茨城県建設 IT マネジメント基本計画
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第1章 計画の基本方針
1. 計画策定の背景
本計画策定の背景として、関連する国レベルの動向並びに県全体の動向は次のとおり
である。
1-1 国の動向
国土交通省の建設マネジメント及び IT に関する主な取り組みを以下に示す。

マネジメント関係

IT関係

発注者責任
H10〜

公共工事のコスト縮減

公共工事の品質確保

H9〜

H8〜

行政情報化
入札契約問題

H7〜
H11〜

CALS/EC
H8〜

アカウンタビリティ

公共事業評価
H11〜

H13〜

地理情報システム（ＧＩＳ）
H7〜

ISO9000シリーズ

PM
H8〜

電子申請

H10〜

H12〜

IT国土マネジメント
H12〜

コスト縮減

品質の確保・向上

透明性確保

効率的かつ適正な事業執行

【凡例】
取り組み，施策
検討開始または
計画作成年度

検討の流れ

概念，計画の上位−下位

図 1-1 国土交通省の建設マネジメント及び IT 施策の主な取り組み
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（1）公共工事のコスト縮減
我が国の厳しい財政状況の下で引き続き社会資本整備を着実に進めていくこと
が要請されており、コスト縮減施策の定着を図ることや新たなコスト縮減策を進め
ていくために、平成 12 年度以降の政府における新たな「公共工事コスト縮減対策
に関する新行動指針」が策定されている。
（2）発注者責任に関する取り組み
発注者責任に関する国の施策の経緯は、約 10 年以上も前から議論されており、
以下に示す検討の経緯がある。
①発注者責任研究懇談会 中間とりまとめ
②発注者責任を果たすための具体的施策のあり方（第一次とりまとめ）
③設計・コンサルタント業務等入札契約問題検討委員会 中間とりまとめ
1988（S63）.5

日米建設協議

1993（H5）
1993（H5）.12

1994（H6）.1

公共工事における不祥事
中央建設業審議会「公共工事
に関する特別委員会」の設置
・一般競争方式の採用

1994（H6）.12

1996（H8）.1

1996（H8）.6〜

中央建設業審議会
｢基本問題検討委員会｣を設置

実質妥結
公共事業の入札・契約手続き
の改善に関する行動計画
（閣議了解）
・WHOへの対応
（発効はH8.1）
・一般競争入札の導入

公共工事の品質に関する委員
会報告書
・品質確保のための方策
施策

1997（H9）.4

1998（H10）.2
1998（H10）.3

1998（H10）.4

中央建設業審議会
「基本問題検討委員会」
報告書
・入札契約制度の更なる改善
・建設業の構造方針の推進

公共工事積算評価委員会
報告書
・積算の妥当性、透明性確保

公共工事の建設費の縮減に関
する行動計画
・内外価格差調査、
コスト縮減具体方策

公共工事のコスト縮減対策に
関する行動指針（内閣）・行
動計画（建設省）
公共工事の品質確保のための
行動指針
・公共工事の品質確保等のた
めの発注者の役割
・公共工事の品質確保のため
の主要施策

1999（H11）.4

発注者責任研究懇談会設置

2000（H12）.3

発注者責任研究懇談会
中間とりまとめ
設計・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等入札
契約問題検討委員会
中間とりまとめ
発注者責任研究懇談会
一次とりまとめ

2000（H12）.9

公共工事コスト縮減対策に
関する新行動指針
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（3）公共工事の品質確保に向けた取り組み
公共工事の品質確保に向けては、以下のような様々な取り組みがなされている。
w 業務成績評定要領の改定
w 競争性の向上のための新たな入札方式の試行
w 発注者責任研究懇談会（発注者責任を果たすための具体的な施策のあり方）
w 公共工事等への ISO9000 シリーズへの適用
w 設計・施工一括発注方式導入検討委員会
（4）CALS/EC（公共事業支援統合情報システム）
国土交通省では、平成 8 年度より CALS/EC の概念を導入した電子化に取り組ん
できており、平成 13 年度から電子納品や電子入札が実運用に供され、2004 年度ま
でに直轄事業における CALS/EC の導入を完成することとしている。また、平成
13 年 6 月には「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」が作成され、
都道府県、政令指定都市においては、2007 年度までに CALS/EC の導入を完成す
ることが提示されている。また、本年度、関東地方整備局が関東地方の公共団体，
業界団体への CALS/EC 導入支援の場として、「関東地方 CALS/EC 推進協議会」
を発足し、2002 年 3 月には「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（関東地
方版）」が作成される。
＜参考＞「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」のスケジュール

2001年度
2001年度

2002年度
2002年度

2003年度
2003年度

2004年度
2004年度

電子
子政
政府
府
電

「ﾐﾚﾆｱﾑ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
「ﾐﾚﾆｱﾑ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
電子政府の基盤を構築
電子政府の基盤を構築

電子
電子
自治体
自治体

総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸの構築
総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸの構築
（都道府県、政令指定都市）
（都道府県、政令指定都市）

国土
土交
交通
通省
省
国

電子納品
電子納品
一部本運用
一部本運用
CALS/EC
CALS/EC
地方展開アクション
地方展開アクション
プログラム（全国版）
プログラム（全国版）
策定
策定

電子入札開始

2005年度
2005年度

2006年度
2006年度

2007
2007
年度
年度

2008
2008
年度
年度

2009 2010
2009 2010
年度
年度
年度
年度

「ﾐﾚﾆｱﾑ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
「ﾐﾚﾆｱﾑ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ＆
超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ＆
ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸ環境を創造
ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸ環境を創造
「e-JAPAN戦略」
「e-JAPAN戦略」
世界最先端のIT国家を目指す
世界最先端のIT国家を目指す

総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸの構築
総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸの構築
（市町村）
（市町村）

順次適用範囲拡大

地方版CALS/EC
地方版CALS/EC
推進協議会設立
推進協議会設立
地方展開アクション
プログラム（地方ブ
ロック毎）策定

都道
道府
府県
県・
・
都
政令
令指
指定
定都
都市
市
政

電子入札開始

CCAALLSS//EECC CCAALLSS//EECC CALS/EC
CALS/EC
準
準備
備開
開始
始 実証実験開始
実証実験開始 一部本運用
一部本運用

順次適用範囲拡大

主要
要
主
地方
方都
都市
市
地

電子入札開始
CCAALLSS//EECC CCAALLSS//EECC CALS/EC
CALS/EC
準
準備
備開
開始
始 実証実験開始
実証実験開始 一部本運用
一部本運用

順次適用範囲拡大

市町
町村
村
市

電子入札開始
CCAALLSS//EECC CCAALLSS//EECC CALS/EC
CALS/EC
準
一部本運用
準備
備開
開始
始 実証実験開始
実証実験開始 一部本運用

順次適用範囲拡大
※年次は目安である。
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（5）公共事業の説明責任向上のための取り組み
旧建設省では、公共事業を国民に対してさらに説明性の高いものへと改善を図る
とともに、幅広い情報を積極的に国民に提供し共有していくことが重要であり、こ
れが旧建設省に課せられた「説明責任（アカウンタビリティ）」であるという考え
方の下、平成 11 年 2 月に「公共事業の説明責任（アカウンタビリティ）向上行動
指針」を策定している。
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1-2 県の取り組みと今後の展望
建設 IT マネジメントに関わる国に動きを参考にし、また 茨城県 IT 戦略会議
の動きを受け、本計画「茨城県建設 IT マネジメント基本計画」を作成する。

国の動き

茨城県の動き

法制度

茨城県IT戦略会議

・電子署名法の施行（H13.4〜）
・入札契約適正化法の施行（H13.4〜）

同会議の最終報告書公表（H13.11.7）
・電子県庁の構築
→ワンストップサービスの実現
→電子調達の実現
・情報通信基盤の整備
→ｉDCの誘致・連携
・情報格差是正

