
 

 - 1 - 

 

 

 

令和 2 年度 

 

国土交通省中国地方整備局との意見交換 

（書面開催） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国土木施工管理技士会連合会 

 

 

 
 



 

 - 2 - 

目  次 

 

 

 

1 法令・制度・建設産業の振興に関すること     

  

 

2 入札・契約に関すること 

 

 

3 設計・積算・工事の施工に関すること 



 

 - 3 - 

 

国土交通省中国地方整備局への要望 

 

  平素から、中国土木施工管理技士会連合会の活動について、温かいご理解とご指

導を賜り厚くお礼申し上げます。 

技士会は、土木施工管理技士自身の技術力の維持及び向上と社会的地位の向上を図

り、良質な社会資本の整備に貢献することを目的に活動しています。 

つきましては、当技士会連合会として、下記事項につきまして要望しますので、ご

検討並びにご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  記 

 

【法令・制度・建設産業の振興に関すること】 

 

１ 週休２日制の現場への導入について 

  「働き方改革」「若手入職者への対応」という建設業界の直面するテーマにおい 

て週休２日制の導入は、必要不可欠な事案であると認識をしております。 

  しかしながら現状は、週休２日制の導入による技術者及び技能者の年収の減少や 

工事書類の簡素化等の現場での課題はほとんど整理されていないと感じます。 

  また、地球温暖化や自然災害の発生等で作業環境は厳しくなっている一方です。 

  大きく制度を変えていく必要があると考えますが、具体的にどのような対策を検 

討されていて実施されるのかお聞かせください。 

 

【回答】 

  週休２日制導入に向けては、平成29年度より順次、現場閉所の状況に応じた労務 

 費・機械経費・共通管理費・現場管理費の補正係数を導入し、令和２年度には補正 

係数の見直しを行っているところです。 

 間接工事費等諸経費動向調査及び公共事業労務費調査により現場の休日形態や賃 

金、経費については、実態を的確に把握して参りますので、引き続きご協力をお願 

いします。 

 また、工事書類については、Ｈ３０.３に「土木工事書類作成マニュアル」を作成、 

また、Ｒ元.１１には「工事書類適正化の手引き（案）」を作成し、監督職員や工事 

関係者に周知するとともに工事書類の簡素化に努めているところです。 

 さらに、検査においては、令和元年１１月１２日事務連絡において「検査時の書 

類の簡素化」として、アスファルト舗装工事、造園工事、塗装工事、維持修繕工事 

のうち河川維持工事及び道路維持工事、しゅんせつ工事、請負金額５千万円以下の 

工事を対象に検査時の必要な書類を１０種類に限定し検査をすることを試行してお 

ります。 
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 引き続き、適正な工期設定、施工時期の平準化を通じて週休２日の実現や長時 

間労働の是正などの働き方改革を進めて参ります。 

 

 

２ コロナウィルス対策として、建設業で大量移動する作業員への移動ルールの全国 

統一の基準が取れないか 

  現時点で感染拡大防止のための対策が色々取られていますが、大都市で工事中断 

された場合、仕事のなくなった作業員の地方への大量移動が考えられます。また、 

大都市の感染者縮小時にはその逆もあり得ます。一般的な県外移動自粛のレベルと 

数のオーダーが違い、建設業がウィルスを拡散するような事があってはならないた 

め、ベースとなる一定の基準が統一して出せれば、現場運営が安全にスムーズにな 

るのですが如何でしょうか。 

 

【回答】 

  新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針において、河川や道路などの公 

物管理、公共工事は、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして挙げら 

れています。 

  感染状況の見通しが不透明な中、感染拡大予防ガイドラインの徹底及び社会・経 

済の要請に即し、柔軟に対応していくことが必要と考えており、政府及び都道府県 

知事からの要請内容を踏まえつつ、対応していくこととなります。ご協力よろしく 

お願いします。 

 

 

