公表用

平成２３年度における北海道の公共事業コスト構造改善対策の取組状況について
１

フォローアップの考え方
「北海道公共事業コスト構造改善プログラム」に定められた各施策について、実施状況を検証するとともに、

総合コスト改善率により、努力目標（１５％）の達成状況について検証する。

２

平成２３年度総合コスト改善率
平成２３年度の総合コスト改善率は、平成１９年度と比較して、 8

全体的な物価変動[国で推計]を含めた場合には 6.8

％となった。また、物価や労務費等の

％となる。
（単位：上段－百万円、下段－％）

対象工事費
（百万円）

工事コスト構造の ライフサイクル構造 社会的コスト構造
改善による効果

①

②

214,351

の改善による効果 の改善による効果
③

④

合計

間接的な効果

合計

（総合コスト

（物価変動）

（物価変動

改善率）

[国で推計]

を含む）

⑤＝Σ②～④

⑥

⑦＝⑤＋⑥

－

10,364

6,450

1,209

18,023

4.6%

2.9%

0.5%

8.0%

( △1.2%)

6.8%

※改善率は、平成１９年度における標準的な公共事業のコストを基準とし、施策適用がなかった場合におけ
る仮想的な工事積算額と実際の積算額との比較等により効果を計上している。
四捨五入の関係で数値が合わないことがある。

３

具体的施策の取組状況
構造改善プログラムの施策の取組件数は、延べ64,459件、１工事当たり10項目程度のコスト構造改善対策に

取り組んでいる。
取組件数

総工事件数

64,459 件

5,786 件

なお、施策項目毎の取組件数及び主な取組事例については、別紙フォローアップ集計表参照のこと。

※参考
平成２２年度の総合コスト改善率（対平成１９年度）

総合コスト改善率
物価変動を考慮した改善率

平成２２年度
6.6%
5.4%

様式３

別紙

フォローアップ集計表

施策番号 具体的施策と施策の内容 （４分野 １４項目 ３９施策）
(Ⅰ)事業のスピードアップ [ ３ 項目 ８ 施策]
【１】合意形成・協議・手続の改善
①構想段階からの合意形成手続の推進
施策1
○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

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

施策3

③透明性の向上
○進捗状況等の事業プロセス情報をインターネット等で公開する
○円滑な事業の推進のため、地域住民等の工事関係者に協議進捗
状況の説明を行う

施策4

【２】事業の重点化・集中化
①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5

②重点的な投資や事業の進捗管理の徹底
○「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」に基づき、選択と集中
の観点に立って事業を実施する

北海道公共事業コスト構造改善プログラム
取組事例

取組件数

農政部464、水産林務部711、建設部40
1,215 ・事業計画の策定に当たり、施工要望・承諾書・住民説明会等により住民意見を積極的に反映。
農政部106、水産林務部192
298 ・河川、道路等事業執行に必要な協議・手続きを実施。・各ブロック毎に国や他部局との調整会議を
行い相互の円滑な運営を図る。

農政部1,247、水産林務部252、建設部3,364
4,131 ・政策評価、発注予定情報をインターネットで公開。
732 ・実施設計時及び工事実施時に受益者等への説明会等を開催。・円滑な事業の推進のため、地域
住民等の工事関係者に協議進捗状況を説明。・住民等工事関係者に進捗状況の説明、了解の下
で事業を実施する。・広報誌・ラジオで工事情報を周知。

農政部13、水産林務部9、建設部24
46 ・大規模事前評価と再評価を実施。
農政部1,748、水産林務部1,462、建設部3,857
5,158 ・「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」に基づき事業を実施。

○施工方法の工夫等による事業効果の早期発現を図る

234 ・定められた完了年を厳守するため工事順序の検討を行うなど事業効果の早期発現を考慮。・重点

○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

598 ・適正な事業管理計画に基づき、完成時期を明示。・全体計画を策定し施工予定期間を設定して事

的な投資による早期供用。

○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

施策6

【３】用地・補償の円滑化
①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7

②土地収用法の活用
○必要に応じて、土地収用法の有効な活用を検討する

施策8

③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

施策9

(Ⅱ)計画・設計・施工の最適化 [ ５ 項目 １４ 施策]
【１】計画・設計の最適化
①計画手法の最適化
○既存施設を有効活用

業を実施。・再評価を実施し、完成時期を明示。

1,077 ・工事実施前年度に設計を完了。
農政部61、水産林務部9
70 ・工事施工前の用地取得を事前に実施。・計画的な用地の先行取得。
建設部1
1 ・土地収用法を活用。
農政部58、建設部41
99 ・補償コンサルの活用。

農政部14、水産林務部127、建設部45
186 ・既設のトラフ・函渠工等を利用した水路改修工事を実施、営農用水施設を有効活用。・既設治山ダ
ムの嵩上げ。・既存の排水系統を尊重。