行動計画

・公共工事の品質確保のための行動計画(H10.2)
・発注者責任研究懇談会一次とりまとめ(H12.3)
・IT国土マネジメントに向けて（H12.12）
・公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針（H13.3）
・CM方式活用ガイドライン（中間取りまとめ） (H13.11)
CALS/ECへの取組

・建設CALS/EC整備基本構想（H8.4）
・建設CALS/EC アクションプログラム（H9.6）
・建設CALS/EC推進本部の設置(H12.10）
・電子納品の開始（H13〜）
・電子入札の開始（H13〜）

茨城県高度情報化推進本部

茨城県建設ＩＴマネジメント委員会

建設ITいばらきプログラム
茨城県建設ITマネジメント計画

茨城県建設CALS/ECアクションプログラム

効率的かつ適正な事業執行
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土木部IT推進委員会

建設ITいばらき推進協議会

（1）県の情報化戦略
本県においては、近年の IT 革命に対応すべく、茨城県 IT 戦略会議が「県民・企
業等誰もが『うれしい』と感じる IT ネットワーク社会づくり」を目標に次の各分
野について、検討した結果を平成 13 年 11 月に「茨城県 IT 戦略会議最終報告書」
としてとりまとめている。
表 1-1 茨城県 IT 戦略会議最終報告書における分野別の基本方針
分
①電子県庁の構築

野

②産業の振興
③豊かな暮らしの創出
④人材育成・学校教育の情報化
⑤情報通信基盤の整備

⑥情報格差是正
⑦個人情報保護及びセキュリティ対策

基本方針
(1) 県民サービスの向上
(2) 業務の効率化
(3) 県民参画機会の拡充
＜省略＞
＜省略＞
＜省略＞
(1) 情報通信基盤整備の早期実現・民間との協力
(2) 基盤上で展開するサービスの充実
(3) 茨城 21 世紀発展ポテンシャルとの連携
＜省略＞
(1) ハイテク犯罪の防止
(2) 自治体のセキュリティ対策
(3) 茨城県版セキュリティポリシーの策定

（2）電子県庁の推進
本県における電子県庁の推進方策は、以下のとおりである。
1．行政サービスのオンライン化

（1）ワンストップサービスの実現
（2）公共情報端末（情報キオスク）の整備
（3）電子調達の実現

2．行政内部の電子化による業務
の効率化

（1）行財政改革の一層の推進
（2）迅速な事務処理のための業務の見直し
（3）ペーパーレス化の推進
（4）行政情報の共有化と政策立案能力の向上
（5）規制・制度の見直し

3．県民参加型行政の構築

（1）インターネットによる双方向の情報交流の強化
（2）電子県庁の構築に関する県民の理解
（3）進捗状況の積極的公表
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1-3 県の公共事業の現状
1）土木部予算の推移
ここ約 10 年の公共事業費の推移は以下のとおりである。平成 10 年度をピークに
急激に減少している。
予算額（単位：億円）
3,000

2,500

その他
住宅
下水道
街路等
港湾
河川等
道路

2,000

1,500

1,000

500

0
H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

年度

図 1-2 土木部予算の推移（一般会計）

2）土木部技術職員数の推移
茨城県土木部職員数の推移は、以下のとおりである。特に土木事務所の職員数の
減少が目立つ。
人数
1,800
1,600
1,400
本庁
土木事務所
特設事務所
計

1,200
1,000
800
600
400
200
0
H2

H3

H4

H5

H6

H7
H8
年度

H9

H10

H11

H12

H13

図 1-3 土木部技術職員数の推移（本庁・出先別）
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3）茨城県が抱える課題とマネジメントの必要性
上記 1)，2)のグラフに示したように、県の現状として、公共事業費の削減，技術
職員の減少という状況下においては、社会資本のライフサイクル（計画、建設また
は取得、維持、修繕、更新または処分）を通じて一定の機能を持続させ、社会資本
全体を効率的・効果的に管理するマネジメントシステムを構築することが必要であ
る。
その理由として、
第一に、本県の財政状況は、バブル崩壊後の税収減や大規模な経済対策の実施に
より危機的な状況に達しており、今後、少子高齢化に伴う投資余力の減退もあり、
社会資本投資をはじめとする支出一般について一層の効率化が強く求められていく
と予想されること。
第二に、今後一層財政制約が厳しくなると考えられる一方で、相当量の社会資本
ストックが形成され、社会資本ストックの老朽化も相当程度進むと考えられ、維持
修繕に係わる必要投資額は大幅に増加することが予想されること。
第三に、公共事業に対する厳しい批判の目が向けられている今、実施システムの
改善に取組んでいく必要があり、とかく不透明ともいわれている公共事業の過程を
県民に十分明確に提示し、アカウンタビリティの向上が図る必要があること。

このようなことから、爆発的に飛躍しているＩＴを活用した建設マネジメントを
早急に策定することが必要であると思われる。
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2. 基本的な考え方
2-1 基本理念
「茨城県建設 IT マネジメント基本計画」（以下、「本計画」という）を策定する意
義は、本県の公共事業執行の幅広い分野に IT を活用したマネジメント技術を導入する
ことにより、新世紀における公共事業執行体制の確立に向けて、県民・事業関係者・
受注者・発注者（県）間の強力なパートナーシップを創り上げることである。本計画
では、以下の 3 つを基本理念とし、建設 IT マネジメント技術の導入を推進していく。

(1) 県民や関係者に幅広い情報を提供し共有していくことでより一層の行政
サービスの向上を実現
(2) マネジメント技術を用いて業務改善を実現し新たな効率的かつ効果的な
事業執行体制を創造
(3) 社会基盤施設に係わる情報を資産として流通・蓄積するために IT を活用
して事業のライフサイクルサポートを確立
↓
IT を最大限活かしたタイムリーで質の高い社会基盤整備の推進

本計画は、IT を活用したマネジメント技術により新たな公共事業執行体制を創造す
るための道標となるものである。
2-2 計画の位置づけ
本計画は、県全体の電子県庁構築の方針を定めた「茨城県 IT 戦略会議最終報告書」
とも整合を図りつつ、今後の茨城県の公共事業執行において、IT を活用したマネジメ
ント技術を導入する上での基本となるものである。なお、国の施策と整合性を図った
「茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム」は、本計画の下位計画として位置づ
けられるものである。
茨城県建設ITマネジメント基本計画