３ 現場の技術者等が工事施工にあたって抱えている課題・問題点等について、より 

具体的に意見交換ができる組織を設置して頂きたい 

  例えば、こうした意見交換会で提案される議題の一つに「書類の簡素化」があり 

ますが、この議題は毎年のように提出されています。この「書類の簡素化」につい 

ては、発注者側において種々の取組みを行っておられることは承知しておりますが、 

工事施工現場から見るとまだ十分とは言えない状況にあります。 

  現場の技術者が抱えている「書類の簡素化」を図るうえでの課題・問題点は何か 

について、より具体的に意見交換が行なわれれば、一層の改善を図ることができる 

と考えます。ＩＣＴ施工や週休２日等の課題についても、より具体的な意見交換が 

課題・問題点の解決を図るために有効であると考えます。 

 

【回答】 

  【検査係】 

  ご提案ありがとうございます。 

整備局では、昨年度、各団体の方々と意見交換のなかで、様々なご提案を頂きな 
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がら、改善を図っているところです。 

 今回、現場の技術者の方々が抱えている諸問題等について、書類の簡素化など、 

より具体的な意見交換の場を設けたいと考えております。先ずは、ご提案いただき 

ました、広島県技士会の会員と本局技術管理課、事務所の現場の監督官等と意見交 

換の場を設けたいと考えておりますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。 

 

 

４ 遠隔（リモート）による工事検査について 

昨年度末の工事検査において、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から遠隔 

による工事検査が実施されたケースがありました。 

遠隔による検査においては、受注者がインターネットや機器などの通信設備を準 

備し、検査自体は発注者のみで行われ、受注者は別の場所で待機といった状況で実 

施されました。 

 今回の遠隔での検査を経験し、受注者の感想として、準備する通信インフラの品 

質（通信速度、機器のスペック等）の良し悪しによって、評価に差が出るのではな 

いかと感じました。また、施工にあたって苦労した点や工夫した点などをお話し（ア 

ピール）するタイミングがなかったことも同様に評価の点で不安を感じました。 

つきましては、今後の遠隔による検査につきまして、通信品質による不公平感が 

出ないような仕組みの構築をお願いするところですが、遠隔での検査に当ってはそ 

れなりの経費もかさんでまいります。受注者が負担すべき範囲はどの様に定義され 

ているのでしょうか。 

また、検査の際に受注者側からの施工にあたっての創意・工夫などアピールする 

機会をいただきたいと思います。 

加えて、今後の遠隔による工事検査の方向性についてもご教示いただきますよう 

お願いいたします。 

 

【回答】 

  遠隔による検査にあたっては、臨場の有無や、通信速度、機器のスペックによっ 

て評価の差が出ることはありません。 

 また、事前に受領した関係書類を基に当方で検査を実施しますので、不明点が発 

生した場合の連絡体制を確保して頂くことで待機は不要と考えております。 

 なお、Ｒ元年度中に実施した遠隔検査に向けた留意点として、“検査開始終了の 

連絡、受注者が工夫した点、アピール内容の聞き取り、検査時の気付き”などを取 

りまとめて各事務所に周知したところです。 

また、遠隔検査に必要な通信費等は発注者側で負担することとしています。 
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５ 施工体制台帳等の様式のあり方について 

建設キャリアアップシステムやグリーンサイト、情報共有システムなどコンピュ 

ータ上での処理による省力化・共通化の動きによって受発注者共に業務の効率化が 

図られてきております。 

   システム（アプリケーション）によっては施工体制台帳や施工体系図などの様式 

が自動で作成される機能もあり、国交省直轄工事においては便利に活用できますが、 

現在これらの様式が県市町村ではそれぞれ独自の様式となっているために、システ 

ムでの作業の他に、改めて様式の作成作業をしなければならない状況となっていま 

す。 

書類の簡素化では国、自治体の様式の統一に取り組んでいただいているところで 

すが、今後更なる生産性の向上（業務の効率化）、システムの普及・浸透を図るた 

め、様式を問わない方法や発注者共通様式の策定など検討していただき、各方面へ 

の指導をお願いいたします。 

 

【回答】 

  発注者共通様式につきましては、現在、５県２市と標準化可能な書類について、 

調整を行っているところです。 

 また、中国地方整備局では、工事書類の簡素化に向け「土木工事書類作成マニュ 

アル」（中国地方整備局）及び「工事書類適正化の手引き」（中国地方整備局）を作 

成し、簡素化に向けた取組を実施してきているところです。 

 引き続き、様式の統一及び簡素化に向けた市町村への周知等については、各県 

又は発注者協議会等の場を活用し、周知して参ります。 



 

