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営繕工事で施工段階の関係者間調整を円滑化
～

手待ち時間の発生を防止し、生産性向上を進めます

～

国土交通省官庁営繕部では、生産性向上を推進するべく、今後発注手続きを開始する営
繕工事で、工事の各工程における関係者間調整※１を円滑化し、現場への指示等※２を適時
に行えるよう、発注者として実施する事項を取りまとめ、地方支分部局に通知しました。
※１：発注者、設計者、工事監理者、工事受注者、施設管理者等の多様な関係者間での調整
※２：工事受注者に対する発注者の指示または承諾

現場への指示等が遅れると現場に手待ち時間が発生し、生産性が低下します。営繕工事
では、現場への指示等に当たって、関係者間調整が必要となる場合が多いため、既に実施
中の取組を含め、関係者間調整の円滑化のために発注者として実施する事項を取りまとめ、
地方支分部局に通知しました。また、必要に応じて工事受注者等が工事着手前に関係者間
調整の準備をすることができるよう、契約の締結から工事着手までの期間を確保する余裕
期間制度を更に積極的に活用することも通知しました。（別紙参照）
■ 関係者間調整を円滑化するため、発注者として実施する事項
○ 設計意図を遅滞なく設計者から工事受注者等に伝達するため、設計意図伝達業務※３
において、検討期限を遵守することなどを契約事項とする。
※３：施工段階で行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答・説明等を行う業務

納まり等の調整※４を効率化するため、各種ツールを活用した取組※５を促進する。

○

※４：工事受注者が施工上密接に関連する工事間で行う納まり等の調整
※５：必要に応じた「総合図作成ガイドライン」
（
（公社）日本建築士会連合会作成）の参
照、BIM 活用促進

○

関係者間での情報共有や検討等を迅速化するため、関係者が一堂に会する会議の早
期開催に努めるほか、情報共有システムの活用を促進する。
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別紙
営繕工事の生産性向上に向けた施工段階における関係者間調整の円滑化について
建設工事においては、現場への指示等（工事受注者に対する発注者の指示又は承諾）
の遅れが手待ちを生じさせ、生産性を低下させる大きな要因となる。また、営繕工事では、
現場への指示等に先立ち、発注者、設計者、工事監理者、工事受注者、施設管理者等の
多様な関係者間での調整が必要となる場合が多い。
そこで、現場への指示等を適時に行うことができるよう、遅滞ない設計意図伝達などの既
に実施している取組を含め、工事の各工程における関係者間調整を円滑化するために発
注者として実施する事項を下記のとおり取りまとめた。
今後発注手続きを開始する営繕工事の実施に当たっては、公共建築工事標準仕様書等
の関連する基準等の規定によるほか、下記により、関係者間調整を円滑化し、現場への指
示等を適時に行うよう努めるとともに、工事受注者等が関係者間調整に係る業務の平準化
を図ることが可能となるよう、余裕期間制度の更なる活用に努め、生産性向上に取り組むこと
とする。
記
１．施工段階における関係者間調整の円滑化のために実施する事項
（１）遅滞ない設計意図伝達
関係者間調整を円滑化するためには、設計意図を遅滞なく設計者から工事受注者等
に伝達することが不可欠である。このため、設計意図伝達業務委託において、検討、報告
等の期限が設定された場合は、これを遵守することなどを契約事項とすることにより、施工
段階において遅滞なく設計意図を伝達することができるよう努める。
（２）納まり等の調整の効率化
営繕工事においては、施工図等の作成に際し、施工上密接に関連する工事間で納ま
り等の調整を行うことを工事受注者に求めている。関係者間調整を円滑化するためには、
この納まり等の調整が効率的に実施される必要があり、例えば次の①又は②のような各種
ツールを活用した取組を促進する。
① 納まり等の調整用図面作成の効率化
工事受注者が納まり等の調整を行うに当たって、施工上密接に関連する各工事の
情報を一元化した調整用の図面を作成する場合は、使用する表示記号についてのル