茨城県IT戦略会議最終報告書（H13.11）

CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）

茨城県建設CALS/ECアクションプログラム

（H13.6）
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2-3 計画の目標
基本理念に基づき、本計画においては、以下の２つを達成することを基本目標とす
る。
（1）社会基盤整備に係わる情報の整備・活用による新たなマネジメントの導入
行政内部には、従来蓄積されてきている紙媒体の情報と記録管理すらされていな
い属人的なノウハウ等に係わるアナログ情報が数多く存在する。一方で、今後建設
CALS/EC に代表されるように外部の関係者から多くの電子情報が行政内部にもた
らされることになる。
これら行政内部・外部で発生する２つの情報を事業の進捗に合わせて、発生時点
から電子化し、行政内部のシステム等（DB）に格納し、順次データを進化させて、
事業のライフサイクルに渡って有効活用可能とする「インフラ整備に係る情報をイ
ンフラとして整備する」ともいうべき新たな社会基盤を構築していく。
このように社会基盤整備に係わる情報を整備・活用することにより、従来できて
いなかった以下のようなマネジメント行為を実現できるようにする。
¨ ストックマネジメント
¨ ナレッジマネジメント
¨ 合意形成マネジメント 等
また、社会基盤施設に係わる情報を資産として流通・蓄積するために IT を活用
して事業のライフサイクルサポートを確立するために、特に維持管理段階へのマネ
ジメントの導入を睨んだ整備が必要である。今後、作成・流通・加工されていく情
報をどのように蓄積し、蓄積された情報資産を将来どのように有効活用するかを早
急に検討し、新たなマネジメントとしてストックマネジメントの実現を目指す。
（2）関係者間の情報交換・共有による新たな事業マネジメントの実現
建設 CALS/EC による電子納品、電子入札、工事施工中の情報共有等により、関
係者間でタイムリーに電子化された情報の交換・共有を行うことが可能となる。こ
のことにより、従来行っていた業務処理が不要となったり、重複していた作業を行
う必要がなくなる。これは、関係者の業務形態を内部から見直す契機となり、また
それを実施する上で障害となる既存の制度や管理基準等の見直しまで踏み込むこ
ととする。
建設 CALS/EC や GIS など情報交換・共有を可能とするための新たな IT ツール
の導入に伴い、既存の業務処理システムとの連携による人的作業の負荷軽減（ex.
データの手入力の削減）やアナログ情報（今後も紙媒体で管理する情報）との連携
を図ることで迅速な情報管理を行い、より一層のコスト縮減や品質の確保・向上を
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目指した新たな事業マネジメントの実現を目指す。
具体的には、パイロット事業を通じて、実地に検証を行い、実現する上での課題
と対応策を模索しながら、新たな事業執行形態を確立し、順次他の事業に展開して
いくこととする。
これら２つの目標を達成することで、業務改善が実現され、事業執行の効率化、透
明性確保、事業のコスト縮減、品質確保・向上が期待でき、行政サービスの向上と発
注者責任の達成を実現していく。（図 1-4 参照）

行政サービスの向上

ITにより情報資産の再利用，ITにより行政内部の業務処理の改革
ノウハウや情報の共有

達
成
さ
れ
る
内
容

発注者責任の達成

ストックマネジメント

コスト縮減
品質の確保向上

ナレッジマネジメント
透明性確保
合成形成マネジメント
業務執行の効率化

本
計
画
の
目
標

(1)

(2)

社会基盤整備に係わる情報の
整備・活用による新たな
マネジメントの導入

関係者間の情報交換・共有による
新たな事業マネジメントの実現

（新たな公共事業として構築）

（建設CALS/ECの実現等）

図 1-4本計画の目標と達成される内容の関連

1-11

2-4 計画の対象
本計画の対象範囲は、事業関係者間の接点における情報交換・共有のみならず、発
注者の事業執行の効率化を前提とした行政内部の情報交換・共有を視野に入れた範囲
を対象とする。
また、個々の事業プロセスにおいて必要となる IT を活用したマネジメント技術のみ
ならず、事業のライフサイクルを通じて共通に利用する IT の基盤環境整備や人材育成
ならびに体制整備といった施策も計画対象に含めることとする。
（1）事業関係者間の接点における IT の活用
公共事業に係わる関係者は多岐にわたるが、主要な関係者間の接点は次の４つに
集約できる。
① 調達に係わる受発注者間の情報交換・共有
② 合意形成、事業調整を円滑に進めるための関係者間との情報交換・共有
③ 発注者の説明責任を果たすための県民との情報交換
④ 事業執行の効率化を図るための発注者内部での情報交換・共有
関係者

県の機関

機関

市町村

警察

県 民

②

一般住民

地権者

発注者
（茨城県）
③

④

一般企業

ライフライン事業者

事務所

本庁

防災関係者

①

測量会社

地質調査会社

建設コンサルタント

施工会社

受注者

図 1-5 事業関係者間の接点の観点からの本計画の対象
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維持補修会社

（2）IT による行政内部の業務処理の改革
事業執行の効率化を前提とした行政内部の部門間（本庁〜土木事務所間、本庁並
びに事務所内の各課間）
における情報交換・共有あるいは既存システムと CALS/EC
等で新たに発生する外部からの電子データ（電子納品）や新規の情報システム（電
子入札システム等）とのシステム連携を計画内容に盛り込む。
また、従来の紙をベースとした情報交換、情報蓄積を可能な限り電子データに移
行させ、情報流通の円滑化、意思決定の迅速化、的確な状況把握等の実現を目指し、
行政内部の業務処理の改革を推進していく。
（3）IT 共通基盤の整備
IT を活用した建設マネジメント技術を導入するためには、その基盤となるシス
テム環境を整備していく必要がある。
共通基盤として重要なものに GIS（地理情報システム）がある。建設 CALS/EC
等で電子化された情報を管理・利用していく上で、地図上で情報の検索・表示が可
能とすることが望まれる。この場合、ベースとなる基盤地図や検索機能等を実現す
るための GIS エンジンは、電子県庁構築の一環としても共通に利用すべきものと
して位置づけられる。したがって、全庁的な GIS の整備に関しては、その利用頻
度が最も高い土木部門がニーズに合わせ先行して整備していくものとする。
また全庁的に取り組むべき IT 共通基盤については、土木部として取り組むべき
事項を本計画に盛り込むものとする。
＜全庁的な IT 施策としての共通基盤＞
w ネットワーク環境基盤
w 電子申請のための環境基盤（主に汎用ソフト）
w 総合的文書管理システム
w 電子決裁（ワークフロー含む）
w 電子認証基盤（組織認証基盤、職員個人認証）
w 情報セキュリティポリシー
（4）活用に必要な人材育成と体制整備
IT 技術を導入した際に、それをツールとして業務で活用するのは担当職員であ
る。このことから、実際に今後新たに導入されることになる各種の IT ツールを円
滑に実務で使えるようにするためには、情報リテラシーの向上が必要不可欠となる。
また、それを実現するための教育・訓練プログラムのあり方や IT の活用を推進
するための体制整備についても具体化していく。
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2-5 計画の期間
本計画の対象期間は、2002 年度〜2006 年度までの 5 ヶ年を対象とする。ただし、
IT の技術進歩が著しいこと並びに社会情勢の変化に追随していく必要があることか
ら、進捗管理も含め、フォローアップを行い、必要に応じて計画内容の改定を行うこ
とを基本とする。
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3. 建設 IT マネジメントのメリット
本計画は、事業関係者間の接点における情報交換・共有のみならず、発注者の事業執
行の効率化を前提とした行政内部の情報交換・共有を視野に入れている。また、個々の
事業プロセスのみを対象とするのではなく、事業のライフサイクルを通じた施策も対象
としている。
このようなことから、事業関係者に主眼を置き、建設 IT マネジメントのメリットを
表現すると以下のとおりである。
表 1-2 建設 IT マネジメントのメリット（概要）
対象関係者
①
発注者←→受注者

実施手段
○調達に係わる受発注者間の情報交換・
共有
ex）
・ 電子入札
・ 電子納品
・ 施工中の情報共有

②
発注者←→関係者

○合意形成、事業調整を図るための関係
者間との情報交換・共有
ex)
・ 発注者間連携ネットワーク
・ DB の共同利用

③
発注者←→県民

○説明責任を果たすための県民との情報
交換
ex)
・ より一層の情報開示（HP）
・ NPO 等との情報基盤整備
・ KM によるクレーム処理対応

④
（発注者内部）
本庁←→事務所

○事業執行の効率化を前提とした行政内
部での情報交換・共有
ex)
・ ワークフロー（電子決裁等）
・ リアルタイムの事業進捗管理
・ モバイルによるリアルタイムの情報
提供（現場→事務所→本庁）
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主体別のメリット
＜発注者＞
・事業の透明性確保
・コスト縮減
・品質の確保・向上
＜受注者＞
・生産性の向上と競争性の確保
・業務の手戻りの回避
・企業内の情報化推進
＜発注者＞
・事業執行の迅速化
・事業執行の透明性確保
・事業調整の円滑化・迅速化
＜関係者＞
・事業内容の理解促進
・早期の事業調整上の課題把握
・事業調整の円滑化・迅速化
＜発注者＞
・行政サービスの向上、高度化
・事業推進に対する県民の理解促進
・事業の説明性の一層の改善
＜県民＞
・事業内容の理解促進
・県民参加による事業実施
・施設利用の利便性確保
＜本庁＞
・事業進捗管理の容易性確保
・意思決定の迅速化
・技術ノウハウの蓄積・伝承
＜事務所＞
・現場業務の人的負担軽減
・リスク対応時の適正確保
・部門間の意思疎通の活性化