 - 7 - 

【入札・契約に関すること】 

 

６ 総合評価の段階選抜方式について 

  現在の段階選抜の一次審査では、提案点、企業・技術者点、ワークライフバラン 

ス、長期保証等の評価により選抜していますが、他の整備局では非選抜回数による 

点数評価、手持ち工事の金額や件数等も加点対象としているところもあります。で 

きるだけ多くの業者に受注の機会が与えられるよう加点要素の検討をお願いします。 

   

【回答】 

  総合評価落札方式における段階選抜については、一般土木工事（ＷＴＯ）のうち、 

多くの競争参加者が想定される工事を対象として、受発注者双方の負担軽減を目的 

として試行しているところです。 

 総合評価落札方式の選択や、評価項目の改定にあたっては、工事の内容等を勘案 

し、適切な選択・設定に努めて参ります。 
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【設計・積算・工事の施工に関すること】 

 

７ トンネルの総合評価における長期保証制度について 

  トンネル工事における総合評価において、企業の能力評価として、覆工コンクリ 

ートの長期保証を評価するようになり、試行工事も行われています。長期保証を満 

足するには、標準施工のみでは困難で、打設や養生方法等で様々な工夫や改善が必 

要となります。これまでは、技術提案で覆工コンクリートの品質向上を求めていま 

したが、今後は打設時の締固めや養生等で長期保証に欠かせない基本的なものにつ 

いては、標準化し積算に計上していただくようお願いいたします。 

 

【回答】 

  整備局では、トンネル覆工コンクリートの長期的な品質確保を目的として、平成 

２６年度からトンネル工事における覆工コンクリートの長期保証制度を試行して 

います。 

 平成３１年度からは、長期保証に基づく点検結果において、品質の優れた施工を 

行った企業に対し、トンネル工事発注手続においてインセンティブ評価を行う取り 

組みも実施しています。 

 現時点では長期的な品質確保を目的として、覆工コンクリート打設時の締固めや 

養生に関し、新たに大幅な材料追加や工法変更等に係る費用について、当初積算で 

の計上は考えていませんが、今後、トンネル工事の施工実態や、試行結果の分析結 

果を基に、長期保証制度の効果や評価基準などを検討していきたいと考えています。 

 

 

８ 概算発注工事における詳細設計について 

  概算発注工事において、詳細設計の完了日（指示日）が厳守されていないのが現 

状であります。設計ができていない状態で工事が始まっても、最初から課題が山積 

みであり、受注者側が工期に間に合わせるために過度な負担を強いられている現状 

です。働き方改革、人手不足の観点からも、詳細設計完了日の厳守をお願いします。 

 

【回答】 

  適切な工程管理を行う上で、制約条件の明示及びその適切な対応は、極めて重要 

であると認識しています。 

 引き続き、過度な負担が生じないよう、制約条件の明示とともに、詳細設計完了 

日の厳守を徹底して参ります。  

 なお、詳細設計の完了日が超過した場合は、一時中止の協議をお願いいたします。 

 

 

９ 工期設定について 

  橋梁耐震補強補修工事において、施工班数を複数班（３班～５班など）で見込ん 
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で、工期設定が行われているケースが多々あります。積算上の日当たり施工量等か 

ら計算して、班数を増やし、工期を設定していると思われます。昨今の建設業離れ 

の時代背景や職人不足の現状を考慮すれば、到底無理な工期設定であると思われま 

す。適切な工期設定をお願いします。 

  また、工期延期についても、年度予算の関係で、年度を跨いでの工期延期は、認 

められないことが多いと思われます。工期延期についても、柔軟な対応をお願いし 

ます。 

 

【回答】 

  中国地方整備局では、施工班数は、基本、1 パーティとしているところですが、 

橋梁耐震補強補修工事など、非出水期での施工が必要となる場合などは、現地の状 

況を踏まえ、複数パーティとして工期を算定していることもありました。 

  工期設定にあたっては、令和元年１０月３０日付け事務連絡「週休２日の推進に 

向けた適切な工期設定の運用について」により、適切な工期設定を行うように事務

所に対し指導しているところです。 

 受注者の責によらない年度を跨いでの工期延期につきましても、繰越制度を活用

し、柔軟な対応に努めて参ります。 

  

