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第28回 社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮
介 東京大学空間情報科学研究センター教授、事務局：
JACIC）が2014年4月4日（金）に開催され、2013年度の
小委員会活動の中間報告が行われた。

図 1　委員会開催の様子

1．2013年度小委員会の中間報告
現在、2013年度における組織体系としては、下図に示

す通り、5つの小委員会が設置され、各検討テーマに沿っ
た標準化に係る検討が進められています。

今回の委員会では、各小委員長より小委員会の活動状
況について報告が行われました。

図 2　2013年度 標準化委員会　組織図

　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)

　ボーリング柱状図標準化 小委員会
  　○小委員長：　福江　正治 (東海大学)

　CIM国際共有化促進 小委員会
　　○小委員長：　古屋　弘 (大林組)

幹事会
　電子納品流通環境検討 小委員会
  　○小委員長：　関本　義秀 (東京大学)

　社会資本維持管理運用検討 小委員会
  　○小委員長：高木　方隆 (高知工科大学)

　地形-3次元製図基準検討 小委員会
  　○小委員長：　窪田　諭 (関西大学)

 

（1）ボーリング柱状図標準化小委員会
＜福江小委員長（東海大学）、活動期間：2カ年＞

当該小委員会における活動計画を関係者間で確認し、
ボーリング柱状図作成要領（案）の改定方針を整理した。
また、これらの作業部隊として原案作成WGを設け、関
係団体への意見照会を図りつつ作成を進めています。
※開催状況：第1回（3/7）
（2）CIM国際共有化促進小委員会

＜古屋小委員長（大林組）、活動期間：2カ年＞

日本で使用されているスキーマや、国内外における
データモデルの活用事例等を調査し、道路分野における
線形モデルの特徴を整理した。調査結果から現在、国内
のモデル形成に必要な条件を抽出しています。
※開催状況：第1回（5/9）
（3）電子納品流通環境検討小委員会
＜関本小委員長（東京大学）、活動期間：1カ年＞

外部のクラウド環境を用いてデータファイルの通信速
度やコストパフォーマンスを計測し、クラウド利用によ
る有効性を検証した。これらの結果から電子納品の高度
利用のためのビジネスモデルを検討しています。
※開催状況：第1回（11/25）、第2回（1/31）
（4）地形-3次元製図基準検討小委員会
＜窪田小委員長（関西大学）、活動期間：1カ年＞

地形に関わる既存の仕様を調査し、検討範囲を整理し
た。また、3次元製図基準の作成に向けた定義や構成項
目等を整理し、基礎資料の作成を進めています。
※開催状況：第1回（12/25）、第2回（1/28）、第3回（3/13）
（5）社会資本維持管理運用検討小委員会
＜高木小委員長（高知工科大学）、活動期間：2カ年＞

定期点検時におけるデータ入力・管理用のスマート
フォン向けアプリを開発し、県職員による現場での利用
効果を検証しています。また、蓄積された点検データベー
スの利活用方法について検討を進めています。

2．今後の標準化委員会の活動予定について
次回は、6月20日（金）に第29回社会基盤情報標準化

委員会を乃木会館にて開催します。2013年度の小委員会
活動成果に対する審議と2014年度における小委員会検討
テーマの選定を行う予定としています。

標準化委員会に関連した活動状況は、標準化委員会
ホームページを通してご確認下さい。
○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

また、現在の年度実施計画は「社会基盤情報標準化実
施計画2013」としてホームページ上に公表しています。
 掲載先：http://www.jacic.or.jp/hyojun/iinkai.html

（研究開発部　研究員　原佑太郎）

第28回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～ 2013年度活動中間報告および今後の委員会予定について ～

ニュースと解説

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
http://www.jacic.or.jp/hyojun/iinkai.html
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平成26年度 (一財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内
―JACIC30周年記念事業として助成額・件数を拡大―

（一財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的
に合致した、情報技術を活用し建設事業の円滑化に資す
る調査研究を対象に、研究助成を行っています。以下の
とおり助成の対象を公募します。

平成26年度は、JACIC30周年記念事業として研究助成

要綱に定める〔指定課題〕及び〔自由課題〕の助成額を
記念枠として増額しました。また、重点助成として〔指
定課題〕で、高度な研究または、早期に実用化が期待で
きる研究に対してさらに拡大した助成を特別枠として行
うこととしました。

