
特集 改正品確法運用指針フォローアップ

市原市 財政部 契約検査課

副主査　宮
みや

原
はら

　賢
さとし

　

市原市における
適正な設計変更への取組みについて

1.　はじめに

市原市は，東京から約50km圏内で房総半島の
ほぼ中央に位置し，市域面積約368km2を有する
首都圏では有数の広域都市です。高度成長時代に
は，京葉工業地帯の発展に伴い都市化が進み様々
な公共施設が整備されましたが，近年では公共工
事も減少し，それに伴い，担い手である建設会社
並びにそこで働く技術者や作業員も減少していま
す。
近年，公共工事の品質確保の促進に関する法律

（以下，「品確法」という。）の改正を受け，工事
成績評定の導入，監督職員 ３人制の適用，ワンデ
ーレスポンス，現場代理人の常駐義務緩和等に取

り組んできました。このたび，適正な設計変更へ
の取組みにより設計変更に伴う契約変更取扱規程
（以下，「設計変更規程」という。）の改正並びに，
設計変更ガイドラインの策定を行いましたので紹
介します。

2.　発注者の責務

品確法が平成26年 ６ 月 ４ 日に改正され，第 ７条
（発注者の責務）第 １項第 ５号には「設計図書（仕
様書，設計書及び図面をいう。以下，この号におい
て同じ。）に適切に施工条件を明示するとともに，
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，設計図書に示されていな
い施工条件について予期することができない特別

写真― 1　市原市北部を望む（市街地とコンビナート） 写真― 2　市原市南部を望む（房総丘陵）
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な状態が生じた場合その他の場合において必要が
あると認められるときは，適切に設計図書の変更
及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期
の変更を行うこと。」と規定されました。また，
公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡
会議では，平成27年 １ 月30日に，「発注関係事務
の運用に関する指針」（以下，「運用指針」という。）
を定めており，運用指針の「受注者との情報共有
や協議の迅速化等」の項には「設計思想の伝達及
び情報共有を図るため，設計者，施工者，発注者
が一堂に会する会議を，施工者が設計図書を照査
等した後及びその他必要に応じて開催するよう努
める。また，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。変更手続
の円滑な実施を目的として，設計変更が可能にな
る場合の例，手続の例，工事一時中止が必要な場
合の例及び手続に必要となる書類の例等について
とりまとめた指針の策定に努め，これを活用す
る。」と定められています。
これら品確法の改正や，運用指針の策定を受
け，本市では設計変更規程の改正や設計変更ガイ
ドラインの策定に取り組むこととしました。

3.　設計変更に関する課題の集約

設計変更規程の改正や，設計変更ガイドライン
の策定に取り組むにあたり，設計変更に関する課
題の集約を行いました。
本市では毎年度，受発注者間の意見交換会を実
施しており，意見交換会で寄せられた受注者から
の意見は以下のとおりです。
○意見交換会での受注者からの意見
・�設計図書の施行条件と現場に相違があり，契
約後に問題点を協議し変更するにはかなりの
期間を要し工期，施工原価に影響を及ぼして
いる。

・�設計変更の指示を受けたが事務手続き（変更
契約の締結）が完了しなければ変更部分につ
いて着手出来ないとのことで，現場がストッ

プしてしまった。
・�材料等の変更については手配に係る期間も考
慮していただきたい。

・�任意仮設について，地質条件等が設計図書と
工事現場の不一致のため，発注者が積算で用
いた工法が施工上無理である場合は変更協議
に応じていただきたい。

・�変更協議を要する場合，速やかに対応してい
ただきたい。

・�工事中の設計変更については，打合簿での指
示だけではなく，早急に金額を提示していた
だきたい。

・�開削工事において試掘が必要な場合は，当初
設計に計上していただきたい。又，施工中に
試掘が必要になった場合は，変更対象として
いただきたい｡

また，工事検査時等で発注者（工事担当）より
寄せられる意見は以下のとおりです。
○発注者からの意見
・�設計変更作業（図面作成，数量計算等）に時
間を要し，受注者を待たせてしまう。

