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■施工効率向上プロジェクトの目的

工事の川上から川下にいたる一連の流れを「着手前」「工事中」「完成後」の３つの段階に分け、各段階において
受発注者が各々の責務を果たしお互い連携し、公共工事の品質確保、生産性向上を図る。

■施工効率向上プロジェクトの経緯

平成２１年度 施工効率向上プロジェクト（北海道開発局）
平成２４年度 業務成果品質向上プロジェクト(北海道開発局）
平成２６年度 品確法、入契法、建設業法の改正、発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）
平成２８年度 政府による「働き方改革実現会議」において「働き方改革実行計画」が決定
平成２９年度 「建設工事における適正な工期設定等のガイドライン」策定（建設業の働き方改革に関する関係

省庁連絡会議（8月28日））
北海道開発局「建設業等の働き方改革推進本部」を設置（10月24日）
「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定

平成３０年度 平成30年度北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針策定（4月23日） 以後毎年策定中
令和 元年度 新・担い手３法（建設業法、入契法、品確法の一体的改正）の公布・施行（6月14日）

発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）（1月30日）
令和 ４年度 令和４年度北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針策定（3月30日）

■ＰＤＣＡサイクルによる建設生産システムの向上を推進

Ｐｌａｎ ：建設業を取り巻くその時々の環境を踏まえて取組強化項目を設定
Ｄｏ ：取組項目を踏まえた工事実施
Ｃｈｅｃｋ：工事フォローアップ調査等により、受発注者に取組内容状況を確認
Ａｃｔｉｏｎ：課題などの確認・対策検討
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施工効率向上プロジェクトの取組概要

2出前講座の実施（適時）、相談窓口の設置（本局、開建）

適切な設計変更の徹底
⑩設計図書の照査ガイドライン
⑪設計変更ガイドライン
⑫設計変更事例集（条件明示事例集）
⑬工事一時中止に係るガイドライン(案)

②クリティカルパスの共有による工程管理

⑥ 業務環境の改善
⑦ ワンデーレスポンス ⑧ ASPの活用

⑭工事書類の簡素化

生産性向上に向けたチェックリストの活用
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北海道開発局新・担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体的改正）

●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

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「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
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

４. 調査・設計の重要性
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

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

法案の概要（改正のポイント）

【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

Ⅰ. 災害時の緊急対応の充実強化

【基本理念】
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
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
適正な整備への配慮

【公共工事等を実施する者の責務】
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

Ⅱ. 働き方改革への対応

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、

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
見通しの作成・公表等

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

【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

Ⅲ. 生産性向上への取組
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

Ⅳ. 調査・設計の品質確保

(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

Ⅴ. その他

(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

（令和元年６月７日成立 ６月１４日施行）
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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

予定価格の設定に当たっては、市場における労務単価及

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、機械経費、間接経費を

補正するなどにより、週休２日等に取り組む際に必要となる

経費を適正に計上する。

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。予定価格

は、原則として事後公表とする。

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。

必ず実施すべき事項（工事）

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

⑥ 適切な設計変更

工期の設定にあたっては、工事の内容、規模、方法、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、工事の実施に必要な準備・

後片付け期間、天候その他のやむを得ない事由により工

事の実施が困難であると見込ま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。

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化
のための取り組みを実施する。

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り
組みにより施工時期の平準化に取組む。

④ 施工時期の平準化【新】

⑤ 適正な工期設定【新】

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。

⑦ 発注者間の連携体制の構築

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態

が一致しない場合等において、設計図書の変更及びこれ

に伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切に

行う。その際、工期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。
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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

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標

準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合は、見

積りを活用することにより予定価格を適切に見直す。

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。

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。

実施に努める事項（工事）

④ 見積りの活用

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

⑦ 受注者との情報共有、協議の迅速化

工事の発注に当たっては、工事の性格や地域の実情等に

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るよう努める。

② 入札契約方式の選択・活用

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、さらに情報を

発注者と受注者双方の関係者で共有できるよう、情報共有

システム等の活用の推進に努める。また、ICTの積極的な活

用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に努める。

① ICTを活用した生産性向上【新】

③ 総合評価落札方式の改善【新】

実績の少ない若手技術者や、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。

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の工夫を

行うよう努める。

⑤ 余裕期間制度の活用

下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に

関し、その実態を把握するよう努める。

⑥ 工事中の施工状況の確認【新】

5



国土交通省
北海道開発局

〇 生産年齢人口が減少する中、社会インフラの整備･維持管理や災害対応に重要な役割を果たしている建設業等の担い手確保･育成に向け、建設業等の働き方改革は急務。

〇 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議の「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」等を受け、開発局では工事・業務の円滑な執行と品質を
確保しつつ、建設業等の働き方改革を推進。

〇 令和元年に公布・施行された「新・担い手３法」を踏まえ、働き方改革及び生産性向上を推進するため、引き続き、以下の取組を実施。

取組の趣旨

〇 時間外労働規制の適用時期（R6.4月）を見据え、中小企業における実態把握等を行い、働き方改革が着実に進むよう、各取組を積極的に推進する。また、生産性向
上の取組にあたっては、『北海道開発局インフラDX・i-Constructionアクションプラン』の取組と連携して推進する。

○ 働き方改革の実現に向け、現場レベルでの意識の浸透及び実施の徹底を図る。また、受発注者間の情報共有及び円滑なコミュニケーションを図り、それぞれの役割
分担を明確にして適切に実施する。

○ これらの取組にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策の状況や政府の対策等を踏まえつつ、社会のデジタル化の進展に対応し、「非接触・リモート型」の
働き方への転換を推進する。

