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 第３章   建設コンサルタントの役割とその多様化 

 

建設コンサルタントは、行政機関をはじめとする発注者のパートナーとして、我が国の社会資

本整備における重要な役割を果たしている。自然災害の激甚化・頻発化や急速なインフラ老朽化

の進行と厳しい財政状況の下、将来にわたって安全・安心で豊かな国民生活と活力ある社会経済

活動が可能となるような社会資本整備の実現に向けて、建設コンサルタントはより一層重要な役

割を担う必要がある。 

そうしたなか、社会資本整備における建設コンサルタントの基本的な役割は、業務の種類・段

階によって、下記のように整理される。 

①企画・構想、計画策定・事業化段階 

現状分析・評価と将来予測、計画立案、関係機関調整や合意形成の支援 

②調査・設計段階 

調査、予備設計、実施設計、施工計画 

③施工段階 

工事発注関係事務に関する支援、施工管理 

④維持管理段階、運用・管理段階 

構造物等の点検・診断、補修・補強、更新の計画設計 

⑤災害への対応 

被災状況調査、災害復旧工事のための測量・設計、被災要因分析、復興計画立案等 

 

建設コンサルタントは、企画・計画、設計、施工、維持管理・運用の各段階における単独の役割

に加えて、複数段階の事業プロセスのマネジメントを担うことも求められている。それぞれの受

託業務においては、契約内容に適合した成果物を納めるとともに、関係機関や関連事業との調整

を支援するなど、発注者の意思決定に必要な情報を提供する役割も担っている。また、地域住民

や NPO 等との連携についても配慮することが求められている。 

近年は、事業促進 PPP、PM/CM、PPP・PFI、アセットマネジメントといったマネジメント系業

務が導入され、技術分野だけでなく、法務、労務、ファイナンスなどの幅広い分野の知見を活か

して事業執行を支援する役割が求められている。その業務にあたる技術者は、プレゼンテーショ

ン力、調整力、交渉力、情報力、判断力、そして組織統制力といった能力を駆使して善管注意義

務を果たすことが求められている。 

一方、国際化については、政府の重要な成長戦略であるインフラシステム海外展開が進むなか、

建設コンサルタントには、プロジェクトの案件形成から設計、工事発注、工事監理の全てをマネ

ジメントする役割が求められている。 

 

 

 

 

３－１ 建設コンサルタントの役割 
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建設コンサルタントは、図 3-2-1、表 3-2-1に示すように、これまでの発注者を支援する役割に

加え、国民、事業者（発注者）、施工者との関わりや国際化に向けた対応のなかで、その役割を多

様化し拡大していくことが求められている。 

 

＜事業執行マネジメント＞
企画・構想・計画から事業完成・維
持運営までの全体マネジメント

＜政策マネジメント＞
＜エリアマネジメント＞

設計・施工一括発注
方式への共同参画

事業者
（発注者）

建設コンサルタント

国民

施工者

ＮＰＯ
研究機関等

海外事業者

合意形成＜事業執行支援＞
　　調査・設計・環境対策
　　委員会・協議会運営、等

施工時の関与
工事監理
環境対策

連携等

国際化への対応

：今後求められる役割

利活用計画
点検管理

 

図 3-2-1 建設コンサルタントに求められる多様な役割 

 

表 3-2-1 多様化する建設コンサルタント業務 

事業段階 発注者の役割 建設コンサルタントの役割の拡大 

企画・構想段階 
・事業の抽出・選定 

・構想立案 

①マスタープラン、PFI 事業導入検討等 

②アドバイザー、顧問契約 

計画策定・事業化段階 

・計画案の妥当性判断 

・事業化決定 

・地元説明 

①フィジビリティ・スタディ（F/S） 

②基本計画、実施計画等 

③事業評価、アセスメント等 

④社会的合意形成（PI 支援） 

調査・設計段階 
・調査成果の評価 

・設計成果の評価 
①設計 VE 提案及び VE 審査 

施工段階 
・入札、契約 

・公金管理 

①設計･施工調整会議等での設計意図の伝達 

②施工者選定段階のアドバイザー 

 

 
施工監理 

・監督 

・検査 

①設計成果の照査、検証業務 

②工事進捗の監視・評価等エンジニア業務 

③施工管理、施工アドバイザー等の業務 

④工事の設計変更関連業務 

維持管理段階 
・計画的点検 

・適時の補修 

①施設の点検・調査業務 

②補修・改築計画の立案及び補修・改良設計 

運用・管理段階 
・適切な運用 

・適時の更新 

①アセットマネジメントによる経済性調査等 

②施設の運用、利活用計画立案などの業務 

その他  

①防災等リスクマネジメントによる調査等 

②地方公共団体等に対する教育・研修 

③PFI のアドバイザリー及びモニタリング業務 

④事業促進 PPP 業務 

 

３－２ 役割の多様化 
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近年、建設コンサルタントは様々なインフラを総合的に俯瞰してマネジメントを行う役割が求

められており、建設コンサルタント事業の発注方式も、複数の事業及び事業段階をまたいで、PM

方式、PFI 方式、CM 方式、ECI 方式等と多様化してきている（図 3-2-2）。 

 

 
出典：協会「マネジメントシステム委員会 PM 専門委員会資料」 

図 3-2-2 多様な事業推進方法と PM 方式/CM 方式の関係 

 

さらに、建設コンサルタントの新たな役割として、自治体の厳しい財政状況やインハウス技術

者の不足に対するインフラのマネジメント（政策・エリア・事業）や地方公共サービスの技術支

援等を建設コンサルタントが担っていくことが考えられる。また、民間事業に対する技術支援と

して、新しいまちづくりの計画立案・設計・管理・運営や新規参入事業者支援、防災技術支援等、

今まで以上に建設コンサルタントの活躍の場が広がっている（表 3-2-2）。 

 

表 3-2-2 建設コンサルタントの新たな役割 

事業者（発注者） 建設コンサルタントの新たな役割 

行政 
①インフラのマネジメント（政策・エリア・事業） 

②地方公共サービスの技術支援 

行政・民間 

①アドバイザー、トータルコーディネーター、顧問 

②新しいまちづくりの計画立案・設計・管理・運用（スマートシティ、スーパ

ーシティ等） 

③気候変動、エネルギー等の地球規模の課題に対する調査・アドバイザー等 

④官公庁（公共）施設の活用（観光、再生可能エネルギー等） 

⑤事業主体（SPC）、アライアンス（異業種との連携） 

民間 

①都市開発事業者やエネルギー事業者などへの新規参入事業者支援(可能性調

査、環境影響評価、設計、許認可申請、補助申請、住民説明等) 

②大規模な工場やサプライチェーンを有する企業や要配慮者利用施設管理者

などへの防災技術支援（情報提供、防災教育、BCP 策定等） 

 

これに伴い、建設コンサルタントの活動領域も、これまでの社会資本整備事業における発注者

の補助的立場からコンサルタントとしての自立的立場への転換に加え、自らが事業主体になる集

従来方式で対応

基本設計段階 詳細設計段階 施工段階

設計施工一括発注方式、ECI（Early contractor
 involvement）方式等の活用

維持管理段階構想段階

CM方式（関係機関協議、設計・施工監理支援、工程管理、コスト縮減提案等）
設計施工の効率化等の提案

地域維持型契約、
包括委託等

基本設計業務 詳細設計業務 工事

PM（プロジェクトマネジメント）発注方法検討、個別事業間調整、事業間の予算調整等
事業手法
の選択 実施方法の提案

PFI方式

複数
事業

効率化の提案多
様
な
入
札
契
約

を
選
択

点検・維持管理計画
維持・修繕工事

個別
事業

事業手法選定

発
注
者
で
の

企
画
・
準
備
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団へと転換していく必要がある（図 3-2-3）。 

 

 

図 3-2-3 建設コンサルタントの活動領域拡大の方向性 

 

我が国では、新型コロナウイルス感染症の影響により、分散型国土構造や多地域居住化、スー

パーシティ等、インフラのあり方が急激に変わろうとしている。デジタル技術の活用により、多

様な価値観に対応し、様々な働き方・暮らし方・生き方を自由に選択できる社会インフラ整備が

必要である。 

今後の社会経済状況を示すキーワードとして、特に「生産性革命」「国土強靭化」「社会資本の

老朽化」「脱炭素社会」「デジタル化社会」「超高齢社会」、そして「ニューノーマル社会」など

が重要と考えられる。建設コンサルタントは、これらの課題をビジネスチャンスと捉え、他業界

との連携・協働や人事交流についても積極的に推進し、その活動領域を拡大していく必要がある。 

 

