
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 県土整備部技術管理課 課長名 小 髙 俊 和 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

長引く不況により依然として厳しい財政状況が続いており、公共事業においても限られた予算を効率的に執行して

いくことが求められています。このような状況の中、公共事業のコスト縮減を推進するとともに、公共工事の品質が

契約どおり確保されているかどうか検査を行います。あわせて、請負業者等に対して技術指導を行うことにより建設

技術水準の向上に努めます。  

さらに、大量廃棄型社会を反映し様々な環境問題が生じている中、資源循環型社会への転換は急務であり、特に資

源消費量の多い建設産業においては、その対策は重要な課題となっています。このようなことから、建設廃棄物や建

設発生土などの建設副産物の排出抑制・再使用・再利用を促進するため、工事現場内での分別解体やリサイクル材等

を活用した新技術の活用を推進し、環境への負荷の低減に努めます。  

２ 施策の概要 

施策名 
公共工事等を適正に執行するための指導・管理・検査体制 
づくり 

施策 
コード

４ － ０ ７ ０ ３

アクションプラン 
における位置付け 

１９ 資源循環型社会づくりの推進 
２１ 残土対策の推進 

上位政策 
計画等 

 
関係
課名

資源循環推進課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

建設副産物のリサイクル率 

建設発生土  54％ 

 

 

建設廃棄物    84％ 

(12年度)  

【75%以上】 

建設発生土 90%以上 

（22年度） 

【88%以上】 

建設廃棄物 91%以上 

(22年度) 

【】内は17年度目標 

建設発生土 71.0% 

    

                

建設廃棄物 96.0% 

(17年度) 

※18年度実績は19年

度中に判明します。 

－

公共事業のコスト縮減率 

(基準年平成14年度) 

5.2%：16年度 

(14年度) 

コスト縮減率を高め

ます｡ 

(18年度) 

※18年度実績は19年

11 月頃に判明しま

す。 

－

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

国で実施しているスーパー堤防等の大規模土工工事の推進は、建設発生土の有効利用を促進し

ています。また、建設汚泥及び発生木材等の発生材の利用方策を新規に開拓することにより、

建設副産物のリサイクル率の向上に寄与させることができます。 

目標の 

達成状況総括 

公共工事等を適正に執行するための指導・管理・検査体制づくりについては、概ね順調に進ん

でいます。その理由としては次のとおりです。 

Ⅰ 厳正な検査業務と品質確保向上に向けた技術指導の推進 

   厳正な検査業務と品質向上に向けた技術指導の推進については、本庁及び出先機関の検

査監がその職務を遂行する上で必要な専門的な知識を習得するための研修を継続して実施

しています。 

Ⅱ 建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進 

説明会、パンフレットの配布、ホームページ等により法の周知を県民に図っています。

平成１７年度の建設発生土と建設廃棄物のリサイクル率の達成状況は、建設廃棄物は全体

として目標を達成しましたが、建設発生土は未達成となりました。市町村や民間工事の建

設発生土の工事間利用が遅れていることが主な要因と考えられます。 

Ⅲ 新技術の活用推進と公共事業コスト縮減 

新技術を県庁内ホームページに掲載し、２回の発表会を開催して情報提供を図りました。

公共事業コスト縮減率については、現在、18 年度実績を集計中ですが、数多くのコスト

縮減事例が挙げられており、その内訳として従来工法を見直したものが見受けられます。

また、集計途中ではありますが、縮減値も伸びを見せる傾向が見られます。 

Ⅳ 工事の事故防止対策の推進 

建設工事の安全対策については、発注者側としても安全に対する意識を高めていくこと



目標の 

達成状況総括 

が必要であります。 

   土木技術職員の経験年数に応じて実施している部局研修において、建設工事の安全に関

する講座を設け、工事現場の安全について指導し、事故防止に努めてきました。 

   また、発生した事故の原因・再発防止対策を取纏め、各部局の工事発注者に配信し同種・

同類工事の事故防止に努めてきました。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

  
金額

  