公募開始：平成26年4月21日
公募終了：平成26年6月30日

１．研究助成の対象　　　　　
（1）【指定課題】

課題名
課題選択記号

特別枠 記念枠
指1　CIM/BIMに関するもの

A B指2　データベースに関するもの
指3　海外におけるICTを活用したプロジェクトマネジメントに関するもの

  
（2）【自由課題】

課題名
課題選択記号

記念枠
自1　建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの

C
自2　建設分野の各種業務の情報化に関するもの

 
助成金額　　　　　　

課題別 課題選択記号 助成額 説明 助成件数

（1）指定課題

Ａ 特別枠 1,000万円以内

研究助成要綱の指定課題に特別枠として下記のいずれ
かの条件を満たす研究に助成する。旅費交通費は助成
金の50％以内または、125万円以内のいずれか小さい
費用とする。
① 特に高度な研究と認められるもの。
② 早期の実用化が期待できるもの。

3件以内

Ｂ 記念枠 300万円以内
研究助成要綱の指定課題助成額を300万円以内と読み
かえ助成する。旅費交通費は助成金の50％以内または、
125万円以内のいずれか小さい費用とする。

未定

（2）自由課題 Ｃ 記念枠 200万円以内
研究助成要綱の自由課題助成額を200万円以内と読み
かえ助成する。旅費交通費は助成金の50％以内または、
75万円以内のいずれか小さい費用とする。

未定

（平成25年度は、指定課題7件、自由課題2件の助成を採択。）

公募案内の詳細については、JACICのウェブサイトに掲載しています。
　URL  http://www.jacic.or.jp/

　　問い合わせ
　　　　　　　一般財団法人　日本建設情報総合センター　経営企画部（落合）
　　　　　　　TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-296

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/
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平成26年5月に、コリンズ・テクリスシステムにおけ
る第二期リプレースの作業を行いました。

さて、「第二期」があるからには、「第一期」がありま
して、昨年5月に実施しています。

コリンズ・テクリスシステムには、大きく分けて、「登
録システム」と「検索システム」の2つがあります。
「登録システム」は、企業の皆様に、工事や業務の実

績を登録して頂くシステムです。
「検索システム」は、発注機関の皆様が、企業の実績

や技術者の実績を参照されるシステムです。
「第一期」では、登録システムに関わる機器と、検索

システムと共有で使用するネットワーク機器・ストレー
ジ機器のリプレース作業を行いました。

コリンズ・テクリスシステム全体の約9割に相当する
機器が対象でした。
「第二期」では、検索システムに関わる機器のリプレー

スの作業を行いました。コリンズ・テクリスシステム全
体の約1割が対象でした。

ところで、「リプレース」とは一般的に基本機能その
ままに、環境を新しくすることです。新しい機器の能力
が高ければ、台数を削減するなど機器構成を変えること
はありますが、機能面は変えません。
「リプレース」において、機器は当然ですが、オペレー

ティングシステムやパッケージソフト、データベースソ

フト等も最新バージョンの製品に置き換えます。
「同じ製品を使用するのだからそのままで動くだろう」

と言われることがあります。ところが、バージョンが変
わると、そう行かないのが一般的です。処理を実行する

「コマンド」の書き方が変わったり、コマンド自体が無
くなったりします。

話がずれました。「第二期」で対象とした約1割ですが、
具体的には、「検索システム用アプリケーションサーバ」
と呼んでいるサーバになります。冗長化のため3台で構
成し、従来と同一のサービスをご提供します。ログイン
ユーザの管理や、ご利用の皆様のパソコン画面にデータ
などを表示するための変換などを受け持ちます。

ただし、「第一期」でリプレースした機器でも使用し
ていた「JDK」と呼ばれるソフトウェアのセキュリティ
ホールが見つかったため、これらについては、「第一期」
分も併せてバージョンアップを行うこととしました。

よって、今回のリプレース作業において、「登録システ
ム」と「検索システム」双方ともプログラムの検証が必
要になり、長期にサービスを停止することになりました。

ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしましたこと、改め
てお詫び申し上げます。

　（システムエンジニアリング部　参事　白坂憲章）

JACIC便り

コリンズ・テクリスシステムの第二期リプレース
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平成26年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
JACICでは、平成26年度もRCCM資格試験受験準備講