以下に、重要な取組みの事例を列記する。 

①生産性革命への対応（DX の推進、戦略的なインフラマネジメント） 

②国土強靭化への対応（防災・減災、国土強靭化、BCP） 

③社会資本の老朽化への対応（維持管理・更新） 

④脱炭素社会への対応（再生可能エネルギー、森林の適切な管理・保全、グリーンインフ

ラの活用） 

⑤デジタル化社会への対応（Society 5.0） 

⑥超高齢社会への対応（地域防災力の強化、モビリティシステム） 

⑦ニューノーマル社会への対応（分散型国土構造、多地域居住化、スーパーシティ、モビ

リティシステム、SDGｓ、アフターコロナ） 
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3-2-1 CM 方式、事業促進 PPP 方式の活用 

近年、公共事業は改正品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律

（令和元年法律第三十五号））に基づいた品質確保、コスト縮減、透明性の高い契約等が求めら

れており、これに対する発注者側の責務が大きくなってきている。この発注者側の責務の増大に

対して、この「改正品確法」では、特に地方公共団体での発注者職員数の著しい減少（図 3-2-4）

から、発注関係事務を適切に実施できるものの活用が明文化されるなど、更なる期待が寄せられ

ている。このなかでも、発注関係事務の支援対象範囲に応じて、対象事業のうち工事監督業務等

に係る発注関係事務の一部もしくは全部を民間に委託するものが「CM 方式」、調査及び設計段階

から発注関係事務の一部を民間委託するものが「事業促進 PPP 方式」である。 

 

 
出典：総務省「地方公共団体定員管理調査」より集計 

図 3-2-4 発注者土木部門の職員数の推移 

 

このような状況のもと、発注関係事務の支援では官と民の協働による事業が増加してきており、

地方公共団体では CM 方式の採用が平常時では図 3-2-5(1)に示すように、福島県や福岡県を中心

に、復旧・復興事業では図 3-2-5(2)に示すように、岩手県、宮城県、福島県、福岡県を中心に事

業が展開されている。 

 

 

(1)地方公共団体の CM 方式（平常時）    (2)地方公共団体の CM 方式（復興･復旧事業） 

 図 3-2-5 CM 方式の導入状況（令和元年 3 月末）（協会調べ） 
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一方、国土交通省では事業促進 PPP 方式（事業管理業務、事業監理業務）の採用が平常時では

図 3-2-6(1)に示すように、全国的な広がりを見せており、復旧・復興事業では図 3-2-6(2)に示す

ように、岩手県を中心とした東北地方と熊本県等で事業が展開されている。 

 

 

(1)事業促進 PPP 方式等（平常時）     (2)事業促進 PPP 方式等（復興･復旧事業） 

図 3-2-6 事業促進 PPP 方式の導入状況（令和元年 3 月末）（協会調べ） 

 

発注者側の責務に対して、建設コンサルタントのノウハウを活用した CM 方式を導入しやすい

事業としては、期待できるメリットから 5 つに区分される。 

①災害等の短期的・集中的業務 

②分割業務の調整・整合性確保や専門工事の工種間の調整 

③専門性が高く、事業者において経験が少ない工種への対応 

④身近（地域密着型）な事業での地域精通度の活用 

⑤大プロジェクトの管理・錯綜する事業間の調整 

また、建設コンサルタントによる CM 方式を導入した場合の効果については、過去の導入事例

から、適切なマネジメントを通じて「工事期間の短縮」「工事費の縮減」「品質向上」「地元企業

との連携・活用による地方創生」等が挙げられる。 

このように建設コンサルタントは、CM 方式を通じて、様々な形での公共調達支援の実績を蓄

積している。今後は、設計技術者だけではなく、透明性の高い契約への支援とし公共調達業務（PFI

等）の経験者の活用も期待される。 

さらに、発注者にとって CM 方式等が導入しやすい環境となるには、仕組みの整備も不可欠で

ある。直轄事業に対しては「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（平成 31 年

（2019 年）3 月 国土交通省）が策定され、地方公共団体に対しては、平成 30 年（2018 年）から

CM 方式制度検討会において標準契約約款や役割分担等が検討され、令和 2 年（2020 年）9 月に

「地方公共団体におけるピュア型 CM 方式活用ガイドライン」、令和 3 年（2021 年）6 月に「CM

方式活用事例集」が策定された。 

地方公共団体におけるピュア型 CM 方式活用ガイドラインに記されている契約方法は、当協会

と（公社）土木学会が連携して策定した「CM 方式活用の手引き（案）改訂版」（平成 31 年（2019

年）2 月）で示してきた「準委任契約」として整理されたことで、受託者である建設コンサルタン
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トとして日常での技術提案や技術支援等である CM 方式へ従事しやすい環境となった。 

一方で、令和 3 年（2021 年）3 月の「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」

の一部改正では「事業促進 PPP で必要となる能力」が従来に比べて明確になっており、年々着実

に増加している事業促進 PPP 方式へ対応できる技術者の確保・育成が急務である。 

 

3-2-2 PFI 方式への参画 

我が国の経済財政やインフラ整備の方針である「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和

3 年（2021 年）6 月 18 日閣議決定）、「PPP/PFI 推進アクションプラン」（令和 3 年（2021 年）

6 月 18 日民間資金等活用事業推進会議決定）、「第 5 次社会資本整備重点計画」（令和 3 年（2021

年）5 月 28 日閣議決定）等において、官民連携事業の導入を一層促進すべきとの指摘がなされて

いる。 

内閣府及び国土交通省では、地域活性化や地域経済の発展にも寄与する官民連携事業の案件形

成を支援するため、地方公共団体が民間事業者の意見、提案等を把握する「サウンディング」の

開催や関係省庁等と連携した官民連携事業の推進のための「地域プラットフォーム」の形成を進

めるなど、国として様々な方面から事業推進する施策を講じている。 

このような取組みのなか、PFI 方式の事業数は、「PFI 法」が制定された平成 11 年度（1999 年

度）以降、順調に伸びており、令和 2 年度（2020 年度）末に累計 875 件となった（図 3-2-7）。

令和 2 年度（2020 年度）単年度では 59 件となり前年より 18 件減少していが、新型コロナウイル

ス感染症拡大の状況下で事業実施の先送りなどによる影響と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「PFI 事業の実施状況（令和 2 年度末）について」（令和 3 年 11 月） 

図 3-2-7 PFI 事業数（実施方針公表件数(累計、単年度)）の推移（令和 3 年 3 月 31 日現在） 

 

また、平成 23 年（2011 年）6 月の「PFI 法」の改正（平成 30 年（2019 年）6 月一部改正）によ

り、PFI の対象施設が拡大され、民間事業者による提案制度や施設の所有権を移転せず、民間事業
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者にインフラの事業運営に関する権利を付与するコンセッション方式が導入されるなど対象領域

が拡大している。 

さらに、PFI 事業における建設コンサルタントの関わり方としては、計画策定段階の PFI 導入可

能性調査（フィジビリティ・スタディ）や事業実施段階におけるアドバイザー（事業者選定支援

等）などの行政側への支援に加え、SPC として民間側の設計・工事監理や金融機関への技術支援

など、その関わり方が多様化している。加えて、今後、土木施設への適用拡大も見込まれ、PFI 市

場における多様な役割に対応し、専門技術力を基礎として更に関連領域技術やマネジメント能力

等を備えていく必要がある。 

 

3-2-3 DB 方式、ECI 方式への参画 

建設コストの縮減・工期短縮などを目的に、技術提案・交渉方式として設計・施工一括発注方

式（DB 方式：Design Build）、設計段階から施工者が関与する方式（ECI 方式：Early Contractor 

Involvement）といった契約方式があり、特に ECI 方式については令和 4 年（2022 年）3 月末まで

に直轄工事では 20 件以上採用され、地方公共団体や NEXCO での採用も拡大してきている。 

「改正品確法」の第 14 条によると、新たに「発注者は、入札及び契約方法の決定に当たっては、

その発注に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法

のなかから適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる」ことが明記されてい

る。これを踏まえ、国土交通省では入札契約方式の選定の基本的な考え方、各方式の概要及びそ

の選択の考え方について詳説した「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」を平

成 27 年（2015 年）5 月に策定し、そのなかに DB 方式や ECI 方式が整理された（図 3-2-8）。 

 

 

出典：公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成 27 年 5 月 国土交通省 

図 3-2-8 事業段階と調達範囲の例 

 

これらの入札契約方式は、効率的かつ合理的な設計・施工により、完成した施設の品質向上が



 

 

