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品確法を踏まえた官庁営繕の主な取組 

優れた品質を確保する選定 

設計等の品質確保 

適正な予定価格の設定 

発注者間の連携 

総合評価落札方式、設計プロポーザル等 
工事において総合評価落札方式を活用するほか、設計においては設計者の創造性、
技術力、経験等を評価するためプロポーザル方式を活用 （Ｐ.2-4） 

「営繕積算方式」活用マニュアル（H28.4） 
「公共建築工事積算基準」等に基づく積算方法をベースとして、共通費の適切な積上等
現場の実態を踏まえた課題への対応方法についても紹介 （Ｐ.7-9） 

営繕工事積算チェックマニュアル（H28.3） 
積算数量の拾い忘れ等の防止を図るため、積算業務の過程においてチェックすべき項
目等を整理 （Ｐ.10） 

適切な設計変更 

公共建築工事における工期設定の基本的考え方（H27.10）・事例解説（H28.6） 

工期設定について、調査・設計から施工の各段階において基本となる考え方及び 

その事例解説・参考資料をまとめたもの （Ｐ.14） 

参考情報の官庁営繕ＨＰへの掲載 
官庁営繕のページに建築事業実施のための参考情報を掲載 （Ｐ.15） 

入札時積算数量書活用方式（H28.4） 
契約後、入札時積算数量書の積算数量に疑義が生じた場合に、受発注者間で協議し、 

必要に応じて数量を訂正し請負代金額を変更することを契約事項とする （Ｐ.11-12） 

営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（H27.5）・Ｑ＆Ａ（H27.10） 
発注者と受注者間の設計変更・手続き等を適切に実施するためのガイドラインと 

そのＱ＆Ａ （Ｐ.13） 

適切な工期の設定 

官庁施設の設計業務等積算基準  
国土交通省告示第15号を踏まえた新築設計の業務委託料のほか、改修設計の業務委
託料の算定方法について規定 （Ｐ.5-6） 

公共建築相談窓口 
国土交通省本省及び各地方整備局等の営繕部において、地方公共団体等の公共建
築発注者からの問合せに対応 

全国営繕主管課長会議 
都道府県等において公共建築の整備を担当する部局と情報共有を図るなど連携  

＋ 

工  期 

コスト 

品  質 

＋ 
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工事における総合評価落札方式の活用 

品確法において、基本理念として、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約による公共工
事の品質確保について規定。 

第３条第２項 

 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の
技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性
に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることによ
り、確保されなければならない。 

「総合評価落札方式」は、施工品質、安全性等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です。 
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設計業務等におけるプロポーザル方式等の活用 

 

 品確法においても、設計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすもの
であり、技術者の能力、技術提案の評価等による品質の確保について求められています。 

 

品確法第３条第１１項 

公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査（点検及び診断を含む。以下同じ。）及び設計の品質
が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、前各項の趣旨を踏まえ、公共工事
に準じ、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に
評価され、及びそれらの者が十分に活用されること等により、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保され
るようにしなければならない。 

 

基本方針 

公共工事に関する調査及び設計の契約においても、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の
能力がその者の有する資格等により適切に評価され、十分に活用されること、価格のみによって契約相手を決定
するのではなく、必要に応じて技術提案を求め、その優劣を評価し、最も適切な者と契約を結ぶこと等を通じ、その
品質を確保することが求められる。 

 

平成27年1月に策定された「発注関係事務の運用に関する指針」（運用指針）においても、設計業務等の入札契約方式と
してプロポーザル方式、総合評価落札方式等があげられています。 

 

 

 建築審議会答申（平成３年３月）において、 

「官公庁施設は国民共有の資産として質の高さが求められることから、その設計業務を委
託しようとする場合には、設計料の多寡による選定方法によってのみ設計者を選定するの
ではなく、設計者の創造性、技術力、経験等を適正に審査の上、その設計業務の内容に
最も適した設計者を選定することが極めて重要である」 

ことを踏まえ、建築設計者の選定の在り方について基本的な考え方が示されました。 

 国交省官庁営繕においては、これを受け、平成６年度から建築設計者の選定に「プロポーザ
ル方式」を導入しています。  
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設計業務等の発注方式の選定の考え方 