習会を全国10会場で11回にわたり開催します。詳細につ

いては以下のとおりです。

●主催：（一財）日本建設情報総合センター

●後援：国土交通省

●テキスト：「平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会

テキスト」及び「想定問題・解答」（発行：（一財）日本建設

情報総合センター）

●受講料：10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代込、

昼食含まず。

●開催地・開催日・会場：表-1参照

●プログラム：表-2参照

●受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の上、

郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先に

郵送して下さい。電話による申し込みは受け付けませ

ん。申込書用紙は当センターのホームページ（http://

www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。

●受付期間：平成26年6月2日（月）～平成26年7月10日（木） 

※郵送の場合7月10日の消印有効

●申込先：（一財）日本建設情報総合センターRCCM講習

会事務局　（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20アカサカ

セブンスアヴェニュービル　Tel 03-3584-2404）

※RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会が

平成26年11月9日（日）に実施します。

受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、

（一社）建設コンサルタンツ協会ホームページを参照して

ください。

（一社）建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局　

Tel 03-3221-8855

表-1　平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/24（木） 北海道経済センター 札幌市中央区北1条西2丁目 011-231-1355 250
2 仙　台 8/01（金） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木1-2-45 022-271-9340 250
3 東 京 1 7/23（水） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400
4 東 京 2 7/28（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400
5 新　潟 7/25（金） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町7番地5 025-285-7111 160

6 名古屋 7/31（木） 名古屋サンスカイルーム
（名古屋 AT ビル） 名古屋市中区錦1-18-22 052-201-3344 300

7 大　阪 7/29（火） 大阪YMCA国際文化センタ－ 大阪市西区土佐堀1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 7/29（火） メルパルクHIROSHIMA 広島市中区基町6-36 082-222-8501 150

9 高　松 8/01（金） 香川県土木建設会館
（サン・イレブン高松） 高松市松福町2-15-24 087-823-4550 140

10 福　岡 7/30（水） JR博多シティ JR九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-292-9258 320
11 沖　縄 7/24（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄1831-1 098-859-6234 180

注）やむを得ない事由により会場等の変更がある場合には、JACICホームページでお知らせいたします。

表-2　講習会のプログラム

時　　間 内　　容 講　　師
10：20 ～ 10：30 挨　拶
10：30 ～ 12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師
13：00 ～ 14：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題1（業務関係）

業務管理技術研究会委員
14：40 ～ 15：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題2（業務関係）
15：30 ～ 16：00 RCCM資格試験受験準備について JACIC担当者

（経営企画部　参事　福島康博）

http://www.jacic.or.jp/
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1．土木工事積算基準データ提供の経緯
JACICが提供する土木工事積算基準データは、国土交
通省の「新土木工事積算大系」の核となる工事工種体系
と土木工事標準積算基準に準拠しております。工事区分
から工種、種別、細別、規格、さらに積算用及び工事数
量総括表用の単位までツリー構造で記述方法を標準化し
た「土木積算基準データ仕様解説書-XML形式-」（※1）に
基づきデータ化したものです。
JACICでは平成9年以来、地方自治体に対してCSV形
式による土木積算基準データを提供してきましたが、平
成19年度からは、CSV形式に加えて地方自治体が運用し
ている様々な土木工事積算システムへの適用が容易な形
式であるXML形式のデータを提供することといたしま
した。
さらに、従来の歩掛と市場単価から構成される積上型
積算方式に加えて、JACICでは国土交通省が順次試行運
用を開始している施工パッケージ型積算方式に対応した
データの提供を平成25年度より開始しております。
なお、施工パッケージ型積算方式は、国土交通省直轄
工事において、平成24年度10月1日以降に入札を行う土
木工事から試行されております。

（※1）http://www.jacic.or.jp/hyojun/download.html

2． JACICの施工パッケージ型積算方式普及への取り組み
JACIC主催の施工パッケージ型積算方式説明会を平成
23年7～9月に、全ての都道府県と政令指定都市を対象に
実施致しました。
また、施工パッケージ型積算方式を解説するホーム
ページを開設（※2）しております。

