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１．建設生産システム



建設業法（昭和24年法律第100号）の目的

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによっ
て、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものです。 （建設業法第1条）

○目的達成のための手段の主たる例示
１．建設業を営む者の資質の向上
２．建設工事の請負契約の適正化 等

○建設業法の目的
１．建設工事の適正な施工を確保
２．発注者を保護
３．建設業の健全な発達を促進

公共の福祉の増進に寄与すること

さらに究極の目的

※建設業の産業特性
①一品受注生産
②総合組立生産
③現地屋外生産
④労働集約生産

※発注者には、公共、大手企業、
個人も等しく含まれる

※施設利用者、住民など広く消費者
全般も含まれる
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工事の請負契約と諸制度の適用関係

発注者

元請

下請

建
設
業
法
等

建設工事全般
公共工事標準請負契約約款
工事請負契約における設計変更ガイドライン
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
民間建設工事標準請負契約約款
民間建設工事の適正な品質を確保するための指針

元下関係
建設工事標準下請契約約款
建設産業における生産システム合理化指針
建設業法令遵守ガイドライン
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
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１．「建設業者」とは、建設業法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
※ 「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は、建設業法上は「建設業を営む者」と定
義されます。なお、「建設業者」についても、「建設業を営む者」に含まれます。
※ 「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」とは、
・ 建築一式工事にあっては、１件の請負代金の額が１，５００万円に満たない工事又は延べ面積
が１５０㎡に満たない木造住宅工事
・ 建築一式工事以外の建設工事にあっては、１件の請負代金の額が５００万円に満たない工事
のことをいいます。

元請負人 下請負人

建設業法

発　注　者 元請負人 下請負人

元請負人 下請負人

通　　称 発注者（施主） 元請業者 一次下請 二次下請 三次下請

２．「発注者」「元請負人」「下請負人」については、建設業法上では次のように定義され、通称や契約
上の名称とは異なります。

３．実質的に報酬を得て、建設工事の完成を目的として締結する契約は、すべて「建設工事の請負
契約」とみなします。
したがって、調査業務、運搬業務及び警備業務などは「建設工事の請負契約」には該当しません。

４．「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び
地方消費税の額を含みます。（平成13年4月3日国総建第97号「建設業許可事務ガイドライン」【その他】２．）

建設業法の用語の定義等

以下のサイトで、建設業法上の許可を持つ業者（大臣・知事いずれも）を業者名や営業所所在地等で検索することができます。

(URL : http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do）
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○ 「建設生産システム」とは、発注者、設計者、施工者等の各主体による建設生産物
を提供するプロセス及び各主体相互の関係性の総体

○ 実際の建設生産は､「企画」「設計」「施工」「維持管理」の各プロセスから構成。
建設生産は、発注者、設計者、建設業者、資材業者等による「協業」

建設生産システム

建設生産のプロセス

建
設
生
産
シ
ス
テ
ム
の
担
い
手

発注者

設計者

施
工
者

元請

下請

設計者の選定 施工者の選定
供用・
売買

企画段階 設計段階 施工段階 供用・維持管理段階

担い手による
生産の実施

施工の実施

プロジェクトにおける
担い手の選定

国、地方公共
団体、デベ
ロッパーなど

建築士、建設
コンサルタント
など

設計業務の実施

施工の実施 下請業者の選
定

企画・調整
保守・点検

維持・管理
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建設生産システムにおける「しわ寄せ」等の状況

建 設 業 法 の 制 定
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２．適正な契約の締結



下請契約締結に至るまでのフロー図

見積依頼業者の選定

見 積 依 頼

現場説明・図面渡

質 疑 応 答

見 積 書 提 出

適正な見積期間

書面による依頼

下請業者の選定に当たっては、必要な建設業許可があるこ
と及び予定工期に主任技術者の配置が行えることを確認しま
しょう。

建設工事の適正な施工を確保するためには、軽微な建設工事を除い
ては、施工能力・資力信用のある建設業者（建設業許可業者）に工事を
請け負わせる必要があります。
また、建設業者であっても、当該業者が雇用する主任技術者が他の現
場手一杯の状態では、現場での適正な施工の確保が期待されません。
このため、下請業者の施工能力をあらかじめ確認しておくことが重要で
す。

内容が明らかな見積書

対等な立場

着工前に書面契約書 面 契 約

金 額 折 衝

「建設業法令遵守ガイドライン」を知っていますか？

「建設業法令遵守ガイドライン」は、平成19年6月、国土交通省が策定
した建設工事の下請契約についてのルールを解説した通達です。
建設工事の下請契約については、従来からの慣習に従って知らず知ら
ずに法令違反をしていることが多かったことから、正確な理解に資するよ
うに契約の締結から工事代金の支払まで全般にわたって具体的な事例
を紹介しつつ、適正なルールを解説したものです。
※ 建設業法令遵守ガイドラインは、国土交通省のホームページに掲
載しています。 第５版（平成２９年３月）

http://www.mlit.go.jp/common/001179283.pdf

請負契約の適正化
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■：建設業法に違反する行為事例 、 ▲：建設業法に違反するおそれのある行為事例

元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の
不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ること
を目的として策定

建設業法令遵守ガイドラインの概要（H19.6策定、最終改訂H29.3）

①見積条件の提示（法第２０条第３項）
▲不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件
により下請負人に見積りを行わせた場合

■予定価格が700万円の下請契約を締結する際、
見積期間を3日として見積りを行わせた場合

②当初契約（法第１９条第１項等）
■着工前に書面による契約を行わなかった場合
■基本契約書を取り交わさない、あるいは契約
約款を添付せずに、注文書と請書のみ（又は
いずれか一方のみ）で契約を締結した場合

③変更契約（法第１９条第２項等）
■追加工事又は変更工事が発生したが、書面に
よる変更契約を行わなかった場合

■工期が変更になり下請工事の費用が増加した
が、書面による変更契約を行わなかった場合

④不当に低い請負代金(法第１９条の３)
▲元請負人が、自らの予算額のみを基準と
して、下請負人との協議を行うことなく
下請負人による見積額を大幅に下回る額
で下請契約を締結した場合

⑤指値発注（法第１９条の３等）
▲元請負人が、下請負人から提出された見積書に
記載されている法定福利費等の内容を検討する
ことなく、一方的に一律○％を差し引きするな
ど、一定の割合を差し引いて下請契約を締結し
た場合

⑥不当な使用資材等の購入強制
（法第１９条の４）

▲下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に
対して、下請工事に使用する資材等を指定し
た結果、予定していた購入価格より高い価格
で購入することとなった場合

⑦やり直し工事（法第１９条の３等）
▲元請負人が、元請負人と下請負人の責任
及び費用負担を明確にしないままやり直
し工事を行わせ、その費用を一方的に下
請負人に負担させた場合

⑧赤伝処理（法第１９条の３等）
▲元請負人が、下請負人と合意することな
く、下請工事の施工に伴い副次的に発生
した建設廃棄物の処理費用を下請負人に
負担させ、下請代金から差し引く場合

⑨工期（法第１９条の３等）
▲下請負人の責めに帰すべき理由がないにも
かかわらず工期が変更になった場合におい
て、これに伴って発生した増加費用を一方
的に下請負人に負担させた場合

⑩支払保留･支払遅延(法第２４条の３等)
▲元請負人が注文者から出来形部分に対する支
払を受けたにもかかわらず、下請負人に対し
て、元請負人が支払を受けた金額の出来形に
対する割合に相応する下請代金を、支払を受
けた日から１月以内に支払わない場合

⑪長期手形（法第２４条の５第３項）
▲特定建設業者である元請負人が、手形期
間が１２０日を超える手形により下請代
金の支払を行った場合

⑫帳簿の備付け・保存及び営業に関
する図書の保存（法第４０条の３）

■営業所に帳簿及び添付書類が備付けられ
ていなかった場合又は備付けられていた
が、５年間保存されていなかった場合

○独占禁止法との関係：建設業の下請取引に関する建設業法との関係 ○社会保険・労働保険：社会保険・労働保険への加入義務について
○労働災害防止対策 ：労働災害防止対策の実施者及び経費負担の明確化○下請代金の支払手段：将来的に手形期間は60日以内とするよう努める

建設業に関連する法令の解説等
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請負契約の適正化（見積） （１）

適正な元請下請関係の構築のためには、個々の下請契約が各々の対等な立場における合意に基
づいて締結される必要があります。 （建設業法第１８条）
また、工事見積条件を明確にするため、見積依頼は以下の事項が記載された書面で行うことが必
要です。 （建設業法第２０条第３項）

①工事内容 （※）下記参照
②工事着手の時期及び工事完成の時期
③請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支
払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
④当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事
の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の
変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の
算定方法に関する定め
⑤天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそ
の額の算定方法に関する定め

⑥価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に規定す
る価格等をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又
は工事内容の変更

⑦工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金
の負担に関する定め
⑧注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他
の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑨注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の
時期及び方法並びに引渡しの時期
⑩工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑪工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に
関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
をするときは、その内容
⑫各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅
延利息、違約金その他の損害金
⑬契約に関する紛争の解決方法

※ 契約書に記載しなければならない重要事項１４項目のうち、請負代金の額を除いた１３項目が必要となります。

※上記の「①工事内容」については、最低限次の８項目を明示することが必要です。

①工事名称
②施工場所
③設計図書（数量等を含む。）
④下請工事の責任施工範囲
⑤下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程

⑥見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦施工環境、施工制約に関する事項
⑧材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分
に関する事項
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下請工事の予定価格の金額 見積期間

