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第198回通常国会において、「公共工事の品質確保の促
進に関する法律」いわゆる品確法と、それに関連する「建
設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律」いわゆる入契法の法律改正が審議されま
した。品確法は、令和元年6月7日に成立し、6月14日に
公布、施行され、建設業法、入契法は、6月5日成立、6
月12日公布されました。
これらの3法は、担い手3法として、平成26年に一体的
に改正され、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適
正に設定することや、ダンピング対策を徹底することな
ど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基
本理念や、具体的措置を規定しました。
このたび、相次ぐ災害を受け地域の「守り手」として
の建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時
間労働の是正、i-Constructionの推進等による生産性の
向上等、新たな課題に対応するとともに、予定価格の適
正な設定、歩切りの根絶、価格のダンピング対策の強化、
建設業の就業者数の減少に歯止め等、担い手3法施行後5
年間の成果をさらに充実するために、新・担い手3法と
して一体的に改正されました。

１．品確法の改正の概要
（1）背景・必要性
①　災害への対応
全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑
な復旧・復興のため、災害時の緊急対応の充実強化が急
務です。
②　働き方改革関連法の成立
「働き方改革関連法」の成立により、公共工事におい
ても長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革の
促進が急務です。
③　生産性向上の必要性
建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き
方改革の促進と併せ、生産性の向上が急務です。
④　調査・設計の重要性
公共工事に関する調査等の品質が、公共工事の品質確

保を図るうえで重要な役割を担っています。

（2）概要
①　災害時の緊急対応の強化
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅
速かつ円滑な実施のための体制整備を図ることを基本理
念に、発注者の責務として、㋐緊急性に応じて随意契約・
指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択すること、
㋑建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における
発注者の連携を図ること、㋒労災補償に必要な保険契約
の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の
活用を図ること、が規定されました。
②　働き方改革への対応
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工
事に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安
全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮すること
を基本理念に、発注者の責務として、㋐休日、準備期間、
天候等を考慮した適正な工期を設定すること、㋑公共工
事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明
許費の活用による翌年度にわたる工期の設定、中長期的
な発注見通しの作成・公表等を行うこと、㋒設計図書の
変更に伴い工期が翌年度にわたる場合、繰越明許費を活
用すること、が規定されました。また、公共工事等を実
施する者に対する責務として、適正な額の請負代金・工
期で下請契約を締結することも規定されました。
③　生産性向上への取り組み
基本理念、発注者・受注者の責務として、情報通信技
術の活用等を通じた生産性の向上を図ることが規定され
ました。
④　調査・設計の品質確保
公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調
査（点検及び診断を含む。）及び設計）について広く本
法律の対象として位置付けました。
⑤　その他
㋐発注者の責務として、発注関係事務を行う職員の育
成・確保等の体制整備を行うこと、国、都道府県による、
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発注事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活
用促進を図ること、㋑工事に必要な情報（地盤状況）等
の適切な把握・活用を図ること、㋒国・特殊法人等・地
方公共団体の責務として、公共工事の目的物の適切な維
持管理を行うこと、が規定されました。

２．建設業法、入契法の改正の概要
（1）背景・必要性
①　建設業の働き方改革の促進
働き方改革関連法による改正労働基準法に基づき、建
設業では、令和6年度から時間外労働の上限規制（罰則
付き）が適用開始になり、長時間労働が常態化する中で、
その是正等が急務です（原則、月45時間かつ年360時間）。
②　建設現場の生産性の向上
現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、限り
ある人材の有効活用と若者の入植促進による将来の担い
手確保が急務です（技能者のうち60歳以上が25.2％、
82.8万人）。
③　持続可能な事業環境の確保
地方部を中心に事業者が減少し、後継者難が重要な経
営課題となる中、今後も「守り手」として活躍し続けや
すい環境整備が必要です。

（2）概要
①　建設業の働き方改革の促進
㋐長期間労働の是正（工期の適正化等）
中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
します。また、著しく短い工期による請負契約の締結を
禁止し、違反者には国土交通大臣等からの勧告等を実施
します。
公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工期間の
平準化のための方策を講ずることを努力義務化します。
㋑現場の処遇改善
建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入を要件
化します。下請代金のうち、労務費相当分については現
金払いとします。
②　建設現場の生産性の向上
㋐限りある人材の有効活用と若者の入職促進
工事現場の技術者に関する規制を合理化します。具体
的には、元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度
を創設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認し
ます。また、下請の主任技術者に関し、一定未満の工事
金額等の要件を満たす場合は設置を不要化します。
㋑建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
建設業者が工業製品等の資材の積極活用を通じて生産