「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」において、調査・設計業務の発注手続きについて定めています。 
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プロポーザル方式 

総合評価落札方式 

標準的な業務内容に応じた発注方式事例 

・ 評価テーマに関する技術提案

（標準型のみ）と当該業務の実施
方針を求め、価格と総合評価。 

・ 事前に仕様を確定可能であるが、

入札者の提示する技術等により、
調達価格の差異に比して、事業
の成果に相当程度の差異が生じ
ることを期待できる場合に選定。 

・ 評価テーマに関する技術提案と

当該業務の実施方針の提出を求
め、技術的に最適な者を特定。 

・ 当該業務の内容が技術的に高

度なもの又は専門的な技術が要
求される業務であって、提出され
た技術提案書に基づいて仕様を
作成する方が優れた成果を期待
できる場合に選定。 



直接人件費＝（一般業務＋追加業務）の業務人・時間数×直接人件費単価 

改修設計業務の委託料の算定について 

「官庁施設の設計業務等積算基準・同要領」では、 

 国土交通省告示第15号を踏まえた新築設計及び告示第670号を踏まえた耐震改修設計等の業務委託料の算定方法のほか、 

 改修設計について、 図面目録を作成し、これに要する業務委託料を算定する方法を示しています。 

一般業務 

追加業務 

実施設計に関する標準業務を対象とし、 

業務人・時間数を次の方法により算定 
 

 ① 図面目録を作成 

 ② 図面１枚毎の業務人・時間数を算定 

 ③ ①と②から工事内容に即した一般業務に係る業務人・時間数を算定 

一般業務に含まれない業務を実施する場合は、 

追加業務として、これに要する業務人・時間数を加算 
 

【主な追加業務の例】 
 ① 基本設計の内容に相当する業務 

 ② 既存施設の現況の詳細調査 

 ③ 積算業務 

直
接
人
件
費
の
業
務
人
・時
間
数 

 業務委託料＝直接人件費＋諸経費＋技術料等経費＋特別経費＋消費税等相当額 
 

・ 直接人件費     ： 下図により算定 

・ 諸経費            ： 直接人件費×１．０ を計上 

・ 技術料等経費 ： （直接人件費＋諸経費）×０．２ を計上 

・ 特別経費        ： 特許使用料等の費用を計上 
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改修設計業務の図面目録の例 

図 面 名 称 縮尺 

1 改修工事特記仕様書（機械設備工事の部） 

2 案内図 ・ 配置図 ・ 断面図 1/200 

3 機器表（新設）（撤去） 

4 空気調和設備 配管・ダクト系統図 

5 空気調和設備 １・２・階配管・ダクト平面図（新設） 1/100 

6 空気調和設備 R階配管・ダクト平面図（新設） 1/100 

7 空気調和設備 １・２階配管・ダクト平面図（撤去） 1/100 

8 空気調和設備 R階配管・ダクト平面図（撤去） 1/100 

9 空気調和設備 機械室 配管・ダクト詳細図（新設）（撤去） 1/ 50 

10 自動制御設備 システム図（新設）（撤去） 

11  自動制御設備 １・２階 平面図（新設） 1/100 

12 自動制御設備 R階 平面図（新設） 1/100 

13 自動制御設備 １・２階 平面図（撤去） 1/100 

14 自動制御設備 R階 平面図（撤去） 1/100 

：               ・・・・・ 

20 改修工事特記仕様書（電気設備工事の部） 

21 電灯設備 １・２階（照明・コンセント）平面図（改設） 1/100 

：               ・・・・・ 

 設備改修の場合の 

 図面目録の作成例（抜粋） 

 ■ 建物規模 ：  
     RC-2 

     延べ面積750ｍ2程度の庁舎 

 

 ■ 改修内容 ：  
     空気調和設備の更新改修 

     及び付帯工事 

「建築工事設計図書作成基準」や 「建築設備工事設計図書作成基準」を参考にして図面目録を作成 
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○ 「適正な予定価格の設定」については、 「『営繕積算方式』活用マニュアル」や  
 「営繕工事積算チェックマニュアル」を作成しています。 