①500万円に満たない工事 中１日以上

②500万円以上5,000万円未満の工事 中１０日以上

③5,000万円以上の工事 中１５日以上

注）予定価格が②③の工事については、やむを得ない事情があるときに限り、見積期間をそれぞれ、５日以内に限り短縮する
ことができます。

建設工事の合理的かつ適正な施工を図るためには、あらかじめ、契約の重要な事項を下請負人に
提示し、下請負人が適切に見積を行うに足りる期間を設けなければなりません。

（建設業法第２０条第３項）
下請負契約内容の提示から下請契約の締結までの間に設けなければならない見積期間について
は、以下のように定められています。 （建設業法施行令第６条）

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結
しなければなりません。 （建設業法第１８条）
したがって、自己の取引上の地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価に満たない金額で
請負契約を締結してはいけません。 （建設業法第１９条の３）

下請業者との見積合わせ時には、貴社が行った査定の詳細を説明しましょう。
建設工事の請負代金については、合理的な根拠もないまま金額の交渉を行っている例があるとの指摘がなされています。

合理的な根拠もなく、原価にも満たない安い代金で、下請業者に工事を無理矢理押しつけた場合には、
建設業法第１９条の３に違反することがあります。

自らが行った査定の方法を下請業者にきっちり説明し、両者合意のもとで契約を行いましょう。

国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び
会計令 （昭和二十二年勅令第百六十五号）第七十四条 の規定によ
る期間を前項の見積期間とみなす。（建設業法施行令第6条第2項）
→ 予決令で入札期日の前日から起算して最低10日前に公告する
ことになっているので、その10日間が元請業者の見積期間となる。

請負契約の適正化（見積） （２）
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請負契約の適正化（契約書）

請負契約は民法上は口約束でも効力を生じますが、契約内容をあらかじめ書面で明確にすること
により、元請・下請間の紛争を防ぐことを目的としています。
契約に当たっては、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、工事着
手前までに署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。 （建設業法第19条）

建設業法では、次の１４項目を必ず記載することとされています。

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支
払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事
の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の
変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の
算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそ
の額の算定方法に関する定め

⑦価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に規定す
る価格等をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又
は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金
の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他
の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の
時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に
関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
をするときは、その内容
⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅
延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

※さらに、建設リサイクル法対象工事の場合は、次の４項目を加えて記載しなければなりません

①分別解体の方法 ②解体工事に要する費用 ③再資源化するための施設の名称及び所在地 ④再資源化等に要する費用

公共工事・民間工事とも契約内容
を次のいずれかの書面で作成

契約書
基本契約書＋
注文書＋請書

注文書（約款を添付又は印刷）

＋

請書（約款を添付又は印刷）
① ② ③ 15
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．建設工事における適正な工期設定等の
ガイドライン
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平成30年8月6日（月）
中央建設業審議会資料

19



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．代金支払等の適正化



下請代金の適正な支払い（１）

ルール１（現金払）

下請代金の支払は、できる限り現金払いとしなければなりません。

ルール２（前払金）
前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払
うよう配慮しなければなりません。

下請代金の支払等に関する8つのルール

下請代金が適正に支払われなければ下請負人の経営の安定が阻害されるばかりでなく、ひいては
それが手抜き工事、労災事故等を誘発し、建設工事の適正な施工の確保が困難になりかねません。
建設業法や建設産業における生産システム合理化指針等では、工事の適正な施工と下請負人の
保護を目的として、下請代金の支払に関する規定を設けています。

ルール３（有償支給の資材代金の回収時期）
下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由がある場合を除き、当該資材の代金を下請代金の支払期
日前に下請負人に支払わせてはなりません。

※建設産業における生産システム合理化指針「第４（２）代金支払等の適正化」

※建設業法第２４条の３
※建設産業における生産システム合理化指針「第４（２）代金支払等の適正化」

※建設産業における生産システム合理化指針「第４（２）代金支払等の適正化」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「９．早期決済について」

ルール４（検査及び引渡し）
下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日から２０日以内に行い、かつ、検査後に下請負人が引渡
しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

・建設業法第24条の4
・建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「１．検査期間について」「２．工事目的物の引取りについて」
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ルール５（下請代金の支払期日）
注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当
する下請代金を1ヵ月以内に支払わなければなりません。

※建設業法第２４条の３
※建設業法令遵守ガイドライン「９．支払留保」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「３．注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払について」

ルール６（特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例）
特定建設業者は、下請負人（特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く。）からの引渡し申出日から起算して５０
日以内に下請代金を支払わなければなりません。

※建設業法第２４条の５
※建設業法令遵守ガイドライン「９．支払留保」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「４．特定建設業者の下請代金の支払について」

ルール７（割引困難な手形による支払の禁止）
特定建設業者は、下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行ってはいけませ
ん。

※建設業法第２４条の５第３項
※建設業法令遵守ガイドライン「１０．長期手形」
※建設産業における生産システム合理化指針「第４(2)代金支払等の適正化」
※建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準「５．交付手形の制限について」

ルール８（赤伝処理）
赤伝処理を行う場合には、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要であるとともに、元請負人は、その内容や差引額の算
定根拠等について見積条件や契約書に明示しなければなりません。

・建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第２０条第３項
・建設業法令遵守ガイドライン「７．赤伝処理」

下請代金の適正な支払い（２）
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下請代金の支払期日 （建設業法第２４条の３第１項、第２４条の５第１項）

出
来
高
払

又
は

竣

工

払

発

注

者

元
請
負
人

（
特
定
建
設
業
者
）

出来高払
又は
竣工払

一次下請負人
（資本金４，０００万円以
上の一般建設業者等）

一次下請負人

（特定建設業者）

一次下請負人
（資本金４，０００万円未
満の一般建設業者等）

二次下請負人
（資本金４，０００万円未
満の一般建設業者等）

二次下請負人

発注者から支払を受けた
日から1ヶ月以内

①発注者から支払を受け
た日から1ヶ月以内
②下請負人からの引渡し
申し出日から起算して
５０日以内

のどちらか早い方で支払

発注者から支払を受けた
日から1ヶ月以内

①注文者から支払を受け
た日から1ヶ月以内
②下請負人からの引渡し
申し出日から起算して
５０日以内

のどちらか早い方で支払

注文者から支払を受けた
日から1ヶ月以内

二次下請負人

注文者から支払を受けた
日から1ヶ月以内

元請負人が特定建設業者の場合、元請負人としての義務【ルール５】
と特定建設業者の義務【ルール６】の両方を負うことになり、その場合は
いずれか早い期日までに支払うことが必要となります。

下請代金の適正な支払い（３）
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特定建設業者に対する支払ルールの適用

いずれか早い方が
支払期日となる

（この場合は、引渡申
出日から起算して５０
日以内）

▲支払期日

注文者から
支払いを受けた日

一月

引渡申出日

５０日

▲支払期日

引渡申出日

注文者から支払いを
受けた日

５０日

いずれか早い方が
支払期日となる

（この場合は、注文者
から支払を受けた日
から一月以内）

一月

下請代金の支払期日については、下請負人からの請求書提出日は基準とならないことに留意
（建設業法第２４条の３第１項、第２４条の５第１項共通）

下請代金の適正な支払い（４）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

５．適正な施工体制の確立



特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総
額が４，０００万円（建築一式工事:６，０００万円）以上になる場合は、施工体制台帳を作成することが
義務付けられています。 （建設業法第２４条の７）
施工体制台帳は、下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者
の技術者氏名等を記載した台帳のことをいいます。

施工体制台帳等を
作成しなければならない工事

元請：特定建設業者が、
4,000万円（建築一式 6,000万円）
以上を下請契約を締結するとき作成

施工体制台帳 施工体系図

※ 建設工事に該当しない資材納入、調査業務、運搬業務、 警備業務などの契約金額は含みません。

一次下請

元請業者

一次下請

測量業者

資材業者

警備業者

運搬業者

建設工事の請負金額 2,500万円

建設工事の請負金額 2,000万円

測量の委託契約 50万円

資材の売買金額 500万円

警備の請負金額 100万円

運搬の請負金額 100万円

4,500万 ≧ 4,000万円

必 要

一次下請

元請業者

一次下請

一次下請

資材業者

警備業者

運搬業者

建設工事の請負金額 1,500万円

建設工事の請負金額 300万円

資材の売買金額 500万円

警備の請負金額 100万円

運搬の請負金額 100万円

不 要

建設工事の請負金額 2,000万円

3,800万 ＜ 4,000万円

施工体制台帳（１） 【作成義務】

→平成26年5月29日に成立した建設業法等改正法により入契法が改正され、平成27年4月1日から公共工事については全ての
元請業者に施工体制台帳の作成が義務付けられた。

ただし、H27.4.1以降の公共工事は全て作成（金額下限撤廃）
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何のために施工体制台帳は必要なのでしょうか？

①品質・工程・安全などの施工上のトラ
ブルの発生

②不良・不適格業者の参入、建設業法
違反（一括下請負等）

③安易な重層下請 → 生産効率低下

施工体制台帳は、公共工事、民間工事を問わず作成しなければなりません。また、請け負った建設
工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。
さらに、入札契約適正化法の規定により、公共工事においては施工体制台帳の写しを発注者に提出
しなければなりません。

