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地方自治体における施工パッケージ型積算方式の導入動向 
ニュースと解説

1.　はじめに 
　JACICでは、地方公共団体が施工パッケージ型積算方
式（以下「新方式」という）を円滑に導入できるように、全
国の都道府県・政令指定都市の積算担当部署を対象とす
る説明会を開催すると共に、Web版積算システム及び
XML形式の基準データを提供しています。今回は、そ
のユーザである地方自治体の導入状況等を紹介します。
2.　施工パッケージ型積算方式の導入概要 
　JACICでは、地方自治体向け積算システムにおいても、
今年度より、新方式での対応が可能な状況となっており
ます。 下図に積算システムでの表示例を示します。 

　積算システムでは、施工パッケージの工種を示すため
に、工種体系の表示の先頭に、Pのマークを付け、わか
りやすくすると共に、操作方法についても、従来の歩掛
条件入力と同じ操作にすることにより、スムーズに利用
できるよう配慮しています。 
　JACICの積算システムのユーザにおいては、各県の積
算基準の改訂時期に合わせて、導入が始まっております。
導入工種としては、国土交通省で、昨年度試行導入され
た63施工パッケージについて、導入され始めております。 
　沖縄県が7月に始まり、8月に京都市、その他の県の多
くは、10月の導入に向けて準備が進められております。 
基本的な工種体系は、国土交通省のH24.4月版の体系を
準用した形で導入を進めています。
3.　施工パッケージ型積算方式導入の留意点 
　今回の新方式では、従来の施工方法を主体とした歩掛
方式に比して、厚さ等の規格も範囲区分けした作業ベー
スの金額を主体とした条件設定となっています。そのた
め、これまでは、施工計画から施工法をイメージして、
積算条件を設定できましたが、新方式では、多くの金額
分析の都合から、適用や条件設定も、大幅に異なってい

ますので、使用には注意が必要であり、以下に代表的事
例を示して、その概要を紹介します。 

（1）基本的事項 
　最も異なる点は、当該地区の単価の他に、事前に該当
工種の標準単価となる代表の機労材の東京単価を各発注
機関ごとに設定する必要があります。 
　また、本来、構造物単位であるべきですが、単価の分
析の都合上、一部の材料等（目地板等）が、別項目となっ
ているので、適用範囲、含まれる要素を十分注意して、
積算する必要があります。 

（2）土工関係積算 
　土砂における掘削作業においては、従来は、施工計画、
施工方法から、段階的に該当項目を詳細に積み上げてい
ましたが、新方式では、一つのパックとして統合された
結果、クラムシェルの部分が除外され、施工方法として、
オープンカット、片切掘削、現場制約あり、上記以外（小
規模）で区分され、その中に、施工規模を示す、施工数
量区分があります。 特に「現場制約あり」は、人力施
工を意味しており、多少わかりにくい条件区分があるの
で、注意が必要です。 

（3）契約確認時点での留意事項 
　下表は、施工パッケージにおける工種体系を示します
が、従前は、掘削（L4）において、土質ごとに掘削作
業から、積込、運搬まで含んで、積算・契約されていま
したが、新方式では、掘削、積込、運搬等作業ごとに細
分化され、積算上の作業方法によっては、積込を別途に
数量を計上するものがあります。

従来版（H24.4）
種別 細別

掘削工 掘削（土砂）
掘削（軟岩）
掘削（硬岩）

施工パッケージ版（H24.10）
種別 細別

掘削工 掘削
土砂等運搬
整地
押土（ルーズ）
積込（ルーズ）

 

　従って、責任施工の観点から、単価合意の契約方式を
採用する場合は、注意を払う必要があります。
4.　おわりに 
　以上のように、新方式の積算では、紹介した留意点等
を十分理解して、積算する必要があります。 
　今後とも、JACICとしては、各地方公共団体がスムー
ズに移行できるよう支援を行う所存です。 

（https://www.j-200.jacic.or.jp/top/） 

（積算システムセンター　参事　堀内俊一） 

https://www.j-200.jacic.or.jp/top/
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中国地方の豪雨災害現場で
Photog-CAD®を用いた調査を支援 

