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◇トヒンクス

公共事業における技術力結果に関する
研究小委員会報告 概要版

公益社回法人土木学会 運設マネジメント委員会

公共事業における技術力結実に関する研究小委員会

1 はじめに

品砧桜 (公共IItの 品質lT‖の Ptと に円すろlr

神 平成 17年 )力i平成 26年に改正され ,た価

格の適iに な設定■ i様の‖定かにはな■11への

女レオ式Ⅲ入などが投セ
=れ

た そしてきちに

■言flは のhイし 加き方改卜の3付進や上に1白向上

"コ

喫葉のittuと ■ったことか, 今イD元年6)1

7成改正され ■!時の「4志村心のたわり如子メ

わ■のi許用 航J:F子 Ⅲの十■イ七 ■r性 11卜 など

ナ‖り込ま,1た 1カ、 制至 n●■のi llm小 か明

砧に■‖ヤけられた これ,を路まえて ム)叫十

業の■rFに Ⅲ■とn質確保を位kするためにすよ

花注イ はilイ 施 ●イの技術方のl・ ■が不可欠

てあり 4手 にJF業 のマネツメントカカ【It夕 となっ

ている

このた0 事業に必要なマイブメントカを明ら

■にし 介iト イリl■力″不止する期合に必メな技

納f力 摘莞方帆を統 IJす なことを日0う に 平成 2,

■ 41 ■水キ4辿融マ本ジナント姿!1会 (委 11

■ 1末下記u)に なコ「充小チ,会を志世 し 研究

に■手した には竹ⅢりfHf究イ■11公会↑にヽい

て 1ま ま
='分

野りⅢμ京かられ域梶ttt i

け F内ケ|の公,t■Xに■,る■にと 設:イ

j低工常の技納i力括夕と【TT分 JHの支情をすultし た

に力、 市E ⅢJ市■科岐イヤiFi4‖r111+リ ビア

ウング頑↑中 ,花■Ijの アンター ト.ll査の支航

■!に ■, 公サt■掌々と業,の実ⅢとF,題点を

月らかにした 本報■は これらの

"1究

Lt水 宮取

りまとめたものである

2 ☆,ト イの14‖Jの Illイオとill也

中1 発注者の体制の現状

い1地方公,1団卜■うt執行する政府Iti'投 4は

は私拡大ln向亦抗いた力i=F成 ,■とをビークに

T戊 2041ま それ,小MⅢ となった 公サⅢⅢ来を

取行する発〕t機 用の描H報を比ると 向について

ま 裕た11法 (行政Fr四の馳!1の 定11に出する法

律 |“和 414),i血 行されて以来 文■にわた

ってた11‖↓波がとめられた 地方公■田作につい

て よ 十成 844う ●イ成 00年宝亡てにJモ木新

IJの mllと が 23%並 と大きく減少した■

一方て 公)1■栄発注棋関におけるJr業の合古

形成 j伍想の縦1キ 沓型 入lt空約手続言等の平

lF■帥「してヽり 業務のあり方およびその者務

を支える技術力の結持 向 にが大きな被胆となつ

ている

(2 国の現状と要題

国の公共JF栄●)う ち最も夕くの予算を‖行して

いる国上変迪をJt方 幣1曲 月今 tお いて ま IIj員 数

Ⅲ積すする一方て インフラの
'ン

,,シ スヽ■

せ:時■ツトント,=Ⅲ   2020■ !月 ,101



◇トビツクス

重員張成

2自 長 IAtt Ju(日
=六

■ )

ぅJ含■r‐

",= -4と
("i工■ )

拒キ 悌ヨ (ヽ市■■■i■■ )

を  自 :

十itt lt末 (fi■社 違ま拒布m氏市 )

六
= 

幅 ―
(サ ヤンフィッ,コンサルタンッ■i会■)

"ほ
 加官 (",(Ⅲ 【■i会社 )

10納 W● (■■■■ と,■ れ研工所 )

中ヽ拘 抑― (″ 十ヽ■エンツ二十ウン

'I式
■■)

英偏 ■u(■、■■ ,,3f8)

■」ヽg Oヨ ( に

'日
五大 □

=ltfm4tン '一
】

予に  ,(― l111日 と大 型よわ価刊
=■

)

座B ti(「 塩と ■tiSfI)
三5日 lI民 (ⅢⅢ ■ オリエン■ルコンサルタンツ)

存唱Ej―師 (― |・印刷と大 日■■ 布研究てン,一 )

車申 守六母 (日■す0沓 日
=r行

破束村台5「究所)

5, 亡も (日本い
=用

■Ⅲ■合洵)

永■ 一ヽ (―熙印日を大 z→]を結合

"rtツ
,― )

'原
 ユ幅 (―均1げ□

=■
ll言コ

==)
西旭 ■大 (日本I=,■全を )

,C  価 (―Ⅲ財口去大 口
=■

れコ究tンす―)

本,Ⅲ  お■ (■■■均 長六 )

■言日 把■ (■部●)

ヤ宮口 をヽ (―

“

nJ□■大 日上京布研究■ン,一 )

おメ 的■ ⅢⅢⅢ Ⅲわ

■畑   t(■ ユ会II控■卜ⅢⅢ aPF)

町1= 

“

″ (高口■1草工卓■■全■)

■■ 直せ (東 日本■ユペFlt■すよ■ )

子■本 =把て一Fll田ヽ大 地 】古ロイ[防[全日■,Ⅲ )

本■  方々 (コi,旬■ 的■刊方密折ヽ)

ШO U芝 (ヽ 1日赳ヨエ掌■ゴ合4)
車ui  や (に自■11チま会社)

村辺 ■― (―■ME京人 産設力bコ査■)

キ利日 おi( llHわた人 々ヽコ賓全)

幸印 1ま

"0メ
ンバー

二十首 Rて合却i工
'P,■

)