性を向上できるよう、資材の欠陥に伴い施工不良が生じ
た場合、建設業者等への指示に併せて、国土交通大臣等
は、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕
組みを構築します。
③　持続可能な事業環境の確保
経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経
営業務管理責任者に関する規制を合理化します。具体的
には、建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員に
いないと許可がえられないとする現行の規制を見直し、
今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有
することを求めることとします。
また、合併・事業譲渡等に際し、事前許可の手続きに
より円滑に事業継承できる仕組みを構築します。

３．今後のスケジュール
建設業法及び入契法の改正については、公布の日（6
月12日）から1年6月以内で政令で定める日（技術検定関
係を除く）から、技術検定関係については2年以内で政
令で定める日から施行されることになっています（品確
法の改正は、6月14日に施行されています）。このため、
施行期日を定める政令が、8月27日に閣議決定、公布さ
れました。
（1）令和元年9月1日施行
①　建設業従事者の責務の追加
建設工事の従事者は、建設工事に関する自らの知識や
技術または、技能の向上に努めることが求められます。
②　建設業者団体等の責務の追加
建設業者団体は、災害時の復旧工事の円滑かつ迅速な
実施が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めること
が求められます。
③　その他
中央建設業審議会の審議事項の追加、公共工事及び契
約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項
の追加

（2）上記以外の施行期日
上記以外の改正部分については、1年6月以内で政令で
定める日から施行することとされている部分について
は、令和2年10月1日から施行されます。2年以内で政令
で定める日から施行することとされている部分（技術検
定関係）については、令和3年4月1日から施行されます。
� （理事　伊藤英隆）
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令和元年11月8日（金）に令和元年度全国自治体版標
準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者会
議」という）が川崎市役所パレールビルにおいて開催さ
れましたので報告します。

１．はじめに
積算担当者会議は、JACICが提供しているWeb版土
木積算システムを導入している地方自治体等（以下「ユー
ザ」という）が、効率的にシステムを維持・運用するた
めに必要な情報の収集・交換等を行うため、平成5年度
より、毎年度1回�開催されています。本年度は、県・政
令市・県建設技術センター等、12団体が参加されました。
会議は2日間に亘って行われ、初日はユーザのみで会議
を行い、2日目はJACICも加わり活発な意見交換が行わ
れました。

２．積算担当者会議の内容
①要望事項の対応
昨年度の積算担当者会議において「前年度の改良要望
についても要望度調査の対象にして欲しい」というご意
見があり、本年度は過年度の要望に本年度の要望を加え
た37件を対象に、要望度調査を行いました。会議当日は
JACICより要望度調査の結果を報告し、ユーザとの意見
交換を行いました。

②次年度以降のシステム開発における課題
積算基準改定に伴う近年の課題として、
・土木以外の事業のシステム改修の増加
・試行事案等に対するシステム改修規模の拡大
があります。本会議では上記課題に対するJACICの考え
を提示し、ユーザとの意見交換を行いました。

③今後のシステム改修予定
今年度下期以降のシステム改修予定である、

・土木工事における週休2日補正（スライド対応等）
・港湾・空港・上水道の週休2日補正対応
・熱中症補正に資する現場管理費補正の導入等
・週休2日交替制モデル工事の試行
についてユーザからの導入希望や仕様に関して意見交換
を行いました。

（国交省ホームページより）

④今後のJava開発方針
Web版土木積算システムは平成30年度にJavaの最新
版でも動作するように新システムの開発を行いました。
今後もJavaバージョンアップの際に生じる関係者の作
業負担や、費用の軽減のための検討を行っていく旨を説
明しました。

⑤積算ASP運用環境の更新
「積算ASP」方式でご利用いただいているユーザ向け
に、次期環境としてクラウドサービス（IaaS）に更新す
ることと、今後の移行スケジュールについて説明を行い
ました。

３．おわりに
積算担当者会議は毎年様々なご要望やご意見を頂戴す
る貴重な機会となっています。
今回は特に「システム改修によるユーザの費用負担が
多くならないよう、運用やエクセルなどでの対応策も提
案して欲しい。」というご意見をいただきました。
今回いただきましたこれらのご意見・ご指摘を踏まえ、
今後もサービス向上・品質向上に努めていきたいと思い
ます。
� （積算システムセンター　副参事　安居かおる）

JACIC便り

令和元年度全国自治体版標準土木積算システム等
担当者会議開催報告
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BIM/CIMの動向（その46）
―XR技術とは―

BIM/CIMコーナー

１．はじめに
近年、様々な分野で活用されているVR（仮想現実）は
建設分野でも活用されている場面が増えてきました。ま
た、VRと似た技術としてAR、MR、SRがあります。今
回は、各技術の定義や活用例について概要を紹介します。
２．VR
VR（Virtual�Reality）は「仮想現実」と言われ、「表
面的には現実ではないが本質的には現実」という意味が
含まれています。発祥は1930年代の航空機シミュレー
ターが代表される技術ですが、VR元年といわれた2016
年には各社からゲームを中心としたコンテンツ、ヘッド
セット、VRゴーグルが販売されました。
VRゴーグルを装着すると、視界の360度が覆われ、限
りなく現実に近い世界に没入できる感覚となります。ど
こにいても教室と同じ授業が受けられる教育関係、遠隔
地から手術や治療を支援する医療関係、安全教育や施工
のための打合せに活用する建設分野など様々な分野に
VRの活用が広がりつつあります。

