
１.工事の概要
工事名：道央圏連絡道路 千歳市 泉郷改良工事
発注者：札幌開発建設部 千歳道路事務所
受注者：株式会社砂子組
工事概要：道央圏連絡道路の泉郷地区（千歳市）480mに
おいて、路体盛土、軽量盛土、側溝、橋台1基、カルバー
ト1基を施工したICT土工全国第1号工事である。軟弱地盤
であり、日々の動態観測結果を踏まえて盛土を行った。

２.本工事における創意工夫

測量：ドローン（UAV）による3D測量
設計・施工計画：3Dデータによる設計・施工計画の策定
施工：ICT建機（ブルドーザ・バックホウ）による施工
検査：ドローンの3D測量による検査

○動態観測結果をICT建機に入力し、沈下を考慮して捲き出
し厚が盛土前高さから30㎝を超過しないように配慮した。

○沈下量が累積で約20cmになったところで沈下を考慮し
て設計を修正し、出来形検査は修正後の設計で行った。

i-Construction の取組事例 ③道央圏連絡道路 千歳市 泉郷改良工事

４.現場代理人の声
○「ICT建機は経験の浅いオペレーターで
も精度良く仕上げることができました。
会社で新しく立ち上げたICT施工推進室
では、3D設計データの作成・修正等を
行っています。」

３.生産性向上効果
生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・ICT土工によって建機の燃費が約3割向上し、
CO2排出量が削減された。
・ソーラーパネル式電光板等でCO2削減を図った。

コスト縮減効果 △

・ICT建機のリース代が従来建機の3～4倍高い。
建機が安くなっても、測量機器が安くならない。
・建機の燃費が約3割向上した。また、補助作業
員が少ない分、1～2割の人件費が削減できた。

工程短縮効果 ○
・盛土工で従来の70日間から56日間、測量で
従来の丁張り1週間～10日程度からUAV測量
1～2日程度に短縮できた。

品質向上効果 ○
・経験の浅いオペレーターでも熟練者と同等の
作業ができ、高い品質が確保できた。

安全性向上効果 ○
・補助作業員による建機近傍の作業が無くなっ
たため、接触等の危険性が大幅に軽減された。

その他
・間伐材の木製掲示板やペレットストーブを採用した。
・CCPM（クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント）
を導入し、工期短縮、生産性向上に取り組んだ。

札幌 道路 土木

■ ドローンによる測量・検査、3D設計、ICT建機による施工

現場代理人：野崎 了
（株式会社砂子組）

■ ICT建機による軟弱地盤の盛土工事

ドローンに
よる測量

ICT型バック
ホウの施工

3D設計
データ(例)



１.工事の概要
工事名：一般国道４４号 釧路町 別保西改良工事
発注者：釧路開発建設部 釧路道路事務所
受注者：小針土建株式会社
工事概要：釧路外環状道路の別保西
地区140mで、掘削、法面、排水構
造物を施工したICT活用工事。過掘
り防止のためICT建機を採用した。

２.本工事における創意工夫

○硬岩で過掘りした場合、コンクリートによる補修が必要
で、強度が下がる。過掘りを防ぐため、バケット刃先が
自動的に設計面に沿って動くMC（マシンコントロール）
型バックホウ、ブレーカ付バックホウで施工した。

○測量･設計データやICT建機から得
られる施工データ等をクラウドで一
元管理できる出来高･出来形管理シ
ステムで施工管理を行った。

i-Construction の取組事例 ④一般国道４４号 釧路町 別保西改良工事

４.現場代理人の声
○「ICT建機は施工前の位置データ等の
調整が必要ですが、今回は故障も無
く、仕上がりの品質も向上すると感
じました。」奥/現場代理人：渡辺 篤司

手前/管理技術者：岩谷 誠
（小針土建株式会社）

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○

・MC型バックホウでは過掘りがおきず、無駄な
作業が生じないため、CO2削減につながった。
・運転レポートを活用して、オペレーターの省エ
ネ運転の意識向上を図った。
・ソーラー式LED表示板の利用等を行った。

コスト縮減効果 △
・MC型バックホウ、MC型ブレーカ付バックホウ
のリース代が従来の2～3倍と割高だったが、
丁張り等の作業が不要となる等の利点もある。

工程短縮効果 △
・ICT建機2台のみの導入だったため、工期は
従来技術とほぼ変わらなかった。

品質向上効果 ○
・丁張りによる点管理からICTによる面管理に
変わったため、仕上がりの品質が向上した。

安全性向上効果 ○
・補助作業員が不要となり建機の周囲に人が
いないことで、接触等の危険性が減った。そ
れによって、オペレーターのストレスも軽減した。

その他
・施工管理では、出来高･出来形管理システムを用いた。
・マシンガイダンスを用いて手動で制御するMG型バック
ホウと異なり、MC型バックホウはセミオート制御である。

釧路 道路 土木

■MC型バックホウによる硬岩掘削

■出来高･出来形管理システムの採用

MC型バックホウ
[KT-140091-VE]

出来高･出来形管理
システム[KT-150096-A]



１.工事の概要
工事名：天塩川サンルダム建設事業の内 堤体建設工事
発注者：旭川開発建設部 サンルダム建設事業所
受注者：大成・熊谷・岩倉JV
工事概要：天塩川サンルダム建設事
業のうち、堤頂長350m、基礎岩盤
面からの高さ46mの台形CSGダム
の堤体を建設した。最寒冷地で年の
半分でコンクリート打設休止となる。

２.本工事における創意工夫

○MC（マシンコントロール）型ブルド
ーザ、MG（マシンガイダンス）型バ
ックホウで堤体の建設を行った。

○堤体基礎掘削で22万m2（H25.7～）
と建機が大規模に稼働する現場であ
り、建機の性能やICTによる効率的施
工の効果が十分に発揮できた。

○人件費を縮減できたことに加えて、
接触事故等のリスクが軽減できた。

○ハイブリッド機械、振動タイヤロー
ラーの導入、機械の大型化、ソーラ
ーパネル等の利用等によってCO2排
出量の削減に取り組んだ。

i-Construction の取組事例 ⑤天塩川サンルダム建設事業の内 堤体建設工事

４.現場代理人の声
○「当社のCIM環境として「T-CIM」を開
発・展開しています。また、建設ICT実
験棟では、建設ロボット等の研究も行っ
ています。」 副所長：安藤 哲人

（大成建設株式会社）

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・転圧回数を設計通りにできる等、施工の効
率化によってCO2排出量削減が期待できた。

コスト縮減効果 △

・ICT建機、システム等のリース代が高く、採算
面が課題となる。建機が大規模に稼働でき
る現場であれば、有利となる可能性がある。
・必要な作業員を減らすことで、人員確保が
困難な状況を軽減できた（1割程度の削減）。

工程短縮効果 ○ ・施工の効率化によって工期短縮が期待できた。

品質向上効果 ○
・ICT施工で品質管理が見える化できた。
・転圧状況がデータとして確認できるため、完
成後の施工記録として活用できた。

安全性向上効果 ○
・補助作業員の削減によって、建機との接触
事故等の発生リスクが回避できた。

その他

・ICTの通信システムは、1台で複数のICT建機をコ
ントロールできる。
・GPS受信が不良の時間帯には補助作業員が必要
であり、接触事故ゼロとならないことが課題である。
・工事排水等、清流（サンル川）への配慮を行った。

旭川 治水 土木

■MC型ブルドーザ・MG型バックホウによる大規模土工

■ハイブリッド機械の導入等の取組

H28.9.20
(サンルダム建設
事業所HPより)

MG型バックホウ

MC型ブルドーザ

ハイブリッド型
バックホウ



１.取組の概要
取組名：ICT建機トレーニングセンタ
実施者：コマツレンタル道東株式会社
取組概要：ICT建機の取扱いに不慣れ
な作業員に対する講習と官民関係者に
ICT建機を理解してもらう活動を目的として、最新機種を
取り揃えたICT建機トレーニングセンタを開設した。
実績：2015年6月1日より開設、有料講習を実施している。

２.取組における工夫

３.生産性向上効果（ICT建機の使用）

４.担当者の声
○「トレーニングの受講対象を広げたいです。
ICT建機の普及はこれからの状況です。」

i-Construction の取組事例 ①ICT建機トレーニングセンタ

■ICT建機種類別カリキュラムによるICT建機の普及推進

担当者（奥）：鈴木彰 （手前）：庄内直樹
（コマツレンタル道東株式会社）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・効率的な稼働であることに加えて、施工精度
が良くやり直しが少なくなるため、建設機械の
燃料使用量が減り、CO2排出量が削減される。

コスト縮減効果 △

・ICT建機のリース代は従来機より高いが、工期
の短縮、補助作業員の削減等の効果があり、
施工計画を工夫することによって工事費全体
として安くできる可能性がある。

工程短縮効果 ○

・やり直しが少なくなるため、工期が短縮できる。
・工事の一時中断・再開が発生しても、3Dデー
タによって丁張をせずに施工できるため、施
工時間を短縮できる可能性がある。

品質向上効果 ○ ・施工箇所の全体の品質が均一に向上する。

安全性向上効果 ○
・建機周辺で補助作業員が不要となるため、
接触・転落等の事故が発生しない。

その他

・小松製作所のKomConnect
（KT-150096-A）はクラウド
型プラットフォームで設計デ
ータ・現況データの一元管理
ができ、効率良く施工管理が
できる。

○ICT建機種類別のカリキュラ
ムで、主に午前中は座学、午
後は実機研修である。

○質問はその都度回答し、短い
時間でも安心感を持ってもら
えるように配慮している。

○企業毎に開催することで、講
習後のフォローも期待される。

カリキュラム

- 3D-MC マシンコントロール体験

- 3D-MG マシンガイダンス体験

- 転圧管理システム体験

- トータルステーション(TS)

- GNSS測量機 RTK-GNSS・VRS

- スマートコンストラクション Smart 
Construction



１ 工事の概要 ３ 生産性向上効果

環境家計簿の取組事例 ①石狩川改修工事の内 旧夕張川築堤工事 (1)札幌 河川 土木

１.工事の概要
工事名：石狩川改修工事の内 旧夕張川築堤工事
発注者：札幌開発建設部 千歳川河川事務所
受注者：株式会社砂子組
工事概要：旧夕張川築堤工事として 盛土工盛土 攪拌工

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・作業工程を一貫してICT施工化したことにより、
約30％の削減。工事概要：旧夕張川築堤工事として、盛土工盛土、攪拌工

土砂混合攪拌などを実施。築堤盛土量が多い上に、砂質土
や攪拌土の運搬距離も長いため、一連の作業の流れの中で、
効率的な作業による工程管理に最も配慮した。

約30％の削減。

コスト縮減効果
(５．参考資料参照)

○

・本工事では50,000m3以上の盛土量があり、
十分にコスト縮減効果が得られた。

・但し、盛土量が31,000m3を下回るとコスト縮
減効果が得られないことが分かった。

２.本工事における創意工夫

○本工事では「砂質土積込－混合攪拌－築堤盛土」の一連

■築堤盛土までの一連の作業工程のＩＣＴ施工化！
工程短縮効果 ○

・54,000m3の盛土を行う場合、従来工法では
90日かかるが、ICT施工では73日で施工を完
了した。

・±1～2cmの安定した施工精度を確保○本工事では「砂質土積込－混合攪拌－築堤盛土」の一連
の作業工程を一貫してICT施工化することにより、CO2

・コスト削減効果が得られるか、試験的に実施。

築堤盛土 混合攪拌 砂質土積込

品質向上効果 ○
・±1～2cmの安定した施工精度を確保。
・経験のない作業員でもベテラン技術者と同等
の作業ができるようになった。

安全性向上効果 ○ ・補助作業員が不要のため、安全性向上。

率

その他

・作業効率の向上を図るため、平成21年から会社を
あげてＩＣＴ施工に取り組んでいる。

・ＩＣＴ施工では３Ｄデータの作成が必要となるが、外注
による作成も可能である。

○ICT施工後のCO2削減量 ４.現場代理人の声
○「省燃費運転などを頑張った作業員に

対し、朝礼で簡単な粗品を渡し褒めた。
項 目 ブルドーザ バックホウ 合 計（削減率）

対策前 48 3 t-CO2 49 5 t-CO2 97 8 t-CO2

作業員のやる気を引き出すには褒める
ことも重要だと思います。」

現場代理人 男澤真樹 工事長
（株式会社砂子組）

対策前 48.3 t CO2 49.5 t CO2 97.8 t CO2

ＩＣＴ施工後 25.5 t-CO2 43.0 t-CO2 68.5 t-CO2

削減量 22.8 t-CO2 6.5 t-CO2 29.3 t-CO2（約30％）



５ 参考資料 【情報化施工と従来工法のコスト比較 （築堤盛土）の場合】

環境家計簿の取組事例 ①石狩川改修工事の内 旧夕張川築堤工事 (2)札幌 河川 土木

５.参考資料 【情報化施工と従来工法のコスト比較 （築堤盛土）の場合】

出典） 株式会社砂子組提供資料 （数値は株式会社砂子組調べであり、施工条件や施工能力によって変動があることを前提としています。）



No. 6 名称 
ICT 施工（情報化施工） 
マシンコントロール（MC）技術（ブルドーザ）

種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

ICT（情報通信技術）を利用し、生産性の 

向上や品質の確保を図ることを目的とした施工 

技術である。ブルドーザによる敷き均し作業 

等に適用することで、施工効率の向上、施工 

時間の短縮により、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・1工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高 

い実施効果が期待される。 

・施工の効率化により、施工時間が短縮される。 

・施工精度が向上し、品質確保につながる。 

・作業員の安全が確保され、建設機械による事 

故の減少につながる。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効果 

が向上する可能性がある。 

 

 

CO2削減量の算出例 

【マシンコントロール（ＭＣ）技術（ブルドーザ）の計算例】 
＜盛土の敷き均しに適用した場合＞ 

対策前：35.6L/100m3×52,400 m3  ＝ 18,654L 

対策後：18.8L/100m3×52,400 m3  ＝  9,851L 

CO2削減量 ＝（18,654－9,851）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲23,063㎏-CO2 

 

算定条件  

・施工量52,400m3 

 ・CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L
①  

・100m3あたり燃料使用量② 

従来：35.6L/100m3、 ICT施工：18.8L/100m3 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②100m3あたり燃料消費量 

従来：35.6L/100m3 

ICT施工：18.8L/100m3 

※現場での実績値、土木工事標

準積算基準書、カタログ値等

より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：8工事、H25：8工事、H26：12工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：12,489kg-CO2、H25：10,223kg-CO2、H26：46,795kg-CO2 

 

 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブルドーザを用いたＩＣＴ施工 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=12



１.技術の概要
技術名称：インテリジェントマシンコントロール

油圧ショベル
【KT-140091-VE】

副 題：機体制御とICTの技術を活用したセミオート制御機能
搭載油圧ショベル

適用工種：土工
キーワード：環境、情報化、コスト縮減・生産性の向上
技術概要：
○モニターで施工面（3次元設計データ）が確認できるた
め、丁張り、補助作業員を必要としない。

○自動整地アシスト等の機体制御とGNSS測位等によるセ
ミオート制御によって、施工時間の縮減、オペレーター
操作の省力化が期待できる。

３.CO2削減量の試算例

対策前：
5,000 m3 × 52 L/100m3

× 2.62 kg-CO2/L
＝ 681,200 kg-CO2

対策後：
5,000 m3 × 36 L/100m3

× 2.62 kg-CO2/L
＝ 471,600 kg-CO2

CO2削減量：
681,200 kg-CO2 － 471,600 kg-CO2 

＝ 209,600 kg-CO2

２.生産性向上効果

■ICT施工（情報化施工） マシンコントロール（MC）技術（バックホウ） 【NETIS新技術】

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・過掘り等の無駄な作業が生じないため、従来
のバックホウと比べてＣＯ2削減が期待できる。

コスト縮減効果 △
・従来のバックホウと比較すると割高だが、丁
張り等の作業が不要となる等の利点もある。

工程短縮効果 ○
・機体制御とセミオート制御によって、日当たり
施工量が増加し、工期短縮が期待できる。

品質向上効果 △ ・品質は従来と同程度と考えられる。

安全性向上効果 ○
・補助作業員が不要となり建機の周囲に人がい
ないことで、接触等の危険性が減る。それに
よって、オペレーターのストレスも軽減する。

周辺環境への
影響

○
・丁張り等の作業が不要となり、補助作業員が
現場に立ち入る頻度が少なくなる。

【入力値】
5,000 m3：施工量
52 L/100m3：

燃料消費量（対策前）
36 L/100m3 ：

燃料消費量（対策後）
【係数】
2.62 kg-CO2/L：CO2排出係数

（軽油）

ミルモット現場設置例

出典）NETIS新技術情報提供システム



１ 工事の概要

環境家計簿の取組事例 ⑤日高自動車道 日高町 清畠西改良工事

３ 生産性向上効果

室蘭 道路 土木

１.工事の概要
工事名：日高自動車道 日高町 清畠西改良工事
発注者：室蘭開発建設部 苫小牧道路事務所
受注者：岩倉建設株式会社
工事概要：日高自動車道の整備に伴う改良工事の一環とし

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・燃料消費量の削減に伴い、CO2排出量も約
20％の削減。

工事概要：日高自動車道の整備に伴う改良工事の 環とし
て、清畠西工区において仮橋工、盛土工、排水工を実施。
環境家計簿の取組を契機に、他の工事では実施していない
新技術等を積極的に取り組んだ。