4. 建設 CALS/EC アクションプログラムとの関係
「茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム」
は、
茨城県に適合した建設 CALS/EC
の行動計画であり、本計画のサブプログラムとして位置づけられる。

建設ＩＴマネジメント基本計画
情報開示
電子申請

建設CALS/ECアクションプログラム

電子契約
ナレッジマネジメント

電子入札

企業評価
関係者との情報流通

工事管理

施工中の情報共有

事業管理

PPI

電子決裁

CAD利用環境整備

積算

電子納品
ストックマネジメント
GIS基盤

電子文書管理

図 1-6 建設 IT マネジメント基本計画と建設 CALS/EC アクションプログラムの関係

したがって、「建設 CALS/EC アクションプログラム」は国の施策に対応した実施内
容であるのに対して、本計画は、建設 CALS/EC をも包含した県独自の IT を活用した
マネジメント技術を導入した公共事業の執行形態を実現することを目的とした計画と
しての位置づけとなる。
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5. 発注者責任達成のための IT 活用のあり方
本計画は、IT を活用したマネジメント技術を導入することによって、公共事業のラ
イフサイクルにおける発注者責任の達成に寄与することを目的としており、その基本的
な考え方は以下のとおりである。
（1）公共事業における発注者責任
発注者責任については、平成 11 年度より国レベルの「発注者責任研究懇談会」
でそのあり方について、有識者を交えた検討がなされており、次のように定義され
ている。
発注者責任とは、「公正さを確保しつつ良質なモノを低廉な価格でタイムリーに
調達し提供する責任」である。
公共事業における調査・計画から設計・積算、入札契約、施工、維持管理までの
各フェーズにおいて、発注者責任を伴う業務は以下のように整理される。
表 1-3 公共事業における発注者責任
フェーズ
調査・計画

設計・積算

入札契約
施工
維持管理

業務項目
企画
事業可能性調査
予算要求
事業発注計画
全体監理
調査・概略（予備）設計業務発注
調査立入地元説明
調査・概略（予備）設計業務監理
設計成果照査
用地買収
詳細設計業務発注
詳細設計業務監理
設計成果照査
事業認定に関する協議
施工計画・工程計画の検討
積算
入札
関係機関・地元協議
工事監理
検査
点検
補修・改修

（2）建設マネジメントにおける IT 活用
本計画で対象とする建設マネジメントとは、建設ライフサイクル全体における公
共事業の発注者が行う公共調達に関する全てのマネジメント行為である。
マネジメント行為を確実に実施するためには、対象となる業務をコントロールす
る基となる各種の情報が必要であり、またマネジメントした結果（アウトプット）
としての情報を蓄積し、次のマネジメント行為への受け渡しや同じマネジメント行
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為を行う上での参照情報となる。このように、基本的にマネジメント行為を行う上
では情報が必要不可欠であるが、そのうち IT を活用することによって実現できる
ものを本計画の実施対象としている。
一般に IT を業務で活用するプロセスは次のように整理される。

①情報の収集・作成

②情報の処理加工
更新

情報の履歴管理

③情報の蓄積

④情報の提供・利用

図 1-7 一般的な IT 活用の業務処理フロー

※

特に維持管理段階でマネジメントを行う場合は、情報の更新，履歴管理
が必要となる。

上記４つの IT の観点から見た処理プロセスを建設マネジメントに適用し、建設
IT マネジメントの体系化を図ると以下のとおりである。
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①情報の収集・作成

・電子納品（CAD図面、デジタル工事写真等）
・既存業務処理システムからの必要情報の収集
・基盤地図の電子化
・外部からのデータオンライン入力
・各種技術情報の電子化
・PI等による外部からのデータ入手
・既存紙資料の電子化

②情報の処理加工

・位置情報の付与
・必要数量の拾い出し

③情報の蓄積

・各種DBの整備（企業評価、実績情報、品質管理
情報、コスト関連情報、･･･）
・CD-ROM等可搬媒体への情報格納

④情報の提供・利用

・各種マネジメントツールを用いた情報提供
・各種DBの参照
・ホームページでの情報開示
・CD-ROM等電子媒体による情報配布
・電子地図上からの必要情報の検索・表示

図 1-8 建設 IT マネジメントの体系化（概念）
（3）仕事の進め方の見直し（BPR）
本計画の中核である建設 IT マネジメントを導入するにあたっては、公共事業の
ライフサイクルにわたる従来の業務の進め方をそのままにしておくと、現場レベル
では新たな業務負荷となるばかりでなく、期待される効果も得ることができないこ
とから、結果として普及しないことになる。このことから、次のような観点から仕
事の進め方を見直すことを前提にし、導入効果をできるだけ高め、計画を実効ある
ものにする必要がある。
l IT で代替することによる人的作業の軽減
l 行政サービスの質の向上
l 時間的余裕による本来業務への専念
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現 状

工事の状況等に対する住民から
の問い合わせにその都度対応

土木事務所

地域住民
土木事務所
必要情報
の入力

インターネット

地域住民

住民説明
資料の作成

HP
ITで代替することより人的作業が軽減でき、
行政サービスが向上できる

将 来

図 1-9 建設 IT マネジメントを用いた BPR の代表事例（住民の問合せ対応の例）

具体的な仕事の進め方の見直しを行うための必要条件としては、以下のような内
容を想定している。
＜BPR の実現手段＞
w 従来の制度・慣行の見直し
w 関係者間の役割分担の見直し
w ライフサイクルサポート実現の観点からの業務執行形態の見直し
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第2章 計画の進め方
1. 建設 IT マネジメントの全体像
第１章の 2-3 計画の目標で掲げた２つの目標「社会基盤整備に係わる情報の整備・
活用による新たなマネジメントの導入」「関係者間の情報交換・共有による新たな事
業マネジメントの実現」を実現するために建設 IT マネジメントの全体像・将来像をイ
メージする。
1-1 建設 IT マネジメントの全体イメージ
建設 IT マネジメントは、次ページの「建設 IT マネジメント全体イメージ図」（適
用範囲）のような姿となり、その理念を簡単に説明すると以下のとおりである。
（1）透明性のある調達，ムダのない生産
これまで透明性に欠けるとされてきた公共調達を、IT マネジメントを導入する
ことにより、平等かつ効率的な調達を実現する。
また、情報の電子化により、ライフサイクルの長い建設生産のプロセスの改善を
積極的に行い、受発注者間の協力によりムダのない建設生産システムを構築する。
（2）広がりのあるパートナーシップ
建設事業では通常多くの関係者が係わっているが、これまでは全ての関係者が必
ずしも効果的な連携を図ってきたとは言い難い。組織間，部局間の壁のみならず、
事業フェーズ間においても情報・知識の共有が十分に行われておらず、多様な IT
技術によりこれらの壁をクリアし、マネジメント技術により電子化された情報を有
効に活用して、より緊密なパートナーシップを築き上げていく。
（3）タイムリーでわかりやすい情報の提供
IT の急速な発展により、誰もがいつでもどこでも情報を簡単に入手する可能と
なった。公共発注者においては、タイムリーでわかりやすく幅広い情報を積極的に
国民に提供し共有していくことが重要である。
また、これまで必ずしもインタラクティブな情報交換が行えなかった公共発注者
と県民との距離を短縮し、県民が参加できる公共事業を推進していく。
（4）効率的で質の高い行政サービス
行政内部においては、IT マネジメントの積極的な導入により、業務の効率化を
実現し、これまで以上に質の高い行政サービスを提供するとともに、これまで十分
に時間を振り向けることができていなかった発注者責任を全うするための業務の
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実現を目指す。
また、行政内部の情報蓄積・有効利用により、知識や経験を共有化し、予算の削
減，技術者の不足に対応していく。

