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はじめに

国土交通省官庁営繕部および地方整備局営繕部

等が行う営繕事業の設計業務における品質確保の

ための主な取り組みについて紹介します。

技術基準類の整備

国土交通省では，官公庁施設の建設等に関する

法律（昭和２６年法律第１８１号）第１３条１項に基づ

き，「国家機関の建築物及びその附帯施設の位

置，規模及び構造に関する基準（平成６年建設省

告示第２３７９号。以下「位置・規模・構造の基準」

という）」を制定しています。

位置・規模・構造の基準は，本格的な高齢化社

会，福祉重視社会の到来，高度情報化社会への移

行，地震災害や地球規模での環境問題への対応の

必要性といったわが国が直面する課題や，社会基

盤を支える国民共有の資産としての国家機関の建

築物等のあり方の変化を踏まえて，国家機関の建

築物等に関する水準を整理・体系化し，適切な整

備を推進していくことを企図し，「位置」の選

定，「規模」の設定および「構造」の決定に関し

勘案すべき事項を定めたものです。

位置・規模・構造の基準等の規定に適合すべ

く，設計等の各分野において，官庁施設の整備を

効率的かつ的確に実施する上で必要な技術基準類

を策定しており，技術基準類を適切に活用するこ

とにより，官庁施設の設計における一定の方向性

と水準の確保を図っているところです。

設計等の分野における技術基準類のうち代表的

なものの一つに「官庁施設の基本的性能基準」

（以下「基本的性能基準」という）が挙げられま

す。基本的性能基準は，平成１１年の建築審議会に

よる「官庁施設の基本的性能の在り方に関する答

申」を受けて，平成１３年に策定（重要な社会的課

題に的確に対応するとともに近年の技術的知見の

反映等を行うため，平成１８年に改定）したもの

で，従来は官庁施設の整備に使用する材料や工法

官公庁施設の建設等に関する法律

国家機関の建築物及びその附帯施設の位置，
規模及び構造に関する基準

官庁施設の基本的性能基準
官庁施設の環境保全性に関する基準
官庁施設の総合耐震計画基準
官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
官庁施設の防犯に関する基準

等

〈技術基準類（設計分野）〉

営繕事業の設計業務における
品質確保について

図―１ 官庁施設の技術基準類の体系（設計分野）

まつ お とおる

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 課長補佐 松尾 徹
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等について仕様規定により示していたところを，

