2018 年度『設計業務等の品質確保対策』
の取り組みについて
国土交通省 大臣官房 技術調査課
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調査・設計業務は，建設生産プロセスの上流に

国土交通省では，工事目的物の品質確保を目的

位置し，社会インフラの品質を確保する上で非常

として，施工段階において発注者，設計者，施工

に重要な役割を担っています。一方，公共発注は

者の三者による「三者会議」を実施し，設計思想

単年度ごとの予算に従って実施することが基本と

の伝達及び情報共有を図っています。「三者会議」

なっていることから履行期限が第 4 四半期に集中

は，現場条件が特殊である，施工に要する技術が

する傾向にあり，受発注者ともに大きな負担とな

新規又は高度である等，設計時の設計意図を詳細

っているだけでなく，十分な照査期間が確保され

に伝達する必要があると認められる工事で実施し

ないなどの業務成果の品質への懸念があります。

ています。

また，我が国の建設投資額は，1992 年度をピ

図− 1 は，平成 25 〜 28 年度の三者会議等にお

ークに急激に減少しており，受注競争の激化や受

いて確認された設計成果の修正箇所の推移を示し

注高の減少が進行しました。この間，新規採用人

たものです。平成 28 年度は 33.7% と年々減少し

数を抑制してきたことで，従業員の構成バランス

ていますが，引き続き，修正箇所を削減するため

が崩れ，今後の技術力の維持への懸念や他の知的

の対策が必要と考えています。

産業に比べ賃金水準が低いため，有能な技術者が
集まりにくいといった懸念があります。
国土交通省では，これらの状況を踏まえ，毎年
度，業務の履行状況や技術者給与実態調査等の各
種調査を実施し，業務成果の品質確保や労働環境
改善に資する取組を進めているところです。
本稿では，国土交通省における設計業務等の品
質確保に向けた取組の一部について，紹介いたし
ます。

図− 1

三者会議における修正箇所の推移
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「設計業務等の品質確保対策」
重点方針について

国土交通省では，業務成果の品質確保に向け

明示し，照査期間を確保する取組も進めていま
す。成果品納入時に，照査技術者自身による照査
報告書による報告を原則とすることで，受注者の
照査に対する意識向上を図っています。

て，
「設計業務等の品質確保対策」重点方針を定

施工段階における修正箇所の主要因は，図面作

め，平成 30 年度は表− 1 の取組を総合的に進め

成及びデータ入力時の不注意・確認不足です。照

ています。

査にあたって，設計図，設計計算書，数量計算書
等について，それぞれ及び相互の整合性を確認す

表− 1

業務成果の品質確保に向けた取組

対策

対策概要（目的・効果）

①確実な照査 ◦照査技術者による確実な照査の実施
の実施
◦照査体制の強化（赤黄チェック）
② BIM/CIM ◦3D モデル等を活用した円滑な受発注
の推進
者間の情報共有等の実施
③履行期限の
平準化

◦履行期限の年度末集中による受注者の
作業時間・照査時間の不足によるミス
発生を回避

④適切な履行
◦適正な履行期間による業務発注
期間の設定
⑤適切な入
札・契約方
式の選定

◦事業初期段階の地質リスク調査検討や
3 次元ベクトルデータ作成など，高度
な技術力が要求されるプロポーザル方
式等を拡大

る上で，確認マークをするなどしてわかりやすく
確認結果を示し，修正箇所の訂正を実施する，い
わゆる「赤黄チェック」を平成 28 年度から本格
導入しています。
実際に，「赤黄チェック」を実施した社へアン
ケートをした結果，当初効果を想定していた「図
面の修正」等以外にも現場条件に関する修正（近
接支障物の有無）等に関するチェック効果がある
ことがわかり，実施した設計者の 9 割以上が効果
を実感しています（図− 2）。

⑥ 担 い 手 確 ◦若手技術者の配置を促す入札契約方式
保・育成
の実施
⑦技術的なマ ◦高度な技術的マネジメントを行う業務
の評価においては，事業促進 PPP 等
ネジメント
の業務実績を表彰等の項目で加点評価
業務の評価
⑧受発注者の ◦合同現地踏査の実施
コミュニケ ◦合同現地踏査等への地質技術者等の参
画
ーション円
◦ワンデーレスポンスの実施
滑化
⑨条件明示の ◦設計業務での条件明示の徹底
徹底
⇒履行期間の圧迫，作業の手戻りの回避

