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北広島市公共事業コスト構造改善プログラムの令和元年度実績について 

 

 北広島市では平成２６年度に策定した「北広島市公共事業コスト構造改善プログラム

（H27～H31）」に基づき、良質で経済的な、社会資本を整備と維持管理するため、公共事

業のコスト構造改善に取組んでいます。 

 この度、令和元年度の実績について、取り組み状況をとりまとめました。 

 

１．令和元年度における取組み状況 

  令和元年度のコスト構造改善実績は、各部局において取組みを行った結果、全体工事

件数８５件、工事総額２３億７千６４７万５千円に対し、改善額９１６万６千円、改善

率０．４％となりました。 

□ 令和元年度公共工事コスト構造改善実績 

総工事金額 工事件数 改善額 改善率 

2,376,475 千円 85 9,166 千円 0.4 ％ 

   ※ 改善額を算出する施策について、平成 26 年度における標準的な公共事業コストに対して事業コストの改善を図ること

を目的としています。 また、改善率は次式により算出 

改善率 ＝ 改善額 ／（総工事金額 + 改善額）×100 

 

  また、工事費の改善に反映されないものの、時間的コストの改善やライフサイクルコ

ストの改善等の総合的な改善施策も含め実施した施策は３４６件で、１工事当り約４．

１件の施策について取組みました。 

 

（１）公共事業コスト構造改善実績の内容 

□ 施策内容の内訳（表－1） 

 
※件数は取組み施策ごとに集計しています。 一の工事で複数の施策に取組んだものも有るため施策件数は工事件数とは一

致しません。  

 

施  策  分　野
実施
件数

実施
施策番号

施策件数
(件)

改善額
(千円)

[1] 合意形成・協議・手続の改善 1,2 0 0

[2] 事業の重点化・集中化 3,4 8 0

[3] 用地補償の円滑化 5,6 0 0

[4] 計画・設計の最適化 7,8,9 27 0

[5] 施工の最適化 10,11 43 0

[6] 施工プロセスにおける効率性の確保 12,13 19 0

[7] 民間技術の積極的な活用 14,15 0 0

[8] 社会的コストの低減 16,17,18 98 8,256

[9] 民間技術の積極的な活用 19,20 3 0

[10] 効率的・効果的な維持管理 21～25 16 910

[11] 電子調達の推進 26,27 86 0

[12] 入札・契約の見直し 28～31 0 0

[13] 工事発注の効率化 32,33 24 0
[14] 積算の見直し 34,35 22 0

計 346 346 9,166

(３）維持管理の
最適化

(４）調達の
最適化

132

19

(１）事業の
スピードアップ

8

187
(２）計画・設計
・施工の最適化

施  策  項  目
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（２）総合的なコスト構造改善を目指す施策ごとの取組件数 (全実施施策の内 177件該当) 

① 工事コスト構造の改善       105 件 

② ライフサイクルコスト構造の改善   3 件 

③ 社会的コスト構造の改善       69 件 

 

（３）公共事業における環境負荷の低減について 

公共事業に伴う環境負荷の低減について、積極的に取り組んでいますが、令和元年

度においても各種の取組を行った結果、表－2 に示すとおり、二酸化炭素について合計

で 164.1ｔの削減となり、削減分の軽油代換算で８２５万６千円の改善となりました。 

また、本市においては各種施設の省資源・省エネルギーを積極的にすすめており、施

設照明の LED 化で、今後１０年間で電力料金が９１万千円の改善が図られます。 

□ 公共事業における環境負荷の低減（表ー2） 

施 策 内 容 取 組 内 容 
削減量 

（ｔ） 

改善額 

(千円) 
備考 

（1）工事おけるリサイクル資

材利用によるＣＯ2 削減 

コンクリート再生骨材の利用 137.9 6,938 36 件 

混合セメントの利用 2.2 111 10 件 

小計 140.1 7,049 46 件 

（2）施設の省資源・省エネル

ギー化に伴うＣＯ2 の削減 
照明器具のＬＥＤ化 24.0 1,207 1 件 

合計   164.1 8,256 47 件 

 