取組の進め方

①適正な工期設定

・余裕期間制度の積極的な活用や条件明示の徹底、適切な

設計変更を徹底し、適正な工期設定を確実に実施

・公告時の概略工程表の明示の試行対象を拡大

【対象：一般土木Ａまで拡大】

②週休２日確保促進に向けた取組

・週休２日工事の発注者指定方式の拡大
【実施工事の７割以上を目標】

・毎週土日の現場閉所の試行を推進
・週休２日交替制モデル工事の試行を推進

【発注者指定方式：実施工事の５割以上を目標】
・工事円滑化会議にて受発注者による工事工程やクリティ

カルパスの確認、共有を徹底
・「統一土曜閉所【毎月１回⇒毎月２回】」及び、

「週休２日促進デー【５回⇒７回】｣の取組を拡大

①i-Constructionの推進

②BIM/CIMの推進

③インフラDXの推進

④フォローアップ活動

※『令和４年度 北海道開発局インフラDX・i-Constructionアク
ションプラン』を参照

取組Ⅰ-1 適正な工期設定・施工時期の平準化

＜取組Ⅱ＞ 生産性向上の推進

③施工時期の平準化
・早期発注、工期末の分散化等による施工
時期の平準化を推進

④発注者協議会等の取組

・北海道ブロック発注者協議会における取

組指標のフォローアップを実施

・開発局における中長期的な発注見通しを

入札情報サービス（PPI）で公表し､また､

北海道内の各発注機関における当年度の

発注見通しをＨＰにて公表

⑤設計業務等における適正な工期設定

・年度末に集中している工期末の分散化等
による履行期限の平準化を推進
【３月期の履行期限：30％以下を目標】

＜取組Ⅰ＞ 働き方改革の推進

①書面による契約締結の徹底
・法制度の継続的な周知、啓発を実施
・契約締結の状況の調査、指導を実施
②下請代金の支払方法の適正化
・法制度の継続的な周知、啓発を実施
・下請代金の支払状況の調査､指導を実施

取組Ⅰ-2 社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保 取組Ⅰ-3 下請契約における取引適正化

①建設業等の若手・女性活躍応援の取組
・若手、女性の登用のための各種試行を拡大

【専任補助者制度等の新設】
・官民合同の女性技術者による意見交換等を実施

②業務環境の改善
・時間外の連絡や打合せの抑制等の徹底及びweb会議の推進
・男女ともに働きやすい環境とする取組を推進

③書類の簡素化
・受発注者への周知や工事書類の削減により、書類の簡素化を推

進【工事出来形図（開発局独自）の廃止(予定)】
・情報共有システムを活用したオンライン電子納品を推進

④担い手確保等に向けた取組
・現場見学会やインターンシップ等の開催、広報や体験の機会を

通じた建設現場の魅力発信を推進
・建設キャリアアップシステムの普及を促進
⑤各取組のフォローアップ活動
・業界との意見交換等により、課題の抽出や改善策の検討を実施

取組Ⅰ-4 その他働き方改革に資する取組

①社会保険の加入促進
・社会保険未加入者の建設業の許可・更新は行わない
・社会保険加入状況の調査、指導等の対策を実施
・CCUS処遇改善推進北海道地方連絡協議会による一体的な

取組を徹底
②標準見積書の活用促進
・標準見積書等の活用状況の調査、指導を実施

令和４年度 北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針

6



国土交通省
北海道開発局

『適切』＋『概ね適切』の回答が９割以上

『適切』＋『概ね適切』の回答が８割以上

凡　例

工事フォローアップ調査での受注者からのご意見

■令和３年１０月～令和４年３月までに完了した工事を対象に｢工事フォローアップ調査｣を実施

■回答数：838工事（回収率57％）

15

25%

22%

17%

11%

22%

3%

労務費・間接費の補正率の改定

技能労働者の給与水準の確保

人員、施工体制の確保

時間外労働規制の適用を踏まえ、今後どのような部
分が改善されれば週休２日を達成できるのか（R3新
規）

発注者の余裕をもった工期設定

その他

建設業界全体の週休２日に対する意識改革

16

26%

9%

14%

9%

8%

23%

10%

1%

生産性向上のために、今後取り組み
たい項目（３つまで選択可）（R3新
規）

プレキャスト化

遠隔臨場

新技術活用

オンライン電子納品

情報共有システムの活用

BIM/CIM活用

ICT活用

その他

＜令和３年度 工事フォローアップ調査の結果（受注者）＞

7

適切
概ね
適切

やや
不適切

不適切 適切
概ね
適切

やや
不適切

不適切

1 適切な条件明示 54% 34% 9% 3% 50% 38% 10% 2%

2 設計内容と現場条件 53% 34% 11% 2% 47% 39% 12% 2%

3 適切な工期設定 65% 25% 8% 2% 69% 24% 6% 1%

4 業務環境の改善 79% 18% 2% 1% 75% 20% 4% 1%

5 遠隔臨場やweb会議（R3新規） 65% 28% 5% 2%

6 ワンデーレスポンス 68% 26% 5% 1% 63% 28% 7% 2%

7 適切な設計変更 73% 21% 5% 1% 81% 15% 3% 1%

8 一時中止 76% 12% 5% 7% 74% 24% 0% 2%

9 書類の簡素化 76% 21% 2% 1% 77% 20% 2% 1%

10 生産性向上に向けたチェックリスト（R3新規） 55% 34% 8% 3%

番号 設　問 機能した
概ね

機能した

やや機能
しなかっ
た

機能
しなかっ
た

開催
しなかっ
た

機能した
概ね

機能した

やや機能
しなかっ
た

機能
しなかっ
た

開催
しなかっ
た

11 工事円滑化会議 63% 24% 3% 1% 9% 63% 25% 4% 1% 7%

12 技術調整会議 57% 33% 8% 2% 67% 27% 4% 2%

13 設計変更確認会議 67% 23% 3% 1% 6% 68% 22% 3% 1% 6%

14 現場レベルでの意見交換 76% 12% 5% 7% 61% 32% 5% 2%

設　問

令和２年度 令和３年度

番号



国土交通省
北海道開発局工事フォローアップ調査での受注者からのご意見
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《適切な条件明示》