○ また、「入札時積算数量書活用方式」を平成２８年度から直轄の営繕工事において 

 試行導入しています。 

○ これらについて、地方公共団体等に対し、各種会議等における説明を通じ普及・促進を 

 図っています。 

数量の拾い忘れや違算を防止し精度向上を図る
ため、積算の各過程でチェックすべき項目や数量
確認のための数値指標を整理したものです。 

実勢価格や現場実態を的確に反映した適正な予定価格を設定 

し、施工条件の変更や物価変動等に適切に対応できる積算手法
である「営繕積算方式」（※）を分かりやすく解説したものです。 

 
○数量算出チェックリスト 
  （例：コンクリートの増打ち部分はきちんと計上しているか） 

○積算数量調書チェックリスト 
  （例：コンクリート打設手間は打設部位、打設回数毎に計上しているか） 

○数量チェックシート（建築のみ） 
  （例：コンクリート総量は延床面積×（０．８～１．０  m3／m2 ）の範囲であるか否か） 

 
○数量算出チェックリスト 
  （例：コンクリートの増打ち部分はきちんと計上しているか） 

○積算数量調書チェックリスト 
  （例：コンクリート打設手間は打設部位、打設回数毎に計上しているか） 

○数量チェックシート（建築のみ） 
  （例：コンクリート総量は延床面積×（０．８～１．０  m3／m2 ）の範囲であるか否か） 

○共通仮設費の適切な積上 ○適切な工期設定 

○積算条件の明示 

○適切な数量算出 

○工期連動型共通費積算方式 

○最新単価の適用 

○物価スライド 

○市場単価補正方式 

○見積活用方式 

○地域外労働者の 

 確保費用の計上 等 

「営繕積算方式」活用マニュアル 

※公共建築工事積算基準とその運用にかかる各種取組をパッケージ化 マニュアルの構成（新営・改修） 

○入札参加者に、発注者の示す数量書「入札時積算数量書」の活用を促します。（入札説明書に明記） 

○契約後、「入札時積算数量書」の積算数量に疑義が生じた場合に、受発注者間で協議※し、 必要に応じて数量 
 を訂正し請負代金額を変更することを契約事項とします。（契約書に位置付け） 

※受注者発議の協議は、入札時に発注者が示す「入札時積算数量書」の積算数量を活用した場合に可能 

適正な予定価格の設定 

営繕工事積算チェックマニュアル 

入札時積算数量書活用方式 
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公共建築工事の施工確保（「営繕積算方式」の普及・促進） 

○学校や庁舎等の公共建築工事を確実・円滑に実施するため、実勢価格や現場実態を的確に反映した適正な
予定価格を設定するため『営繕積算方式活用マニュアル』を普及・促進  

 ● 現場実態に合った共通仮設費の積上 ⇒（※１） 
   （共通費調査により被災地特有の実情を確認（※３）） 

 ● 適切な工期設定や市場価格との乖離が認められる工種 
   の見積活用 ⇒（※１） 

 ● 物価上昇等への的確な対応 ⇒（※２） 

 ● 共通仮設の積上げ項目の明確化 
  ・設計図書等への条件明示、公開数量書に明記 
     （設計変更可能） 

 ● 「見積活用方式」の適用の明確化 

  ・入札説明書等に明記 

『営繕積算方式』 

積算の見える化 

地方公共団体等への普及・促進 

● ｢営繕積算方式活用マニュアル」を作成し、各種会議等で普及・促進 
● 「公共建築相談窓口」において、個別事案の相談に丁寧に対応 
● 積算情報（単価等）の共有 
● 設計や建設業の各団体に周知 

共通仮設費 
(率：積上) 

現場管理費 一般管理費等 

◆標準積算(H26.4) ［100.0%］ 
   【市場単価、標準的な共通仮設積上げ 
       （揚重機ｽﾎﾟｯﾄ、仮囲い、交通誘導警備員）】 

(100.0%:100.0%) 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

143.0% 127.3% 113.9% 

(117.8%:175.5%) 

111.8% 

134.1% 120.5% 110.5% 

(113.4%:160.9%) 