施策内容の件数内訳グラフ 
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２．平成２７年度から令和元年度のとりまとめ 

 （１）実施状況と改善実績 

事業費については、大型継続事業が平成 29 年度で概ね完了したことから、平成

30 年度では改善率計算の分母が前年と比較して半分以下、また、改善額について

も、前年比で減少したが、分母が小さくなったことで改善率は上昇しています。 

平成 30 年度までは、毎年小中学校大規模改造事業の LED 化による維持費や環

境負荷低減等による改善額が大きくありましたが、令和元年度では対象事業が無い

ため、改善率が小さくなっています。 

この改善プログラムを含め、平成１７年度から３つの施策を実施してきたことか

ら、具体的施策の浸透・実績を上げてきており、この５か年では、大きく改善が出

ることはなくなってきていました。 その中で、２億３千６２５万３千円の改善額

が生まれ、改善率１．２％の実績となりました。 

 

○改善額 5 年間実績 
   

単位：千円 表 2-1 

年 度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 
5 箇年 

合計 

事業費 3,816,062 2,003,257 7,859,130 3,103,873 2,376,475 19,158,797 

改善額 71,606 86,668 39,200 29,614 9,166 236,253 

改善率 1.8% 4.1% 0.5% 0.9% 0.4% 1.2% 
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3,103,873 
2,376,475 
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３．北広島市公共事業コスト構造改善プログラムの総括 

（１）これまでの取組と今後の方針 

 

本市では、平成１７年度から「建設事業コスト縮減に関する行動計画」（以下「縮減行動計画

という。）により、「より良くより安く」社会資本を整備するため、直接的な工事等のコスト縮

減に加え、時間的コストの縮減、施設の品質向上によるライフサイクルコストの縮減を目指しま

した。さらには、社会的コストやライフサイクルコストの縮減の要素としている工事の際の低公

害機械の使用、施設の省資源、省エネルギー化、副産物のリサイクルなど、環境に対する負荷の

軽減の観点からも積極的に推進するなど、総合的なコスト縮減を目指しました。 

   ①平成 17年度～平成 21 年度 「北広島市建設事業コスト縮減に関する行動計画」の実施：  

縮減額 550,000 千円、縮減率 5.6% 

 

縮減行動計画の取組みを契機に、平成２２年度には「建設事業コスト縮減に関する新行動計

画」と進化させ、国及び北海道において策定された「公共事業コスト構造改善プログラム」と

の整合を図りつつ、本市が実施する行財政構造改革の施策としての計画の継続を図るとともに、

これまで同様市民の安心・安全の確保や地球温暖化等の環境問題への対応を踏まえ、北広島市

の建設事業において総合的なコスト縮減を図ることとしました。 

②平成 22年度～平成 26年度 「北広島市建設事業コスト縮減に関する新行動計画」の実施：  

縮減額 253,933 千円、縮減率 1.8% 

 

平成２７年度からは「北広島市公共事業コスト構造改善プログラム」（以下「構造改善プロ

グラム」という。）として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、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んでまいりました。 

③平成 27 年度～令和元年度  「北広島市公共事業コスト構造改善プログラム」の実施：  

縮減額 236,386 千円、縮減率 1.2% 

 

このように、約15年にわたる取組み期間において公共工事コスト縮減対策は、当初の建設事業

コスト縮減を目指すものから、効率的に社会資本を整備・維持し、社会資本が本来備えるべき基

本性能・品質の確保を図るものと変遷し、縮減行動計画を実施していたときのコスト縮減率の実

績と比較すると、構造改善プログラムおけるコスト改善率の実績は低くなってきています。これ

は、「構造改善プログラム」に掲げた施策は分野が広く、改善額で計上できるのは限られたもの

であり、コスト改善額で評価しにくい施策が大半となってきているとともに、これらは、徐々に

定着した施策となってきていることを示しております。 

さらに国においては、国土交通省が目標を達成し取組みを終了したこと、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。）が改正され、公共工事のコストに対する社会要請が