15.0 14.0 
Ⅰ 

（厳正な検査業務と品質向上に向けた技術指導の推進） 

県が発注する工事が適正に履行され、契約どおりの品質及

び形状等が確保されているかどうかを検査し、併せて請負業

者等に対して技術指導を行うことにより建設技術水準の向

上に努めます。 
人員

15.0 14.0 

9,636 12,705 
金額

7,916 28,830 

4.4 4.0 
Ⅱ 

（建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進） 

 県民及び建設業関係者に対して、建設リサイクル法の遵守

と建設副産物の発生抑制・再使用・再利用及び適正処理を推

進します。 人員
4.4 4.0 

58,498 55,070 

金額

52,404 52,543 

8.8 8.8 

Ⅲ 

（新技術の活用推進と公共事業コスト縮減） 

 環境負荷の低減・コスト縮減等に関する材料や民間事業者

の開発した新技術の活用を図るため、関係機関に対し技術情

報の提供を推進します。 

公共事業コスト縮減は、現行の「新行動計画」と新たに策

定した「公共事業コスト構造改革プログラム」により、全庁

的に公共事業コスト縮減が図られるよう指導・推進します。

人員
8.8 8.8 

  
金額

  

2.0 2.4 Ⅳ 

（工事の事故防止対策の推進） 

 県が発注する工事の事故防止を図るため、関係機関に対

し、安全対策及び事故防止対策などについて指導します。 
人員

2.0 2.4 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ 検査監研修の充実 
6回 

(17年度) 

研修内容や方法を検

討しながら実施しま

す｡ 

6回 

(18年度) 
A

Ⅱ 建設発生土の工事間利用率 
31% 

(14年度) 

45% 

（18年度） 

46.2% 

(17年度) 

※18年度実績は19年

度中に判明します。 

 

A

 

新技術の発表会（講習会）の実施

回数 

2回 

(16年度)  

3回 

(18年度) 

新技術の発表会の受

付分は、2回で積み残

しなくすべて完了し

ました。（18年度） 

B

Ⅲ 

電子納品の導入 

委託:52% 

   (16年度) 

工事:４６件を試行 

   (16年度) 

委託:契約額100万円

以上を対象に実施し

ます｡ 

(18年度) 

工事:契約額500万円

以上を対象に実施し

ます｡ 

(18年度) 

委託:契約額100万円

以上を対象に実施し

ました｡ 

(18年度) 

工事:契約額500万円

以上を対象に実施し

ました｡ 

(18年度) 

A



Ⅳ 
土木技術職員研修・講習会実施回

数  

5回 

(17年度) 

9回 

(18年度) 