ニュースと解説

　平成25年7月28日の豪雨により被災した島根県と山口

県のPhotog-CADを用いた被災状況調査に、JACIC職員

が同行しましたので概要を報告します。

①主要地方道「萩津和野線」の調査
　7月31日に島根県よりPhotog-CADを用いた横断測量

実施について支援の要請があり、8月1日、2日両日

JACIC飛田中国地方センター長が現地に入りました。

　島根県職員4名、コンサルタント社員4名に、写真の撮

り方とPhotog-CADの概要を説明し、1日に2か所、2日

は2班に分かれて4か所づつ、計10か所の撮影を行い、2

日午後からPCを用いて、県職員とコンサルタント社員

がPhotog-CADを操作して横断図を作成しました。

　2日午後から土砂がれき撤去の計画でしたので、災害

査定時には被災時と異なった形状になってしまうことか

ら、被災直後の形状を記録するためPhotog-CADを用い

たものです。 

JACIC職員の指導で県職員が作成した横断図

　県職員は、「4mもくずれている個所をポール横断でと

るのは危ないし人手もかかるが、これだったら危険が少

なく速いし、3人でできます」と語っていました。

②萩市でのTEC-FORCE支援
　7月31日に中国地方整備局よりTEC-FORCEの現地入

りに際してPhotog-CADを用いた調査の支援要請があ

り、8月1日、2日両日JACIC本部の瀧口、満田の2名が現

地に入りました。飛行機が満席で、空港と現地の間に通

行止めもあったため新幹線とレンタカーで移動し、1日

夜に現地到着、2日朝より作業を行いました。朝の雨で

新たな崖崩れがあり、現場を変更する等のことがありま

したが午前中に3か所の写真を撮影しました。通常6～7

名でやる作業が3～4名でできました。

萩市の現場

操作説明をするJACIC職員

　午後は、横断図を作成するとともに、操作について説

明しました。

（中国地方センター　飛田敏行、

システムエンジニアリング部　海津優）
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平成25年度
（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定

（一財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度

から財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助

成事業を行っています。平成25年度は、32件のご応募を

いただきましたが、学識経験者を含めた審査会にて審議

され、以下の9件に研究助成を実施することを決定しま

したので、報告させて頂きます。なお昨年からの継続研

究は3件で合計12件となります。

JACIC便り

（経営企画部上席参事　落合清二）

No. 平成25年度研究助成対象者（敬称略） テ　ー　マ　名 区分※

1
応用技術（株）　情報システム課
担当課長　久保知洋

既存河川施設の3次元モデル化における最適詳細度と必要
点検情報の解明に関する研究

自由

2
立正大学　地球環境科学部　環境システム
学科　教授　後藤真太郞

日本版ICS下でのクラウド型GISの実装と平時の運用に関す
る研究

指定2

3
熊本大学大学院　自然科学研究科
教授　小林一郎

河川CIMにおけるデータマネジメントに関する研究 指定1

4
京都大学大学院　工学研究科
准教授　須崎純一

航空写真を用いた迅速な被災建物自動抽出手法の開発 自由

5
アジア航測株式会社　総合研究所
技師長　住田英二

異なる計測方法によるレーザ計測データを基とするCIMの
ための3次元空間情報の整備手法に関する研究

指定1

6
株式会社扶桑プレシジョン
代表取締役　竹田直人

改ざん検知システムの開発 指定3

7 愛媛大学　准教授　中畑和之
3次元CADデータと多点計測技術を活用した中小構造物の
動態監視に関する研究

指定1

8
大阪大学　社会経済研究所
講師　中林　純

入札結果データを用いた総合評価方式入札の分析（予定価
格や評価式,及び入札参加資格がバリューフォーマネー及び
入札参加者の利潤に与える影響の推定）

指定3

9
大分工業高等専門学校
準教授　平岡　透

民間共助型支援と疫病リスク評価を組み合わせた水災害対
策に関する情報基盤の構築とその活用

指定3

継
続

関西大学　環境都市工学部都市システム
工学科　准教授　窪田　諭

災害時の利用を考慮した時空間概念に基づく道路維持管理
支援システムの研究

指定2

継
続

東京大学大学院　工学系研究科社会基盤
学専攻　准教授　布施孝志

多様な情報を統合した拡張現実のための標定・3次元復元手
法に関する研究

自由

継
続

一般財団法人　地域地盤環境研究所　地
域地盤研究部門　地盤情報グループ　首
席研究員　山本浩司

全国電子地盤図による地盤情報の有効活用に関する研究 指定1

※区分について:
指定1：3次元データの活用に関する研究（H24・H25）
指定2：建設行政システムのクラウド化に関する研究（H24･H25）
指定3：大規模データベース（ビッグデータ）に関する研究（H25）
自由：建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する研究、建設分野の各種業務の情報化に関する研究
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第26回社会基盤情報標準化委員会が6月20日に開催さ
れ、「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」における
電子成果利活用小委員会およびCAD/データ連携小委員
会の活動成果が報告されました。

