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災害時の随意契約の活用等

○令和元年６月に公共工事品確法が改正・施行され、災害時の緊急度に応じた随意契約等の活用、予定価格の
設定に当たっての見積もりの活用が法律上明記。
○災害後の復旧にあたり、早期かつ確実な施工が可能な者を短期間で選定し復旧作業に着手する必要があるこ
とから、着手までの期間、資材の調達力、人員確保などを総合的に評価し、透明性・公平性の確保に努めつつ、
積極的に随意契約等を活用。
公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）（令和元年6月7日改正、令和元年6月14日施行）
＜発注者等の責務＞ 第７条 第１項
二 （略）災害により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認めるときその他必要があると認めるときは、入札に参加する者から当該入札に係る工事等の全部
又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことにより、適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。
三 災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事等にあっては随意契約を、その他の災害復旧に関する工
事等にあっては指名競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めること。

○入札契約方式の適用の考え方

○適用例
【業務】
・緊急点検、航空測量等の災害状況調査
・下記工事に関連する測量、調査及び設計業務 等
【工事】
・堤防等河川管理施設等の応急復旧
・道路啓開、がれき撤去
・段差解消のための舗装修繕、路面復旧
・孤立集落解消のための橋梁復旧

等

○災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン
迅速性が求められる災害復旧や復興において、随意契
約や指名競争方式等の適用の考え方や手続きにあたって
の留意点や工夫、過去の具体的な事例や様式等をまとめ
ている。
（公表URL：http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000434.html ）
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災害復旧推進フレームワークモデル工事の試行①
 災害復旧工事は、通常時に比べて多くの工事を短期間に集中して発注する必要があり、受発
注者双方の施工体制を確保する必要がある。
■災害復旧工事の実施事例

案件名：利根川上流ブロック（Ｂ＋Ｃ等級工事）
箇所数：７～１１箇所程度
案件名：利根川上流ブロック（Ｃ等級工事）
箇所数：４～８箇所程度
明和町

羽生市
太田市
千代田町

伊勢崎市

熊谷市
深谷市

＜凡例＞
本庄市

被災箇所

近接付近で同時期に多くの工事が発注
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災害復旧推進フレームワークモデル工事の試行②
 関東地方整備局において、災害復旧推進フレームワーク工事を試行中。
【メリット】

建設企業
建設企業
・・・

以降は通常指名競争入
札方式の手続きと同様

一定期間内の計画的な発注

個別案件の発注（指名通知）

指名基準による選定

発注計画の公表

（工事規模、入札時期、落札方式等）

フレームワーク企業の選定

工種、等級毎に作成

特定工事参加候補者名簿の作成

（
書類の記載内容及び施工能力審査の上作成）

参加要件は企業とし、
技術者要件は求めない

工事参加希望の意思確認

（参加意思表明申請書＋必要資料の提出）

（箇所数、工事箇所、入札時期、概要等）

災害復旧予定箇所
（○○川（
△△～□□区間）

おおよその発注見通しの公表

対象は
一般土木C,B+C工事

 施工体制確保→見通し可能な発注計画の公表
 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化 (個別発注時では不要）
 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで２週間程度

参加希望者へ
通知

建設企業

落札者は
総合評価落札方式
【「価格」及び「施工体制
（標準点100点＋施工
体制評価点30点）」】
により決定
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国土交通省
関東地方整備局

「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事（試行）について
１．概要

一般社団法人 日本建設業連合会（日建連）は、建設技能者の賃金を全産業労働者平均レベルに近づけるため｢労務費見積り
尊重宣言｣を２０１８年（平成３０年）９月１８日に表明し、元請企業による労務賃金改善に関する取り組みが行われている。
これを踏まえ、関東地方整備局の発注工事において、建設業の労務賃金改善に関する取り組みを推進するため、総合評価方式
や工事成績評定においてインセンティブを付与するモデル工事を試行するもの。
２．対象工事 ： 当面、本通知以降に公告する一般土木工事（ＷＴＯ対象工事で段階的選抜方式）を対象とする。
３．試行内容