9回 

(18年度) 
A

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 厳正な検査業務と品質向上に向けた技術指導の推進  

公共工事には、県民が安全に安心して利用できる良質な土木施設や建築物等を造ることが求められ

ており、入札・契約から目的物引き渡しまでの工事発注事務の過程や結果については公表し、透明性

や公正性を推進しています。検査は県民を代表して工事目的物が良質なものか確認するためのもので

あり、より一層の公正な検査が求められています。 

平成 17 年４月１日の品確法の施行に伴い、成績評定結果が「不良・不適格業者の排除」や「適切な

競争参加者の選定」等、今後の発注に有効に活用されることから、成績評定の透明性や公平性の確保

が今まで以上に求められています。 

また、同じく品確法の施行に伴い、発注者(市町村)には、設計書の作成、入札・契約、監督や検査な

どの発注関係事務を適切に実施することや必要な職員の配置等の体制整備が求められています。 

Ⅱ 建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進 

  建設副産物のうち、コンクリートやアスファルト・コンクリートと比べてリサイクル率が低い建設

発生土、建設発生木材及び建設汚泥について、排出抑制、再使用、再利用の促進､及び適正処理対策に

取り組む必要があります。また、不適正処理対策として､監視パトロールの強化が必要です。 

建設発生土等（建設汚泥を含む）や建設廃棄物の不法投棄や不適正な埋立てなどを防止するために

は、首都圏全体の問題として、埋立ての防止策や建設発生土等の流れを総合的に管理する仕組みの構

築が必要です。 

Ⅲ 新技術の活用推進と公共事業コスト縮減 

民間事業者が開発した新技術（工法・機械・材料等）については、平成12年度から部内に「技術活

用検討委員会」を設置し、新技術の公共工事への積極的活用を図るとともに、平成15年度から、民間

事業者から提供された新技術情報については、当課が窓口となって県庁内ホームページに掲載し、新

技術の発表会や講習会等を通して県の関係機関へ周知してきましたが、更なる情報発信の充実・拡大

を図る必要があります。 

  また、公共事業コスト縮減については、現行の「新行動計画」に基づきコスト縮減に努めてきまし

た。国ではこの定着を図るとともに、新たに公共事業全体の執行プロセスをコストの観点から見直し

た「公共事業コスト構造改革プログラム」を策定し、双方の施策による「公共事業コスト構造改革」

に取り組んでおり、これを受けて千葉県においても平成17年 3月に「千葉県公共事業コスト構造改革」

を策定し、同様の取組みを始めました。しかしながら、検討・試行等を行った上で実施する施策を含

むため、直ちに縮減成果を得ることは難しい状況にあります。 

Ⅳ 工事の事故防止対策の推進  

建設産業の事故発生率は、全産業の事故発生率に対して占める割合は高く、常に建設工事の施工に

携わるすべての者は、安全に完成することに努めているが、残念ながら事故をなくすことができない

のが実情であります。 

建設工事の無事故に向けて、工事関係者に対して啓蒙していく必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 厳正な検査業務と品質向上に向けた技術指導の推進 

  厳正な検査を行うため、本庁及び出先機関の検査監がその職務を遂行するうえで必要な専門的な知

識を習得するための検査監研修の内容や方法を検討していきます。 

成績評定については、評定点に標準化や公平性の確保を図るために、検査監実地研修を内容や方法

などを検討のうえ実施し、より一層の充実を図っていきます。 

また、発注者（市町村）の発注関係事務の適切な実施及び体制の整備に際しては、県は支援すること

が義務づけられており、発注者(市町村)の検査体制の確立のための検査業務職員の育成、請負者選定

に関する協力及び検査要綱や成績評定要領の制定に係る指導などをしていきます。  

Ⅱ 建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進 

 建設リサイクル法について県民へより一層の周知を図り、建築物の解体工事現場における分別解体

の徹底や対象工事の届出の履行等の推進に努めます。建設発生土については、「建設発生土の有効利用

に関する行動計画」（平成15年 10月策定）に基づき、排出抑制や工事間利用の促進等の指導を徹底し

ます。 

建設発生土等や建設廃棄物の不適正な処理（不法投棄や不適正な埋立など）を防止するため、首都

圏全体の問題として、八都県市首脳会議において、広域的な埋立ての防止策や建設発生土等の流れを



総合的に管理するシステムについて研究・検討を進めます。 

また、建設発生木材については「千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画」（平成 17

年 10月策定）における具体的施策に取り組むとともに基づき、廃棄物処理法担当部署との合同パトロ

ールやパトロール実施件数の増加による監視パトロールの強化を行います。 

さらに建設汚泥については、有効利用促進指針を策定し、有効利用の促進に取り組みます。 

Ⅲ 新技術の活用推進と公共事業コスト縮減 

 新技術情報について、ホームページや技術発表会等において提供する情報数をさらに増やし、公共

工事に活用された新技術を調査し、情報を提供するとともに、これらの情報を市町村職員にも周知し

ていきます。 

  また、公共事業コスト縮減は、現行の「新行動計画」を継続するとともに、新たに公共事業全体の

執行プロセスをコストの観点から見直した「公共事業コスト構造改革プログラム」の推進に取り組み、

双方の施策により更なるコスト縮減を図ってまいります。 

Ⅳ 工事の事故防止対策の推進 

  職員研修や出前講座において、工事の安全対策及び事故防止について工事関係者への意識向上を推

進していきます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

品確法の施行に伴う発注者(市町村)への支援、協力については、発注者(市町村)から要請があれば、

積極的に検査体制の整備についての説明会や研修を実施するなど、協力していきます。 

新技術の情報については、県職員及び市町村職員だけでなくコンサルタントにも周知することによ

り、公共工事への活用推進を図っていくこととしています。 

建設発生木材については、策定された促進行動計画に基づく具体的な施策に取り組みます。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