108.9% 

直接工事費 

《 積算例 》 

◆(※1) 被災地状況を反映 ［111.0%］ 
  【実勢単価（見積活用）＋共通仮設の積上げ  
   （揚重機月極調達等）＋工期連動（3ヶ月加算）】 
      ※宮城県建設業協会資料より 

◆(※2) 工期延期＋価格変動 ［114.6%］ 
  【工期1ヶ月延長＋型枠、鉄筋加工10%上昇】 

 直轄工事（営繕工事）の積算手法を地方公共団体へ情報提供し、個別相談等に丁寧に対応  

(※３)共通費の調査 

  被災３県の共通費 
  （共通仮設費及び 
  現場管理費）の 
  実態調査を実施 

個別事案の実状を勘案
した共通仮設費の適切
な積上げ※が重要 
※例：揚重機（クレーン） 

揚重機の費用が被災地
は被災地以外と比べ 
高くなっている 
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公共建築工事における現場の円滑な施工確保のための各種取組一覧 

○ 実勢価格や現場実態を的確に反映した適正な予定価格の設定 

（１） 実勢価格や現場実態を的確に反映した単価及び価格の設定 

  入札日直近の最新単価を採用（予定価格が事前公表であっても、直近の予定価格に基づき修正公告等） 

  工事内容や施工条件に応じた適正な単価を設定するため、市場単価を補正する「市場単価補正方式」の採用 

  材料価格・複合単価・市場単価について、専門工事業者・メーカー等から見積の提出を求め、単価設定で考慮 

   見積単価は、過去の工事実績に加え、変動する経済環境や価格動向等を総合的に考慮して適正に設定。 

  実勢価格の把握が困難な場合には、入札参加者から見積を収集して予定価格に反映する「見積活用方式」の採用   

（２） 現場実態を反映した共通費（共通仮設費、現場管理費）の算定及び条件明示 

  揚重機、仮設用借地等に要する費用について、現場の実情に応じて算定し、共通仮設費に積上げ（契約変更で精算も可能） 

  共通仮設費の積上げ項目等について、施工条件明示、公開数量書への明記に係る取組 

  地域外労働者を確保するための費用（旅費や宿泊費）を契約変更で精算し、共通費に積上げ 

（３） 現場実態を考慮した適切な工期の設定 

 工事内容、施工条件等を踏まえた適切な工期設定及び柔軟な工期延長の対応の徹底 

 工期延長にともない増加する共通費（共通仮設費、現場管理費）について、「工期連動型共通費積算方式」で増額変更 

○ 施工条件の変更や物価変動等に対する適切な契約変更 

（４） 施工条件の変更に伴う適切な設計変更 

（５） 物価変動に伴うスライド条項の適切な運用 

○ 適切な数量の算出 

（６） 設計図書に基づく数量の適正な算出 

 予定価格算出の前提となっている数量の適正な算出、施工条件等が施工実態と乖離している場合は適宜見直し 

※建設業団体等との意見交換を踏まえ整理 
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○積算数量の拾い忘れや違算を防止し精度向上を図ることを目的に、積算業務の各過程 
  においてチェックすべき項目や数量確認のための数値指標を整理（H28.3） 
○内容を分かりやすく説明する【解説版】を新たに策定（H27.10） 
○会議等各種機会を活用した地方公共団体等への普及・促進 

公共建築工事の施工確保（「営繕工事積算チェックマニュアル」の普及・促進） 

予
定
価
格
内
訳
書 

「公共建築数量積算基準」より 

設
計
数
量 

設計図書に表示されている個数や、設計寸法
から求める数量 

所
要
数
量 

《鉄筋材、鉄骨材、木材 》 
定尺寸法による切り無駄や、施工上やむを得な
い損耗を含んだ数量 

計
画
数
量 

《仮設、土工等》 
設計図書に表示されていない施工計画に基づく
数量 

設計数量の割増 

                   設計図書に基づく適正な数量の算出 

【設計図書】 

仕様書 

（特記含む） 

現場説明書 
質問回答書 

図面 図面 図面 図面 

『施工計画の作成』 
・工程計画 
・仮設計画（揚重機含む） 
・土工計画（山留め含む） 

『設計図書の作成』 
・設計図書間の整合 
・施工条件の明示 

数量拾書 数量拾書 積算数量算出書 

【積算数量書】 

質問回答書 質問回答書 積算数量 

調書 

等 

反
映 

『数量等のチェック』 
・数量を算出するための項目 

 のチェック 

・算出した数量のチェック 等 

 

