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第１４期建設技術展示館 

 

「生産性向上に関する技術展示」 応募要領 

 
 

１．第１４期展示基本方針 
建設技術展示館は、新技術活用と普及促進、国民に対する建設事業の啓発を目的に平成

１１年に開設しました。現在（第１３期）は、新技術の効率的かつ効果的な活用促進を目

的として、技術者が必要なときに、見て触れることで容易に理解を深め、現場での調査・

設計・施工・維持管理に活用することを方針とした展示・広報活動を進めており、具体的

な展示スタイルは、社会資本の整備や維持管理に新技術を活用することを前提とした技術

の展示です。 
第 14 期は、昨今、労働人口の減少と高齢化問題や景気の低迷による建設投資額の減少か

ら建設業界の担い手減少といった危機的な状況が大きな課題となっており、その解決策と

して、「担い手確保」への取組や社会資本の効率的・効果的な施工時の品質管理や維持管理

の向上及び労働人口をサポートするために必要となる「生産性向上」に視点を向け、リニ

ューアル展示を行います。 
 本募集は、生産性向上に関する技術について展示者を募るものです。 

 

２．生産性向上に関する技術展示 

２．１ 生産向上が求められる背景 

現在の建設現場での技能労働者約 340 万人の約１/３にあたる約 110 万人が、約 10 年間

で高齢化により離職する可能性が高いことが指摘されております。そのため、魅力ある建

設現場を実現し多様な人材を呼び込むことで人手不足を解消するとともに、労働者の減少

を上回る生産性を向上させることで中長期的に予測される技能労働者の減少分を補完する

必要があり、建設現場における生産性向上は、労働力不足を補ううえで取り組まなければ

ならない課題です。トンネル工事では、シールドマシンによる掘削機の導入・システム化

を徹底させ、人力を主体とした数十年前と比較すると約 10倍の生産性向上を果たしていま

すが、土工やコンクリート工・舗装工といった一般的な土木施工の分野では生産性向上に

改善の余地が残されているのが実情です。 

そのような背景から国土交通省では、建設現場の生産性向上に向けた新しい取り組みと

して「ICT 技術の全面的な活用」、「規格の標準化」、「施工時期の平準化」等の施策を建設

現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る「i-Construction」
を推進しているところです。 
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２．２ ニーズとして求められる生産性向上に関する展示内容 

（１）生産性向上が実現可能となる ICT 活用技術及び関連技術 

社会資本の整備や維持管理にあたるうえで、測量・設計から、施工・検査、さらに

点検・補修等の管理に至るプロセスに ICT（情報通信技術）を活用することは、効率

的・効果的に生産性を向上させるために必要となります。 

また、現場で活用若しくは開発が進められている新技術（工法、要素技術）は、計

測・品質管理、制御等を ICT と連携・組合せることによって、より安定した生産性の

維持・向上が可能なものとなります。 

さらに、災害発生時における復旧・支援技術に ICT を活用することによって迅速・

安全な対応が可能となります。 

展示内容は、生産性向上が実現可能となる ICT 活用技術及び ICT と連携・組合せ可

能な技術（工法、要素技術）とし、多くの来館者に技術を理解し、現場で活用しても

らうことを目的とします。 

（２）標準化等による生産性向上 

土木工事の多くは、現場ごとの一品生産が原則であるため、現場ごとに寸法等が異

なり、鉄筋組み立て、型枠設置等のように人手を要する作業を前提としています。 
そこで、生産性向上として、プレハブ化、プレキャスト化といった規格化・設計等

の標準化を図ることによって、設計・施工効率向上を図ることが可能となります。 
展示内容は、安定した品質の確保・生産性向上を目的とした土木構造物等の規格・

標準化等への取組及び既に業団体等によって規格化されている関連技術を紹介し、多

くの来館者に技術を理解し・現場で活用してもらうことを目的とします。 

（３）施工計画・工程管理等のマネジメント 

 計画時・施工時の工程管理や出来形管理等を円滑に進めることは、労働力の安定化

及び生産性の向上を図るうえで必要なものとなります。特にマネジメント技術に関し

ては、人や機械が混在して施工を進める中で、より効率的・効果的な土木施工を進め

るうえで必要不可欠なものとなります。 
 展示内容は、効率的で効果的な土木施工の推進を目的とした、計画段階や施工時の

工程管理といった段取りや効率的な出来形管理、維持管理に寄与することが可能な技

術や取組を紹介し、多くの来館者に技術や取組を理解し、現場で活用してもらうこと

を目的とします。 

 

３．募集内容 

３．１ 応募要件 
（１）応募者は、企業・団体とします。 

なお、応募要件を満たしていれば建設業以外の業種からの応募も可能となります。 
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（２）展示内容に関しては、「生産性向上に関する技術」とし、①，②の要件を全て満たす