38 

第３章 建設コンサルタントの役割とその多様化 

期待されるが、以下に留意する必要がある。 

 【DB 方式、詳細設計付工事発注方式及び ECI 方式（設計提案・施工タイプ）の留意点】 

  ・設計と施工を分離して発注した場合に比較し、施工者側に偏った設計となりやすく、設計

者や発注者のチェック機能が働きにくい。 

  ・契約時に受発注者間で明確な責任分担がない場合、工事途中段階で調整が必要となる場合

や発注者のコストに対する負担意識がなくなり、受注者側に過度な負担が生じることがあ

る。 

  ・発注者側が、設計施工を“丸投げ”してしまうと、本来発注者が負うべきコストや工事完

成物の品質に関する国民に対する責任が果たせなくなる。 

  ・提案された技術を対象構造物に適用することについて、発注者が審査・評価を行い、確実

性や成立性を判断する必要がある。 

 【ECI 方式（技術協力・施工タイプ）の留意点】 

・設計者と施工者の提案が相反する場合に、発注者が双方の責任の範囲を明確にしながら、

提案の内容の調整と採否の最終的な判断を行う必要がある。 

・施工者の技術提案を取り入れながら設計者が設計を行うことから、施工者と設計者の責任

分担等を明確化する必要がある。 

・我が国における適用事例が限られており、適用を通じて把握される知見等の蓄積が少ない

ことから、適用に当たっては有識者の助言等を得ながら進めることが望ましい。 

 

建設コンサルタントの役割として、設計者の責務を全うするために、施工者に偏らない独立し

た設計者として自律的に行動し、設計・施工に対する第三者的な技術審査などに対して CMR（コ

ンストラクション・マネジャー）や PMR（プロジェクト・マネージャー）の役割を担い、不正防

止のチェック機能や事業の説明責任を果たすことが重要である。また協会としても、発注者に対

し、設計者の責任を明確化することを求めていくとともに、これらの入札契約方式採用の可否に

ついて、公平性や透明性の観点から調達支援、監視等をしていく必要がある。その例として、熊

本震災復興事業（トンネル工事）の ECI 方式（技術協力・施工タイプ）では CM 方式による監理

（スーパーバイス）支援等を実施しており、今後は建築分野で採用されている IPD 方式（Integrated 

Project Delivery：計画段階から発注者・設計者・施工者等の関係者による協業）での PM 方式によ

る事業プロセスの最適化のための管理（コントロール）支援といった役割の拡大も想定される。 

 

3-2-4 建設コンサルタントの施工時の役割 

建設コンサルタントの施工時の役割として、国土交通省や一部の地方公共団体により、工事の

品質確保等のために設計者が「設計意図を施工者に正確に伝達すること」を目的として実施され

ている「三者会議」（図 3-2-9）を挙げることができる。 

設計者が施工時に関与する業務は、原則として発注者と設計者が直接契約し、随意契約方式と

することが制度化されたが、今後、変更も含めた報酬・積算基準の整備と適切な運用、設計図書

の修正に対する積算基準の改善が必要である。 
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図 3-2-9 三者会議の例 
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近年、建設コンサルタントの役割は多様化し、活動領域も拡大しつつあるが、コロナ禍による

パラダイムシフトにより、この傾向は一気に加速した。ここでは、SDGs、DX、グリーンインフラ

及び防災・減災、国土強靭化にフォーカスして、新しいニーズへの取組みの方向性について述べ

たうえで、建設コンサルタントが思い描く、アフターコロナの新しい社会と新たな挑戦、さらに

は将来のインフラ整備構想について紹介する。 

 

3-3-1 SDGs への取組み 

従来の財務情報だけではない ESG 投資が急増するなか、企業にとって SDGs は投資家や顧客も

含めた全てのステークホルダーに対する企業価値の向上や長期的なリスクを踏まえた安定経営の

ためのビジネスの切り口と捉えることができる。これは、国土を創り国土を守る建設コンサルタ

ントにおいても同様である。 

 

（1）建設コンサルタントの事業と SDGs 

地域のあらゆる課題解決に取り組む建設コンサルタントは、気候変動や自然災害に対して強靭

で持続可能なまちづくりを考え、グリーンインフラ、カーボンニュートラルといった長期的でグ

ローバルな課題解決にも取り組み、サステナブルな社会の実現に貢献している。 

一方、SDGs には 17 の目標があり、人権、経済・社会、地球環境など、さまざまな分野にまた

がった課題が分類されているが、そのすべての目標と関りがある建設コンサルタントの事業活動

は SDGs そのものと捉えることができる（表 3-3-1）。 

 

（2）ビジネスチャンス、企業価値の向上 

国連が責任投資原則（PRI）を 2006 年に提唱したことが ESG 投資の契機となり、我が国でも年

金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が 2015 年に PRI に署名し、ESG 投資の割合が急増して

いる。GPIF は ESG 指数に基づき日本株の資産運用を行っているが、この運用指標は SDGs の 17

目標に通じており（表 3-3-2）、ESG 要素を含む中長期的な持続可能性を通じて、当該企業の企

業価値の向上や持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図っている。 

企業の持続的成長と中長期的な企業価値の創出が従業員や顧客のみならず、取引先、債権者、

地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であること

を認識すれば、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めることが必要となり、ここに

SDGs の必要性も認識される。 

建設コンサルタントは、自社の事業と親和性の高い社会課題の解決に取り組み、共通言語とし

て SDGs を掲げることで、様々なステークホルダーとのマッチングが生まれる。このことは、新

たな市場や事業領域で展開されるビジネスチャンスが拡がるとともに、イノベーションや技術開

発の促進とブランド力の強化を図ることができる。 

このように SDGs への取組みを自社の事業に統合して定着させることで企業価値は向上し、更

には優秀な人材が集まる契機にもなる。建設コンサルタントも SDGs を長期経営ビジョンに反映

し、持続可能な企業経営を目指すことが望まれる。 

３－３ 新しいニーズへの建設コンサルタントの挑戦 
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表 3-3-1 SDGs の目標と建設コンサルタントの取組み事例 

 

出典：企画委員会（持続可能な社会構築検討ワーキング）作成 

 

表 3-3-2 ESG 指標と SDGs 17 ゴールの関連性 

 

出典：ESG の格付けテーマは「FTSE Blossom Japan Index」より引用 

気候変動による開発途上国の経済、社会、環境への影響を
軽減する取り組み
・後発開発途上国の気候変動による影響を踏まえた国土形成に貢
献。
・グローバルな気候変動影響を予測する技術の進歩に貢献。

海外への技術移転等による発展途上国の成長支援
・都市開発、交通、水資源、農村開発、環境など幅広い分野の技
術移転を通じて、発展途上国の成長を支援。

安定した食料の供給など農業生産基盤強化への取り組み
・洪水、干ばつ等の災害に対する適応能力や農業生産力の向上を
図るための農業水利施設の整備や営農技術の進歩に貢献。
・食糧市場の機能確保や食料価格の安定化に資する物流インフラ
を整備。

安全で強靭でかつ持続可能なまちづくり
・災害大国とも言われる日本では、住み続けるまちとして「防
災」も重要。災害から暮らしを守るための防災計画、被災からの
復旧・復興計画の立案により災害に強いまちづくりに寄与。
・人々の暮らしを支える道路や公共交通の整備計画・設計。
・災害大国の防災技術を海外へ輸出

生活環境の保全に配慮したインフラ整備
・大気、水質、騒音、振動等による生活環境への影響に配慮した
インフラの計画・設計。
・水インフラの計画、設計、維持管理・運営を通じて、国や地域
の特性に合った衛生的な生活基盤を整備。

社会基盤施設を使い続けるための長寿命化への取り組み
・社会基盤施設の点検、維持管理・長寿命化計画の立案等、使い
続けるための技術を提供。
・設計業務においては、リサイクル計画書を作成し省資源化にも
取り組んでいる。

質の高い技術教育や継続的な技術研鑽への取組み
・高度で良質な社会資本を整備するための建設コンサルタント業
務に係る管理技術者の育成等を図るRCCM資格制度（試験の実施、
認定、登録）の取り組み。
・高度な専門分野の技術を活用し、快適で安全・安心な社会の実
現に向けて責任を負う技術者の継続的能力開発等（CPD制度）。
・防災教育や環境教育への取り組み。

気候変動や自然災害に対する強靭性（レジリエンス）の強
化
・激甚化する震災、風水害等の自然災害に対して防災・減災に取
り組み、気候変動を踏まえた国土の強靭化に貢献。
・自然災害に備えるため、防災教育や啓発にも貢献。
・カーボンニュートラルにつながるインフラの計画、設計、維持管理・
運営。

男女ともが働きやすい環境整備への取り組み
・育休制度、産休制度充実への取り組み。
・えるぼし認定（女性活躍推進法に基づく女性活躍推進企業）、
くるみん認定（次世代育成支援対策推進法に基づく仕事と子育て
の両立支援に取り組んでいる企業）の認定を受ける企業も増えて
おり、今後も男女ともに働きやすい職場環境の整備を進めてい
く。