（※2）https://www.j-200.jacic.or.jp/top/

3．施工パッケージ型積算方式の概要
工事積算においては、従来より積上型積算方式が標準
となっていましたが、国土交通省では、機械経費、労務
費、材料費を一つにまとめ、パッケージ化された単価と
して施工パッケージ単価を用いた積算方式に順次移行
し、価格の透明性を確保するため、標準単価と補正式を
公表しております。
公表している標準単価は、東京17区における機械・労
務・材料によるものであり、補正式は標準単価を算出し
た東京17区の代表となる機械・労務・材料と当該地区に
おける単価との比率で補正をする事により、積算単価を
算出するためのものです。
施工パッケージ型積算方式への対応データは、歩掛に
よる積上型積算方式に対応したデータと異なり、施工
パッケージ単価を特定するための各条件の組合せに対す
る標準単価、機労材構成比情報等を全て作成する必要が
あります。
このように、施工パッケージ型積算方式対応データは、
改定作業が煩雑となり、且つデータ量が膨大となるため、

限られた期間内でのデータ改定作業に多大な困難が伴い
ます。
一方、標準歩掛が改定された場合、積上型積算方式で
は対応する工種についての改定内容を更新することで対
応が可能でしたが、施工パッケージ型積算方式では、機
械・労務・材料単価が変動する場合、機労材構成比に影
響を与えるため、全ての工種の条件の組合せについて、
標準単価と機労材構成比を算出し、積算システムに反映
させる必要があります。

4．土木工事積算基準データ
4.1　JACIC提供データ利用の目的

�　施工パッケージ型積算方式対応データを整備し、
保守・運用する積算管理者の負担を軽減するために、
JACICでは、「土木積算基準データ（標準版）」に加え
て、施工パッケージに関連するデータのみを対象と
する「土木積算基準データ（施工パッケージ抽出版）」
を提供する事と致しました。

4.2　施工パッケージ型積算方式対応基準データ
�　「土木積算基準データ（施工パッケージ抽出版）」
は、「土木積算基準データ（標準版）」から、施工パッ
ケージ型積算基準による施工パッケージ型データ
と、それに使用される、機械損料、及び機械損料・
労務・材料・市場単価を提供致します。

　下表に、提供範囲を示します。
データ名 標準版 抽出版

工事工種体系データ ◎ ―
細別情報データ ◎ ―
施工単価（STデータ） ◎ ―
施工パッケージ（SP）データ ◎ ◎
労務属性データ ◎ ○
材料分類データ ◎ ―
材料属性データ ◎ ○
機械分類データ ◎ ―
機械損料データ ◎ ○
間接工事費等率データ ◎ ―
基準書編・章・項データ ◎ ◎
施工単価（ST・SP）一覧データ ◎ ◎

◎：全データ　　　○：施工パッケージ対象データ

5．おわりに
JACICでは、地方自治体に対して、従来のデータ構築
の実績と、国土交通省の動向を反映させ、今後共更なる
利用の便宜を図った土木工事積算基準データを提供して
いく所存であります。
ご要望やご指摘等有れば、遠慮なくご連絡頂けますよ
う、宜しくお願い申し上げます。

（積算システムセンター　参事　八巻悟）

JACIC便り
JACIC地方自治体向け土木工事積算基準データ

―「施工パッケージ型積算方式」対応―

http://www.jacic.or.jp/hyojun/download.html
https://www.j-200.jacic.or.jp/top/
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１．はじめに
今回は、投資家の代理人であるプロジェクト・マネー
ジャー（PM）をサポートするプロジェクト・コーディネー
ター（PC）、リーガル・アドヴァイザー（LA）及びファイ
ナンシャル・アドヴァイザー（FA）の収益方法を述べます。

