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1.1.1.1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

本工事は国土交通省富士砂防事務所が進める「由比地すべり対策事業」の一環の工事であり、地す

べり地帯において深礎杭を施工するための工事用道路を整備するものである。工事場所はほとんどが

急傾斜であり、施工ヤードも十分なスペースが取れない狭隘な地形である(写真.1)。 

国土交通省は平成 28 年 4 月に i-Construction の施工を本格的にスタートしたが i-Construction

で謳われている全ての工程を踏むこと（3 次元起工測量から 3 次元データ納品まで）は地方の建設企

業にとってまだまだハードルの高いものである。しかし、業界の流れに沿って新技術を取り入れてい

くことは今後必須となっていく。今回はその取り組みの一環として当現場のような急傾斜地での起工

測量において、UAV 写真測量を取り入れることができるか、平成 28 年 3 月から試行に取り組んだ事

例である。 

 

工事概要 

(1) 工 事 名：平成 27 年度 由比大久保地区道路整備工事 

(2) 発 注 者：国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 

(3) 工事場所：静岡市清水区由比西倉沢地先 

(4) 工  期：平成 28 年 1 月 19 日～平成 29 年 2 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               写真.1 伐採後の現場全景 
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