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はじめに

現在の公共工事の施工体制は過去のさまざまな

経緯の結果として成立したものですが，近年，一

括下請負等の問題が発生するなど必ずしも適切な

体制にあるとは言い難いとの指摘があり，このこ

とは公共事業に対する国民の信頼を損なう一因と

なっています。

公共事業を取り巻く経済・社会環境が変化する

なか，国土交通省としては，今後とも良質な社会

資本を適正な価格で整備していくためには，発注

者サイドと施工者サイドとで望ましい施工体制の

将来像を共有したうえで，両者がそれぞれの立場

で努力することによってあるべき姿を実現すべき

であると考えています。

このような認識の下，国土交通省として，舗装

工事については，�一括下請負など近年建設業法

違反が発生しており，信頼性の回復という意味か

ら，また，	国内の建設市場が縮小に向かうな

か，再編も視野に入れつつ，技術力と採算性の確

保という意味からも，望ましい施工体制の確立が

急務であると考え，平成１４年２月に発注者，施工

者および学識経験者で構成した「アスファルト舗

装工事施工体制研究会」を発足させ，提言をとり

まとめました。

提言の内容

� 舗装工事をめぐる状況

舗装業者数は，大臣許可，知事許可を合わせる

と９万社以上（表―１，図―１）に及び，舗装事

業費の減少傾向（図―２）にもかかわらず，依然

として増加しています。この業者数は舗装技術者

の数や施工機械の数と比べても極端に多く，施工

能力を十分に保有していない業者が数多く存在す

るものと言わざるをえない状況です。そしてこの

ことは，舗装工事において一括下請負という法令

違反が行われる背景にもなっています。

また，公共工事は一般的に年度当初に事業量が

少なく，年度末に事業量が増加する傾向にあり，

舗装工事は，その差が他の工種に比べても大きい

のが実状（図―３）です。繁忙期と端境期のこの

ような差が，設備等の年間稼働率を低下させる要

因となるとともに，舗装会社が施工部門を保持し

続けることを困難にし，外注に頼らざるを得ない

状況を作りだしています。

望ましい施工体制の実現に
向けた発注者側の方策

� 施工者の体制の普段からの把握

施工能力のある舗装会社に発注するためには，
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業者選定の参考とするため，管内各社の普段の体

制を発注者側が事前に把握することが有効であ

り，これには業界の協力が不可欠です。

把握すべき情報としては，下記の項目等が考え

られます。

・管内に配置された技術者（人数，舗装施工管理

技術者・土木施工管理技士等の資格者数）の状況

・作業拠点の配置状況

・施工機械（自社保有，長期リース等で常に使用

が可能なもの），合材工場の配置状況

・ISO９０００シリーズなどの品質管理体制

なお，協力会社等を活用する場合については，

表―１ 舗装工事業許可業者数，舗装施工管理技
術者数，代表的な舗装施工機械台数

項 目 数 量 備 考

舗装工事業許可業者数
（平成１３年３月末現在）※１
（大臣認可）
（都道府県認可）

９０，０９６
３，５０５
８６，５９１

（特定：２，７１４，一般：７９１）
（特定：１９，５５９，一般：６７，０３２）

舗装施工管理技術者
（１級）
（２級）

１３，６８１
８，１５３

H７～H１３年度の合格者

舗装施工機械台数
（アスファルトフィニッシャ数）※２ ３，１００

（出典） ※１ 建設業許可業者数調査の結果について（国
土交通省資料）

※２ 日本道路建設業協会による調査および推計
値（平成１３年３月末）

アスファルト舗装工事施工体制研究会 提言概要

経済・社会環境が急激に変化するなか，アスファルト舗装工事における発注者サイドと施工者サイドが望ましい施工
体制の将来像を共有し，あるべき姿を実現するための方策を提言

舗装工事をめぐる状況
� 技術者，施工機械数と比べても多く，さらに増加している舗装業者数
� 舗装事業量はやや減少傾向にあり，設備の稼働率が低下
� 繁忙・端境期の事業量の差が大
� 品質確保のため現場の経験に基づく特有の技術が必要

舗装工事の課題

発注者側の問題
� 施工能力の低い業者に発注されるケースがあり，
一括下請負になりやすい
� 施工能力を施工実績のみで評価するのではなく，
発注者自身が業者の施工能力を見極める必要

施工者側の問題
� 舗装業者数の過剰が過当な価格競争を招き，充実
した施工部門を有する企業の競争力が相対的に低下
� 直接施工から子会社化，外注化が進み，元請，下
請の連携が不十分な場合には施工効率や品質の低下
の懸念

望ましい施工体制
工事現場の施工体制
� 技術者，技能者，作業員，施工機械，資材の適切な配置・調達，特に優秀な技術者と能力の高い技能者の確保と
両者のチームワークが大切
� 直営施工であれば問題が少ないが，施工を外注する場合には元請会社が完全に責任を負える管理体制を敷くこと
舗装会社の体制整備
� 良好な施工体制をとれる業者が競争において生き残れる仕組みが必要
� 直営施工部門を有する会社はできるだけその体制の保持に努めるとともに，協力会社等を活用する場合には恒常
的な協力関係にある会社が望ましい
� 舗装会社としての技術力の保持，向上の観点から一部の工事で直営施工することが望ましい