《設計内容の現場条件との一致》

・施工可能時期・支障物件の移設時期・地権者の人数が記載されて

おり工程立案に役立った。

・当初設計の内容と実際現場で施工できる事に大きな乖離があっ

た。

・平面図は整理されていない、横断図は無い等資料の不備や、支障

物件、地権者との調整等で施工できる箇所が限定されており、施工

範囲の選定・数量算出に２ヶ月半を要した。

・過年度工事の成果が反映されていないところが多々あり、設計変

更したものも多くあったが、その都度、監督員の指示が早かったの

で、滞りなく現場の作業を進めることができた。

・全体的には適切でありましたが、発注者からの伝達はあったもの

の、工事用図面に記載されている水準・基準点が古い物であり、

前年度工事で使用された水準点・基準点との整合性を調整するの

に苦慮した為、図面に記載してある基準点は最新の値を記してほ

しい。

・当初設計の内容では施工することが出来ない事が多かった。

50%38%

10% 2%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

47%
39%

12% 2%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

適切＋概ね適切が ８８％ （R2年比 ±０）

適切＋概ね適切が ８６％ （R2年比 –１％）



国土交通省
北海道開発局工事フォローアップ調査での受注者からのご意見
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《適切な工期設定》

・出水期等制約があったが、それが考慮された工期設定で、悪天

候による遅れにも余裕を持って対応でき週休二日を達成できた。

・北電柱や高圧電線鉄塔の移設、排水路工は農業用水落水後と

施工時期の制限があったが、考慮された工期設定であったた

め、余裕のある状態で期日内に納めることができた。

・設計・調査待ちによる待機、材料入荷待ちによる着手遅れなど、

通常条件以外の待機時間は標準工程には含まれないので、工

期延伸についてもっと柔軟に対応して欲しい。

・担当する監督員は初めての現場だという事で、決裁に非常に時

間がかかり、何をしていいのか分からなく、後手後手に感じた。

69%
24%

6% 1%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

《業務環境の改善》

・テレワーク等で不在の場合は課長や専門官が対応してくれたので

遅延等がなかった。

・期限のあるものや予定をすぐに連絡していただき、こちらが対応す

る時間をとることが出来た。

・我々の業務平準化を考慮していることが、感じ取れた。

・期間の短い調査依頼が多く現場管理に支障をきたしている。

・無駄な作業を指示され、時間外作業が多かった。

75%

20%

4% 1%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

適切＋概ね適切が ９３％ （R2年比 ＋３％）

適切＋概ね適切が ９５％ （R2年比 －２％）
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・設計変更確認会議や安全協議会のWeb会議、段階確認での遠隔

臨場の活用は、移動時間の短縮に繋がり、コロナ感染対策としても

効果があった。

・便利ではあるが全てがWEB会議では限界もあるので、月に一度位

は対面が必要。ＷＥＢ会議だと会話の間が取りづらく質問しにくい。

・遠隔臨場の端末機器の備品が多くもう少しコンパクトにして欲しい。

スマートフォン等が活用出来れば、尚良いと思う。

・遠隔臨場実施に対し発注者側の遠隔臨場用機材（パソコン、通信

設備）がない為、受注者側で一式用意をしなければならないのは遠

隔臨場を推奨する発注者にしては不十分に感じる。

工事フォローアップ調査での受注者からのご意見

10

《業務効率化》

65%
28%

5% 2%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

《ワンデーレスポンス》

・当日回答・指示も多くあり、案件によっては回答期限を明示してもら

えたので工程調整をすることができた。

・コロナ感染対策でテレワークが多い時期もあったが、連絡はすぐ対

応してくれてASP、メール等で、ワンデーレスポンズは適切に行われ

ていた。

・全ての事案を主任監督員などに確認をとるため、主任監督員が不

在だと回答をもらえなかった。

・ASPの承認待ちが長い間続いた。承認が済んでからの訂正があっ

たため困惑した。

63%
28%

7% 2%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

適切＋概ね適切が ９３％

適切＋概ね適切が ９１％ （R2年比 －３％）



国土交通省
北海道開発局工事フォローアップ調査での受注者からのご意見
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《工事円滑化会議》

・工事の課題・留意点の共有を行う上で効果的だった。

・決定すべき内容が網羅、記録され、工事を進めるうえでも、会議資

料が備忘録として参考になった。

・施工方法や工程管理での検討事項を共有することができ、質疑内

容についても会議内での回答や詳細な打合せをすることができた。

・担当監督員との時間の都合がつかず開催してくれなかった。

・5月に実施された円滑化会議での決定事項を何度か問い合わせし

たものの9月までいただけず、設計変更に伴う数量や図面を早い段

階から徐々に作成したかったが、遅れに伴い工期後半に集中し時

間外労働となった。

《技術調整会議》

・工事発注時に3工区の施工箇所のうちの1工区が特記に『現在詳細

設計中』とあり、その後発注者、コンサル、受注者で協議をおこなっ

た。その協議の中で受注者側の施工方法での懸案される事項等を

聞き入れてもらえた。

・技術調整会議の開催で発注者、設計コンサルによる現地確認を実

施し、現場条件にあった設計変更を実施できた。

・工事発注者・工事受注者・設計コンサルが一堂に集まることはな

かったが、都度、発注者に質疑を提出し設計コンサルに回答をもら

うようにしていた。

67%
27%

4% 2%

1.機能した 2.概ね機能した

3.やや機能しなかった 4.機能しなかった

63%
25%

4%1% 7%

1.機能した 2.概ね機能した

3.やや機能しなかった 4.機能しなかった

5.開催しなかった

※開催N=123工事の回答による 機能＋概ね機能が ９４％ （R2年比 ＋４％）

機能＋概ね機能が ８８％ （R2年比 ＋１％）



国土交通省
北海道開発局工事フォローアップ調査での受注者からのご意見
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《設計変更確認会議》

・総括監督員、主任監督員、監督員、受注者幹部、現場代理人、監

理技術者での会議を行うことで、受発注者双方で納得できる内容で

あった。

・事前協議で数量と図面を話し合っていたので、設計変更確認会議

では詳細の説明等になったが、会社の関係者等とあらためて内容

を共有することが出来たので、意義のある会議だった。

・設計書ができた翌日の開催であったため、十分な確認ができない

状態であった。

《現場レベルの意見交換会》

・定期的にweb会議にて実施され、隣接工事同士の連携などが図ら

れた。

・他現場の安全に関する良いところを、本工事においても踏襲するこ

とができた。

・新型コロナウイルスの感染状況をみながら、対面・オンラインなど使

い分けて行った。

・コロナ禍の時期であったため、意見交換ができる行事等が少なく、

コミュニケーションが取りづらいと感じた。

61%
32%

5% 2%

1.機能した 2.概ね機能した

3.やや機能しなかった 4.機能しなかった

機能＋概ね機能が ９３％ （R2年比 ＋５％）

機能＋概ね機能が ９０％ （R2年比 ±０）

※開催N=389工事の回答による

68%
22%

3% 1% 6%

1.機能した 2.概ね機能した

3.やや機能しなかった 4.機能しなかった

5.開催しなかった
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北海道開発局工事フォローアップ調査での受注者からのご意見
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《適切な設計変更》
・主任監督員及び監督員が現地の状況確認及び施工の状況を把握