陸域からの負荷軽減による海洋汚染の防止
・汚水処理や富栄養化対策等の陸上活動による負荷軽減対策に関
する計画・設計を通じて、海洋汚染の防止に寄与。
・環境調査やアセスメントの実施、環境保全対策の計画・設計に
よる、海洋及び沿岸の生態系回復に貢献。

水の循環における様々な場面での取り組み
・水資源開発、海水淡水化、汚水処理、給水システム等、水の循
環に関わる様々なインフラ施設の計画、調査、設計、維持管理を
通じて安全な水の確保に寄与。
・開発に伴う環境影響評価の実施、環境保全対策立案を通じて豊
かな水の確保や生物生息環境保全への取り組み。

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進
・陸地に存在する樹木、草花、昆虫類、動物、爬虫類、微生物な
どのあらゆる生き物の食物連鎖や共生関係の保全。
・陸域生態系のうち特に湿地や河川の流域、湖沼などの内陸性淡
水生態系の生息環境保全、再生。

環境負荷の小さいまちづくりの推進
・都市計画関連業務を通じて、コンパクトシティの形成等、環境
への負荷を最小限にとどめたまちづくりの推進を提案。
・人々の移動手段としても、自家用車利用から脱却し、ＬＲＴ、
ＢＲＴ等のエネルギー効率の高い公共交通利用を促進。
・再生可能エネルギーの導入に係る計画、設計、維持管理、事業
運営を通じて貢献。

全ての人々に平等、平和で包摂的な社会の促進
・後進国・中進国の経済成長を促すインフラ整備により国際的な
格差社会を緩和し平和に貢献
・インフラ整備により有効で説明責任のある透明性の高い公共機
関（交通・運輸・電力・電気通信・ライフライン等）を発展。

働き方改革の推進
・i-Constructionの推進等により生産性向上を推進。
・テレワーク制度の導入、残業時間の短縮等、働き方の改革を推
進。
・担い手の確保や就業環境の改善へ向けた受発注者間協働の取り
組み。

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化
・行政、民間企業、NPO、住民、投資家等、様々な主体との連携
によるインフラ事業の展開。
・オープンイノベーションによる革新的技術開発。

質が高く信頼でき、強靭なインフラ構築と技術革新
・ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）研究開発への
参画等、技術革新を積極的に推進。
・インフラに関わるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）
などを積極的に推進。

関連するSDGs17目標の例

生物多様性

気候変動

汚染と資源

水の安全保障

健康と安全

人権と地域社会

労働基準

企業統治

リスクマネジメント

税の透明性

顧客に対する責任

ESGの格付けテーマ

サプライチェーン：環境

環境
（Ｅ）

社会
（Ｓ）

サプライチェーン：社会

ガバナンス
（Ｇ）

腐敗防止
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（3）様々なステークホルダーとの協働 

建設コンサルタントの事業は、台風、洪水、津波、高潮、地震、火山噴火などによる災害リス

ク、水資源・食料問題、資源・エネルギー問題、医療・福祉問題などの長期的なリスクを見据え、

都市インフラ、クリーンエネルギー、モビリティシステム、各種エコシステムといった多様な分

野に展開している。 

従来の事業の枠組みを超え、官・学、NPO 法人、異業種企業（例えば、通信、物販、飲食、印

刷、宇宙開発）など、幅広いステークホルダーと連携することで、SDGs や DX を原動力とした地

方創生、グリーンインフラ、スマートシティなど、社会課題を解決し、社会に新しい価値を生み

出す、いわゆる共創活動に取り組んでいる。 

建設コンサルタントは、その保有する技術を公開し、各種プラットフォームなどを通じて企業

連携等を深めるビジネスマッチングを目指している。 

 

（4）海外における高品質のインフラ整備 

産業と技術革新の基盤となるインフラ整備は SDGs 達成に欠かせないものである。また SDGs

の考え方が世界的に普及するなかで、インフラの価値は、単純にモノの性能だけではなく、現地

の生活者のクオリティ・オブ・ライフ（QoL）を向上させることにあるとの認識が広まり、「質の

高い成長」には、展開先のニーズに合致した「質の高いインフラ整備」が不可欠であることが国

際社会の共通認識となっている。しかし、世界においては、依然として発展途上国を中心にイン

フラ自体が未整備の地域が多く存在している。 

そのようななか、建設コンサルタントは、我が国での開発の経験と長年の国際協力で蓄積され

た知見を活かし、途上国の開発支援に積極的に携わっている。また、我が国での地震・津波、水

害やその復興・防災支援などの災害大国としての経験や、交通渋滞や環境問題に対応してきたな

かで蓄積・実現してきた社会インフラ整備と一体となった都市開発のノウハウ、長寿命化を図る

ことによるライフサイクルコストの低減といった、我が国の高い技術・知見を活かした支援にも

取り組んでいる。 

 

3-3-2 DX の推進 

（1）DX 推進のための建設コンサルタントを取り巻く環境 

多発する自然災害や国民のニーズの多様化、パンデミックによる生活様式の変容等により、社

会資本整備（インフラ整備・更新、まちづくり・再生等）を取り巻く状況が大きく変化している。

これらの変化に対応すべく社会資本や公共サービスの変革とともに、働き方改革など、DX の推進

が急務である。また、社会の急速なデジタル化に伴い、多種多様な分野・領域を横断した事業が

増加しており、建設コンサルタントとして新たな価値の創出や社会貢献に向け、他分野と連携し

た事業領域の拡大が求められている。 

この状況下で、建設コンサルタントとして DX の観点から、社会資本に関わる様々な場面にお

いて、IoT や ICT、AI といった様々なデジタル技術を導入し、「生産性向上」をはじめ「安全性向

上」「技術の蓄積」を為すことで、「公共サービスの変革」「働き方改革」「新たな価値の創出」

を実現し、我が国が抱える様々な社会問題の解決とともに、社会資本に対する国民理解の促進を
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図っていく必要がある。 

 

（2）建設コンサルタントの DX 推進 

DX を推進するにあたって、建設生産・管理システムの各場面において、デジタル技術を導入し、

作業の効率化やデータの蓄積を進めることが必要である。また、BIM/CIM を活用した建設生産・

管理システム全体でのデータ連携やパートナーとなる国・自治体や民間企業との協働が重要であ

る。さらには、他分野との連携を視野に入れ、社会資本整備を行っていく必要がある。 
そこで、協会として、DX 推進特別本部を立ち上げ、以下に示す 4 つのテーマを DX 推進基本対

応方針とし、具体的検討を進めている（図 3-3-1）。 
〇テーマ 1：受発注者協働による働き方改革に資する DX 推進 
〇テーマ 2：i-Construction 及び BIM/CIM の推進（ライフサイクルマネジメントの生産性向上） 
〇テーマ 3：街・地域づくりの DX 推進（エリアマネジメントに資する DX 推進） 
〇テーマ 4：建設コンサルタント企業の DX 推進 
 

 

出典：協会「インフラストラクチャー研究所 RIIM REPORT Vol.20（一部加筆）」 
図 3-3-1 建設生産・管理システムと DX 推進基本対応方針の位置づけ 

 

基本対応方針の 4 つのテーマについては、以下のような検討を行う。 
①受発注者協働による働き方改革に資する DX 推進 
〇受発注者協働による働き方改革（オンライン化実現）に資する DX の取組み内容を具体

化し、推進する（図 3-3-2）。 
・契約段階：電子入札システム及び電子契約システムを活用した契約書類の完全電子化

（押印廃止含む）による契約手続きの効率化 
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・業務遂行段階：情報共有システム（ASP）を活用した事業・業務情報等の完全電子化・

情報共有化、遠隔臨場による効率化 
・納品段階：電子契約システムを活用した検査関係書類の完全電子化による効率化 

 

 
出典：協会 DX 推進特別本部/DX テーマ 1：業務システム委員会にて作成 

図 3-3-2 入札･契約段階､業務遂行段階､納品段階の電子化により効率化を図る「あるべき姿」 

 

②i-Construction 及び BIM/CIM の推進（ライフサイクルマネジメントの生産性向上） 

 〇建設生産・管理システムの各プロセス間でデジタル情報サプライチェーンの構築を図る

（図 3-3-3）。 

 ・3 次元データを円滑に連携する環境整備による施工促進や維持管理の効率化、高度化 

 ・会員企業のデジタルスキルの向上とともに、建設コンサルタント業界の拡大、変革 
 

 

出典：協会 DX 推進特別本部/DX テーマ 2：統括技術委員会生産性向上 WG にて作成 

図 3-3-3 建設生産・管理システムの各プロセス間でデジタル情報サプライチェーンの構築を

図る「あるべき姿」 
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③街・地域づくりの DX 推進（エリアマネジメントに資する DX 推進） 
 〇街・地域づくりにおける DX を推進する取組み事例を取りまとめるとともに、エリアマ

