
法令等

資料名 日付 所管省庁等

品確法　第７条（発注者の責務）
令和元年6月14日

法律第35号
ー

令和元年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針
令和元年9月

閣議決定
ー

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

予算決算及び会計令
平成30年6月6日

政令第183号
ー

地方自治法施行令
令和元年5月31日

政令第15号
ー

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和22年4月14日

法律第54号
ー

民法
令和元年6月14日

法律第34号
ー

建設業法
平成29年6月2日

法律第45号
ー

会計法
令和元年12月16日

法律第16号
ー

令和元年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針
令和元年9月

閣議決定
ー

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
令和元年6月14日

法律第66号
ー

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の一部

変更について
令和元年10月18日 ー

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

地方自治法施行令
令和元年5月31日

政令第15号
ー

予算決算及び会計令
平成30年6月6日

政令第183号
ー

地方自治法施行令
令和元年5月31日

政令第15号
ー

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

建設コンサルタント業務等における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報

の公表について（国官会第1211号　国地契第34号

平成19年10月5日

国地契第36号
ー

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
令和元年6月19日

法律第54号
ー

民法
令和元年6月14日

法律第34号
ー

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

会計法
令和元年12月16日

法律第16号
ー

予算決算及び会計令
平成30年6月6日

政令第183号
ー

地方自治法施行令
令和元年5月31日

政令第15号
ー

政府調達に関する協定
2020年2月14日

国際約束（条約）
ー

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
平成30年2月19日

政令第340号
ー

公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画
平成6年1月18日

閣議了解
ー

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

品確法　第18条（技術提案の審査及び価格等の交渉による方式
令和元年6月14日

法律第35号
ー

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000177.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190910001/20190910001.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312871.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322IO0000000165
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312871.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000035_20191216_501AC0000000016&openerCode=1#123
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190910001/20190910001.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000127
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322IO0000000165
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312871.pdf
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/tutatsu/05/071005_2.pdf
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/tutatsu/05/071005_2.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000035_20191216_501AC0000000016&openerCode=1#123
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322IO0000000165
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=355CO0000000300
https://www5.cao.go.jp/access/japan/chans/koudou.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312871.pdf
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000177.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312871.pdf


公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針
令和元年10月18日

閣議決定
ー

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf


参考資料

資料名 日付 所管省庁等

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26年３月

（最終平成30年８月）
国土交通省

BIM適用事業における成果品の手引き（案） 平成31年３月 国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年5月 国土交通省