していたので、スムーズに打合せができ、現状にあった設計変更が

行われた。

・設計変更数量や図面のやり取りも密に行ってくれており、最終的に

は希望通りの設計変更となった。

・担当監督員と他の監督員との現場施工での指示に考え方の相違

があり、戸惑った場面があった。

・口頭での打合せで変更対象として協議を進めていたが、最終的に

計上してもらえなかった。

・変更図面や数量の基礎資料作成など、設計変更について受注者の

負担が大きいように感じる。

《書類の簡素化》

・工事円滑化会議で事前協議がなされ、２重納品はなかった。

・工事成果品については全て電子化しており、書類の簡素化を適切

に行った。

・工事期間中にオンライン電子納品の運用が始まり、円滑化会議で

紙書類としていたものも、電子化を求められた。

・監督員と現場で打合せした内容を自分（監督員）が主任監督員に説

明できる資料の作成を依頼された。ほぼ全てだったので、異常な時

間が費やされた。

81%

15%

3% 1%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

77%

20%

2% 1%

1.適切であった 2.概ね適切であった

3.やや不適切であった 4.不適切であった

適切＋概ね適切が ９６％ （R2年比 ＋２％）

適切＋概ね適切が ９７％ （R2年比 ±０）
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■「発注関係事務の運用に関する指針」（運用指針）、 「働き方改革実施方針」の適切な実施と工事フォ
ローアップ調査結果を基に、昨今のコロナ禍での働き方の変化を踏まえ、下記の取り組みを強化する。

①週休2日達成に向けた適切な工期設定
●工事の性格、地域の実情、自然条件、建設労働者の休日等による不稼働日等を踏まえ、工事施工

に必要な日数を確保する。
●出水期、積雪期、支障物件移設など工事特有の条件を考慮する。
●特記仕様書にて工程進捗に影響を及ぼす項目の条件明示を徹底し、受注後の施工計画立案が円

滑に進められるようにする。
●公告時の概略工程表にて、クリティカルパスを明示する。〔令和４年度から概略工程表の明示対象工

事を一般土木Aまで拡大〕
●受注者の責によらない工事内容や現場条件変更が生じた場合も、週休２日達成が可能な工期日数

が確保されているかを確認する。

②生産性向上に向けたチェックリストの試行
●工事着手前の「工事円滑化会議」において、 「生産性向上に向けた取り組みチェックリスト（案）」を活

用し、工程短縮や安全管理、環境対策等の効果が見込まれる事項を受発注者間で協議し、必要な
取り組みを行う。

③コロナ禍に対応した業務環境の改善
●テレワーク時における受発注者間のコミュニケーションツールとして、積極的にASPを活用し、ワン

デーレスポンスに努め、意思決定の遅れによる受注者側の待ち時間を生じさせないように、専任監
督員だけではなく主任監督員を含め、組織的に情報共有する。

●受発注者ともに、時間外の連絡や打合せを抑制し、業務環境改善に努める。
●遠隔臨場やWEB会議を活用し、移動時間等を短縮して業務の効率化を図る。

令和４年度の取組強化内容（重点項目）

14
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①週休2日達成に向けた適切な工期設定
• 工事の性格、地域の実情、自然条件、建設労働者の休日等による不稼働日等を踏まえ、

工事施工に必要な日数を確保する。
• 出水期、積雪期、支障物件移設など工事特有の条件を考慮する。
• 特記仕様書にて工程進捗に影響を及ぼす項目の条件明示を徹底し、受注後の施工計画立

案が円滑に進められるようにする。
• 公告時の概略工程表にて、クリティカルパスを明示する。〔令和４年度から概略工程表の明

示対象工事を一般土木Aまで拡大〕
• 受注者の責によらない工事内容や現場条件変更が生じた場合も、週休２日達成が可能な

工期日数が確保されているかを確認する。

工事フォローアップ調査結果によると、週休２日達成のために必要なことは
『発注者の余裕をもった工期設定』という回答が２５％を占めた。

令和４年度の取組強化内容（重点項目）

発注者の余裕の

持った工期設定
25%

人員、施工

体制の確保
22%技能労働者

の給与水準

の確保 17%

労務費・間接費の

補正率の改定
11%

建設業全体の

意識改革
22%

その他 3%
※４週８休を達成出来なかった３６工事に理由を伺った結果、

『工期設定が厳しい』という回答が３３％を占めた。

33%

31%
8%

3%
25%

工期設定が厳しかった

人員、施工体制の確保が出来なかった

協力会社からの協力(日給月給の技能労働者の給与

低下)が得られなかった
労務費・間接費の補正率が小さいため

休日を確保する必要性を感じない

その他

15
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工事フォローアップ調査結果では、生産性向上に向けたチェックリストの活用が『適切であっ
た』という回答が５５％であった。また、生産性向上推進のため、今後取り組みたい項目は、
『ICT活用』が２６％であった。

令和４年度の取組強化内容（重点項目）

②生産性向上に向けたチェックリストの試行
• 工事着手前の「工事円滑化会議」において、 「生産性向上に向けた取り組みチェックリスト

（案）」を活用し、工程短縮や安全管理、環境対策等の効果が見込まれる事項を受発注者
間で協議し、必要な取り組みを行う。

【生産性向上に向けた実施項目】
令和４年度はICT活用工事の発注方式について、施工者希望Ⅰ型の拡大を進める。

適切であった
55%

概ね適切で

あった：34%

やや不適切

であった：
8%

不適切で

あった：
3%

ICT活用：
26%

BIM/CIM活用：9%

プレキャスト化：14%ASP活用：
9%

オンライン

電子納品
8%

遠隔臨場：
23%

新技術活用：10%
その他：1%

《生産性向上に向けたチェックリスト》 《生産性向上に向け今後取り組みたい項目》
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国土交通省
北海道開発局