2-2

目標①：社会基盤整備に係わる情報の整備・活用による新たなマネジメントの導入
茨城県
ペーパーレス

文

書

子
の

決

関係者との情報
交 換・
共有

行政内部の改革

電

裁
有

共

業務の効率化
受発注者の情報
交 換・
共有

県民との
情報交換
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理解促進

事業調整の
円滑化
発注予定情報
○○部門
□□事務所
○月×日

WW
W

関係者

透明性の確保

情
報
発
信

インターネット

電子入札
電子納品

情
報
交
換

目標②：関係者間の情報交換・共有
による新たな事業マネジメントの実現

品質の確保・
向上

生産性の向上

一般企業
一般住民

受注者

防災関係者

図 2-1 建設 IT マネジメント全体イメージ図（適用範囲）

1-2 県の公共事業執行の将来像
IT の進展は公共事業の様々な場面で業務の高度化，効率化を実現する。ここでは
1-1 の全体像を受け、公共事業の個々の電子化，情報化が進展したさきに、どのよう
な将来像が想定できるかを描く。
1）ネットワークを通じた合意形成
〜Web による県民とのコミニュケーション〜
パソコンの低廉化，ネットワークの高速化が更に進めば、県職員のみならず、県
民，事業関係者，市町村職員においても、いつでもパソコンが利用でき、いつでも
インターネットから情報を受発信できる環境下にいることになる。また、機器環境
のみならず、利用者の情報リテラシーの向上により、IT の高度な利用が容易に行え
るようになる。
県のホームページでは、公共事業に関する様々な情報を発信するだけではなく、
県民との対話型システムを導入することにより、リアルタイムの情報交換が可能に
なり、公共事業者としての説明責任（アカウンタビリティ）を果たすとともに、県
民は積極的に公共事業への参加が行われるようになる。
このように、ネットワークを通じて、県民−県とのコミュニケーションが活発と
なり、公共事業の計画から維持管理に渡るまで、合意形成が可能となる。
2）ライフサイクルを通じたデータの連携
〜GIS や統合 DB を利用した情報の一元化〜
公共事業は関係者が非常に多く、ライフサイクルが長い。そこで発生し、加工さ
れ、蓄積される様々な情報は電子化されことにより、人的作業が軽減され、業務効
率がよくなる。
これらいろいろな所で電子化される情報を統合 DB により連携することにより、
一元的な情報管理が可能となる。また、一元的に管理された情報は、GIS というイ
ンターフェイスを通じて、利用者のデータ高度利用を可能にし、蓄積されたデータ
は次のフェーズ、あるいは他の箇所で再利用されていく。
このように、ライフサイクルにわたる膨大ともいえる情報が電子化され、蓄積さ
れ、再利用されることにより、ライフサイクルを通じたデータ連携が実現される。
3）透明性のある EC の実現
〜公共調達（公告〜入札〜契約）の電子化〜
公共事業において、県民が最も見えにくい（不透明な）ものは、調達−つまり、
業務や工事を発注する行為であり、これが日本の建設業界の最大の課題である。
この調達の場面−発注予定情報の掲示から業者の指名，入札，契約まで−におい
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ても、IT 化が進み、まず Web による発注予定情報の掲示が開始され、インターネ
ットによる入札の実現（電子入札）、さらに電子契約が行われるようになる。
これらの IT 化に合わせて、現行制度，慣習の見直しが行われるが、入札契約制度
の見直しや企業情報のデータベース化，企業評価や発注実績の公表などに影響を及
ぼすと考えられる。その結果、県民や第三者によるチェック機能が可能となり、ま
た不適格業者の排除，談合の排除につながる。
このように、IT 化を発端に様々な影響を与え、透明性のある EC が実現される。
4）ノウハウの蓄積による事業執行の効率化
〜ストックマネジメント，ナレッジマネジメントによるデータの再利用
これまで紙媒体であった様々な情報が電子化、データ管理が一元化されることに
より、検索・閲覧が容易になり、今まで倉庫に眠っていた有益な情報が再利用され
ることにより、事業の効率化が図られる。（ストックマネジメントの実現）
しかし、最初は文書，図面，写真など明示的な情報が主である。事業執行におい
ては担当者の経験や知識に委ねる場面が多く、それらの情報は黙示知として、担当
者の脳に納められている。これらの黙示知を明示知として抽出し、蓄積していき、
ノウハウの再利用・高度利用が可能となることにより、一層の効率化が実現できる。

これらを実現するための具体的な実施・整備項目を「2.建設 IT マネジメントの整備計
画」に示す。
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2. 建設 IT マネジメントの整備計画
2-1 整備項目の抽出
建設 IT マネジメントの整備項目を整理するにあたっては、以下の理由より、道路
事業を対象に以下の５つのステップ（作業）を行った。
·

土木部の予算のうち、道路事業予算が最も比率が高い。

·

本県は道路計画延長が全国２位であり、整備率が全国で最下位であるため、
他県に比較して、今後も道路建設が積極的に行われ、さらに維持管理の必
要性が増大すると予想される。

Step１：業務プロセスの分析
道路事業を対象に一連の業務プロセスを情報の流れの観点から整理する。

Step２：IT を活用して可能なマネジメント行為の抽出・整理
STEP1 で整理した業務プロセスのフェーズ単位に、発注者責任を全うするために
必要となるマネジメント行為を抽出し、その上で IT で対応できる内容を明らかにす
る。

Step３：建設 IT マネジメントの実現手段検討
Step２で抽出・整理される IT マネジメント行為の実現手段をハード、ソフト、ネ
ットワークの側面から整理する。また、制度改定を伴うもの、国の施策を待つ必要
があるものといった仕分けを行う必要がある。

Step４：実施項目の整理と優先順位づけ
STEP3 までの検討結果から、建設 IT マネジメント基本計画として実施すべき項
目としての再整理を行う。次に各項目について、その内容が実施された場合の効果
を具体化し、現状の業務執行状況との比較において、効果評価を行う。（既存業務
の効率化，サービスの質の向上）
その上で、実施項目の優先順位づけを行い、タイムチャートに落とす。

Step５：サブ計画としての CALS/EC アクションプログラムの明確化
上記の IT マネジメント基本計画の中で、CALS/EC アクションプログラム側で詳
細化する部分を明らかにし、IT マネジメント基本計画と CALS/EC アクションプロ
グラムの関連性を明確にする。
以上の作業で抽出された項目を次ページの図に整理した。
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企画・設計

発注者が行う
主なマネジメント行為
（道路事業の例）

プレーヤー
（主な関係者）

入札・契約

工事施工

維持管理

整備路線の基本方針，概略ルートの設定
環境影響調査・評価の実施
都市計画，事業実施計画の作成
住民説明
予備設計，実施（詳細）設計の実施

積算（予定価格の設定）
設計図書，特記仕様書等の作成
企業の選定
入札・契約

工事管理
（出来高管理，出来形管理，進捗管理など）
検査

道路台帳の作成
巡視・巡回
補修・改修

・住民
・地権者
・測量・建設コンサルタント

・工事施工業者
・県民

・市町村
・占用者
・県の他機関
・工事施工業者

-

IT活用

各フェーズでの目標

アカウンタビリティ,PI

公共調達の透明性

品質確保

業務の効率化
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・県民への情報発信
・県民との情報交換（Web）