ネジメントに資する DX 推進を目的とした建設コンサルタントとしての役割や提供する

アイデア、技術を検討する（図 3-3-4）。 
 ・地域住民等に様々な先進的なサービスを提供し、生活の質の向上や地域の活性化 

 

 
出典：会津若松市 ※1,2,3「市政だより」（令和 2 年 4 月、令和 3 年 1 月、4 月）より 

図 3-3-4 会津若松市のスマートシティの概要と参考事例 

   
④建設コンサルタント企業の DX 推進 

 〇会員企業における業務プロセスの変革に資する DX 推進の取組み事例を取りまとめ、会

員企業の DX を推進する。 

 ・貴重な情報資産を活かすための仕組みを構築し、会員企業の経営支援（図 3-3-5） 

 ・協会活動を効率化し、生み出された時間で創造的な活動を行う活動の高度化 

 ・建設コンサルタントの取組みの幅広い発信による建設コンサルタントの地位向上 
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出典：協会 DX 推進特別本部/DX テーマ 4：企画委員会にて作成 

図 3-3-5 会員企業間のビジネスプラットフォーム 

 

3-3-3 グリーンインフラの方向性  

（1）グリーンインフラとは 

これまでのインフラ整備は、自然現象（降雨や地震等）による災害被害の最小化や人間生活の

利便性の向上などを目的として、主に行政が公共投資により実施するものであった。近年、地球

温暖化や地殻変動の周期性などが原因とみられる規模の大きい災害が頻発する一方で、少子高齢

化に伴う建設投資の限界、情報化社会の展開による考え方の多様性などにより、かつての社会資

本整備の方法に対する限界を説く声が大きくなってきた。 

グリーンインフラとは、持続可能な社会資本整備を推進していくための一つの方法として、欧

米を中心に展開されており、日本においても上記を踏まえて近年急速に議論が進められている。 

国土交通省では、グリーンインフラを表 3-3-3のように定義している。 

 

表 3-3-3 国土交通省が考えるグリーンインフラの定義 

 

図 3-3-3 国土交通省が考えるグリーンインフラの定義 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「グリーンインフラ推進戦略」から抜粋 

 

・自然環境が持つ多様な機能の価値や効果を改めて見直しエビデンスとして示す。 

・長年にわたる自然と調和した営みにより形成されてきた自然資本を積極的に評価し、地域

住民をはじめとする多様な主体が参画する取組を通じて、持続的に維持管理するととも

に、より賢く使うという「攻め」の発想に転換する。  

・多様な主体が連携して、持続可能で魅力あるレジリエントな国土・都市・地域の形成を目

指す。  

・これらの取組をグリーンインフラという概念でまとめることで、地域住民や官民の関係主

体さらには行政部局間の横の情報交換・連携を活性化させ、国として自ら取り組むととも

に、全国的な取組を積極的に応援していく。 



 

 

47 

第３章 建設コンサルタントの役割とその多様化 

（2）グリーンインフラの目指すところ 

日本では、グリーンインフラに類する整備は封建社会の時代から行われてきた。例えば過去の

治水事業では、武田信玄や加藤清正など地域を治める権力者が、自然の地形を利用し資産や人命

の被害を最小化するとともに、氾濫による流水・土砂の流入を地域づくり・農地づくりの糧にす

るなど、影響・効果の両面を享受する整備工法（広義の伝統的河川工法）が採用されてきた。こ

こに社会資本整備は、権力者（「公」）の強制力だけでなく、地域住民（「民」）が土地・資産を

守るための行動を権力者と一緒に行う（「共」）ことにより実施された。 

現代社会では、河川法や民法の整備に伴い国や地方公共団体（「公」）が社会資本を整備し、

「民」はこれを享受する関係に代わり、「共」の存在意義が希薄になった。しかし、例えば鶴見川

（神奈川）において昭和 55 年（1980 年）以降に進められた総合治水対策では、河川管理者（「公」）

のみならず地域住民（「民」）と一体（「共」）となった洪水対策や流域開発が総合治水の名のも

とにすすめられた。中流の多目的遊水地は、横浜国際総合競技場や公園等の緑の空間が確保され

ており、平時において、地域住民の健康・憩いの場、経済活動の場として機能している。競技場

は、J リーグチームのホームグラウンドになっているが、近年ではラクビーワールドカップ 2019

日本大会の試合会場としても利用された。試合の数日前には関東直撃の台風に遭遇したが、遊水

機能の発揮による被災防御と多様な主体の協力による速やかな排水処理により、試合は滞りなく

開催された。 

封建社会と鶴見川の事例で重要な共通点は、防災・減災への寄与、自然環境の効果的な利活用

及び経済循環による多様な主体が参画する地域振興の三面要素の両立と「公」・「民」の連携に

よる「共」の有効展開であり、この実現がグリーンインフラの目指すところである（図 3-3-6）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-6 グリーンインフラの目指すところ 

 
（3）グリーンインフラの推進にむけた動きと建設コンサルタントの役割 

近年様々な地域の面整備において、防災・減災と環境、及び地域振興の三面両立に向けた整備

が行われている。例えばつくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅周辺に整備された「柏北部中央

地区一体型特定土地区画整理事業」では、民間活力を効果的に活用して、環境に配慮したマンシ

ョン群の整備や防災・減災対策としての防災調節池を柏の葉アクアテラスとして経済循環とセッ

トでリノベーション整備するなどにより、駅周辺を一つの塊として整備することで、新たな経済

循環を呼び込む取組みがなされている（図 3-3-7）。当事業は当初からグリーンインフラの整備と

して強く内外にアピールしたものではなかったが、結果としてグリーンインフラの考え方を持っ

共 

封建社会時代の公・共・民 

現代社会の公・共・民 

これまでは 
戻りも重要 
（目指すところ） 

公 民 

 共 公 民 

グリーンインフラ 

グリーンインフラ 



 

 

48 

第３章 建設コンサルタントの役割とその多様化 

たよい事例になっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3-7 グリーンインフラの整備事例 

（千葉県 柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業） 

 
国土交通省では、前出のような取組みを主体・補助の両面からサポートすることを目的として、

「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」を立ち上げ、グリーンインフラ整備の推進に向

けた技術支援や財政補助を、産官学と連携して行う仕組みを構築している。そのメンバーは令和

3 年（2021 年）6 月末時点で 1,131 会員（自治体 75、関係府省庁 9、建設コンサルタント会社など

民間企業及び学術団体等 343、建設コンサルタント会社社員など個人 704）に及んでいる。 

防災・減災対策、環境対策、地域振興対策の三面を専門とする建設コンサルタント業界が連携

し、知識・行動を共有することで、三面両立したグリーンインフラの推進が可能となる。すなわ

ち、建設コンサルタント会社及びその技術者たちが垣根を越えて技術を結集させ、縦割り行政の

影響（手戻りなどの非効率性）、多様な生物の共存の拡充、公への過剰依存による民の共への関

わりの希薄さなどの課題を解決していく必要がある。さらに、建設コンサルタントには、新たな

公の役割も担いインフラ整備を確実に推進することで、持続可能な社会を構築することが求めら

れている。グリーンインフラ整備の発展・充実において建設コンサルタント業界に求められる役

割・期待は大きい。 

 
3-3-4 防災・減災、国土強靭化への対応  

（1）インフラ施設をとりまく現状と課題 

近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、また、南海トラフを始めとした大

規模地震リスクもひっ迫している。図 3-3-8に示す全国【アメダス】1,300 地点当たりの日降雨量

200mm 以上の年間日数について、最近 10 年間（平成 24（2012）～令和 3（2021）年）の平均年間

発生回数（約 327 回）は統計期間の最初の 10 年間（昭和 51（1976）～昭和 60（1985） 年）の平

均年間発生回数（約 226 回）と比べて約 1.4 倍に増加している。 
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凡例：棒グラフ(緑）は各年の発生回数を示す(全国のアメダスによる観測値を 1,300 地点あたりに換算した値) 

太線(青)は 5 年移動平均値 
直線(赤)は長期変化傾向(この期間の平均的な変化傾向)を示す。 

出典：気象庁ホームページージ「大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化」 

図 3-3-8 全国[アメダス]日降水量 200mm 以上の年間日数 

 

気候変動の影響により近年は、「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」「平成 30 年 7 月豪雨」「令

和元年東日本台風」「令和 2 年 7 月豪雨」等、大規模な風水害が発生しており、図 3-3-9 に示す

ように年間水害被害額も急激に増加している状況にある。 

 

 