工事フォローアップ調査結果では、ワンデーレスポンスについて『適切であった』または『概ね
適切であった』という回答が９１％であったが、令和２年度比で－３％という結果であった。ま
た、生産性向上推進のため、今後取り組みたい項目では、『遠隔臨場』が２３％であった。

令和４年度の取組強化内容（重点項目）

③コロナ禍に対応した業務環境の改善
• テレワーク時における受発注者間のコミュニケーションツールとして、積極的にASPを活用

し、ワンデーレスポンスに努め、意思決定の遅れによる受注者側の待ち時間を生じさせな
いように、専任監督員だけではなく主任監督員を含め、組織的に情報共有する。

• 受発注者ともに、時間外の連絡や打合せを抑制し、業務環境改善に努める。
• 遠隔臨場やWEB会議を活用し、移動時間等を短縮して業務の効率化を図る。

《ワンデーレスポンス》

適切であった
63%

概ね適切で

あった
28%

やや不適切で

あった
7%

不適切であっ

た
2%

ICT活用：
26%

BIM/CIM活

用：9%

プレキャスト化：
14%

ASP活用：
9%

オンライン電子

納品：8%

遠隔臨場：
23%

新技術活用：10%
その他：1%

《生産性向上に向け今後取り組みたい項目》
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国土交通省
北海道開発局令和４年度の取組強化内容（重点項目）

打合（確認）事項 確認項目（例）

1

ICTの全面的な活用におけるICTの活用推進を図る
※「ICTの全面的な活用の実施要領等について」等による確認

・ＩＣＴ活用対象工事（施工者希望型）となっているか
・ＩＣＴを活用するか、活用できない場合要因は何か
・簡易型ＩＣＴの活用はあるか
・対象工事では無い場合において活用を希望するか

2
ICTの全面的な活用におけるBIM/CIMの活用推進を図る

※ICTの全面的な活用の実施要領等について」、「BIM/CIMガイドライン」
・ＢＩＭ／ＣＩＭ活用対象工事（受注者希望型）となっているか
・ＢＩＭを活用するか、活用しない場合は要因は何か
・対象工事では無い場合において活用を希望するか

3

現場条件に応じたプレキャストの導入促進を図る
※「国土交通省土木工事におけるプレキャスト工法の活用事例集」による確認

・仮設費等（土留め工、水替え工、冬期施工時の雪寒仮囲いの削減 など）に設計時点と差異
はないか

・施工時期や他工事との調整など制約条件が設計時点から新たに発生していないか
・一定規模以下であれば、地域の市場規模や汎用性を踏まえプレキャスト製品を採用できな

いか

4
新技術活用の促進を図る

※「新技術情報提供システム（NETIS）」による確認
・新技術活用の促進（原則義務化）の対象工事であるか
・使用する資機材等にNETIS登録されているものはないか

5
遠隔臨場の促進を図る

※｢建設現場の遠隔臨場に関する実施要領｣による確認
・建設現場の遠隔臨場（試行）対象工事であるか
・受注者希望型の場合、試行を希望しない要因は何か。

6

建設発生土及び建設廃棄物の適正処理を図る。
※「北海道開発局における建設副産物適正処理の手引き」による確認

・建設発生土の処分先として土捨場等が予定されている場合、土砂の受入が可能な他の工事
現場は無いか。（土砂バンクで確認）

・購入土を予定している場合、他の工事現場の発生土を利用できないか。
（土砂バンクで確認）

・建設廃棄物の搬出先として、最終処分場が予定されている場合、他に受入可能な再資源化
施設は無いか。

7

ＣＡＬＳ／ＥＣ（電子納品、情報共有システム）の有効利用を図る
※「電子納品の手引き」「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」、

「BIM/CIMガイドライン」による確認

・紙提出となる成果品があるか
・不要な作成資料・書類がないか
・ASPを活用するか、活用しない場合要因は何か
・BIM/CIMデータが蓄積・共有されているか

8

CO2削減の促進を図る。
（北海道インフラゼロカーボン試行工事として取組内容を検討する。）

※北海道インフラゼロカーボン試行工事で想定される取組事例などによる確認

・ソーラーパネル、ＬＥＤ照明の利用等、今回の現場で採用可能なCO2削減の取組はないか。

9
設計業務成果を踏まえ、技術的、社会的、経済的な側面から複数の工法や 工種を

比較した結果を確認し、建設現場毎に最適化を図る
・技術調整会議を開催する必要は無いか

10

特記仕様書に明示された制約条件（１．工程関係、２．用地関係、３．公害関係、４．
安全対策関係、５．工事用道路関係、６．仮設備関係、７．建設副産物関係、８．工事
支障物件等、９．薬液注入関係）の改善による施工効果が見込まれるものを確認

・各制約条件を早期解消した場合、費用が削減できないか。
・施工体制（パーティー数の増）、施工方法の変更した場合、費用が削減できないか。

11

余裕期間制度の活用、週休2日による施工を行う上で、工程上のクリティカルや雨休
率、ある期間において現場閉所が困難な状況が発生していないかを確認

・工期は、週休2日による施工に必要な期間として適切に設定されているか。
（受注者に起因する場合を除く）

・週休2日による施工が困難な状況となる期間はないか。
・選択した余裕期間によって、週休2日による施工が困難な状況となる期間はないか。

生産性向上に向けた取り組みチェックリスト（案）



国土交通省
北海道開発局

■目的
• 休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期設定を行うことで、工事の品質確保を

図るとともに、建設業の働き方改革として、建設現場における週休２日を推進

① 適正な工期設定

工事の性格、地域の実情、自然条件、建設労働者の休日等による不稼働日等を踏ま
え、以下に留意の上、工事施工に必要な日数を確保するなど適正な工期設定を行う。

• 準備期間と後片付け期間を含めた実工事期間であること。準備期間と後片付け
期間は、工事規模や地域の状況に応じて設定すること。

• 不稼働日は、休日（土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇）、降雨日、降雪
期、出水期等の作業不能日数、地元関係者との協議等の必要な日数を見込む。