望ましい施工体制の実現に向けた方策

発注者側の方策
� 施工者の体制の普段からの把握
� 技術力を評価できる発注方式の導入
� 業者選定の段階での施工能力の評価
� 現場の点検の実施
� 年間を通じた工事の平準化

施工者側の方策
� 発注者への施工体制の情報提供
� 施工体制の整備
� 工事現場の施工体制の適正化
� 技術の維持・向上
� 地域貢献
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元請け会社との協力関係について確認することが

必要です。

さらに，国，公団，都道府県，市町村など公共

舗装工事の発注に関わる機関でこの情報を共有す

ることが，各発注者において適切な業者選定を行

うために有効な方法です。

� 施工者の技術力を評価できる発注方式の導入

平成１３年６月「舗装の構造に関する技術基準」

が制定されました。この基準は技術革新に対して

より柔軟に対応できるように，原則として仕様規

定から，性能規定へと変更しています。このよう

な背景も踏まえ，施工者の技術力を評価できる発

注方式として，施工者の技術提案を求める「性能

規定方式」，価格競争のみではなく工期，品質等

の技術力も合わせて評価する「総合評価方式」等

の方式を積極的に導入します。

 業者選定

業者選定の段階で対象となる工事についての施

工能力の評価をより適切に行うこととします。こ

の場合，発注者が選定基準を明らかにすることが

重要です。各工事に適用されるこの選定基準は，

業者にとっての努力目標にもなると考えていま

す。その際の判断要素の例を下記に示します。

・技術者：当該工事において，必要な人数の十分

な資格，経験等を有する技術者を自社で配置で

きるか。

・技能者：当該工事において，自社もしくは恒常

的な協力会社等で元請け技術者との連携が可能

な技能者を必要人数配置できるか。

・施工機械：当該工事において，自社保有，長期

リース等でそのオペレーションに習熟した機械

の使用が可能であるか。

� 現場の点検

不良不適格業者の排除の観点から，建設業法，

公共工事の入札および契約の適正化の促進に関す

る法律に基づく現場の点検を的確に実施します。

� 平準化

舗装業界の生産性の向上，安定的な経営の基礎

的な条件整備として，繁忙期と端境期の差をでき

るだけ小さくするため，年間を通じた工事の平準

化に努めます。

望ましい施工体制の実現に
向けた施工者側の方策

� 発注者への施工体制についての情報提供
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５

３
に対応して，年度始めなど定期的に各管内

の技術者，施工部門の配置状況等について発注者

に情報を提供する必要があります。

� 施工体制の整備

今後の総事業量の減少に対応し，各社ごとに合

理化等を進める必要があります。その際，各社単

独では困難な場合には，企業間の再編も視野に置

く必要があります。

望ましい体制を実現するため，現在直営施工部

門を有する社はその保持に努めるとともに，協力

会社等を活用する場合でも普段からの協力体制を

確保し，直営施工並の対応が可能な施工体制を整

備する必要があります。

 工事現場の施工体制の適正化

建設業法，公共工事の入札および契約の適正化

の促進に関する法律等の法令を遵守し，一括下請

負等の法令違反を行わないようにしなければなり

ません。

施工を外注する場合には，元請けとして完全に

責任がとれるように，資格・経験のある技術者が

施工班を指揮して円滑な工事実施が図れる管理体

制をとることが重要です。

� 技術の維持・向上

企業の技術力の基本は人であり，優れた技術

者，技能者の育成に努めることが最も重要です。

また，技術レベルを向上させるために舗装施工

管理技術者等の資格の取得を推進するとともに，

品質管理の向上のため，ISO９００１の取得，活用の

推進する必要があります。

さらに，将来に向けた投資である技術開発に取

り組むとともに，技術力を評価する発注方式への

施工者側としての対応やVEなどの技術提案を積

極的に行う必要があります。

� 地域貢献

建設業は地域との関わりの中で仕事を行ってい

るという観点から，災害対応等も含め地域への貢

献が求められます。特に，災害時の対応は地域の

事情に通じた施工部門を現地に有していなければ

実際の支援は不可能であり，その意味からも普段

からの地域における施工体制の整備が重要です。

おわりに

この提言書は舗装工事の望ましい施工体制を構

築するための方向性を示すものです。舗装会社の

体制は地域によって異なりますが，舗装事業を取

り巻く環境の厳しさに鑑み，発注者・舗装会社と

も可能な対応を早急に行い，望ましい方向に向け

た第一歩を躊躇することなく踏み出さなければな

らないと考えています。

今後，国土交通省としては，本提言を舗装工事

の発注行政に反映するとともに，舗装業者の自主

的努力の目標として位置付け，舗装工事における

望ましい施工体制の確保に役立てたいと考えてい

ます。

（ホームページ参照 http : //www.mlit.go.jp/

kisha/kisha02/13/130419_.html）
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