 

10 コンクリート構造物のひび割れ対策について 

  コンクリート構造物（橋台、橋脚、ボックスカルバート）のひび割れ対策につい 

ては、設計マニュアルに沿って計画されています。受注者は仕様書、示方書に基づ 

いた施工を行っていますが、結果的にはひび割れが発生してしまうことがあります。 

このため、受注者側負担で対策（誘発目地の追加）を講じていますが、それでもひ 

び割れが発生した場合は補修等を行っている受注者の負担が大きくなります。設計 

段階で温度応力解析等を行い、ひび割れ対策（誘発目地の追加等）を設計に反映し、 

コンクリート構造物の品質向上を図っていただきたい。 

 

【回答】 

  （道路工事課） 

  コンクリート構造物の設計・施工は、土木工事設計マニュアル等に基づいており、 

工事発注にあたっては、仕様により、ひび割れ誘発目地の設置等ひび割れ抑制対策 

を実施しています。 

 なお、個々の現場において、構造物の形状、実際の施工時期、気温やリフト割な 

どの施工時の諸条件を適切に踏まえ、温度応力解析などの結果から、マスコンクリ 

ートのひび割れ抑制対策が必要と認められる場合には、設計変更の対象として対応 

しますので、監督職員と協議をお願いします。 
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11 コンクリート構造物のプレキャスト化の推進について 

  擁壁、大型ボックスカルバートについては、設計段階でコストを優先した工法が 

選定されている場合が多いように思います。このため、施工現場では現場打ちより 

もプレキャスト製品の方が扱いやすいが、設計・積算段階ではコストの面で採用し 

にくいのが現状と思われます。プレキャスト製品は工場制作であるため、品質が高 

く安定しています。また、工期短縮、省力化、安全性向上、維持管理の容易性とい 

った効果が高くなります。 

  これまで、河川護岸ブロックの大型化、中小プレキャストカルバート等が採用さ 

れていますが、大型ボックスカルバートやプレキャスト鞘管、プレキャスト護岸基 

礎等について、設計段階からプレキャスト製品の採用を推進していただきたい。 

  また、発注後のプレキャスト製品への変更協議について柔軟に対応していただけ 

ますようお願いします。 

 

【回答】 

  土木構造物設計ガイドライン（Ｈ３１．３）にあるとおり、構造物を設計段階に 

おいては、測量・調査から設計・施工、検査、維持管理・更新までの建設生産プロ 

セス全体及び一連の事業区間にわたり、常に「全体最適化」を念頭に置いて計画す 

ることが、生産性向上のうえで重要であると認識しています。 

 整備局では、プレキャスト化に関し、更なる推進を図るため、今年度の整備局土 

木工事設計マニュアルから工期短縮効果を貨幣価値化手法を明示し、適切な比較と 

なるよう取り組んでいます。 

 引き続き、「活用事例集の活用」及び「施工段階での工期短縮施策としてのプレ 

キャストの活用」について周知して参ります。 

 

 

12 設計図書の３次元データ化について 

  ３次元データを設計図書として配布していただきたい。 

重機のＭＣ化などに使用する図書の外注手間や打合せなど、余分な手間が省ける 

ことと、現地での不具合や説明が早い時点でわかりやすいと思われます。 

 

【回答】 

  ３次元データを土工等の施工へ活かすべく、フロントローディングの活用拡大に 

取り組んでいます。 

 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用対象となる大型構造物（橋梁など）及び５，０００㎥以上の 

土工を取り扱う業務は、発注者指定型を導入しております。 

 設計時に作成した３次元データについては、共通仕様書において、契約図書とな 

っておりませんが、希望頂ければ、契約後、速やかに受注者へ貸与いたします。 
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13 工事区域外における工事発注後の追加工事について 