実施項目

・積算システムの高度化
・企業評価
・入札情報サービス
・電子入札，電子契約

・事業関係者との情報共有
・PM手法の導入

・道路台帳，河川台帳等の
システム化，高度化
・維持管理システムへの
情報連携

業務成果・工事完成図書の電子納品，ナレッジマネジメント，行政文書のストックマネジメント，電子決裁，電子申請

ライフサイクルに亘る
目標

実現のために必要な

基盤
人材育成

情報の提供，行政サービスの向上，透明性の確保，情報の有効活用，プロセスの明確化，事業手続きの見直し

・職員一人一台のパソコン環境整備，県庁WANの整備
・統合型GISの整備
・標準ツールの整備・CAD利用環境整備
・データ管理基盤・体制の整備，電子認証基盤の整備

→→ 部分最適化から全体最適化へ（BPR）

・体制の整備
・職員のリテラシー向上
・市町村の技術支援

図 2-2 IT マネジメント実現のために実施すべき項目

2-2 実施・整備メニュー
上記の作業の結果で抽出・整理された IT を活用して可能なマネジメント以外に、こ
れらを実現するためには、情報インフラと人的基盤の整備（教育・普及）が必要である。
情報インフラと人的基盤の整備には、土木部のみならず全庁的に整備・実施する項
目が多く含まれるが、建設 IT マネジメント実現のために必要な項目を抽出・整理する。
このようにして、整備項目を抽出した結果、発注者が行うべきマネジメント行為の
うち、IT を活用して業務の効率化等の効果を期待できる項目（実施項目）を「事業関
係者間の接点における IT を活用したライフサイクルの支援」「IT による行政内部の改
革」に分け、さらに建設 IT マネジメントを実現するために必要な基盤・人材育成を「IT
の共通基盤の整備」「IT 活用に必要な人材育成と体制整備」に分けて、具体的に実施
すべき項目，整備する項目を以下に挙げる。

実施項目

事業関係者間の接点におけるITを活用したライフサイクルの支援
ITによる行政内部の改革

整備項目

ＩＴの共通基盤の整備
IT活用に必要な人材育成と体制整備

1）事業関係者間の接点における IT を活用したライフサイクルの支援
（1）積算システムの高度化
電子化された数量計算結果に基づく当該工事の数量算出や過去の工事積算実績デ
ータベースによる当該工事の概算工事費算定などを行う。
（2）業務成果，工事完成図書の電子納品
業務及び工事の成果物（文書，図面，写真等）を電子的に納品することにより、
調査設計、工事施工、維持管理等の各フェーズへスムーズにデータの受け渡しを行
う。
（3）事業関係者との情報共有
土木部以外の関連部署をはじめ、国，市町村，警察やライフライン事業者など建
設事業に関係する組織と、ネットワークを介して情報を交換・共有する。
（4）県民への情報発信
建設事業に係わる様々な情報をホームページに掲示することにより、タイムリー
かつ効率的に県民へ情報発信する。また、情報発信のための基盤は全庁的に整備す
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る。
（5）県民との情報交換（Web）
電子メール，電子掲示板，対話型システム等を利用し、県民と県がインターネッ
トを介し、情報交換を行う。また、情報交換のための基盤は全庁的に整備する。
（6）入札情報サービス
発注見通情報，発注情報，入札結果をインターネット上で一元的に集約、格納し、
検索を可能とする。
（7）電子入札
電子入札システム，電子認証システムにより、公共調達における入札の札入れ行
為そのものをインターネットを介して可能とする。
（8）電子契約
落札後、受発注者間で交わされる契約行為の電子的を行う。
（9）電子申請
電子申請システムを構築することにより、建設事業に関する申請・届出等手続き
の電子化，オンライン化を行う。また、電子申請システムは全庁的に整備する。
（10）PM 手法の導入
公共工事に PM（プロジェクトマネジメント）手法を導入することにより、リア
ルタイムに事業の進捗管理を行う。
（11）ナレッジマネジメント
担当者の経験や知識というような黙示知を明示知として抽出し、電子データとし
て蓄積していき、ノウハウの再利用・高度利用を行う。
2）IT による行政内部の改革
「IT による行政内部の改革」にあたっては、土木部のみならず、全庁的に整備・
実施すべき項目がある。
（1）行政文書のストックマネジメント
事業執行に関する様々な情報を電子化し、一元的にデータ管理することにより、
データの検索・閲覧、再利用を行う。また、ストックマネジメントのための基盤は
全庁的に整備する。
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（2）電子決裁
文書管理規定等に規定されている決裁を必要とする文書を、電子データで作成し、
電子決裁システムを利用することにより、電子的に決裁を行う。また、電子決裁シ
ステムは全庁的に整備する。
（3）企業評価
工事実績評価結果をデータベース化し、適格な業者の選定等に利用する。
（4）道路台帳，河川台帳等のシステム化・高度化
道路台帳，河川台帳等を電子化して（既に電子化されているものは高度化）、管
理システム（維持管理系システム）により情報を管理する。また、日常点検データ
を入力することにより、日々最新の情報が蓄積されることとなる。
（5）維持管理システムへの情報連携（連携既存システムとの連携）
業務や工事の成果として、電子納品されたデータや各種業務システムが作成した
データを維持管理系システムへ情報連携する。
3）IT の共通基盤の整備
「IT の共通基盤の整備」にあたっては、土木部のみならず、全庁的に整備・実施
すべき項目がある。
（1）職員一人一台のパソコン環境整備
本庁，出先事務所も含め、職員一人あたり一台のパソコンを利用できる環境を整
備する。また、パソコン環境は全庁的に整備する。
（2）統合型 GIS の整備
地理情報システムを活用して、各部局で共通に利用することが可能な地図データ
を整備し、各業務毎に利用可能な統合型 GIS を全庁的に整備する。
（3）県庁 WAN の整備
情報通信基盤と市町村が整備する地域公共ネットワークを接続した上で、行政共
通のインフラとして整備する。また、WAN 環境は全庁的に整備する。
（4）標準ツールの整備
各職員が使用する基本的なアプリケーションソフト（ワープロ，表計算，電子メ
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ール等）に関して、データ共有等を容易にすることを前提に統一整備する。また、
ツールの標準化は全庁的に実施する。
（5）CAD 利用環境整備
電子化される情報のうち、最も再利用性が高いとされる図面情報をデータ化し、
高度利用するために、CAD 利用環境を整備する。
（6）セキュリティの高いデータ管理基盤・体制の整備
行政文書をはじめ、膨大な情報が電子化されるため、それらのデータを管理する
ための基盤（機器，システム等）と体制を整備する。また、セキュリティの高い環
境を有するバックアップ基盤として、茨城県 IT 戦略推進アクションプランに示され
ている iDC（インターネットデータセンター）の利用などが考えられる。データ管
理基盤・体制は全庁的に整備する。
（7）電子認証基盤の整備
電子認証基盤は、インターネット等のネットワーク上で送受信される電子データ
の本人確認や改ざん防止を暗号化技術を用いて電子的に行う仕組みであり、県では、
県が発信した文書等の正当性を認証する組織認証基盤と申請者等の個人を認証す
る個人認証基盤を整備する。具体的にはこれらの２つの認証を行うの電子認証局の
整備である。データ管理基盤・体制は全庁的に整備する。
4）IT 活用に必要な人材育成と体制整備
（1）体制の整備
建設事業に IT 活用を浸透させるためには、県事務所のみならず、受注者側も含め、
情報を交換する体制を整備する。
（2）職員のリテラシー向上
IT 関連の講習会，講演会の実施や HP やパンフレット等による情報発信を行うこ
とにより、職員の情報リテラシーを向上する。
（3）市町村の技術支援
市町村において、県のシステムを導入する場合の技術指導やアプリケーション導
入後の支援体制を整備する。また、県の実証実験結果等の情報を提供する。
5）その他
本計画の対象外ではあるが、今後の検討として、以下の項目は視野に入れていく。
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（1）モバイルによるリアルタイムの情報提供
モバイル端末（携帯端末）を用いて、現場でのデータ入力，情報受発信を行うこ
とにより、インターネットを通じてリアルタイムの情報を県民に提供する。
（2）パトロールへの IT 導入（GPS，携帯端末を利用したパトロール）
維持管理フェーズにおける日々のパトロール作業に、GPS（全地球測位システム）
や携帯端末を用いることにより、リアルタイムに維持管理システムへのデータ入力
や情報交換が可能となる。
（3）災害シミュレーション
GIS 等を用いて、既存構造物等の災害シミュレーションを行う。
（4）遠隔監視システム
カメラ等を用いて、既存構造物の遠隔監視を行い、ネットワークを介し、収集さ
れたデータを管理するシステムを導入する。
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3. 建設 IT マネジメント整備スケジュール
上記の整備項目について、整備スケジュールを次ページに示す。
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建設 IT マネジメント整備スケジュール
分類