施工体制台帳の提出・閲覧・保存

施工体制台帳

現場に据え置く（工事中）

公共工事

写しの提出 発注者の閲覧

民間工事

施工体制台帳の作成を通じて元請業者に
現場の施工体制を把握させることで、

を防止しようとするものです。

5年間保存（工事完了後）

施工体制台帳（２） 【作成の趣旨】
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施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」における全ての下請負人（無許可
業者を含む。）を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象になります。

建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等については、
建設業法上は記載の必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めているときには記載が必要
となる場合もあります（例えば、国土交通省発注工事では、警備会社との契約について共通仕様書により記
載を求めています。）。

元請業者A 一次下請業者B 二次下請業者E

二次下請業者F

三次下請業者H

運搬業者

一次下請業者C 二次下請業者G 資材業者

一次下請業者D

資材業者

＝一次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知

＝再下請負していないため、施工体制台帳作成対象工事で
ある旨の通知及び再下請通知書の提出義務なし

警備業者

施工体制台帳の作成範囲

施工体制台帳の構成

Aの専門技術者に関する書面

Aの技術者の雇用関係を
証する書面

Aの技術者の資格を証する
書面

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請D）

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請C）

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請B）

契約書の写し
（発注者 ⇔ 元請）

施工体制台帳

一次下請
B,C,Dに
関する事項

元請A作成分 一次下請B関係

再下請負通知書

二次下請
Eに

関する事項

再下請負通知書

三次下請
Hに

関する事項

契約書の写し
（二次下請E⇔三次下請H）

契約書の写し
（一次下請B⇔二次下請E）

契約書の写し
（一次下請B⇔二次下請F）

再下請負通知書

二次下請
Fに

関する事項

一次下請B作成分 二次下請E作成分 一次下請B作成分

一次下請C関係

契約書の写し
（一次下請C⇔二次下請G）

再下請負通知書

二次下請
Gに

関する事項

一次下請C作成分

①元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類
②再下請負通知の記載事項と添付書類

※ 一次下請業者D、二次下請業者F、二次下請業者G、三次下請業者H については、
再下請負していないため、 再下請負通知書の提出義務なし

施工体制台帳記載の下請負人の範囲

＝二次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知するとともに、施工体制台帳を作成する元請業者
に対し再下請通知書を提出

＝三次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知するとともに、施工体制台帳を作成する元請業者
に対し再下請通知書を提出
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施工体制台帳には、作成する建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、
下請負人に関する事項、社会保険の加入状況、外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事
の状況（平成３１年４月１日施行）などを記載しなければなりません。（建設業法施行規則第１４条の
２）

施工体制台帳の記載内容

工事内容と建設業許可

配置技術者の氏名と資格

請負契約関係

社会保険の加入状況

施工体制台帳の添付書類

発注者との請負契約書の写し

主任又は監理技術者等関係
○技術者の資格者証
○主任又は監理技術者の健康保険証等の写し

下請契約書の写し

①発注者との請負契約書
作成する建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し

②下請契約書
一次下請との契約書の写し及びニ次下請以下の下請負人が
締結した全ての請負契約書の写し
③主任又は監理技術者（専門技術者）関係（元請企業）
○主任技術者又は監理技術者が技術者資格を有することを証す
る書面（監理技術者は監理技術者資格者証の写しに限る。）

○主任又は監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇
用関係にあることを証明するものの写し（健康保険証等の写し）

○専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用関係を証
する書面

施工体制台帳の記載内容と添付書類

外国人建設就労者等の従事の状況(有無) 

正確には・・・

特定技能１号の在留資格に基づく外国人の
従事状況(有無) 平成３１年４月１日施行
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①一次下請締結後
元請業者が、作成建設業者に該当する
こととなったときは、遅滞なく、一次下請人
に対し、施工体制台帳作成工事である旨
の通知を行うとともに、工事現場の見やす
い場所にその旨が記載された書面（再下
請負通知書の書面案内）を掲示し、施工
体制台帳及び施工体系図を整備します。

②二次下請締結後
一次下請人は、元請業者に対し、再下
請負通知書（添付資料である請負契約
書の写しを含む。）を提出するとともに、
二次下請負人に施工体制台帳作成工事
である旨の通知を行います。
元請業者は一次下請負人から提出され
た再下請負通知書により、又は自ら把握
した情報に基づき施工体制台帳及び施工
体系図を整備します。

③三次下請締結後
二次下請人は、元請業者に対し、再下
請負通知書（添付資料である請負契約
書の写しを含む。）を提出する
（一次下請負人を経由して提出すること
もできる。）とともに、三次下請負人に
対し施工体制台帳作成工事である旨の通
知を行います。
元請業者は二次下請負人から提出され
た再下請負通知書若しくは自ら把握した
情報に基づき記載する方法又は再下請負
通知書を添付する方法のいずれかにより
施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

発

注

者

元

請

一
次
下
請
負
人

（
再
下
請
負
通
知
人
）

二
次
下
請
負
人

（
再
下
請
負
通
知
人
）

請負契約 請負契約 請負契約 請負契約

施工体制台帳作成工事
である旨の通知

① ② ③

台帳の写しを提出
（公共工事の場合）

書
面
の
掲
示

施
工
体
制
台
帳
・
施
工

体
系
図
の
作
成
・
掲
示

①

② ・再下請負通知書
・添付書類
（契約書の写し） ・再下請負通知書

・添付書類
（契約書の写し）

③

一次下請負人経由可

施工体制台帳作成工事
である旨の通知

施工体制台帳作成工事
である旨の通知

施工体制台帳の作成手順（１）
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「施工体制台帳・施工体系図」作成に係る関係者への周知義務

現場への掲示文例

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者
に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション／△△営業所まで、建
設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負通
知書を提出して下さい。
一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書
類を提出して下さい。

○○建設（株）

まずは、施工体制台帳作成工事であることを
工事関係者に周知しよう

行う者：元請業者

●現場内の見やすい場所に
再下請通知書の提出案内を
掲示

掲

示

書
面
通
知

行う者：全ての業者

●下請に工事を発注する際、
以下を書面で通知
○元請業者の名称
○再下請負通知が必要な旨

下請業者への書面通知例

下請負人となった皆様へ
今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業
法（昭和２４年法律第１００号）第２４条の７第１項により、施工体制台帳を作成しなけ
ればならないこととなっています。
① この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設業を営
む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、建設業
法第２４条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和２４年建設省
令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提
出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたと
きも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。
② 貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付し
て、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成特定建設業者に対する①
の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝え
なければなりません。
作成特定建設業者の商号 ○○建設(株)
再下請負通知書の提出場所 工事現場内建設ステーション／△△営業所

施工体制台帳の作成手順（２）
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施工体制台帳の作成が義務付けられたことに伴い、下請負人がさらにその工事を再下請負した場
合、元請である特定建設業者に対し、再下請負通知書を提出しなければなりません。

（建設業法第２４条の７第２項）

再下請負通知書の内容

① 自社に関する事項

② 自社が注文者と締結した建設工事の
請負契約に関する事項

③ 自社が下請契約を締結した再下請負人
に関する事項（注）

④ 自社が再下請負人と締結した建設工事

の請負契約に関する事項（注）

（注）添付書類（請負契約書の写し）に記載されている事項は、再下
請通知書への記載が省略できます。

発 注 者

元請負人

二次下請負人がさら
にその工事を再下請負
した場合は再下請通知
書を元請負人に提出し
ます（一次下請負人経
由可）。

⑤ 社会保険（健康保険・厚生年金保険・雇
用保険）の加入状況

一次下請負人
（再下請負通知人）

二次下請負人
（再下請負通知人）

再下請負通知書

再下請負通知書

⑥ 外国人建設就労者等の従事の状況(有無) 

⑦ 1号特定技能外国人の従事の状況(有無) 
平成３１年４月１日施行
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施工体系図のイメージ

工事の名称、工期、発注者の名称

●作成した建設業者
の名称
●監理技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

（元請）

（一次下請）

（二次下請） （三次下請）

施工体系図

各下請業者の施工
の分担関係を図示
したフロー図

注１）下請負人に関する表示は、現に施工中
（契約書上の工期中）の者にについて行うこ
とが必要です。

注２）主任技術者の氏名の記載は、当該下請
負人が建設業者である場合に限り必要です。
（主任技術者は、当該下請負人が建設業者
であるときに置くことが義務付けられていま
す。）

注３）「専門技術者」とは、監理技術者又は
主任技術者に加えて置く建設業法第２６条の
２の規 定による技術者をいいます。

施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分か
るようにした図のことです。施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が工事におけ
る施工分担関係を把握することができます。

施工体系図は工事の期間中、公共工事については工事現場の工事
関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に、民間工事につい
ては工事関係者が見やすい場所に、掲示しなければなりません。
したがって、工事の進行によって表示すべき下請業者に変更があった
場合は、速やかに施工体系図の表示の変更をしなければなりません。

施工体系図の掲示

公共工事

現場内の見やすい場所

公衆の見やすい場所

民間工事

現場内の見やすい場所

施工体系図
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【掲示義務】

建設業者は、店舗及び建設工事の現場
ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げ
なければなりません。（建設業法４０条）

また、建設業を営むものは許可を受けて
いないのに許可を受けたか誤認されるお
それのある表示をしてはいけません。
（建設業法４０条２）

【罰則規定】

建設業法４０条、４０条２の規定に違反し
たものは１０万円以上の罰金となります。
（建設業法５５条）

店舗用

現場用

標識の掲示
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工事の一括下請負（丸投げ）とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与を
行わず、下請負人にその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをいいます。
建設業法では、これを「一括下請負」と呼び、原則として禁止しています。

