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福岡市のＩＣＴ⼟⼯と週休２⽇⼯事の⽬標を設定 
〜 建設業の働き⽅改⾰を推進〜 

 
地域の守り⼿でもある建設産業の中⻑期的な担い⼿確保・育成に向け、 

発注者としても建設業の働き⽅改⾰を加速化させることは急務となってい 
ます。 

そこで，九州・沖縄ブロック⼟⽊部⻑等会議メンバーである，国，県及び
政令市相互が連携し，「ＩＣＴ活⽤⼯事（⼟⼯）」及び「週休２⽇⼯事」
の普及・拡⼤を推進するための共通⽬標を定めました。 

これを受け，別添のとおり，福岡市においても，建設業の労働環境の改
善と⽣産性向上に向けて⼀層取り組んでまいります。 
 

別添︓建設業の働き⽅改⾰を推進【福岡市】 
 

※参考︓国⼟交通省九州地⽅整備局記者発表資料 
 
 

【問い合わせ先】 
財政局技術監理部技術監理課 

                              ⻄・古川 
TEL: 711-4844（内6167） 
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建設業の働き⽅改⾰を推進 〜労働環境の改善と⽣産性向上〜
■建設業の現状と⽅向性

○他産業に⽐べ出勤⽇数が多く，休暇が取得できていない（図２）

○⾼齢者の⼤量離職や若⼿⼊職者の不⾜ → 労働⼒の⼤幅な減少（図１）

○建設現場における労働環境の改善

○建設現場のイノベーション

○年度末⼯事の集中を分散

○受注者負担の軽減

地域の守り⼿となる地場建設企業の担い⼿の育成・確保にむけて，
労働環境の改善と⽣産性向上に取り組んでいく。

H31.3.18 福岡市作成

週休2⽇⼯事 ICT活⽤⼯事（⼟⼯）

⼯事書類の簡素化

対象⼯事︓7,000万円以上の⼟⽊⼯事

電⼦化等による受注者負担の軽減

2023年度までに
すべての⼯事を対象とする

若⼿・⼥性にとって魅⼒ある建設業へ
〜新3Ｋ（給料・休⽇・希望）の実現〜

■取組み内容

→ 週休２⽇⼯事，ICT活⽤⼯事

→ ICT活⽤⼯事

→ 施⼯時期の平準化

→ ⼯事書類の簡素化

国⼟交通省では，建設現場の⽣産性⾰命として，働き⽅改⾰や ICT
等を活⽤したi-Constructionを推進。

②３次元設計

④3次元出来形管理・データ納品③ICT建機による施⼯

①ドローン等による測量

人工衛星

施⼯時期の平準化
年度末⼯事の集中を緩和
・速やかな繰越⼿続き

（図２）年間出勤⽇数の推移

（H31年度は10件程度の⾒込み）
対象⼯事︓1,000ｍ3以上の⼟⼯

発注⽅式︓受注者希望型
※H30年度にアイランドシティで試⾏（２件）
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継 続検討中
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今後の⽅向性

（図１）年齢階層別の建設技能労働者数

⼯事１件当たりの提出書類

・債務負担⾏為の活⽤

（H31年度は100件程度の⾒込み）
発注⽅式︓受注者希望型

スタート！
Ｈ31.４
スタート！

Ｈ31年度実施に向け

■活⽤事例

別添



同時発表：沖縄総合事務局、福岡県、佐賀県、 取扱：平成31年 3月 18日解禁

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 平成３１年３月１４日

鹿児島県、沖縄県、北九州市、 九 州 地 方 整 備 局

福岡市、熊本市

記 者 発 表 資 料

九州・沖縄のＩＣＴ土工と週休２日工事の目標を設定

～ 全国初の取組により建設業の働き方改革を強力に推進 ～

地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成に向け、

発注者としても建設業の働き方改革を加速化させることは急務となってい

ます。

そこで、九州・沖縄ブロック土木部長等会議メンバーである国、県及び

政令市相互が連携し、「ＩＣＴ活用工事（土工）」及び「週休２日工事」の

普及・拡大を推進するため、全国初の取り組みとして来年度の九州・沖縄

ブロックにおける共通目標を定めました。

これにより、これまで本取り組みが未実施であった県、政令市を含め、

九州・沖縄ブロックが一丸となって建設業の働き方改革、ひいては将来の

担い手確保に向けた取り組みを強力に推進していくことになりました。

本件に関する問合せ先

（合意事項全般、九州地方整備局に関する取り組みについて）

九州地方整備局企画部技術管理課 徳田、小田

電話番号：092-476-3546（技術管理課直通）（内線：3311， 3312）

（沖縄総合事務局に関する取り組みについて）

沖縄総合事務局開発建設部 建設工務室 大城、品質確保対策室 新城

電話番号：098-866-0031（代表）（内線：3128,3122）
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本件に関する問い合せ先