行すちこ判札四lt行 を生施など 大規社炭JⅢに

1よ 宮,iう Lのイtl刊
"f舛

大している

また 新イi廿把1面ては 1すⅢ ⅢL旅の行型エエ

コ (H P 1311か ら」どに 29■ 〔村 4サJ'加 )■■■

と妨の定 J的な法にPi ttの 18加 なとにより はn
l人当たりの柾対常川業者の負担は大中高に■■ろ

lf向 にあら 
“

Ji r 地方整指ⅢⅢのダよiFI■

,所ては 付
"'F工

とよ丘以ケトに収Rがいないと

いった人J配世り廿型ヨ1材所″うⅢ 近1上川

化 Ⅲ■化するコ水「,の ,一 卜算作りために■け

いの加務をⅢⅢらlt ttkに 大さな11■ となって

 ヽおli"J力【ある

Itlt t紘 り減少による1人当たりの■務所内ttl

■けの加Ⅲlに 十FⅢ 川!い別

"'サ
せる「i lⅢ な紋少

し 'lt的↓川,1〕it留得する
「

合も少水 なる

町11"｀ あら こうした状況,1村 くと帆!1の技術カ

リ‖件に■1ヽお【■し 行取り本米の御 rを 舛たす

こと,lM「 しくなるⅢ忙他
"iあ

る

IJえ ば すじ方■11● ,りⅢ務所りえヽを見る

と にⅢ允,JJ J■ において IⅢ■クラ大ま■ち

T■41:ヤ契和
=■

に多くψ
"中

‖↓をすヽヤし 犯

"て,さ■したi■地の処川■J孫検 W ttiよ  地元‖JF

iの rflさ に十分な時はを忙Fてきない子,Jヤ F
iク ラスま,■メ求やヤう〉‖イテ付工1に ,く の]'い

を世ヤし 刊りのよれ把J4に 十分な|■ 1対 を

“

‖(
きたいJ十

"も
うち

さらに 'けと■法畝T FI■ つてTI'コ ■ 1

ⅢlHか ら大Tヨ ン■ルタント

“

、た■に↓成■規

市1″Ⅲ入され 並行して人■此IIl則 1,-11(筑

11の 例,い |」 小田および体月
')も

一m“工吉

れ Fの■lJも 赳迪助核は,“い)141けい|■ 的

360いいか に■とたった u■■r i刑 ンステ

ム■体として 11+の■,方そのものを大きく■

‖[す 11り (こ どし″″って,ヽ ると,ヽ える

今後 埼■ヤⅢⅢの技術イト+lr卜 分てな(な る

と 公!tr■り↓irtFI Rに Hレ糾●■子しⅢⅢ々Ⅲ

だけてはなく これまてイわイ[て こた技夕iの

「

云

も日 ,い となる  = ら 1こ  BIM,ClMを 行 し

卜Cu卜
“
uth■ りヽ人といった狙よ■rシス,ム

JIHの 1ヽは今 は1の業務■11ナす

“

加するはれに

ある ■半を●″■!ヽ するいな,,て  ヽ4Ⅲ其の

lt進 に加えて 成甘刊は 航まのセ17化■■ 白

泊体への■粧 けi 手革リム子fI とW性机

“のための人IL″約年のr■和子札まりれ4に化年,こ

“り興■1人 Jた りの共ケエ,i近年J"‖ lT向にある

ヽうに 大き■火■Ⅲ発生した4合には 国=
■近を地方はホ1局 年のlt"と ,i T,ビ ー●ORビ ,

暉 t文■村束ようJほ)と して

“"trじ

支按に

““



◇ALrックス

の効■化々迂いるたちの人1,市 成オい姓になるヽ

ど 村水Fこ Ⅲ すてti吉 まなことお1まなどゼ■み

日i交通七4の日の機関は Ⅲlf者 41十五少は

1にあとをお よu大すと半務
=適

切に実血すちた

めに ま発■者の体制と転li力 を抗化するととも

に 発注子lⅢ り☆在てそヤうべきkル PJ trを 世,↓

L ■,,l111+1断 を行えるようオ担机仏11と ■

“

申ht綱出すとイ″う卜ある これメ ,の発〕キ

‖1技コi者の体け
'の

布■ ま 也 Jlな ヤJ町の不在に ヽ

なコストサむ■jlく な
"■

があるた すてなく 卜式の

安全 安心を材わすこと tも なりうⅢとい

公lt=IXの 机行小lHに ついて これiてい内″ト

にお(て繰りとしイiわ れてきた乱命の中て夕くり

四係tJなフみち■文は 適■ti fr作 て‖I‖保ど

行えるよう発i十 亡計イ 打d=ヤか技術を林々

|る たちによ 者Hヤリイ1‖いFil,てぁるという

ことであり ,3Jと力● TI■ 技lf力 ど右すな必要

14て あるとヤ うことてある

また せたⅢ■空統i llと いうi切だけてな

く 納IL打 県 政令市 独立行政 1人 it江道酔

会刊■のれの終円がど■するインフラも合わ■体

を1ば 販し ■1■ ,のヤ‖ ■IE■ f4へ
"打

キヤ測

坐ヽとを■ⅢⅢ均〔iう 触■から七 日の化IJユ祈

めて大
=く

 こ切な技打ⅢⅢ的F力 すなわらヤネシ

メントカをイ「すらことが必要tあ る

1 地方公共団体の現状と課題

■十日のな)〔チ単予trい 夕くを占める郁通打

R trr行市年においても t4■水都いの流

“

取

り斌ケす杭いており 張衛力の経ヤ 向上が大き

,:Ⅲ也となっている もともと社‖fキのよが 卜分

【ない市コIJては|1担 はこうに注刻イヒしており

41に■■lfにヤtl打付」を過切に■血 雄村する

うえて 夕1部機四
=■

を技術支位のあⅢⅢ″i大 き

な荘超てある

公■す1文 ⅢⅢいて どのようなマネジメントカ

う■「 安になるわを明ら力に」るため|〔  Hilt hJ

」1■,政ヤ3に対するとアウンタ和介々行うとと

もに 公J〔」来り々■マお■すを■:イ に打する,
シケート嗣iを代ltし た た〕tヤのイ1制をⅢ十1の

辿lF段階,lt明 られにし ケ|‖ に云乱てきる茉材

と てさない■務の■すけをするとともに たいt

社川にヽ
'オ

ⅢⅢl にう|ヤ〕朔人を,口,した

● 古【「 J市工村取宮■によJするとアウン″JI査

市【 市↓Ⅲ丘吉敷イ,のとアリング精米lEメ を

以ドに示す これらのメ■をまといると表-1の

とおりである なお Fl四″くおよび主など見は同

能題点

牽i者の■和 0 人目下Pが大材吉成tiにを言に,
0 ■ まftD■望,ラスが不〔

0 ど壇駈叫 ll打けた在め

"禍 "め
研Rが点臨

2)発,■の自ヒカ 0 硯目のま口i只消:力 rT定
0 駈員の草ユ督■消:カ テー々

'折
 加工任力が不足

0 ,'ヽ uユ慎■のヽす4によえ預抗力に下,向

実賠峯た 0 既自0す主れ力不足0ため gi者碇 IIl力0[い,方者を当てらllがう

二■拷左 O I車宮慶Eに,JJ不足

0 3ツ サル,ン トJ拒真rる工章賞 (身Ⅲ価1有 )に,1しヽ工右中J町 】印車

5) 岳

" 
拒本 0 ま:18,を,【すlLI草■の言tヽ 4りになり】ち

● I車目的1カ に対する司チよ不足

0 4F末 など〕す下i庵Jが不足

● ヨンサルすントのモ宝に対して市りRJヽ■

'享=■
にして規実的なこ1直に■■する任

力″所 定

● 荘 1ヽ 宮■ゆマ■ジメント荏力l 定

表-1 ヽ長 1ヽ市長経陰者ヤのセア リング■具まとめ

|)VLヽ管理り ■山



◇トピツクス

一の自治体のもので まない

(3 地方公支団体ttt者向けアンケー ト嗣査

公共・lr栄発注機関の発注業務の文態とl・T題点を

把握するため 地方公共団体発Jt機円を村争に十

成01■ 2月 から3月 に力rす て,シ ヶ― 卜を実施

した

ネアンケートでは ,F道府単本庁の事業担当部

長や次長 li町村の公J(1'乗担当の定などのll案

亜理者 ● 養全体を抗括 確型する立場)によb

られる値力を叫 求机行方Jと 定義した この「事

業執行力Jについて 通ホ事業と大規棋Ⅲ率のそ

れぞl■ について「不足しているJと した回塔率ど

花Jしたもの,1図 -1であな'

