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第１章 基本的な考え方 

１ 背景と目的 

  公共事業のコスト縮減は、良質な社会資本を低廉な費用で整備する取組として、 

平成１７年度より継続して取り組んでおり、近年の厳しい財政事情の下、限られた

財源を有効に活用するため、引き続きその取り組みを推進する必要があります。 

  また、多くの社会資本は、整備目的、地域性、現地の条件、関連する他事業の状

況等、多様な条件の下で整備されることから、計画から工事完成後までのあらゆる

機会において、様々な視点からの検討によって、公共事業の品質向上も目指した、

より良い社会資本整備が可能と考えられています。 

  なお、平成２６年度までは、施策を金額換算することで、コスト構造改善の状況

を表現し、合理的な設計推進や建設副産物対策等の推進を中心に積極的な取り組み

を行い、これらの取り組みは概ね定着することができました。 

  しかし、公共事業の抱える問題として、老朽化する公共施設の急増による将来の

維持管理費の増大への対応や、環境問題、特に地球温暖化防止対策や原子力発電の

停止に伴う節電対策への対応が求められており、これまでの工事の段階でのコスト

縮減に限らず、計画・設計・維持管理までを含めた公共事業の全ての段階において、

職員一人ひとりが新しい発想に基づき、創意工夫を凝らし、良質で効率的に事業を

推進していくことが必要となっています。 

  そこで、今まで定着してきた施策の取り組みを継続し、新たな社会的要請に対応

した新規施策を積極的に導入していくことで、更なる公共事業の品質向上とコスト

縮減に取り組むため、本プログラムを策定します。 

 

２ プログラムの対象 

  プログラムの対象は、計画、設計、工事、維持管理までの公共事業の全ての事業 

を対象とする。 

 

３ プログラムの期間 

  平成２７年度から平成３１年度までの５箇年とする。 

 

４ プログラムの目標 

 本計画においては、従来の「新行動計画」を、「事業のスピードアップ」、「計画・

設計・施工の最適化」、「維持管理の最適化」、「調達の最適化」の４つの分野に再編

し、分野毎に掲げる施策により、取り組みを推進する。また、総合コスト縮減率に

算定できないものであっても、より多くの施策の取り組みを目指すものとし、もっ

て、これらの施策の相乗効果により公共事業に関する総合的なコスト縮減を図る。 
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５ フォローアップ 

改善プログラムの実施状況については、各年度において、具体的施策の着実な

推進を図る観点で、安全性・耐久性・環境保全・美観など品質を確保したうえでの

取り組みで、貨幣換算しづらい施策を含めて各種施策を、量的、分野ごとに検証す

ることと、発注部署でコスト改善への取り組みを、代表事例として取り上げ、新た

な事例や代表的な事例を、コスト改善率として検証するものとする。 

  なお、フォローアップの方法については、「フォローアップ実施要領」において

定めることとする。 

  また、プログラム策定後においても社会経済情勢の変動に的確に対処するため、

施策の検討を随時進め、必要に応じて施策の追加・変更を行うこととする。 
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第２章 プログラムの設定及び実施 

１ 施策設定にあたっての考え方 

（１）新行動計画の継承 

本市の公共工事コスト縮減対策は継続的な取り組みが図られ、一定の成果

が持続している。 本プログラムの策定にあたっては、引き続き取り組むこ

とが必要と考えられる施策は継承することとし、社会情勢等の変化により新

たに生じた課題に対する施策を追加することとした。 

 

（２）新たな考え方 

① 広範な主体での取り組み 

      公共事業の実施には、事業計画の立案、用地の買収、施設の設計、工事

の入札・契約、施設の建設、維持管理等の多くの段階があり、多くの関係者

が存在するという側面がある。 そのため、公共事業の適正化、効率化及び

透明性の向上並びにコストの縮減を推進するためには、工事を直接実施する

部署だけでなく、管理などで関係する部署までを含めた、市全体としての取

り組みが必要となる。 

 そこで、施策の設定にあたり、関係する全ての部署が公共事業の総合的な

コスト構造改善に向けた取り組みを行えるよう配慮した。 

 

② 環境や地球温暖化対策に配慮した公共事業の実施 

 本市では、環境と共生し、自然との調和のとれた豊かな環境を確保する

とともに、環境の負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会をつくって

いくための取り組みを行っている。 

 また、その中でも地球温暖化対策を最重要課題の一つに位置付け、市民・

事業者・市が一体となっての取り組みを実施している。 このため、事業を

実施するにあたり、建設工事における地球温暖化対策に資する施策を取り入

れた。 

 