・�受注者が設計図書の照査を実施しない場合
や，設計図書の照査を現場着手直前に行う場
合がある。

・�受注者から書面による協議が無い（口頭での
連絡。）。

以上の意見から想定される「設計変更の課題」
を分析しました。
○設計変更の課題
・�発注時の施工条件に誤謬，不明瞭な部分があ
る。適正な施工条件の明示が必要。

・�設計変更の作業・協議に時間を要している。
速やかな対応が必要。

・工期の延長について協議が行われていない。
・�任意と指定の扱いが曖昧である。自主施工の
原則の理解が必要。

・�設計変更が可能なケース，不可能なケースが
曖昧である。

・設計図書の照査が適正に行われていない。
・書面による協議が徹底されていない。
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4.　設計変更規程の改正

本市では，品確法の改正や運用指針，前項の設
計変更の課題に基づき平成27年 ４ 月に設計変更規
程の改正を行いました。
設計変更規程の改正概要は以下のとおりです。

○設計変更規程の改正概要
【適正な請負金額及び工期の変更】
・�設計変更を行うべき事案が発生した場合，こ
れに伴う工事費及び工期の変更については，
受発注者間の協議事項であることを明確にす
る。

　��設計変更により市から協議された請負代金又
は工期について受注者が承諾出来ない場合に
は，書面により不承諾の理由を市へ提出し，

再協議を行うこととした（図― 1）。
【受注者の適正な利潤の確保（設計変更手続きの
迅速化）】
・�支出負担行為並びに契約を伴わず，受注者と
協議をし施工指示を行う軽微な設計変更につ
いては，改正前の適応範囲が変更率10％未満
であったものを改正後は20％未満とした。

　��また，軽微な設計変更では，契約図面の変更
を行うことなく概略図面により受注者との協
議を行うことが出来るものとした。概略図面
で協議する場合は，数量についても概算と
し，協議により施工単価の合意を持って施工
指示することを可とし，設計変更手続きの迅
速化を図った（図― 2）。

【緊急施工が必要な場合の手続きを追加】
・�発注者が臨機の措置請求を行い，設計変更が
必要となった場合の手続きを追加した。

図― 1　設計変更規程における協議の流れ

図― 2　軽微な設計変更
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5.　設計変更ガイドラインの策定

設計変更ガイドラインは，運用指針に定めがあ
るとおり，変更手続の円滑な実施を目的として，
設計変更が可能になる場合の例，手続の例，工事
一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる
書類の例等についてまとめました。
設計変更ガイドラインの概要は以下のとおりで
す。

○設計変更ガイドラインの概要
設計変更の原則は，建設工事請負契約書や設計
変更規程に定められている。このことから設計変
更ガイドラインは，建設工事請負契約書や設計変
更規程を分かりやすく解説し補完したものであ
る。また，受発注者双方が有する設計変更の課題
を明らかにし，受発注者間の協議が円滑に実施さ
れるようまとめた。
【土木工事・営繕工事の ２編構成】
・�標準仕様書や，そこに定めのある設計図書の
定義等が土木工事と営繕工事で異なる事等か
ら別々にガイドラインを策定した（図― 3）。

【受注者の留意事項】
・�設計変更の課題から，「契約書第18条※（条
件変更等）」，「自主施工の原則」，「書面主義」
に留意するようまとめた。

　��（※本市の建設工事請負契約書の条項につい
ては，公共工事標準請負契約約款（中央建設
業審議会）に準ずる。）

《土木工事編より》
�受注者は，工事の着手にあたって設計図書
を照査し，着手時点における疑義を明らか
にするとともに，施工中に疑義が生じた場
合には，発注者と「協議」し進めることが
重要である。

《営繕工事編より》
�受注者は，契約書第18条第 １項に該当する
事実等を発見した時は，その事実が確認で
きる資料を書面により監督職員に提出し確
認を求める。
�受注者自らの都合による提案・変更の場合
は，設計変更の対象とならないことに留意
する。
�受注者は，書面による指示・協議等の回答
を得るまでは施工しない。

【発注者の留意事項】
・�設計変更の課題から，「施工条件の明示」，
「速やかな対応」，「自主施工の原則」に留意
するようまとめた。

《土木工事編より》
�発注者は，設計積算にあたって，平成14年
３ 月28日付け国官技第369号「施工条件の
明示」に記載されている工事内容に関係す
る項目については，必ず条件明示するよう

図― 3　設計変更ガイドライン
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徹底する。
《営繕工事編より》