VRを活用した安全教育（東亜道路工業）
出典：建設通信新聞

３．MR
MR（Mixed�Reality）は「複合現実」と言われ、仮想
世界を現実世界に重ね合わせて体験できる技術で、仮想
世界（デジタル空間）が主体となります。現実世界の情
報がカメラなどを通じて仮想世界に反映させることがで
きるため、同じMR空間にいる複数の人間が同時にその
情報を得たり、同じ体験をすることができます。活用事
例としては、現実世界の位置情報を計測した仮想空間に
実寸大の3次元モデルを重ね合わせて表示させる事例が
あります。これにより建設分野や製造分野では事前検証
が可能になりました。自由な角度からの観察、スムーズ
な事前検証ができることから、今後幅広い利活用場面が
増えることが期待されています。

４．AR
AR（Augmented�Reality）は「拡張現実」と言われ、
VRは別の仮想空間を作り出すのに対し、ARは現実世界
にCGなどで作るデジタル情報を加えるものです。いわ
ゆる現実世界に仮想現実を拡張させる技術で、VRと異
なりARはあくまで「現実世界が主体」となっています。
ARが多く活用されているのは、スマホのゲームアプリ
です。スマホの位置情報を利用して、画面内に現実世界
の風景と仮想現実のキャラクターを併せて映し、あたか
もその現実の場所にゲームのキャラクターがいるかのよ
うな体験ができるものです。

ARを活用したトンネル維持管理（鴻池組）
出典：日刊建設工業新聞

５．SR
SR（Substitutional�Reality）は「代替現実」と言われ、
ヘッドマウントディスプレイを活用し現在の現実世界の
360度映像から過去の360度映像を差し替えて映すこと
で、過去の出来事があたかも現在、目の前で起きている
かのような錯覚が引き起こされるものです。また、視覚・
聴覚だけでなく触覚なども組み合わせて使用すること
で、仮想世界をより現実世界のことように体験させるこ
ともできます。また、人間の認知システムを解明するた
めの有用なツールとなる可能性が期待されています。
� （研究開発部　次長　徳重政志）

ホロレンズを活用したMR施工管理（大林組）
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新潟駅南口のけやき通りでは、NIIGATA光のペー
ジェントが始まり、200本のケヤキの木が26万球の光で
彩られ、冬季限定の鮮やかな光の世界が出現しています。

北陸地域のBIM/CIM活用推進
北陸地方整備局におけるi-Constructionモデル事務所
の信濃川河川事務所では、大河津分水路改修事業におい
て、計画設計業務をはじめ工事にもBIM/CIMが活用さ
れています。
今年6月には、橋梁下部工のニューマチックケーソン
工事で、発注者と受注者合同でBIM/CIM活用見学会が
開催され、65名が参加して熱心な講習が行われ、建設現
場にICT技術活用の機運が高まりつつあることが感じら
れました。

石川県ICTフェアへの参画
6月28、29日に石川県建設業協会主催の石川県ICTフェ
アが開催され、北陸地方センターでは、ブース出展と講
演を行い参画しました。

講演では、JACIC�i-Conチャレンジ戦略やコリンズ・テ
クリスのリニューアルのポイントなどJACICが推進してい
るICTの活用による新現場力の構築などをPRしました。

電子入札連絡会議の開催
7月9日に電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）を石
川県庁会議室で開催しました。
新潟、富山、石川県や関係する市町の職員13団体19名
の参加があり、電子入札専用JREや脱Javaシステム、次
期LGPKI対応などについて情報交換を行いました。
参加した各団体から熱心な意見や情報提供があり、充
実した会議となりました。

台風19号災害支援
台風19号災害では、北陸地方でも多くの地域で甚大な
災害が発生しました。あらためて被災された地域の皆様
へお見舞い申し上げます。
当地方センターから木村センター長が、越水で堤防破
堤があった長野の千曲川河川事務所に防災エキスパート
として災害支援活動を行いました。
現地では、災害復興のため多くの課題に直面し、連日
奮闘する職員の姿がありました。

背中の手前が北陸地方センター木村です
北陸地方センターHPの御礼
2013年4月のリニューアル以降96万以上のページ
ビューを頂いています。たくさんの皆様からご覧頂いて
おりますことにあらためて感謝申し上げます。

JACIC北陸地方センターWebサイト
https://jacic-hokuriku.info/

JACIC 北陸 で検索
� （北陸地方センター長　木村　繁）

北陸地方センターの活動
地方便り
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