公共工事の円滑な施工確保について 令和2年1月 国土交通省

公共工事標準請負契約約款
昭和25年２月

（最終令和元年12月）
中央建設業審議会

土木請負工事工事費積算要領及び土木請負工事工事費積算基準の制定について
昭和42年７月

（最終平成26年3月）
国土交通省

積算基準の制定について（公共建築工事積算基準）
平成15年３月

（最終令和2年3月）
国土交通省

土木請負工事工事費積算要領等の一部改定について 平成26年３月 国土交通省

土木請負工事の共通仮設費算定基準の一部改定について 平成26年３月 国土交通省

営繕積算方式活用マニュアル 平成27年１月 国土交通省

国土交通省土木工事積算基準等の改定について 平成26年３月 国土交通省

歩切りに関するリーフレット 平成26年12月 国土交通省

直轄土木工事における適正な工期設定指針について 令和2年3月 国土交通省

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインについて 平成30年7月2日　改訂 国土交通省HP

公共建築工事における工期設定の基本的考え方（平成30年２月中央官庁営繕担当課

長連絡調整会議及び全国営繕主管課長会議） 
平成30年2月 官庁営繕部

工事請負業者選定事務処理要領
昭和41年12月

（最終平成31年３月）
国土交通省

発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について 平成26年５月 国土交通省

工事請負契約書の制定について
平成７年６月

（最終平成31年８月）
国土交通省

国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン
平成25年３月

（最終平成28年４月）
国土交通省

総合評価方式における技術提案のオーバースペック事例集 平成23年３月 国土交通省

災害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドライン 平成29年7月

平成31年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行につい

て
平成31年３月 国土交通省

地方公共団体向け総合評価実施マニュアル
平成19年３月

（最終平成20年３月）
国土交通省

施工体制確認型総合評価落札方式の試行について
平成18年12月

（最終平成31年３月）
国土交通省

予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて
平成16年６月

（最終平成31年３月）
国土交通省

工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデ

ル

昭和61年６月

（最終平成31年３月）

中央公共工事契約制度運用連絡協議

会

工事費内訳書の提出について 平成27年３月 国土交通省

工事費内訳書等の提出期限及び取扱いに関する試行について 平成27年３月 国土交通省

建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて 平成26年12月 総務省・国土交通省

公共工事の円滑な施工確保について 平成26年２月 国土交通省

営繕工事において入札参加者に見積の提出を求め活用する方式「見積活用方式」の

試行について
平成26年２月 国土交通省

公共工事標準請負契約約款
昭和25年２月

（最終令和元年12月）
中央建設業審議会

工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について
平成13年３月

（最終平成31年３月）
国土交通省

入札監視委員会の設置及び運営について
平成13年３月

（最終平成22年３月）
国土交通省

地方公共団体における入札監視委員会等第三者機関の運営マニュアル 平成19年３月 国土交通省

工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について
平成13年３月

（最終平成18年10月）
国土交通省

国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン
平成17年９月

（最終平成25年３月）
国土交通省

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
昭和59年３月

（最終平成27年３月）
国土交通省

入札談合の防止に向けて～独占禁止法と入札談合等関与行為防止法～ 令和元年10月 公正取引委員会事務総局

談合情報対応マニュアル等の改正について
平成22年９月

（最終平成27年3月）
国土交通省

公共工事標準請負契約約款
昭和25年２月

（最終令和元年12月）
中央建設業審議会

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン 平成23年８月 国土交通省

営繕工事における入札時積算数量書活用方式の実施について 平成29年３月 国土交通省

工事請負契約書第25条第１項～第４項（全体スライド条項）運用マニュアル（暫定

版）
平成25年９月 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001247622.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001247623.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001089933.pdf
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000066.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001331100.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067865.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001226704.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067865.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067866.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001185646.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000253.html
http://www.mlit.go.jp/common/001067869.pdf
http://www.mlit.go.jp/tec/content/001334745.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001199096.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000033.html
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000033.html
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/tutatsu/03/110331-2.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067872.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001198698.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001068241.pdf
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/01_pdf/01_o-ba-supeku.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001192319.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001285079.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001285079.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000020197.pdf
https://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/181208/pdf/05.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001285089.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001086928.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001086928.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001084313.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001085816.pdf
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000101.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000066.html
http://www.mlit.go.jp/common/001028155.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001028155.pdf
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001331100.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067880.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067881.pdf
http://www.mlit.go.jp/singikai/kensetsugyou/wg/070315/shiryo05.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067885.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001067884.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001288723.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/kansei/text.html
https://www.mlit.go.jp/common/001086926.pdf
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001331100.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000234749.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001175782.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067891.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001067891.pdf