変化したことから、ほぼ全ての取組団体が公共事業コスト構造改善プログラムによる公共工事コス

ト縮減の取組みを終えております。 
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現在、国が進める品確法に基づく制度の運用指針では、施策の重点が工事コスト縮減から工事

の品質確保、ダンピング防止、技術者の育成・確保等にシフトし、価格競争から適正な価格に

よるインフラ整備が打ち出され、地方公共団体も追随する姿勢をとっているのが現状です。 

以上のように、貨幣換算により縮減効果を評価する方法は限界に達し、コスト改善の新たな取

組みは、国や都道府県はもとより主要都市でも実施していない状況となっております。よって、

本市におきましても構造改善プログラムは平成３１年（令和元年）度をもって終了することとし

ます。 

ただし、これまでの構造改善プログラムの取組を確実に根付かせるため、取組事例の情報共有

により職員のコスト意識を保持し、改善額が小さくとも一つ一つの努力や、それらを集めた総和

としてコスト構造の改善効果を積み上げていくことに引き続き努めることとします。 

特に、世代交代が進む技術系職員の中で経験の浅い若手職員の育成とコスト意識の醸成は急務

であり、先輩職員の一層の指導強化が必要不可欠であります。従って、北広島市公共事業コスト

構造改善推進会議委員は従来の施策を実践するよう、今後も部下職員の指導にあたっていくこと

とします。 

 

（２）各施策の定着度の評価  

    定着度＝◎：ほぼ定着している。 ○：定着しつつある。 △：市レベルでは疑問もしく

は今後の検討事項  ( )：定着度の評価理由 

 

◎施策１ 構想段階からの合意形成手続の推進 

（市民にとって重要な案件、たとえば新庁舎の建設、ごみ処理、ボールパーク構想な

どは、構想の段階からパブリックコメントや説明会等を通じ市民との合意形成に努め

ている。また、計画段階の事業をよりスピーディーに推進するために、実施に向けた

関係機関との調整や事業ヒアリングによる協議手続きを迅速に進めるなど、取組の定

着化が見られる。） 

◎施策２ 協議手続の迅速化・簡素化 

     （この施策は、市の企画財政部が主に担っており、総合計画や推進計画を骨格とした

各種計画に基づき、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

を図るため事業評価や行政改革を推進しており、取組は定着している。） 

 

◎施策３ 政策評価の厳格な実施【事業の重点化・集中化】 

     （政策評価、事業評価を実施している。） 

◎施策４ 重点的な投資や事業の進捗管理の徹底 

     （推進計画、予算・事業ヒアリング等により実施している。） 

◎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、ボールパーク事業や〈仮称〉

食育センター、消防大曲出張所など公共事業に係る計画的な用地取得を実施している。） 

△施策６ 民間活力の活用【補償コンサルタントの活用】 

（用地取得業務の委託はこれまで実施したことはない） 

◎施策７ 新技術の見直し【設計・施工の見直し】 
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     （国等が実施する各種工事・事業に関する技術基準等の見直しなど、北海道を経由し

通知されている。また、北海道と同様の標準仕様書、体系化システムの活用を図ると

ともに、現場の状況に応じた設計変更の弾力的運用も図ってきていることから取組は

定着している。）             

◎施策８ 地域の実情にあった計画・設計の推進 

     （パブリックコメント、住民説明会等の議論を経て事業を展開している。） 

◎施策９ 設計ＶＥによる計画・設計の見直し 

     （施策７のとおり。） 

◎施策10 工事における事業間連携等の推進 

     （合併発注の実施、複合施設の建設などが該当する。） 

◎施策11  建設副産物対策等の推進 

     （各種法令等に基づき建設副産物対策等の推進は当該プログラムでは大きな実績を成

しており、すでに定着している。なお、北海道主導により建設副産物等に関する関係

機関との情報共有も定着している。） 

○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。 

     （受発注者間の綿密な打合せ・評議が定着しつつある。また、事業の重要度に応じ発

注者、設計者、施工者による三者協議を実施し、設計思想の効率的な伝達推進に努め

ている。） 

○施策13  公共工事の品質確保の推進 

     （品確法の拡充定着化を進めている。） 

○施策14  公共工事等における新技術の積極的活用 

     （施策７のとおり。ただし、活用の検討を要する場合もある。） 

△施策15  ＩＣＴ を活用した情報化施工の導入を検討 

（費用対効果を考慮しながら検討が必要） 

 