�契約書第18条第 ３項により，協議の回答は
調査の終了後14日以内にすることとなって
いる。期限内の回答は発注者の責務である。
�自主施工の原則を踏まえた適正な対応が必
要である。なお，下記のような発注者の対
応は不適正な例である。
　◆�設計図書で指定されていないが，○○工
法で積算しているとき，「○○工法以外
での施工は不可」と対応する場合。

　◆�新技術の活用について受注者から申し出
があったときに，協議に応じない場合。

【設計変更が可能なケース】
⃝�設計変更が可能なケースは，契約書第18条
（条件変更等），契約書第19条（設計図書の変
更），契約書第20条（工事の中止）に該当す
ることとし，具体例をまとめた。
�仮設（任意仮設を含む）において，条件明
示の有無に係わらず当初発注時点で予期し
えなかった土質条件や地下水位等が現地で
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。
�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。

【設計変更が不可能なケース】
・�設計変更が不可能なケースは，契約書の手続
きを経ていないもの，書面主義が守られてい
ないもの等以下のとおりまとめた。
�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
�受注者の都合で行う施工方法や材料等につ
いて，監督職員の「承諾」を得て施工した
場合
�正式な書面によらない事項（口頭のみの指
示・協議等）の場合

【見積単価の採用について】
・�設計変更規程の補完として，設計変更の協議
において受注者が不受託とした場合の受注者
見積の採用手続きをガイドラインに示した
（図― 4）。

【施工方法等（指定・任意）の使い分けについて】
・�設計変更において疑義が生じる事の多い，施
工方法等（指定・任意）の使い分けについて
は，契約書第 １条第 ３項に定められる自主施

図― 4　設計変更協議での見積単価の採用（イメージ）
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工の原則に基づき，指定・任意のそれぞれの
場合における設計変更の考え方をまとめた

（図― 5）。

6.　受注者向け説明会の実施について

本市では，平成26年の担い手 ３法（品確法・建
設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律（以下，「入契法」という。））の一
体的改正により，設計変更規程を含めたいくつか
の要綱・要領・規程を改正しました。平成27年 ４
月に施行されたこれらの要綱・要領・規程につい
て，受注者が理解し円滑な施工管理が行われるよ
う，平成27年 ５ 月12日に市原市民会館にて説明会
を実施しました。説明会は，土木工事業者向け・
営繕工事業者向けの ２部構成で実施し，案内状を
送付した市内の建設工事入札参加資格者171社の
うち91社に出席をいただきました（図― 6，写真
― 3）。
説明会での説明内容は，以下のとおりです。
・市原市建設工事適正化指導要綱の改正

入契法の改正により，公共工事では下請契約
のあるすべての工事での，施工体制台帳の作成
を徹底するよう説明しました。
・�市原市建設工事監督職員の執務に関する規程
の改正
ワンデーレスポンスの実施や発注者による監

督事務の強化のため，一部工事で試行していた
監督職員 ３人制を平成27年度以降は全適用とす
る事を説明しました。
・�現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要
領の改正
国土交通省や千葉県に併せた常駐義務の緩和

について説明しました。
・設計変更に伴う契約変更取扱規程の改正
設計変更規程や設計変更ガイドラインについ

て説明しました。特に受注者の留意事項を念頭
に，契約書第18条の設計図書の照査の適正な実
施や，書面主義等の適正な協議の実施について
説明しました。

図― 5　指定と任意の使い分け
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7.　おわりに

良質な社会資本を整備し市民に提供するため，
公共工事の品質を確保することは発注者である自
治体の責務です。公共工事の品質は受注者の技術
的能力に負うところが大きく，そうした能力の維
持向上には，発注者からの適正な指導・助言や，
公共工事における適正な利潤の確保が不可欠であ
り，品確法の改正では発注者の責務が明確化され

ました。
本市においても発注者の責務を果たすことで，
品確法の基本理念である，将来にわたる公共工事
の品質確保とその中長期的な担い手の確保を目指
しています。今回紹介した設計変更ガイドライン
等については，受注者・発注者双方が理解・活用
することが公共工事の品質の確保・向上につなが
ることから，説明会・意見交換会・工事検査等の
機会を捉えてフォローアップして参りたいと考え
ています。

図― 6　市ホームページに説明会資料を掲載

写真― 3　説明会の様子（壇上）
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