  工事発注後に工事区域外であっても追加工事を依頼される事がありますが、その 

場合は特記事項として現場説明書に記載する等、事前に当初設計に組み込んで頂き 

たい。 

  また、追加工事が発生した場合は、落札率、工期変更等について考慮して頂きた 

い。 

 

【回答】 

  ご指摘のとおり、追加を予定している工事については、当初発注時において現場 

説明追加事項に明記するよう指導しているところです。 

 追加工事にあたっては、工事請負契約書第２５条（請負代金額の変更方法等）第 

１項第三に明記しているとおり「単価合意書に記載されていない「工種」が生じた 

場合」には新規工種として落札率をかけておりません。 

 追加工事による工期については、工事請負契約書第２４条（工期の変更方法）に 

則り、受発注者協議にて定めることとなっており、適切に対応してまいります。 

 

 

14 コンクリートブロック積の大型化について 

  現在、コンクリートブロック積は、間知ブロックが標準として発注されています 

 が、石工も少なく間知ブロックの施工が行える作業員がいない現状です。 

  狭隘な現場でなく大型重機での施工が可能な現場等、現地の状況により、大型ブ 

ロックを標準として発注して頂きたい。 

 

（回答） 

  土木構造物設計ガイドライン（Ｈ３１.３）における“測量・調査から設計、施工、 

検査、維持管理・更新までの建設生産プロセス全体及び一連の事業区間にわたり、 

常に「全体最適化」”に則り、プレキャストの活用を進めているところです。 

 更なる推進を図るため、今年度の整備局土木工事設計マニュアルから工期短縮効 

果を貨幣価値化手法を明示し、総合的に勘案し適切な比較となるよう取り組んでい 

ます。 

 工事の発注にあたっては、上記を踏まえ、適切な発注を行って参ります。 

  

 

15 県外からの労働者の確保における取扱いについて 

  多くの工事が重なる繁忙期においては、当然多くの労働者が各工事現場に配置さ 

れることにより、労働者の確保が苦しくなります。下請け業者の確保も年々困難な 

状況になっており、宿泊費等経費をかけてでも県外業者へ手配せざるを得ないこと 

もあります。 

  特に新規工種の追加によるものや、交通誘導員の県外からの労働者の確保につい 
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ては、緊急対応となりますので、契約締結後においてもスムーズな設計変更となる 

ようお願いいたします。 

 

 

（回答） 

  厳しい施工条件を踏まえ、設計変更の対象とする経費や工種等を入札公告時に明 

示し、適切に設計変更を行います。 

 また、急激な需要増等の事由により通常地域からの調達が困難となる、建設資材 

調達に係る購入費・輸送費や労働者確保に要する労務管理費・交通費・宿泊費等に 

ついても設計変更で対応します。 

 当該事象が生じた際には確認、手続き等を要しますので、速やかに監督職員と協 

議をお願いいたします。 

  

 

16 橋台・橋脚工における構造物単位の積算について 

  橋台・橋脚工の積算において、構造形式、高さ、打設量により構造物単位で積算 

されている場合、積上積算との乖離が見受けられます。 

  乖離が著しい場合は変更対象としていただきますようお願いいたします。 

 

【逆Ｔ式橋台】 
  

積上げの場合の設計積算 構造物単位の場合の設計積算 

 単位 数量 単価（円） 金額（円） 数量 単価（円） 金額（円） 

均しコン（型枠） ｍ2 3.3 3,335 11,006    

均しコン ｍ3 4 24,000 96,000    

コンクリート ｍ3 394.5 21,600 8,521,200 394.5 30,200 11,913,900 

型枠 ｍ2 421.5 6,543 2,757,875    

足場 掛ｍ2 487 2,736 1,332,432    

支保工 m3 38 2,327 88,426    

        

合計    12,806,938   11,913,900 

積上げの時と構造物単位での積算では約９０万の相違が生じる。 

 

 【Ｔ形橋脚】 
  

積上げの場合の設計積算 構造物単位の場合の設計積算 

 単位 数量 単価（円） 金額（円） 数量 単価（円） 金額（円） 

均しコン（型枠） ｍ2 3.4 3,335 11,339    

均しコン ｍ3 7.1 24,000 170,400    

コンクリート ｍ3 310 21,600 6,696,000 310 29,800 9,238,000 

型枠 ｍ2 275 6,543 1,799,325    

足場 掛ｍ2 356 3,507 1,248,492    

支保工 m3 132 2,607 344,124    

        