２．PM, PC, LA及びFAは可用性と成果主義で収益
投資事業の上流から実施開始までの流れを確認する
と、投資事業を特定してから、①コンセプト創りと各種
調査などの準備、②投資事業提案書の作成及び提出、③
相手国政府等との交渉、④仮契約締結、⑤本契約、⑥
SPC設立、⑦事業開始となります。⑥SPC設立を以って
⑦事業開始とも言えますが、必要な借入資金が最初に
SPC口座に入金されたことで、本格的な事業が始まりま
すので、⑦事業開始は金融機関からの最初の借り入れ資
金の入金と言う方が適切です。
この①～⑦の段階でPM、PC、LA及びFAと投資家及
びSPCとの間の一般的な支払い関係を図-1に示します。
先ず、PMですが、投資家から契約などに基づいて①
から⑤までは毎月報酬を受け取ります。SPCが設立され
た時点で、投資事業の責任者はSPCの代表になりますの
で、PMの役割はなくなります。ここで、投資総額の0.15
から0.25％の成功報酬（ボーナス）を受け取ります。
PCは、PMの助言者的な性格ですので、PMと同様、
投資家から契約などに基づいて①から⑤までは毎月報酬
を受け取り、SPCが設立された時点で、投資総額の0.15
から0.25％の成功報酬を受け取ります。
LAも、投資家から契約などに基づいて①から⑤まで
は毎月報酬を受け取り、SPCが設立された時点で、投資
総額の0.15から0.25％の成功報酬を受け取ります。しか
しながら、図-1では現れていませんが、LAは、引き続き、
事業実施段階でSPCをサポートするため、SPCと改めて
契約を締結し、報酬を得ることになります。
FAについては、提案書に記載した事業資金の調達に
ついて⑦最初の借入金入金まで責任がありますので、①
～⑥までの間、投資家との契約などに基づいて毎月報酬
を受け取ります。そして、最初の借入金がSPCの銀行口
座に振り込まれた段階で投資総額の0.15から0.25％の成
功報酬を受け取ります。
成功報酬の割合は、投資総額が大きいと少なく、小さ
いと大きくなります。例えば、500億円の投資事業であ
れば0.15%、200億円くらいですと0.25％が相場ではない
でしょうか。LAでは日本と現地で2者と契約する場合が

ありますが、この場合はこの割合を折半することになり
ます。

図―１ プロジェクト・マネジメント・チームの収益 

プロジェクト・マネジメント・チームの収益
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図-１　プロジェクト・マネジメント・チームの収益

３．投資家は短期で準備費用を回収
投資家は、①～⑥までの間は、PM、PC、LA及びFA
へ毎月報酬を支払い、さらに、専門分野のコンサルタン
トなどへの支払いを行う必要があります。しかしながら、
最初の借入金が入金された段階で、投資家はSPCの株主
としての立場から、SPCから①～⑦での全ての先行投資
額（自社の人件費や適正利益も付加）を受け取ります。
これができるように、資本金の構成や最初の借入額を提
案書の作成段階から決めておき、仮契約の中で何らかの
形で明記しておきます。本契約は、基本的に仮契約と事
業内容は同じですので、先行投資額が受け取れるのです。
投資家は、この払い戻し金があるために、新たな事業へ
経営資源を投入できることになります。このように、投
資事業立ち上げビジネス自体は、中短期的なビジネスと
言えます。さらに、投資家は、SPCの株主として順調に
事業展開が進んだ段階で、保有する株式の一部をプレミ
アム価格で随時譲渡するとともに、保有する株の株式配
当を受け取ることになります。

４．おわりに
今回まで4回連続して、海外インフラ・システム輸出
の課題で、特にわが国で知られていない側面を説明して
きました。
インフラ・システム輸出がODAによるインフラ整備
などの請負事業とは全く異なることを読者の皆様にご理
解頂けたのであれば、幸甚に存じます。　　

（海外支援室　審議役　藤森祥弘）

海外インフラシステム輸出の課題（４）
初心者コーナー
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四国地方センターでは、コリンズ・テクリス、建設副
産物情報交換システム・建設発生土交換システム等各種
システムの普及促進活動を行っています。昨年10月から
現在までの主な活動状況を紹介します。

■コリンズ・テクリス
平成26年4月末現在の導入状況は、全95市町村の内コ
リンズで74％、内訳は市100%、町村で約56％、一方テ
クリスでは51％、市74％、町村で35％となっています。
訪問活動等の取組みもあり、昨年度末に比べてコリンズ
で4町、テクリスで3市3町増加しています。なお、県別
の導入状況は下表のとおりです。

四国4県市町村の導入状況（市町村数、（　）内％）

徳島 香川 愛媛 高知 全体

コリンズ
14

（58）
14

（82）
20

（100）
22

（65）
70

（74）

テクリス
�9

（38）
7

（41）
17

（85）
15

（44）
48

（51）

昨年から現在までの訪問率は約95％に達しています。

市町村への訪問状況

未導入市町村には、利用方法などを説明し、まずは試
用から始めていただけるようお願いし、導入市町村には
利用方法を確認するとともにシステムの改善について意
見聴取を行っています。導入していてもアクセスの少な
い市町村には、利用促進のため他の市町村の利用事例の
紹介などを行っています。
また、訪問市町村には共通して登録義務化の状況につ
いても確認しています。なお、全体を通じて、システム
をよく利用している市町村は、登録義務化のチェック体
制が整っており、確実になされている傾向がありました。
これらのシステムは、発注者の入札契約を支援する有
効な手段なので積極的に活用していただけるよう、さら
に訪問活動を続けていきたいと考えています。
なお、この訪問活動を基軸として、電子入札、Photog-
CAD等についても説明しています。