官庁施設が備えるべき主要な性能について社会

性，環境保全性，安全性，機能性，経済性の５項

目により構成し，性能の水準およびその水準を達

成するために必要な技術的事項等を性能規定によ

り示したものです。

基本的性能基準に定めている性能のうち，環境

保全性，耐震性，ユニバーサルデザイン，防犯に

ついては，それぞれに必要な性能を確保し，また

は必要な対策を推進するため，それぞれ別に基準

を定めています。

設計者の選定方式等

営繕事業の設計業務の品質確保のためには，当

該事業に応じて適切な設計者を選定することが重

要です。

設計者の選定に関しては，平成３年の建築審議

会による「官公庁施設の設計業務委託方式の在り

方に関する答申」において方向性が示されていま

す。本答申においては「新たな社会的要請にこた

え，国民共有の資産として誇り得る質の高い施設

を整備していくためには，より優れた創造性と高

度な技術力に基づいた質の高い設計が必要不可

欠」であり，そのためには「設計業務の内容に最

もふさわしい設計者の選定や適正な委託条件の整

備等望ましい設計業務委託方式の確立が重要」と

されています。

また，設計者選定のあり方としては，「設計料

の多寡による選定」ではなく，「設計者の創造

性，技術力，経験等を適正に審査」し，「設計業

務の内容に最も適した設計者を選定」することが

重要であり，具体的な選定方法として�設計競技

方式，�プロポーザル方式，�書類審査方式の三

つの選定方式を適切に活用し設計者選定を行う，

という方向性が示されました。

このような背景も踏まえて，国土交通省の営繕

事業においては，国等における温室効果ガス等の

排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

（「環境配慮契約法」）第５条に規定する基本方針

に基づき契約（「環境配慮型プロポーザル方式」）

する設計業務のほか，象徴性，記念性等が求めら

れる設計業務および高度な技術的判断を必要とす

る設計業務について，設計競技方式の対象とする

ものを除き，原則，プロポーザル方式により設計

者の選定を行っています。

営繕事業のプロジェクトマネジメント
における設計段階の取り組み

国土交通省では，平成１８年に「営繕事業のプロ

ジェクトマネジメント要領」を策定しています。同

要領は，国土交通省における営繕事業の企画立案

から工事完成後のフォローアップに至る一連の業

務について必要な事項を定め，施設のニーズに対

応する方策の最適化を図るとともに，適切な事業

実施により施設の所要の性能を確保して施設の管

理者および利用者の満足度の向上を図り，もって

行政事務の円滑な実施に資することを目的として

策定したもので，そのうち設計段階における発注

者の担当者の役割について以下を示しています。

・設計業務の受注者の技術的能力を活用しなが

ら，関連する技術基準に基づき，企画内容を設

計図書等として具現化すること。

・その際，施設の管理者および利用者のニーズを

満足しつつ，効率的かつ効果的な事業を行う立

場を自覚し，設計業務の受注者から提示された

設計案において施設の所要の性能が確保されて

いることを確認すること。

・特に，根幹的事項および重点整備項目について

厳密な審査を行うとともに，予算の範囲内で設

計案の実現が可能であること，さらなるコスト

削減の可能性の有無などについて確認すること。

等

さらに，平成１９年には「官庁施設の企画書及び

設計説明書作成要領」を策定しています。同要領

は，「営繕事業のプロジェクトマネジメント要領」

に基づく企画内容の明確化や設計審査を効率的か

つ適正に実施するための書式を定めることによ
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り，営繕事業の企画立案および設計マネジメント

の最適化を図り，もって営繕事業に係る設計の品

質確保と，事業の円滑な実施に資することを目的

として策定したもので，企画書および設計説明書

の内容については以下のとおりです。

� 企 画 書

企画書は，施設に関するニーズに対応するため

に営繕工事が必要となる場合に，事業目標の達成

に必要な内容（企画内容）を記入するための書式

です。

企画書は，施設に関するニーズが生じた段階か

ら，当該ニーズに対応するためのプロジェクトの

企画内容を記入し，その内容を調整した上で，設

計業務の受託者に対して，業務を実施する上での

与条件（発注者としての注文書）として提示する

ほか，その後の設計マネジメント段階，施工マネ

ジメント段階およびフォローアップ段階を通じ

て，担当者が工事の品質確保と工事完成後の施設

の適切な使用や保全を支援する上での「拠り所」

表―２ 設計説明書（企画に対する対応の経緯）

１―１ 企画に対する対応の経緯（基本設計段階）

根幹的事項に対する対応内容 実施設計段階で対応する事項 指示事項等（※発注者が記入） 検証の追加等

重点整備項目に対する対応内容 実施設計段階で対応する事項

適用水準及び特記事項に対する対応内容 実施設計段階で対応する事項

施設要件に対する対応内容 実施設計段階で対応する事項

表―１ 企画書（プロジェクトの視点）

１ プロジェクトの視点
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大項目� 中項目�

地域性�

景観性�

環境負荷低減性�

周辺環境保全性�

防炎性�

防犯性�

利便性�

室内環境性�

情報化対応性�

保全性�

ユニバーサルデザイン�

機能維持性�

小項目� 対応�
指摘事項等�

（※発注者が記入）�
指摘事項等�

（※発注者が記入）�
対応�検証の追加等� 検証の追加等�

施　設�

分　類� 特記�

外部空間�

分　類� 特記�

地域性�

景観性�

長寿命�

適正使用・適正処理�

エコマテリアル�

省エネルギー�

省資源�

CJLSBEE評価検討�

地域生態系保全�

周辺環境配慮�

耐震� 建築非構造部材�

建築設備�

構造体�

建築非構造部材�

建築設備�

構造体�

外部空間，建築及び建築設備�

構造体�

対火災� 火災時の避難安全確保�

耐風�

耐雪・耐寒�

対落雪�

常時過重�

移動�

操作�

衛生環境�

振動�

情報化対応�

耐久性�

風�

情報交換機能�

フレキシビリティ�

作業性�

更新性�

ユニバーサルデザイン�

機能維持性�

社会性�

環境�
保全性�

安全性�

機能性�

建築非構造部材�

建築設備�

構造体�
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２―１　要求水準に関する技術的事項の検証経緯（建物）（基本設計段階）�

表―３ 設計説明書（要求水準に関する技術的事項の検証経緯）
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となり，また活用できるものとして作成されてい