コスト縮減効果 △
・４次規制対応バックホウの方が、ややリース代
が高いが、施工量が多くなればコスト的にも見
合うラインがあると思う。

工程短縮効果 △ ・３次規制対応と大きく変わらない。

２.本工事における創意工夫

○本工事では３次規制対応バックホウと４次規制対応バッ

■ハイブリッドバックホウの燃費比較！

品質向上効果 △ ・３次規制対応と大きく変わらない。

安全性向上効果 △ ・３次規制対応と大きく変わらない。

・今回の燃費比較では、３次規制・４次規制ともに
10 000m3程度の施工量であったが 施工量がもっ○本工事では３次規制対応バックホウと４次規制対応バッ

クホウによる燃料消費量(実績値)の比較を独自に実施。
○４次規制対

応バックホ
ウにより

その他

10,000m 程度の施工量であったが、施工量がもっ
と多ければコスト縮減効果も得られたと思う。

・今回は盛土工事であったが、切土であればもっとコ
スト縮減につながるはずである。

・４次規制対応バックホウはまだ新しく、道内に出回っ
ている数は少ない印象を受けたが 入手しにくいこと

 約２０％向上！ 

4 次規制対応バックホウ 3 次規制対応バックホウ

４.現場代理人の声

ウにより、
更なる燃費
向上効果(約
20％向上）
が得られる

ている数は少ない印象を受けたが、入手しにくいこと
はなかった。

16.0

18.0

20.0

燃費(L/H)

平均燃費(実績値)： 
12.3 L/h

平均燃費(実績値)： 
15.3 L/h

：燃費（L/H）

○「CO2削減量にこだわらない対
策として、自転車による移動、
バイオトイレ、事務所壁面緑化、
環境標語の募集・表彰などにも

が得られる
ことを確認。

12.0

14.0

イブリ ド 積極的に取り組みました。」

現場代理人：神藤直樹 氏
（岩倉建設株式会社）

8.0

10.0
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ハイブリッド
バックホウの

燃費比較
（実績値）



No. 16 名称 ハイブリッド機械の導入 
種類 機械選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

バックホウ等の作業機械をハイブリッド仕様に変更

することにより、燃料消費量を低減し、CO2排出量を削

減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で検討可能な取組である。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コ

スト削減が期待される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検

討を行うことにより、CO2削減効果を高めることがで

きる。 

CO2削減量の算出例 

【地山の掘削積込でバックホウ(0.8m3)をハイブリッド化した場合】 

対策前：5000 m3×36 L/100 m3＝ 1,800L 

対策後：5000 m3×27 L/100 m3 ＝ 1,350 L 

CO2削減量 ＝（1,800－1,350）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲1,179㎏-CO2 

 

 

算定条件  

・作業量：5,000 m3 
・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L① 
・100 m3あたり燃料消費量 

（地山の掘削積込）対策前：36 L/100m3② 対策後：27 L/100m3② 
※ハイブリッドバックホウの燃料消費量は通常バックホウの75% 
 （現場で使用した機種のカタログ値から採用） 
 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 
 
②100 m3あたり燃料消費量 

（地山の掘削積込） 

 対策前：36L/100m3 

対策後：27L/100m3 

 ※現場での実績値、土木工事標

準積算基準書、カタログ値等

より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：22工事、H24：43工事、H25：60工事、H26：53工事 

【CO2削減量】H23：28,821kg-CO2、H24：108,888kg-CO2、H25：122,490kg-CO2、H26：82,234kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ハイブリッドバックホウの導入 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 -2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=50



１.工事の概要
工事名：石狩川改修工事の内 晩翠遊水地南9線周囲堤工事
発注者：札幌開発建設部 千歳川河川
発注者：事務所
受注者：株式会社玉川組
工事概要：晩翠遊水地で行った軟弱
地盤の盛土工事である。真空圧密ドレー
ンと盛土を合わせた工法で施工した。

２.本工事における創意工夫

○工事関連データをiPadに格納し、現
場での図面確認やテレビに映しての
プレゼン等に活用した。図面等の印
刷代や持ち運びの手間が削減された。

○H26北海道開発技術研究発表会で「タブレット端末を利
用した情報共有について」として発表（共同執筆）した。

○ICT対応のMG（マシンガイダンス）型バックホウ、AIS
（オートアイドリングストップ）機能付バックホウを採
用し、施工精度の向上・CO2排出量の削減を図った。

生産性向上の取組事例 ③石狩川改修工事の内 晩翠遊水地南9線周囲堤工事

４．現場代理人の声
○「i-Construction やCIMの活用が、環

境負荷等につながると考えています。
会社ではISO14000 シリーズを取得
し、環境負荷低減等の取組を提案して
います。」 現場代理人：谷口 武俊

（株式会社玉川組）

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○

・iPad活用で紙・印刷に伴うCO2が削減された。
・AIS機能付バックホウで燃費が2割ほど向上し、
CO2排出量が削減された。

・LED照明の採用でCO2の削減を図った。

コスト縮減効果 ○

・iPad活用で印刷代が削減された。
・AIS機能付バックホウのリース代は高いが、長
期間使用することで燃料使用量が削減し、
全体の工事コストが削減できた。

・MG型バックホウの土砂撹拌において、補助
作業員が不要となり、人件費を削減できた。

工程短縮効果 △ ・工期は従来と同程度と考えられる。

品質向上効果 ○
・MG型バックホウで土砂攪拌を行うことによっ
て、品質・施工効率の向上を図った。

安全性向上効果 ○
・MG型バックホウで補助作業員を減らすことが
でき、接触事故等のリスクが減った。

その他
・軟弱地盤の盛土であり、盛土の動態観測を行い、そ
の結果を踏まえて施工した。

札幌 治水 土木

札幌開発建設部HPより

晩翠
遊水地

千歳川

■ iPad活用によるペーパーレス化

■ MG型バックホウ、AIS機能付バックホウの採用

MG型
バックホウ

AIS機能付
バックホウ



アイドリング
ストップ機能
付きのバック
ホウ 

No. 24 名称 
低燃費重機の利用 
（バックホウ） 

種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場で使用する作業機械を低燃費型のものにすること

により、燃料消費量を低減し、CO2排出量を削減する。 

バックホウについては従来よりアームスピードを高速

化した作業効率の良いものやアイドリングストップ機能

付きのものに変更する取組が行われている。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果

が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討を 

行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

CO2削減量の算出例 

【地山の掘削積込でアイドリングストップ機能付きバックホウを使用し

た場合】 

対策前：5000 m3×36 L/100 m3＝ 1,800L 

対策後：5000 m3×29 L/100 m3 ＝ 1,450 L 

CO2削減量 ＝（1,800－1,450）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲917㎏-CO2 

 

算定条件  

・作業量：5,000 m3 
・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L① 
・100 m3あたり燃料使用量 

（地山の掘削積込）対策前：36 L/100m3② 対策後：29 L/100m3② 
※アイドリングストップ機能付きバックホウの燃料消費量は 

通常バックホウの80% 
 （現場で使用した機種のカタログ値から採用） 
 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 
 
②100 m3あたり燃料消費量 

（地山の掘削積込） 

対策前：36L/100m3 

対策後：29L/100m3 

※現場での実績値、土木工事標

準積算基準書、カタログ値等

より算出 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：5工事、H25：42工事、H26：54工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：8,073kg-CO2、H25：98,708kg-CO2、H26：63,248kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

低燃費重機の利用（バックホウ） 

高作業効率型
のバックホウ

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=43



１ 工事の概要

環境家計簿の取組事例 ②妹背牛地区 山2線工区 区画整理工事札幌 農業 土木

３ 生産性向上効果（低燃費発電機・重機の利用）１.工事の概要
工事名：妹背牛地区 山2線工区 区画整理工事
発注者：札幌開発建設部 深川農業開発事務所
受注者：極東・北興経常建設共同企業体
工事概要：妹背牛地区における圃場整備の一環として 整

３.生産性向上効果（低燃費発電機 重機の利用）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・発電機で燃料消費量を低減し約２4％削減。
・重機で燃料消費量を低減し約20％削減。工事概要：妹背牛地区における圃場整備の 環として、整

地工、農道工、用・排水路工などを実施。妹背牛地区は地
下水位が高く軟弱地盤対策・排水対策が求められていた。
また、作付が始まる5月末までに終了させる必要があった。

重機で燃料消費量を低減し約20％削減。

コスト縮減効果 ○ ・燃料消費量の低減でコスト縮減効果の得られる。

工程短縮効果 ○ ・アームスピードの速いバックホウ採用で短縮。

品質向上効果 ○
・本施工で採用した機種はブレードが安定しており

２本工事における創意工夫

■低燃費発電機の利用 （オイルフェンス一体型発電機）
【KT-090071-V】

品質向上効果 ○
仕上げ作業が確実に実施された。

安全性向上効果 △ ・従来技術と同程度。

○常時稼働のポンプ用（排水用

■低燃費重機の利用 （低燃費型の不整地運搬車を採用）

■HIOSⅢ搭載油圧ショベル 【SK-110002-V】
４.現場代理人の声/監督員の評価
○「厳しい現場条件の中でも創意工夫を行ったことで、

CO2削減や工程短縮効果が得られたのだと思います」
（監督員：藤井幸基主任）常時稼働 用（排水用

1台、ウェルポイント用12台）
の発電機として低燃費型（燃
費:10.2L/h）を採用。

○従来型（燃費:191L/日）より

（監督員 藤井幸基主任）
○「常に新しいCO2削減対策を取り入れようと意識が

高まりました。」（能代芳浩工事部長）

オイルフェンス一体型発電機（燃 ）
も燃費のよい全旋回式不整地
運搬車（燃費:153L/日）を採
用。

○工期短縮のためアームスピード

オイルフェンス一体型発電機

の速いバックホウを採用し、燃
費消費量が抑制され CO2削減
及び工期短縮に貢献。

左：現場代理人 能代芳浩工事部長
右：古川廣伸専務取締役

（極東建設株式会社）
全旋回式不整地運搬車

藤井幸基主任
（現岩見沢農業事務所）



バックホウ 0.8m3 

バックホウ1.4m3

No. 15 名称 機械の大型化 
種類 機械選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

リース機械や手持ち機械の調達調整を行い、作業機械を大型化

することで作業効率を向上させ、重機の稼働時間を短縮すること

によりCO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で検討可能な取組である。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コスト削減が

期待される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。一方で小規模な作業に大

型機械を使用すると余分な掘削埋戻が発生することがある。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討を行う

ことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

CO2削減量の算出例 

【地山の掘削積込、運搬でバックホウを0.8 m3→1.4 m3に変更した場合】

対策前：5000 m3×（36＋235.6）L/100 m3＝ 13,580L 
対策後：5000 m3×（33.6＋205.2）L/100 m3 ＝ 11,940 L 

CO2削減量 ＝（13,580－11,940）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲4,297㎏-CO2 

 

算定条件  

・作業量：5,000 m3 

・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L
① 

・100 m3あたり燃料消費量② 

（地山の掘削積込）対策前36 L 対策後33.6 L 

（運搬）     対策前235.6 L 対策後205.2 L  

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 
 
②100 m3あたり燃料消費量 

（地山の掘削積込） 

対策前：36L 

対策後：33.6L 

（運搬） 

対策前：235.6L 

対策後：205.2L 

 ※現場での実績値、土木工事標

準積算基準書、カタログ値等

より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：10工事、H24：8工事、H25：取組実績なし、H26：8工事 

【CO2削減量】H23：26,989kg-CO2、H24：36,015kg-CO2、H25：取組実績なし、H26：10,485kg-CO2 

 

  



No. 27 名称 エンジン出力調整機器の使用 
種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場で使用する作業機械に、自動制御装置を取付け、

機械のエンジン出力調整を図ることで燃料消費量を低減

し、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・1工事あたりの平均 CO2削減量が大きく、高い実施効

果が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期

待される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前 

エンジン出力 100%稼働 

 燃料消費量：25.9×8×50＝10,360L 

対策後 

エンジン出力 70%稼働 

 燃料消費量：18.5×8×50＝7,400L 

CO2削減量 

(10,360－7,400)×2.62＝7,755 kg-CO2 

 

【算定条件】 

 燃料消費量（100％出力）：25.9L/h （メーカー値） 

 燃料消費量（70％出力）：18.5L/h （メーカー値） 

 日当たり稼働時間：8h 

 稼働日数：50 日 

CO2排出係数（軽油）：2.62 kg -CO2/ L 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H25：1 工事、H26：4 工事 

【CO2削減量】H25：7,663 kg-CO2、H26：5,269 kg-CO2 

 

 

 

 

  



No. 28 名称 
エンジン出力制限カバー 

（eco-8）の導入 

種類 機械選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

一般に使用されているバックホウのアクセル部に

eco-8 カバーを取付け、出力約 80％の位置でアクセルを

止めることにより、燃料消費量を低減させ CO2排出量を削

減する。 

【特徴・留意点等】 

従来のバックホウ作業では、アクセルを全開（エンジ

ン出力 100％）にした作業が多かったが、エンジン出力制

限カバー（eco-8）はアクセルを全開にした際、エンジン

出力を約 80％程度に抑えて作業する。カバー式なので一

般に販売されているほとんどのバックホウに、容易に装

着できる。 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  3,200 m3 × 0.62 L/m3 = 1,984 L 

  1,984 L × 2.62 kg-CO2/L = 5,198 kg-CO2 

・施工量：3,200 m3 

・燃料消費量（対策前）： 62 L/100m3 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L 

対策後  3,200 m3 × 0.55 L/m3 = 1,760 L 

  1,760 L × 2.62 kg-CO2/L = 4,611 kg-CO2  

・施工量：3,200 m3 

・燃料消費量（対策後）： 55 L/100m3 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L 

CO2削減量  5,198 –4,611 = 587 kg-CO2 

 

※NETIS 登録番号：CG-100005-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62 kg-CO2/L 

 

②100m3 あたり燃料消費量 

 対策前：62L/100m3 

 対策後：55L/100m3 

※現場での実績値、土木工事

標準積算基準書、カタログ値

等より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：1 工事 

【CO2削減量】H26：585 kg-CO2 

 

取付前 取付後



No. 2 名称 厳格な施工管理 
種類 工法選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

厳密な施工管理により、掘削等の施工精度を上げて施

工することにより、掘削土量の低減を図り、CO2排出量

を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で取り組み可能であり、今後の普及拡大が

期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コ

スト削減が期待される。 

・施工計画段階における十分な施工精度の検討、施工時

の施工精度向上が必要である。 

CO2削減量の算出例 

【掘削・埋戻しの事例（余掘り及び埋め戻しを＋30mm→0mmとし、掘削土

量を低減した場合）】 

対策前：2436 m3×（50＋72） L/100 m3 ＝ 2972 L 
対策後：2400 m3×（50＋72） L/100 m3 ＝ 2928 L 

 

CO2削減量 ＝（2972－2928）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲116㎏-CO2 

 

算定条件  

・CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L
① 

・100 m3あたり燃料消費量② 床堀 50 L/100 m3、埋戻 72 L/100 m3 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②100 m3当たり燃料消費量 

床堀  50 L/100 m3 

埋戻  72 L/100 m3 

 ※現場での実績値又は土木工

事標準積算基準書等より算

出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：2工事、H24：5工事、H25：取組実績なし、H26：1工事 

【CO2削減量】H23: 299kg-CO2、H24: 442kg-CO2、H25：取組実績なし、H26：482kg-CO2 

  

掘削・埋戻しの厳格な施工管理 



１.工事の概要
工事名：稚内港岸壁改良工事
発注者：稚内開発建設部 稚内港湾事務所
受注者：安田建設株式会社
工事概要：稚内港の岸壁拡幅工事であり、老朽化した岸壁
の整備を行った。古い岸壁を一部解体、海底から4m 分を
水中コンクリートにより腹付け、その上に直立消波ブロッ
クを2 段積みして、背後に舗装コンクリートを打設した。

２.本工事における創意工夫

○旧岸壁の解体時に、吸い出しによ
る路盤材の流出を防ぐため、残土
を大型土のうとして再利用した。

○使用後、裏込め材として流用した。
場外への搬出が無くなり、運搬コ
スト、CO2排出量が削減された。

○ソーラーパネル付き電光表示板、現場・事務所でのLED
照明の利用により、CO2排出量の削減を図った。

■残土の再利用（工事中：大型土のう 供用時：裏込め材）

生産性向上の取組事例 ②稚内港岸壁改良工事

４.現場代理人の声
○「情報化施工、防雪養生や耐寒剤による

品質管理に注目しています。会社として、
ISOに基づいた環境負荷の低減に取り組
んでいます。」

現場代理人：若松 修司
（安田建設株式会社）

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○

・残土を裏込め材として場内再利用することで、
場外搬出に伴うCO2排出量が削減された。

・ソーラーパネル、LED照明の利用によってCO2

排出量が削減された。

コスト縮減効果 ○

・残土を裏込め材として場内再利用することで、
場外搬出に伴う運搬コストが削減された。

・LED照明のリース代は割高だが、長期間使用
することによって、電気代の削減により全体的
なコスト削減が期待できる。

工程短縮効果 △ ・工期は従来と同程度と考えられる。

品質向上効果 △ ・品質は従来と同程度と考えられる。

安全性向上効果 △ ・安全性は従来と同程度と考えられる。

その他
・施工箇所背後に施設（トラックスケール）があって工
事に使用することができず、限られた範囲での作業
となったため、安全等に十分配慮した。

稚内 港湾 土木

■ソーラーパネル、LED照明の利用

LED照明（現場利用） LED照明（事務所利用）

大型土のう
（中に残土）



No. 10 名称 脱水ケーキの再利用 
種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

土工現場において、濁水処理施設より排出された脱水ケーキを現場内

で再利用することにより、運搬距離を短縮し、燃料（軽油）使用量の低

減を図り、CO2排出量を削減する。 

 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果が期待される。 

・再利用量が多いほど、運搬に係る燃料コスト削減が期待される。 

・脱水ケーキを有効利用することで、廃棄物量の削減につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

【脱水ケーキを埋戻盛土材料として再利用した場合】 

対策前：運搬回数：（50m3÷6 m3）＝ 9回 

燃料使用量：9回×（32×2）㎞÷2.5㎞/L＝ 230L 

対策後：運搬回数：（50m3÷6 m3）＝ 9回 

燃料使用量：9回×（0.1×2）㎞÷2.5㎞/L＝ 1L 

 