 

 

計
測
・計
算 

『数量の算出』 
 「施工条件が明示された設計図書」
及び「設計図書を踏まえた施工計画」
に基づき、数量の計測、計算を実施 

数量積算の概要 数量積算の概要 

構成 構成 ●数量算出チェックリスト（例：コンクリートの増打ち部分はきちんと計上しているか） 

●積算数量調書チェックリスト（例：コンクリート打設手間は打設部位、打設回数毎に計上しているか） 

●数量チェックシート （例：コンクリート総量は延床面積×（０．８～１．０）の範囲であるか否か） 

※建築・電気設備・機械設備それぞれ作成（新営・改修とも。なお数量チェックシートは建築のみ） 

概 要 概 要 

営繕工事 

積算チェック 

マニュアル 

『数量等のチェック』 
・数量を算出するための項目 

 のチェック 

・算出した数量のチェック 等 

 

 

 

『数量の算出』 
 「施工条件が明示された設計図書」
及び「設計図書を踏まえた施工計画」
に基づき、数量の計測、計算を実施 

営繕工事 

積算チェック 

マニュアル 

（↑修正前） 
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営繕工事における「入札時積算数量書活用方式」の試行 

入札時積算数量書活用方式（試行） 

○入札参加者に、発注者の示す数量書「入札時積算数量書」の活用を促す。 

○契約後、入札時積算数量書の積算数量に疑義が生じた場合に、受発注者間で協議※し、    

  必要に応じて数量を訂正し請負代金額を変更することを契約事項とする。 
※受注者発議の協議は、入札時に発注者が示す入札時積算数量書の積算数量を活用した場合に可能 

背景 

○改正品確法において「公正な契約を適正な請負代金額によって信義に従って誠実に履行  

  する」と基本理念に規定された。 

○従来から入札参加予定者へ「数量書」を公開、提供。ただし、「数量書」は参考資料との 

  位置づけのため、契約後の発注者の運用にばらつきがあった。 

 

○円滑な変更協議によって、適正な数量に基づいた請負代金額となり、工事目的物の 

  品質確保及び契約の適正化に寄与する。 

○発注者が示す数量書の活用の促進により、入札参加者の積算の一層の効率化に寄与  

  する。 

今後の取組み 

○試行を通じ、受注者等からの意見・要望や課題等を把握し、必要に応じ改善を図る。 

○地方公共団体等に対し、公共建築相談窓口での相談対応や各種会議等における説明を 

  通じ普及・促進を図る。 

概   要 

効   果 効   果 

・4月1日以降入札手続きを開始する営繕工事に適用 

・地方公共団体等に対して本取組みについて周知 
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入札参加者は、発注者が示す入札時積算数量書
の積算数量を活用 

※入札時積算数量書の活用は入札条件ではない 

「入札時積算数量書活用方式」の概要 

仕様書 

【設計図書】 

【入札時公開資料】 

入札説明書 
「入札時積算数量書活用方式」の 

対象工事である旨等を明記 

 

現場説明書 

【契約】 

【設計図書】 

仕様書 質問回答書 

入札時積算数量書 

工事費内訳書 

現場説明書 

図面 

入札説明書別添 

図面 

【工事請負契約書】 

必要に応じて、協議を行い、 
「入札時積算数量書」を訂正 

必要に応じて、 
請負代金額の変更 

積算数量に疑義 注１）赤字は「入札時積算数量書活用方式」の取組みに     
       関して記載したもの。 
注２）入札時積算数量書には、別紙明細は含まない。 

入札参加者 

提出 
入札 

前項（受注者からの確認の請求）は、入札時積
算数量書における当該疑義に係る積算数量と、
これに対応する受注者が入札時に提出した 

工事費内訳書における当該数量が同一である
と確認できた場合のみに行うことができる 

「入札時積算数量書」に
疑義が生じた場合の確認
の請求、受発注者の協議、
訂正等について明記 

入札時積算数量書を、
契約書に位置づけ
（参考資料ではない） 

本方式の概要 

○入札時積算数量書を入札説明書の別添として公開 

○入札参加者は、入札時積算数量書の積算数量を活用して工事費内訳書を作成 

○契約書において、入札時積算数量書に疑義が生じた場合の協議等を規定 

 