幹事会

社会基盤情報標準化委員会
　委員長：柴崎  亮介（東京大学教授）

電子成果利活用小委員会
　小委員長：皆川  勝（東京都市大学教授）

CAD/データ連携小委員会
小委員長：田中  成典 （関西大学教授）

1.　3つの活動成果について
2012年度における小委員会の3つの活動成果を、次に

示します。
（1）電子納品のモデル案と考え方

電子納品の地方展開を図るべく、後続フェーズでの利
用用途や作業負荷の軽減を考慮し、電子納品要領・基準
類に一定のガイドラインを与えた「電子納品のモデル案
と考え方」を作成しました。地方自治体において電子納
品の形態が多様化しつつある中で、基準類の乱立を抑え
ることを目的としています。

本書では、①閲覧に限定した利用を想定した「閲覧利
用版 電子納品」と、②図面ファイルの再利用を想定し
た「図面再利用版 電子納品」の2種類のモデルを例示し、
これらのモデル案に対する考え方や適用方法、電子納品
に係る技術基準を解説しています。

このモデル案の活用を通じて、電子納品の普及や電子
成果品の利活用が進み、公共事業におけるコスト縮減と
品質向上につながることを期待します。

  

◆電子納品のモデル案（4 編）

第 II 編 閲覧利用版電子納品・業務編
第 III 編 閲覧利用版電子納品・工事編

1 目的
2 電子成果品のフォルダ構成
3 電子納品対象項目
4 電子納品の詳細
5 電子媒体の提出
6 検査
7 保管・管理

第 IV 編 図面再利用版電子納品・業務編

第 V 編 図面再利用版電子納品・工事編
1 目的
2 電子成果品のフォルダ構成
3 電子納品対象項目
4 電子納品の詳細
5 電子媒体の提出
6 検査
7 保管・管理

◆本書の利用手引き

第 I 編 モデル案の考え方と適用方法
I-1 はじめに
I-2 モデル案の運用上の留意点
I-3 本書の構成と各編の特徴

I-4 電子納品のメリットと利活用

（2）CADデータ利活用ガイドブック
受発注者間におけるCADデータの円滑な受け渡しや

利活用を促進するため、発注者職員の視点から、業務遂

行時のCADデータの取り扱い方法や納品データの利用
例等について解説した参考書として、「CADデータ利活
用ガイドブック」を作成しました。

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 将来フェーズでの利活用に向けた
電子納品データの保管管理

3.1 SXFによるCAD図面の長期保管（互換性の確保）
3.2 SXFブラウザによる図面チェック
3.3 電子成果品のチェック確認
3.4 電子成果品の活用の考え方

1. 日常業務におけるCADデータの利用 ～業務の効率化～

1.1 CADデータの流れ

1.2 CADデータの運用実態
1.3 日常業務（設計～施工）におけるCADデータの利用例
1.4 電子納品されたCADデータの利用例

2. CAD図面の納品における事前協議

（3）XML記述に関するチェックリスト
XML化の促進や用語・要素辞書に関する検討の一環

として、「建設分野におけるXML記述仕様の考え方（案）」
に規定されている留意事項の他に、確認した方が良いと
考えられるポイントを「XML記述に関するチェックリ
スト」として整理しました。

XML作成時において、このチェックリストを利用す
ることで、情報システムに関するドキュメントや情報要
素の共有を図り、円滑なデータ交換が進められることを
期待します。

XML記述に関するチェックリスト
（前頁の留意事項の他に確認した方が良いと考えられるポイントを列挙）

a 属性名はクラス名と組み合わせて意味が理解できる構成となっ
ているか。

b クラス名・属性名は、日本語の項目名の意味を正しく表してい
るか。

c
クラス名・属性名の綴り方はイギリス英語（オックスフォード
辞書に準ずる）になっているか。（ただし、一般的な用語がア
メリカ英語である場合はその限りでない。）

d クラス名・属性名は、ofやinなどの前置詞を含まないものになっ
ているか。

e クラス名・属性名は名詞で終了しているか。

f
1：協議、2：承諾のように、割り当てられた番号や記号でそれ
ぞれの内容を表す場合は、クラス名・属性名の末尾がCodeと
なっているか。

g 日付、時間を表す場合は、クラス名・属性名の末尾がそれぞれ
Date、Timeとなっているか。

2.　活動成果の広報活動について
各活動成果は、標準化委員会ホームページで公開し、

セミナーや講習会にて普及活動を行っていきます。
○参照先：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　研究員　原佑太郎）