一括下請負とは
発 注 者

元 請 負 人

一次下請負人

二次下請負人

下請契約

下請契約

一括して人に請け
負わせてはいけま
せん。
（第22条第1項）

一括して人から請け
負ってはいけません。
（第22条第2項）

下請負間でも
一括下請負は
禁止！

一括下請負は、公共工事については全面禁止！
民間工事についても原則禁止！

●請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括し
て他の業者に請け負わせる場合

●請け負った建設工事の一部分であって、他の 部分から独
立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の
業者に請け負わせる場合であって、請け負わせた側がそ
の下請工事の施工に実質的に関与していると認められな
いもの

が該当します。

●一括下請は、公共工事については、全面禁止されています。 （入札契約適正化法による）

●民間工事は、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。

なお、平成18年の法改正により、一定の民間工事（多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事＝共同住宅）についても
一括下請が全面禁止となりました。

工事の一括下請負（丸投げ） （１） ※特定・一般いずれも不可
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建設業法が一括下請負を禁止している理由
◆ 発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る
◆ 施工責任があいまいになることで、手抜工事や労働条件の悪化につながる
◆ 中間搾取を目的に施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招く

「実質的に関与」とは、元請人が自ら総合的に企画、調整及び指導（施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保す
るための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事使用材料等の品質管理、下請負人間の施工調整、下請負人に
対する技術指導、監督等）の全ての面において主体的な役割を果たしていることをいいます。
また、下請負人が再下請負する場合についても、下請負人自らが再下請負した専門工種部分に関し、総合的に企画、調整、指導
を行うことをいいます。

工事の一括下請負（丸投げ） （２）
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特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負い、元請となった場合には、下請業者が建設業法、建築基
準法、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に違反しないよう指導に努めなければならないとされています。

（建設業法第２４条の６）
なお、ここでいう下請業者とは、一次下請業者だけでなく、工事に携わる全ての下請業者が対象になります。

①現場での法令遵守指導の実施

元請：特定建設業者の責務

②下請業者の法令違反については、是正指導

③下請業者が是正しないときは、許可行政庁へ通報

指導すべき法令の規定

法 律 名 内 容

建設業法

下請負人の保護に関する規定、技術者の配置に関する規定等本
法のすべての規定が対象とされているが、特に次の項目に注意
すること。
（１）建設業の許可（第3条）
（２）請負契約の書面締結（第19条）
（３）一括下請負の禁止（第22条）
（４）下請代金の支払（第24条の3、第24条の5）
（５）検査及び確認（第24条の4）
（６）主任技術者及び監理技術者の配置等（第26条、第26条の2）

建築基準法
（１）違反建築の施工停止命令等（第9条第1項・第10項）
（２）危害防止の技術基準等（第90条）

宅地造成法
（１）設計者の資格等（第9条）
（２）宅地造成工事の防災措置等（第14条第2項・第3項・第4項）

法 律 名 内 容

労働基準法

（１）強制労働等の禁止（第5条）
（２）中間搾取の排除（第6条）
（３）賃金の支払方法（第24条）
（４）労働者の最低年齢（第56条）
（５）年少者、女性の坑内労働の禁止（第63条、第64条の2）
（６）安全衛生措置命令（第96条の2第2項、第96条の3第1項）

職業安定法
（１）労働者供給事業の禁止（第44条）
（２）暴行等による職業紹介の禁止（第63条第1号、第65条第8
号）

労働安全衛生法 （１）危険・健康障害の防止（第98条第1項）

労働者派遣法 （１）建設労働者の派遣の禁止

元請：特定建設業の責務

37



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

６．技術者制度



技術者制度（工事現場に配置する技術者） （１）

建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・
経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。 （建設業法第26条）

主任技術者

①１級・２級の国家資格者 ②実務経験者

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請
負代金の額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場
に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなり
ません。
※５００万円未満の工事であっても、建設業者（許可業者）で
あれば、主任技術者の配置が必要です。

ま
た
は

１級の国家資格者 等

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い（元請）、かつ、4,000万円
（建築一式の場合は6,000万円）以上を下請契約を締結して
施工する場合は、主任技術者に代えて、監理技術者を置か
なければなりません。

現場技術者の配置例 発注者

Ａ社＋B社＋C社
≧4,000万円（建築一式6,000万円） 監理技術者
＜4,000万円（建築一式6,000万円） 主任技術者

Ｂ社（許可あり）

主任技術者

Ｅ社（許可なし）

必要なし

Ａ社（許可あり）

主任技術者

Ｄ社（許可あり）

主任技術者

Ｃ社（許可あり）

主任技術者

元 請

一次下請

二次下請
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主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされていま
す。したがって、以下のような技術者の配置は認められません。
①直接的な雇用関係を有していない場合（在籍出向者や派遣社員など）
②恒常的な雇用関係を有していない場合（一つの工事の期間のみの短期雇用）

（監理技術者制度運用マニュアル 二-四（3））

雇用関係

特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者
から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、
所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合
であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随
意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日）以前に当
該建設業者と３ヵ月以上の雇用関係にあることが必要です。
恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年
月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等
により確認できることが必要です。

（監理技術者制度運用マニュアル二-四（３））

建設業者

直接的かつ
恒常的な雇用関係

主任技術者

監理技術者

主任技術者から監理技術者への変更

当初は主任技術者を配置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下
請契約の請負代金の額が４，０００万円（建築一式工事の場合は６，０００万円）以上と
なったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技
術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。
ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初
から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。

（監理技術者制度運用マニュアル 二－二（３））

【当初の請負契約】

請負金額 ５，０００万円
下請金額 ３，７００万円

主任技術者

【変更後の請負契約】

請負金額 ６，０００万円
下請金額 ４，４００万円

監理技術者

変更

技術者制度（工事現場に配置する技術者） （２）
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許可を受けている
業種

　　　　 指定建設業（７業種）

土木一式、建築一式、管、鋼構造物、ほ
装、電気、造園

　　　その他（左記以外の２２業種）
大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋
根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゆんせ
つ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械
器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水
道施設、消防施設、清掃施設、解体

許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業

元請工事における
下請金額合計

4,000万円＊１

以上
4,000万円＊１

未満

4,000万円＊１

以上は契約
できない

4,000万円＊１

以上
4,000万円＊１

未満

4,000万円＊１

以上は契約
できない

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度

工事現場に
置くべき技術者

監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者

技術者の
資格要件

一級国家資格者

国土交通大臣
特別認定者

一級国家資格者
二級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者
二級国家資格者

実務経験者

技術者の
現場専任

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事＊２であって、請負金額が３，５００万円＊３以上となる工事

監理技術者
資格者証
の必要性

必要 必要なし 必要 必要なし

技術者の資格一覧表

＊１：建築一式工事の場合６，０００万円
＊２：①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事、②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河

川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道、電気事業用施設、ガス事業用施設に関
する建設工事、③石油パイプライン事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、放送の用に供する施設、学校、図書館、美術館、
博物館又は展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場又
は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺
院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔のいずれかに該当する建設工事 （建設業法施行令第２７条第1項）

＊３：建築一式工事の場合７，０００万円

専門技術者の配置とは

土木工事業や建築工事業の業者が、土木一式
工事又は建築一式工事を施工する場合（元請）、
これらの一式工事の中に他の専門工事も含まれ
ている場合には、それぞれの専門工事について
主任技術者の資格を持っている者（専門技術者）
を工事現場に置かなければなりません。

（建設業法第26条の２第1項）
このため、土木一式工事又は建築一式工事を受
注してその中で併せて専門工事も施工する建設
業者は、

一式工事の主任技術者又は監理技術者が、
その専門工事について、主任技術者の資格
持っている場合、その者が専門技術者を兼ね
る

一式工事の主任技術者又は監理技術者とは
別に、同じ会社の中で、他にその専門工事に
ついて主任技術者の資格を持っている者を専
門技術者として配置する

その専門工事について建設業の許可を受け
ている専門工事業者に下請けする

のいずれかを選ばなければなりません。
また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設
工事に附帯する他の建設工事（いわゆる附帯工
事）をすることができますが、その場合も、当該附
帯工事に関する専門技術者を置かなければなり
ません。自ら施工しない場合には、当該附帯工事
（軽微な建設工事は除く。）に係る建設業の許可
を受けた建設業者に当該工事を施工させなけれ
ばなりません。 （建設業法第26条の2第2項）

技術者制度（工事現場に配置する技術者） （３）
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専任の監理・主任技術者が必要な工事（１）

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建
設工事で、工事一件の請負金額が ３，５００万円（建築一式工事の場合は７，０００万円）以上のもの
については、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かな
ければなりません。なお、工事現場ごとに置く専任の技術者の配置は、下請工事であっても必要です。
（建設業法第２６条第３項）

◆公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な 建設工事で、請負代金の額が３，５００万円（建築一式工事は７，０００万円）以上の
個人住宅を除くほとんどの工事 ※いわゆる民間工事も含まれます。

※「工事現場ごとに専任」とは、
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ
従事していることをいいます。したがって、「営業所の専任技術者」との兼任は、原則、できません。

◆経営業務の管理責任者との
兼任不可
◆営業所の専任技術者との
兼任不可
◆他の工事現場との兼任不可

【注意】
「営業所の専任技術者」は、現場の主任技術者又は監理技
術者になることができないことに注意！!
「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート（工法の検討、
注文者への技術的な説明、見積等）を行うことが職務ですから、所属営業所に常勤してい
ることが原則です。
例外的に、技術者の専任性が求められない工事であって、①当該営業所で契約締結し
た建設工事で、②当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場で、③当
該営業所と常時連絡が取れる状態である場合には、兼務することができます (全ての要
件を満たすことが必要）。