• 過去に施工した同種工事の日数の状況と比較して著しく乖離がある場合は、必
要に応じて日数の見直しを行う。

• 災害復旧工事、完成時期や施工時期が限定されている工事等の制約条件のあ
る工事については、制約条件を踏まえて必要な工期を設定すること。このような
場合は、入札説明書及び特記仕様書等に制約条件等を明記すること。

• 工期設定の際は「直轄土木工事における適正な工期設定指針」を参考にするこ
と。
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国土交通省
北海道開発局

◆施工当初段階において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスと関連する未解決課
題の対応者及び対応時期について共有することをルール化。（Ｈ２９年度から全工事）

◆新工種の追加、条件変更、数量変更等により工程変更が生じた際にも、「変更の実施
工程とクリティカルパスの確認・共有」を徹底する。

① 発注者が示した設計図書を踏まえ、受注者が施工計画書を作成。

② 施工計画に影響する事項がある場合には、その内容及び受発注者の責任を明確化。

③ 施工途中において受注者の責によらない工程の遅れが発生した場合には、それに伴
う必要日数について工期変更を必ず実施。

工事工程のクリティカルとなる
部分を確認し、担当者及び時
期を明確にする。

② クリティカルパスの共有による工程管理

20



国土交通省
北海道開発局

■目的
• 発注時に工事実施上の前提条件を明示することで、受注者が計画的に工事を実施す

る環境が整えられる。このことにより品質向上、手戻り防止が図られるとともに、円滑
な設計変更が可能となる。

• 特記仕様書にて、工事の着手時期、工事の進捗を考慮すべき要因、工程に影響を及
ぼす事項等を確実に示すことで受注後の施工計画（労働者確保、資機材調達計画、
計画工程等）立案に寄与する。

③ 条件明示の徹底

■条件明示の留意点

• 発注者が積算上考えている施工及び施工時期の前提条件等や未了協議の進捗状況
等、その目処を明示。

• 突然の阻害要因の判明や急な作業指示や中止指示は、受注者に過度の負担をかけ
る。（機械、労務、資材の手配）

• 条件明示がなくても、工事請負契約書第18条により、設計変更が可能。

■実施時期
設計書審査の各段階(本部、事務所等）で条件明示を確認

■対象 ： 全工事

■条件明示の確認事項 ～ 設計変更事例集参照
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国土交通省
北海道開発局

■目的
• 工事着手前および新工種の追加等において、受発注者が現場条件、施工計画、 工

事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る。

（注）関係工事とは、現場条件の情報共有が必要な工事を指しており、関係
工事の例として、道路建設工事のトンネル工事、橋梁工事、改良工事、
舗装工事が同一区間に複数存在する場合等である。

④ 工事円滑化会議

■参加者
• 受注者：現場代理人、主任（監理）技術者、受注会社代表等
• 発注者：総括監督員、主任監督員（主催）、監督員、必要に応じ副所長、本部担当課
• 設計コンサルタント、地質技術者等 （この場合、従来の技術調整会議に相当）
• 必要に応じて、専門工事業者の工事円滑化会議への参加も検討する。

■実施時期
• 工事着手前および新工種発生時、受注者からの開催依頼時等。

（必要に応じて複数回の開催や現地での開催）
• 初回は現地調査終了後など、工事内容を踏まえて適宜判断する。

■対象 ： 全工事 （関係工事
（注）

をまとめて、複数工事での開催も可能）
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国土交通省
北海道開発局⑤ 設計変更確認会議

■確認事項
①設計変更内容（設計変更対象項目、対象数量等）
②技術提案（総合評価落札方式）の履行確認
③工事書類（電子納品、検査方法等）～二重納品防止

■参加者
受注者：現場代理人、受注会社代表等
発注者：総括監督員、主任監督員（主催）、監督員、
必要に応じ副所長、本部担当課

■実施時期
工期末の１ヶ月半～２ヶ月前を基本とするが、設計変更や施工方法の変更による
数量等が確定する段階等、受発注者の協議により必要に応じ複数回開催、現地で
の開催。

■対象 ： 全工事

■目的
• 工事完成前に、設計変更手続きや工事完成検査が円滑に行われるよう、設計変更内

容、技術提案の履行状況、工事書類の簡素化等について、受注者と発注者が確認共
有する。
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北海道開発局

■実施内容（緊急対応等の場合は除く）
工事着手時に行う工事円滑化会議の場などで受発注者で必ず確認する
①依頼日、時間に関すること
・業務時間外の依頼はしない。また、定時退庁日、休前日は１５時以降の依頼はしない。
・依頼の期限日は十分な時間的余裕をもって行うこととし、休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日とし
ない。

また、定時退庁日、休前日の依頼の期限日は、２日後（休日を除く）以降とする。
②打ち合わせに関すること
・業務時間外にかかるおそれのある１６時以降開始の打ち合わせは設定しない。
・テレビ会議を活用した打合せの活用。
③業務時間外の連絡に関すること
・業務時間外の連絡は行わない。
・受発注者でASPを使用するなどして現場閉所日を情報共有し、
現場閉所日には連絡を行わない（メールも含む）。

■対象工事
・全工事 （緊急対応等の場合は除く）

■留意点
・受注者によって現場閉所日などが異なることから、柔軟に取組むこと。
・工事の進捗に差し支えないよう、工事工程のクリティカルパスの確認・共有を適切に実施すること。

■目的

• 工事を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の進め方として、ワ
ンデーレスポンス・ＡＳＰを推進しているが、これに加え、計画的に工事を履行しつつ、
非効率なやり方の業務環境等を改善し、より一層、魅力ある仕事、現場の創造に努
める。

⑥ 業務環境の改善

勤務時間内
月 依頼の期限に注意！
火
水 15時以降の依頼に注意！
木
金 15時以降の依頼に注意！
土
日
月 依頼の期限に注意！

■監督職員が注意すべき事項
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国土交通省
北海道開発局⑦ ワンデーレスポンス