（１）総合評価方式における技術評価内容
① 「労務費見積り尊重宣言」の確認
・ 発注者は、入札契約手続きの審査基準日までに、
入札・契約参加企業が「労務費見積り尊重宣言」を決定・公表した事実を確認
② 労務費（労務賃金）を内訳明示する旨を記した誓約書の確認

①②の両方とも満たす場合

⇨ 加点：１点

・ 発注者は、入札・契約手続き参加企業から提出された誓約書を確認

(２)工事成績評定（工事完成検査/成績評定時）
➢

元請企業と下請企業間の見積書を確認

（下請金額3,500万円以上の１次下請を対象とし確認（数社を抜き取りで確認）
①
②

労務費（労務賃金）が内訳明示されていない場合
見積書に加え注文書に労務費（労務賃金）が内訳明示されている場合
※ 工事完了検査時において｢労務費見積り尊重宣言｣を公表した事実を確認できること

⇨ 減点
⇨ 加点

落札者が総合評価方式の技術評価
において加点された場合のみ
受注者が総合評価方式の技術評価
において加点されていない場合でも、
工事完成検査時において （２）②を
満たす場合は加点対象とする
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監理技術者育成交代モデル工事（試行）

【機密性３】

Ｒ１国道１５８号奈川渡大白川橋上部工事で試行中作成日_作成担当課_用途_保存期間

発出元 → 発出先

豊富な工事経験のある技術者（以下、「主任（監理）技術者」という。）が、入札参加資格要件で定めた同種工事を施工
中に、同種工事の経験無い技術者（以下、「育成技術者」という。）を指導・監督することで、将来の担い手となる技術者
の育成を図るとともに、良好な品質の社会資本を持続的に社会に供給できる体制の確保を目的とする。
モデル工事の概要
１ 主任（監理）技術者と育成技術者の配置
・主任（監理）技術者の専任期間に、当該工事と同様の公共事業分野（河川・道路等）の経験がある育成技術者
を配置することができる。
・交代時期以降は育成技術者に交代することができる。
２ 交代の時期
・施工上の一定の区切りとみなせる時期以降。詳細時期は監督職員と協議して決定。
３ 交代の条件
・主任（監理）技術者の専任期間に、育成技術者として当該工事に従事（育成期間）。
・育成技術者は交代までに、１級土木施工管理技士及び監理技術者資格者証並びに監理技術者講習修了証の取得。
・育成技術者が技術力を習得するために育成期間におけるトレーニングプログラムを施工計画書に記載。
・育成技術者に交代する前に中間技術検査を実施。
・監督職員は育成期間中に、中間技術検査の検査官は中間技術検査時にトレーニングプログラムの実施状況を確認。
主任
（ 監理）
技術者

◆本来の主任（監理）技術者の専任期間

工期末

施工上一
定の区切り

主任（監理）技術者専任期間
育成
技術者

トレーニングプログラムに
基づき指導等

育成期間
※ １級土木施工管理技士、
監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証 の取得

中
間
技
術
検
査

主任（監理）技術者として交替（専任）
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『登録基幹技能者』を活用する工事（試行）の実施方針
発出元 → 発出先

【機密性３】
作成日_作成担当課_用途_保存期間

取 組 概 要
○ 熟達した作業能力と豊富な知識を有するとともに施工管理等のマネジメントができる優れた技術者である
｢登録基幹技能者｣を活用する工事
○ 設計図書（特記仕様書）に｢登録基幹技能者の活用｣を明記
○ 登録基幹技能者を活用することにより、段階確認時における臨場に代えて、動画等のＩＴ活用も可能とし、
受発注者双方の事務負担の軽減を図るとともに、円滑な工程管理を目指す。（事後報告も可）
令和元年度の実施方針
○ 関東地域において、登録基幹技能者が比較的多い｢鉄筋｣の活用で試行
○ ｢鉄筋｣の登録基幹技能者が多い都県で数件試行（埼玉、千葉、東京、神奈川）
○ 工事内容に、鉄筋工を含む｢一般土木（Ｂ、Ｃランク）｣で試行

