク、淡いピ
ンク、青紫等々…と色
領域拡大を図るとした。 額に関しては公取委がに を提示。
同報告書が提示する課 とりどり。武甲山をバ
加えて、手続き保証見 つ用と認める範囲での売
直しに関して「新制度をよ 上額控除などの見直しを 徴金制度見直しに対する ックに今年はどんな絵
り効果的にワークさせる 図る方針としている。ま 意見書の提出は、６月 日 柄を見せてくれるのだ
ための手続保障」に言及。 た、算定期間の上限（３年 まで公取委で受け付ける。 ろう▼ゴールデンウィ
ーク（ＧＷ）は芝桜見学
でも。だが、お花畑気分
ビジネス業界に興味・関心の深い
日本下水道協会（ＪＳＷＡ、曽
ではいら れ な い 雲 行
学生と、水ビジネス業界に携わる
小川久貴理事長）は、８月１日か
き。内閣官房ＨＰの国
企業との交流の場となる「水ビジ
ら４日の４日間、東京・江東区の
ネス業界 インターシップ＆キャ
民保護ポータルサイト
東京ビッグサイトで「下水道展
東京」を開催する。
リアセミナー」を特別企画として
に「弾道ミサイル落下
，
今回が
回目の開催となる同
開催する。
時の行動について」が
展では、テーマを〝下水道、くら
現在、日本国内においては、老
掲載された。Ｊアラー
朽化が進む下水道インフラ施設
しを支え、未来を拓
トを活用し、緊急情報
く〟に刷新し、主に
を再構築する取り組みが推進さ
を流すので「落ち着い
下水道事業の管理
れている。また、 年秋には、東
た行動を」と呼びかけ
京で国際水協会（ＩＷＡ）の世界
者である全国の地
ている。都道府県の担
会議が開催されることもあり、
方公共団体を対象
当者を集めた説明会が
特に国内の水ビジネスは大きな
に、下水道施設の老
開かれ、ミサイル着弾
盛り上がりをみせている。その
朽化に伴う改築更
を想定した住民避難訓
中で、今年の下水道展は、ここ
新技術や耐震対
練を行うよう要請した
年来最多の出展申込数３５０企
策、ゲリラ豪雨対策
▼ミサイル発射情報が
業（団体）／１１０２小間（ 年
など、下水道に関す
流れたら「物陰に身を
４月現在）となっている。
る幅広い分野の最
隠すか、地面に伏せて
同協会では５月上旬から、
「下水
新の技術、製品を展
頭部を守る」等々とあ
道展， 東京」のＷｅｂサイトで来
示紹介する。
る。戦時中ではないか。
場者事前登録を開始する予定。
また、今年は水
この先、何事もなく平
穏が続くことを願う。
16

る１０８の重要業績指標
（ＫＰＩ）のうち、「国
土強靭化アクションプラ
ン２０１７」素案では、
年度中に達成した３指
標を、新たな指標へと高
度化することにした。
指標については、指標の
対象範囲の拡大など、よ
り高度な指標へと充実を
図る。５年に１度の見直
しとなる閣議決定が必要
な、同プランの上位計画
「国土強靭化基本計画」
は、今年度から見直しに
向けた取組みを本格化さ
せることにした。
アクションプラン２０
１７で、対象範囲の拡大
や高度化される 指標の
うち、国土交通省関係は
５指標。このうちの１つ
は、農林水産省と一緒に
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８月１日から４日間

16

所
行
発

が推進する保全緑 化の
補完につなげたい 考え
を示した。
さらに、造園会社につ
いては「緑地の保全、緑
化の推進に関する技術
やノウハウ備えた 専門
家集団」と評価。現在、
全国各地で１５０ 以上
の造園会社が、指定管理
者として都市公園 を管
理している実績が ある
ため、造園会社には今回
の指定を受けて、今後ま
すます活躍するこ とに
「期待している」と答弁
した。
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公取委
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日刊建設産業新聞社

省の栗田卓也都市局 長
は、財政制約等から自治
体が自ら公園緑地の維持
保全を行うことが困難と
なる中で、民間の力を最
大限活用することの重要
性を強調。
これまで緑地の保 全
等の活動を行う者を 認
定する「緑地保全緑化推
進法人制度」の指定対象
だった社団、財団、ＮＰ
Ｏ法人に加え、改正法案
では民間会社等を追 加
したことを説明した。緑
地創出の担い手とし て
公的に位置付け、自治体

20

17

都市緑地維持管理の担い手で

それに歯止めをかけるに
は、その担い手を「企業
等に広げていくことが大
切だ」と指摘し、今回の
制度拡充の効果を質問。
さらに、緑の分野で「専
門技術を有す造園業者」
が、その維持管理に「参
画できる可能性が有るの
か」と質問を加えた。
これに対し、国土交通

16

58

ＪＳＷＡ

最新技術、
製品など一堂に

30

「下水道展 ’
17東京」
開催

21

16

16

32

40

21

）

本 社
〒173-8710 東京都板橋区板橋1‐48‐9
電話 03 （3961）1691 （代表）
ﾌｧｯｸｽ 03 （3961）2251
（http://www.kensan-news.com/）
支 社
大阪、
神奈川、
九州、
中国、東北、甲信越
支 局
埼玉、中部
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20

足
立
参議院議員

01

75

18

16

25

足立敏之参議院議員は 部改正を審議することに
日、都市緑地法等の一 なった参議院国土交通委
員会で、都市緑地の維持
管理の担い手として民間
主体を指定する制度へと
拡充する内容が盛り込ま
れていることについて質
問した。
足立議員は「都市緑地
も、しっかり管理しなけ
れば荒れ果てる」と述べ、
25

月 ２６日（水曜日）

２０１７年（平成29年） ４
（土・日曜 祝日 休刊）
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