X国Ⅲ Oよ U珂  1は lm巧 をます

辺常車業と大地校事業のいすれにおいても

f■葉に■要な人員 人材の確保J"F約 7い にと

し 辞刻
=が

杭ム取れる そして 「J「栄に必要

,予算のに保J力てわ的成と高い口答年を示し

ついて「Jr来のマヽンⅢントJ「工打|の ,コHJ

「事業柔柏い ,田fJと なつた 後を3つの項目に

ついては M佃 十共より大規lF J十来で不足すると

考える回客をカモケカった

また 1は地llfいのi木Ji■lttrやよに 111しIF

の支所長などの補拒/主任監指員 (業務 エヨ牛

を結常するよに十)お よびけ F41t J「 米

"!イ(担当者)に求められる能力を 町 求進行力Jと 定

ました。この「J「栄達行力Jについて「不足して

いるJと した回格率を整型したものすロー2てある。

迎■」
'米

と大劇棋Ⅲ業のいすれにおいても

「工事の設計に関するチ1融 奄陵J(約 殉転)「I
Ⅲの抗iに 」する蜘哺代 疑政J(約 60χ)fi■の

計画に関する大「訳 経験J"て高い回客年を示した。

「J「業執行方J「1畔逆行方Jを 向上させるた

めのfr員 に向けた取組み および赳執としての取

打〔ムに出する設山への
「

1答ては 技lf職資のHlよ

(418)が 第 l Frで 取育 研推仙茂 (387)

口T(370)の強■に向けた取打い がitい スコア

を示し ついて剖踏卯 l浦化 (ユ63)"f続いた。

また 細統強化離としていIJなたの洋用 (3611

104「コマ■ツメント預

“

  2020 i l■
'

iFり0理

ほ町″富亡方式0
1=

lH本 に″工な
■

“

OHtメ

|

01
06
04
b2
0

二車の■回に

的,こ如嵐 にE
1

00
OC
n■

0々
0

■車に″軍な
人日 A,の自環

=受
め軍紙0

判断

抑 ,EEI,0
本FO剖旺

,こ0マ ネ
'メ

ント

― HEttH★  ― ★概FO本

□-1 事茶質理者 こ不足 していち
=栄

軌行カ

コヽ内0
うヽュニ″―ション

Iこり立0に
向すOⅢ匹 置臨

雪
=康

者と0
コミ!=,一 ション

一 亜 張  一 大規【張

ロー2 茶14′主任営曽員や担当者に不足している

事業連行カ

r‐ Wう ちの中花採用 (3,5)う 【高( 民F4への加

特がifい (図 -3).

工車の臨Iこ
内する知臣 擢,

0 地方公共同体変泣才のiい如

ni良 副市長桂絞者尊に対するtア リング調査

およびJせ 方公共LH体花とイ向けアンケート嗣 l●の

結央うら な統系めRの不足による強貨の能力不

足す酌在化し 突務雑唖イの中と採用今も多くの

ビ清体で行わllて いるが 発■者の陀力を柿宅す

る細細ポ必要であること 能力の市い受■子の

“保が課題てあること年力
“
現ちかとなった。

付に 市長経験イルらは n治体縦拠の大小に

よって間四め様相が実なることや日前てできるこ

ととな耗せするを神ないことの分岐点うF文なるこ

とイ指摘された 日前で取り組古必要性力=高 いの

は 上流工ヽわら‖代に企画 H山 lu売説けゃ用

地賀収を含す)紋 nf 施工となるが 規模の力ヽ

さい由治小ほど上流工科め技術力rl探 も確しくな

ると考えられら 車業監理葉務を委Htす る tあ た

っては 米材にはして必要なマネジメントカや技

術力をすu何 に評価するかが課題である



◇卜どツクス

=肉
IEn tllコ ミ

“
、,■■,の内,い

"■
わ0(■,ヨR【■

`“
CtHやす(■ 3)一

蜘 ttm任Ⅲ
" 

唯 承とのi史 (3,)ロ

oJ「 〔ttし たとItt■ rヽr常力
"壊

承 3対 )

W跡 町

“

い と憾 り 円抑 L3的 ,

工町低■0活m135】

区m在
"ど

ゆ卓
=惇

n`劇

質田正rrtIIsI ⅢIFた ,へ

"",内
【増口=trイカ【口円どt● ● 23

ロー5 質とが多い発注礎関

い発注機関を毬理したものが図-4 5である。

宝発壮才

“

の訳畑に出する■eltに対しては 愉

議ネ子 (325)工姻碓保 (323)積第 (319)力ま

れいスコアを示し ついて川断和保 (308)田

挙の運廷 (2,4)と をった (図 -6)。

受衛 十ヽいでのトラブルのメ因に関する設‖で

口 奈覇の酌 広
"ヽ

申務の 0当貢

日 IFOコ,■連大
g HI拓首

8■,の担当i
日 印 的
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企 8ち
',口

からの出的々の活用 は 22

B0 10Dて弘)tlrl

地方公共団体発注者向けアンター ト積す0結果

からは 発注者の能力を向上させるためには民Ftr

チ託や外部
"ら

の所用 は向をど 外綿との工烈

オ必要であること 発た者の補完として外をF委託

をすこにはマネシタント方の評価や資格制江を格

えることう1在要と考えられていること 業rtの責

任の所在をりJ冊にすること力【jT要と考えられてい

ること,i切 ら
"|こ

なった

(4 受注者かう見た発注者のマネツメントカの誤

題

O 公共事実女た者向けアンター 師 査

公りt,栄魂札横円の発注期 の実ほとい岨点を

4B眼するため 業務 工印の受注千を対象に平P4

31年 1■ 末から2月 中旬にうけてアンケー トを

実施した。対4者は 公共専業の受注者lmである

TF己の団体 (lAF時)の加Jを 企業である

(―社)日 本4L設繁連合会

(一社)全 EI本述曲 i出 資

(―社)葱設コン)レタンフ陥会

(―社)全卜巾いitti■共協会述合会

(一社)全国地【調盗葉離会迦む会

それてれの臨会および述合会に対し 加‖企業

10社以上の選定ど林せてlt練 したところ 22田

の
「

答鼎 られた。 」答イのrrにおよび資注が多

田Huoど ぃ、こキ●lltuFtせに洵
"こ

,0ど↓●は何

,R"よや内0に ●,たⅢ白r●●
"め

去
「

ur口■めは,,41

口 田

gL●
「コ 砥0や

コ そめ砥のヽ

的

口 その担

Hヨマ■ツメント在拓  加20年 11,105
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 口0カ lrり 当てrtま る

は 職ヨの種残不足 (325)如設不足 (311)に

ついて 業稼の引泄ざが的確に行われていな(ヽ こ

と (310)rraF力か」こいこと (305)な どが高い

ス=7を示した (ロー 7).

o 受た者が求める発注者のマネンメントカ

在lE者である設計ヨンサルタント技術をからは

何えば道降橋の設Rl(新社 耐震細強 為1修)雄

持暫ZE 点捜等の姿聴において 発lE横間の担当

職貞の技術力に関して次のような意見がある。

橋梁の稚翔解析の詳細を理解する必要はないが

設El条件を決定てきる能力 設hl成果 点検成果

の宜否を判断する能力挙を有するべきである。,1

え,ま 床版の軽骸をひびわれをヨンサルタントが

全て桶修するオーパースペックな紋肘ごfTっ た場

合に それが過剰と判断できるためには 予防保

全の観点から「どの程度のひびわれは辞容する攻

いは和,はするJと いった必要性を判断する技表が

必要(あ る さらに 紋計条件のよ定 詳細舷

ヨⅢ発注手続き I事 と事業金体の工程を宙理す

106産設予■ツメント束a1  2o2o■ 1月 ,



◇トビックス

る能力を有する必要すある.