CO2削減量 ＝（230－1）L ×2.62kg-CO2/L ＝ ▲600㎏-CO2 

 

算定条件  

・汚泥発生数量 50m3 

・運搬距離(片道) 

対策前(発生現場～産廃処理場)：32km 

対策後(発生現場～盛土場)：0.1km 

・10tダンプ運搬量 6 m3／台 ※現場での実績値 

・CO2排出係数(軽油)  2.62kg-CO2/L
① 

・10tダンプ燃料消費量 2.5km/L ※平均時速30km/hの場合 

 （30km/h÷12L/h②＝2.5km/L） 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②10tダンプ燃料消費量 

12L/h 

 ※建設機械等損料表(北海道補

正版)より 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：3工事、H24：取組実績なし、H25：1工事、H26：2工事 

【CO2削減量】H23：26,530kg-CO2、H24：取組実績なし、H25：348kg-CO2、H26：250kg-CO2 

  

濁水処理施設 

脱水ケーキ 



１.技術の概要
技術名称：ダンプトラックの大型化
適用工種：運搬
キーワード：環境、コスト縮減・生産性の向上、

公共工事の品質確保・向上
技術概要：
○通常より大型のダンプトラックを採用することで、運搬
1回当たりの燃料消費量、CO2排出量は多くなるが、運
搬量当たりの燃料消費量、CO2排出量は少なくなる。

○車両重量等によっては通行禁止区間も出てくることから、
運搬経路に十分配慮が必要となる。

○平成28年度の環境家計簿では、「湧別川・渚滑川維持工
事の内 河道内樹木伐採外工事」において採用。

３.CO2削減量の試算例

対策前：
3,184 m3 ÷ 4 m3 × 9.5 km × 2
÷ 9.51 km/L × 2.62 kg-CO2/L
＝ 4,167 kg-CO2

対策後：
3,184 m3 ÷ 20 m3 × 9.5 km × 2
÷ 6.00 km/L × 2.62 kg-CO2/L
＝ 1,321 kg-CO2

CO2削減量：
4,167 kg-CO2 － 1,321 kg-CO2 

＝ 2,846 kg-CO2

２.生産性向上効果

■⑤ダンプトラックの大型化

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・運搬1回当たりのCO2排出量は多くなるが、運
搬量当たりではCO2排出量は少なくなる。

コスト縮減効果 ○
・運搬量当たりの燃料消費量が少なくなること
から、燃料費が縮減される。

工程短縮効果 ○ ・運搬量当たりの運搬時間は短くなる。

品質向上効果 △ ・品質は従来技術と同程度と考えられる。

安全性向上効果 △
・道路を通る回数が減ることで、事故等のリスク
が軽減する一方、大型車の方が重大事故に
繋がる可能性が高いと考えられる。

周辺環境への
影響

△
・道路を通る回数が減ることで、環境負荷が軽
減する一方、大型車の方が騒音等の走行1
回当たりの環境負荷は大きいと考えられる。

大型ダンプトラックでの運搬例

【入力値】
3,184 m3：運搬搬出量
9.5 km：運搬距離（片道）
4m3：2ｔダンプ積載量（対策前）
20m3：10ｔダンプ積載量（対策後）
9.51 km/L：

2ｔダンプ燃料消費量（対策前）
6.00 km/L：
10ｔダンプ燃料資料量（対策後）

【係数】
2.62 kg-CO2/L：CO2排出係数

（軽油）



現場での 
再利用により
運搬量削減 

No. 1 名称 残土（建設発生土）再利用の徹底 
種類 工法選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

残土（建設発生土）を現場内で再利用することにより残土運搬量

を削減し、運搬にかかる燃料消費量の低減により、CO2排出量を削減

する。 

【特徴・留意点等】 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コスト削減が期

待される。 

・残土を施工材料として利用することで、材料購入のコスト削減が

期待される。 

・廃棄物である残土を有効活用することで、現場作業員の建設副産

物利用の意識向上につながる。 

CO2削減量の算出例 

【運搬残土量が600m3→300m3に削減された場合】 

対策前：｛（600 m3÷6 m3）×(10×2)km｝÷2.5km/L ＝ 800 L 
対策後：｛（300 m3÷6 m3）×(10×2)km｝÷2.5km/L ＝ 400 L 

CO2削減量 ＝（800－400）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲1,048㎏-CO2 

 

算定条件  

 ・運搬残土量: 対策前 600m3、対策後 300m3 

・残土運搬距離： 10㎞ 

・10tダンプ運搬量 6 m3／台 ※現場での実績値 

・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L
① 

・10tダンプ燃料消費量 2.5km/L ※平均時速30km/hの場合 

 （30km/h÷12L/h②＝2.5km/L） 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②10tダンプ燃料消費量 

12L/h 

 ※建設機械等損料表(北海道補

正版)より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：3工事、H24：3工事、H25：1工事、H26：9工事 

【CO2削減量】H23: 295kg-CO2、H24: 14,933kg-CO2、H25: 13,753kg-CO2、H26: 205,281kg-CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 12 名称 
運搬経路の短縮 

（残土、廃棄物、雪等の搬出の調整） 

種類 運搬計画の変更 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

残土（建設発生土）、廃棄物を場外に運搬する際や冬季に排雪を

行う際に、より近い処分地や再利用地、排雪場の利用、運搬ルート

の 適化等により、運搬にかかる燃料消費量を低減することでCO2

排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で検討可能な取組である。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コスト削減が

期待される。 

・施工計画段階で処分地や運搬ルートについて十分な検討を行うこ

とにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

【残土運搬距離が20㎞→10kmに短縮された場合】 

対策前：運搬回数：1,000 m3÷6 m3 ＝ 167回 

燃料使用量：167回×(20×2)km÷2.5km/L ＝ 2,672 L 
対策後：運搬回数：1,000 m3÷6 m3 ＝ 167回 

燃料使用量：167回×(10×2)km÷2.5km/L ＝ 1,336 L 

CO2削減量 ＝（2,672－1,336）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲3,501㎏-CO2 

 

算定条件  

 ・運搬残土量：1,000m3 

・残土運搬距離：対策前20㎞ → 対策後10㎞ 

・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L
① 

・ダンプ運搬量 6 m3／台 ※現場での実績値 

・10tダンプ燃料消費量② 2.5km/L ※平均時速30km/hの場合 

 （30km/h÷12L/h②＝2.5km/L） 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②10tダンプ燃料消費量 

12L/h 

 ※建設機械等損料表(北海道補

正版)より 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：10工事、H24：9工事、H25：5工事、H26：6工事 

【CO2削減量】H23：65,055kg-CO2、H24：22,131kg-CO2、H25：20,310kg-CO2、H26：10,592kg-CO2 

 

  

より近い処分地の利用

運搬ルートの最適化 

運搬距離の短縮 

冬季は排雪運搬
距離を短縮する
ケースもあり



No. 13 名称 骨材運搬管理システム 
種類 運搬計画の変更 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

骨材運搬用ダンプトラックに情報読書き可能距離1m

程度である2.45GHz帯のRFID（非接触式電子的情報交換

システム）を搭載し、情報伝達機能（骨材の種別、運搬

時間等）で骨材運搬を管理するシステムである。このシ

ステムにより各設備付近での待機時間を短縮し、骨材運

搬のサイクルタイム減少を図り、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・骨材の種別、運搬時間等の情報をシステム上で管理す

ることにより、人為ミスの低減につながる。 

・骨材運搬のサイクルタイムが短縮されるため、施工時

間の短縮につながる。 

・骨材運搬量が多いほど、高いCO2削減効果、燃料コスト

削減が期待されるため、導入にあたっては施工計画段

階における十分な検討が重要である。 

 

CO2削減量の算出例 

【骨材運搬管理システムによるサイクルタイム短縮の事例】 

骨材運搬時間 

対策前（当初計画時、当該システムを用いない場合のサイクルサイムによ

る）1,879時間  

対策後（実績時間、当該システムを採用した現場の実績） 

        1,751時間 

当該システム採用により削減された待機時間 

 ＝1,879時間 － 1,751時間 ＝ 128時間 

CO2削減量 ＝128時間 × 60分 ÷ 15分／kg-CO2＝ ▲ 512㎏-CO2 

 

算定条件  

・1kg-CO2を排出するアイドリング時間 15分 

 （60min/h÷(1.5L/h②×2.62 kg-CO2/L
①)≒15min） 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②ダンプトラックのアイドリン

グ時燃費 

  1.5L/h 

※「絵で見る省燃費運転マニュ

アル(一社)日本建設業連合

会」より引用 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：1工事、H24：1工事、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H23：512kg-CO2、H24：33,000kg-CO2、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

 

  

骨材運搬管理システムによる情報伝達 

IC タグ 

通信装置



No. 26 名称 低燃費重機の利用（不整地運搬車） 
種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場で使用する作業機械を低燃費型のものに変更す 

ることにより、燃料消費量を低減し、CO2排出量を削減 

する。 

不整地運搬車については全旋回式のものに変更する 

ことで方向転換時の運転量を削減し、燃料消費量を削減 

することが可能である。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効 

果が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待

される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討を 

行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

CO2削減量の算出例 

【ほ場内残土の運搬に全旋回式の不整地運搬車を利用した場合】 

対策前： 従来型不整地運搬車 115L/日×8日 ＝ 920L 

対策後： 全旋回式不整地運搬車 80L/日×8日 ＝ 640L 

CO2削減量 （920－640）L×2.62kg-CO2＝ ▲733㎏-CO2 

 

算定条件  
・稼働日数 8日 
・不整地運搬車の燃料消費量 

従来型不整地運搬車 115L/日 
全旋回式不整地運搬車 80L/日 
※燃料消費量は現場の実績やカタログ値等から採用 

・CO2排出係数(軽油) 2.62kg-CO2/L
① 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 
 
 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：1工事、H25：12工事、H26：14工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：91,549kg-CO2、H25：236,510kg-CO2、H26：34,823kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

  

低燃費重機の利用（不整地運搬車）

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=8



１ 工事の概要

環境家計簿の取組事例 ②函館新外環状道路 函館市 桔梗舗装工事

３ 生産性向上効果

函館 道路 鋪装

１.工事の概要
工事名：函館新外環状道路 函館市 桔梗舗装工事
発注者：函館開発建設部 函館道路事務所
受注者：伊藤アス・ツバメ経常ＪＶ
工事概要：函館新外環状道路における舗装新設工事及び周

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○ ・ICT施工化により、約37％の削減。

・本工事では モータグレーダの施工面積が工事概要：函館新外環状道路における舗装新設工事及び周
辺交差点の車線増加工事など。本工事区間では、改良工事、
電気工事など計11の工事が発注されていたため、全体の工
程調整に伴う工程短縮等が求められていた。

コスト縮減効果 △

本工事では、モ タグレ ダの施工面積が
10,000m2程度であり、コスト的に見合わなかっ
たが、施工量が20,000m2を超えるとコスト的に
もメリットが出ると思う。

工程短縮効果 ○
・ICT施工により、当初計画30日の工程が、20日

２.本工事における創意工夫

○工程短縮効果 品質向上効果を期待して 本工事にICT

■ICT施工（モータグレーダ・ブルドーザ）

工程短縮効果 ○
に短縮した（10日間の短縮）。

品質向上効果 ○

・上層路盤のロス率は通常7～9％であるが、本
工事では5％程度に抑制できた。

・出来高管理測点だけでなく、全体的に凹凸のな
設計値通り 路盤が構築 きる○工程短縮効果、品質向上効果を期待して、本工事にICT

施工を導入。CO2の大幅削減にも寄与。
い設計値通りの路盤が構築できる。

安全性向上効果 ○
・補助作業員の配置が不要であるため、接触事
故等の危険リスク回避により安全性が格段に向
上した。

ＩＣＴ施工 （モータグレーダ） ＩＣＴ施工 （ブルドーザ）

その他

・ICT施工は一定の施工量が見込める新規工事には
向くが、改良工事、維持工事には向かない。

・故障などのトラブルが発生した場合には、従来機器
よりも対応に時間がかかることがある。

○ICT施工後のCO2削減量
４.現場代理人の声
○「現場の作業員を減らし、他の現場に

効率よく配置できるため、下請け業者

項 目 モータグレーダ ブルドーザ 合 計（削減率）

対策前 2 4 t-CO2 2 8 t-CO2 5 2 t-CO2
効率よく配置できるため、下請け業者
さんからもICT施工の導入をリクエス
トされることが多いです。」

現場代理人 竹内 学 技術部次長
（伊藤アスファルト建設株式会社）

対策前 2.4 t CO2 2.8 t CO2 5.2 t CO2

ＩＣＴ施工後 1.2 t-CO2 2.1 t-CO2 3.3 t-CO2

削減量 1.2 t-CO2 0.7 t-CO2 1.9 t-CO2（約37％）



１ 工事の概要

環境家計簿の取組事例 ④北海道横断自動車道 浦幌町 釧勝トンネル舗装工事

３ 生産性向上効果

帯広 道路 鋪装

１.工事の概要
工事名：北海道横断自動車道 浦幌町 釧勝トンネル舗装工事
発注者：帯広開発建設部 足寄道路事務所
受注者：地崎道路・川田工業経常建設共同企業体
工事概要：北海道横断自動車道の釧勝トンネルにおいてコ

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・対策前（12.5 t-CO2）に対し、対策後（6.3 
t-CO2）と約50％の削減。

工事概要：北海道横断自動車道の釧勝トンネルにおいてコ
ンクリート舗装工等を実施。釧勝トンネル内では計11工事
が発注されており、本工事の舗装工事の工程がクリティカ
ルパスであったため、工程短縮を検討する必要があった。 コスト縮減効果 ○

・自社所有機のため、リース代はなし。
・工程短縮に伴う燃料消費量の削減、施工
精度の向上による材料ロスのカットにより、コ
スト縮減効果が得られた。
材料は概ね当初設計数量内で収まり 生

２.本工事における創意工夫

○工程短縮のため 三次元マシンコントロ ルモ タグ

■三次元マシンコントロール モータグレーダ 【HK-030023-V】

・材料は概ね当初設計数量内で収まり、生コ
ンクリート等は材料のロス率はほとんどない。

工程短縮効果 ○
・ICT施工により、当初計画49日の工程が、
29日に短縮した（20日間の短縮）。

○工程短縮のため、三次元マシンコントロールモータグ
レーダ（自社所有）を使用。 品質向上効果 ○

・鋪装の基盤である路盤の仕上がりの向上に
より、鋪装（アスファルト・コンクリート）の平坦
性も向上。

安全性向上効果 ○
・周囲に補助作業員の配置を必要としないた

安全性が向 た

ＩＣＴ施工 （モータグレーダ）

安全性向上効果 ○
め、安全性が向上した。

その他
・初心者でも操作でき、熟練作業員不足を補える
反面、作業員の技術力低下にも留意が必要。

○ICT施工により工程を短縮
４.現場代理人の声
○「トンネル内は特殊な作業環境です

が、アイドリングストップ等を意識
的に行うことで みんなが気持ちよ

ＩＣＴ施工 （モ タグレ ダ）

的に行うことで、みんなが気持ちよ
く作業できるようになりました。」

現場代理人 笹島智貴 所長
（地崎道路株式会社）



No. 5 名称 
ICT 施工（情報化施工） 
マシンコントロール（MC）技術（モータグレーダ）

種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

ICT（情報通信技術）を利用し、生産性の向上 

や品質の確保を図ることを目的とした施工技術 

である。モーターグレーダによる路盤工等に適用 

することで、施工効率の向上、施工時間の短縮により、 

CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・1工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い 

実施効果が期待される。 

・施工の効率化により、施工時間が短縮される。 

・施工精度が向上し、品質確保につながる。 

・作業員の安全が確保され、建設機械による事故の 

減少につながる。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効果が向上 

する可能性がある。 

 

CO2削減量の算出例 

【マシンコントロール（ＭＣ）技術（モータグレーダ）の計算例】 
 

対策前：5.3L/100m2×18,600 m2  ＝ 986L 

対策後：3.2L/100m2×18,600 m2  ＝ 595L 

CO2削減量 ＝（986－595）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲1,024㎏-CO2 
 

算定条件  

・施工量：18,600m2 

・CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L
①  

・100m2あたり燃料使用量② 

従来：5.3L/100m2、 ICT施工：3.2L/100m2 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②100m2あたり燃料消費量 

 従来：5.3L/100m2 

 ICT施工：3.2L/100m2 

 ※現場での実績値、土木工事標

準積算基準書、カタログ値等

より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：8工事、H24：12工事、H25：2工事、H26：9工事 