ール作成等において、必要に応じて「総合図作成ガイドライン」（（公社）日本建築士会
連合会）を参照してもらうことなどにより、図面作成の効率化が図られるよう努める。
② ＢＩＭの活用促進
「官庁営繕事業におけるＢＩＭモデルの作成及び利用に関するガイドライン」（平成２
６年３月１９日付け国営施第１５号）において、工事受注者は自らの判断等によりＢＩＭ
（Building Information Modeling）を導入して、納まり等の調整等の技術的検討を行うこと
ができるとされている。その際、利用目的に応じてＢＩＭモデルの詳細度についての関
係者間での確認が必要とされている。
そこで、受注者がＢＩＭを導入する場合は、関係者間での確認が円滑に行われるよう
調整等を行い、ＢＩＭの活用促進が図られるよう努める。また、ＢＩＭモデル作成作業の
効率化に資する電子データを工事受注者に提供するよう努める。

（３）情報共有や検討等の迅速化
現場への指示等の内容の確定に当たって、関係者は設計意図を踏まえた納まり等の
調整状況等についての情報を共有し、必要に応じて検討等を行うこととなる。このため、
関係者間調整を円滑化するためには、関係者の情報共有や検討等を迅速化する必要が
あり、次の①及び②の取組を実施する。
① 関係者が一堂に会する会議の早期開催
工事全般に関する情報共有、質疑応答、懸案事項の調整・検討等を目的として、工
期の始期日以降、速やかに関係者が一堂に会する会議を開催するとともに、会議を継
続的かつ適切な頻度で開催するよう努める。
会議においては、関係者が検討すべき事項を抽出したうえで、各事項について期限
や担当する関係者を定め、関係者で共有する。また、発注者が検討すべき事項につい
ては、遅滞なく検討を行うとともに、他の関係者が検討すべき事項については、検討状
況を把握し、遅滞なく検討が行われるよう調整する。
なお、会議は常に関係者が一堂に会する必要はなく、分野毎に必要な関係者のみ
に参加を求めるなど、開催時期や目的に応じて適切に参加者を設定する。
② 情報共有システムの活用促進
情報の一元管理による情報共有の迅速化が図られるよう、「営繕工事における工事
関係図書等に関する効率化実施方針の制定について」（平成２６年３月３１日付け国営
整第２４７号）等に基づき、情報共有システムの活用の効果が期待できることなどが確認
された工事においては、情報共有システムの活用を契約事項とするほか、それ以外の
工事においても、工事受注者が情報共有システムの活用を提案した場合は積極的に
採用する。

２．関係者間調整に係る工事受注者等の業務の平準化のために実施する事項
「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について」（平成２７年１２月２５日付
け国営計第７５号ほか）において、余裕期間制度について、柔軟な工期の設定等を通じ
て、建設資材や建設労働者などが確保できるよう積極的に活用することとされている。こ
れを受けて、営繕工事においても余裕期間制度を活用しているところである。
余裕期間を設定することで、必要に応じて工事受注者等が関係者間調整の準備をす
ることが可能となり、特に工事の初期段階において、関係者間調整に係る工事受注者等
の業務の平準化に資すると考えられることから、余裕期間制度を更に積極的に活用する
よう努める。

営繕工事の生産性向上に向けた施工段階における関係者間調整の円滑化（概要）
別添１
○ 営繕工事の生産性向上に向けて、現場への指示等※１を適時に行えるよう、工事の各工程における関係者間調整※２を円滑化
するために発注者として実施する事項を取りまとめた。
○ 工事受注者等の業務平準化のため、余裕期間制度を更に積極的に活用する（工事着手前に関係者間調整の準備が可能）。
※１：施工者に対する発注者の指示または承諾、※２：発注者、設計者、工事監理者、工事受注者、施設管理者等の多様な関係者間での調整

■ 円滑化のための実施事項 ■
① 遅滞ない設計意図伝達※３

② 納まり等の調整※４の効率化

③ 情報共有や検討等の迅速化

◇ 関係者が一堂に会する会議の早期開催
◇ 各種ﾂｰﾙを活用した取組の促進
・ 工期の始期日以降速やかに開催
・ 納まり等の調整用図面を作成する場合、
※５
・ 検討事項について、期限や担当を共有
必要に応じて「総合図作成ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 を参照
◇ 情報共有ｼｽﾃﾑの活用促進
・ BIM活用促進