＜ 参考 ： 登録基幹技能者の役割 ＞
① 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等
② 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、
作業方法、作業手順等の構成
③ 生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導
④ 前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡・調整

【出典 ： 一般財団法人建設業振興基金 ＨＰ】
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◆ Ｒ１ ＩＣＴ土工の実施方針

関東地方整備局
関東地方整備局

「一般土木工事」のうち、土工（対象工種）を含む工事
○対象工種は河川土工、砂防土工※２、海岸土工、道路土工（掘削工、盛土工、法面整形工）、河床等掘削
○対象工種を出来形管理基準及び規格値（従来管理）により出来形管理する工事。
入札公告時に
「ICT活用工事」に設定
※１土工量1,000m3以上

予定価格が
３億円以上

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

Yes
【施工者希望Ⅰ型】

No
土工量
10,000m3以上

Yes

No

《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

【施工者希望Ⅱ型】
（３Ｄチャレンジ型（試行））
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価で加点評価しない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンク
リート舗装工事」、 「法面処理工事」、「維
持修繕工事」のうち、土工（対象工種）を
含む工事 ※１

ICT施工の実績がない企業は、技術
支援を希望できる「3Dチャレンジ型（試

「ICT活用工事」
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品
※２ 昨年度までは①～⑤を全面活用す
る場合にのみＩＣＴ活用工事としていたが
、 砂防工事など施工現場の環境条件に
より、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難
となる場合は、従来型建設機械による施
工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。

（契約後）
《③だけを希望した場合》

（１）工事成績の
加点対象としない
（２）機械施工経費のみ
変更計上する

行）」を設定。
＊詳細は、「3Dチャレンジ型（試行）の実施
方針」による。

※１ 土工1,000m3未満等、ICT活用工事設定されていなくても
施工可（施工者希望Ⅱ型に準じる）。
★ 適用工種の詳細については、各実施要領を確認すること。

ＩＣＴ土工の関連施工工種として実施
付帯構造物設置工、法面工、作業土工（床堀）
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品確法と建設業法・⼊契法（新担い⼿３法）

Ｒ１改正時の概要

平成26年に、公共⼯事品確法と建設業法･⼊契法を⼀体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い⼿の中⻑期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

※担い⼿３法の改正（公共⼯事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律）

新たな課題・引き続き取り組むべき課題
相次ぐ災害を受け地域の「守り⼿」としての建設業への期待
働き⽅改⾰促進による建設業の⻑時間労働の是正
i-Constructionの推進等による⽣産性の向上

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い⼿３法改正を実施

担い⼿３法施⾏(H26)後５年間の成果
予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に⻭⽌め

品確法の改正 〜公共⼯事の発注者･受注者の基本的な責務〜
○発注者の責務

・適正な⼯期設定 （休⽇、準備期間等を考慮）
・施⼯時期の平準化 （債務負担⾏為や繰越明許費の活⽤等）
・適切な設計変更
（⼯期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活⽤）

○発注者･受注者の責務

・情報通信技術の活⽤等による
⽣産性向上

○受注者（下請含む）の責務

○発注者の責務

・緊急性に応じた随意契約･指名競
争⼊札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費⽤の予定価格
への反映や、⾒積り徴収の活⽤

○調査･設計の品質確保

・「公共⼯事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

・適正な請負代⾦･⼯期での下請契約締結

働き⽅改⾰の推進
cv
○⼯期の適正化

・中央建設業審議会が、⼯期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い⼯期による請負契約の締結を禁⽌
（違反者には国⼟交通⼤⾂等から勧告・公表）
・公共⼯事の発注者が、必要な⼯期の確保と施⼯時期の平準化
のための措置を講ずることを努⼒義務化＜⼊契法＞

○現場の処遇改善

・社会保険の加⼊を許可要件化
・下請代⾦のうち、労務費相当については現⾦払い

⽣産性向上
への取組
○技術者に関する規制の合理化

・監理技術者︓補佐する者(技⼠補)
を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請)︓⼀定の要件を
満たす場合は配置不要