JACIC便り

社会基盤情報標準化委員会　2012年度　活動成果
～ 電子納品の普及促進および利活用における支援活動 ～

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
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　平成25年6月14日、新潟市内において「災害復旧事業

技術講習会」が行われ、建設関係の技術者約200名が受

講しました。この講習会は（一社）建設コンサルタンツ

協会　北陸支部、（一社）全国測量設計業協会連合会　

北陸地区協議会、（一社）全国地質調査業協会連合会　

北陸地質調査業協会、（一社）北陸地域づくり協会が共

同で主催し、毎年定期的に開催されているものです。

1.　講習会の内容

　この講習会の目的は、被災した公共土木施設の早期復

旧に向けて、災害復旧事業の申請・実施の迅速化・適切

化を図るため、各種申請資料等を検討・作成する際に必

要な技術・制度等についての理解を深めていただくこと

です。

　講習会では、災害採択の基本原則、改良復旧事業につ

いて、災害査定における留意事項、災害復旧工法、被災

状況と採択事例などについて、国土交通省や北陸地方整

備局等の担当官等からのご講演がありました。

2.　JACICのPhotog-CAD

　その中で、JACICも昨年度の当該講習会に引き続き、

今回も「災害復旧効率化支援システム“Photog-CAD”」

について説明をさせていただきました。

　Photog-CADは、平成24年10月に国土交通省から各都

道府県・指定都市へ、災害査定で使用することについて

支障がない旨の通知が発せられたことから、注目が高

まっています。

　このことを踏まえ、当日は以下の内容で説明を行いま

した。

（1）被災箇所での写真撮影方法の事例や留意点

（2）ポール測量やトータルステーションとの誤差

（3）3次元モデル作成から査定設計書作成までの実演

　Photog-CADを使用して精度よく作業を行うには、被

災箇所の写真撮影が重要になってきます。

　そのことから、今回は“被災箇所の撮影事例と留意点”

に重点を置いて説明させていただき、多くのご質問をい

ただきました。いただいたご質問等は、今後の改良に

フィードバックしていきたいと思っています。

3.　無料モニター・キャンペーン中

　なお、現在JACICではPhotog-CADを多くの方に体験

していただきたいことから、平成25年12月末までこのソ

フトを無料でご使用いただけるモニター・キャンペーン

を展開しているところです。

　北陸地方センターでも、発注機関や建設関係の団体の

皆様を対象に、Photog-CADの説明やデモを行なってお

りますので、お気軽にお問合せください。

　http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/campaign.html

　また、北陸地方センターのホームページ*でも関連情

報を随時紹介していきますので、こちらもご参照いただ

ければ幸いです。

　http//jacic－hokuriku.ihfo/　

（北陸地方センター長　穂苅正昭）

P
フ ォ ト ジ ー
hotog-

・
C
キ ャ ド
AD®の説明を行いました

 北陸ブロック“災害復旧事業技術講習会” 

JACIC便り

http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/campaign.html
http://jacic-hokuriku.info/
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地方便り

　今年のこれまでの近畿地方センターの活動状況を、ご
紹介します。

■RCCM資格試験準備講習会
　平成25年度の「RCCM資格受験準備講習会」を7月25
日にグランキューブで開催し、約220名の方々に受講し
ていただきました。皆様のご活躍をお祈り申し上げます。

「RCCM資格受験準備講習会」の状況

■電子入札近畿連絡会
　電子入札を採用されている近畿地方の発注者の連絡会
議が7月9日に開催されました。平成17年から始まった会
議ですが、会議の参加団体は44団体にのぼり、過去最高
となりました。
　会議の内容は、各団体からの質問や改善要望に加え、
それぞれの組織が悩んでいる事柄の解決のための情報交
換など、活発な意見交換がなされました。

電子入札近畿連絡会議の様子

　特に今回は、電子入札の導入効果について事前アン
ケート調査がなされ、その結果が公表され、導入して効
果があった組織は95%にのぼり、不明は5%でした。不
明の理由は「当初より電子入札を導入しているので、比
較出来ない」や、「導入して1年なので効果について把握
中」となっており、これを除くと、概ねすべての組織で