図− 2

⑴

赤黄チェックに対するアンケート結果

受注者による確実な照査の実施

設計成果品の品質を確保するためには，先ずは
受注者自らが照査を確実に実施し品質を高めるこ
とが必要です。

⑵

BIM/CIM の推進
建 設 生 産 プ ロ セ ス に お い て BIM/CIM

（Building/Construction Information Modeling,

このため，国土交通省では基本的事項の照査内

Management）を導入することにより，2 次元図

容の統一を図った「詳細設計照査要領」を作成し，

面から 3 次元モデルへの移行による業務変革やフ

特記仕様書で義務付けることで成果品の品質確保

ロントローディングがもたらされ，合意形成の迅

を図っています。

速化，業務の効率化，品質の向上，生産性の向上

また，照査を確実に実施できるよう，業務着手

等の効果が期待されています。

段階において，照査の実施時期，必要な期間を受

このため，国土交通省では，「CIM 導入ガイド

発注者で協議の上，業務管理スケジュール表等に

ライン（案）」を適用するとともに，発注者が受
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注者に CIM モデルの導入・活用に関する要求事

そこで国土交通省では，業務の発注に当たって

項（リクワイヤメント）を設定し，事業を進めて

は早期発注等により，履行期限が年度末に集中し

きたところです。この要求事項に基づき，受発注

ないような発注に努めています。また，測量・地

者がそれぞれ知見やノウハウを出し合って 3D モ

質調査・土木関係建設コンサルタント業務を対

デルを構築し，課題の抽出及び解決策の検討を図

象（※）に，履行期限の設定について，当該月に履

っています。

行期限を迎える業務件数の比率が，以下の数値に

平成 30 年度は，大規模構造物の詳細設計にお

なることを目標としています。

いて発注者指定型又は受注者希望型による BIM/

・4 〜 12 月

25% 以上（4 〜 12 月の合計）

CIM の活用を原則対象とするとともに，原則す

・1 〜 2 月

25% 以上（1 〜 2 月の合計）

べての設計業務等において 3D モデル等を作成・

・3 月

50% 以下

更新した際の目的や考え方を記録し，次工程へ引
継ぎする「事前協議・引継書シート」を活用して
いきます。また，新たに「契約図書化に向けた

図− 3 に，上記目標に対する，平成 23 〜 29 年
度までの実施状況を示します。

BIM/CIM モデルの構築」と，
「関係者間での情

全業務でみると，履行期限「3 月」の割合が約

報連携及びオンライン電子納品の試行」を加え，

64% から約 51% まで減少していますが，当面の

より効果的な BIM/CIM の活用を目指してまいり

目標値である 50% 以下を達成できていない状況

ます。

にあります。当面の目標値を達成するため，引き
続き以下の諸施策を講じてまいります。

⑶

履行期限の平準化について

・繰越制度（翌債）の活用

調査・設計業務等の履行期限は，第 4 四半期に
集中する傾向にあり，受発注者ともに大きな負担
となっています。また，業務が集中することによ
り，不具合の発生する可能性も高くなることか

・適切な履行期限の延伸（繰越制度（明許）の活
用）
・適正な工期を確保するための早期発注や国債の
活用

ら，業務実施時期を平準化させることにより，成
果の品質確保や業務環境の改善を図る必要があり

（※）発注者支援業務等及び環境調査など 1 年間を通じ
て実施する業務については，対象外

ます。

図− 3

履行期限の実施状況
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⑷

適正な履行期間の設定

「設計業務等標準積算基準書（参考資料）」に基

が一堂に会して共有し，設計成果に反映する取組
を実施しています。

づき算定された履行期間と実際の履行期間を比較

合同現地踏査は，重要構造物に関する詳細設計

して，
「履行期間を確保」している設計業務にお

業務において原則実施としているほか，その他の

いて発生した修正箇所の割合は 24.4%，「履行期

設計業務においても積極的に活用しています。ま

間が短い」業務では 43.0% となっており，適正な

た，詳細状況の把握のため，受発注者協議により

履行期間を確保することが品質確保につながるこ

複数回実施することも可能としています。

とが確認されています（図− 4）
。
②

地質技術者等の参画による品質の確保
地質技術者等は，計画から設計，施工の各段階

において地盤の評価を行うことが可能ですが，こ
れまでは三者会議等のメンバーには含まれていま
せんでした。そこで，地質の不確実性が特に高い
現場を対象に，地質調査業務を実施した地質技術
者等を，建設生産プロセスの要所で参加していた
図− 4