【CO2削減量】H23: 21,415kg-CO2、H24:7,100kg-CO2、H25:2,284kg-CO2、H26:24,889kg-CO2 

 

  

モーターグレーダを用いたＩＣＴ施工 



１ 工事の概要 ３ 生産性向上効果（機械の大型化）

環境家計簿の取組事例 ①一般国道337号 当別町 トヨベリ舗装工事札幌 道路 舗装

１.工事の概要
工事名：一般国道337号 当別町 トヨベリ舗装工事
発注者：札幌開発建設部 札幌道路事務所
受注者：株式会社NIPPO
工事概要：当別バイパス事業のうち 当別町川下地区・美

３.生産性向上効果（機械の大型化）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○ ・工程短縮で総燃料消費量を低減し約３％削減。

工事概要：当別バイパス事業のうち、当別町川下地区・美
登江地区における側道及び本線の舗装工を実施。工事延長
は5,115mと長いため、通行規制等の影響を最小限にする
などの配慮が求められていた。

コスト縮減効果 ○ ・施工日数の減少でコスト縮減効果の得られる。

工程短縮効果 ○ ・当初計画5日の工程が、4日に短縮した。

品質向上効果 ○
・本施工で採用した機種はブレードが安定しており
仕 げ作業が確実 実施された

２.本工事における創意工夫

○工程を短縮し通行規制等の影響を最小限とするため

■機械の大型化 （モータグレーダ3.1m級を3.7m級に）

品質向上効果 ○
仕上げ作業が確実に実施された。

安全性向上効果 ○
・走行距離が短縮しており、事故発生の危険性も
低減した。

その他 ・情報化施工などは積極的に取り組んでもよい。
○工程を短縮し通行規制等の影響を最小限とするため、

モータグレーダの大型化を採用。
（3.1m級：17.6L/h,3.7m級：12.5L/h 

(株)NIPPO調べ）。
○大型化で走行距離が短縮 CO 削減

４.現場代理人の声/監督員の評価
○「3.7m級は操作性がよく、リース市場でも普及してる

他 情報化施 積極的 取り組 。

○大型化で走行距離が短縮。CO2削減
効果に加え、工程が当初計画の5日
から4日に短縮。

ので、今後も同種工事において採用したいですね。」
（現場代理人:鳩澤工事主任）

○「工程短縮効果により利用者への影響も最小限となり、
非常に良い取り組みだったと思っています。」
（監督員 小川開発専門職）

■照明機能付き表示装置 【KT-060116-V】

3.1m級 3.7m級

○薄暮時の作業が多く、
照明機能付き表示装置
の採用により、通行者
や作業者の安全性が向

（監督員:小川開発専門職）
照明機 付 表示装置 【 】

左：現場代理人 鳩澤裕輔工事主任や作業者の安全性が向
上。

左：現場代理人 鳩澤裕輔工事主任
（株式会社NIPPO）

右：監督員 小川都子開発専門職
（札幌道路事務所）

出典）NETIS新技術情報提供システム



１.工事の概要
工事名：新千歳空港 Ａ滑走路外舗装改良工事
発注者：札幌開発建設部 千歳空港建設事業所
受注者：大成ロテック株式会社
工事概要：新千歳空港A滑走路の舗装打換えを中温化アス
ファルト混合物で施工した。加えて、B滑走路に向かう誘
導路の拡幅、A滑走路に向かう誘導路の表層打換え、A、B
駐車場に入る右折レーンの設置を行った。

生産性向上の取組事例 ⑤新千歳空港 Ａ滑走路外舗装改良工事

４.現場代理人の声
○「3工場の中温化アスファルト混合物を

使いましたが、同じ骨材、添加剤を使う
ように工夫しました。会社として、ハイ
ブリッド型バックホウ等の採用を進めて
います。」

現場代理人：古舘 隆哉
（大成ロテック株式会社）

２.本工事における創意工夫

○空港滑走路の舗装打換えのため、施工時の温度が低く、
施工後すぐ開放できる中温化アスファルト混合物を使用
した（一般的に約30分短縮）。

○レンタル日数に応じて植樹を行う、間
伐材利用の木製掲示板を採用した。

○ASPを導入して、打合せ回数や使用す
る紙資料の縮減を図った。

■即時開放のための中温化アスファルト混合物の採用

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○

・中温化アスファルト混合物は製造温度が低く、
CO2排出量の削減が期待できる。

・レンタル日数に応じて植樹を行う間伐材使用
の木製掲示板を採用した。

・ASPの導入で打合せ回数が減り、移動に伴う
CO2排出量が削減された。

コスト縮減効果 △
・中温化アスファルト混合物は、一般的なアス
ファルト混合物と比べて高い。

・時間短縮の効果で、コスト縮減の可能性がある。

工程短縮効果 ○
・中温化アスファルト混合物によって、開放まで
の時間を短縮できた（一般的に約30分短縮）。

品質向上効果 △ ・品質は従来と同程度と考えられる。

安全性向上効果 △ ・安全性は従来と同程度と考えられる。

その他
・夜間作業で施工した。FOD（異物による航空機の損
傷）対応として、施工後に滑走路に小石等が落ちて
いないか目視で点検した。

札幌 空港 土木

混合温度
（℃）

重油使用量
（リットル／ｔ）

CO2排出量
（kg-CO2/ｔ）

CO2削減率
（％）

160 7.5 20.3 0

130 6.0 16.3 20

110 5.1 13.8 32

重油使用量およびCO2排出量の削減率

出典）ウォームミックス技術資料（前田道路（株））

施工温度が低いとCO2
排出量も削減される。

■間伐材利用の木製掲示板、ASPの導入



No. 31 名称 中温化アスファルト混合物の使用 
種類 材料選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

通常のアスファルト混合物に比べて製造時の温度が20

～30℃低い中温化アスファルト混合物を使用することに

より、CO2排出量を削減する。 

 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果

が期待される。 

・CO2削減効果の他に、早期の交通解放が可能になるなど

施工性の効果もある。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効果が向上する

可能性がある。 

 

CO2削減量の算出例 

【中温化混合物の使用により製造温度が30℃低減される場合】 

対策前：6,700t×11.29 L/t＝ 75,643L 
対策後：6,700t×10.39 L/t＝ 69,613L 

CO2削減量 ＝（75,643－69,613）L ×2.76kg-CO2/L＝▲16,643㎏-CO2

 

算定条件  

・製造量：6,700t 

・CO2排出係数(重油)：2.76kg-CO2/L
① 

 ・アスファルト混合物製造時の1tあたり重油使用量 

通常混合物：11.29L/t②  中温化混合物：10.39L/t② 
 

 

①CO2排出係数(重油) 

  2.76kg-CO2/L 

 

 

②アスファルト混合物製造時の

1tあたり重油使用量 

 通常の混合物：11.29L/t 

中温化混合物：10.39L/t 

※製造プラントの実績値と試

験施工結果から算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：3工事、H24：1工事、H25：取組実績なし、H26：2工事 

【CO2削減量】H23：3,240kg-CO2、H24：10,097kg-CO2、H25：取組実績なし、H26：43,266kg-CO2 

  

中温化アスファルト混合物を用いた舗装 



No. 30 名称 振動タイヤローラの利用 
種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

従来のタイヤローラに比べ、タイヤの振動効果による

締固め力が向上し、所要の締固め効果を得るための転圧

回数が減ることで、燃料消費量を低減し、CO2排出量を削

減する。 

【特徴・留意点等】 

従来のタイヤローラに比べ、タイヤの振動効果による

締固め力が向上するため、比較的少ない転圧回数で所要

の締固め効果が得られる。 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  32,400 m2 × 0.0153 L/m2 = 496 L 

496 L × 2.62 kg-CO2/L = 1,300 kg-CO2 

・施工量（路盤面積×層数）：32,400 m2 

・燃料消費量（対策前）： 1.53 L/100m2② 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L 

対策後  32,400 m2 × 0.0140 L/m2 = 454 L 

454 L × 2.62 kg-CO2/L = 1,189 kg-CO2 

・施工量（路盤面積×層数）：32,400 m2 

・燃料消費量（対策後）： 1.40 L/100m2② 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L 

CO2削減量  1,300 –1,189 = 111 kg-CO2 

 

※NETIS 登録番号：KT-070017-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62 kg-CO2/L 

 

②100m2あたり燃料消費量 

 対策前：1.53L/100m2 

 対策後：1.40L/100m2 

※現場での実績値、土木工事

標準積算基準書、カタログ値

等より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：1 工事 

【CO2削減量】H26：114 kg-CO2 

 



１ 工事の概要 ３ 生産性向上効果（作業工程見直し）

環境家計簿の取組事例 ③一般国道232号 苫前町 力昼舗装修繕外一連工事留萌 道路 舗装

１.工事の概要
工事名：一般国道232号 苫前町 力昼舗装修繕外一連工事
発注者：留萌開発建設部 羽幌道路事務所
受注者：道路工業株式会社
工事概要：管内の5工区における切削・オーバーレイ工に

３.生産性向上効果（作業工程見直し）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○ ・トラックの空走距離短縮等で約70％削減。
工事概要：管内の5工区における切削・オ バ レイ工に
よる修繕工事。供用中の道路が対象で、工事延長は市街地
を含む4,845mと長く、路面切削後の現場開放時には一般
車両や歩行者の安全確保が求められていた。

コスト縮減効果 ○ ・トラックの空走距離短縮でコスト縮減。

工程短縮効果 ○ ・切削とオーバーレイ同日施工により工程短縮。

効 技 度
２.本工事における創意工夫

○路面切削～舗装工を一日で行うことで 効率的な作業が

■作業工程の見直し （切削とオーバーレイの同日施工）

品質向上効果 △ ・従来技術と同程度。

安全性向上効果 ○ ・切削による段差解消により安全性向上。

○路面切削～舗装工を一日で行うことで、効率的な作業が
可能となり施工期間が短縮。

○トラックの空走距離の短縮により、CO2排出量が削減
（従来工法と比較して約70％の燃料節約、1,773kg-

CO2の削減を達成）

４.現場代理人の声/監督員の評価
○「路面切削、クラック補修、アスファルト舗装舗設の3

工程を同時施工するため、施工関係者との綿密な連絡調
整が必要でした。」CO2の削減を達成）。

○現場開放時に段差が生じることはなく、粉じん飛散等の
心配もないことから、一般車両や通行人の安全性が向上。

整が必要でした。」
○「高低差が少なく同日施工に適した現場だったと思いま

す。工期短縮により、積雪前の11月中に工事が終了し良
かったと思います。」

廃材を積み込んだトラックは処分場に荷降ろしし、
合材を積んで舗設箇所へ移動合材を積んで舗設箇所へ移動。

路 剤散布 舗装工

現場代理人 岩澤伸哉代理人
（道路工業株式会社）合材を降ろしたトラックは切削廃材を再び積み込む。

空走距離を少なくし、総走行距離を短縮することによりCO2を削減。

左：監督員 高村由紀夫技官
右：伊藤啓史工務課長

（羽幌道路事務所）

路面切削 乳剤散布 舗装工



No. 3 名称 コンクリート打継目処理工法の工夫 
種類 工法選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

コンクリート打継目処理を、チッピングに代わりバキュ

ームブラスト工法等で行うことにより、廃棄物量とその運

搬回数を削減し、燃料の低減を図り、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で取り組み可能であり、今後の普及拡大が期

待される。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コスト

削減が期待される。 

・チッピング処理を行わないため、廃棄物量の削減、騒音

や粉じんの低減につながる。 

 

CO2削減量の算出例 

【バキュームブラスト工法を採用した場合】 

対策前：運搬回数 96 m3/4 m3 ＝ 24回 

対策後：運搬回数 16 m3/4 m3 ＝  4回 

 

CO2削減量 ＝（24-4）回 ×30㎞÷3.0km/L×2(往復分) 

×2.62kg-CO2/L＝ ▲1,048㎏-CO2 

 

算定条件  

・電動ピックはつり量 96 m3 

・バキュームブラスト研掃量 16 m3 

・運搬距離 30km 

・運搬車積載量 4 m3／台 ※現場での実績値 

・CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L
① 

 ・運搬車燃料消費量 3.0km/L② 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②運搬車燃料消費量 

3.0km/L 

 ※カタログ値 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：2工事、H24：5工事、H25：2工事、H26：9工事 

【CO2削減量】H23: 41kg-CO2、H24: 321kg-CO2、H25: 63kg-CO2、H26: 1,217kg-CO2 

  

バキュームブラスト工法による 
コンクリート打継目処理 



上屋システム
の利用 

No. 9 名称 
防寒養生（雪寒仮囲い）の工夫（上屋 

システムの利用、高保温性シートの敷設等）

種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

寒中コンクリート施工時の防寒養生において、雪寒

仮囲いの屋根材に上屋システムを利用したり、内部に

高保温性シートを敷設したりすることにより熱損失

量を抑え、保温のための燃料使用量を低減することで

CO2 排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・寒冷地である北海道では、実施機会が多いため普及

拡大が期待され、実施によるCO2削減効果も大きいと

考えられる。 

・作業量が多いほど、高いCO2削減効果、燃料コスト削減が期待され

るため、導入にあたっては計画段階における十分な検討が重要であ

る。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効果が向上する可能性がある。 

 

CO2削減量の算出例 

【屋根材にシート類の代わりに上屋システムを採用した場合】 

単位面積あたりの熱損失の抑制量： 

(8.60 - 7.52) kcal/ m2･h･℃×10℃×72h ＝ 777.6kcal/ m2 

熱損失の抑制量の合計：777.6kcal/ m2×5,249.11 m2 ＝ 4,081,708kcal

燃料削減量：4,081,708kcal/27,000kcal/h×4L/h =605L 

CO2削減量 ＝605L ×2.50kg-CO2/L ＝ ▲1,513㎏-CO2 

 

算定条件  
・熱損失係数 シート類①：8.6 kcal/ m2･h･℃ 

 上屋システム：7.52 kcal/ m2･h･℃ 
       ※上屋システムは現場毎の実績による値を使用 
・ヒーター発熱量 27,000 kcal/h、ヒーター燃料消費量 4L/h 
 ※カタログ値から採用 
・屋根部総面積 5,249.11 m2、内外の気温差 10℃、養生時間72時間 
・CO2排出係数(灯油) 2.50kg-CO2/L

② 
 

①熱損失係数 

シート類：8.6 kcal/ m2･h･℃ 

※「寒中コンクリート施工指

針・同解説」（日本建築学会）

から引用 

 

②CO2排出係数(灯油) 

  2.50kg-CO2/L 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：9工事、H24：4工事、H25：2工事、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H23: 8,133kg-CO2、H24:12,361kg-CO2、H25:554kg-CO2、H26:取組実績なし 

  

防寒養生（雪寒仮囲い）の工夫

 

高保温シート
の利用 



１.工事の概要
工事名：一般国道229 号 泊村 茅沼橋上部工事
発注者：小樽開発建設部 岩内道路事務所
受注者：ドーピー建設工業株式会社
工事概要：泊村字茅沼村の玉川にか
かる一般国道229号の茅沼橋のPC
上部工の架け換え工事である。プレ
キャストセグメント主桁を採用した。

２.本工事における創意工夫

○設計図面の照査を踏まえて、
現場製作主桁からプレキャス
トセグメント主桁に変更し、
工期の短縮、現場作業の低減、
品質の向上を図った。

○主桁製作が現地から工場に変わることで、使用電力が発
電機から購入になり、CO2排出量が削減された。

○採用したプレキャストセグメント主
桁の設計でCIMを活用して「見える
化」（主桁定着部周りの干渉部等の
明確化）することで、施工精度を向
上し、手戻り作業が減少した。手戻
り作業の減少によって、CO2排出量
を削減した。

３.生産性向上効果

４.現場代理人の声
○「プレキャストセグメント主桁は、ライフ

サイクルコスト等の観点からも利点がある
と考えています。」

生産性向上の取組事例 ①一般国道229 号 泊村 茅沼橋上部工事

■現場製作主桁からプレキャストセグメント主桁への変更

現場代理人 棚田 尚宏
（ドーピー建設株式会社）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・主桁製作の電力が発電機から購入に変わる
ことでCO2排出量が削減された。

コスト縮減効果 △
・現場製作主桁よりプレキャストセグメント主桁
の方が資材コストとしては高くなった。

・冬期養生日数が減る分は、コスト減となった。

工程短縮効果 ○

・プレストレス導入強度発現の待ち時間が無く
連続架設が可能で、架設期間が短縮できた。

・架設期間の短縮により、冬期養生日数が減り
全体工程の短縮が図られた。

品質向上効果 ○

・主桁の設計基準強度が50N/㎜2と現場製作
と比べて高く、品質の向上が期待できる。

・水セメント比36%と現場製作と比べて低く、コ
ンクリートが緻密して耐久性が高くなった。

・鉄筋組立用架台を使用した鉄筋プレハブ化
による主桁配筋の施工精度の向上を図った。

安全性向上効果 ○
・現場製作に比べて、工期が短縮し、作業が
機械化されることで、危険作業が減った。

その他
・現地での主桁製作ヤード設備の設置・撤去作業が
不要となり、現場作業の手間が大幅に削減された。

・書類のペーパーレス、ASPの活用等も取り組んだ。

小樽 道路 土木

仮橋

茅沼橋

プレキャスト
セグメント主桁

■CIMによる主桁内部の「見える化」

支承アンカー
バーの定着体

横締め定着部



No. 8 名称 
作業工程の見直し（ドリルジャンボと
吹付機を一体とした運行回数の低減） 

種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

トンネル施工における、ドリルジャンボ（掘削工）とコ

ンクリート吹付機（支保工）を一体として施工することに

より、運行回数の低減を図り、CO2 排出量を削減する。 

 