工事現場ごとに置く専任の技術者
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専任で設置すべき期間とは

元請については、基本的には契約工期が専任の技術者を設置すべき期間とされていますが、工事が行われていないことが明確な期間、或いは、工場製作のみ行わ
れている期間は必ずしも専任の技術者の設置を要しません。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により、専任を
要さない期間が明確にされていることが必要です。
下請については、当該下請工事（再下請した工事があるときは、当該工事を含む。）の施工期間に技術者を専任で配置しなければなりません。

(監理技術者制度運用マニュアル 三（２））

「発注者から直接建設工事を請け負った場合」の専任の技術者の設置が必要な期間

専任の必要な期間

契約工期（当初）

専任の必要な期間

【専任を要しない期間】
工事が完成後、検査が終了し、事務手
続きのみが残っている期間

「発注者から直接建設工事を請け負った場合」の専任の技術者の設置が必要な期間

専任の必要な期間

工場製作のみ

【専任を要しない期間】
工事現場への立入調査や施工計画の
立案等工事に未着手である場合

【専任を要しない期間】
工事を全面的に一時中止している期間

専任の必要な期間

準備工事 架設工事

【専任を要しない期間】
工事現場への立入調査や施工計画の立案等工事に未着手である場合

【専任を要しない期間】
工事が完成後、検査が終了し、事務手続きのみが残っている期間

○橋梁工事等に含まれる工場製作過程等の例

「下請の場合」の専任の主任技術者の設置が必要な期間

全体の工期（元請の工期）

下請の工期

専任の必要な期間

【注意】例えば、建設工事が三次下請業者まで下請されている場合で、三次下請業者が作業を行っている場合は、一次及びニ次下請業者は、自らが直接施工
する工事がない場合であっても主任技術者は現場に専任していなければなりません。

専任の監理・主任技術者が必要な工事（２）
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専任の主任技術者の取扱い【要件緩和】

従前の取扱い （H25.2.5より実施）

以下に該当する場合、同一の専任の主任技術者が原則２件程度の工事を管理することができる。

工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認
められる工事

又は

施工にあたり相互に調整を要する工事

かつ
工事現場の相互の間隔が5km程度

近接した場所

「施工にあたり相互に調整を要する工事」の適用範囲の弾
力化【＝例示の追加（建築工事でも適用）】

適用にあたっては、従来通り、安全や品質の確保等、各工事の適正な施工について、発注者が適切に判断することが必要

（建設業法施行令 第27条第2項）

前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所にお
いて施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

工事現場の相互の間隔が10km程度の場合も適用

要件の緩和 （＊東日本大震災の被災地ではH25.9より適用）

（例）・２つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの

・相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要
するもの

近接した場所密接な関係のある工事

密接な関係のある工事

B地区共同住宅建築工事

構造部材（木材）を
一括で調達

A地区
公営住宅
建築工事

10km程度以内
同一の専任の
主任技術者

H26.2より全国で適用

注意：本緩和措置は専任の監理技術者には適用されない
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雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険

H23.10 94% 86% 86% 84%

H24.10 95% 89% 89% 87%

H25.10 96% 92% 91% 90%

H26.10 96% 94% 94% 93%

H27.10 98% 97% 96% 96%

H28.10 98% 97% 97% 96%

H29.10 98% 98% 97% 97%

H30.10 98% 98% 97% 97%

建設業を取り巻く現状と課題

年齢階層別の建設技能労働者数

60歳以上の高齢者（82.8万人、25.2％）は、10
年後には大量離職が見込まれる。一方、それを
補うべき若手入職者の数は不十分。

社会保険の加入は一定程度進んでいるが、
下位の下請になるほど加入率は低く、さらに
踏み込んだ対策が必要。

企業別・３保険別加入割合の推移

現在4週8休は
1割以下

出典：日建協「2018時短アンケート」を基に作成

給与は建設業全体で上昇傾向にあるが、生産
労働者（技能者）については、製造業と比べ低い
水準。

建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年間賃金総支給額＝きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

建設業生産労働者（技能者）の賃金は、45～49歳でピーク
を迎える。体力のピークが賃金のピークとなっている側面が
あり、マネジメント力等が十分評価されていない。

出典：公共事業労務費調査

建設業における休日の状況（技術者）

建設業は全産業平均と比較して年間300時間
以上長時間労働の状況。

出典： 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

出典：総務省「労働力調査」（H30年平均）を元に国土交通省にて推計
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出典：平成30年賃金構造基本統計調査

（単位：千円） 年齢階層別の賃金水準

他産業では当たり前となっている週休２日もとれ
ていない。

2012年
（単位：千円）

2018年
（単位：千円）

上昇率

建設業男性生産労働者 3,915.7 4,624.5 18.1%

建設業男性全労働者 4,831.7 5,713.3 18.2%

製造業男性生産労働者 4,478.6 4,764.1 6.4%

製造業男性全労働者 5,391.1 5,601.6 3.9%

全産業男性労働者 5,296.8 5,584.5 5.4%

約3％
の差

元請：98.4%
1次下請：97.2%
2次下請：94.6%
3次下請：90.5%

82.8万人
25.2％

36.5万人
11.1％

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

年間実労働時間の推移

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：2065時間
2018年度：2036時間

▲29時間

2007年度：1993時間
2018年度：1954時間

▲41時間

2007年度：1807時間
2018年度：1697時間

▲110時間

82時間

339時間

万人
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新･担い手３法（品確法と建設業法･入契法の一体的改正）について

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～ ＜政府提出法案＞

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～ ＜議員立法※＞

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格
への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による
生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測
量、地質調査その他の調
査及び設計」を、基本理
念及び発注者･受注者の責
務の各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化
のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技士補)
を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請)：一定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を
合理化

・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備

※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法
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１.建設業の働き方改革の促進

下請代金のうち労務費相当分について現金払

工期も含む見積書を交付

工事を施工しない日や時間帯の定め
をするときには契約書面に明記

＜参考＞
建設業の働き方改革のた
めの関係省庁連絡会議
において、「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」を策
定し、関係省庁に要請。

実施を勧告

中央建設業審議会が工期に関する基準を作成

長時間労働の是正

入札契約適正化指針に公共発注者が取り組むべき事項とし
て、工期の確保や施工時期の平準化を明記（※）
（※）公共団体等に対する努力義務。地方自治体への要請が可能となる。

※省令事項として位置付け

下請の建設企業も含め社会保険加
入を徹底するため、社会保険に未
加入の建設企業は建設業の許可・
更新を認めない仕組みを構築

不良・不適格業者の排除
や公正な競争を促進

元請

一次下請

二次下請

下請代金のうち
労務費相当分を

現金払

技能者

毎月の給与
（法定福利費含む）の支払い

適正な賃金水準や社会保険
加入のための原資を確保

処遇改善

通常必要と認められる期間
に比して著しく短い工期に
よる請負契約の締結を禁止
・違反した場合、勧告
・従わないときは、その旨を
公表
※建設業者の場合は監督処分

注文者

工程の細目を明らか
にし、工種ごとの作業
及びその準備に必要
な日数を見積り

建設業者

平準化
＜入契法にて措置＞

出典：建設総合統計 出来高ベース（全国）

建設工事の月別推移

76.3%

15.0%

8.6%

出典：国土交通省「平成30年度下請取引実態調査」

支払手段に関する回答結果

下請労働者の処遇改善

全額現金で支払っている

少なくとも労務費相当分は
現金で支払い、残りは手
形で支払っている

その他

97%

2% 1%

３保険加入

３保険いずれ
か加入
未加入

企業別 ＜３保険＞

※「未加入」には、関係法令上社会
保険の加入義務のないケースも含
んでいる。

出典： 農水省、国交省「公共事業労務費調査」
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工期の適正化
（建設業法第１９条、第１９条の５・６、第２０条、第２０条の２、第２１条、第３４条、入契法第１１条）

実施を勧告

◆中央建設業審議会が工期に関する基準を作成
（中央建設業審議会の設置等）

第三十四条 （略）
２ 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関す
る基準並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

◆通常必要と認められる期間に比して著しく短
い工期による請負契約の締結を禁止

（著しく短い工期の禁止）
第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必
要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締
結してはならない。

注文者

◆工程の細目を明らかにし、工程ごとの作業及
びその準備に必要な日数を見積り

（建設工事の見積り等）
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容
に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工
事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工
事の見積りを行うよう努めなければならない。

２・３ （略）

建設業者

◆工事を施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書面に明記

（建設工事の請負契約の内容）
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しな
ければならない。
一～三 （略）
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五～十六 （略）

◆工期に影響を及ぼす事象で認識しているもの
について契約締結までに通知

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供）
第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下そ
の他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定
める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するま
でに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な
情報を提供しなければならない。
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工期に関する基準（イメージ）