災害時の緊急対応強化

持続可能な事業環境の確保
○災害時における建設業者団体
の責務の追加
・建設業者と地⽅公共団体等との
連携の努⼒義務化

○持続可能な事業環境の確保

・経営管理責任者に関する規制を
合理化
・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備

建設業法・⼊契法の改正 〜建設⼯事や建設業に関する具体的なルール〜
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●公共工事の品質確保の促進に関する法律 Ｒ１改正時の概要

（令和元年６月７日成立 ６月１４日施行）

背景・必要性
１. 災害への対応

２. 働き方改革関連法の成立

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興
のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務

〇「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間
労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性

４. 調査・設計の重要性

〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促
進と併せ、生産性の向上が急務

〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な
役割

法案の概要（改正のポイント）
Ⅰ. 災害時の緊急対応の充実強化
【基本理念】
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ
円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

Ⅱ. 働き方改革への対応
【基本理念】
【発注者の責務】
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の ②公共工事の施工時期の平準化に向けた、
適正な整備への配慮
債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注
【公共工事等を実施する者の責務】
見通しの作成・公表等
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結
③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

Ⅲ. 生産性向上への取組

Ⅳ. 調査・設計の品質確保

【基本理念、発注者・受注者の責務】
情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）に
ついて広く本法律の対象として位置付け

Ⅴ. その他
(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を
有する者の活用促進等

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】
(3)公共工事の目的物の適切な維持管理
【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、基本方針や発注者共通の運用指針を改正
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「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」
改正案の概要
令和元年１０⽉１８⽇ 閣議決定
品確法基本⽅針とは
品確法（※）に基づき、公共⼯事の品質確保の促進の意義や施策に関する基本的⽅針を規定（平成17年閣議決定、平成26年改正）
国、特殊法⼈等、地⽅公共団体は、基本⽅針に従って必要な措置を講ずる努⼒義務 （※）公共⼯事の品質確保の促進に関する法律
災害時の緊急対応の充実強化、働き方改革への対応、生産性向上への取組、調査・設計の品質確保
（※）令和元年６月14日公布・施行
を柱とする品確法の改正（※）を反映

改正の全体像

※改正事項は、改正法の４本柱に対応して色分けして記載

第１ 公共⼯事の品質確保の促進の意義に関する事項
 災害復旧⼯事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備
 市場における労務の取引価格、法定福利費等を的確に反映
した請負代⾦･適正な⼯期等を定める公正な請負契約の締結

 情報通信技術の活⽤等を通じた⽣産性の向上
 公共⼯事に関する調査等の品質確保が公共⼯事の品質
確保を図る上で重要

第２ 公共⼯事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な⽅針
受注者等の責務に関する事項
発注関係事務の適切な実施
 市場における労務の取引価格、法定福利費等を的確に
 災害時の緊急性に応じた随意契約・指名競争⼊札の活⽤
反映した適正な額の請負代⾦・⼯期での下請契約の締結
 建設業者団体等との災害協定の締結、災害時の発注者の連携
 情報通信技術の活⽤等による⽣産性の向上
等
 災害時の⾒積り徴収の活⽤
 法定福利費・補償に必要な保険料及び⼯期を的確に反映した
⼯事の監督･検査及び施⼯状況の確認･評価に関する事項
積算による予定価格の適正な設定
 ⼯事の監督・検査及び施⼯状況の確認・評価における
 施⼯時期の平準化に向けた繰越明許費・債務負担⾏為の活⽤
情報通信技術の活⽤
等
による翌年度にわたる⼯期設定、中⻑期的な発注⾒通しの
作成・公表
調査等の品質確保に関する事項
 休⽇･準備期間･天候等を考慮した適正な⼯期の設定
 調査等における発注関係事務の適切な実施
 設計図書の変更に伴い⼯期が翌年度にわたる場合の繰越明許
(予定価格の適正な設定、実施の時期の平準化、適正な履⾏期の設定等)
費の活⽤
等
 調査等における受注者等の責務に関する事項
（適正な請負代⾦・履⾏期による下請契約の締結、⽣産性の向上等）