また 発北校対の弦 lr者の体制,i不十分な場合

は 人事駅動年で馳員が変fく した期合に 相:続忙

の口返
"と

しな 発泣者

「

の業務の0糾ざが十分

に行われないためにJr切率が生し 葦務の維fE14

に支障をきたすことがある

, 公共IXにおけるji米性メ‖米枕

中)国と交通省直穂事業にお↓●事実監理業務

国
=交

通省ては 直電事業にヽいて 工享整析

業務尊に関する発il十の体制櫛完の一方無として

発に者支援策Trの委耗うて拡大してさた 発注を支

被策tFは 価■の工車に対して 監tF拙員の指示

に基づさ 主に設Ff円含尊に基づく討資者に対す

る指示 確哉や 契tl担当官寺への相吉事項 t必

要な資対作成守を行うものである。そして 平成

12年度来からCMり訳行力iF4始 され 平成 20年

度に取組み事

'↓

突 (家)の作成す行われたコ
.

0 ヽ口本大涙文 II奥事栄における事来化進 PI l

平成 23年 3'に 来 日本大震災が発生して以

14 国i交通省直密の大411FFttg複 旧 複択手栄

において ll基 桜計等の事業の■抗段階から

官民双方の技紹f者の多雄な節説 ひ言な経験を融

合させることによ, 効率的な事業マネツメント

を行うJl葉 Pttt PPP力 て淳人された。結廷反がれ

う師 にmに も,Ⅲ三磨詰岸道焼等の復穴道臓事業

を円市かつ速やかに実施するため 束北地方韓掲

烏わ【平成功 4正 に導入したりす最初て その

後 高規格軒II道臨等の大規模事業寺にも準入さ

れるようになった )。

事業IE gI PPlの 導入功黒としては 官民チー

ムによる1「記 経験の結4によ,飛躍的に事採撤

行力カコⅢ上したこと 官民双方,ilttlr研盟と′ウ

ハウを習18じ キ葉のスピー ドが■まり 突■ヤ

の体制を補宅する化紅ムとして有効に樵能したこ

と力て孝げられな

紫務を担う鞠 i者の能力と報酬については ト

に技術を 管理技術者はヨト常に高いncカカ求 めら

れることから をれに見合った親副か1必要と考え

られる この まか +栄恨進 FI Pを 退翔するう

えて 次のようない,茂上の課題があな。

事業棋延 FPPの業tF受級の辞価方法と それ

以降の発注における評価の活用方策

管型技術者の‖駐義務や事任制のあり方

章華捉延 PPF奎団企業に対する設計や工事航

工へのを加制限のたチ (事業化進 PPFへの暮

加志供をtBな う要歯になっているため)

0 1長 本におけるⅢ採忙
=[来

啓

平成 28114"に発■した憶本地震の復 日 復

穴」1来 においては 大規被な存1而Ⅲ壊 lf脱ルー

トの在 日 夜策において 事業促進 FI Pと 同様

に1イ 世の技 lrイが―体となってⅢI来マネツメント

を行う車案常型支援棄財 (PM)や投衛支援業酵

(CM)ケ文施されたコ 九州1地方整備局lt本河

"コ道J「務所が発注したJ十非抑 支班業務 (PM)

を受注した建設ヨン,ル タントの■点からの融畑

を捉起する。

宋務に対する支払い福iま 人工の計 卜だけである

ため 把楽与を舟!価 し作る■14r方法が早まれる。

付記仕様書による
'M/CMの

業務範囲が不明

II Fな ため 業Iri仰職 の段階で対象栄IFを 明碓

にする必要力てある

リスクの分担は ケI!表今に,っ て明碓にする

必要がある。

成来‖がないたわ手米を型栄trの市柿が靴しい

た行者のマネシメントカを評価すると組みが必

要てある

同じ担当者】全ての業略糊岡担当するのではな

く 4球の進捗に応 じて 例え【工 前IIや設i■

の期間にはヨン十ルタント技lf幸や昴地の工■

スタ`―卜を中じ

“

こし 瓶エカ【始まったら施工計

口に詳しい人 抑報に人ったときは施工に協通

した人が半ましい

(2 地方公共団体等における事実態理輿務

技ttrをが不足している地方公★団体を中出こ

捌 iイに対するJl的 賃的柵先■設H 発注 航

■れ7■ツメントすまれ  2020年 1月 ,137



◇卜4ンクス

工 管理段怖の発II者 の終権輸化の観点力ら

CM方式や包転委記方式を導入すら事例か抑 えつ

つある・ 精に 束日本人捜災宮転機に 近ゆ

さまざまを地方公■画作年の災者復 日事業におい

て cM方式打キR用 されている■

0 掌石市におけるCM方式

釜石市の担当馳貝66人の度文前の事業執行想

は 02k口 /人 キであったが 使災後の複奥

l■l遁 事末賀はⅢ∞ lg H(平 成菊 -2,■ 度

230億円′年)事業執行額は理X前の23‖ (45

想円/人 ■)と なった 業務の出行方田態なこ

と力ら 1ビ市町打から34人の礎jt派遣応援を受

入l■ 合計 100大 ll市↓どした力て 長災前と比べて

■業執行額は 15‖ (30範円 /人 年)11"れ に

,iっ た状態であった (平成弥 T成革需による)。

金石市複栗事業の松火地Eの うち 3地区はヽ F

市Fi撲格 (以下 「URJと いう)が笠石市から

車乗安ntを 受けて実施するアットリクス型 CM

を採用 しており CMRは直接発注する形態であ

る また 別の0地区は若手県十地口院 会社亦遍

市の発注方式で実施し これらを除いた19地 区

において 印業を■やする登石市取Rの人n均 質

的補宅 復製のスピートアッケ 杭―的な品

“

む

型 結合l」 をヤネジメントを行う必要与″ち ビ

ュ,I!CMか【採用された

これは 金石市″ら尊年度契約で発注されたも

ので 設計業務や十■は釜4j市力=直接す1事業資枯

者と契約する形態てある。また 笠石市の高省lL

区 (CIv業 核の対象 い 地区)についてイま 地型

的な】バ況を踏まえ 北 中央 南の3ア ]ッ クに

分,て 事業者週定どrrっ た OM紫稼ご在とし

たIt設ヨンサルタントのlE■からの課題を延起す

る.