契

約

完

成

＜各工期において考慮すべき事項＞

準 備
施 工

後片付け等
基礎工事 躯体工事 内装仕上げ工事

・労働者や建設資材の投入量
・採用している工法

と工期の関係を確認

・自然的要因（多雪、寒冷、多雨、強風等）
・不稼働日（週休２日、祝日、年末年始、夏期休暇等）

＜全工期に共通する事項＞

＜その他考慮すべき事項＞

・過去の同種類似工事の実績
・工事別の特性を考慮
（例）新築工事：地下水及び地下埋設物の存在

改修工事：アスベスト除去工事
再開発工事：保留床の処分時期

・用地買収や建築確認、
道路管理者との調整

・工事場所の周辺環境、
近隣状況及び規制等

・仮設工作物の設置、
資材及び機器の製作
期間、調査、測量等

・地下水及び地下
埋設物の存在

・掘削土の搬出

・養生期間
・受電の時期

・設備の総合試運
転調整

・官公署の完了検査

・工事の完成検査

・仮設工作物の撤
去、清掃等

※特に設計変更が行われる場合には、工期の変更が認められないケースが多いため、重点的に確認

・工期に関する基準は定量的なものではなく、例えば以下のような工期を設定する際に考慮すべき定性的な
事項を盛り込むことを想定
・今後、中建審の下にＷＧを設置するなどして、基準の作成に向けた専門的な検討を行う予定
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２.建設現場の生産性の向上

落橋防止装置 ・変位制限装置→ 落橋防止装置

変位制限装置

○監理技術者の専任緩和
監理技術者補佐を専任で置いた場合は、元請の監理技術者の
複数現場の兼任を可能とする

○元請の監理技術者を補佐する制度の創設
技術検定試験を学科と実地を加味した第１次と第２次検定に再編成。
第１次検定の合格者に技士補の資格を付与。

若者の現場での早期活躍、入職促進

元請
○専門工事一括管理施工制度の創設
以下の要件を満たす場合、下請の主任技術者の設置を不要とする：

・一式以外の一定の金額未満の下請工事
・元請負人が注文者の承諾と下請建設業者の合意を得る
・更なる下請契約は禁止

下請

一定の指導監督的な実務の経験を有する者を
専任で配置

主任技術者の設置を不要化

建設工事の施工の効率化の促進
建設生産物に、資材に起因した不具合が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、再発防止のため、建設資材製造業者に対して改善
勧告等ができる仕組みを構築し、建設資材の活用促進に向けた環境を整備

建設資材製造品の積極活用を通じた生産性の向上

落橋防止装置等の溶接不良
（平成２７年１２月２２日 落橋防止装置等の溶接不良に
関する有識者委員会中間報告書）

【事案概要】
耐震補強工事に使用された落橋防止装置等の部
材（約150基のうち、調査を行った80基の約７割にあた
る58基）に、溶接不良による亀裂を発見

落橋防止装置

変位制限装置

許可行政庁
（国土交通省、都道府県）

再発防止のための勧告等

建設業者建設資材製造業者 発注者

建設資材の納入 建設生産物の納入

＜現行制度＞

監理技術者もしくは主任技術者は、請負金額が３，５００万円（建築一式工事の
場合は７，０００万円）以上の工事については、工事現場毎に専任が必要。

（例）危険な建物を建築、公衆に危害

限りある人材の有効活用と若者の入職促進

※監理技術者補佐の要件は、
主任技術者の要件を満た
す者のうち、１級技士補を
有する者を想定

※適用対象は、施工技術が画一的で、技術上の管理の
効率化を図る必要がある工種に限定

再発防止の指示
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２．主任技術者の配置義務の見直し①（活用にあたっての要件）

工事を注文する者（一次下請Ａ）と工事を請け負う
者（二次下請Ｂ、Ｄ、Ｅ社）が以下の事項を記載した
書面において合意をする必要がある。この際、一次下
請Ａは注文者の書面による承諾を得る必要がある。
・特定専門工事の内容
・上位下請の置く主任技術者の氏名
・その他国土交通省令で定める事項

二次下請Ｄ社

主任技術者

一次下請A社
主任技術者

二次下請Ｃ社二次下請Ｅ社

主任技術者 主任技術者

注文者

二次下請B社

主任技術者

政令で定める特定専門工事は、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であ
り、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして、以下の工事を想定。
・鉄筋工事
・型枠工事

政令で定める額未満→主任技術者の専任義務が３５
００万円以上となっていることを踏まえ規定する予定

上位下請（一次下請Ａ社）の主任技
術者は、下記の要件を満たす必要があ
る。
・当該特定専門工事と同一の種類の建

設工事に関し一年以上指導監督的
な実務の経験を有すること。

・当該特定専門工事の工事現場に専任
で置かれること。

主任技術者を置かないこととした下請負人（二次下請Ｂ、Ｄ、Ｅ社）は、その下請負に係る建設工事を他人に請け
負わせてはならない。⇒違反した場合、監督処分の対象となる

下請B社

主任技術者

下請B社

主任技術者

下請B社

主任技術者

三次下請Ｙ社

主任技術者

※ 主任技術者を置いている（制度を利用していない）下請は再
下請可能

対象とする工事 （第２項）

下請契約の請負代金の額 （第２項） 手続き （第１．３．４．５項）

配置される主任技術者の要件
（第６項）

再下請の禁止 （第８項）
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３.持続可能な事業環境の確保 等

合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより
円滑に事業承継できる仕組みを構築。

許可の空白期間なく事業承継が可能に

（１）経営の安定性

経営能力 （経営業務管理責任者）

財産的基礎
（請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用）

（２）技術力

業種ごとの技術力 （営業所専任技術者）

（３）適格性

誠実性
（役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除）

【現行の許可制度の要件】

・建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいる
ことを必要とする規定を廃止

事業者全体として適切な経営管理責任体制を有すること

許可
行政庁

会社
Ａ

会社
Ｂ

合併を予定している会社と
の事前打合せ

許可行政庁による手続き
（１～４ヶ月程度）

申
請

会社Ａの許可
に係る工事
はできない

会社Ｂに係る許可

失
効

合併効力の発生
（合併登記日又は合併契約の効力発生日）

会社Ａに
係る許可

許
可
取
得

新会社に係る
許可（会社Ａ、
Ｂが有していた
許可）

新会社に係る許可
（会社Ａ、Ｂが有していた許可）

新
会
社

新
会
社

経営業務管理責任者に関する規制の合理化 円滑な事業承継制度の創設

＜現行＞

＜改正後＞

・下請の建設企業も含め社会保険加入を徹底するため、
社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可・更新
を認めない仕組みを構築（再掲）

事前認可の
手続き

工期等に影響を及ぼすおそれがある事象に関する情報の提供
工事現場におけるリスク発生時の手戻りを減少させるため、注文者が施工上の
リスクに関する事前の情報提供を行う

その他改正事項

不利益取扱いの禁止
元請負人がその義務に違反した場合に、下請負人がその事実を許可権者等に
知らせたことを理由とした不利益な取扱いを禁止

建設業許可証掲示義務緩和
工事現場における下請業者の建設業許可証掲示義務を緩和

災害時における建設業者団体の責務
迅速な災害復旧の実現のため、建設業者と地方公共団体等との連絡調整等、
災害時における公共との連携の努力義務化

※個人事業主の承継についても同様の規定を整備

施工技術の確保
建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術等の向上の努力義務化
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●公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 概要

背景・必要性

１. 災害への対応 ２. 働き方改革関連法の成立
〇「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間
労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性
〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促
進と併せ、生産性の向上が急務

４. 調査・設計の重要性
〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な
役割

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興の
ため、災害時の緊急対応の充実強化が急務

法案の概要

【基本理念】
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ
円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

１. 災害時の緊急対応の充実強化

【基本理念】
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する
者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の
適正な整備への配慮

【公共工事等を実施する者の責務】
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

２. 働き方改革への対応

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、
債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注
見通しの作成・公表等
③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

【基本理念、発注者・受注者の責務】
情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

３. 生産性向上への取組
公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）に

ついて広く本法律の対象として位置付け

４. 調査・設計の品質確保

(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を

有する者の活用促進等

５. その他

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】
(3)公共工事の目的物の適切な維持管理
【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、基本方針や発注者共通の運用指針を改正

（令和元年６月７日成立、
６月１４日公布・施行）
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令和３年
４月１日施行

※公共工事の品質確保の促進に関する
法律は令和元年６月１４日に施行済

令和元年

９月１日施行

令和２年
１０月１日施行

○建設業法
・施工技術の確保に関する建設業者等の責務の追加
・建設業者団体等の責務（災害協定等の締結）の追加
・中央建設業審議会による工期に関する基準の作成

○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に
関する指針に定める事項の追加

○建設業法
・許可基準の見直し
・著しく短い工期の禁止
・建設資材製造業者等に対する勧告等 など、
技術検定制度の見直し以外の部分

６月１２日公布

○建設業法
・技術検定制度の見直し
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

８ .建設キャリアアップシステム



見積り・請求のエビデンスとしての活用

施工実績DB・ビックデータとしての活用

〇「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界
横断的に登録・蓄積する仕組み

〇若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたっ
て建設業の担い手を確保し、ひいては、建設産業全体の価格交渉力・競争力を向上させるもの

〇また、労務単価の引き上げや社会保険加入の徹底といった、これまでの技能者の処遇改善の取組を
さらに加速させるもの

〇平成３１年４月より「本運用」を開始。初年度で１００万人、５年で全ての技能者の登録を目標

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況等

ピッ！

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

建設キャリアアップシステムの構築

技能者情報等の登録 カードの交付・現場での読取

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容 等

※システム運営主体
（一財）建設業振興基金

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

就
業
履
歴
を
蓄
積

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者（見習い）

中堅技能者
（一人前の技能者）

職長として現場に
従事できる技能者

高度なマネジメ
ント能力を有す
る技能者（登録
基幹技能者等）

評価基準に合わせ
てカードを色分け

技能者の経験の見える化・能力評価

現場管理のIT化・書類削減
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建設技能者の能力評価制度（概要）