工事請負契約書第25条第５項の運用について
平成20年６月

（最終平成31年３月）
国土交通省

工事請負契約書第25条第５項の運用の拡充について 平成20年９月 国土交通省

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第６項の運用について
平成26年１月

（最終平成31年3月）
国土交通省

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第６項（インフレスライド条項）運用

マニュアル（暫定版）
平成26年１月 国土交通省

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第６項（インフレスライド条項）運用

マニュアル（暫定版）（営繕工事版）
平成26年２月 国土交通省

工事現場等における施工体制の点検要領 平成13年3月 国土交通省

施工体制台帳等活用マニュアル
平成15年11月

（最終 平成31年3月）
国土交通省

土木工事監督技術基準（案）
昭和54年２月

（最終 令和2年3月）
国土交通省

土木工事監督技術基準（案）にかかる重点監督について 平成11年３月 国土交通省

公共事業の品質確保のための監督・検査・工事成績の手引き－実務者のための参考

書－
平成22年７月 国土交通省

地方整備局土木工事技術検査基準（案） 平成18年３月 国土交通省

建設産業における生産システム合理化指針 平成３年２月 国土交通省

建設業法令遵守ガイドライン 平成19年６月 国土交通省

平成25年度建設業法令遵守推進本部活動結果等について 平成26年４月 国土交通省

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 平成24年７月 国土交通省

もっと女性が活躍できる建設業行動計画 平成26年８月 国土交通省・建設業５団体

技能労働者への適切な賃金水準の確保について 平成25年３月 国土交通省

発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について 平成26年５月 国土交通省

公共工事の円滑な施工確保について 令和2年1月 総務省、国土交通省

中間前金払制度の創設等について 平成11年２月 国土交通省

地域建設業経営強化融資制度について 平成20年10月 国土交通省

公共工事に係る工事請負代金の譲渡を活用した融資制度について
平成14年12月

（最終平成22年12月）
国土交通省

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化の促進につ

いて
平成10年11月 国土交通省

出来高部分払方式の実施について 平成22年９月 国土交通省

工事請負契約書の制定について
平成７年６月

（最終平成29年３月）
国土交通省

土木工事における設計者、施工者及び発注者間の情報共有等について 平成21年５月 国土交通省

工事監督におけるワンデーレスポンスの実施について 平成19年３月 国土交通省

営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）
平成27年５月

（最終平成29年３月）
国土交通省

公共事業の品質確保のための監督・検査・工事成績の手引き－実務者のための参考

書－
平成22年７月 国土交通省

請負工事成績評定要領の一部改正について 平成22年３月 国土交通省

請負工事成績評定要領の運用の一部改正について
平成25年３月

（最終平成26年５月）
国土交通省

請負工事成績評定要領
平成13年３月（最終平成

22年３月）
国土交通省

小規模（市町村）工事成績評定要領（案） 平成22年２月 国土交通省中部地方整備局

土木工事の情報共有システム活用ガイドライン 平成26年７月 国土交通省

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26年３月

（最終平成30年８月）
国土交通省

BIM適用事業における成果品の手引き（案） 平成31年３月 国土交通省

建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用

ガイドライン

平成27年11月

（平成31年一部改定）
国土交通省

建築設計業務委託の進め方 平成30年５月 全国営繕主管課長会議

建築工事監理等業務委託の進め方
平成15年５月

（最終平成28年６月）
全国営繕主管課長会議

入札契約方式の適用に関するガイドライン（仮称） 平成26年度 国土交通省作成

公共工事の円滑な施工確保について 平成26年２月 国土交通省

公共工事標準請負契約約款
昭和25年２月

（最終平成22年７月）
中央建設業審議会

公共建築設計業務標準委託契約約款 平成８年２月 国土交通省

公共建築設計業務委託共通仕様書
平成20年３月

（最終平成31年３月)
国土交通省

官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 平成27年３月 国土交通省

設計業務等標準積算基準書 平成31年度版 国土交通省

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準 平成31年 国土交通省告示第98号

官庁施設の設計業務等積算基準
平成21年４月

（最終平成31年１月）
国土交通省

歩切りに関するリーフレット 平成26年12月 国土交通省
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令和２年度「設計業務等の品質確保対策及び入札契約方式の改善等」重点方針