第18条の2第2項 
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 基本理念の追加（将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手確保等）を

実現するために、発注者の責務が明確化されたことを受け、業界団体等との意見交換を行

い、26年版ガイドラインに必要な見直しを施し、平成２７年５月『営繕工事請負契約にお

ける設計変更ガイドライン(案)』を改定した。 

 
◇主な改正点 ・指定・任意仮設等の考え方を解りやすく表現 

   営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案) 

 国土交通省は、営繕工事の発注において公共工事の品質確保に関する基本理念にのっと

り、関係機関等との協議を調え、適切な工期で円滑かつ効率的な事業執行に資するよう、

平成２６年３月『営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)(以下、26年版ガイ

ドライン)』を策定しました。  

 

品確法の改正（平成２６年６月施行） 

◇構 成・「設計変更ガイドライン」＋「工事一時中止ガイドライン」  

◇内 容・設計変更及び発注者の事由に基づく工事一時中止における留意事項等 

◇目 的・発注者と受注者双方の責任の明確化、透明性の向上、円滑な事業実施 

    ・発注者と受注者双方が工事の施工に際しての共通認識の形成 

 平成２７年１０月、Q＆Aをガイドライン本体から分離し内容の充実を図った 

「営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインQ＆A（案）」 
をとりまとめ、地方公共団体等に対して周知した。 
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適切な工期の設定（品確法改正への取り組み） 

  国土交通省官庁営繕部では、公共建築工事における工期設定の現状に関して建設業団体と 

 意見交換を行い、問題意識を共有するとともに適切な工期を設定するための方策等について、 

 平成２７年３月２５日付けで「営繕工事における工期設定の基本的考え方」として取りまとめました。 

●平成２７年春の全国営繕主管課長会議幹事会及び総会において、「営繕工事における工期設定の
基本的考え方」を説明。その後、地方公共団体を対象とした発注者支援に関するアンケートでの 

意見を踏まえ、公共建築工事全体へ普及を促進するため、                   

     「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」 
 として取りまとめました。   

●今般、公共建築工事における適切な工期設定をさらに普及･促進させ、将来にわたる建設業の 

担い手確保と公共建築工事の品質確保に資することを目的として、建設業団体のご協力により 

収集した事例や意見交換をもとに、平成２８年６月 

「公共建築工事における工期設定の基本的考え方（事例解説）」 
をとりまとめ、適切な工期設定のための事前調査表など参考資料と併せて公表しました。 

●官庁営繕部と地方整備局等は、各種会議等を通じて地方公共団体等への説明や意見交換を行う

などして、公共建築工事全体への適切な工期設定の普及・促進に努めています。 
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品確法関連の参考情報の掲載ページ 

 

• 官庁営繕のページでは建築事業に関する参考情報を掲載 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/index.html 

 

– 公共建築の品質確保 
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000084.html 

– 入札・契約手法 
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000085.html 

– 円滑な施工確保対策 
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000006.html 

– 関係法令及び技術基準 
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_index.htm 

 

 

• 改正品確法及び同法に基づく基本方針についての掲載ページ 
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html 

 

• 改正品確法に基づく運用指針、ガイドラインについての掲載ページ 
http://www.mlit.go.jp/tec/unyoushishin.html 

国土交通省のＨＰには、公共工事の品質確保のための各種の情報を掲載しています。 
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・発注情報メール配信サービス 
 
・一般管理費率等の改定 

（参考） 
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近畿地方整備局のホームページから登録できます。 
登録手順 

近畿地方整備局HP 

トップページの 

バナーをクリック 

国土交通本省の 

登録画面へ 

案内に従って 

メール登録 

配信される情報 

入札公告日、公示日に配信 

・工事（業務）名称 

・工事種別・等級区分・施工場所 

 又は業務種別 

・資料の提出締切日 
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公共建築工事における一般管理費率等の改定 ① 
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公共建築工事における一般管理費率等の改定 ② 
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