【特徴・留意点等】 

・施工の効率化により、施工時間が短縮される。 

・作業量が多いほど、CO2削減効果、コスト削減が期待さ

れるため、導入にあたっては施工計画段階における十

分な検討が重要である。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効果が向上す

る可能性がある。 

CO2削減量の算出例 

対策前：運行回数 1,011×2台 ＝ 2,022回 

    運行距離 2,022回×1400m ＝ 2,831㎞ 

    稼働時間 2,831㎞÷6km/h ＝ 472h 

    電力消費量 5.0kWh/h×472h ＝ 2,360kWh 

対策前：運行回数 1,011×1台 ＝ 1011回 

    運行距離 1,011回×1400m ＝ 1,415㎞ 

    稼働時間 1,415㎞÷6km/h ＝ 236h 

    電力消費量 5.0kWh/h×236h ＝ 1,180kWh 

 

CO2削減量 ＝（2,360－1,180）kWh ×0.678kg-CO2/kWh＝ ▲800㎏-CO2

 

算定条件  

・NATM掘削のサイクル数 C=1,011サイクル 

・電車の平均運行距離 L=(1,340 + 60)÷2 = 700m  往復1,400m 

・CO2排出係数(電力)0.678kg-CO2/kWh
①  

・電車の走行速度     6km/h 

・電車のバッテリー消費量 5.0kWh/h 

 ※電車の走行速度、バッテリー消費量は現場の実績による 

 

①CO2排出係数(電力) 

  0.678kg-CO2/kWh 

 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：3工事、H24：取組実績なし、H25：2工事、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H23：2,401kg-CO2、H24：取組実績なし、H25：3,171kg-CO2、H26：取組実績なし 

  

コンクリート吹付機と支保工建込エレクタ
を一体としたトンネル施工 



No. 17 名称 
電動機械の利用 
（電動式バックホウを採用等） 

種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

作業機械をエンジン式から電動式に変更することにより、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・1工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待される。 

・トンネル内等で採用する場合は、作業環境の保持に有効である。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効果が向上する可能性がある。 

 

CO2削減量の算出例 

【トンネル内のアンダードレーンの施工（掘削）の際、バックホウ(0.1m3)

を電動式に変更した場合】 

対策前：476h×4.4 L/h  ＝ 2,094 L 

対策後：476h×11kwh/h ＝ 5,236 kWh 

CO2削減量＝（2,094L ×2.62kg-CO2/L）－（5,236 kWh ×0.678kg-CO2/kWh）

＝ ▲1,936㎏-CO2 

 

算定条件  

・アンダードレーン施工量：1,350 m 日施工量：40m/日 

 作業日数 1,350m÷40m/日＝34日  

機械稼働時間 34日 × 2方 × 7h/日 ＝ 476 h 
・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L

① 
・CO2排出係数(電力)：0.678kg-CO2/kWh

② 
・バックホウ燃料消費量 
対策前 0.1m3(平積)バックホウ 4.4L/h③ 

対策後 0.1m3電動式バックホウ 11kWh/h③ 
 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

③バックホウ燃料消費量 

0.1m3(平積)バックホウ 4.4L/h 

※建設機械等損料表(北海道補正 

版)より 

0.1m3電動式バックホウ 11kWh/h

※カタログ値より 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：1工事、H24：取組実績なし、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H23：1,390kg-CO2、H24：取組実績なし、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

  



地域と連携地域と連携した取組した取組事例

浄水汚泥と家畜ふん尿堆肥を活用した法面緑化

＜旭川市における浄水汚泥、家畜ふん尿堆肥を活用した法面緑化＞
◎石狩川上流域の河川の築堤は、砂と礫のみで構成される河道掘削土を使用しているため、植生の活着が悪くリン酸等の

栄養分も不足していました

地域と連携地域と連携した取組した取組事例

栄養分も不足していました。
一方、旭川市浄水場から発生する浄水汚泥は、粘土・シルトが主成分で植生の活着に優れ、有効な植生基盤となり、ま
た、酪農から大量に発生する家畜ふん尿はリン酸等の栄養分を含み、植生の栄養剤として有効な材料となります。
このことから、平成13年度から配合割合・発芽実験などの試験を順次行い、現地での施工実績を拡大してきました。
今後とも地域内リサイクルを推進していきます。今後 進 。

○浄水汚泥＋家畜ふん尿による法面緑化（旭川）

築堤の盛土材は、

法面植生工への利用

築堤の盛 材は、

・砂と礫のみで構成されてお
り、植生の活着が悪い。

・リン酸等の植生に必要な栄
養分が不足している。

浄水汚泥・家畜ふん尿堆肥
の混合資材

家畜ふん尿は、

浄水汚泥は、

・年間2,000m3発生しその処
分が問題。

・植生基盤に適した粘土・シ
ルトが主成分で植生の活 家畜ふん尿は、

・酪農に伴い大量に発生し、
その処分が問題。

・リン酸等の養分を豊富に含
む堆肥となり、植生基盤の
栄養分に最適。

ルトが主成分で植生の活
着が良い。

緑化状況

吹付状況



No. 4 名称 すき取り物の利用 
種類 工法選定の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

「すき取り物（草本類の根）」を、現場内で利用する

ことにより、廃棄物量とその運搬回数を削減し、燃料

使用量の低減を図り、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で取り組み可能である。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2削減に加え燃料コ

スト削減が期待される。 

・すき取り物を含む土は、有機物を多く含んでいるこ

と、既存植生の根や埋土種子を含むため地域の既存

植生の復元が期待できること等の理由から法覆基材

としての有効活用が期待される。 

CO2削減量の算出例 

【発生したすき取り物を現場内で利用した場合】 

対策前：運搬回数 400 m3/6 m3 ＝ 67回 

対策後：運搬回数 ＝0回（現場内利用のため） 

 

CO2削減量 ＝（67-0）回 ×28㎞÷2.5km/L×2(往復分) 

×2.62kg-CO2/L＝ ▲3,933㎏-CO2 

 

算定条件  

・すき取り物量 400 m3 

・運搬距離 28km 

 ・10ダンプ運搬量 6 m3／台 ※現場での実績値 

 ・CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L
①  

 ・10tダンプ燃料消費量 2.5km/L ※平均時速30km/hの場合 

  （30km/h÷12L/h②＝2.5km/L） 
 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②10tダンプ燃料消費量 

12L/h 

 ※建設機械等損料表(北海道補

正版)より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：2工事、H24：4工事、H25：14工事、H26：27工事 

【CO2削減量】H23: 679kg-CO2、H24: 3,035kg-CO2、H25: 31,514kg-CO2、H26: 194,844kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すき取り物の現場内利用 

-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=26

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 



No. 7 名称 
ICT 施工（情報化施工） 
マシンガイダンス（MG）技術（バックホウ）

種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

ICT（情報通信技術）を利用し、生産性の向 

上や品質の確保を図ることを目的とした施工 

技術である。バックホウによる攪拌作業等に 

適用することで、施工効率の向上、施工時間 

の短縮により、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・1工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い 

実施効果が期待される。 

・施工の効率化により、施工時間が短縮される。 

・施工精度が向上し、品質確保につながる。 

・作業員の安全が確保され、建設機械による 

事故の減少につながる。 

・技術革新により、将来的にはさらに削減効 

果が向上する可能性がある。 

 

 

CO2削減量の算出例 

【マシンガイダンス（ＭＧ）技術（バックホウ）の計算例】 
＜攪拌作業に適用した場合＞ 

対策前：27.5L/100m3×69,500 m3  ＝ 19,113L 

対策後：23.9L/100m3×69,500 m3  ＝ 16,611L 

CO2削減量 ＝（19,113－16,611）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲6,555㎏-CO2 
 

算定条件  

・施工量69,500m3 

 ・CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L
①  

・100m3あたり燃料使用量② 

従来：27.5L/100m3、 ICT施工：23.9L/100m3 

※ICT施工に比べ従来施工は約15％攪拌作業が重複 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②100m3あたり燃料消費量 

従来：27.5L/100m3 

ICT施工：23.9L/100m3 

※現場での実績値、土木工事標

準積算基準書、カタログ値等

より算出 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：6工事、H25：9工事、H26：9工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：4,544kg-CO2、H25：6,439kg-CO2、H26：23,979kg-CO2 

  

バックホウを用いたＩＣＴ施工 



地域と連携地域と連携した取組した取組事例

牛の放牧を活用した堤防除草

地域と連携地域と連携した取組した取組事例

＜牛の放牧を活用した堤防除草＞
◎これまで除草機械を使って行ってきた河川堤防の除草を、平成20年度から初めて牛の放牧を活用して行うこととしま

したした。
牛の放牧による堤防除草については、平成17年度から試験施工を実施し、堤防管理上問題がないことが確認できたた
め、豊頃町農協との連携により、十勝川ウツナイ築堤（３５千㎡）において全道で初めて実施しています。

◎また、全道の河川堤防の除草により発生する刈草については、情報を広く提供する「刈草バンク」を構築し、自治体・
農協・農家等へ無償提供し、地域内有効利用を図るとともに、コスト縮減に努めています。農協 農 等 無償提供 、 有 利用 、 減 。
この結果、平成25年度以降は刈草の100％利用が図られました。
今後も地域との連携を強化しつつ、資源の有効利用に努めていきます。

○刈草バンクによる地域内有効利用○牛の放牧による河川堤防の除草（十勝川ｳﾂﾅｲ築堤）

地域循環の促進へ

有効

利用

飼料として利用除草状況

CO2排出量の削減
廃棄物の飼料化 堤防法面の

廃棄

焼却処分

これまでは

CO2排出量の削減
地元産業への貢献 除草コストの縮減

刈草の堆肥化



１ 工事の概要

環境家計簿の取組事例 ③平成25年度(ゼロ国)江良漁港外１港西防波堤その他建設工事

３ 生産性向上効果

函館 水産 土木

１.工事の概要
工事名：平成25年度(ゼロ国)江良漁港外１港西防波堤

その他建設工事
発注者：函館開発建設部 函館港湾事務所
受注者：菅原・勇ＪＶ

３.生産性向上効果

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○

・しばらく稼動しないと自動的にエンジンの回転
数が低下し、燃料消費を抑制。

受注者：菅原・勇ＪＶ
工事概要：工事区域周辺には漁師などの民家が隣接してい
るため、騒音対策が求められていた。また、漁港内には魚
介類用の生簀が設置されているため、海水汚染には特に留
意する必要があった

CO2削減効果 ○
・燃料消費量の削減に伴い、CO2排出量も約
20％の削減。

コスト縮減効果 ○
・燃料消費量の削減に伴い、コスト縮減効果が
得られた。
（クロ ラクレ ンは自社所有機）意する必要があった。

２.本工事における創意工夫

■ＡＩＳ機能付きバックホウ 【KK-100065-VR】

・（クローラクレーンは自社所有機）

工程短縮効果 △ ・工程は従来機と同程度と考えられる。

品質向上効果 △ ・品質は従来機と同程度と考えられる。

・低騒音型のため 周囲の合図等が聞こえや

○周辺環境等に配慮し、「AIS機能付きバックホウ」、
「省エネシステムGモード搭載クローラクレーン」を採用。

■ＡＩＳ機能付きバックホウ 【KK 100065 VR】
■省エネシステム「Ｇモード」搭載クローラクレーン 【KT-120107-A】

安全性向上効果 ○
低騒音型のため、周囲の合図等が聞こえや
すくなり、安全性が向上。

その他

・バックホウは石かご製作（施工量：500m3）、クローラ
クレーンは消波工製作（490時間稼動）に使用。

・バックホウの燃料消費量は、従来機：10 L/100m3 

その他
ッ 燃料消費量 、従来機 /

に対し、採用機は8 L/100m3。
・クローラクレーンの燃料消費量は、従来機：10 L/h 
に対し、採用機は7.5 L/h。

４．現場代理人の声
○ 「イカ漁師は夜間に操業し、昼間に

睡眠をとるため、騒音対策には気を
げ

省エネシステム『Gモード』搭載
クローラクレーンAIS機能付きバックホウ

項 目 バックホウ クローラクレーン 合 計（削減率）

遣いました。おかげで、漁師などか
らの苦情は一切ありませんでした。」

現場代理人：藤本 昌彦 工事課長
（株式会社菅原組）

従来型 0.13 t-CO2 12.69 t-CO2 12.82 t-CO2

本工事採用機 0.10 t-CO2 9.52 t-CO2 9.62 t-CO2

削減量 0.03 t-CO2 3.17 t-CO2 3.20 t-CO2（約25％）



No. 11 名称 打設足場移動の効率化 
種類 工法選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

ブロック製作時の打設足場にレールとキャ

スターを取り付け、人力による足場移動が可能

となり、従来のクレーンによる吊上げ移動と比

べクレーンの使用を抑え、燃料消費量、CO2 排

出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・現場条件によるが、従来工法（クレーンに

よる吊上げ移動）と比較して、クレーン作

業時間を 1 日当り 1.0～1.5 時間短縮する

ことが可能。 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  13.0 L/h × 5h/日 × 43 日 = 2,795 L 

2,795 L × 2.62 kg-CO2/L = 7,323 kg-CO2 

・クレーン燃料消費量：13.0 L/h（現場での実績値） 

・使用日数：43 日 

・使用時間：5h/日 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L
① 

対策後  13.0 L/h × 4h/日 × 43 日 = 2,236 L 

2,236 L × 2.62 kg-CO2/L = 5,858 kg-CO2 

・クレーン燃料消費量：13.0 L/h（現場での実績値） 

・使用日数：43 日 

・使用時間：4h/日 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L
① 

CO2削減量  7,323 –5,858 = 1,465 kg-CO2 

 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62 kg-CO2/L 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：1 工事 

【CO2削減量】H26：1,165 kg-CO2 

 

 

  



No. 35 名称 LED照明の利用(事務所等での利用) 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所等の照明を、ＬＥＤ照明に変更し、電力使

用量を削減する取組である。 

【特徴・留意点等】 

・取組工事数は年々増加しており、今後さらなる普及拡

大が期待される。 

・多くの現場で取り組み可能な汎用性のある取組である。 

・電力使用量が削減されるため、CO2削減に加えコスト削

減が期待される。 

・現場事務所のみならず、照明を使う施設であればどこ

でも実施可能である。 

CO2削減量の算出例 

対策前：49Wh×8本×12h×60日＝ 282kWh 

対策後：15Wh×8本×12h×60日＝ 86kWh 

CO2削減量＝(282kWh－86kWh)×0.678kg-CO2/kWh ＝ ▲133㎏-CO2 

 

算定条件  

・従来型蛍光灯の消費電力 49Wh(蛍光灯＋安定器) 

 ・LED照明の消費電力    15Wh 

・使用本数8本、1日12時間点灯、60日間使用 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
① 

※電力使用量は使用した照明の消費電力から算出 

 

①CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：67工事、H24：107工事、H25：120工事、H26：172工事 

【CO2削減量】H23：6,839kg-CO2、H24：20,723kg-CO2、H25：11,886kg-CO2、H26：18,563kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

  

現場事務所での LED 照明の利用 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=148



トンネル照明
を LED に変更

No. 36 名称 LED照明の利用(現場での利用) 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

夜間工事やトンネル内の工事用の照明を、LED蛍光灯等に変

更し、電力使用量を削減する取組である。 

【特徴・留意点等】 

・取組工事数は年々増加しており、今後さらなる普及拡大が

期待される。 

・多くの現場で取り組み可能な汎用性のある取組である。 

・電力の使用量が削減されるため、CO2削減に加え、コスト削

減が期待される。 

・照明を使う施設であればどこでも実施可能である。 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

【トンネル照明をLEDに変更した場合】 

対策前：従来型懸垂灯 500Wh×150個×24h×30日＝ 54,000kWh 

対策後：LED照明 95Wh×150個×24h×30日＝ 10,260kWh 

CO2削減量＝(54,000kWh－10,260kWh)×0.678kg-CO2/kWh＝▲29,656㎏-CO2

 

算定条件  

・従来型懸垂灯の消費電力 500Wh 

 ・LED照明の消費電力   95Wh 

・使用個数150個、1日24時間点灯、30日間使用 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
① 

※電力使用量は現場の実績値（ワット数、灯具数、点灯時間）から算出

 

①CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：8工事、H25：15工事、H26：28工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：37,714kg-CO2、H25：8,040kg-CO2、H26：152,602kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

  

LED 照明の利用（現場）

 

夜間照明を
LED に変更 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=15



No. 33 名称 
ソーラーパネル等の利用 
(現場での利用) 

種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

工事用の電光標識等に使用する電力を、発電機や仮設電源の

電力からソーラーパネルに変更し、燃料や電力使用量を削減

し、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・取組工事数は年々増加しており、今後さらなる普及拡大が期

待される。 

・多くの現場で取り組み可能な汎用性のある技術である。 

・燃料（電力）使用量が削減されるため、CO2削減に加えコス

ト削減が期待される。 

・発電機の積み卸しや給油作業などの手間が無くなるため、 

省力化が図れる。 

CO2削減量の算出例 

【ガソリン発電機 → ソーラーパネルとした場合】 

10(L/日)×1台×30日×2.28kg-CO2/L ＝ ▲684kg-CO2  
算定条件 発電機の燃費10L/日、使用期間30日、使用台数1台、 
     CO2排出係数(ガソリン)2.28kg-CO2/L