ものとします。 
  ① 展示内容は、以下の a～c のいずれか１つ若しくは組合せとする。 

１．社会資本の整備に関する技術

　１．１　ＩＣＴ等技術

　　１．１．１　測量・計測技術

　　１．１．２　設計技術

　　１．１．３　施工技術 １）工法等 工種に限定無し

２）要素技術

　　１．１．４　出来形管理技術

　１．２　ＩＣＴと連携・組合せが可能な技術・取組み

　　１．２．１　施工技術 １）工法等 工種に限定無し

２）要素技術

２．社会資本の維持管理に関する技術

　２．１　ＩＣＴ維持管理技術

　　２．１．１　点検計測技術

　　２．１．２　診断技術

　　２．１．３　施工技術 １）補修修繕工法 工種に限定無し

２）要素技術

　２．２　ＩＣＴと連携・組合せが可能な技術・取組み

　　２．２．１　点検計測技術

　　２．２．２　診断技術

　　２．２．３　施工技術 １）補修修繕工法 工種に限定無し

２）要素技術

  ２．３　効率的・効果的な災害復旧技術

b.　標準化等による生産性向上

　　標準・規格化による生産性向上が可能と考えられる取組み

c.　施工計画・工程管理等のマネジメント

a.　生産性向上が実現可能となるＩＣＴ施工技術及び関連技術
  　以下の項目について、単独若しくは組合せた技術とする。
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② 生産性向上に関する取組を推進することを目的とした広報活動・技術講習会等へ

の対応が可能であること。 
     a は必須を原則として、b は任意とする。b の具体的な企画案を様式３に記入す

ること。 
    a. 管理運営委員会が企画主催する「生産性向上」技術講演会・出展技術発表会※１:

出展者年１回（年５回開催）及び技術展示フェア（技術者～一般向け）※２:年１

回への参加を必須とし、夏休み子供体験教室（小学生対象）:年１回は参加希望

者のみとする。 
     ※１：出展技術を発表形式により紹介することを予定している。 
     ※２：出展技術を見て触れて体験するイベント形式の展示会を予定している。 
    b. 自ら単独で企画する講習会等の開催若しくは他応募者との共同による講習会等

の開催（応募書類、様式３に企画案を記入） 
 
３．２ 展示場所 

千葉県松戸市五香西６－１２－１ 
    国土交通省関東地方整備局関東技術事務所 建設技術展示館 
 
３．３ 展示期間 
    平成３０年５月から約 2 年間を予定 
 
３．４ 募集数 
    屋内展示 ５０小間 
 
３．５ 展示スペース 
（１）屋内展示：１小間を最小スペースとし、同時に複数の応募も可能とします。 
   １小間 ：幅２ｍ×奥行き１．５ｍ 
        パーティションに関しては、幅２ｍ×奥行き１ｍを用意しています。※ 

※展示館からは、パーティションのみの提供となります。 
    机・展示パネル・映像装置等の備品は、展示者にて用意して下さい。 
 

1小間_2m×1.5m

パーティション
としては、
2m×1.0m

展示スペース

 

図－１ 展示スペース 
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４．管理運営費 
 １小間当たり１０万円となります。（第１４期展示期間２カ年：５万円／年） 
 管理運営費は、清掃費・電気代・ガス代（冷暖房）・展示館施設周辺除草費・来館者の保

険・通信費（インターネットホームページ維持費含む）・広報費（リーフレット等）・雑費

等となっております（具体的には表－１を参照してください）。 
 

表－１ 費用の負担 

屋　　　　　　　　　　　内

●基礎小間（ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ）
●ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（100W，５基）
●ｺﾝｾﾝﾄまでの１次電気工事
●ｺﾝｾﾝﾄ100Ｖ（１ヶ所）
　　　（各小間毎）

●展示者の展示物の装飾・搬出入・設置・点検・管理・清掃に係わる費用
●展示者分小間内の２次電気工事費、梱包材・展示物品・残材等の処分費
●会場設備・備品及び他者展示物を破損した場合の弁償費

　展示期間中の展示品及び展示環境を良好に保持するために要する経費、来
館者の傷害保険や賠償責任保険及び清掃等管理運営にかかる費用（負担額
は選定後の管理運営委員会の議決により決定します。）

　参考：負担額は、以下の金額を想定しますが変動することもあります。
　　　　　屋内　　　　　　　 　：　1小間あたり約１０万円／２年間
　　　　　※　2小間使用する場合は、2倍になります。
　　　　　※　負担金の支払い方法は、別途連絡します。
　　　　　※　共同申請の応募の場合、代表出展者へ請求します。
　　　　　※　途中入れ替えに伴う費用は負担して頂きます。

　展示者の展示物の撤去に係る費用、梱包材・残材等の処分費、会場設備・備
品及び他者展示物を破損した場合の弁償費、小間の原型復旧に係る費用、撤
去に係る清掃費
　※電力等の設備は、上記１）で示したコンセント、スポットライトのみ
　　となります。それ以外の設備は設置できません。