合計    10,269,680   9,238,000 

積上げの時と構造物単位での積算では約 100 万の相違が生じる。 
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【回答】 

  工事積算にあたっては、歩掛適用条件を踏まえ、適切な積算を行っているところ 

です。 

 標準歩掛は歩掛実態調査を踏まえて設定しています。引き続き、施工実態等の把 

握に努めるとともに適切な歩掛に反映されるよう努めて参りますので、ご協力をお 

願いします。 

 整備局では、令和元年１１月から明確な歩掛相違（「不落時の入札参加者内訳確 

認による乖離」及び「入札参加者提出内訳書における乖離が確認され今後の不調不 

落が想定される」）ものについて歩掛見積活用方式を導入していますので、乖離が 

見受けられる工種については、ご教示下さい。 

 

 

17 積算単価（特殊材料、施工パッケージ型積算）について 

１） 特殊材料について 

国土交通省は物価版等に掲載されていない資材について、特別調査単価と 

いう手法を採用されています。 

     元々、特別調査単価は汎用性がない資材であるため、官側が見積もりを徴 

し積算されていますが、業者が見積もりを取ると、適切な資材単価の見積が 

取れないがため、業者が採用した積算単価と非常に乖離し、元年度に単価差 

が３割以上あった例が見受けられました。  

     地方では、余りにも入手・見積困難な資材であるため、地方に見合った単 

価での積算方法を、平成 26 年度、令和元年度の意見交換会に提起しました。 

     特別調査単価は、汎用性のない資材単価を公表せず秘密裏に積算している 

ため、公平・公正な積算ができず、不調・不落の要因にも繋がっています。 

     中国地方整備局は単価公表により、契約内容の透明性を図る、と、令和元 

   年度の意見交換会で明言されましたが、各事務所への周知がなされていない 

   ように見受けられます。 

 

【回答】 

  特別調査価格や見積価格については、従来、「公共工事品質確保法」（改正平成２ 

７年４月１日）において、施工能力の無い、見積能力の無い不良・不適格業者の参 

入を排除し、併せて談合等の不正行為やダンピング受注の防止を図る観点から、公 

表しておりません。 

 しかし、平成３０年７月災害以降、資材価格の変動が懸念されることから、平成 

３１年２月より物価資料掲載品で取引数量超過した主要資材７品目とコンクリー 

ト二次製品（ＪＩＳ製品）を公表しています。（７品目：セメント、生コン、骨材・ 

砕石、アスファルト合材、鋼材、型枠、燃料） 

 整備局では、令和元年１１月からは『調達環境が厳しい資材』で『資材価格に乖 

離』を確認した資材については、特別調査に変えて見積方式を採用し、採用価格は 

公表することとしております。 
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２） 施工パッケージ型積算について 

一般的な工法であれば積算ソフトも向上し算出可能ですが、施工パッケー 

ジ型積算等で対応できない特殊工法の場合、質問書の回答に「特別調査によ 

る市場単価積算なので公表できない」とありましたが、積算に支障をきたす 

のは明らかです。積算が可能なように改善してもらえないでしょうか。 

     施工パッケージ型積算は東京 17 区の標準単価を各県・各地方の積算単価 

に補正し、基準単価として策定していますので、補正が複雑過ぎて分からな 

いのが現状です。 

 特に、サンドコンパクション工法、SAVE コンポーザ工法となると、更に 

複雑でわかりません。発注者で各県ごとの基準単価を明示して頂くとか、専 

門業者の見積もりを採用する等簡素化にならないでしょうか。 

 

【回答】 

  令和２年２月より市場単価及び土木工事標準単価が適用できない場合は、歩掛見積等 

で対応しています。また、歩掛見積を行った場合は、歩掛見積を公表することとしています。 

 施工パッケージ型積算方式につきましては、国土技術政策総合研究所のＷＥＢサイト資

料を参照頂き、対応をお願いいたします。簡素化についての意見につきましては国土交通

本省へ伝えます。 

 