 調査等の性格等に応じた⼊札及び契約の⽅法
(プロポーザル⽅式の選択等）
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント

令和2年1⽉30⽇ 関係省庁申し合わせ

運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成（令和２年）
 各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
 国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

必ず実施すべき事項

工事

測量、調査及び設計【新】

実施に努める事項

①予定価格の適正な設定
②歩切りの根絶
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の
設定・活用の徹底等
④施工時期の平準化【新】
⑤適正な工期設定【新】
⑥適切な設計変更
⑦発注者間の連携体制の構築

①予定価格の適正な設定
②低入札価格調査基準又は最低制限価格の
設定・活用の徹底等
③履行期間の平準化
④適正な履行期間の設定
⑤適切な設計変更
⑥発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用
③総合評価落札方式の改善【新】
④見積りの活用
⑤余裕期間制度の活用
⑥工事中の施工状況の確認【新】
⑦受注者との情報共有、協議の迅速化

①ICTを活用した生産性向上
②入札契約方式の選択・活用
③プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的
な活用
④履行状況の確認
⑤受注者との情報共有、協議の迅速化

災害対応

①随意契約等の適切な入札契約方式の活用
②現地の状況等を踏まえた積算の導入
③災害協定の締結等建設業者団体等や、他の発注者との連携
Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント
必ず実施すべき事項（工事）
① 予定価格の適正な設定
⑤ 適正な工期設定【新】
予定価格の設定に当たっては、市場における労務単
工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方
価及び資材・機材等の取引価格、工期、施工の実態
等を的確に反映した積算を行う。また労務費、機械経 法、施工体制、地域の実情等を踏まえた施工に必要
な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の実
費、間接経費を補正するなどにより、週休２日等に
施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむ
取り組む際に必要となる経費を適正に計上する。
を得ない事由により工事の実施が困難であると見込ま
② 歩切りの根絶
れる日数等を考慮する。また、週休２日を実施する
工事については、その分の日数を適正に考慮する。
歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律
第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、
これを行わない。
⑥ 適切な設計変更
③ 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・
設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の
活用の徹底等
状態が一致しない場合等において、設計図書の変更
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査
及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の
制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。
変更を適切に行う。その際、工期が翌年度にわたるこ
予定価格は、原則として事後公表とする。
ととなったときは、繰越明許費を活用する。
④ 施工時期の平準化【新】
発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準
化のための取組を実施する。
具体的には、中長期的な工事の発注見通しについ
て、地域ブロック単位等で統合して公表する。ま
た、繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の
前倒しなどの取組により施工時期の平準化に取り
Ministry
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
組む。

⑦ 発注者間の連携体制の構築
地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関
係事務の実施状況等を把握するとともに、各発注者
は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町
村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国
や都道府県の支援を求める。
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント
実施に努める事項（工事）
① ICTを活用した生産性向上【新】

④ 見積りの活用

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、
工事に関する情報の集約化・可視化を図るため、
BIM/CIMや３次元データを積極的に活用するとともに、標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合
さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有で は、見積りを活用することにより予定価格を適切に
きるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。見直す。
また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素 ⑤ 余裕期間制度の活用
化や作業の効率化に努める
労働力や資材・機材等の確保のため、実工期を柔
軟に設定できる余裕期間制度の活用といった契約上
② 入札契約方式の選択・活用
の工夫を行うよう努める。
工事の発注に当たっては、工事の性格や地域の実
⑥ 工事中の施工状況の確認【新】
情等に応じ、価格競争方式、総合評価落札方式、技
術提案・交渉方式等の適切な入札契約方式を選択す
下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保
るよう努める。
に関し、その実態を把握するよう努める。
③ 総合評価落札方式の改善【新】