●会議室及びイス、テーブル
●パソコン、プロジｪクター
●既に構内に設置されているコンクリート供試体等施設
●コンセント100V（1カ所）

●講師
●実技講習等で国土交通省が準備するもの以外に必要な資機材

４）展示者が撤去時に負担するも
の

５）実技講習等で国土交通省が
準備するもの

６）実技講習等で展示者が負担す
るもの

２）展示者が出展時に負担するも
の

３）展示者が維持管理上負担する
もの

区分

１）国土交通省が準備するもの
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５．応募の留意点 
（１）応募者は、企業・団体とします。なお、応募者が施工者及び共同開発者等で他に技

術の権利者が存在する場合は、当該技術の権利者の同意・了承を得たうえで応募し

てください。 
 
（２）必要小間数 

展示は、屋内展示場内１小間１技術を基本としますが、分野及び細分野が同じ場

合は、１小間に複数技術の展示を可能とします。この場合は応募書類に関連性等の

概要説明が必要となります。 
    また、展示スペースにより２小間以上のスペースを必要とする場合には、必要小

間数を応募して下さい。（管理運営費に関しては、１０万円（１小間）×必要小間数

となます。） 
 
（３）第１３期展示技術の継続 

３．１の応募要件を満たすことを条件に、現在、建設技術展示館に展示されてい

る技術での再応募も可能とします。ただし、展示位置は変更となります。また、展

示内容の工夫が必要となります。 
応募時に展示内容について具体的に提案して下さい。 

 
（４）応募不可の技術について 

特許等の知的財産権に関して係争中の技術は、応募できません。また、展示中で

あっても係争が発生した場合は展示を中止させる場合があります。 
 
（５）展示物の変更 

募集内容に逸脱しない範囲で、展示期間中の展示物等の変更は可能とします。な

お、詳細の運用規則等につきましては、第 14期建設技術展示館管理運営委員会設置

時に定めることとします。 

 
（６）展示の中止について 

展示者が展示物を管理できなくなる恐れがあると判断した場合は、展示を中止さ

せていただきます。撤去は、展示者（又は、管財人）の責任において実施していただ

きます。 
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６．応募期間 
平成２９年９月１９日から平成２９年１０月２０日ＰＭ５：００厳守。 
なお、送信履歴がＰＭ５：００（17：00）までのものを受付いたします。 

 
７．応募方法 
（１）応募方法 
   メールにて応募してください。 
 
（２）応募書類 
   応募書類の様式に基づき応募して下さい。 

 
（３）問合せ・提出先 
    国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所内 建設技術展示館 事務局 

     〒270-2218 千葉県松戸市五香西 6-12-1（電  話）047-389-5123（茂木・安田） 

     （E-mail）kense-te@sweet.ocn.ne.jp 
 
８．応募内容の審査及び結果の通知 
（１）応募書類の修正 

応募書類に記入漏れ等があり審査し難い場合は、期限付きで修正を求めることが

あります。このような要請があった場合は、修正した応募書類を指定された期間内

に「７．（３）問合せ・提出先」あてにメールに送付して下さい。 
 
（２）選考 

応募内容については、学識経験者等からなる「建設技術展示館審査委員会」にお

いて、総合的に審査して展示技術を決定します。そのため、応募しても選定されな

い場合があります。 
応募書類は審査対象となるため、別紙「記入要領」に記入している内容に留意し

て、できるだけわかりやすく記入して下さい。 
 
（３）結果の通知 

選考結果は、平成２９年１２月下旬に書面で応募者に通知します。 
 
 
 
 
 

mailto:kense-te@sweet.ocn.ne.jp
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９．覚書の締結 
 展示にあたり、国土交通省関東技術事務所長と展示品、展示期間、展示物の保持及び管

理運営等について定めた「覚書」を締結するとともに、建設技術展示館の全展示者で組織

する管理運営委員会に加入していただきます。なお、共同による応募の場合の締結者は代

表出展者（会社等）となります。 
 
１０．展示物の配置 

展示物の配置は、展示内容を考慮したうえで決定し、平成３０年１月下旬迄に展示者に

連絡いたします。なお、継続して展示する場合でも展示位置は変更となります。 
 
１１．スケジュール 
（１）募集の受付開始  平成２９年 ９月１９日 
（２）応募説明会    平成２９年 ９月２８日 建設技術展示館にて開催予定 
（３）募集の締切り   平成２９年１０月２０日 PM5：00 厳守 
（４）選考結果の通知  平成２９年１２月下旬 
（５）展示者説明会   平成３０年 １月下旬 
（６）展示物の設置期間 平成３０年 ５月～平成３２年 ５月 
（７）リニューアル展示 平成３０年 ５月上旬を予定 

以上 