「効果があった」との結果でした。
　また、導入効果内容は「事務手続きが楽になった。」「業

者との接触が減り精神的に楽になった。」「談合等の不正
行為の防止に効果があった。」など、下記のグラフにあ
るような結果でした。

電子入札導入効果の内容

■建設CALS/EC・CIM研修
　平成25年7月3日に、近畿地方整備局の職員の方々に建
設CALS/ECとCIMの研修を行いました。
　これは近畿地方整備局の「建設生産システム（監督官
級）」研修の一コマとして、実施したものです。

近畿地方整備局での研修状況

■CALS/EC・CIM・Photog-CADの研修について
　CIMについては、電子入札と合わせて、7月30日に和
歌山県主催で自治体を対象とした、和歌山県公共工事契
約業務連絡協議会研修会でも講習を実施しました。
　また、Photog-CADについては、現在、無料試用キャ
ンペーン中です。Photog-CADは3枚のデジタルカメラ
で写真を撮れば3Dキャド図面が作成でき、災害復旧事
業費の申請書類の作成に威力を発揮できる優れもので
す。
　これについてもCIM等と合わせて研修・講習のお手伝
いをしています。是非ご活用ください。

（近畿地方センター長　山本剛）

近畿地方センターの活動報告
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　　 電話　03-3833-6971

ISO9001

ヘルプデスクへ寄せられた応札者からの問い合せの主なものについて、紹介します。その他の項目についても、ホームペー
ジ（http://www.e-bisc.go.jp/）のFAQ（よくある質問）に掲載しています。

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

e-BISCコーナー ヘルプデスクへの質問と回答

項　目 質　　　問 回　　　答

システム
共通

申請書等の提出画面で添付資料
を追加すると、ファイルのパス
名称が「fakepath」と表示され
て申請書等が提出できません。
原因を教えてください。

国土交通省電子入札システムを利用するために必要なブラウザの設定（信頼済みサイト登録
等）が未実施または一部未設定である場合に当該事象が発生します。
e-BISCセンターホームページに掲載の資料「Windows XP（SP3）、 Windows Vista（SP2） 
及び Windows 7（SPなし/SP1） を導入したパソコンにおける電子入札への影響について」
をご参照のうえ端末の設定状況をご確認ください。

（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/XPsp3-Win7sp1_j.PDF）

なお、国土交通省電子入札システムでは標準文字コードとしてEUCを採用しており、一部
の記号や漢字等の文字では変換が行えずに「？」と表示されることがあります。これらの文
字をファイルパスやファイル名称に使用した場合、提出した添付資料の表示・保存が行えな
い等の事象が発生する可能性がありますので、ファイルパスやファイル名称には半角英数字
のみを使用することを強くお薦めします。詳細はe-BISCセンターホームページ「電子入札
稼働環境」の注意事項（※8）に掲載の資料をご確認ください。

（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/mojikin_j.PDF）

国土交通省電子入札

JACIC便り

国際会議ICCBEI2013の中で
「JACICセッション」開催、参加者を募集（参加費無料）

土木学会土木情報学委員会とAGCEI（アジア土木情
報学グループ）が主催する第1回ICCBEI国際会議は、東
京国際交流館にて11月7日・8日で開催されます。オープ
ニングの国土交通省顧問佐藤直良氏の基調講演に続き、
JACICでは「JACICセッション」を開催します。

国土交通省が本格的に取り組み始めたCIMを海外に紹
介するとともに、海外での最新情報を共有することを目
的に、パネル・ディスカッションを、実施する予定です。

JACICセッションは、基調講演とともに、学会参加者
だけでなく、一般の聴講（無料）もできることになりま
した。

詳細・申込は以下のサイトまでお願いします。
http://www.jacic.or.jp/jseminar/201311.html
会議は英語が基本ですが、基調講演とJACICセッショ

ンには同時通訳がはいります。また土木学会CPD対象
になります。

日時：11月7日（金）9：30 ～ 12：30
場所：東京国際交流館　平成プラザ3F
1.　開会セレモニー
2.　基調講演
 佐藤直良　国土交通省顧問　
3.　JACICセッション（パネルデスカッション）
　　 テーマ「日本におけるCIMの動向と国際協調に

よるプロダクトモデルの構築」
　　座長：矢吹信喜　大阪大学大学院教授
　　パネリスト
  高村裕平　国土交通省技術調査課建設シ

ステム管理企画室長
 山下純一　IAI日本代表理事　
 坪香伸　JACIC　理事　　
 クリストフ･カスタン　OpenInfra代表
 謝尚賢　国立台湾大学　教授

※ICCBEI参照サイト　http://www.iccbei.com/

（広報グループ長　河内康）

http://www.iccbei.com/
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