① 
※発電機の燃費は、機器のカタログ値から採用 

【軽油発電機 → ソーラーパネルとした場合】 

8(L/日)×1台×30日×2.62kg-CO2/L ＝ ▲629kg-CO2  
算定条件 発電機の燃費8L/日、使用期間30日、使用台数1台、 
     CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L

② 
※発電機の燃費は、機器のカタログ値から採用 

【電力 → ソーラーパネルとした場合】 

（20wh×14個×12h）×1台×30日×0.678kg-CO2/kWh ＝ ▲68kg-CO2 
算定条件 電光掲示板1台に20W電球を14個使用、稼働時間12h/日、 

使用期間30日、使用台数1台、CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
③

※電力使用量は、現場で使用した電光掲示板の実績値（光源の

ワット数、光源の個数、使用時間から算出）から採用 

①CO2排出係数(ガソリン) 

  2.28kg-CO2/L 

 

 

②CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

③CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：72工事、H24：106工事、H25：120工事、H26：144工事 

【CO2削減量】H23：120,547kg-CO2、H24：291,002kg-CO2、H25：305,898kg-CO2、H26：722,252kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

ソーラーパネルを設置した電光標識 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
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自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=113



No. 34 名称 
ソーラーパネル等の利用 
(事務所等での利用) 

種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所や仮設トイレ等に使用する電力を、発電機や仮設電源

の電力からソーラーパネルに変更し、燃料や電力使用量を削減し、

CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・取組工事数は年々増加しており、今後さらなる普及拡大

が期待される。 

・多くの現場で取り組み可能な汎用性のある技術である。 

・電力使用量が削減されるため、CO2削減に加えコスト削減

が期待される。 

 

CO2削減量の算出例 

【事務所の電源の一部にソーラーパネルを利用した場合】 

対策前：380kWh（購入電力） 

対策後：230kWh（購入電力）（150kWhをソーラーパネルにより発電） 

CO2削減量 ＝（380－230）kWh ×0.678kg-CO2/kWh ＝ ▲102kg-CO2

算定条件 事務所の電力使用量  380kWh/月 
     ソーラーパネルの発電量 150kWh/月 

使用期間1カ月、CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
① 

※電力使用量は、現場事務所で使用した電力及びソーラーパネル
による発電量の実績値から算出 

【仮設トイレの電源にソーラーパネルを利用した場合】 

対策前：24Wh×24h×30日=17kWh(換気扇)、5wh×3h×30日=0.5kWh(電灯)

対策後：0Wh（全てソーラーパネルにより発電） 

CO2削減量 ＝（17.5－0）kWh ×0.678kg-CO2/kWh ＝ ▲12kg-CO2 
算定条件 換気扇の電力使用量  24Wh/h 
     電灯の電力使用量   5Wh/h 

使用期間30日、CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
① 

※電力使用量は、使用した換気扇や電灯の消費電力から算出 
 

①CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：11工事、H25：10工事、H26：14工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24： 687kg-CO2、H25：3,378kg-CO2、H26：1,850kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

  

ソーラーパネルの
利用（事務所等） 

仮設トイレの
屋根にソーラ
ーパネル設置

現場事務所の
屋根にソーラ
ーパネル設置 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
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自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組
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現場事務所での小型風力発電機 

No. 41 名称 小型風力発電機の利用 
種類 その他の工夫 

区分 C：先駆的な取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場の電光掲示板や夜間カメラ、事務所等に小型風力発

電機を取り付け、電力をまかなうことで、電力使用量の縮

減を図り、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・小型風力発電機は公共施設等や災害時等の緊急電源確保

として幅広く活用されている。 

・現場内で電力を使用する設備には幅広く適用可能であ

る。 

・風力を利用するため、海岸部等の強風地域では高い発電

効果が得られる。一方で、風の弱い現場では適さない。 

 

 

CO2削減量の算出例 

【発電機 → 小型風力発電機とした場合】 

対策前：36L/日×1台×30日＝ 1,080L 

対策後：0L 

CO2削減量＝(1,080－0)L×2.62kg-CO2/L ＝ ▲2,830㎏-CO2 
算定条件 発電機の燃費36L/日、使用期間30日、使用台数1台、 
     CO2排出係数(軽油)2.62kg-CO2/L

① 
※発電機の燃費は、機器のカタログ値から採用 

【電力 → 小型風力発電機とした場合】 

対策前：23.1kWh/月×2カ月＝ 46.2kWh 

対策後：0 kWh 

CO2削減量＝(46.2－0) kWh×0.678kg-CO2/kWh ＝ ▲31㎏-CO2 

算定条件 

・電力使用量 23.1kWh/月 

・使用期間 2カ月 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
② 

※現場休憩所の実績による月あたり電力使用量を使用 

 （休憩所の全使用電力を小型風力発電機でカバー） 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：1工事、H24：5工事、H25：2工事、H26：2工事 

【CO2削減量】H23：9 kg-CO2、H24：1,211kg-CO2、H25：27kg-CO2、H26：2,803kg-CO2 

  



バイオ燃料の使用 

重機にバイオ
燃料を使用 

No. 32 名称 
バイオ燃料の使用 
（重機、車両、発電機への利用） 

種類 材料選定の工夫 

区分 C：先駆的な取組 

取組事例の概要 

【内容】 

重機、車両、発動発電機等の燃料としてバイオ燃

料を採用することにより、軽油使用量の削減を図

り、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・植物由来のバイオ燃料は地球温暖化対策に有効な

燃料として注目されている。 

・カーボン・ニュートラルの考え方（燃料の燃焼に

よりCO2を発生するが、植物の生長過程でCO2を吸

収しているため、収支はゼロになるという考え

方）より、バイオ燃料の使用によるCO2の発生は 

計算上、ゼロとなる。 

・バイオ燃料は、バイオ燃料100％（B100）と軽油との 

混合率を5％未満とした燃料（B5）の２種類の規格が 

ある。 

 

 

CO2削減量の算出例 

【B100（バイオ燃料100％）の場合】 

対策前：1,200km÷8.6km/L＝ 140L 
対策後：0 L 

CO2削減量 ＝（140－0）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲367㎏-CO2 
 

【B5（混合率が軽油95％、バイオ燃料5％）の場合】 

対策前：1,200km÷8.6km/L＝ 140L 
対策後：140L×0.95(軽油混合率)＝ 133L 

CO2削減量 ＝（140－133）L ×2.62kg-CO2/L＝ ▲19㎏-CO2 

算定条件 

・車両総移動距離 1,200km 

・CO2排出係数(軽油)：2.62kg-CO2/L
① 

・車両燃料消費量 8.6km/L② 

 
 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 
 
②車両燃料消費量 

8.6km/L 

 ※カタログ値 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：6工事、H24：6工事、H25：4工事、H26：4工事 

【CO2削減量】H23：30,016kg-CO2、H24：56,230kg-CO2、H25：18,631kg-CO2、H26：12,549kg-CO2 

  

 

車両にバイオ
燃料を使用 



No. 37 名称 ペレットストーブの利用 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所のストーブを通常の灯油ストーブからペレットス

トーブに切り替えることにより、灯油使用量の縮減を図り、CO2 

を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で取り組み可能な汎用性のある技術である。 

・カーボン・ニュートラルの考え方（燃料の燃焼によりCO2を発

生するが、植物の生長過程でCO2を吸収しているため、収支は

ゼロになるという考え方）より、木質ペレットの燃焼による

CO2の発生は計算上、ゼロとなる。 

・現場事務所のみならず、暖房を使う施設であればどこでも実

施可能である。 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前：1.24L/h×10h×25日＝ 310L 

対策後：0L 

CO2削減量＝(310－0)L×2.50kg-CO2/L ＝ ▲775㎏-CO2 

 

算定条件 

・灯油ストーブ燃料消費量 1.24L/h 

・使用日数25日、使用時間 10時間/日 

・CO2排出係数(灯油) 2.50kg-CO2/L
① 

※灯油ストーブ燃料消費量は、現場の実績やカタログ値から採用 

 

①CO2排出係数(灯油)  

2.50kg-CO2/L 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：13工事、H24：3工事、H25：5工事、H26：5工事 

【CO2削減量】H23：10,732kg-CO2、H24：2,221kg-CO2、H25：6,709kg-CO2、H26：1,610kg-CO2 

  

ペレットストーブ

ペレットストーブの利用



精製バイオガスストーブ 

No. 40 名称 精製バイオガスストーブの使用 
種類 その他の工夫 

区分 C：先駆的な取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所のストーブを灯油ストーブから乳牛ふん尿が原料

の精製バイオガスを使用するストーブに変更することで、灯油使

用量の縮減を図り、CO2 排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・乳牛ふん尿由来のバイオガスは地球温暖化対策に有効な燃料と

して注目されている。 

・カーボン・ニュートラルの考え方（燃料の燃焼によりCO2を発

生するが、植物の成長過程でCO2を吸収しているため、収支 

はゼロになるという考え方）より、バイオガスの使用による 

CO2の発生は計算上ゼロとなる。 

CO2削減量の算出例 

対策前： 1.24L/h×10h/日×25日＝ 310L 

対策後： 0L 

CO2削減量＝(310－0)L×2.50kg-CO2/Lh ＝ ▲775㎏-CO2 

 

算定条件 

・灯油ストーブ燃料消費量 1.24L/h 

・使用日数25日、使用時間 10時間/日 

・CO2排出係数(灯油) 2.50kg-CO2/L
① 

※灯油ストーブ燃料消費量は、現場の実績やカタログ値から採用 

 

 

①CO2排出係数(灯油)  

2.50kg-CO2/L 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：1工事、H24：取組実績なし、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H23：600kg-CO2、H24：取組実績なし、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

  



＜地域と連携した新たな技術の利用＞
（札幌、石狩川）

◎札幌開建、石狩川開建では、札幌商工会議所（新エネルギー
ビジネス研究会）と連携し、２０ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ以下のサイズに細
かくした水をディーゼル燃料に混合させて燃費を向上させ、
CO2・窒素化合物・ばいじんが低減する「エコディーゼル」
を建設現場のフィールドを活用して試行実験を行っています。

＜自然エネルギーの活用＞（全道）

◎風力発電全国発電導入量の１６%、全国雪冷熱利用施設の４
７%を保有する北海道の豊富な自然エネルギーを、河川、道
路のエネルギー源に活用しており、今後さらなる利用促進を
行っていきます。

○エコディーゼルの試行（札幌・石狩川）
○自然エネルギーの活用（全道）

北海道エコ・コンストラクション・イニシアティブの推進

＜石狩放水路風力発電設備＞＜現場での試行実験＞

風力の活用（道路照
明）

～石狩放水路での風力発電利用例～
・水質悪化の原因となる放水路内の溶存酸素不足や水底生物
の減少を防止するエアレーション施設（空気送風施設）の
電源に使用

・「石狩放水路管理センター」の施設電源にも使用され、
余剰分の電気は売電されています

～石狩放水路での風力発電利用例～
・水質悪化の原因となる放水路内の溶存酸素不足や水底生物
の減少を防止するエアレーション施設（空気送風施設）の
電源に使用

・「石狩放水路管理センター」の施設電源にも使用され、
余剰分の電気は売電されています

設置基数 ：80kW×１基
総発電出力：80kW
支柱高 ：40.5m
ﾛｰﾀｰ直径 ：21m

地域と連携した先駆的・実験的取組地域と連携した先駆的・実験的取組事例④

～H20年度に2工事で試行実験を実施～
・H20年度に電線共同溝設置工事、築堤締切撤去工事の
２工事において、仮設照明・発電機のディーゼルエン
ジン８台で試行実験を実施。

・CO2で20％の低減、燃費で10％の向上の試行結果を得
ている。

・今後は、ディーゼルエンジンの改良を行ない、引き
続き試行実験を行っていく予定。

～H20年度に2工事で試行実験を実施～
・H20年度に電線共同溝設置工事、築堤締切撤去工事の
２工事において、仮設照明・発電機のディーゼルエン
ジン８台で試行実験を実施。

・CO2で20％の低減、燃費で10％の向上の試行結果を得
ている。

・今後は、ディーゼルエンジンの改良を行ない、引き
続き試行実験を行っていく予定。

北海道建設新聞 2009年3月4日



No. 47 名称 現場事務所の共同利用 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所を共同で利用するこ

とにより、電力使用量を抑え、CO2

排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

 ・工事区域が近傍であり、かつ

工期が重複している場合には

有効となる対策である。 

 

 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  220 kWh × 0.678 kg-CO2/kWh × 2 棟 = 298 kg-CO2 

・1 ヶ月間の事務所の電力使用量（実績値）：220kWh 

・CO2排出係数（電力）：0.678 kg-CO2/kWh
① 

対策後  220 kWh × 0.678 kg-CO2/kWh × 1 棟 = 149 kg-CO2 

・1 ヶ月間の事務所の電力使用量（実績値）：220kWh 

・CO2排出係数（電力）：0.678 kg-CO2/kWh  

CO2削減量  298 –149 = 149 kg-CO2 

 

 

 

①CO2排出係数(電力) 

  0.678 kg-CO2/kWh 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：1 工事 

【CO2削減量】H26：151 kg-CO2 

 

 

  

○○建設工事 

場所：△△市 

工期：H26.5～H27.1 

□□改良工事 

場所：△△市 

工期：H26.6～H27.3 

工事場所が近傍で、 
工期が重複している。 

現場事務所を共同利用し、
電力使用量を節約！ 



事務所壁面の緑化 

No. 43 名称 事務所壁面の緑化 
種類 その他の工夫 

区分 C：先駆的な取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所の壁面をつる性植物等により緑化すること

で、現場事務所内の気温上昇を抑え、夏季の冷房の使用量

を削減し、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・個々の削減効果は小さいが、目に見える取組であるため、

現場作業員の省エネ意識向上や周辺への環境配慮のPR

にも効果が期待できる。 

・北海道の気候への適応性から、北海道在来の植物種を使

用することが望ましい。 

 

CO2削減量の算出例 

【現場事務所の壁面をつる植物により緑化した場合】 

対策前：冷房の電力使用量 80kWh/月×3ヶ月＝ 240kWh 

対策後：冷房の電力使用量 40kWh/月×3ヶ月＝ 120kWh 

    （※対策後エアコン使用時間が半分になった場合） 

CO2削減量＝(240－120) kWh×0.678kg-CO2/kWh ＝ ▲82㎏-CO2 

 

算定条件 

・冷房による電力使用量 対策前：80kWh/月 対策後：40kWh/月 

・使用期間 3ヶ月（7～9月） 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
① 

※冷房設備の電力使用量は現場事務所の実績値を採用 

 

①CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：1工事、H25：取組実績なし、H26：2工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：2kg-CO2、H25：取組実績なし、H26：111kg-CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 38 名称 
間伐材を使用した木製掲示

板の使用 

種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

木製掲示板をカーボンオフセット活動

を行っているメーカーを活用することに

より、CO2 削減活動に寄与する。 

【特徴・留意点等】 

多くの現場で取り組み可能な汎用性の

ある技術である。 

 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前 596.4 kg-CO2 

対策後 0 kg-CO2 

CO2削減量 596.4 - 0 = 596.4 kg-CO2 

 

※NETIS 登録番号：HK-100017-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H25：1 工事、H26：92 工事 

【CO2削減量】H25: 20,226kg-CO2、H26：43,533 kg-CO2 

 

従来技術との比較（H26 年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=75

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 

間伐材を使用した木製掲示板 



No. 19 名称 発電機を受電設備に変更 
種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

常時電力を必要とする設備の電源を発動発電機から 

受電設備に変更することにより、燃料消費量を電力消費 

量に変更し、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効

果が期待される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検

討を行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前：発動発電機（10kVA×2台） 

0.828L/h×2台×24h×30日 ＝ 1,192L 

    1,192L × 2.62kg-CO2/L ＝ 3,123 kg-CO2 

対策後：受電設備 

1.268kWh/h×24h×30日 ＝ 913kWh 

913kWh × 0.678kg-CO2/ kWh ＝ 619 kg-CO2 

CO2削減量 ＝（3,123－619）kg-CO2＝ ▲2,504㎏-CO2 

 

算定条件  
・稼働時間 24h/日、稼働日数 30日 
・発動発電機の燃料消費量（10kVA型 0.828L/h） 
・受電設備の使用電力量（1.268kWh/h） 
※燃料消費量はカタログ値、使用電力量は現場の実績値から採用 

・CO2排出係数(軽油) 2.62kg-CO2/L
① 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/ kWh
② 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：1工事、H25：12工事、H26：20工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：91,549kg-CO2、H25：236,510kg-CO2、H26：121,487kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
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自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=16

受電設備の利用 



No. 20 名称 
発電機をポータブル電源に

切り替え 

種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場で使用する電光掲示板

等の電源を、発電機からポー

タブル電源に切り替えること

で、発電機の使用による燃料

消費を抑制し、CO2排出量を削

減する。 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  18.4 L/日 × 30 日 × 1 台 = 552 L 

552 L × 2.62 kg-CO2/L = 1,446 kg-CO2 

・発電機（10KVA）燃料消費量：18.4 L/日（カタログ値） 

・使用日数：30 日 

・使用台数：1台 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L
① 

対策後  0 kg-CO2（発電機未使用のため） 

CO2削減量  1,446 –0 = 1,446 kg-CO2 

 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62 kg-CO2/L 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：1 工事 