「公共事業コスト構造改革」の取組み（通年）

工事安全対策業務（通年） 

部局専門研修（6月・１回） 

建設発生土対策業務（通年） 

解体工事業の登録等に関する事務（通年） 

工事及び委託設計業務等の検査（通年） 

建設発生土に係る工事間利用調整会議 

（5月・１回） 

八都県市首脳会議（5月・第1回） 

全国一斉パトロール（5月） 

電算による土木積算業務の指導・維持管理

(通年) 

検査監研修（5月・１回） 

４月 

～６月

「公共事業コスト構造改革」の取組み（通年） 

工事安全対策業務（通年） 

部局専門研修、講習会（5～6月・3回） 

建設発生土対策業務（通年） 

解体工事業の登録等に関する事務（通年） 

工事及び委託設計業務等の検査（通年） 

建設発生土に係る工事間利用調整会議 

（5月・１回） 

八都県市首脳会議（5月・第1回） 

全国一斉パトロール（5月） 

電算による土木積算業務の指導・維持管理 

(通年) 

検査監研修等（5～６月・２回） 

建設副産物実態調査（5月） 

建設発生土情報交換システム説明会（5月） 

７月 

～９月 

研修会・講習会（7月・１回） 

公共工事土量調査(7～8月) 

建設発生土に係る工事間利用調整会議（2回）

民間の開発した新技術の発表会（9月） 

検査監実地研修（9月・5回） 
７月 

～９月

新採研修（7月・1回） 

公共工事土量調査(8月) 

建設発生土に係る工事間利用調整会議 (9 月)  

民間の開発した新技術発表会（9月・1回） 

検査監実地研修（10月・1回 5日） 

建設汚泥の再生利用に関するガイドライン等の

公共工事発注者向け説明会（7月） 

建設汚泥の再生利用に関する説明会(8月) 

ストックヤード利用調整会議（9月） 

10月 

～12月 

研修会・講習会（10～12月・5回） 

コスト縮減実績の公表（10月） 

施行体制に関する全国一斉点検（10～11月）

全国一斉パトロール（10月） 

設計書作成に必要な単価・歩掛等の調査・設

10月 

～12月

中堅研修等（10～3月・3回） 

コスト縮減実績の公表（１２月２５日） 

施工体制に関する全国一斉点検（１１月） 

全国一斉パトロール（10月） 

設計書作成に必要な単価・歩掛等の調査・設定・



定・指導等（10月） 

労務費調査の実施（10月） 

八都県市首脳会議（11月・第2回） 

民間の開発した新技術の発表会（12月） 

指導等（10月） 

 

八都県市首脳会議（11月・第2回） 

新技術発表会（受付件数が少ないため見送り。）

１月 

～３月 

公共工事土量調査（1～3月） 

施工合理化調査（2月） 

民間の開発した新技術の発表会（3月） １月 

～３月

公共工事土量調査（3月） 

 

新技術発表会（2月・1回） 

建設発生土等の有効利用に関する総点検の実施 

（1月） 

建設発生土ストックヤードの整備（1～3月） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 厳正な検査業務と品質確保向上に向けた技術指導の推進 