○施設改修工事の集約施工を考慮した計画を推進する
○計画水準の最適化を行う

施策10

②設計方法の最適化
○設計の初期段階から構造形式や施工方法等について、多面的に
比較検討を行う
○使用資材の大型化、構造物のプレキャスト化を検討する
○施工の機械化による省力化を推進する
○関係部局との連携により効率的な設計を検討する

施策11

③合理的な設計の推進
○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12

④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
○地域住民等の労力提供や創意工夫による低コスト整備手法の導入
を検討する
○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13

農政部137、水産林務部362、建設部209
535 ・水路基礎工法・管渠工形式・軟弱地盤工法の検討。・すき取り土、河床礫の有効利用。・工法選定
及び施工方法等について、経済性、施工性、環境配慮等の多面的な比較。・比較設計による経済
的工法を採用。
80 ・水路工事における長尺トラフの採用。・魚道工にプレキャストコンクリート製品を使用。・広幅・ハット
形鋼矢板、プレキャスト擁壁を採用。

92 ・ブレード付デスクハロー、バックホー型杭打込機、反転均平工法を採用。
1 ・関係部局と連携し、河川浚渫土を客土材に活用。
農政部10、水産林務部253
263 ・国の技術基準の改定に対応し速やかに道の設計指針を改定。・標準設計の見直し。・治山技術基
準の改訂に迅速に対応し合理的な設計を図った。

農政部66、水産林務部402
455 ・暗渠排水、農道保全等におけるローカルルールの設定。・管内、隣接部局等の同一地域で、統一
した設計基準による積算の合理化。

11 ・既存地番図を活用した心土破砕工事を実施。・地域住民やボランティアの参加等によるコスト縮
減。

2 ・関係部局が連携を図り住民参加による植樹祭等の実施。

⑤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ＶＥを、設計の早期段階から推進する

施策14

【２】施工の最適化
①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

農政部32、水産林務部52、建設部734
37 ・他事業との合併発注、他事業の進捗に合わせて事業を実施。・他事業（工事）間における建設発
生残土等の有効利用。・事業間の仮設材の転用、発生土の有効利用。

○冬季工事において通年施工化技術を活用する

763 ・暗渠排水、客土の冬季工事、防寒囲い、防寒養生による施工を実施。・コンクリートに耐寒剤等を
使用した寒中コンクリートの実施。・通年施工化技術（防寒囲い・路面ヒーター・割氷）を活用。

○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15

②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

施策16

【３】施工プロセスにおける効率性の確保
①受発注者のパートナーシップの構築
○受発注者間の協議の迅速化により施工の効率化を図る

10 ・客土の合併施工を実施。・関連工事と仮設物を共用。
8 ・道路敷地内に営農用水管路を設置。・魚道整備の実施。
環境生活部1、農政部285、水産林務部120、建設部2,075
23 ・水産系副産物及び建設発生土に関する情報を共有。・土砂バンク。
・解体工事の際に発生した石材の再利用。・コンクリート殻を破砕し基礎材料等へ活用。・再生アス
2,458
ファルト合材及び再生骨材の利用。・貝殻・火山礫等の暗渠疎水材への活用。・すき取り物のふる
い分けによる廃棄物減量、ライムケーキの活用、抜根物のチップ化。・水産系副産物の利用促進
(マッシェルコンクリートの使用)。・すき取り土、既設路盤材、再生Ａｓ、Co再生骨材。

農政部141、水産林務部832、建設部1,624
2,238 ・設計基本条件検討会の実施、電子メールの活用による協議・資料授受の効率化。・工事施工情報
共有を実施。

○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17

②公共工事等の品質確保の推進
○公共工事の品質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
○出来高部分払いの活用拡大を図り、下請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

359 ・三者技術検討会を実施。
農政部1,382、水産林務部790、建設部4,053
3,730 ・施工プロセスを通じた監督を実施。・監督又は検査における施工プロセスチェックリスト等の活用。
2,325 ・中間前金払い条項を契約に明記。・出来高部分払い及び中間前金払いの実施。
170 ・職場研修、現場代理人との意見交換会を実施。・各部局における技術者の技術向上のための講
習会、職場研修会等の実施。

施策番号 具体的施策と施策の内容 （４分野 １４項目 ３９施策）
【４】民間技術の積極的な活用
施策18
①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

取組件数

取組事例

農政部14、水産林務部22、建設部1,443
1,391 ・新技術に関する職場研修を実施。・新技術情報提供システム情報件数。
88 ・新技術を活用（セメントフォーム・スタビ工法、ＳＰＲ工法、客土注入マット工法、ランブルストリップ
ス工法等の採用）。