【CO2削減量】H26：1,429 kg-CO2 

 

 

  



No. 22 名称 低燃費発電機の利用 
種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

常時電力を必要とする設備の電源として利用する発動発電

機を燃料消費量の少ないインバータ内蔵型や同規格の低燃費

型のものに変更することで燃料消費量を削減し、CO2排出量を

削減する。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果が期

待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待され

る。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討を

行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

CO2削減量の算出例 

【水替工のポンプの電源を従来の発電機からインバータ内蔵型の小型発

電機に変更した場合】 

対策前：発動発電機（37kW） 

6.3L/h×24h×30日 ＝ 4,536L 

    4,536L × 2.62kg-CO2/L ＝ 11,884 kg-CO2 

対策後：インバータ内蔵型発動発電機（20kW） 

3.7L/h×24h×30日 ＝ 2,664L 

    2,664L × 2.62kg-CO2/L ＝ 6,980 kg-CO2 

CO2削減量 ＝（11,884－6,980）kg-CO2＝ ▲4,904㎏-CO2 

 

算定条件  
・稼働時間 24h/日、稼働日数 30日 
・発動発電機の燃料消費量（37kW型 6.3L/h 20kW型 3.7L/h） 

※燃料消費量は現場の実績やカタログ値から採用 
・CO2排出係数(軽油) 2.62kg-CO2/L

① 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：2工事、H25：14工事、H26：31工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：10,045kg-CO2、H25：107,467kg-CO2、H26：143,091kg-CO2 

従来の取組との比較（H26年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

    

低燃費発電機の利用 

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 
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１ 工事の概要 ３ 生産性向上効果（低燃費発電機・重機の利用）

環境家計簿の取組事例 ⑤平成25年度 福島漁港東副防波堤その他工事函館 水産 土木

１.工事の概要
工事名：平成25年度 福島漁港東副防波堤その他工事
発注者：函館開発建設部 函館港湾事務所
受注者：株式会社松本組
工事概要：東副防波堤の延長工事及び北防波堤の付帯施設

３.生産性向上効果（低燃費発電機 重機の利用）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・発電機で燃料消費量を低減し約21％削減。
・重機で燃料消費量を低減し約20％削減。工事概要：東副防波堤の延長工事及び北防波堤の付帯施設

として普通河川（寺ノ沢川）の流路変更のためのボックス
カルバート施工を実施。漁港脇は昆布干し場に利用され、
住宅地も隣接していたことから、騒音・振動・粉じん対策
など周辺環境への配慮が求められていた

重機で燃料消費量を低減し約20％削減。

コスト縮減効果 ○ ・燃料消費量の低減でコスト縮減効果の得られる。

工程短縮効果 △ ・従来技術と同程度。

品質向上効果 △ ・従来技術と同程度。など周辺環境への配慮が求められていた。

２.本工事における創意工夫

■低燃費発電機の利用 （大容量燃料タンクを搭載した

品質向 効果 従来技術 同程度。

安全性向上効果 ○
・AIS機能でエンジンが自動停止するため安全性
が向上する。

その他 ・騒音、振動、粉じん対策にも有効。

○地下水の排水用ポンプ用の発電機

■低燃費発電機の利用 （大容量燃料タンクを搭載した
環境保護ベース一体型発電機） 【KT-100042-V】

■低燃費重機の利用（ AIS機能付バックホウ）
【KK-100065-V】

４.現場代理人の声/監督員の評価
○「地元の方々とのコミュニケーションが大事だと思って

おり 必ず地元の方々への事前説明を行っています 」○地下水の排水用ポンプ用の発電機
として、騒音・振動・粉じん対策
に優れた低燃費型（燃費:10.6L/
h）を採用。

○従来型（燃費:13 4L/h）を使用し

おり、必ず地元の方々への事前説明を行っています。」
○「地元から『騒音や粉じんが少なくありがたい』という

声を多く聞きました。」

○従来型（燃費:13.4L/h）を使用し
た場合と比較し、5,395kg-CO2

の削減を達成。
○従来型（燃費:0.36L/m3）よりも燃

費がよく 騒音・振動・粉じん対策

低燃費型発電機

費がよく、騒音・振動・粉じん対策
にも優れたAIS機能装備のバックホ
ウ（燃費:0.29L/m3）を採用。全体
で91kg-COO2の削減を達成。 ＡＩＳ機能装備のバックホウ

左：敦澤博人安全管理部長
右：現場代理人 長谷川元気工事主任

（株式会社松本組）

監督員 吉田勝則係長
（現稚内港湾事務所）



No. 14 名称 移動式計量器の使用 
種類 運搬計画の変更 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

資材移動に際し、移動式計量器を

使用することで目的地までの走行

距離を短縮し、燃料消費量を低減す

ることで、CO2 排出量を削減する。 

（移動式計量器を使用することで

計量施設までの走行距離を短縮で

きる） 

【特徴・留意点等】 

 燃料使用量が削減されるため、CO2

削減に加え燃料コスト削減が期待

される。 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  15 km × 2 × 455 回 ÷ 5 km/L ＝ 2,730 L 

2,730 L × 2.62 ＝ 7,153kg-CO2 

・運搬距離（片道：対策前）：15 km 

・運搬回数：455 回 

・燃料消費量：5.0 km/L② 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L
① 

対策後  14 km × 2 × 455 回 ÷ 5 km/L ＝ 2,548 L 

2,548 L × 2.62 ＝ 6,676kg-CO2 

・運搬距離（片道：対策後）：14 km 

・運搬回数：455 回 

・燃料消費量：5.0 km/L② 

・CO2排出係数（軽油）：2.62 kg-CO2/L
① 

CO2削減量  7,153 －6,676 ＝ ▲477 kg-CO2 

 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62 kg-CO2/L 

 

②運搬車燃料消費量 

 5.0km/L 

 ※カタログ値 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H25：1 工事、H26：4 工事 

【CO2削減量】H25：124 kg-CO2、H26：497 kg-CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動式計量器 



No. 23 名称 低燃費溶接機の利用 
種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場で使用する機械を燃料消費量の少ないアイドリ

ングストップ機能付や同規格の低燃費型のものに変更

することで燃料消費量を削減し、CO2排出量を削減する。 

 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果が期

待される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討を

行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

CO2削減量の算出例 

【アイドリングストップ機能付の溶接機を使用した場合】 

対策前：従来型溶接機 

9.77L/日×5日 ＝ 49L 

    49L × 2.62kg-CO2/L ＝ 128 kg-CO2 

対策後：低燃費型溶接機 

4.82L/日×5日 ＝ 24L 

    24L × 2.62kg-CO2/L ＝ 63 kg-CO2 

CO2削減量 ＝（128－63）kg-CO2＝ ▲65㎏-CO2 

 

※NETIS登録番号：KT-100112-A 

 

算定条件  
・稼働日数 5日 
・溶接機の燃料消費量（従来型 9.77L/日 低燃費型 4.82L/日） 

※燃料消費量はカタログ値から採用 
・CO2排出係数(軽油) 2.62kg-CO2/L

① 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：2工事 

【CO2削減量】H26：674kg-CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

低燃費溶接機の利用 



No. 21 名称 
電力の削減 
(インバータを利用した換気装置を採用)

種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

換気装置（送風機）等にインバータ付のものを使用する

ことにより、電力消費量を低減し、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果が

期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待さ

れる。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。一方で小規模な作

業に導入すると初期コストが負担となる場合がある。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討

を行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

CO2削減量の算出例 

【インバータ付の換気装置（送風機）を使用した場合】 

対策前：65m3/min（150kW）インバータなし 

時間あたり電力消費量 100kWh/h 

    電力消費量100kWh/h×8h×30日 ＝ 24,000kWh 

対策後：60m3/min（30kW）インバータ付 

時間あたり電力消費量 20kWh/h 

電力消費量 20kWh/h×8h×30日 ＝ 4,800kWh 

CO2削減量 ＝（24,000－4,800）kWh ×0.678kg-CO2/ kWh 

＝ ▲13,018㎏-CO2 

 

算定条件  
・稼働時間 8h/日、稼働日数 30日 
・換気装置（送風機）の時間あたり電力消費量 
 (インバータなし)  100kWh/h 

(インバータ付き)    20kWh/h 
※電力消費量は現場の実績やカタログ値から採用 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/ kWh
① 

 

①CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：1工事、H24：取組実績なし、H25：1工事、H26：1工事 

【CO2削減量】H23：13,108kg-CO2、H24：取組実績なし、H25：316kg-CO2、H26：60,764 kg-CO2 

  

インバータを利用した換気装置 



No. 25 名称 
低燃費重機の利用 
（クレーン装置付きトラック） 

種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場で使用する作業機械を低燃費型のものに変更する

ことにより、燃料消費量を低減し、CO2排出量を削減する。 

クレーン装置付きトラック（ユニック車）については

従来より低い回転数で同等の性能を発揮するもの等に変

更する取組が行われている。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果

が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待

される。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討を 

行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

CO2削減量の算出例 

【鋼板設置作業時に低燃費クレーン装置付きトラックを利用した場合】 

対策前：従来型クレーン 5.2L/h×8h×30日 ＝ 1,248L 

対策後：低燃費型クレーン 3.1L/h×8h×30日 ＝ 744L 

CO2削減量 （1,248－744）L×2.62kg-CO2＝ ▲1,321㎏-CO2 

 

算定条件  
・稼働時間 8h/日、稼働日数 30日 
・クレーン装置付きトラックの燃料消費量 

従来型クレーン 5.2L/h 
低燃費型クレーン 3.1L/h 
※燃料消費量は現場の実績やカタログ値から採用 

・CO2排出係数(軽油) 2.62kg-CO2/L
① 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 
 
 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：取組実績なし、H24：1工事、H25：2工事、H26：5工事 

【CO2削減量】H23：取組実績なし、H24：304kg-CO2、H25：226kg-CO2、H25：4,577kg-CO2 

  

低燃費重機の利用 

（クレーン装置付きトラック） 



No. 18 名称 
電動機器の利用 
（空気圧縮機に電動式を採用） 

種類 機械選定の工夫 

区分 B：効果の大きい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

空気圧縮機（コンプレッサー）等の機器を電動式にする

ことにより、燃料消費量を電力消費量に変更し、CO2排出

量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・１工事あたりの平均CO2削減量が大きく、高い実施効果

が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待さ

れる。 

・作業量が多いほど、削減効果は高い。 

・施工計画段階で導入期間、作業量等について十分な検討

を行うことにより、CO2削減効果を高めることができる。 

 

 

CO2削減量の算出例 

【空気圧縮機（コンプレッサー）を電動式に変更した場合】 

対策前：エンジンコンプレッサー（106PS(78kW）） 

15L/h×8h×30日 ＝ 3,600L 

    3,600L × 2.62kg-CO2/L ＝ 9,432 kg-CO2 

対策後：モーターコンプレッサー（75kW） 

45kWh/h×8h×30日 ＝ 10,800kWh 

10,800kWh × 0.678kg-CO2/ kWh ＝ 7,322 kg-CO2 

CO2削減量 ＝（9,432－7,322）kg-CO2＝ ▲2,110㎏-CO2 

 

算定条件  
・稼働時間 8h/日、稼働日数 30日 
・空気圧縮機（コンプレッサー）の燃料(電力)消費量 

エンジンコンプレッサー（108PS(78kW）） 15L/h 
モーターコンプレッサー（75kW） 45kWh/h 
※燃料(電力)消費量は現場の実績やカタログ値から採用 

・CO2排出係数(軽油) 2.62kg-CO2/L
① 

・CO2排出係数(電力) 0.678kg-CO2/kWh
② 

 

①CO2排出係数(軽油) 

  2.62kg-CO2/L 

 

 

②CO2排出係数(電力)  

0.678kg-CO2/kWh 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H23：1工事、H24：取組実績なし、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H23：31,019kg-CO2、H24：取組実績なし、H25：取組実績なし、H26：取組実績なし 

  

電動機器(空気圧縮機)の利用 



１.工事の概要
工事名：漁川ダム恵庭市盤尻地先 流木処理工事
発注者：札幌開発建設部 千歳川河川事務所
受注者：植村建設株式会社
工事概要：平成26 年9月の集中豪雨によって漁川ダムで発
生した流木等を処理する工事である。流木回収の一部では船
舶を利用したが、陸上からの回収のために工事用道路の造成
等も行った。回収した流木は、運搬できるように切断した。

２.本工事における創意工夫

○ダム管理支所との協議の上で貯水位を下げることによって
主に陸上から流木の回収ができ、船舶の回収に比べて効率
的だった。回収にはハイブリッド型バックホウを導入した。

○ダム湖全体に流木が滞留している
が、UAV空中撮影により短期間
で漏れなく確認できた。迅速かつ
効果的な建機の配置等によって、
工期短縮を図った。

○し尿処理が不要となり経費を削減できた
ことに加えて、従来の簡易トイレと比べ
てメンテナンスの手間も減った。し尿の
運搬に伴うCO2の削減にもつながった。

生産性向上の取組事例 ④漁川ダム恵庭市盤尻地先 流木処理工事

４.現場代理人の声
○「会社として、CO2削減目標と設定し、朝

礼で3R徹底等の周知等を行っています。」

現場代理人：木村 博行
（植村建設株式会社）

３.生産性向上効果
生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○

・陸上から効率良く回収できることでCO2を低
減できた。また、ハイブリッド型バックホウは
燃費が良く、CO2排出量が削減された。

・バイオトイレ導入でし尿処理が無くなり、し尿
の運搬に伴うCO2排出量が削減された。

・ASPの導入で打合せ回数が減り、移動に伴
うCO2排出量が削減された。

コスト縮減効果 ○

・陸上からの効率的な回収でコスト縮減できた。
・バイオトイレのリース代は高いがし尿処理が
不要で、長期（6カ月以上）使用で経費削減
につながった。

工程短縮効果 ○
・UAV空中撮影の結果を踏まえた効果的な建
機配置等で、工期が1～2 週間短縮できた。

品質向上効果 △
・UAV撮影で流木等の回収状況を把握した
が、品質は従来と同程度と考えられる。

安全性向上効果 ○
・UAV撮影で事前に回収時に注意が必要な
箇所、状況を把握し、安全性を確保した。

その他
・重機駐車時に油吸着マットを引く等のダム湖の水
を汚さない対策を行った。

札幌 治水 維持

■ 貯水位低減による陸上からの流木回収

■ バイオトイレの導入

■ UAVによるダム湖全域の確認

漁川ダムの状況(UAV撮影)



No. 45 名称 バイオトイレの使用 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

現場事務所のトイレを水洗トイレか

らバイオトイレに切り替えることによ

り、水道使用量の縮減を図り、CO2 排出

量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

汲み取り不要のためランニングコス

ト削減も期待される。 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前 13 L/回 × 1,250 回 ＝ 16 t 

16 t × 0.36 kg-CO2/t ＝ 6 kg-CO2 

・洗浄水量：13 L/回 

・延べ使用回数：1,250 回（50 回/日×25 日） 

・CO2排出係数（水道）：0.36 kg-CO2/t（=0.36 kg-CO2/m
3） 

対策後 0 kg-CO2（水道使用量 0t のため） 

CO2削減量  6 - 0 ＝ 6 kg-CO2 

 

 

 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：60 工事 

【CO2削減量】H26：144 kg-CO2 

 

従来技術との比較（H26 年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=51

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 



１.技術の概要
技術名称：iPadによるペーパーレス化
適用工種：全て
キーワード：環境、情報化、コスト縮減・生産性の向上、

公共工事の品質確保・向上
技術概要：
○工事関連データをiPadに格納し、現場
での図面確認やテレビに映して入場者
教育等のプレゼンに活用できる。

○事故が発生した場合、 iPadを用いて災害現場・現場事
務所・道路事務所との円滑な情報共有が可能である。

○図面等の印刷に伴うコスト、CO2排出量が削減されるこ
とに加えて、持ち運びの手間も軽減できる。

○H26北海道開発技術研究発表会で「タブレット端末を利
用した情報共有について」として発表実績がある。

○平成28年度の環境家計簿では、「石狩川改修工事の内
千歳川第4支線樋門改築外工事」において採用。 ３.CO2削減量の試算例

対策前：
5,000枚×4g÷106

× 1,270.47 kg-CO2/ｔ
＝ 25 kg-CO2

対策後：
0 kg-CO2

CO2削減量：
25 kg-CO2 － 0 kg-CO2 

＝ 25 kg-CO2

２.生産性向上効果

■③iPadによるペーパーレス化

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・紙の製造・印刷・廃棄に伴うCO2排出量が削
減される。

コスト縮減効果 ○
・iPad購入の初期コストがかかるが、図面等の
印刷コストが削減されるため、iPadを数年間使
用すること（印刷1万枚程度）で有利になる。

工程短縮効果 △ ・工程は従来技術と同程度と考えられる。

品質向上効果 △ ・品質は従来技術と同程度と考えられる。

安全性向上効果 ○
・事故等が発生した場合に円滑な情報共有を
行うためのツールとして利用できる等、安全性
の向上に役立つ。

周辺環境への
影響

○
・紙の廃棄が無くなることから、環境負荷が軽
減すると考えられる。

同時通話イメージ（「タブレット端末を利用した情報共有について」より）

【入力値】
5,000枚：印刷するA4紙
4g：A4紙1枚の重さ

【係数】
1,270.47 kg-CO2/t：CO2排出原単位

（洋紙・和紙）※

※ 社会資本LCA用投入産出表に基づ
く環境負荷原単位一覧表（国総研）
の生産計

iPad書類
格納画面

新規入場者
教育資料



No. 44 名称 
ASP（情報共有システム）の

活用 

種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

ASP（情報共有システム）のワークフ

ローを活用し、様式 9号等の書類を電子

データで提出することにより、発注事務

所と現場事務所を往復するための燃料

消費量を削減し、CO2の排出削減を図る。

【特徴・留意点等】 

多くの現場で取組可能な技術である。

 