項目

優先度

2002 年

2003 年

期間
2004 年

2005 年

2006 年

CALS
/EC※1

全庁的
国の
動向※2 整備※3

事業関係者間の接点における
IT を活用したライフサイクルの支援
積算システムの高度化
業務成果，工事完成図書の電子納品

◎

事業関係者との情報共有

◎

県民への情報発信

◎

一部
運用開始

モデル事業

○
一部運用

○

拡充

○

県民との情報交換（Web）

○

入札情報サービス

◎

電子入札

◎

一部
運用開始
一部
運用開始

○
○

電子契約

○

電子申請

◎

運用開始

○

PM 手法の導入

○

ナレッジマネジメント

○

○
○

IT による行政内部の改革
行政文書のストックマネジメント

◎

電子決裁

◎

運用開始

○

○

一部運用

○

企業評価

○

○

道路台帳，河川台帳等のシステム化・高度化
維持管理システムへの情報連携
（連携既存システムとの連携）
IT の共通基盤の整備
職員一人一台のパソコン環境整備

◎

統合型 GIS の整備

◎

県庁 WAN の整備

◎

運用開始

○

標準ツールの整備

◎

一部運用

○

CAD 利用環境整備

◎

運用開始

整備完了
運用開始

セキュリティの高い
データ管理基盤・体制の整備
電子認証基盤の整備

○
○

○
運用開始

◎

○
○

IT 活用に必要な人材育成と体制整備
体制の整備

◎

職員のリテラシー向上

◎

研修実施

○

市町村の技術支援

◎

実施

○

確立

○

注）優先度・・・◎：優先度が高い
※1 CALS/EC

・・・建設 CALS/EC アクションプログラムにおいて、取り扱う項目。

※2 国の動向

・・・国の動向を待って実施するべき項目。

※3 全庁的整備 ・・・土木部独自ではなく、全庁的に整備するべき項目。
凡例・・・

：開発，整備
：検討

2-14

○

第3章 建設 IT マネジメントの実現に向けて
1. 計画推進のために
建設 IT マネジメント基本計画を確実に推進していくためには、以下のような取り組
みを行っていく必要がある。
1-1 推進体制の整備
建設 IT マネジメント基本計画を推進するにあたっては、以下の体制を整備していく
こととする。
本計画の推進に関する方向性や国の施策との調整等を図る場として、「茨城県建設
IT マネジメント委員会」（委員長：東京大学 野城教授，副委員長：東京大学 湊助教
授

計 8 名にて構成）を継続して運営維持していき、計画の進捗に合わせて、随時必

要なメンバーからなる WG の活動を行うものとする。

茨城県建設ＩＴ
マネジメント委員会

WG

建設ＩＴいばらき推進協議会
会長：土木部長
委員：県関係
国、市町村
民間

推進幹事会
幹事長：検査指導課長

図 3-1 本計画の推進体制
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土木部IT推進委員会
委員会：土木部長
委員：各課（室）長

1-2 電子県庁との調整
本計画は、その実現手段として技術進歩の著しい最新の IT を用いることを前提とし
ていることから、県の情報化を推進している茨城県高度情報通信社会推進本部が平成
13 年 12 月に策定した「茨城県 IT 戦略推進指針」を達成するための具体的な施策をと
りまとめた計画（「茨城県 IT 戦略推進アクションプラン」（平成 14 年 3 月））との
整合性を図りながら進めることを基本とする。
（1）基本方針
電子県庁側の施策を待って、建設 IT マネジメント側の施策を実現するのではな
く、本計画で必要となる要件については具体的に明らかとなった段階で、電子県庁
の施策に反映していくことを基本とする。
（2）具体的な全庁レベルでの情報化施策
本計画を推進していく上で、全庁レベルでの情報化施策と関連する事項は、当面
下記のとおりである。
w ネットワーク基盤
w 電子申請のためのシステム環境基盤
w 総合的文書管理システム
w 電子決裁（ワークフロー含む）
w 電子認証基盤（組織認証基盤、職員認証基盤）
w 情報セキュリティポリシー
なお、上記項目については、建設 IT マネジメント計画推進の観点からの必要要
件をとりまとめ適宜電子県庁の構築に係わる施策に反映させていくものとする。

電子県庁構築の
ための施策

●ネットワーク基盤
●電子申請のためのシステム環境基盤

建設ITマネジメント
基本計画

●総合的文書管理システム
●電子決裁（ワークフロー含む）
●電子認証基盤（組織認証基盤、職員認証基盤）
●情報セキュリティポリシー

図 3-2 建設 IT マネジメント基本計画と電子県庁構築のための施策との関連
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1-3 パイロット事業の必要性
建設 IT マネジメントをいきなり県内で実施されている公共事業に適用するには、事
業執行形態に大きな変化を要求することになることから、事業関係者に混乱を招く恐
れが高い。
したがって、建設 IT マネジメント導入に伴う具体的な課題と対応策を模索するため
に、パイロット事業を通じた実証が必要となる。
なお、パイロット事業は、本計画の 2 つの目標に対応した 2 通りの事業を選定する
ことを基本とする。
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1-4 職員の意識改革
建設 IT マネジメント基本計画は、これまでの公共事業の執行形態を部分的にではあ
るにせよ変更するものとなる。したがって、発注者としてその実務に携わる担当職員
が積極的にかつ内容を十分理解して対応していく必要がある。
このためには、建設 IT マネジメントの担い手となる担当職員においては、以下のよ
うなチャレンジ精神を醸成できるよう意識改革を図っていく必要がある。
¡ 担当職員は建設 IT マネジメント基本計画の基本理念を十分理解し、その実現に
向けて立場に係わらず率先して、新たな取り組みにチャレンジしていく組織風
土を築いていくことが重要となる。
¡ 建設 IT マネジメントの概念およびそれに伴う各種ツールを導入していくこと
で、担当職員は従来の仕事のやり方を変えるという痛みを受け入れ、将来の公
共事業の執行形態を関係者間でよりよい方向に改善していくという前向きな姿
勢を醸成していく。
¡ 担当職員はそれぞれの立場で、建設 IT マネジメントを実践していくことで、将
来の公共事業の執行形態を具体的な業務に照らして描き、公共事業の真の発注
者である県民へのサービスを向上させるという意識を改めて認識することが重
要である。

! 新たな取り組みにチャレンジしていく精神
従来の仕事のやり方を変えようとする
! 前向きな姿勢

! 県民へのサービスを向上させるという
意識の認識

図 3-3 建設 IT マネジメント基本計画の推進に必要となる職員の意識改革
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2. パイロット事業の実施イメージ
建設 IT マネジメントの実現場への導入に先立ち、実証を目的としたパイロット事業
の実施イメージは以下のとおりである。
（1）対象とする事業の考え方
本計画の２つの目的に即して、次の２とおりのパイロット事業を実施する。
事業①：「社会基盤整備に係わる情報の整備・活用によるマネジメントの導入」を
検証するためのパイロット事業
→既存施設の維持管理を対象とした実証を行う。
事業②：「関係者間の情報交換・共有による新たな事業マネジメントの実現」を検
証するためのパイロット事業
→比較的大規模で事業が輻輳している事業を対象に実証を行う。
（2）実施計画
基本計画を実施計画に発展させるために、平成 14 年度を初年度として２〜３ヶ
年かけて実施する。
（3）実施内容
各パイロット事業では、それぞれ以下のような実施内容を想定している。