ビュア型 cMで は特Ⅲ空 発た者の☆務区分ガ

不明確である。そ発注者の共同作業のため発注

者との綿

`さ "〔

雑tく  業務範,1について発〕:

帝と協議を伴うことが多い。

市町村の場合 ―セ金績以 Lの■4は縦全の離

決が必要とをリ エキ岡始核力月市には数最と

108■ュマ■ッメント五れ  '020年 1,″

金線を決定しなけれ tIな らす ■言対は時に膨

大なモ専貿れとなる場合 紳ど者側の事Ir手田

尊 ■村が大きい

民間で培われにくいCM業務のスキルの養虚

が重要である

CMRが いヽ助的な世萄!と して立全い 監督 絞

■を実施するが 和朗的案務の線,宮 が雑し

い 行政取貝が実施する転督貫に任命
=れ

れ r

業務り効率化につなわ
“
ち

CM共務に蜘す
`通

モな予算所保や文宮対応以

夕十の平時の大細 4車業にマネジメントlr実施で

きち補助全事が必要である。

0 束日本文笈災れ来におすする0■ によるCM方式

Hr日 本大理災からの復果のため URは市町カ

ちの委;そ にような興J「栄における班災市街lL枚束

や高台移信のための肱 集団移ほ促辿事妥など

大期■な市街地昨leJI来 について十回策定段略カ

ら完了に至おまで守乗全紋にわたる支援を実施し

ており こうした栄移|ま 独立行政法人綿市11生機

祉法に位世付けられている

Ⅲ業のiけロホ子や灯胴問での1環央駈に向けた

体ltの創出が訳畑てあったため URは松文百治

いと述拙して新たな人本t契納方式

“

栄 CM方

式)を導入した 復梨 CM方式は,ス トンラス

フイー製純やす―ブンチッタ方式など6つの活用

ツールを導入した事業執行システムと定義されて

おリ マネジメントに加えて佐工のリスタを

`“

う

形恐をとっていること″, いわゅるアットリス

ク雪JCMにう歯されるものである。

事葉■小てある白市体は車業計u lt定ゃ交付金

申市をとⅢ☆の結合前材を お花ヤであるURは

CMRの発注者として耐査 測択 設計 工車年

の受託1'米 全校にlfる 付四を ,北 とである

CMRI=民間ノ,ハ ウを活加したマネツメント葉

務ゃIJr施■■を行うという投刑分ⅢlでJl来が火

わ低された 復環 CM方式導入時点ではCM ttAhを

というものが存在 しな力ったため URと Cヽ血

か節 活すな基本略定持にCMRの役割が明記され

るとともに マネシメント求務ガ文施されている



◇トピツクス

―投諸として マ■ジメントの本を行うビェア

型 CM方 式宮地方 自泊体が導入する域合 これ

までできていたはすの業務を外Hイヒすることへの

必要性を離会
"ら

承畝を得る という点です労す

る憤向力=あ る また ビェア型 Cll方 式の導入

が″易な職資定員の削減読請につながらとい
=う

留意する必要があら

また 0“Rが発注に対しての透明性を担保す

るた0採用された「,ス トブラスフイー製柏■■

―ブンブッタ方式Jては 少宿の事務用品資まで

公開するため 事務なか↓付大するなどの訳題が激

在化した。今後 このnⅢ度を改首する設議が進め

らl■ ることが望まれる。

O 下水追合路における包括民ll接信t方式

市町村下水道部P,の 斑貫獣がピークR手 のわ

3■000人かられ る

“

00人 宮て減少 (37●1拭)し

ているのに対して 下水道督技率は平成元年の4h

均0・d″ ら現在は柿 酌%ま で上昇し 管理する付

降歓はに割的に町えている T水道の桜持管理す

べ菖老朽有的は増加の一とで 今後さらに力
"速

す

る一方 維持誉型のための人,と予算は増えてい

ない コ1水道の普及中は 平成 28年度米の全国

平均で,83% 100万 人以上の大都市ではほぼ整

備が完了しており 維持省型の時代に入ってきた

下木也の老朽化は進んており 現時点て的 年

経過誉の結肛長がれ ■3万 kmの 9所 所

' 10年
後

には 11電 力 f後にはあ成とⅢ「達していく.高

度成長川の整塩正ミが多く 市用4班々迎えるな

か坤

",し

ている.老 15イヒによう道陀陥f_が■え

1 0nO件 /年以上の事例が報告されている 特線

の鉄筋わ子刊き
"iし

になったり 瓶資 ●」Sが起こ

ったり をの需
=' 

具いカモ拡故する 凝入水力【

多くなるなどのい題力
'あ

る

しかし1地方」治体の職員笠減少により 戦員

ガ省施を維持皆理しきれない状況が生している

また 維持省理4は 4岡 1■m程度では日資ま

いである 椛ft答型費 ま下水道舟金で町うことlt

なっているわて 水這朴とに合わせて散収するの

で 人|の減少 トイレの柿水化 ベットボトル

の使用増加といった要日による水道tt Oの 減収
"I

lnl題 である。

乞常氏問委託は 醐 数業務の種紘年ての委託J

と解取てきる。設計 lL設
=jF 14持

合理を複数

年にわた ,一括りにしている

`↓

わiあ る 也結R出

委証のメサットは 夜数年のt事を一括て知どて

言るので 発注コストの常1拭や 施工‖の合理化

によるJス ト削減ができる 近年 二事の人材調

達に■方する部拘もあるす 無忙期を避けて施エ

する自由度もある。

長FHわ F者は持管理も賞施する場合は (陥投など

の)Ⅲ故

"防
保全にも効果があリ ニーズが南

まると足われるが 維持笹型賓は国の稲助亦受け

,れす予44う1績 ばいて推移しているため 予算花

保が課題である。

"内
長EF市 において下よ遣替蕗施設の包培管理

多11が始められて4年かrFIち tt来方式に比べ約

I制のコストダウンになったといわれている。包

最委託のため 細かい発注に閃する苦項が肖r成 さ

,■ 民田提案として維十督lP枯線の合硬管理シス

テムを活加することにより吉情打lt時田を短縮し

ている 事故末木予防面でも成■があり 陥波や

水
"i澄

れるといった打,↓ 不只合の応急傷 コも

徐イに減っている

(引 暮填藍理業務の援題

事案監理業務を今技さらに浮入していくにあた

って 次のようなことを今ft検討する必要がある。

O ‖削 (フ イー)と諄価について

現行のJ組み(ま神割 (フ ィー),■ 分でない

また 閉 |ヤおて適 1に評価されをい父hlがある.