③ 評価方法の変更 

「新行動計画」における評価は、金銭への換算が容易に可能な施策につい

て行われ、それが困難な施策については、実施の検討がされても評価されて

なかった。 このため、本プログラムにおいては、貨幣価値により評価が困

難な施策については、実施個所数や実施量又は実施割合など、施策の特性に

応じた指標により実施状況の検証を行う。 

 なお、実施状況は平成２６年度における実績を基準とし、可能な限り定

量的に把握し、施策の進捗率を判りやすく、明確な表現とすることに努める。 
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２ 施策の実施に当たっての留意事項 

（１）性能・品質の確保 

社会資本が本来備えるべき供用性、利便性、公平性、安全性、耐久性、環

境保全機能、省資源性、美観、文化性等の所要の基本性能・品質の確保を図

ることとする。 

 

（２）適正な手続による工事価格削減 

工事価格を施策等による裏付けがなく下げることは、下請け企業や資機材

供給者の労働者に不当なしわ寄せが生じる危険性がある。このため、プログ

ラムに定められた施策を裏づけとして、工事価格削減に取り組むこととする。 

 

（３）公正な競争の促進 

公共事業には、入札における公正な競争の確保及び適正な施工の確保が不

可欠である。このため、入札談合等の不正行為を防止するとともに施工体制

の適正化を図ることとする。 
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第３章 具体的施策 

  プログラムの具体的施策を以下に示す。施策は、体系としてⅠ．事業のスピード

アップ、Ⅱ．計画・設計・施工の最適化、Ⅲ．維持管理の最適化、Ⅳ．調達の最適

の４分野１４項目３５施策から構成している。 

 

（Ⅰ）事業のスピードアップ[ ３ 項目６施策] 

【１】合意形成・協議手続の改善 

構想段階から住民等との合意形成手続を積極的に推進するとともに、関係機

関との調整による協議手続きの迅速化・簡素化を図る。 

施策１ 構想段階からの合意形成手続の推進 

○事業の構想段階から住民等との合意形成手続を推進する。 

施策２ 協議手続の迅速化・簡素化 

○協議手続の透明性を確保することが必要であり、必要性、妥当性を点

検・検討し、迅速化・簡素化を推進するとともに、国や他部局に関連

するものについては迅速化・簡素化に向けた調整を行う。 

 

【２】事業の重点化・集中化 

政策評価の厳格な実施により透明性を向上するとともに、重点的な投資や事

業の進捗管理の徹底による事業効果の早期発現を図る。 

施策３ 政策評価の厳格な実施 

○大規模事前評価と再評価の厳格な実施により透明性の向上を図る。 

施策４ 重点的な投資や事業の進捗管理の徹底 

○施工方法の工夫等による事業効果の早期発現を図る。 

○早期完成の必要性や効果が高い事業については、完成時期を明示する。

○工事を実施する前年度までに関連する計画・設計の完了を目指す。 

 

【３】用地・補償の円滑化 

公共事業に係る計画的な用地取得を推進する。 

施策５ 計画的な用地取得の実現 

○事業の計画段階から供用までのスケジュールを念頭に周到な準備を

行い、計画的な用地取得を実現する。 

施策６ 民間活力の活用 

○効率的な用地取得業務を行うため、委託可能な業務については、補償

コンサルタント等の民間活力を活用する。 
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（Ⅱ）計画・設計・施工の最適化[ ４ 項目１２施策] 

【１】設計・施工の見直し 

事業の計画・設計にあたっては、計画・設計手法の最適化に努め、総合的な   

コスト縮減を図る。 

施策７ 技術基準類の見直し 

○国等が実施する各事業に関する技術基準の改定に迅速に対応し、合理

的な設計を図る。 

施策８ 地域の実情にあった計画・設計の推進 

○より合理的な計画・設計を推進するため、ローカルルールの設定等の

弾力的運用を実施する。 

○関係部局の施策連携を積極的に行い、住民参加による地域構想を実現

する。 

施策９ 設計ＶＥによる計画・設計の見直し 

○設計段階から維持管理段階までの幅広い分野の技術者による設計Ｖ

Ｅを、設計の早期段階から推進する。 

 

【２】施工の最適化 

工事における事業間連携等や建設副産物対策等を推進する。 

施策10 工事における事業間連携等の推進 

○他事業と連携した工事を実施する。 

○冬季工事において通年施工化技術を活用する。 

○関連工事の工程調整による仮設物を共用する。 

○施設の多目的化、複合化により効率的な整備を実施する。 

施策11 建設副産物対策等の推進 

○建設副産物等に関する関係機関との情報共有に努める。 

○建設副産物や水産系副産物等の発生抑制・再生資源の利用促進を徹底

する。 

 