るものです。設計マネジメント段階においては，

設計者に対して企画書を提示して発注者としての

条件や意図を明確化し，設計者から提示された設

計案が，その条件や意図を満たしているか否かに

ついて，企画書（企画内容）に照らして審査を行

うために活用しますので，設計の品質確保のため

には特に重要なものです。

� 設計説明書

設計説明書は，設計者から提示された設計案

が，企画書において明確化した発注者の条件や意

図（企画内容）を満たしていることを発注者とし

て確認するとともに，そのプロセスを記録するた

めに設計者が作成するものです。

設計説明書において，発注者（担当者）と設計

者の間のやりとりを記録することで，設計マネジ

メント段階における意思決定の過程（責任の所

在）が明確化しますので，企画書と同様，設計の

品質確保のためには特に重要なものです。

設計説明書は，「基本設計審査段階では，基本

設計における検証の経緯を設計者が記載し，発注

者はその内容を確認するとともに，発注者として

必要な指示，指摘事項を記載する。また，発注者

からの指摘事項に対して必要な検証事項等を設計

者が記載する」などにより設計の各段階において

活用します。

設計業務の成績評定

設計業務の成績評定をその後の設計者選定に利

用することにより，より適切な設計者を選定し，

各発注機関の評価を相互に活用することが必要で

あるとの観点から，平成２０年に改定した「国土交

通省行政効率化推進計画」において，平成２０年度

末までに工事成績評定等の標準化・統一化等のた

めに必要な措置を講じることとし，平成２１年３月

に開催された官庁営繕関係基準類等の統一化に関

する関係省庁連絡会議において「公共建築設計等

委託業務成績評定基準」が統一基準として決定さ

れました。

この基準は，公共建築工事に係る建築設計等委

託業務の成績評定（以下「評定」という）の方法

を定め，評定の適切な実施，評定結果の発注者間

での相互利用を推進することで公共建築工事の品

質確保に資することを目的としており，公共工事

に係る建築設計・積算業務，耐震診断業務等の評

定に適用します。評定は，業務ごとに発注者が当

該業務の受注者についてその履行過程および成果

に関する評価項目について行った評価から評定点

を算出することにより行います。

評価項目は，すべての業務に共通して必要とな

る基礎的な内容に関する項目と，当該業務の履行

について受注者が行った創意工夫に関する項目か

ら構成されており，評価項目，評価の視点および

配点は表―４のとおりです。

採点は標準点を６５点とし，業務の結果が優れた

ものの場合は加点（最大３５点），劣ったものの場

合は減点（最大－３５点）することで評定点が決ま

り，評定点は３０点以上，１００点以下となります。

評定点には業務評定点と管理技術者評定点があ

り，それぞれ以下のとおり算出します。

� 業務評定点

イ 基礎点

基礎項目の採点結果から求められる評定点

＝（基礎項目／配点）×３５点＋６５点

ロ 総合点

基礎項目および創意工夫項目の採点結果から

求められる評定点

＝（（基礎項目＋創意工夫項目）／配点）×３５点

＋６５点

※ 創意工夫の小さい業務については創意工夫項目を

算入しない。

� 管理技術者評定点

管理技術者に係る評価項目に対する採点結果か

ら求められる評定点

＝（（評価項目のうち「管理技術者の能力（業

務全体に関する評価）」の合計）／配点）

×３５点＋６５点
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６ おわりに

営繕事業の設計段階におけるプロジェクトマネ

ジメントに関する現状の課題として，コスト管理

手法の構築が挙げられます。コスト管理について

は，「営繕事業のプロジェクトマネジメント要領」

において，発注者の担当者は予算の範囲内で設計

案の実現が可能であること等を確認するとしてお

り，「官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領」

で定められているコスト管理表等の様式を活用し

て，設計業務の受発注者間でコスト配分や概算工

事費等を書面によって確認する方法で実施してい

ます。近年，入札・契約手続の長期化等により業

務の執行期間が限られる等により従前以上に設計

の手戻りができない状況にあることや，受注者に

よってコスト管理手法や精度が異なっており，発

注者がその妥当性の判断を行うことが困難である

場合が多い等から，受注者が行う概算工事費の算

出の精度を高めると同時に発注者がより的確に概

算の確認・審査を行う手法について検討を行って

いるところです。

表―４ 成績評定項目と配点

項目 評価分類 評価項目 評価の視点 配点

基礎項目

業務の実施能力

業務実施体制 実施体制 １

管理技術者の能力
（業務全体に関する評価）

業務の全体把握 ０．５

工程管理（全体） ０．５

取り組み姿勢，責任感の強さ ０．５

説明力（プレゼンテーション力），協調性 ０．５

主任担当技術者の能力
（担当分野に関する評価）

他分野との調整 ０．５

工程管理 ０．５

取り組み姿勢，責任感の強さ ０．５

説明力（プレゼンテーション力），協調性 ０．５

業務の実施状況

業務履行中の説明資料（途中成果物）に
関する評価

記載の程度 ２

途中成果物の内容 ２

調整および説明，対応の迅速性
打合せ内容の理解，記録 １

指示，協議事項への対応 １

与条件の理解，業務への反映（設計提案）

与条件の理解，円滑な業務遂行，技術的検討 １．５

仕様書，基準類の理解 １．５

施工に関する一般的な知識（診断業務では評価しない） １

業務目的の達成度 業務目的の達成度

記載の程度 ８

成果物の内容（積算業務，診断業務では評価しない） ８

資料等の整理，指示，協議事項への対応 ４

合計 ３５

※積算業務，診断業務を単独で発注する場合は，合計が異なる。

創意工夫項目

業務の実施状況

調整および説明，対応の迅速性 設計提案等の説明（プレゼンテーション力） １

提案力，業務執行技術力
創意工夫，積極的な提案 １．５

専門的な知識，法令等の理解，特定行政庁等との調整 １．５

業務目的の達成度 課題への対応
物理的条件，社会的条件 ４

要望，コスト ４

合計 １２

特集 調査・設計分野における品質確保

２２ 建設マネジメント技術 2011年 2月号