出典：国土交通省ホームページ「カワナビ これからの水災害対策」 

図 3-3-9 年間水害被害額の推移 

 

また、高度成長期以降に作られたインフラ施設が今後一斉に老朽化することから、計画的に維

持管理・更新を実施しないと、社会経済システムが機能不全に陥る恐れがあり、建設コンサルタ

ントは、これらの課題解決に積極的に取り組む必要がある。 

1975年～1985年 
平均 226回 

2012年～2021年 
平均 327回 

約 1.4倍 
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（2）建設コンサルタントの取組み 

1）ハード・ソフト両面での防災・減災対策の取組み 

気候変動や大規模地震による外力の増大に対しては、ハード対策（洪水調節施設の新設、ダム

や水門などの既存施設の改良、河川堤防や港湾施設の耐震化等）として将来的な条件の変更を踏

まえた施設計画・設計に取り組んでいく。また、ハード対策と合わせてソフト対策（ハザードマ

ップ、タイムライン等）も提案することで、防災・減災への対応を行っていく。 

 

2）従来の枠組みを超えた防災・減災対策の提案 

激甚化する風水害や大地震に対しては、従来の技術だけでは限界がある。建設コンサルタント

技術者として、国土基盤技術を総合的に活用した、流域治水やグリーンインフラなどの技術開発

を進め、ハード・ソフトの両面から国土強靭化に向けての提案を行っていく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省ホームページ「政策・仕事 水管理国土保全 河川 流域治水の推進」 

  東京都ホームページ「東京都の調節池・分水路」 

図 3-3-10 流域治水の整備メニューと地下調節池の事例 

 

3）ICT 技術を活用したインフラ施設の維持管理検討 

今後、老朽化した施設が大量に発生するなか、限られた人的資源と予算の状況において、効率

的にインフラ施設のメンテナンスを実施できるよう予防保全型の老朽化対策技術の検討を進めて

いく必要がある。そのためには、施設の現状を効率よく把握するための計測技術（ドローン、水

中ロボット等）の活用、その結果を高い精度で解析するための 3 次元データの活用、AI による画

像解析などを活用した DX 関連技術の開発を進め、効率化と精度向上を図っていく。 

 

3-3-5 アフターコロナ対応に向けて 

（1）コロナ後の新しい社会とそれを支える社会インフラ 

 2020年初頭より全世界を巻き込んだ新型コロナウイルス感染症の拡大により日本社会の様々な

問題点や課題が改めて顕在化した。このコロナ禍を経験している今こそ新たなよりよい社会を構
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築するチャンスととらえ、当協会インフラストラクチャー研究所では、令和 2 年（2020 年）9 月

に社会インフラを支える技術者の視点から「コロナ後の新しい社会とそれを支えるべき社会イン

フラについて」と題した提言をまとめた（https://www.jcca.or.jp/files/jccanews/20201022.pdf）。 

 

1）今回顕在化した社会における様々な問題の背景 

 今回のコロナ禍により、従前より指摘されていた「格差」等の社会的問題や、サプライチェー

ンの脆弱さ等の新たな課題が多くの国民に改めて認識されたが、それらの問題の背景には、①自

分第一主義、②利益・効率第一主義への偏重、③短期的な成果主義の 3 点が共通して存在してい

ると分析した。 

 

2）これからの新しい社会に向けての価値観の転換 

これからの新しい社会においては、上記 3 点に対して、逆あるいは異なる方向性を持った価値

観への転換が必要であると考える。 

①「自分第一主義」から「多様性を尊重し、共感・絆・思いやりのある誰一人取り残さない柔

軟な社会」へ 

②「利益・効率第一主義への偏重」から「効率性だけではなく、余裕や安全性（安全保障含

む）等様々な価値も含めた社会全体の成長も考慮した経済社会」へ 

③「短期的な成果主義」から「地球環境にも配慮した持続可能な社会をめざす長期志向」へ 

そして、 

④改めて「安全で安心な社会」であることが大前提である。 

特に、今回のコロナ禍から直接的に気づかされたことは以下の 2 点である。 

①自然外力のほかパンデミック等も社会に対する不確実な外力として捉え、これに対する余

裕（ゆとり、安全率）を持った社会とすべきであること 

②「極端な集中」から「適度な分散」とすべきであること 

この余裕等の様々な価値を前提とすると一見「高コスト構造」となるが、これを社会全体で支

えることが重要である。付加価値の増加、新たな価値の創造等により、特定の者にのみ富を集中

させるのではなく社会全体が豊かに成長できる仕組みづくりが重要であり、その実現のためには

国民的な議論が必要となってくる。 

 

3）これからの新しい社会を支える「社会インフラ」について 

①「社会インフラ」を広く定義・認識した取組み 

従来からのハード施設のほか、自然環境に加えて、社会的な制度や医療、教育、産業、さ

らには地域の歴史、文化、伝統及びコミュニティ等社会を支えるもの全てを含めて定義す

べきであり、またそのように認識して取り組むべきである。 

②「社会インフラ」が備えるべき機能 

以下の 4 点が重要である。 

ａ「人中心の誰もが豊かに暮らせる社会」を支えること 

（分散の受皿・地域づくり・地域の魅力づくり等） 

ｂ「余裕ある豊かで活力ある社会」を支えること（ネットワーク充実強化等） 
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ｃ「時代に合わせて進化」していくこと（適切な更新や制度等ソフトインフラの進化等） 

  ｄ「疫病を含めた自然災害等に対して安全安心」を実現すること 

（分散的国土構造、防災・減災・国土強靭化等） 

 

4）「社会インフラ」を考えるにあたってのポイント 

これからの新しい社会を支える「社会インフラ」を考えるにあたっては、特に以下の 3 点が重

要である。 

①多様な価値をしっかりと評価できるようその方法論を進化させること 

②手段としてのスマート化・デジタル化等をしっかりと活かすこと 

③長期的な視点をもってその財源確保の工夫をすることが必要であること 

 

（２）建設コンサルタントとしての新たな挑戦 

1）総合的なマネジメント力が重要 

 3-3-1～3-3-4 で述べた協会と会員会社で既に取り組んでいる SDGs、DX、グリーンインフラ、

防災・減災・国土強靭化等は、上記の提言に示したように今後目指すべき社会を構築する上で重

要な概念やツールとして組み込むべき社会ニーズである。例えば DX への取組みは、最新のデジ

タル技術等を活用し、複数の領域や複合的施策を統合した実現化や業務プロセスの変革など、従

前にはない展開が想定されている。目指すべき社会を構築するために、日々刷新されていく新し

い技術やツール等を如何に総合的に組み合わせ、マネジメントしていくかがますます重要な課題

となる。 

 

2）新たなニーズに対応した「真の豊かさ」を実感できるよりよい社会を実現するために 

我々建設コンサルタントは、社会全体を見渡すことができ、また新しい様々な提案ができる立

場にあるとともに、それに必要な技術力を常に進化・向上させ、他業種との連携を図りながら、

新たな価値の創出や社会貢献ができる技術者集団である。 

我々の活躍が期待されている場面も、小は特定の施設や地区・地域から大は国土全体、社会全

体を対象として、その建設生産システムに加え、新たなニーズに対応した社会システムの構築な

ど、ハード・ソフトを含めた多種・多様な分野・領域であり、その領域は未来に向けて引き続き

拡大していくこととなる。 

我々は今回のコロナ禍をきっかけに、新たなニーズに対応した「真の豊かさ」が実感できるよ

りよい社会の実現に向けて積極的に貢献していくために、「社会インフラ」に関わる技術者集団

として、社会全体を見渡すトータルコーディネーターの視点で、自らの専門技術に磨きをかけ、

既成概念にとらわれずかつ評論家的な態度ではなく、自信と誇りをもって説明責任を果たしてい

くべきであると考える。これは我々建設コンサルタント一人一人の新たな挑戦である。 

 

3-3-6 新たなインフラ整備構想について   

 近年、巨大地震リスク、インフラ施設の老朽化など、我が国が抱える社会資本の課題は広範囲

に及んでおり、「防災・減災、国土強靭化のための 5 か年加速化対策」をはじめ公共投資が進め
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られつつあるものの、第２章 2-2 に示すとおり、我が国はこの 20 年間公共投資を半減させてき

たことにより、他の先進国に比較して、インフラ整備状況は大きく後れをとっている。さらに昨

今の新型コロナウイルス感染症のまん延により、我が国の社会経済活動は大きな打撃を受け、令

和 2 年度の実質 GDP 成長率は-4.5%となっている。 

 今こそ公共投資を拡大することによって、経済成長を下支えしつつ、分散型国土構造の構築や

魅力ある地方創生、さらにはポストコロナの新しい生活様式への転換のためのインフラ整備を進

めるとともに、災害に対するリダンダンシーを確保することが必要であると考え、当協会では次

世代につながる将来ビジョンとして、新たなインフラ整備構想を提言している。 

以下に、関東支部及び近畿支部の取組みを紹介する。 

 