【３】施工プロセスにおける効率性の確保 

 受発注者のパートナーシップの構築により効率性を確保する。 

施策12 受発注者のパートナーシップの構築等により効率性を確保する。 

   ○受発注者間の協議の迅速化により施工の効率化を図る。 

   ○設計思想の効率的な伝達のため、発注者、設計者、施工者による三者

検討会を推進する。 

施策13 公共工事の品質確保の推進 

   ○公共工事の品質の確保を図るための施工プロセスを通じた監督・検査

を推進する。 



- 7 - 

 

           ○出来高部分払いの活用拡大を図り、下請け業者までのキャッシュフロ

ーを改善する。 

○技術力向上を図るため、講習会等により優良な技術者の確保・育成を

図る。 

 

【４】民間技術の積極的な活用 

公共工事等における民間技術を積極的に活用する。 

施策14  公共工事等における新技術の積極的活用 

○新技術に関する内容（従来技術との比較、歩掛情報等）を提供する 

○施設の計画・設計に新技術を積極的に活用する。 

施策15 ＩＣＴ を活用した情報化施工の導入を検討 

○ＩＣチップを活用した検査などＩＣＴを活用した新しい施工技術（情

報化施工）の導入を検討する。 

 

【５】社会的コストの低減 

地球温暖化対策の一層の推進に向けて社会的影響の低減や環境と調和した施設

への転換を図る。 

施策16  工事に伴うＣＯ２排出の抑制 

○低燃費型建設機械の積極的利用を促進する。 

施策17 騒音・振動等の抑制、大気環境に与える負荷の低減、工事による渋滞

の低減、事故防止 

○低騒音・低振動・排出ガス対策型建設機械の普及を促進する。 

○道産材の利用を促進する。 

○工事期間中の交通渋滞による社会的影響を低減する。 

○事業者に対する安全対策の指導及び普及を図る。 

○施工段階における安全対策の評価を実施する。 

○建設事故に関するデータの収集及び事故情報の共有化等を推進する。

施策18  環境と調和した施設への転換 

○環境調和型に転換した施設の整備を推進する。 

○ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を推進する。 

 

（Ⅲ）維持管理の最適化[ ２ 項目７ 施策] 

【１】民間技術の積極的な活用 

民間等が開発した維持管理技術の活用を図るとともに、施設の長寿命化を

図るための技術基準類を活用する。 

施策19  維持管理技術の活用 

○民間等が開発した既存施設等の長寿命化を重視した点検、補修、修繕

工法の活用を図る。 
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○管理の効率化と管理制度の向上を図るため、ＩＴ（情報技術）を施設

管理や防災対策に導入する。 

施策20  施設の長寿命化を図るための技術基準類の活用 

○施設の長寿命化を図るための技術基準類を活用する。 

 

【２】効率的・効果的な維持管理 

市民の安全安心を確保しつつ、公共施設等にかかるライフサイクルコスト

の低減を目指すため、効率的・効果的な維持管理を推進するとともに、地

域の実情や施設特性に応じた維持管理を推進する。 

施策21  公共施設の点検結果等にかかるデータベースの整備 

○点検結果等にかかるデータベースを整備する。 

施策22 公共施設の長寿命化に関する計画策定の推進 

○長寿命化に関する計画策定を推進する。 

施策23  地域の実情や施設特性に応じた維持管理の推進 

○地域住民やボランティアの参加による維持管理を推進する。 

○公共施設等の管理水準について地域特性等に応じた合理化や見直しを

行う。 

施策24  ストックマネジメントの推進による既存ストックの有効活用 

○ストックマネジメントシステムを推進し、施設の長寿命化と更新コス

トの平準化・縮減、および老朽化した施設の機能の強化又は回復を図

る。 

施策25 施設の省資源・省エネルギー化 

○省エネルギー型照明設備を採用する。 

○機械設備の維持管理の高度化を推進する。 

○太陽光、風力等の自然エネルギーの有効活用を図る。 

 

（Ⅳ）調達の最適化[ ４ 項目１０ 施策] 