■目的
• 工事現場では、発注者の意志決定を必要とする様々な事象が発生する。対応が遅

れ、受注者側に待ち時間が生じ、実働工期が短くなると受注者に過度な負担をかける
ことになり、工事の品質等にも影響が及ぶことになる。このため、意志決定を迅速に
行うことで「現場を待たせない」「速やかに回答する」という対応を組織的、システム的
なものとし工事現場における生産性の向上を図る。

■対象：全工事

■実施方法
• 受注者は工事施工中に問題が発生した場合は、監督職員への質問、指示、依頼と

併せて、作業内容や工程等を検討して、いつまでに回答が必要かを、速やかに文書
にて監督職員へ報告する。

• 受注者からの質問への回答は、基本的には「その日のうちに」行う。
即日回答が困難な場合は「回答期限」を確認し、次の段取りができるようにする。

○日々の打ち合わせ協議は、ＡＳＰの活用により決裁の迅速化、情報共有化を図る。
○監督員個人だけで対応するのでは無く、組織的に共有し対応することが重要。
○総括監督員までの情報共有及び意思決定の迅速化と本部と事務所の迅速な連携に

心がける。
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国土交通省
北海道開発局⑧ 情報共有システム（ＡＳＰ）の活用

■目的
• 工事中における受発注者間の施工プロセスに関する様々な情報を共有し、日々の打

合せ・協議を円滑にすることで施工の効率化を図る。
• ワークフロー機能（電子決裁機能）による書類の電子化により情報の共有および決裁

の迅速化、ワンデーレスポンス化を図る。

■方針
• 河川、道路部門は平成２７年度から本格運用。通信環境が整っている工事は、原則全

ての工事が対象。
• 農業部門は、平成３１年から本格運用。通信環境が整っている工事は、原則全ての工

事が対象。

※《港湾・空港部門》は独自システムで全国展開済み。原則全ての工事が対象。

○工事円滑化会議等の議事録、週間工程表などを、ＡＳＰにより受発注者間で供覧し、

情報共有を図る。

○ＡＳＰにより電子化した書類は、完成検査時においても電子検査で活用することとし、
検査のために紙を印刷することはしない。
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国土交通省
北海道開発局⑨ 現場レベルでの意見交換会

■目的
• 現場レベル（事務所、開建担当課等の単位）における受注者との意見交換会を開催

し、 受発注者間のコミュニケーションを活性化をさせ、協議の円滑化を図る。

○受発注者間で対等の立場で意見が出せる関係づくりから、生産性の向上を図る。

■参加者
• 事務所担当係長（または専門官）と現場代理人は必ず出席すること。

受発注者間で出席者のレベルを調整し、受注者本社及び事務所課長や所長、開建
• 本部の担当者も適宜出席すること。

■実施方法
• 受注者の意見、要望、苦情を聞くことを中心として現場レベルで開催。
• 受注者側が事前に意見をとりまとめるなど、受注者が忌憚のない意見を出すことが出

来る環境に配慮する。また、あまり大人数にならないように課ごとで開催するなど開催
規模を工夫すること。

○開催にあたっては、安全パトロールの機会を利用するなど、受発注者の時間的拘束を
少なくするよう配慮すること。

○これまでも「受発注者間のコミュニケーション向上」を目的とした意見交換会を実施して
いる現場については、改めて趣旨を明確にし、継続して取り組むこと。
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国土交通省
北海道開発局⑩ 「設計図書の照査ガイドライン」 （平成27年9月）

受注者には「設計図書の照査」が義務づけられている。以下の場合、必要に応じ工期

又は請負代金額を変更する必要がある。

①「設計図書と工事現場の不一致、設計図書の誤謬又は脱漏、予期し得ない施工
条件等が認められた場合」

②「発注者の意図による事情変更により設計図書が変更又は訂正された場合」

■受注者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容

受注者は、工事請負契約書及び工事仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、
具体的には、「チェックリスト」「設計図書の照査要領」の照査の項目を実施する。

①照査対象「有」「無」にチェックを入れるが、「無」の場合でもチェックリストから項目
を削除しないこと。

②照査完了時に、照査実施欄にチェックと日付を記入する。

③該当事実が「有」の場合は、監督職員がその事実を確認出来る資料をチェックリス
トとともに提出する。

28

■設計図書の照査ガイドライン（平成２７年９月）
• 工事請負契約書第18条（条件変更等）および工事仕様書における「設計図書の照査」

についての基本的な考え方や照査の範囲を明示し、円滑な請負契約の執行に資する
ことを目的として作成。
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○設計図書の内容と実際の現場が異なる事実を発見したら、工事着手前に受注者
から監督職員へ、その旨通知することから設計変更協議が開始。

○工事中における設計変更等を円滑に進めていくためには、受発注者双方が第18
条から第24条について理解することが重要。工事円滑化会議等で活用すること。

■以下のような場合においては、原則として設計変更できない。
（ただし、災害時等緊急の場合はこの限りではない。）
• 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工

を実施した場合。
• 発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合。
• 「承諾」で施工した場合。
• 工事請負契約書（第１８条～２５条）・仕様書（１－１－１－１４～１６）に定められている所定の手続き

を経ていない場合。
• 正式な書面（様式第９号等）によらない事項（口頭のみの指示・協議等）の場合。
• 「特別契約書」に記載されている施工計画等で受注者の責により履行する必要がある場合。

設計変更が不可能なケース

⑪ 「設計変更ガイドライン」
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■設計変更ガイドライン（平成２７年９月（令和２年１０月一部改定））
• 工事請負契約書第１８条（条件変更等）の第１項から第５項に示された、設計図書の

変更の進め方について、具体例やフローを示して解説。設計変更の円滑化を目的と
して作成。
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北海道開発局⑪ 「設計変更ガイドライン」

■以下のような場合においては、所定の手続きを踏むことにより、設計変更が可能
である。
• 仮設（任意仮設を含む）において、条件明示の有無にかかわらず、当初発注時点で予期し得なかった

状況が現場で確認された場合。
• 当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず工事着手出来ない場合。
• 所定の手続き（協議等）を行い、発注者の「指示」によるもの。

（「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある）
• 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。

（「設計図書の照査」の範囲を超える作業については、Ｐ１８を参照）
• 受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で、協議により必要があると認められる場合。