（1）関東支部提言 －『関東地方の交通インフラ構想』－ 

 関東支部は令和 2 年（2020 年）5 月、国民の安全・安心な暮らしや関東地方の経済活力を次世

代に紡ぐべく、「関東地方の交通インフラ構想」をとりまとめ、国土交通省に提案するとともに

関係機関ならびに大学等研究機関にも広く発信した。 

 

1）背景・目的 

関東地方は中枢機能が集積し、日本経済の牽引役を担うが、首都直下地震や南海トラフ地震等、

巨大災害のリスクの高まり、人口減少・少子化・高齢化の加速度的な増加、近年のアジア諸国の

台頭を背景とした国際競争力の低下及び急速なインフラの老朽化が進行している。 

現在想定される近未来（2050 年）の諸問題を解決すべく、我が国の中枢を担う関東地方の交

通インフラの望ましい未来像を描き、その実現に向けて今取り組むべき課題を明確にする。 

 

2）検討方針            

 2050 年をターゲットとし、関

東地方、東京圏を定義したうえ

で、①国土強靭化、②少子高齢化、

③国際競争力及び④インフラ老

朽化の 4 つの課題に着目。建設コ

ンサルタントの立場で、ハード・

ソフト施策を総合的に立案する。 

 ソフト施策は構想の実現に有

用と考えられる「資金調達（公的

資金含む）と投資の考え方」も検

討の対象とした。 

 

 3）体制 

令和元年（2019 年）6 月より特別委員会（委員長：野崎支部長）、幹事会及び 4 つの課題に対

応した WG を設置（計 13 社 47 名）した。 

 

 

 

図 3-3-11 検討の流れ 

関東地方：1都 8県（茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

山梨県、長野県） 

東京圏：１都 3 県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 
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 4）構想（総括） 

a.国土強靭化：復旧復興の加速化と被害の最小化 

首都直下地震に対し、核都市環状道路（仮称）と放射状高速道路・鉄道網等の整備・強化

により、リダンダンシーを重視したネットワークを構築し、復旧・復興の加速化、被害の最

小化を実現。サテライトシティを構築し、都心業務機能の一部移転、東京圏の均衡ある発展

を促進する。 
 

 

              図 3-3-12 高速道路・鉄道網等の整備・強化とサテライトシティの構築 

 

b.少子高齢化対応：新たな働き方・ 

暮らし方・まちづくりの実現 

放射・環状の高速道路・鉄道網の

強化、交通結節点の機能強化により、

業務核都市・主要都市の発展ととも

に、ビジネス・高齢者・子育ての環

境改善を実現する。 

c.国際競争力強化：卓越した国際都

市としての魅力向上 

玄関口・交通結節点の機能強化・

ネットワーク強化と景観・文化・伝

統の活用により魅力を向上させる。 

d.インフラ老朽化対応：維持管理費

の最小化と魅力ある都市への再生 

   「全体最適化を図る計画的維持管理」による社会的影響の最小化、魅力ある都市へ再生する。 

e.主な対応策 

構想の展開においては、投資の効率化・合理化の観点から「4 つのテーマを実現するハー

ド・ソフトの総合的な対策」の実施が有効と判断した。 

図 3-3-13 課題解決の考え方 
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f.投資のあり方 

 インフラ投資の拡大・維持と、それに伴う経済浮揚、税収拡大及び投資余力の向上といっ

た“好循環”を創出することが重要である。 

 

表 3-3-4 投資のあり方 

Ⅰ新たなタイプの国債発行 
・新たなタイプの建設国債として、80～100 年の償還期間の「国土強靭化国債」 
・インフラを構築するための材料として 80 年を超える超長寿命化の材料が使えることが背景 

Ⅱ民間によるインフラ投資 

・道路空間の民間市場への開放を拡大し、民間の力を活用した体制や事業が推進 
・PPP/PFI 手法（コンセッション等）の制約・制限の緩和 
・更に、鉄道事業者の事業意欲や整備効果を高めるために、柔軟な事業費負担の仕組みを構築
し、民間投資を促進 

Ⅲ経済浮揚に伴う民需拡大 
・核都市環状道路に沿ってサテライトシティを構築 
・サテライトシティでは、民間投資による都市開発、情報通信の高度化、物流施設の立地など
が促進 

Ⅳ多様な効果の投資 
・”国土強靭化””少子高齢化対応””国際競争力強化””インフラ老朽化対応”の 4 つのテーマに着
目し、総合的な施策を提案 

・関東地方の 4 つの課題解決に向けた投資効果の高い整備が必要 

Ⅴ集中的な投資 
・首都直下地震はこれから 30 年の間に高い確率で発生 
・これに対して、早期に、事前復興に資する本構想を実施すれば、被害の最小化、復旧復興の
加速化。即ち、早期の集中的投資が必要 

 

5）活動成果 

①「関東地方の交通インフラ構想」の書籍版・概要版の配布

（カッコ内は概要版部数） 

 ・関東支部会員：1,520 部（520 部） 

 ・発注者、建コン各支部：500 部（500 部） 

 ・意見交換会配布：500 部（500 部） 

  ・広く社会に配布：1,000 部（1,000 部） 

②関係機関への報告 

 ・国土交通省幹部(技監、道路局長、関東地方整備局長)、東京都幹部、NEXCO 東日本関東支

部幹部、NEXCO 中日本関東支社・八王子支社幹部、首都高速道路株式会社幹部に報告 

 ・東京都財務局・建設局、長野県、千葉県、栃木県、 

山梨県、神奈川県、群馬県との意見交換会で紹介等 

③対談、シンポジウムで紹介 

 ・JAPIC 国土・未来プロジェクト研究会（2020.6.30） 

 ・日本危機管理防災学会主催シンポジウム（2020.9.3） 

 ・東京商工会議所首都圏問題委員会（2021.1.20） 

 

（2）近畿支部提言 －関西・西日本再生のためのインフラ整備構想－『未来社会グ

ランドデザイン』の共創－ ～関西に 未来を もっと～ 

1）近畿支部提言作成の背景 

 近畿支部では、インフラ整備のプロとして、関西の再生を期して、平成 28 年（2016 年）に提言

Ⅰ（YUME ROAD 2050）、平成 30 年（2018 年）に提言Ⅱ（YUME KOKUDO 2050）を公表してき

た。また、2025 年大阪・関西万博や 2037 年リニア中央新幹線新大阪延伸が期待されるなか、これ

らとリンクできるように、2040 年までに緊急に整備すべき内容と 2050 年に向けた将来構想から

なる『緊急提言！ 今こそ立ち上がれ！ “ミラーリング KANSAI” 〜ポストコロナの新しい日

書籍版(217 頁) 概要版(44 頁) 

図 3-3-14 成果物 
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本～』を令和 2 年（2020 年）12 月に公表し、この提言をさらに深化させた『関西・西日本再生の

ためのインフラ整備構想－未来社会グランドデザインの共創－～関西に 未来を もっと～』を令

和 3 年（2021 年）7 月に公表している。このインフラ整備構想については、「売手よし、買手よ

し、世間よし」の三方よしに加え、「未来よし」の精神で、関西の産官学の関係者や西日本の中国

支部、四国支部及び九州支部と連携して、今後さらに精緻化を図っていくことにしている。 

 

2）3 つのプロジェクトとマスタープラン 

インフラ整備構想は、大阪都心、関西圏さらには西日本へと拡大していく、3 つのプロジェクト

で構成される。 

大阪都心プロジェクト 万博レガシーを継承する大阪都心の未来都市づくり 

関西圏プロジェクト スーパー・メガリージョンの活力を関西全域に波及 

西日本プロジェクト 人流・物流の活性化による西日本連携の強化 

これら 3 つプロジェクトについては、既往計画である大阪公立大学森之宮キャンパス開校、大

阪・関西万博開催、リニア中央新幹線大阪延伸及び北陸新幹線新大阪延伸、さらには国内の総人

口予測 1 億人未満となる時期と相照らして、マスタープランを表 3-3-5のように設定している。 

 

表 3-3-5 3つのプロジェクトとマスタープラン 

 
 

3）大阪都心プロジェクト（～2030）の概要 

大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」を理念に、新たないのちのありようや

社会のかたちを検証し提案する場となる。大阪都心プロジェクトは、「万博のレガシーを継承す

る大阪都心の未来都市づくり」として、2030 年までに実現を目標とする構想である。 

 a.大阪都心に万博レガシー・シンボルゾーンを形成 

大阪公立大学森之宮キャンパス（仮称）に隣接し、産官学が協力して、先端技術・最新の交

通システムを実装した未来都市を創造する（図 3-3-15）。 
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図 3-3-15 万博レガシー・シンボルゾーン 