○建設キャリアアップシステムに蓄積される就業履歴や保有資格を活用した技能者の能力評価基準を策定。
○基準に基づき、技能者の技能について、４段階の客観的なレベル分けを行う。レベル４として登録基幹技能者、レベル３として
職長クラスの技能者を位置づけ。
○技能レベル（評価結果）を活用して、技能者一人ひとりの技能水準を対外的にＰＲし、技能に見合った評価や処遇の実現等
を図る。

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者
（見習い）

：
中堅技能者
（一人前）

職長として現場に
従事できる者

高度なマネジメント
能力を有する者

（登録基幹技能者等）

※専門工事業団体等が職種毎の能力評価基準を策定

経験年数 □年

○技能の対外的ＰＲ

建設キャリアアップ
システム

・資格を登録
・カードをリーダーにかざし
就業履歴を蓄積

○経験（就業日数）

○知識・技能（保有資格）

○マネジメント能力
（職長や班長としての
就業日数 など）

能力評価基準（※）を
策定し、レベルを判定

キャリアアップシステムと
連携したレベル判定システ
ム（仮称）を構築・活用

レベル１

経験年数 ○年

○○技能講習

１級□□技能士

班長経験 □年

経験年数 ★年

登録基幹技能者

職長経験 ★年

業界横断的な経験・技能の蓄積 技能の客観的なレベル分け

技能レベル（評価結果）を活用した処遇改善等

○キャリアパスの明確化 ○専門工事企業の施工能力のＰＲ

若年層の入職拡大・定着促進

レベルに応じて
カードも色分け

取引先や顧客にＰＲ（価格交渉力の強化）

キャリアアップに必要な経験や
技能が明らかに

高いレベルの職人を育て、雇用する企業が選ばれていく

発注者
（公共・民間）

元請企業

エンド
ユーザー人材育成に取り組み、

高い施工能力を有していることをＰＲ

所属する技能者のレベルや
人数に応じた評価を見える化

※第６回専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会（平成31年3月6日）において了承、
建設技能者の能力評価制度に関する告示及びガイドラインを平成31年4月1日に施行
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建設キャリアアップシステムの活用によって実現できること

建設キャリ
アアップシ

ステム

工事書類

作成機能

入退場時間

本人確
認・顔写

真

技能者の
日々の就

業履歴

技能者の

資格情報

社保加入

情報

技能者の能力
レベルと処遇の
見通しの明確化

勤怠管理・
出面管理の
システム化

生体認証によ
る入退場管理

雇用関係の
見える化

システムで

稼働状況把握

システムで
技能者の

稼働状況把握

スマートで生産性
の高い建設業へ

高レベル技能者配置を
経審で評価

技能者を雇用し育成
する企業の評価

カードタッチで建退協退
職金の掛金（電子申請）

技能者の経験・能力
に応じた処遇

公正な競争環境

建設キャリアアップシステムを活用して、建設技能者の処遇改善、建設産業の生産性向上と
価格交渉力の向上、若年者の入職促進

見積り・請求のエビデンス

施工体制台

成効率化

施工体制台
帳、作業員
名簿等の作
成効率化

書類削減

キャリアパスと処遇の見通し
や建設業のイメージアップ

５９



書類作成の効率化・ペーパーレス化書類作成の効率化・ペーパーレス化
（生産性向上・働き方改革）

発注における企業評価のインセンティブ

システムの活用で元請企業が得られるメリット

経営事項審査における加点評価 等

・技術力の評点で、能力評価基準でレベル４の者を３点、レベル３の者を
２点加点（予定）
・社会性評価でシステム登録技能者のうち、レベル２以上にアップした
技能者の割合等を最大10点評価（予定）

・キャリアアップシステムの事業者登録等を総合評価で２点加点
（一定規模の土木一式工事について10月から導入）

公共発注者が企業評価で加点措置する取組 (2019.9現在)

山梨県山梨県

・システムを現場で運用する企業の総合評価での評価 を検討
・競争参加資格審査で登録事業者に対する加点を検討

長野県長野県

・次期競争参加資格審査で、事業者登録を地域貢献活動として加点福岡県福岡県

元
請
企
業

①名簿作成・書類
提出の要求

④名簿・書類提出

⑤内容・書類確認

⑧追加提出

⑨最終確認

現 状

下
請
企
業

②記載内容確認・
必要書類確認

③書類提出

⑥追加の確認

⑧追加提出

下
位
下
請
／
技
能
者

元
請
企
業

①情報登録依頼
メール

下
請
企
業

技
能
者

下
位
下
請

システムで書類の自動作成が可能

③現場登録

キャリアアップシステム

④作業員名簿確認 ③施工体制確認

作業員名簿 施工体制台帳

現場管理の効率化、下請の稼働状況等の見える化

○ システムの登録情報で、作業員名簿や施工体制台帳の自動作成が可能
○ 法令で必要な書類等の作成の負担軽減やペーパーレス化で、業務が効率化
○ 元請等の建退共事務も効率化 （元請への就労実績報告の電子化、下請への
証紙交付枚数の自動計算）

○元請等は、下請や技能者の稼働状況がリアルタイムに把握可能
○技能者の保有資格・経験や、社会保険加入状況確認の効率化
○稼働現場以外は、技能者と所属企業の同意がなければ情報は非開示
※現場稼働中も、他社での施工実績の閲覧はできない

元請等が現場稼働中に閲覧できる現場情報

◎ 自社に関する現場情報 ◎ 現場情報

◎ 下位の下請事業者の情報 ◎ 現場に入退場した技能者の就業履歴

下請の雇用関係や技能者の見える化 技能者の社会保険加入状況の確認

技能者の稼働状況の把握 現場の安全管理にも効果

②情報登録依頼
メール

下位事業者一覧 作業員履歴一覧情報

この他、日建連では、４段階に応じた労務単価の設定、システム
に熱心に取り組んでいる下請企業に対する優先的な下請発注等を
検討 ６０



建退共事務受託様式５号

報 告 事 業 所名

住 所

電 話 番 号 03-5400-0000

共 済 契 約 者

番 号

工 事 名

工 事 コ ー ド

備 考 印

（ 契 約 者 番 号 ） 100-9999

元 請 事 業 所名

次の表のとおり、就労実績を報告します。

就労状況 ～

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計日数

1 01-1234567 建設　ﾀﾛｳ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

2 01-1234568 建設　次郎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

3 01-1234569 豊島　元気 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

4 01-1234570 豊島　花子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

88総合計

No. 被共済者番号 項番 氏名
令和1年5月1日 令和1年5月31日

（契約者番号） 63-9001

元請建設株式会社 一次事業所名 Ａ建設株式会社

99-999-9999

被共済者就労状況報告書（日別報告様式）
整理番号 　111

報 告 日元請建設株式会社　殿 令和xx年xx月xx日

Ａ建設株式会社

東京都豊島区東池袋〇丁目１

63-9001

池袋小学校改修工事 現場責任者確認

令和xx年xx月xx日 令和xx年xx月xx日

建退共事務受託様式４号

次の表のとおり、就労実績を報告します。 ～

1

2

3

4

合計 110

63-9001 Ａ建設株式会社 01-1234570 豊島　花子 22

63-9001 Ａ建設株式会社 01-1234568 建設　次郎 22

63-9001 Ａ建設株式会社 01-1234569 豊島　元気 22

就労日数

310円

63-9001 Ａ建設株式会社 01-1234567 建設　ﾀﾛｳ 22

被共済者名No. 共済契約者番号 項番 共済契約者名 被共済者番号

令和xx年xx月xx日 令和xx年xx月xx日

元 請 事 業 所 名 元請建設株式会社 一 次 事 業 所 名 Ａ建設株式会社

報告期間：

備 考 印

(共済契約者番号) 100-9999 ( 共 済 契 約 者 番 号 ) 63-9001

工 事 コ ー ド 99-999-9999

報 告 事 業 所 名 Ａ建設株式会社

住 所 東京都豊島区東池袋〇丁目１

電 話 番 号 03-5400-0000

共 済 契 約 者
番 号

63-9001

工 事 名 池袋小学校改修工事 現場責任者確認

被共済者就労状況報告書（月別報告様式）
整理 番号 111

報 告 日 令和xx年xx月xx日元請建設株式会社　殿

建設キャリアアップシステムを活用した建退共事務の効率化

①下請はキャリアアップシステムにログイン
し、管理メニューからシステムに蓄積された
就業履歴データを各自のパソコン等に出力
（ＣＳＶファイル）

【元請業者の作業】

④元請は下請から受領した請求データを
ツールで読み込み就労実績報告書を出力

就労履歴
データ

②下請は出力した就業履歴データの内容を確
認の上、ツールで読み込む。
ツールの画面上で複数現場での就労分等を
延べ就労日数に修正

出力 読込 出力

③元請に提出する書類を統一様式で自動作成。
下請は請求書類と併せて請求データをメー
ル等で元請に提出。

提出

読込

就労実績
データ

メール等

受領

下請メニュー

元請メニュー

必用な証紙枚数
（納付日数）

※統一様式

※統一様式

キャリアアップシステムを活用した建退共事務の効率化イメージ

○建設キャリアアップシステムに蓄積された就業履歴データを、建退共が提供するアプリケーション（就労実績報告作
成ツール）で読み込むことで、元請けに対する請求書類や就労実績報告書を電子的に作成、電子申請導入後
（令和２年度中を予定）これを建退共の専用サイトに読み込ませることで、建退共の掛金納付が可能となる。