【１】電子調達の推進 

「ＣＡＬＳ／ＥＣ 地方展開アクションプログラム（北海道地方版）」の活用

による入札・契約の推進や電子情報の共有化による建設工事の生産性の向上

を図る。 

施策26  ＣＡＬＳ／ＥＣの活用による入札・契約の推進 

○電子入札の導入や、ＩＣＴの活用による入札情報の一元化を図る。 

施策27  電子情報の共有化による建設工事の生産性の向上 

○工事関係書類等について受発注者が電子媒体を通じた情報共有や成果

物の電子納品を推進する。 

○建設工事の生産性の向上のため、調査、設計、施工など各段階の電子

情報の共有化を推進する。 
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【２】入札・契約の見直し 

民間の技術力が適切に反映されるよう、総合評価方式等の多様な発注方式の

導入拡大や複数年にわたる工事の円滑な執行のための手続改善を行う。また、

企業の持つ技術力・経営力の適正な評価を行うための環境整備を進めるとと

もに、ＰＦＩ方式等の活用を検討する。 

施策28  総合評価方式の拡充 

○発注工事において、総合評価方式による調達を拡充する。 

施策29  多様な発注方式の活用 

○入札時・契約後ＶＥ、設計施工一括発注方式等の活用を推進する。 

施策30 企業の持つ技術力・経営力の適正な評価 

○企業の技術力等の適切な評価により受注機会を改善する。 

施策31  民間の技術力・ノウハウを活用した調達方式の検討 

○ＰＦＩ等の活用を検討する。 

 

【３】工事発注の効率化等 

公共工事の計画的かつ迅速な発注、適切な工期の設定、債務負担行為の活用

等により、公共工事の平準化を推進する。また、工事の進捗等を踏まえ、適

切に発注ロットを設定する。 

施策32  公共工事の平準化 

○工事の計画的かつ迅速な発注を実施する。 

○工期設定の改善や竣工時期の調整の実施を推進する。 

施策33  適切な発注ロットの設定 

○工事の進捗等を踏まえ、適切な発注ロットを設定する。 

 

【４】積算の見直し 

市場を的確に反映した積算方式を整備する。 

施策34 「ユニットプライス型積算方式」の検討や市場単価方式の適用拡大 

○「ユニットプライス型積算方式」の検討や市場単価方式の適用工種の

拡大を図る。 

施策35  市場を的確に反映した資材単価の採用 

○調査機関への実勢価格調査実施の拡大を図る。 
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用語の解説 

 

１ ＶＥ（Value Engineering） 

目的物の機能を低下させずコストを縮減する。又は同等のコストで機能を向上

させるための技術。（例 設計ＶＥ・入札時ＶＥ） 

 

２ ＩＣＴ 

ＩＣＴとは、建設事業の手順である、調査、設計、施工、監督・監査、

維持管理のうち「施工」に着目して、ICT（情報化通信技術）の活用によ

り、得られた電子データを活用して高効率・高精度な施工を実現する。 

さらに得られた電子データを別の施工で活用することによって、建設工

事全体の生産性の向上や品質の確保が図れる。 

 

３ ＣＡＬＳ/ＥＣ (Continuous Acquisition and Life-cycle Support /Electronic 

Commerce) 

      公共事業支援総合情報システムの略称であり、従来は紙で交換されていた情報

を電子化するとともに、ネットワークを活用して各業務のプロセスをまたぐ情報

の共有・有効活用を図ることにより公共事業の生産性の向上やコスト縮減を実現

するための取り組み。 

 

４ ＰＦＩ (Private Finance Initiative) 

      公共施設の建設，維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う手法。 

 

５ 総合評価方式 

   価格のみによる落札方式とは異なり、施工計画、配置予定技術者、技術提案の

内容などの「価格以外の要素」と「価格」とを総合的に評価して落札者を決定す

る方式。 

 

６ ユニットプライス型積算方式 

 ユニットプライス型積算方式は、公共事業の全てのプロセスをコストの観点か

ら見直す『コスト構造改革』の取り組みの一つであり、これまでの「積み上げ方

式」から歩掛を用いない「施工単価方式」への積算体系の転換を行うものである。 

なお、ユニットプライス型積算方式は、発注者がユニットプライス（請負代金

の総額を構成するユニット区分毎のデータベース化された単価）を用いて積算を

行うものであり、積算価格の的確性・市場性の向上、工事目的物と価格との関係

の明確化、契約上の協議の円滑化、請負者の有する技術力の活用促進、積算業務

の効率化等を図ることを目指すものである。 
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また、本方式においては、発注者と請負者が請負代金額の総額で契約を締結し

た後、ユニット区分毎の単価について合意を行うことにより、契約上の事務手続

の円滑化を図るとともに、以降の積算業務の効率化を図るものである。 

  

  ユニットプライス型積算方式の概要 

 １ 発注者と受注者間の契約を基本とする。 

２ 工種単位で労務費、材料費、機械経費、及び諸経費込みの取引価格（合

意単価）を使用する。  

     ３ 同一工種の実績データー（合意単価）を蓄積・分析して積算に使用する。 

 

現行積上げ方式とユニットプライス型積算方式の違い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