■ただし、設計変更にあたっては下記事項に留意し、受注者へ指示する。
• 当初設計の考え方や設計条件を再確認した上で、「協議」にあたる。
• 当該事業（工事）での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約書第１９条に基づき書面で行う。

（規格の妥当性、変更対応の妥当性（別途発注ではないか）等）
• 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。

設計変更が可能なケース
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工事請負契約書第１８条１項第１号～第５号に該当する事実を発見受注者 発注者

受注者:立会 発注者:直ちに調査の実施

【第１８条第２項】

通知し確認を請求

【第１８条第１項】

受注者の意見を聴いて調査結果をとりまとめ意見【第１８条第３項】

１４日以内（受注者の意見を聴いた上で期
間延長可）にその結果を受注者に通知（と
るべき措置がある場合、当該指示を含む）

受理

必要があると認められるときは、設計図書
の訂正又は変更を行う（訂正：第１号、変
更：第２号）

設計図書の変更を行うが、工事目的物の
変更を伴わないものについて受発注者協
議（第３号）

変更内容・根拠の明確化、
変更設計図書（数量計算書等）の作成

必要があると認められるときは、工期若し
くは請負代金の変更を行う

協議 ①工期の変更（第２４条）②請負代金額の変更（第２５条）

【第１８条第４項】

【第１８条第５項】

工事円滑化会議を活用

発注者で行うが、受注者に依頼する場合は、
実態に合わせて契約変更すること。

⑪ 「設計変更ガイドライン」

設計変更手続きフロー

31



国土交通省
北海道開発局⑫ 設計変更事例集

■目的
• 設計変更を円滑に行うため、関係団体（日本建設業連合会、日本道路建設業協会、

北海道建設業協会、北海道舗装事業協会、北海道土地改良建設協会、北海道港湾
空港建設協会）からの協力を得て、具体的な事例に基づき一問一答方式で事例集を
作成し、開発局ホームページにて公表。

設計変更事例集の中で条件明示方法について、不適切な例と本来行うべき対応を掲載
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■工事一時中止に係るガイドライン（平成２８年４月(令和２年10月一部改定)）
• 各種協議や工事用地の確保が未了な状態で発注を行った工事や工事の施工途中で

受注者の責に帰することが出来ない事由により施工が出来なくなった工事について、
受発注者が工事一時中止の適正な対応を行うことを目的としてガイドラインを作成。

⑬ 工事一時中止に係るガイドライン（案）
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○作成が必要な書類の統一化、ルール化を図るため、下記のマニュアル等を参照。

・工事仕様書、工事技術検査マニュアル、土木工事書類作成マニュアル（案）
・電子納品に関する手引き（ＣＡＤ製図基準（ＳＦＸＰ２１形式）の徹底）

⑭ 工事書類の簡素化

※北海道開発局ホームページ

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000l2w9.html

■目的
• 工事検査書類（発注者への提出義務）以外の資料や電子と紙による二重納品につい

て排除することを目的とする。

■実施内容
• 工事着手前の工事円滑化会議等で電子納品に関する受発注者協議を実施し、提出する

書類あるいは提示する書類を明確にする。同時に書類の種類についても、電子か紙かを
明確にして二重で作成することのないように留意する。

• 電子により提出・提示する書類については、検査時その他の場合においても紙で作成は
行わないものとする。
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※情報共有システムを活用した、電子データ
による情報交換・共有を原則とし、工事帳票の
提出を「電子納品を原則とする」運用に変更。
また、デジタルカメラが普及している現状か
ら、工事写真は「電子データを電子媒体に格
納して提出」に変更。 （H30.3.30 国管技第310
号）

短期保存５年

（粗雑工事への
瑕疵担保責任追
及のため）

長期保存３０年

（現存する限り
延長）

電子のみ納品
（写真は電子で提出）

紙と電子で納品

電子で納品

電子契約システムにより契約手続きを行う
場合、電子での提出を原則とする

工事関係書類 契約書契約図書

設計図書

契約関係書類 現場代理人等通知書

請負代金内訳書

工程表

工事書類 工事帳票

工事写真

工事打合せ簿

材料確認願

段階確認書

確認・立会願

施工計画書

工事履行報告書

関係機関協議資料

品質管理資料

出来型管理資料

工事完成図書 工事管理台帳

工事出来形図

工事完成図、地質土質調査成果

施設管理台帳

品質記録台帳

※受注者は「営業に関する図書」（完成図、打
合せ記録簿、施工体系図など）を建設業法施
行規則の一部改正等(H20.11.28施行)により、
10年間保存する義務があります。

※赤字は北海道開発局独自運用で定めた納品物

■平成30年度からの「道路」「河川」「機械」「電気通信」部門に適用

添付資料

等

工事写真ダイジェスト版

⑭ 工事書類の簡素化
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「提出」に分類される書類

○契約関係書類

・現場代理人等通知書
・請負代金内訳書
・工程表
・着工届

・建退共掛金収納書

○工事写真

○その他
・再生資源利用促進計画書（実施書）
・再生資源利用計画書（実施書）

紙・電子の２重納品が不要な資料

「提示」に分類される資料

○契約関係書類
・建退共証紙受払簿

○工事書類
・関係機関協議資料（許可後の資料）
・近隣協議資料
・安全教育訓練実施資料

○その他
・産業廃棄物管理表（マニフェスト）

「連絡」に分類される資料

○工事書類
・休日、夜間作業届

（ただし、現道上の工事は提出が必要）

発注者へ提出・納品の必要が無い資料

電子のみ

電子契約システムにより
手続きを行う場合は、
電子のみ

※提示・連絡に分類される資料は納品義務なし

検定後自社で10年保管後破棄となる。

⑭ 工事書類の簡素化
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電子申請の場合は、
電子のみ
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○相談された内容について、相談者（会社・個人）に不利益を生じることはありません。

相談窓口の設置

※出展：北海道開発局ホームページ

■目的
• 工事成果の品質確保を図るため、工事の受注者からの相談窓口を設置。
• 現場で監督職員等と直接コミュニケーションを取ることを取組強化しているところであ

るが、それでも直接相談しづらいことや、工事完了後の相談等があれば、相談窓口を
活用。
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