技術きの知『や地位の向上を図る必要がある

0技 繍i力 について

発注イに技術的ヤJ断力のある人材が不足してい

る べ,ラ ン技術者におい技術者を柿支どせて

世術を継本するなどの■組み,1必要である

CM業務に ま色々な′ヽターンう|あ り 発舟1維閃

はjob ttschpjon(破財記述き)を 明妊にす

担疎
=ツ
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“

ツクス

ろ必要力̀
あ

る。

発注者は 受注者を適切に選定すらrcヵゃ 多

乱業務やI事の金練が妥当てあったの力などを

,ェ ックうな能力を有している必要がある。ま

た 発注者のこうした館力を評価する仕48ネが

必要である

日がどの■うに技術力を維持していく力 同時

に者卜道府県や市コrifの投術力をどのように確保

すな

"が
重要であり 国が梅限を持って各おF這

府県に指示で
=な

社組みとする必要がある

国
"報

術力を保右していないと大文書の発生時

に増1道府県や市町13な どへの支援ができなくな

る 国尊における技術力碓保が正要である。

官民幻わす退撤をを行効↓=活用できるよう 人

材の属性を望理する等 仕組みが必要である

0 投割分把 責在について

事業盤理業務の受発注者Nの役せJ分担を明駈に

する必要がある。

ECI(EnrⅢ  conllncl● r inv。lvem● nl)に つヽヽ

て1よ 設計者としての役割 HIEの整型,1必要て

ある。

技術力を行しない発柱きによ発■させない‖線

ムを検討する必要がある。

米国では "1が行う道町整温田連業なが進チF道

路法て規定されている。その条丈を水に 必要と

されるよジションの配はや子窮要求力I行われる。

Oマ ーケットについて

事業瑞迎がビツネスとして成り立つことを見lL

ある必要がある

インフラのHl持常理を対察とした事業蛇拠の導

入を視野に入れる必要亦ある。

民の視点
"ら

村米10な マーケットを前提とした

各社の役割を譲議する必要がある

0 地方公)ヽ団体固有の課題について

CMは ,ス トがかかるとの理出て議会を連すの

力!困難であら 品質碓保等のために必要であな

ことを示す必要■ある。

110Eコマ■ンメント■打  202041月 ,

発をきの能力が足 うないとさまCMを 話河し

ないと名5助 全
"下

りといくらいの法制度が必要

てある

ft 市町1子にも提ほlIの こと力判 !補てきる脚 f

取員の配置ど義務付ける必要力【あるし もし市

町十1カモできないのであれ1ま 上位機関に依頼て

きち体市!づ くりが必要である 態しい仕事 まど

こかにrlt拘 させて栄Irヵ奄 行てきる体制も被前

すべきである。

H本下水た1弾田や稲述府県の技術センター

苫らに国や水資W機祉などによる橋限代行を拡

大する必要がある。米EやA国では 発性との

統力を有しない地方組縦などは 上の行政体が

名itしていち

大型の専採だけでなく迎

"の
事業であっても

0イ 方式を活用できる■和ふ

"必
要である。

イ規模な市町打ては CAl方式を導入すること

ガいいのか 性力をイ「した糧較者を出向させる

ことオいいのう、 を自活体のそれそれのと―ズ

を把握する必要があろ

0 その他

事業藍理業財は 同じ人がすoと 担当するの(
はなく J「来の進ljに よリイ1意分野に応じて交

代したlIう 力`Ftい

1 れタトの発H:機い,の〕と状

中1 米国における発注檎閣の磁員の強務を離力要

件

米国では 発t者の値力う【不足する跡合は そ

れを柄うため CM会社を雇う力= 発注者組織の

Ⅲに必す最小限のスタッフは専円家を,き 9Lいて

でも配属していな 米国ては 公務員の任用は

国 地方ともにメリットシステム (MαIきsten

賞74■月制)に基ちいている この石」度において

は tH■ の機筋の内 Ff それに必要な能力

にluⅢ hcatOn)う i強 紙 明 細 g ljれ Cけ、

SPcIIl amn)で規定され 織与は残紙ごとに規

定されている。
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また 来回て ま ブHフ ェッショナ′レ エアツ

=ア (以下 「PEJと いう)力【FT分て桜討 計算

した成41品 にユIFp(stJ)し  ま
「

め所イを明推

にする ll数の設計者が分担してま計する場合

設計凹どに責在分界点を明碇に記lR L 担当面折

に抑

'す

ることとな,ている

設計と,■ ッタを行うPlt Oプ ロジ・ タト

責任者 0設引責在者 0設計担当およびチ
=ッ

ク担当者 C特 ,↓ 資金事求宝リエアンエンジエ,
てあり 向―H面にを名押印する■組みとなって

いる。そのため 工車口面には 設討■ 階からエ

車援工時までを通して担当をと日■が紀親される

ことになり 内容に変更があつた妨合に よ 変更

内容宮チェックしたをのれ郎が残ることになる。

もし 成果品に城椛もLく は過失ガあった戦合

は 葉務を受託した設討会社に賠ほ責任があるた

0 せ計業務を請け負う際 設tt責任11回する保

岐 ●rtre、 ional ltれ hil■
“

trante l 専11馳来人

韓描文

“

保政)の■ようてようられる場合がある(米

fr契約者にはlryt切町 保証全紹力i明記されてお

り 保院お金は融資金に合 まれている).ま た

避央の内容に工う PE摘人の■任うi道及されら

こともあり 死許取り村し牛め行取処分や 班傷

事故のち合には刑事凱を受けら ,Eが党計取り

消しを受けた場合には 資格姿資会の■Pに公表

される拘

2)英国にお【拷 技術者制度

英国年の海外ては発注者
"i設

訂1こ賞在を持ち

二車話女者は設計口■に基づいたI事に責

'ど
持

つことが多い。工亭嫌理を行うエンジ=,リ ン″

業務については ヨンすルタントが貫4Tを 持つの

力i一披的(あ る その域合 エンツエアリンタ奏

務を担当する飛術者の任務 責任 林胆ナ峨 tt

,3述 さltた Job DesEI PtnIIと  そヨ■に応えるこ

とができる技術者の登塚Ⅲl度が必要となる。

英にの資格泌定では ■P分野ごとには
'さ

れ

ているエンツ=ア 協会 (当秋分野の大学の工学敦

育謀租と女格認定の他限を持つ検口)り【技術者tt

必要な能力要来を定う 要素ごとの達成度を指尊

技術をが辺定すらアウトカム訂mi方式を取ってい

るため Job DescHpho■ との口合が行いやすい

欧米では 技 lrを 資格にPE テクタロシス

ト テタ=シ ャンの 3区分がある Elま擁牟にて

督たが ‐つてはない来ほ 1方の利能力I他方の不

千,益に及工ようなトレ=トオフが生じる菜猛)を

担当する。テクノロンス トは一般的
'採

協 テク

ニシャンはた型市求訪を4H Jす る

大国ては PEに相当するのが 自らアロツェク

ト趣とができる,i― ター ト エンジエアであ

リ テクノ0シス トに相当するの″i企業内での

指示にしたがって業務を進行するイン]―ポレイ

テット エンジこ7である な企業では チャー

タート エンシニアの候補を (I争孫1伊士裸世権

子者)の合格率が 10い になるよう キ略会と連

対 して技術者の差成に塚めている (実際の合格率

は均 90■ )

m 英国1こ おけるECI方式

棄国においては 梓線滝路の事業費見通しの高

ぬt守党tに ハイ,こ イズ エイジェンシ (2015

年 Jt,ハ イウェイ/‐  イングランド)ヽこおいて

ECI MAC(r42■ ascmcnl Agcnt Cn■ IInHor)