施策19

②ＩＣＴ＊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

施策20

【５】社会的コストの低減
①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21

②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22

環境生活部4、経済部30、農政部2,095、水産林務部2,241、建設部9,638
4,438
5,179
37
634
3,671

・低騒音・低振動・排出ガス対策型建設機械の使用
・道産資材を利用。
・交通誘導員の配置。
・安全パトロールや講習会を実施。
・的確な安全訓練の実施、活動内容の確認。・工事施行成績により安全対策を評価。・施行成績評
定を実施。

49 ・道発注工事に係る労働災害発生状況調査の実施及び調査結果の庁内、振興局等への情報提
供。・労働災害防止会議の開催。・建設事故の発生件数。

○環境調和型に転換した施設の整備を推進する

環境生活部1、農政部4、水産林務部16、建設部8
19 ・魚道整備、多自然型護岸を実施。・既存施設を環境に配慮した施設に転換（治山ダムの複断面

○ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を推進する

10 ・車椅子が通行可能なスロープの設置。・歩道のバリアフリー化、歩行者用案内標識の設置。

③環境と調和した施設への転換

化、魚道の設置等）。

施策23

(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
①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

建設部1
1 ・非破壊検査を活用した点検を実施。

○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24

②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

農政部10、水産林務部2
12 ・基幹水利施設の長寿命化を図るための技術基準類を活用。・路面舗装による林道の耐久性の向
上。・橋梁上部工に耐候性鋼材を使用することでの長寿命化。

施策25

【２】効率的・効果的な維持管理
①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26

②公共施設の長寿命化に関する計画策定の推進

施策27

③地域の実情や施設特性に応じた維持管理の推進

○長寿命化に関する計画策定を推進する
○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

水産林務部31、建設部1
32 ・治山パトロール等を活用した既存施設の点検結果の保管管理。・治水ＧＩＳ。
水産林務部13、建設部2
15 ・漁港施設の防蝕による長寿命化に関する計画を策定。・橋梁、樋門マネジメントシステム。
農政部2、水産林務部3、建設部19
23 ・地元小学生への現地説明会の実施及び植林ボランティアの参加。・地域住民やボランティアの参
加による、施設等の維持管理を実施（魚道の清掃、植栽木の下刈等）。・道路・河川・海岸の清掃活
動、河川の草刈り活動においてボランティアとの協力を進める。

○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28

④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29

⑤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

1 ・公共土木施設の維持管理基本方針。
農政部10、水産林務部10、建設部147
167 ・ストックマネジメント手法を用いた基幹水利施設の保全対策を実施。・既存施設のコンクリート腹付
による機能の強化及び回復により長寿命化を実施。・橋梁長寿命化修繕工事を実施。

建設部6、警察本部45
48 ・道路照明灯にナトリウムランプ・LED照明等の省エネタイプを採用。・LED信号灯器採用による省エ
ネルギー化。

○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
施策30
①ＣＡＬＳ／ＥＣの活用による入札・契約の推進
○電子入札の一層の実施・普及や各発注機関の入札情報を一元的
に提供する

施策31

②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

施策32

【２】入札・契約の見直し
①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33

②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）

施策34

③企業の持つ技術力・経営力の適正な評価

施策35

④民間の技術力・ノウハウを活用した調達方式の検討

2 ・管理施設の操作遠隔化。
1 ・ソーラー式の自発光式大型視線誘導標を設置。
農政部964、水産林務部1,083、建設部3,223
5,270 ・発注予定、入札結果をインターネットで公開。
環境生活部2、農政部618、水産林務部472、建設部2,660
2,122 ・電子納品の実施。
1,630 ・工事施工情報共有を実施。

農政部161、水産林務部165、建設部573
899 ・総合評価方式による調達を実施。・総合評価方式による入札の実施。

○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
○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

農政部161、水産林務部105、建設部573
839 ・総合評価方式による調達を実施。

○ＰＦＩ等の活用を検討する

施策36

【３】工事発注の効率化等
①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
○工期の設定の改善や竣工時期の調整の実施を推進する
○債務負担行為を計画的かつ積極的に活用する
○工事発注等の支援制度を活用する

施策37

②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

施策38

【４】積算の見直し
①「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39

②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

農政部910、水産林務部688、建設部1,204
1,351
564
683
204

・営農に配慮した適期の工事発注を実施。・早着認可の活用、工事の早期発注。
・施工内容・条件に応じた工期を設定。・余裕ある工期の設定。
・国庫債務負担行為等工事の実施。・ゼロ国、ゼロ道債の活用。
・工事数量算定資料等作成業務、設計施工管理業務、監督等補助業務を委託。・建設技術セン
ターの活用。

農政部114、水産林務部154
268 ・発注ロットの大型化を実施。・合併積算等による適正なロットの設定。
農政部86、水産林務部30、建設部2,150
2,266 ・市場単価方式を活用。
農政部834、水産林務部1,083、建設部3,223
5,140 ・実勢価格調査単価を使用。