（案）
国土交通省

働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン 令和２年３月 国土交通省

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領 平成30年10月1日

建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用

ガイドライン

平成27年11月

（平成31年一部改定）
国土交通省

建築設計業務委託の進め方 平成30年５月 全国営繕主管課長会議

地方公共団体向け総合評価実施マニュアル
平成19年３月

（最終平成20年３月）
国土交通省

国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成25年３月 国土交通省

設計業務等標準積算基準書
平成14年３月

（最終平成26年３月）
国土交通省

官庁施設の設計業務等積算基準
平成17年６月

（最終平成21年４月）
国土交通省

予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて
平成16年６月

（最終平成25年５月）
国土交通省

公共工事標準請負契約約款
昭和25年２月

（最終令和元年12月）
中央建設業審議会

工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について
平成13年３月

（最終平成19年９月）
国土交通省

公共建築設計業務標準委託契約約款
平成８年２月

（最終令和○年○月）
国土交通省

入札監視委員会の設置及び運営について
平成13年３月

（最終平成22年３月）
国土交通省

地方公共団体における入札監視委員会等第三者機関の運営マニュアル 平成19年３月 国土交通省

工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について
平成13年３月

（最終平成18年10月）
国土交通省

国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン
平成17年９月

（最終平成25年３月）
国土交通省

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
昭和59年３月

（最終平成26年３月）
国土交通省

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モ

デル

昭和59年３月

（最終平成24年６月）

中央公共工事契約制度運用連絡協議

会

入札談合の防止に向けて～独占禁止法と入札談合等関与行為防止法～ 平成26年10月 公正取引委員会事務総局

談合情報対応マニュアル等の改正について 平成22年９月 国土交通省

「令和２年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和２年３月から適用す

る公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について
令和2年2月 国土交通省

令和２年度「設計業務等の品質確保対策及び入札契約方式の改善等」重点方針

（案）
国土交通省

建設産業における生産システム合理化指針 平成３年２月 国土交通省

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン 平成23年８月 国土交通省

建設業法令遵守ガイドライン
平成19年６月

（最終平成26年10月）
国土交通省

平成25年度建設業法令遵守推進本部活動結果等について 平成26年４月 国土交通省

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 平成24年７月 国土交通省

もっと女性が活躍できる建設業行動計画 平成26年８月 国土交通省・建設業５団体

技能労働者への適切な賃金水準の確保について 平成25年３月 国土交通省

土木設計業務等変更ガイドライン 平成27年3月 国土交通省技術調査課

建築設計業務等変更ガイドライン（案） 令和２年３月 国土交通省

委託業務等成績評定要領 国土交通省

公共建築設計等委託業務成績評定基準 平成21年４月 国土交通省

建築設計等委託業務成績評定要領作成指針 平成19年３月
中央官庁営繕担当課長連絡調整会議

全国営繕主管課長会議

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 令和元年10月 国土交通省

災害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドライン 平成29年7月 国土交通省

国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 令和2年1月 国土交通省

災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン 平成29年7月 国土交通省

災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン 平成29年7月 国土交通省

平成31年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行につい

て
平成31年3月 国土交通省

国土交通省直轄の事業促進PPPに関するガイドライン 平成31年3月 国土交通省

国土交通省直轄事業における発注者支援型CM方式の取組み　事例集（案） 平成21年3月 国土交通省

国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン
平成27 年6 月

（令和2年1月最新改正）
国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年5月 国土交通省

設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案） 平成21年３月 国土交通省

国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案） 平成21年３月 国土交通省

入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年5月 国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン【本編】 平成27年5月 国土交通省

国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成25年３月 国土交通省
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総合評価方式使いこなしマニュアル～公共工事品確法をふまえて
平成18年12月

（最終平成19年３月)
国土交通省

国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 令和２年１月 国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年5月 国土交通省

総価契約単価合意方式の実施について 平成23年９月 国土交通省

ＣＭ方式活用ガイドライン 平成14年２月 国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年5月 国土交通省

国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案） 平成21年３月 国土交通省

国土交通省直轄の事業促進PPPに関するガイドライン 平成31年3月 国土交通省

発注者支援業務事例集
平成19年３月

（最終平成30年５月）
全国営繕主管課長会議

発注者支援業務等業務委託様式事例集 令和元年６月 全国営繕主管課長会議

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年５月 国土交通省

設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案） 平成21年3月 国土交通省

国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 令和２年１月 国土交通省

国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドライン 平成31年3月 国土交通省

国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案） 平成21年３月 国土交通省

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 平成27年5月 国土交通省

建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の 運用ガイドライン
平成27年11月

（平成31年一部改定）
国土交通省

建築設計業務委託の進め方　―適切に設計者選定を行うためのマニュアル― 平成30年５月 全国営繕主管課長会議

建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン
平成27年11月

（平成31年一部改定）
国土交通省

国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドライン 平成31年3月 国土交通省他

発注者支援業務事例集
平成19年３月

（最終平成30年５月）
全国営繕主管課長会議

発注者支援業務等業務委託様式事例集 令和元年６月 全国営繕主管課長会議

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針 令和元年10月 国土交通省

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 令和元年10月 国土交通省
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