といった契約方式力(2000年 初mお ら実施され

た E●1契約はH本て将入されている方式とは■

なっている。発■者は 事来基本仕様 (PrO.● |

ueinihnn)を 作成し これにとづきヤ‖↓設計ntに

市負者 (contracrer)と 契柏する。

高lkイは ヤlj桜 1考どをキとT,「〔ゃtP市●●(目

拝掴搭)を合意する.詳細 rr計 と工部の段階を経

てH椋価格より
=JI資

をお常減できた場合は 縮積

績のある書!合 ど市負者が得る これにより 詳細

設計 工J“こついて市1負 十に,ス 問 成のインモ

ンティブカ【協く石1度 R● 計になつている

iヰ練沌距の1+来空が高磯する|」 旭に対する迎柿

大に (Secrttarン ol S均fe nr iransPorわ への IH

止会社のレビェーにおいて ハイウェイイ エイ

ジェンラは ECI契 約のマネツメントのために以

下の能力を■急に強化すべさとのJt吉がなどl■ た

信頼性のある事業■の初期精排を行う

と讃予■ジメント■布  202041月 ,111
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■2「gtt Phce註 定のための市負者の稿算を遷

切に需埜する

行能な発舟キとして技術方を結案しつつ話f4キ

を球首 監視および支援する

ECI契約を通してllら れた,ス トデータを一ほ

i舌用する

そして こll,のために ま FCI契約をlH■す

る人材を育成するとともに 契約の適切なヤネシ

ノントスキルと務験を有する機n宮採用する必要

があるとしたコ

英国の公務R制度は ポシションシステムであ

り 発注者とコン■ルタントF]て松桁者が行き来

している。そのため 公務員取行者の結与を改宮

してf‐瞼ある技術者を耐保することがnf超となっ

ている

; f4前力

“

i14のためのた,卜 十の技術
力細i方☆

中 発注者の接術力確保策

町イい40年代以前は JI共 ヤlⅢ の☆北うら耐】

St討1薇第 工手発注 墜情 椎丼肯抑に至る多

くの来務をrtヤでこなして営た神米 は3の発■

横四 ま民間をfl革てきち高渡な技術力と指導 佃

材能力をmえていた その細結力わ」賦 継ドにと

って真に必要な事来の送行を支え 今Eの発展の

礎となつたことは対るまない11央である。

かつては 大規模ブ,シェクトにおける新技結

の開発 生■に際しても はが7“ ―ルトをrt件

じ 国の新究機跡 技 ll支在を行い 関係法人に

技 lr校市なtt全 を櫨Flし て村はしてきた 按荷の

結媒により 民間技和f力 の六上げとリスタ分故を

□じ 唯度のitい幾多のプロンェクトど成功に球

いてきた。

時代は権リ ヨンサルタント企業の成長にとも

ない嗣篤 史宙業務は外■が基本となリ エ事も話

資実的によるよ任茄■となり Ftホ l勘文なのすト

注も必要な状況となり 回の投fr職員
"=現

域から

学工 それを次世代に維水していくような人材市

成力【困賊となつてしまった このような現状を元

に戻すには 相lfり改編の■で技術力の結来を団

112 EO子ネツメントlt五  加20■ 1月 ,

り 吸員か1電考な民回の技術者とともに考え 接

統の研績を回り 技繍i者 としての犯命を達成して

いく喜びをはし取れるような職期駆 の例出力秋

茶め課題てある

そのためには 少なくとも技術擁員が技和に納

通するため現場に出ることがでgる最低限の人貞

の碇保と組続|う なゆとり
'1必

要である。内葉時田

の上限
=定

めることも腕宮方改革の一つの‖面て

あるが tLこの内告や働宮方そのものを変え 取

員がB先の業務をこなすことだけに無始するよう

な現状を打ち破っていかなければならない。

例えすF 公共工単における監寄行為め全てを投

nが実施する必要があヽのう 盛をと校五を分け

る必要わiあ るのかといった国の会計原,1に踏み込

んだ機材の■にしについても乱嗣 【必要ではない

たろう力 駐督と1交査の実施力=取員の社術力の向

上に奈する側面があることに十分8意 しつつ 実

植体hJを をはしたうえて 一部は民m工手と同様

に 監督 校玉業務をケトとし ほ虚担保責任は保

岐で
"′

―ヽしていくようなあり方オ央現できれ

ば 真の41さ 方改
=に

つながるだろう。いすれに

しても 長切的に発注者側に必要な (残すべき)

技納fが何なのかを■きわめ その強イと策を棋続し

ていく必要がある。

また FCoAStruCtun fこ よると産也向上をさら

に推進していく必要がある 国ユ交迎その主要抗

策である l Constructtn lユ LT 人工去llt(AI)

をとの対新的な ICT技術の現戦導入や 3次元

アータの活昴などを進めることで 生産性ナ高く

鶴力的な新しい建設生産システムを勧出すること

を,10と しているが 現状て1ま 受荘者向けの施策

となっており 発に者の生産性を直接的に高める

(高められる)施rtも 加える必要がある。

共林市な方携として IoT技術セ活用しアータ

をり(有化て言るクラウド作を導入し 予算メータ

をはじめ 融本 設H 工率 t14手管理のを段席

のメータを,IM rfIMと 進めさせることによリー

元督理するプラットフォームを統架することであ

る 事来の執行と述動しながら告紅四述アー
'が

AIを 用いて,テ ルタイムにり′(イ スされていく
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ようなシステムにより 年岡数百件に上る予算岡