■建設副産物情報交換システム等
四国4県では、建設副産物情報交換システムについて
は、現時点では県庁へのシステムは未導入です。このた
め、4県の担当部署を訪問し、建設副産物等に関する現
在の取組み状況を確認するとともに、コブリスとクレダ
スの違い、コブリスの各種機能等を説明しています。利
用ニーズへの適応性や期待される効果等を把握するた
め、まずは試用から始められるよう取組んでいます。
一方、四国地整の各事務所には、建設副産物・建設発
生土のシステムを利用いただいており、担当部署への訪
問活動により、利用状況の把握とともにシステムの改善
点等について意見聴取等を行っています。

■Construction Information Modeling/Management
平成25年度モデル事業（試行工事）として、四国地整
では、立江・櫛渕地盤改良工事（徳島県小松島市）が指
定され、CIMの効果等の検証が進められています。
今年の1月に国土交通本省、国総研の当現場視察に
JACICからも同行させていただきました。当日は、現場
での施工状況、CIM取り組み状況の説明、その後事務所
でCIMの効果等について意見交換がありました。掘削施
工時の属性データ（地盤情報）については、施工管理や
将来の維持管理への活用が期待されます。

試行工事の現場視察状況

平成25年度ICT活用業務　成果報告の状況

（四国地方センター長　横山嘉夫）

地方便り

四国地方センター活動報告
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前回に引き続き、コリンズデータを用いて全国の公共
工事の状況を整理した。今回は平成25（2013）年度まで
の地方別や工事分野に着目して整理を行った。
１．地方別特徴
図-１は10の地方に分けて地方整備局、都道府県、市町
村の工事金額の推移（H15、H24、H25）を示す。H25では
工事額が最も大きいのは関東、次いで東北、近畿、九州、中
部の順。東北が２番目なのは大震災の影響と考えられる。
経年的には、東北、関東はH15、H24、H25と右肩上
がりの傾向を示しているが、これら以外は図の範囲では
H15が大きく、その後減少してH25で増加に転じている。
発注機関でみると、北海道は国（開発局）、道、市町
村がほぼ同率で他地方に比べて国の比率が高い。また、
東北、関東は都道府県の比率が比較的高く、中部、近畿、
中国等は市町村の比率が高い。
H24及びH25の地方整備局だけで見ると東北が最大
で、以下、関東、北海道、九州、の順である。

 

図-1 地方別工事金額（2012） 
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図-1 地方別工事金額（H15、H24、H25）

２．工事分野別特徴
図-２は工事分野別の工事金額（H25）を示す。工事
分野は登録区分に従った。道路が最大（4.40兆円）、以下、
建築（3.58兆円）、河川（1.19兆円）、下水道（1.16兆円）、
上水・工業用水（0.89兆円）の順。発注機関の内訳を見
ると道路、河川では地方整備局等、都道府県、建築、下
水道では市町村、都道府県の比率が高い。
図-３は工事分野別金額の年度による推移を示す。
H25の工事金額は、都道府県工事ではH15のレベルに達
していないが、市町村工事ではH15より大きくなっている。
発注機関の比較では、例えば市町村で下水道のシェア
が減少し、建築が増加している。
図-４は地方整備局等の工事分野について地方別、年
度別変化を構成比率で示す。どの地方も道路、次いで河
川のシェアが高い。特に道路は関東、中部、近畿、中国
で全体の60％を超えている。また、東北の道路のシェア
は震災復興もあり増加している。北陸、四国、九州等で

は他地方に比較して河川のシェアが高い。港湾について
は年度や地方によって違いがあるが、特に、沖縄のシェ
アが高い。

（首席研究員　中部地方センター　佐合純造）

■編集・発行
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL.（03）3505-2981〈代表〉　FAX.（03）3505-2966
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ http：//www.jacic.or.jp/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

対象範囲：本社

ISO9001

連載第3回
コリンズからみた全国の公共工事の概要（３）

―地方、工事分野の特徴―
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地方整備局等・工事分野別（H15,H24,H25）

図-４　地方整備局別工事金額（分野・年度別）

図-３　発注機関別工事金額（分野・年度別）
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