 

◎施策16  工事に伴うＣＯ２排出の抑制    

     （低燃費型建設機械の利用及び再生骨材、混合セメントの使用等ですでに定着してお

り、当該プログラムで数少ない数値で表せる施策となっている。） 

◎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は定着している。また、請負業者

自らにおいて安全対策が定着している。） 

○施策18  環境と調和した施設への転換 

     （新庁舎のように環境調和型施設、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備の推進

は引き続き意識する必要がある。） 

○施策19  維持管理技術の活用 

     （橋梁などで実施している長寿命化に向けた点検、補修、修繕工法の活用を他事業に

も広げる。） 

○施策20  施設の長寿命化を図るための技術基準類の活用 
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     （施策19のとおり。） 

○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 

（公共施設等に関する情報を集約し、計画に基づく管理を効果的に推進するため、公

共施設等を一元的に管理する体制を検討中である。） 

○施策22  公共施設の長寿命化に関する計画策定の推進 

     （国が示した「公共施設等総合管理計画策定指針」に沿って、市が管理するすべての

公共施設等の実態を把握した上で、総合的な管理の方針を示した10年以上の長期計画

を策定中である。） 

◎施策23  地域の実情や施設特性に応じた維持管理の推進 

     （主な公共施設は地域の実情や施設の存在意義等を熟知した指定管理者を委員会で選

考し管理を委ねている。） 

○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 

     （施策19のとおり。） 

◎施策25  施設の省資源・省エネルギー化 

     （公共施設や街路灯などでＬＥＤ照明化の推進や太陽光パネル設置の推進を実施して

いる。） 

△施策26  CALS／ECの活用による入札・契約の推進 

（電子入札など情報電子化は今後、費用対効果を含め他自治体の動向を見ながら検討

する。） 

◎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

推進しており、調査、設計、施工など各段階においても電子情報の共有化を実施して

いる。） 

△施策28  総合評価方式の拡充 

（今後、他自治体の動向を見ながら検討する。） 

△施策29  多様な発注方式の活用 

（施策28のとおり。） 

○施策30  企業の持つ技術力・経営力の適正な評価 

     （工事評定の実施により企業の技術力等の適切な評価に努め、優良企業には表彰して

いるが、点数による受注機会の確保までには検討を要する。） 

△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等の活用を検討しているが、実施した例はまだない。） 

◎施策32  公共工事の平準化 

     （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している。） 

◎施策33  適切な発注ロットの設定 

     （事業の進捗や予算、工期等を踏まえ、適切な発注ロットを設定している。） 

△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 

（国においても試行段階であり、今後、他自治体の動向を見ながら検討する。） 

◎施策35  市場を的確に反映した資材単価の採用 
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     （北海道単価、建設物価や積算資料による単価及び見積による実勢単価の採用を実施

している。） 

 

≪用語の解説≫ 

CALS/EC (キャルス/イーシー Continuous Acquisition and Life-cycle Support /  

Electronic Commerce）の略で、CALSは「継続的な調達とライフサイクルの支援」、EC「電子

商取引」と日本語訳される。全体の概念としては、情報の電子化と共有により製品のライフサ

イクルの色々な局面でコスト削減・生産性の向上を図ることである。  

日本の国土交通省では CALS/ECを「公共事業支援統合情報システム」の略称と定義している。 

 

 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） 

 

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を図る。 

 

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。 

 

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。 

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。 

  

  

 

 