 

 b.夢洲に関西 3 空港合同チェックインターミナルを整備 

夢洲と関西 3 空港を高速鉄道で接続し。大幅な利便性の拡大を図り、新大阪－森之宮－夢

洲も高速鉄道及び高速道路網で接続し、力強い交通ネットワークを構築する（図 3-3-16）。 

 

 

図 3-3-16 夢洲を中心とした力強いネットワークの構築 

 

4）関西圏プロジェクト（～2040）の概要 

 2037 年にリニア中央新幹線並びに北陸新幹線が大阪に延伸されることにより、関東と関西でス

ーパー・メガリージョンが達成される。この活力を関西全域に波及させるため、関西圏における

連携強化を図り、2040 年までに機能性の高い交通・通信ネットワークを構築する。 
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 a.関西圏における連携強化 

 京阪神の主要都市と日本海、

瀬戸内海、太平洋沿岸エリアの

連携強化を図るために、多地域

居住化に適し、防災性に優れた

地方都市の創生を図り、ミッシ

ングリンクを解消し、機能性の

高い交通・通信ネットワークを

構築する（図 3-3-17）。 

b.個性豊かな関西圏の歴史・文

化・観光拠点を快適に結ぶ交

通ネットワークを整備 

 関西圏には多くの世界遺産、

国宝や重要文化財があり、その

個性豊かな歴史や文化が魅力ある観光拠点となっている。これらの観光拠点、主要都市をそ

れぞれ快適に結ぶネットワークを整備することで、関西圏の魅力をさらに高めることができ

る（図 3-3-18）。 
 

 
図 3-3-18 関西圏の歴史・文化の観光拠点と快適な交通ネットワーク 

 

5）西日本プロジェクト（～2050）の概要 

人流・物流の活性化による西日本連携の強化を図るため、2050 年までに以下の整備を進める。 

①新たに整備新幹線、高規格幹線道路及び海峡（紀淡、東予）連絡道路の早期整備 

②これらの整備に伴い、橋梁・トンネル部に電力連携線を併設 

③カーボンニュートラルポート（CNP）の建設  

④内航海運（紀淡、瀬戸内、豊後水道））の活性化 

 

図 3-3-17 関西圏における連携強化 
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このような整備を行うことで、以下に示す効果が図られることになる（図 3-3-19）。 

  ・西日本全域における人流・物流の活性化による西日本経済の底上げ 

  ・関西・中国・四国・九州の特色を活かした個性豊かな地方創生の推進 

  ・地域に偏在する再生可能エネルギー（洋上風力など）の普及促進と電力安定供給の実現 

  ・南海経済軸を始めとした複数の国土軸形成による災害へのリダンダンシーの確保・増強 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-19 西日本プロジェクトと国土軸の形成 

 

6）期待される効果と共創体制の提案－『未来社会のグランドデザイン』 

西日本において安定的

で強固な国土軸が形成さ

れると、国内では東西複眼

での構造の構築が完成し、

リダンダンシーの増強が

図られ、国力の底上げに期

待される。また、西日本が

活気づくことにより、日本

の高い技術力を背景に、ア

ジアや世界に高い貢献が

期待される。これは、大阪・

関西万博の理念である「い

のち輝く未来社会のデザ

イン」のレガシーを実現化

する大きな歩みである（図

3-3-20）。 

 

  

 

図 3-3-20 3つのプロジェクトと未来社会のデザイン 
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2021.12.10 に竹芝ポートホールにおいて開催された「ほこみちインスパイアフォーラム（主催：ほこみちプ
ロジェクト事務局、国土交通省道路局）」に建設コンサルタンツ協会の代表として「新しい生活様式の道路
空間WG」が参加しました。 

 
このフォーラムは、制度化から１年余りが経過した「歩行者利便増進道路（ほこみち）」について、全国各

地で始まった取組みの状況やコロナ禍で変化するニューヨークの公共空間の紹介、ほこみちクリエイティブトーク
と題した座談会などで構成され、今後の道路空間活用に新たな風を起こす、刺激的な取組みとなっています。 
当日は、会場参加 150名、オンライン参加が 300名と大盛況のなか、本WGの代表として戸谷奈穂子

チームリーダー（八千代エンジニヤリング）と渡部数樹リーダー（オリエンタルコンサルタンツ）に登壇頂き、
『建設コンサルタントが「ほこみち」の推進パートナーに！』をプレゼンテーションしました。 
発表内容は、これからの新しい生活様式の中での道路空間活用に関して、建設コンサルタントが担うべき

役割や、賑わい創出、賑わいを支えるモビリティ・荷捌きのあり方等を提案し、これまでの枠を超えた建設コン
サルタントの魅力を紹介し、大きな反響を頂きました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本ＷＧでは、今後も新しい生活様式にふさわしい“道路空間利用”と、そこから生まれる“まちづくりの実現”

に向け、建設コンサルタント業界が中⼼となった新たな方策や魅力を発信・提言していきます。 

協会本部のトピックス（新しい生活様式の道路空間 WG） 

発表内容（概要） 
 建設コンサルタントの「これまで」と「これから」 

• これまでは事業者のパートナー 
• これからは市民の皆さんや民間事業者のパートナーに！ 
 モビリティの観点からかんがえる 

• 新しく考えるモビリティ空間 
• 新たな目線での提案 
• 地域特性に応じた空間の優先付け 
 賑わいの観点からかんがえる 

• 〇〇できる道路空間 
• 「衣」＝まとう・飾る 
• 「食」＝育てる・収穫する・味わう 
• 「住」＝憩う・安らぐ・眠る 
 これからの活動予定 

• ガイドブックの公表（2022.秋） 写真１・２ 両リーダーがフォーラムに登壇 

「ほこみちインスパイアフォーラム」に参加しました！ 

写真３ モビリティ・荷捌きに関する提案 写真４ 賑わい創出に関する提案 
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支部のトピックス（北陸支部） 
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【令和 3 年度 第 31 回業務技術発表会】 

・開催日 令和 3 年 10 月 8 日（金） 

・会 場 愛知産業労働センター（ウインクあいち） 

・概 要 会員企業の皆様から応募いただいた 60 編（プレゼン部門 10 編含む）について、事

前審査を行い、発表・掲載論文 24 稿及び掲載論文 17 稿を選出しました。 

     発表会の形式は、昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から関係者

（発表者、審査員及び事務局）による会場集合と会員企業、発注者等への HP を利用

した録画配信としました。 

厳正な審査に基づき、最優秀賞 3 編、優秀賞 4 編を選定しました。 

 

【建コン業界で働く女性社員を対象としたアンケート調査】 

・概 要 建コン業界で働く女性社員が結婚等のライフイベントを迎えても働き続けるという

命題に対しての現状の課題や新しい働き方に対する意見を調査し、女性の会 WG か

ら建コン業界への提案を行うための資料とするための取組を行いました。                                   

アンケートでは、結婚、出産、子育て、生理休暇、不妊治療及び育児や介護休暇の

有無、テレワークの実施状況について調査し、319 名からの回答を集約しました。 

アンケート結果は、中部支部 101 社の会員企業に配信を行いました。 

令和 4 年度は、このアンケート結果を踏まえ、建コン業界への提案作成に向けて取

組みを継続していきます。 

 

【学生交流ひろば】 「建設技術フェア 2021 in中部」 

・日 時：令和 3 年 12 月 14 日（火）～15 日（水） 
・場 所：名古屋市中小企業振興会館吹上ホール 
・概 要：建設技術フェアは、産官学の技術交流の 

場として技術開発や新技術導入の促進を   

図るとともに、建設分野を専攻している       

学生や学校関係者との交流を目的として    

実施されています。平成 24 年から「学生 

交流ひろば」が合わせて開催されてお   

り、支部もこの広場にブース参加をして 

います。 

ブースでは、パネル展示や支部作成の PR 動画による建設コンサルタントの紹介を

行うとともに、訪れた学生に個別相談や仕事内容などきめ細かい情報を提供しまし

た。 

支部ブースには 225 名（2 日間）の学生が訪れました。 

  
 

支部のトピックス（中部支部） 


	第３章 建設コンサルタントの役割とその多様化
	3-1 建設コンサルタントの役割
	3-2 役割の多様化 
	3-3 新しいニーズへの建設コンサルタントの挑戦
	トピックス（新しい生活様式の道路空間WG：ほこみちインスパイアフォーラムに参加）
	トピックス（北陸支部：北陸の生物多様性保全への取組）
	トピックス（中部支部：業務技術研究会他）