   厳正な検査を行うための検査事務を定めた「検査要綱」や検査の基準となる「検査基準」等

の内容を検討したほか、本庁及び出先機関の検査監がその職務を遂行するうえで必要な専門的

な知識を習得するための研修を継続して実施しました。 

Ⅱ 建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進 

建設リサイクル法の周知を図るため、説明会、パンフレットの配布、ホームページでの案内

等を行いました。特に、再資源化率の低い木材に係る届出等については、出先機関・特定行政

庁の協力の下、届出者等に再資源化に係る契約書等の写しを添付してもらい、再資源化の啓発

を図りました。建設汚泥につきましては、平成 18 年 6 月に国より「建設汚泥の再生利用に関

するガイドライン」等が策定され、県としても県公共工事から発生する建設汚泥は原則として

県公共工事で再生利用するという方針を決定し平成18年 9月 1日より運用開始しました。 

建設発生土につきましては、工事間利用調整のなかで、工事時期のズレを解消するため建設

発生土を一時保管するストックヤードの整備を進め、1箇所新設しました。 

Ⅲ 新技術の活用推進と公共事業コスト縮減 

新技術発表会を２回実施し、２１０名の参加があり、新技術の広報に成果がありました。 

公共事業コスト縮減については、コスト縮減に資する設計ＶＥ講習会に１２４名、コスト縮

減説明会に１０４名の出席者があり、コスト縮減施策の展開に成果がありました。 

Ⅳ 工事の事故防止対策の推進 

発生件数は１７件（事故３件・災害１４件）となり、昨年度の２２件（事故４件・災害１８

件）より、事故１件・災害４件の減少となりました。死亡者数は１名となりました。（昨年度

０名） より一層の事故防止の推進が必要です。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  

残された 

課題 

Ⅰ 厳正な検査業務と品質確保向上に向けた技術指導の推進 

   厳正な検査を行うための検査事務を定めた「検査要綱」や検査の基準となる「検査基準」等

の内容を引き続き検討するほか、本庁及び出先機関の検査監がその職務を遂行するうえで必要

な専門的な知識を習得するための研修を毎年継続して実施することが必要です。 

Ⅱ 建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進 

建設汚泥の再生利用方針は策定されましたが、再生利用工法や再生利用制度（個別指定等）

  の周知を図る必要があります。建設発生土のリサイクル率の向上のためには、市町村を含めた

全ての発注機関が建設発生土情報交換システムに加入し（市町村の 44%が未加入）工事間利用

調整を促進する必要があります。 

Ⅲ 新技術の活用推進と公共事業コスト縮減 

民間事業者が開発した新技術（工法・機械・材料等）については、県庁内ホームページに掲

載し、新技術発表会や講習会を通じて県の関係機関及び市町村へ周知してきましたが、更なる

情報発信の充実・拡大を図る必要があります。 

Ⅳ 工事の事故防止対策の推進 

   職員研修において、安全対策及び事故防止について更なる意識の向上を推進する必要があり

ます。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

方向性 

Ａ 拡大  □Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  □Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  □Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  □Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 



課題への 

対応策 

Ⅰ 厳正な検査業務と品質確保向上に向けた技術指導の推進 

   厳正な検査を行うための検査事務を定めた「検査要綱」や検査の基準となる「検査基準」等

の内容を引き続き検討するほか、本庁及び出先機関の検査監がその職務を遂行するうえで必要

な専門内容を引き続き検討するほか、本庁及び出先機関の検査監がその職務を遂行するうえで

必要な専門的な知識を習得するための研修を毎年継続して実施するとともに研修内容の充実

を図ります。 

Ⅱ 建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進 

建設汚泥の再生利用を促進するため、講習会を開催し、再生利用事例や工法及び再生利用 

制度（個別指定制度の試行）の周知を図ります。建設発生土のリサイクル率工場のため工事間

利用の促進が重要であることから年２回開催される工事間利用調整会議の内容の充実を図る

とともに、工事間利用調整を実際に行う建設発生土情報交換システムの普及のため地域別講習

会を開催し、建設発生土情報交換システムの周知と操作方法の演習を行います。さらに、工事

間利用調整促進のためストックヤード利用調整会議を年２開催します。 

Ⅲ 新技術の活用推進と公共事業コスト縮減 

新技術情報を拡大するため、新技術発表会を引き続き実施します。 

Ⅳ 工事の事故防止対策の推進 

各世代ごとの研修に併せた講座とします。また、その充実を図り更なる意識の向上を推進し

ます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 ・厳正な検査業務と品質確保向上に向けた技術指導の推進に取組み、新技術を積極的に活用し、コスト縮減の一層

の進展を図ること。また、工事の事故防止対策の推進のため、関係機関に対し、周知を図り、防止対策に努める

こと。 

 ・建設リサイクル法の遵守と適正処理の推進のため、建設汚泥の再生利用や建設発生土の工事間利用の促進を図る

こと。 

 