◇ 遅滞ない設計意図伝達を仕様書に明記
・ 常に工事の工程を確認して業務を実施
・ 検討、報告等の期限を遵守

※３：施工段階で行う、設計意図を正確に伝えるための質疑応答・説明等、材料・機材等の選定に関する検討・助言等、※４：工事受注者が施工上密接に関連する工事間で行う納まり等の調整、※５：（公社）日本建築士会連合会

■ 関係者間調整のイメージ ■

■ 円滑化のイメージ ■

施設管理者等（必要に応じて参加）
照会

：現場への指示等）
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発注者
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設計者

（

○ 現場への指示等が適時に行われない場合
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関係者間調整
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関係者間調整

○ 各工程の関係者間調整を円滑化
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現場への指示等の内容確定を前倒し

（次工程以降も）

工事受注者

②効率化

設計図書の把握

納まり等の調整

提示

施工準備

関係者間調整

■ 平準化のイメージ ■

設計図書への適合状況の検討
提示 確認

適正な施工期間の確保

円滑化
確認

工事監理者
設計図書の把握

準備

確認

施工図等の作成

契約期間

平準化
余裕期間

工期
関係者間調整

準備

・関係者間調整の準備 ← 工事受注者の判断で工事着手前に実施可能

施工

施工

営繕工事における働き方改革の取組（参考資料）

別添２
※平成２９年９月公表資料に実施状況を追記

建設業の働き方改革における今後の取組の方向性を受け、営繕工事における働き方改革の取組をパッケージ化
＜建設業の働き方改革 今後の取組の方向性＞

＜営繕工事における取組＞
（凡例 ： 既往・継続の取組－青字 新たな取組－赤字）

① 適正な工期設定・施工時期の平準化

② 社会保険の法定福利費や安全衛生
経費の確保
・適正な工期設定に伴うコスト増加のしわ寄
せが必要経費の削減に繋がらないよう、社
会保険の法定福利費や安全衛生経費を含
んだ適正な請負代金による契約を徹底

③ 生産性向上（i-Construction）
・工事現場における生産性向上を図る観点
から、ＩＣＴの積極的な活用や書類の簡素化
を推進

④ ガイドラインの策定・周知
⑤ 不適正な工期への対応の強化
⑥ 民間発注者への支援等
⑦ フォローアップ
⇒ 省内対応に連動
（出典 ： 建設業の働き方改革に関する協議会資料（平成29年7月28日））

・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」に基づき、「建築工事適正
工期算定プログラムＶｅｒ．2（日建連）」を活用した適切な工期設定、工期延期
・設備工事の適正な工期確保のため、概成工期（受電時期の目安）の設定、建築
工事の工程表による設備工事の施工期間確保の確認に同プログラムの活用
H29.12～実施
○ 週休２日の推進
・建築工事標準仕様書において週休２日を適用
・原則、週２日現場閉所の試行とともに、週休２日工事をモニタリング
H29.9～実施
○ 施工時期の平準化
・予算取得の国債化（適正な工期確保にも寄与）、余裕期間制度の活用
・長期国債の活用などにより、年度末に集中する完成時期の分散化

○ 予定価格の適正な設定
・営繕積算方式において法定福利費・安全衛生経費を適切に計上

○ ICTの積極的な活用等

H30.1～改善（工事成績評定要領の運用改定）
・BIM活用・施工合理化工法の施工者提案による採用
・民間で進められている施工合理化工法の評価、標準化の検討

○ 書類の簡素化
・書類の簡素化（現場での運用の徹底）、国の統一基準として工事の標準書式を制定
・ICT活用などによる書類作成及び情報伝達の効率化方策の検討

○ 設計意図の的確な反映 （建築固有の対応）

H29.10～実施
・遅滞ない設計意図伝達（施工段階の設計）のため伝達時期を遵守する旨を規定
・各施工計画段階で施工図等に設計意図を的確に反映するため、工事契約後に
決定すべき事項を適時に確定する仕組みを検討
今回公表

公共建築工事、民間建築工事の発注者への普及促進

・時間外労働の上限規制に対応できるよう､
週休２日を前提とした適正な工期設定によ
る工事の発注や施工時期の平準化を推進

○ 適正な工期設定