（福岡県に関する取り組みについて）

福岡県県土整備部企画課技術調査室技術調査班 西、高橋

電話番号：092-643-3644

（佐賀県に関する取り組みについて）

佐賀県県土整備部建設・技術課 山田、中島

電話番号：0952-25-7168（建設・技術課直通）（内線：2741， 2743）

（長崎県に関する取り組みについて）

長崎県土木部建設企画課技術基準班 光武、藤崎

電話番号：095-894-3025（直通）

（熊本県に関する取り組みについて）

熊本県土木部土木技術管理課 弓削

電話番号：096-333-2490（土木技術管理課直通）（内線：6051）

（大分県に関する取り組みについて）

大分県土木建築部建設政策課 中村、横田

電話番号：097-506-4559

（宮崎県に関する取り組みについて）

宮崎県県土整備部技術企画課 三橋、前田

電話番号：0985-26-7178

（鹿児島県に関する取り組みについて）

鹿児島県土木部監理課技術管理室 徳留、平川

電話番号：099-286-3515（技術管理室直通）（内線：3515， 3516）

（沖縄県に関する取り組みについて）

沖縄県土木建築部技術・建設業課 大湾、伊佐、山城

電話番号：098-866-2374

（北九州市に関する取り組みについて）

（ICT土工）北九州市技術監理局技術企画課 清水、渡辺

電話番号：093-582-2043

（週休 2日）北九州市技術監理局技術管理課 竹田、井上

電話番号：093-582-2045

（福岡市に関する取り組みについて）

福岡市財政局技術監理部技術監理課 西、古川

電話番号：092-711-4844（内線：6167）

（熊本市に関する取り組みについて）

熊本市総務局契約監理部技術管理課 吉留、飯干

電話番号：096-328-2543



平成31年3月18日

九州・沖縄ブロック土木部長等会議

合 意 事 項

地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成

に向け、発注者として、建設業の働き方改革を加速化させること

は急務である。

そのため、九州・沖縄ブロックにおける国、県及び政令市で構

成される当会議メンバー相互が連携し、「ICT活用工事（土工）」

及び「週休２日工事」の普及・拡大を推進させる上で、来年度に

おける目標を以下のとおり定め、実現に向け各機関が鋭意努力す

る。

《九州・沖縄ブロックにおける共通目標》

■ICT活用工事（土工）の普及・拡大に向けて

土工を含む土木工事（関係者の合意が得られたもの）のうち、

発注規模が一定規模以上の工事を「ICT活用工事（土工）」の

対象とする。

ただし、工事箇所が点在する等ICTの活用が有効でない工事

は対象外とすることができる。

■週休２日工事の普及・拡大に向けて

災害復旧工事以外の全ての土木工事（関係者の合意が得られ

たもの）のうち、設計金額が一定額以上の工事を「週休２日工

事」の対象とする。

ただし、供用を控える等工期に制約がある工事や小規模工事

等短期間に完了する工事は対象外とすることができる。



土工量 金　額 発注方式

九州地方整備局 1,000m3以上 －
発注者指定型：３億円以上
受注者希望型：３億円未満

沖縄総合事務局 土工を含む全ての工事 －
発注者指定型：2,000m

３
以上

受注者希望型：2,000m
３
未満

福岡県 1,000m3以上 3,000万円以上 受注者希望型

佐賀県 1,000m3以上 － 受注者希望型

長崎県 5,000m3以上 －
発注者指定型：20,000m

３
以上

受注者希望型：5,000m
３
以上、20,000m

３
未満

熊本県 原則5,000m3以上 － 受注者希望型

大分県 1,000m3以上 －
発注者指定型：5,000m

３
以上

受注者希望型：1,000m
３
以上5,000m

３
未満

宮崎県 － 3,000万円以上
発注者指定型：土工量が10,000ｍ

３
以上の工事

受注者希望型：土工量が10,000ｍ
３
未満の工事

鹿児島県 1,000m3以上 3,000万円以上 受注者希望型

沖縄県 2,000m3以上 －
発注者指定型：10,000m

３
以上

受注者希望型：2,000m
３
以上、10,000m

３
未満

北九州市 5,000m3以上 6,000万円以上 受注者希望型

福岡市 1,000m3以上 － 受注者希望型

熊本市 5,000m3以上 － 受注者希望型

平成31年度における「ICT活用工事（土工）」の対象工事について

発注方式

九州地方整備局 受注者希望型　（一部、発注者指定型）

沖縄総合事務局 発注者指定型

福岡県 受注者希望型

佐賀県 受注者希望型

長崎県 受注者希望型

熊本県 受注者希望型

大分県 受注者希望型

宮崎県 受注者希望型

鹿児島県 受注者希望型

沖縄県 発注者指定型

北九州市 受注者希望型

福岡市 受注者希望型

熊本市 受注者希望型

　　※上表は、土木工事についてまとめたものであり、国・県・政令市ごとに土木工事以外の取組を行う場合があります。

7,000万円以上

1,000万円以上

全ての工事

3,000万円以上

全ての工事

原則7,000万円以上

5,000万円以上

　　※上表は、公表時点の予定であり、今後変更される可能性があります。

原則として、全ての工事

6,000万円以上

7,000万円以上

全ての工事

全ての工事

2,000万円以上

平成31年度における「週休２日工事」の対象工事について

金　額