表 3-1 パイロット事業の実施内容のイメージ（案）
事業①：既存施設の維持管理を対象
・ 既存の紙媒体の電子化
・ GIS の一部導入による情報の一元管理検証
・ 電子情報と紙情報との連携検証
・ 既存システムとの連携検証

事業②：特定事業における情報交換・共有
・ 情報共有サーバによる受発注者間の連携
・ PM ツールの導入による工事進捗管理
・ 電子納品データ（特に図面）の活用検証
・ 発注者支援の利点の検証
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①既存施設の維持管理を対象
¡ 道路台帳（管理図面）の電子化
既存施設を対象としたパイロット事業として、道路台帳（管理図面）を電子化す
ることにより、従来紙媒体で分散管理されていた道路管理上必要な情報を電子化し、
管理図面と位置情報をインデックスとしてリンクさせることで、管理情報の一元管
理の方向性を実証する。また、電子納品された工事完成図面を管理図面に引き渡す
際の有効性・課題について実証する。
②特定事業における情報交換・共有
¡ PM ツールを用いたパイロット事業
市販 PM ツールを特定の事業に導入，受発注者間の情報共有サーバを設置し、事
務所の内部工程および外部工程の進捗管理を行うことにより、PM 導入の有効性を
検証する。

ID
2
1
2
3
4

ﾀｽｸ名

期間

原石 山 整備工
仮設工
運搬 設 備 工
土工
盛土 工

3 0日
3 0日
1 86日
1 86日

切盛 土 工

1 86日

整形 仕 上 げ 工

1 86日

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

付替水路工
作業 土 工

1 58日
1 58日
5 2日

落 差 工 第 １号

1 31日

作業 土 工

1 31日

本体 工

1 31日

落 差 工 第 ２号

1 83日

作業 土 工

1 83日

本体 工
施設工

19

排水工

20

法面工

21

3 30日
1 58日

水路 工
緩水 路 工
横断 水 路 工

H 11植 生 工

2 00 1年
0 3月 0 4月 0 5月 06月 0 7月 0 8月 0 9月 1 0月 1 1月 1 2月 01月 02月 0 3月 0 4月 0 5月 06月 0 7月 08月

701日

5
6

1 83日
1 71日
3 26日
3 44日
1 74日

22

H 13植 生 工

1 04日

23

整形 仕 上 げ 工

3 44日

工程表の共有による進捗管理

PMサーバ

発注者（工事管理）

受注者（工事施工）

図 3-4 PM パイロット事業のイメージ
¡ CM を導入したパイロット事業
CM を導入することにより、発注者，CM 業者，設計者，施工者の責任分担が明
確化され、透明性が増す。また、IT を活用し情報管理（データベース化）が一元
化されることにより、プロジェクトの様々なリスクを軽減する効果が期待される。
パイロット事業においては、以下の期待される効果の有効性を検証する。
¨ 関係者の責任分担の明確化
¨ マネジメント体制の強化
¨ 客観性の向上
¨ 相互の技術力の向上
¨ 工程，コスト，品質の確実な管理によるリスクの軽減
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（4）実施に向けての検討課題
パイロット事業を実施するまでには、以下のような検討課題に対応していく必要
がある。
w パイロット事業の基本コンセプトづくり
w パイロット事業の実施計画作成
w パイロット事業の推進体制整備
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第4章 今後の課題と対応
1. 関係者の意識改革
本計画の推進にあたっては、新たな概念を導入し、従来の業務の行い方も変わるこ
とになることから、本計画の目的や効果に対して関係者間で共通認識を持つことが必
須である。
関係者の意識改革なくして、本計画を推進した場合には、計画の実効性が上がらな
いことは明白である。
したがって、関係者の意識改革を促すために、本計画を実施に移す前に積極的な情
報開示を行うとともに、実施後にあっても、パイロット事業における進捗状況に関す
る情報提供や計画改定に伴うタイムリーな情報提供を行っていく予定である。

2. 情報リテラシーの向上
建設 IT マネジメントを導入していく手段として、IT を活用することが不可欠とな
る。このためには実現するために必要となるハード、ソフト等のシステム環境整備は
勿論のことであるが、実際にそれらを実務で活用する実務担当者レベルの IT 活用の能
力と情報の価値に対する認識の向上（情報リテラシー）が必要不可欠となる。
県職員に対する一般的な IT 研修は実施されているが、それらは一般的な事務処理を
IT を活用して実施するための基本的能力の開発に過ぎないことから、本計画を実施し
ていくためには、別途関係者間の情報リテラシーを向上させるための教育・訓練プロ
グラムが必要となる。
具体的な対策は、今後明らかにして必要があるが、単一な手法だけに頼るのではな
く、実務担当者が能力開発を行いやすいような複数メニューを用意することを考えて
いきたい。

講習会方式
WWW

本

WBTによる研修
ビデオ

図 4-1 情報リテラシー向上のための方策（案）
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3. 関係規程等の見直し・整備
今後パイロット事業での実証等を行う中で具体化していくことになるが、建設 IT マ
ネジメント技術という新たな施策を導入することで、既存の関係規程等がその実現の
障壁となることが予想される。
本計画は、既存の業務プロセスをそのままにしておき、その上にプラスαで行うも
のではないことから、必要に応じて、積極的に既存の関係規程等の見直しや新たな規
定の整備を行っていくものとする。

4. 国の施策の動向把握
建設マネジメントの実現においては、国レベルにおいても、まだ検討過程にあるも
のや実証中の施策も多いことから、国の施策を常に注視しておく必要がある。
特に、国レベルでは、CALS/EC の 2004 年度以降の方向性や CM に関する議論が行
われているところであり、本計画に関連性の深いこのような国レベルの施策動向を把
握する。

5. 実施計画の必要性
本計画は、建設 IT マネジメントの導入に関する基本的な内容を明らかにしたもので
あるから、今後の実施に向けては、本計画をよりブレークダウンした実施計画が必要
となる。
実施計画は、本計画に基づき、パイロット事業での実証を踏まえながら、平成 15
年度内に策定し、策定後直ちに実施に移すことを前提とする。
また、来年度は以下の項目を調査・検討して、本基本計画あるいは実施計画に記述
する予定である。
·

維持管理フェーズにおける個別案件（ex.道路台帳の整備）の業務フロー

·

ストックマネジメントの業務フロー

·

建設 IT マネジメント実施の効果の定量化

·

統合 DB のあり方

·

アセットマネジメントの先進事例
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第5章 進捗度の明示と計画の見直し
本計画の対象期間は、2002 年度〜2006 年度までの 5 ヶ年を対象とすることとなって
いるが、社会情勢の変化への即応の必要性ならびに IT 環境については、その劇的な変
化が見えないことから、原則毎年フォローアップを行い、計画の改定を行うことを基本
とする。
1）進捗度の明示
本計画の進捗度を測るために、個別実施項目毎に数値目標を掲げることとする。
この数値目標に対して、客観的な指標を用いて、毎年その進捗状況を関係者に明示
することにより、計画の確実な実施を促進させるとともに、計画改定時の基礎資料
として位置づける。
2）計画の見直し
計画対象期間中の毎年度当初の進捗状況ならびに社会情勢の変化（国の新たな施
策を含む）さらには IT の技術動向を踏まえ、必要に応じた部分的な計画の見直しを
図る。
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