進の刑重作来も杵1減できることにつなうIる

地方財捕局挙において TEr― FoRcEや メン

テナンスの相純を設置し より多くの役割亦求ち

られている。これらの役割は既存趣組の中で理用

されていることもあり 災言発生叶年の通ホ業務

の実施櫛 lの如保が評題になつている このた0

大規模専業中央害対lt時に導入 適用されている

■紫化進 PPP方式やErI方式などの適用4t四を

広げ 7レ ームワータ方式の活用によう発と者

柱計者 lt工者の技桁力結実を容易にするなど

平■1中 わら民間のノウハ,セ活用し発注研線 の

弾力llを 強化していくことわ【必要不可欠てある。

公)(J策を相当程度維fE的 に発注する霧‖7■所

R ま令市や大規梅な市町村についても 出にⅢ

して技術力を亜保すること力【重要であら 都道府

県については 市町tlに対する指忘専の観点から

も技術方がユ妥てあん 小規模な市円村写におい

ては 実施する建設事業の現終や管理打奈の規ft

が比般的小どい,1結持Lf型 を合めて補脱的にな

怖力が必要なことを考えると 一定程度の投布カ

は必要である。そして 地方公共団体の内部に十

分を技納f力 を有しない場合は き,ち りと対価を

支fAっ て的 方式の括加を合め にからの支械

を受けることが必要であ
=。

発注者が十分を技和f力 を有しないまま支授も受

けすす1発注を行うと さまままな支lHが生しなこ

とにtrる 。このたし ⅢFに などにより内部の技術

力を向」itせることに力

“

え 十分な技術力を確保

〔
=な

い母合は他からの文震作仙の充実
"L要

で

ある。+時には柵完の必要がをいれ撤でも 大規

模災讐7t生時等において十分を実施体Ⅲlを補策て

さないtI合に1よ CM方式の活用尊の技術補売を

ほ機応変に赳しる必要がある

民間を含む他の機閃からの細売方策を積前する

に よ 発舟キが保行する技術力ど稼胞したうえ

て 目F業の実施等 1必要な技lf力 を把幌し 自市

ててきることと姿有tす る範囲の分岐点を切らうに

して業務の責任の所在を明碓にすることが五安で

ある

(2 マネジメント技術の資格制度の検討

和会資本の蛙仙 維持管理の質ご亜保するうえ

で 調f 設計の品質碓保および工単翻  検卒

を通した技術上の指導蹴害を通切に行うことす重

要である 宮た それらを包合し 事業″]セス

全体にわたるマネシメントを行う高い軸 i方 を担

保すちことが 極めて工要である。

このため 重要度の高い社会資本の整備 維持

替型に発■著 世計を 施工者のいすれかの立場

て様わり 調本 設計 工〕監理 I IE さらに

ま叫tFア itス全体を統括してマネジメントを行

う者の高度を構力を許価する仕組みを早姻に剤Hi

する必要力iあ る

プロジェクトのプロtス全体にわたるマネツタ

ントを行う技術 ま 土木技術者が■する特有のも

のであり 他の工十分野にないものである。この

ようなマネジメントカを評価 し 資格付けするこ

とが ll会 資本の階m 維持管理の四ど確 F7す る

うえで極めて工要であり そのようtr i組 みをく

うが 上末技術者の役割を社会に秘対してもらう

ことにつケオリ 十六技術者の社会的
'じ

位の向上

に資すちものである

と本に関する高度を業務を行う音についての資

F4の法lt波化を撒討する必要
"【

あるが 当面の対

ltと して 国古期事業において事業促推 PP,ど

導入したり lu方公サ1団体が構駿の少ない大規模

を中莱や友言対応の+来 を進めたりするために

CMを活用しようとする切合に 必要な高度なマ

ネツメント資格を創設することが考えられる。

マヽジメント方に四する貰格としては 既に技

fri(査合技術藍理部門)や公共工尊品質碓保投

lf者 ((―社)全日本建設技術協会)と いった資

格があるので こういった取存の占格を活用する

ことに加た 紫44経験の
「F価 を行うこと″`考えら

れる たたし 打夕となる米転の範囲によってu
要とをな能力がRなるので 内容 Ⅲ案規模申に

応して業務留張を評JTす る必要
"'あ

る 栄夜緋

の詳価および☆補冷繰については テタリス 】

リンズや公共上事品質確保技術者登録情報を合

め さらに拡張した技柿者情報ネットワークを椎

どヨマネツメント
=祈
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楽して活用することカモ考ぇられる また 発た者

側集称の内合は 予算要求 予算誉理 四係機r4

ぬ議 地元蔚整 積なか回 施工常型 保守点横

等さまままであるので ニーズとFf格者をマッ
'

ンタさせる付れなが必要となる.

このような資格市,やマッチン″を行うための

撤繊 (■末枚 CM ll・ 4の ようともの)を設 !す る

ことが必要である。なお マネツメント業IIの空

lt者避定にあたって 新L「する高度をヤネジメン

ト資格に対して技術!等の既存の資格工,も高い

加点で評価するなど高位に位置付けること力【をi
られち

高度を葉務を行う技術者の人件賢については

現在の士任技術者ようも高化にt世付けて高い報

副とする必要
"iあ

る また 人数ンロ放という考

え方では報割に限度わてあるので 業務の性質によ

っては オ殻■に適用されているような「成功報

酬Jl」なをた方を取り入れることを検討すべきて

ある 人 口て攻す業枚ほ11か

"わ
らす VE

(V41ue Eng nteinζ )親割のような柔栃価値や囚

難な業聴を注成したことに対して打価ど支払うこ

とが考えられる。

このような線翻支払い方式 ま マネツメントや

設:iな どの業務に適用するだけでなく 新4H怖の

こ用寄によつてVEを 行ったlt工者に対しても校

討すべきてある。公共工事にECI方 式を電用す

る際をとに 工手話f輸格の進明tliを 確保するた

めにオーアンアック方式などど適用すること力【考

えられるが 工専計貿者には抵抗感が銃いと思わ

れる しかし 実際に要した費用た,てなく ,1

えばVE等の成Jlキ「割をきっちりと支払うことと

すれ II抵抗感を解消てきると考えられち

また マネジメント葉聯は受注者撻定の際に必

要を予定価ls4の設定尊に四わることから 予定揃

格の手秘挙の問題があるため ヤネツメント拝tF

になわった電設ヨン,ル タント会社や建設会社

"i 
工程の下高制にj世する設計業務やさ,t下

Frの上事施工の費とにな加できないという問畑力【

ある このような捌 人で ↓ 定設ヨンサルタント

会社も処設会社もマネジメント髪協に関与するこ

とに消 l■ 的にな,きるを作ないという田題があ

る これを解消するためにも 上流工程に報わっ

ても下航工程て排際これない仕組みが必要であ

る。下流Itでブ
『

ポーザル方式や技材f提案 交

渉方式等で受注者が選定される方法を尊7tすれ

ば 予定価格の守秘3の問題はなくなるので 上

流Mの社怖情報を公開することで 上JFL=程 に披

わoた十も下流工科の受■銃争に姿カコすることが

許
=れ

る仕触みとすることが考えられる。

今後さらに 公共工手の品質碓保 44T口 発意私

の向上に資するなどの極点から 民なthを制度の

創出に向けての取組み力=拡大することど,□ 待する。

球 辞

本研究成来を取りまとめるにあたっては 研究

小安員会の委員の皆さんのごFttt ll● メンパー

の械身ntご尽力をlHた  bFせ て ヒ7リ ングやア

ンケー印 査にごf6カ いただいた関係者の普穂

国上交通を尊 lt孫機関の皆hf そして共同して取

り組んていたたいた一均瑚 団法人国と技術研究t
ンターのヤllに討意を表したい

て0=文感1

1)増務 tr拠方公lLmホ売民管理佃登

2)日
=女

駈

“

PF'“茶 こ

"す
る努世ヤ

=宅
コ CM方

式のⅢ神1ユコ1前414)'立 2141月 日
==uイ

,1

3)同
=】

通 4亡 lgの

“

潔正進 口P,1こ にする″イ ドラ

イン 子A3143' 国■■通沓 ,コ

1)CM方式‖昴/イ ドライン 平成14■ 2月 58
国十

=通
4

5)CM方式Ⅲ加の■,さ (4)【直定取1 加1942Л
―,社Π■大■4]ン すルタンツ瓶

=|) lFJ■おトイ0あ り方研究力公H41F究 4Ettlrli

2111,10" =ネヤ会■1受子

^ン
メント資R合

7)Rwert h Secret… ●てStat=Ⅲ I Transp● 11駐Htv
o「 「い

=h、
Rys A″encyヽ Ma o「 Roaus Pttr.Itm m c

morch 2o口 T、でヽc ⅢsG的 ,P Pil]―
"

114延dヤ■ッメント■れ  2020年 1月 リ