⑦ 受注者との情報共有、協議の迅速化

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技
術者などの登用、民間発注工事や海外での施工経験
を有する技術者の活用も考慮して、施工実績の代わ
りに施工計画を評価するほか、災害時の活動実績を
評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。さ
らに、国土交通省が認定した一定水準の技術力等を
証する民間資格を総合評価落札方式における評価の
対象とするよう努める。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかか
つ適切な回答に努める。設計変更の手続の迅速化等
を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂
に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等
の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑧ 完成後一定期間を経過した後における施工状況
の確認・評価
必要に応じて完成後の一定期間を経過した後におい
て施工状況の確認及び評価を実施する。
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント
必ず実施すべき事項（測量、調査及び設計【新】）
① 予定価格の適正な設定

④ 適正な履行期間の設定

予定価格の設定に当たっては、市場における技術者
単価及び資材・機材等の取引価格、履行の実態等を
的確に反映した積算を行う。

履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規
模、方法、地域の実情等を踏まえた業務の履行に必
要な日数のほか、必要に応じて準備期間、照査期間
や週休２日を前提とした業務に従事する者の休日、天
候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困
難であると見込まれる日数や関連する別途発注業務
の進捗等を考慮する。

② 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・
活用の徹底等

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査
制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。
⑤ 適切な設計変更
予定価格は、原則として事後公表とする。
設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致
しない場合等において、設計図書の変更及びこれに
③ 履行期間の平準化
伴って必要となる契約額や履行期間の変更を適切に
発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準 行う。その際、履行期間が翌年度にわたることと
なったときは、繰越明許費を活用する。
化のための取組を実施する。
具体的には、繰越明許費・債務負担行為の活用や
⑥ 発注者間の連携体制の構築
入札公告の前倒しなどの取組により施工時期の平
準化に取り組む。
地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関
係事務の実施状況等を把握するとともに、各発注者
は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町
村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国
や都道府県の支援を求める。
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント
実施に努める事項（測量、調査及び設計【新】）
④ 履行状況の確認
① ICTを活用した生産性向上（新）
業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、
履行期間中においては、業務成果の品質が適切に
BIM/CIMや３次元データを積極的に活用するとともに、 確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日
さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有で 明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリースタ
きるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。ンスの適用や条件明示チェックシートの活用、スケジュー
また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素 ル管理表の運用の徹底等により、履行状況の確認を
化や作業の効率化に努める。
適切に実施するよう努める。
② 入札契約方式の選択・活用

⑤ 受注者との情報共有、協議の迅速化

業務の発注に当たっては、業務の内容や地域の実
情等に応じ、プロポーザル方式、総合評価落札方式、
価格競争方式、コンペ方式等の適切な入札契約方式
を選択するよう努める。

設計業務については、設計条件や施工の留意点、
関連事業の情報確認及び設計方針の明確化を行い受
発注者間で共有するため、発注者と受注者による合
同現地踏査の実施に努める。テレビ会議や現地調査
の臨場を要する確認等におけるウェアラブルカメラ
③ プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的な
の活用などにより、発注者と受注者双方の省力化の
活用
積極的な推進に努め、情報共有が可能となる環境整
技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務、 備を行う。
地域特性を踏まえた検討が必要となる業務において
は、プロポーザル方式により技術提案を求める。
また、豊富な実績を有していない若手技術者や、
女性技術者などの登用、海外での業務経験を有する技
術者の活用等も考慮するとともに、業務の内容に応
じて国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証
する民間資格を評価の対象とするよう努める。
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント
災害対応（工事・業務） 【新】
① 随意契約等の適切な入札契約方式の活用
災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約の相手を選定すると
ともに、書面での契約を行う。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な施工
が可能な者を選定することや、概算数量による発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行う
など、工事の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。
② 現地の状況等を踏まえた積算の導入
災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じることがあ
る。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積
り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。
③ 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携
災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑に実施する
ため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業務に関する各種団体等と災害協定を締結
する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結にあたっては、災害対応に関する工事及び業
務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、必要に応じて、協定内容の見直しや標準化を
進める。
災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復旧にあたっ
ても地域内における各発注者が必要な調整を図りながら協働で取り組む。
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