 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前 50km × 2 × 30 回 ÷ 15km/L = 200L 

200L × 2.28kg-CO2/L = 456 kg-CO2 

・走行距離（片道）：50km 

・燃料消費量：15km/L（カタログ値） 

・書類提出回数：30 回 

・CO2排出係数（ガソリン）：2.28kg-CO2/L 

対策後 0 kg-CO2（自動車を使用しないため） 

CO2削減量 456 – 0 = 456 kg-CO2 

 

 

 

 

①CO2排出係数(ガソリン)

  2.28kg-CO2/L 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H25：12 工事、H26：271 工事 

【CO2削減量】H25：4,113 kg-CO2、H26：71,253 kg-CO2 

 

従来技術との比較（H26 年度試行工事アンケートより） 
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N=194

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 



１ 工事の概要 ３ 生産性向上効果（ASPの活用）

環境家計簿の取組事例 ④一般国道235号 新冠町 新冠道路維持除雪外一連工事(1/2)室蘭 道路 維持

１.工事の概要
工事名：一般国道235号 新冠町 新冠道路維持除雪外

一連工事
発注者：室蘭開発建設部 浦河道路事務所
受注者：株式会社出口組

３.生産性向上効果（ASPの活用）

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・現場事務所から発注者事務所への書類提出のた
めの自動車移動がなくなり、CO2削減。受注者：株式会社出口組

工事概要：新冠道路における年間の維持管理として、道
路付属物清掃工、除草工、舗装工、除雪工、巡視・巡回
工などを実施。道路の維持管理は突発的に発生した事故
等に対応しなければならないことが多く 日頃から効率

自動車移動 なくなり、 2削減。

コスト縮減効果 ○ ・自動車利用が減ったため燃料代削減。

工程短縮効果 ○ ・リアルタイムな情報共有が可能。

品質向上効果 ○ ・工事検定書類の減量化にも貢献。等に対応しなければならないことが多く、日頃から効率
的な情報発信・共有が求められていた。

２.本工事における創意工夫 従 来

安全性向上効果 ○ ・自動車の利用が減ったため交通事故リスク減。

○浦河道路事務所では、広い管内を効率的に管
理していくため 積極的にASP（情報共有シ

■ASP（情報共有システム）によるCO2削減

従 来

自動車による書類提出

理していくため、積極的にASP（情報共有シ
ステム）を導入した。

○平成21年度からASPに伴う業務費を工事請
負金額に見込みASPの活用を義務化。今日
では日常的な取組となっている

■移動時間 ： 往復距離(100㎞)÷平均速度(30㎞) ＝ 3.3h(/往復)

■CO2排出量 ： 移動時間(3.3h)×燃料消費率(2.6ℓ/h)×CO2原単位(2.32㎏) ＝ 19.9kg-CO2(1往復あたりの削減量)

ＡＳＰによる書類提出

では日常的な取組となっている。
○現場事務所から浦河道路事務所までは約50

km離れているが、ASPの活用により、事務
所への書類提出に係る自動車の利用が減少し、
CO2削減に貢献

ＡＳＰを活用

CO2削減に貢献。
○自動車の利用が減ったため、交通事故等のリ

スクも軽減された。
○工事検査書類の減量化にも貢献している。

⇒自動車を利用しないため、CO2の排出量は０（ゼロ）！！

⇒自動車による交通事故等のリスクがなく、安全性も向上！！

受注者 発注者



４ ＡＳＰの多様な利活用 ６ 積極的な社会貢献活動を推進

環境家計簿の取組事例 ④一般国道235号 新冠町 新冠道路維持除雪外一連工事(2/2)室蘭 道路 維持

４. ＡＳＰの多様な利活用
○ASPのブログ機能を活用することにより、事故発生時等

の緊急時を含めた情報伝達がスピードアップ。
○ASPのワークフローによる9号様式の電子決裁や、社内

検査 会社全体の安全管理への活用

６. 積極的な社会貢献活動を推進
○株式会社出口組では、地域

の社会貢献活動として、地
元小学校へのLED照明の寄
贈 環境学習などを継続的検査、会社全体の安全管理への活用。

○新技術NETISの積極的な活用と適切な活用報告に利用。
○独自に情報セキュリティーのガイドラインを作成。

贈、環境学習などを継続的
に実施。

○外部から講師を招き、自社
で省燃費運転等の講習会を
開催 地元小学校での環境学習開催。

７．現場代理人の声/監督員の評価
○「平成22年度に参加した開発局の出前講座をきっかけ

と 浦河道路事務所管内 請負 事安全連絡協議会

地元小学校での環境学習

として、浦河道路事務所管内の請負工事安全連絡協議会
3社で協力し、環境家計簿でのASPの活用を目指してき
ました。発注者と協議を重ね、ソフトの統一化、システ
ムの効率化等に取り組み、最近では操作性もかなり向上

きま た （現場代理人 佐藤係 ）ASPのブログ機能 してきました。」（現場代理人:佐藤係長）
○「事務所での経験を生かし、異動後においてもASPを広

めるよう皆で努力しています。他事務所から視察等の問
合せもきています。ASPのブログ機能を用いて、受注者
と綿密に情報交換し る５ 統一ステッカーで意識向上

ASPのブログ機能

出典）URADOホームページ
http://urado.dousetsu.com/

と綿密に情報交換している
ため、コミュニケーション
不足を感じたことはありま
せん。」（監督員:宮下係長）

５.統一ステッカーで意識向上
○管内の安全連絡協議会に参加

し、環境家計簿に取り組んで
いる業者間で統一したステッ
カ を作成

統一ステッカー

左：現場代理人 佐藤順也維持係長
（株式会社出口組）

右：監督員 宮下守第２工務係長
（浦河道路事務所）

カーを作成。
○ステッカーを掲示することで、

CO2削減への取組を内外に示
し、意識向上を図っている。



トンネル坑内

切羽動力

集塵機

坑内照明

JV事務所

トンネル坑外

ｺﾝﾄﾗﾌｧﾝ

濁水プラント

ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ連続ベルコン

電力計測用
無線ノード

電力計測用
無線ノード

電力計測用
無線ノード

電力計測用
無線ノード

電力計測用
無線ノード

電力計測用
無線ノード

インターネット回線

基地局
スマートサイト

システムサーバー

ＵＳＢシリアル
接続

現場詰所

現場詰所

JV事務所

休工夜勤作業 昼勤作業 休工夜勤作業

No. 48 名称 スマートサイトシステムの活用 
種類 その他の工夫 

区分 C：先駆的な取組 

取組事例の概要 

【内容】 

建設現場の各種設備の電力使用状況および省

エネ・創エネをリアルタイムに監視（見える化）

するとともに、省エネ・節電・CO2削減を目的と

する複数の技術を導入し、 新のICTにより現場

事務所でこれらの情報を一元管理する「スマー

トサイトシステム」を活用することで、総合的

に建設現場の省エネ・節電・CO2削減を推進する。 

 

 

 

 

▼「スマートサイトシステム」の詳細 

http://www.cgr.mlit.go.jp/ctc/tech_dev/kouryu/T-Space/ronbun/pdf/23_okayama/23_okayama_4-3.pdf

 

【特徴・留意点等】 

・建設現場全体における各種設備の電力使用状

況をリアルタイムに監視することで消費エネ

ルギーのムダ、ムラを減少させる。 

・現場事務所にいながら、現場の状況をリアル

タイムに監視できる。 

・具体的な省エネ・CO2削減量の改善効果が数字

で示されることで作業員への意識付けが明確

になり、モチベーションアップにつながるこ

とが期待される。 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前：260,000kWh 
対策後：249,444kWh 

CO2削減量 ＝（260,000－249,444）kWh×0.678kg-CO2/kWh 

＝ ▲7,157㎏-CO2 

 

算定条件  

 ・電力消費量(システム導入前): 260,000kWh 

・電力消費量(システム導入後): 249,444kWh 

                ※現場での実績値 

・CO2排出係数(電力)：0.678kg-CO2/kWh
① 

 

①CO2排出係数(電力) 

  0.678kg-CO2/kWh 

 

 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：1工事 

【CO2削減量】H26: 7,263kg-CO2 

 

 

「スマートサイトシステム」による計測イメージ

システム画面イメージ 



１.技術の概要
技術名称：エコモバイル定点カメラ情報サービス

「ミルモット」
【HK-090002-VE】

副 題：太陽電池と携帯電波を使った配線不要な遠隔監視
制御システム

適用工種：電気通信設備
キーワード：環境、コスト縮減・生産性の向上、公共工事の

品質確保・向上
技術概要：
○通信モジュール内蔵のモバイルカメラ、ソーラーパネル、
バッテリーボックス等から構成され、現場に設置するこ
とで、遠隔地からパソコン等で現場状況を把握できる。

○平成28年度の環境家計簿では、
「石狩川改修工事の内 千歳川
江別太築堤工事」、「津別地区
津別北工区区画整理等工事」

において採用。 ３.CO2削減量の試算例

対策前：
44.3 km × 2 × 40回
÷ 13.6 km/L × 2.28 kg-CO2/L
＝ 594 kg-CO2

対策後：
＝ 0 kg-CO2

CO2削減量：
594 kg-CO2 － 0 kg-CO2 

＝ 594 kg-CO2

２.生産性向上効果

■①遠隔現場監視カメラの活用 【NETIS新技術】

生産性向上効果 効果（○：効果あり、△：従来技術と同程度、×：効果なし）

CO2削減効果 ○
・現場巡視のための事務所と現場の自動車移
動が一部不要となりCO2排出量が削減される。

コスト縮減効果 ○

・不要となった現場巡視の燃料費が削減される。
・従来のインターネットを利用するネットワークカ
メラと比較しても、電気代、インターネット通信
料金等が不要なため、半分以下である。

工程短縮効果 △ ・工程は従来技術と同程度と考えられる。

品質向上効果 △ ・品質は従来と同程度と考えられる。

安全性向上効果 ○
・いつでもリアルタイムで確認できることから、現
場巡視のときにしか確認できない場合と比べ
て、安全性の向上が期待できる。

周辺環境への
影響

○
・電源、インターネット等の設備が不要なため、
周辺環境に与える影響は小さい。

出典）NETIS新技術情報提供システム

【入力値】
44.3 km：移動距離（片道）
40 回：巡視回数（対策前）
0 回：巡視回数（対策後）
13.6 km/L：燃料消費量

【係数】
2.28 kg-CO2/L：CO2排出係数

（ガソリン）

スマートフォン画面例

パソコン画面例
ミルモット現場設置例



No. 39 名称 自転車での移動 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

事務所から現場までの移動を自動車

から自転車に変更することにより、ガ

ソリンの使用量を削減し、CO2排出量を

削減する。 

【特徴・留意点等】 

・多くの現場で取り組み可能であり、

今後の普及拡大が期待される。 

・燃料使用量が削減されるため、CO2

削減に加え燃料コスト削減が期待

される。 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前 4km/日 ÷ 15km/L × 25 日 × 3 台 × 2.28 = 46 kg-CO2 

・1 日あたりの移動距離：4km/日 

・自動車燃費：15 km/L② 

・移動日数：25 日 

・使用台数：3台 

・CO2排出係数（ガソリン）：2.28 kg-CO2/L
① 

対策後 0 kg-CO2（自転車使用のため） 

CO2削減量 46 kg-CO2 － 0 kg-CO2 = 46 kg-CO2 

 

 

①CO2排出係数(ガソリン)

  2.28 kg-CO2/L 

 

 

②自動車燃費 

 15km/L 

 ※カタログ値 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H25：1 工事、H26：14 工事 

【CO2削減量】H25: 47kg-CO2、H26：820 kg-CO2 

 

従来の取組との比較（H26 年度試行工事アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-2

-1

0

1

2

自然共生型

社会への貢献度

低炭素型社会

への貢献度

経済性取組やすさ

循環型社会

への貢献度

本取組

従来の取組

N=11

※評価結果は平成 26 年度環境家計簿試行工事において、本取組を

実施した受注者へのアンケート調査結果に基づいている。 

※従来の取組に対して効果がある場合には＋(プラス)、無い場合

には－(マイナス)としている。 



No. 29 名称 LP ガス車の使用 
種類 機械選定の工夫 

区分 C：先駆的な取組 

取組事例の概要 

【内容】 

車両の燃料として LP ガスを採用することにより、CO2排出

量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・燃料使用量が削減されるため、燃料コスト削減が期待さ

れる。 

 

CO2削減量の算出例 

対策前 

燃料消費量：145.6／13×20＝224L 

対策後 

燃料消費量：145.6／17×20＝171L 

CO2削減量 

(224－171)×2.28＝121 kg-CO2 

 

【算定条件】 

 日あたり走行距離：72.8km×2 往復＝145.6km/日 

 走行日数：20 日 

 ガソリン車燃費：13km/L（カタログ値） 

 ガソリン+LP ガス車燃費：17km/L（カタログ値） 

 CO2排出係数（ガソリン）：2.28kg-CO2/L 

 

 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H25：1 工事、H26：取組実績なし 

【CO2削減量】H25：123 kg-CO2、H26：取組実績なし 

 

 

  



No. 46 名称 ハイブリッドカーの導入 
種類 その他の工夫 

区分 A：取り組みやすい取組 

取組事例の概要 

【内容】 

通勤や連絡等で使用している乗用車をハイブリ

ッドカーに切り替えることにより、燃費を向上さ

せ、CO2排出量を削減する。 

【特徴・留意点等】 

・ハイブリッドカーは走行条件に応じてエンジン

と電気モーターの 2 つの動力源を使い分ける

ことで、燃料消費を抑えることができる。 

・ 近では、CO2 を全く排出しない電気自動車を

利用する取組も見られている。 

 

 

 

CO2削減量の算出例 

対策前  90km/日 × 25 日 = 2,250 km 

2,250 km ÷ 17.2 km/L = 131 L 

131 L × 2.28 kg-CO2/L = 299 kg-CO2 

・走行距離（往復）：90 km/日 

・走行日数：25 日 

・燃料消費量：17.2 km/L（カタログ値） 

・CO2排出係数（ガソリン）：2.28 kg-CO2/L 

対策後  90km/日 × 25 日 = 2,250 km 

2,250 km ÷ 38.0 km/L = 59 L 

59 L × 2.28 kg-CO2/L = 135 kg-CO2 

・走行距離（往復）：90 km/日 

・走行日数：25 日 

・燃料消費量：38.0 km/L （カタログ値） 

・CO2排出係数（ガソリン）：2.28 kg-CO2/L 

CO2削減量  299 –135 = 164 kg-CO2 

 

 

①CO2排出係数(ガソリン)

  2.28 kg-CO2/L 

 

過年度取組実績 

 

【取組工事数】H26：8 工事 

【CO2削減量】H26：982 kg-CO2 

 

 

  



自治体との連携による泥炭の有効利用

地域と連携地域と連携した取組した取組事例地域と連携地域と連携した取組した取組事例

◎河川工事により発生する泥炭は比重が小さく軟弱で盛土材として不向きのため、処理方法が課題でした。
一方で泥炭は、通気性、保水性、保肥性が高く土壌改良材としての活用可能性があることから、平成２０年度から、地元農家へ提供
して活用する試みを行っています。また、泥炭を畑へ投入した結果、甜菜、デントコーンの生育改善効果が得られています。して活用する試みを行っています。また、泥炭を畑 投入した結果、甜菜、デント ンの生育改善効果が得られています。
今後もさらなる取組の拡大を目指して取組を進めていきます。

泥炭の搬入状況 泥炭の敷均し状況

風力の活用（道路照
明）

泥炭の搬入状況 泥炭の敷均し状況

明）

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝの生育状況



地域と連携地域と連携した取組した取組事例

ホタテ貝殻の有効活用

＜ホタテ貝殻の有効利用＞
◎全国生産の９割を占めるホタテ貝は、年間１７０千ﾄﾝの貝殻が副産物として発生し、その処分先が少ないことから放置

される事例が多く 漁業地域の大きな課題となっていましたが ホタテ貝殻は設計条件を満たしさえすれば建設資材と

地域と連携地域と連携した取組した取組事例

される事例が多く、漁業地域の大きな課題となっていましたが、ホタテ貝殻は設計条件を満たしさえすれば建設資材と
して再利用できることから、現在は発生する副産物のそのほとんど(99％以上)が再利用されています。

○ホタテ貝殻の有効活用

・年間１７０千ﾄﾝの発生量

・処分費用の問題

・堆積場所と堆積期間の問題堆積場所と堆積期間の問題

地域内リサイクル
と

コスト縮減を目的に
宗谷5１千ﾄﾝ

暗渠排水材への利用
（農業部門）

ホタテ貝殻を有効利用

網走78千ﾄﾝ

宗谷5１千ﾄﾝ （農業部門）

ケーソン中詰材への利用
（港湾部門）

北海道170千ﾄﾝ

北海道の
二次製品への利用
（道路部門）

渡島30千ﾄﾝ

北海道の
ホタテ貝殻発生量

※出典元：北海道水産系廃棄物発生量（平成22年度）

（道路部門）