履行期間と修正箇所の関係

だく試行を実施しています。
具体的には，詳細設計時の合同現地踏査や工事

このため国土交通省では，直轄の土木設計業務

着手前の三者会議において地質の課題やリスクの

で適正な履行期間を確保するため，詳細設計業務

共有を図り，例えば，地下水質に起因するコンク

を対象に，「契約金額」と「主な工種」を入力す

リート基礎の腐食リスクに対する工法・材料選定

ると標準的な作業期間が表示される「履行期間設

の共有など地質技術者のノウハウを後工程に活用

定支援ツール」を作成しました。発注時に本ツー

していきます。

ルにより履行期間を設定し，契約後は業務スケジ
ュール管理表として活用する試行業務を実施して

③

ワンデーレスポンスの実施

います。また，業務完了後は，業務スケジュール

円滑な業務の進捗を図るためには，遅滞のない

管理表を提出してもらい，実績データを確実に蓄

応答が必要不可欠です。このため，国土交通省で

積します。これを分析して標準期間を更新し，適

は，受注者から設計条件等に関する質疑・協議が

正な履行期間の設定につなげていきます。

あった場合，可能な限りその日のうちに回答する
こととし，回答に検討期間を要する場合は，適切

⑸

受発注者のコミュニケーションの円滑化
国土交通省では，効率的な業務等の実施に当た

り，関係者間の円滑なコミュニケーションを図る

な時期に回答期限を設定し，確実な回答を行うワ
ンデーレスポンスの取組に努めるよう，平成 28
年度から共通仕様書に明記しています。

ため，以下の取組を実施しています。
⑹
①

合同現地踏査について

条件明示の徹底
詳細設計の実施に当たり，設計条件の確定が遅

設計品質の向上を図るためには，適切な設計方

延することは，履行期間の圧迫や作業の手戻りが

針等を選定し，関係者間で共有を図ることが必要

発生し，業務成果品の品質低下の原因のひとつと

不可欠です。そこで，国土交通省では設計条件や

なっています。

施工の留意点，設計に際し留意すべき現地の情報

国土交通省では，詳細設計業務発注時におい

や状況など，現地の詳細状況や制約等を関係者間

て，受発注者が必要な設計条件等を確認するため
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のツールである「条件明示チェックシート」を活

を調査し，見直しを行っているところです。直近

用し，適切な時期までに設計条件等を受注者に提

では平成 28 年 4 月及び平成 29 年 4 月に連続して

示し，発注者としての責任を確実に履行するよう

改定しています。

努めています。

地方公共団体については，地方自治法に基づき

また，確実な条件明示のため，必要に応じて

低入札調査基準価格や最低制限価格を設定されて

「設計業務の条件明示検討会（仮称）」を開催し，

いるところですが，国土交通省としては地域発注

明示すべき設計条件等が設計図書に確実に反映さ

者協議会等を通じ，ダンピング対策の必要性や国

れているかを確認する取組も開始しています。

の取組内容を周知することで，地方公共団体に対

4

して低入札調査基準価格や最低制限価格の適切な

低入札価格調査について

公共事業におけるいわゆるダンピング受注は，
公正な取引を阻害するだけではなく，成果物の品

設定を促してまいりたいと考えています。

5

おわりに

質の低下，労働条件の悪化等につながるものであ

品確法にも示されているように，公共事業の品

り，調査・設計業務等の健全な発展を阻害するも

質確保や担い手の中長期的な育成及び確保は重要

のです。

なテーマとなっています。国土交通省として，各

このため，国土交通省では，業務について低入
札価格調査制度を平成 19 年度より導入してお

種調査の結果を踏まえ，必要な取組を切れ目無く
進めてまいりたいと考えています。

り，業務を実施する上で必要な費用について実態
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