【下請業者の作業】

※ファイル
は暗号化

【電子申請方式】

建退共電子申請専用サイト

⑥元請は就労実績データを建退共の
電子申請サイトに登録することで
掛金を納付。

⑤ツールで下請毎の就労実績が自動
的に集計される。

就労実績
データ 登録

※ファイルは
暗号化

出力

充当
通知

⑦専用サイトから元請業者及び下請業者へ充当
通知が行われる。下請業者は、雇用している技
能者に対して、充当通知を行う。

【証紙貼付方式】

⑥元請は就労実績報告書に
基づき下請に必用な証紙
の枚数を交付

貼付

⑦下請は雇用者の共済
手帳に貼付・消印する
ことで掛金を納付

交付

就労実績報告作成ツール（以下 ツール）とは？
●（独）勤労者退職金共済機構（以下 建退共）のＨＰで無償提供
される就労実績報告書を統一した様式で作成できるアプリケー
ション。

●ツール登録されたデータをキャリアアップシステムの就業履歴に
活用することも検討。

※ＣＳＶ出力し読み込むた
めの対応は、令和2年秋頃
開始予定
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経営事項審査の審査基準改正 技術力（Z）項目の評価（案）

改正の背景・目的

○ 現在、技術力（Z）の中の技術職員数（Z ）として、登録基幹技能者には3点、技能士１級には２点が付与されている。
○ 建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」）が平成31年4月より本運用を開始し、今後、建設技能者がレベル1～4の4段階に
レベル判定されることとなることから、本レベル判定を活用して、優れた技能を有する建設技能者を雇用する事業者を評価。

改正の概要

CCUSにおいて以下のレベルを取得した者を技術職員数（Z ）の技術職員区分・資格に追加し、所要の評点を付与する。
（本件改正は令和2年4月を予定）
○ 国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者について、「登録基幹技能者」同等のレ
ベルとして評価し、3点の評点を付与する。
＜考え方＞
技術職員区分「基幹技能者」（評点3点）は、登録基幹技能者を対象。建設技能者の能力評価基準においては、登録基幹技能者をレベル4とし
て判定しており、これと同等の技能を有すると判定されたレベル4の建設技能者を評点3点として評価。
（レベル4として、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者（建設マスター）、卓越した技能者（現代の名工）、安全優良職長厚生
労働大臣顕彰受賞者 等）

○ 国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者について、「技能士1級」同等のレベルと
して評価し、2点の評点を付与する。
＜考え方＞
・技術職員区分「２級技術者」（評点2点）は、技能士1級を対象。建設技能者の能力評価基準においては、レベル3として技能士1級の資格を求め
ているものが太宗であることから、これと同等の技能を有すると判定されたレベル3の建設技能者を評点2点として評価。

技能士２級
同等有資
格者＋
実務経験

技術者資格２
級または
技能士１級

レベル４

の建設
技能者

技術者
資格
１級

１点
２点

１級監理
受講者

（必要な資
格は評点
５点者と
同様）

レベル３

の建設
技能者

６点

【改正案】

技能士２
級同等有
資格者＋
実務経験

技術者資格２
級または
技能士１級

技術者
資格
１級

１点 ２点 ３点 ５点

１級監理
受講者

（必要な資
格は評点
５点者と
同様）

６点

登録基幹
技能者

【現 行】

登録基幹
技能者

３点
５点

※令和2年４月より施行予定
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経営事項審査の審査基準改正 その他審査項目（社会性）（W）の評価（案）

改正の背景・目的

○ 改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術
又は技能の向上に努めなければならないこととされた。

改正の概要

○ 経営規模等のその他の審査項目（社会性等）区分
（W）による審査項目を以下の通り見直す。

新たにW として「知識及び技術又は技能の向上に関
する取組の状況」の項目を追加し、継続的に知識及び
技術又は技能の向上に努めている技術者・技能者を抱
える企業を評価する。

項目区分 審査項目
最高点
／最低点

ウェイ
ト

その他
審査項目
（社会性等）

W

①労働福祉の状況
②建設業の営業継続の状況
③防災活動への貢献の状況
④法令遵守の状況
⑤建設業の経理の状況
⑥研究開発の状況
⑦建設機械の保有状況
⑧国際標準化機構が定めた
規格による登録の状況
⑨若年の技術者及び技能
労働者の育成及び確保の状況
⑩知識及び技術又は技能の
向上に関する取組の状況

最高点
1,966点
／

最低点
▲1,995点

0.15

建設工事に従事する者の継続教育意欲を促進さ
せ、もって施工能力の向上を図る ※赤字箇所が新規追加項目

【その他審査項目 改正案】

○ 継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の
取組の状況を新たに評価。
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９ .社会保険加入加入対策



これまでの主な取組

建設業における社会保険加入対策の概要

関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 を実現する必要がある

中央建設業審議会 「建設産業における社会保険加入の徹底について（提言） 」 （平成２４年３月）

○ 建設業社会保険推進連絡協議会の設置 （H24.5設置、H29.5改組）

・建設業関係団体等８４団体、学識経験者、行政（国交省、厚労省）により構成

１．行政・元請・下請一体となった保険加入の推進

○ 経営事項審査における減点幅の拡大等 （H24.7～）

・未加入企業に対する減点幅の拡大（H24.7～）、減点措置の厳格化（下限値をゼ
ロからマイナスへ見直し）（H30.4～）

○ 許可更新時等の確認・指導 （H24.11～）

・許可更新・経審・立入検査時に保険加入状況を確認・指導
・立入検査時には元請企業の下請企業への指導状況も確認
・未加入の企業は保険担当部局に通報

２．行政によるチェック・指導

○ 下請指導ガイドライン（課長通知）の制定 （H24.11～）

・元請企業は、下請企業や作業員の保険加入状況を確認・指導
・遅くとも平成２９年度以降は、
①未加入企業を下請企業に選定しない
②適切な保険に未加入の作業員は特段の理由が無い限り現場入場を認めない

との取扱いとすべき

５．社会保険加入に係る建設企業の取組指針の制定・浸透

○ 直轄工事の予定価格への反映 （H24.4～）

・事業主負担分及び本人負担分について、必要な法定福利費を予定価格に反映

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用

・専門工事業団体毎に「標準見積書」を作成し、活用を開始（H25.9～）
・建設業許可部局の立入検査による見積書の活用徹底（H28.6～）
・研修会の開催、簡易版の「見積書の作成手順」の作成等による周知・啓発

○ 請負代金内訳書への法定福利費の内訳明示 （H29.7）

・標準約款（公共／民間／下請）を改正し、受注者が作成し発注者に提出する請
負代金内訳書に法定福利費を内訳明示

○ 法定福利費の支払い状況に関する実態調査の実施 （H29.9）

６．法定福利費の確保

○ 国土交通省直轄工事における対策の実施 （H26.8～段階的に実施）

・二次以下の下請企業についても加入企業に限定（H29.4～）
・二次以下の未加入企業についても元請にペナルティを実施（H29.10～）

○ 地方公共団体発注の工事における対策の実施

・加入企業への限定を図ることを入札契約適正化法に基づき要請（H28.6）
・公共標準約款を改正し、下請企業を加入企業に限定する規定を創設（H29.7）

３．公共工事における対策の実施

○ 周知・啓発・相談体制の充実等

・相談窓口の設置、全国社会保険労務士会連合会との連携強化（H28.7～）
・地元の建設業者が参加し、事例共有や行動基準の採択を行う「社会保険加入推
進地域会議」を都道府県単位で開催（H29.7～）

・「適切な保険」についてフローチャート形式で確認できるリーフレットの作成、
周知（H30.1）

７．その他

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、
労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進すること
を申し合わせ

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、
労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進すること
を申し合わせ

○ 工事施工を加入企業に限定する旨の誓約書の活用 （H30.1～）

４．民間発注工事における対策の実施 65



社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの概要

〇下請企業について保険加入の確認・指導等

社会保険については関係者を挙げて取り組むことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要

元請企業の役割と責任

• 選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、未加入
である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導する

• 再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険
に加入していることを確認し、未加入の企業があれば指導する

• 遅くとも平成２９年度以降においては、社会保険の全部又は一部に適用除外
ではなく未加入である建設企業を下請企業に選定しないとの取扱いとすべき

〇現場に入場する作業員について保険加入の確認・指導等

• 新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会
保険欄を確認 し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した
下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導する

• 遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険への加入が確認できな
い作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱
いとすべき

〇法定福利費の適正な確保

• 見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があり、法定福利費を内訳明示した見積書の提出について、下請企業に対する見積条件に明示す
るとともに、提出された見積書を尊重すること

• 元請負人が、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや他の費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金
額で建設工事の請負契約を締結することは厳に慎むべき

〇「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそ
れぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針とするべきものとして策定

〇同ガイドラインは、平成２４年７月に通知し（課長通知）、同年１１月１日に施行（平成２８年７月２８日最終改訂）

下請企業の役割と責任

従業員の社会保険加入義務を負っているのは雇用主であるため、下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが必要不可欠

〇雇用する労働者の適切な社会保険への加入 〇元請企業が行う指導等への協力

• 労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社
員についての保険加入手続を適切に行う

• 労務関係経費の削減を意図して、雇用者を個人事業主として請負契約を結ぶことは、偽
装請負として労働関係法令に抵触するおそれ

• 元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての下請
企業に行き渡るよう、元請企業が行う指導に協力する

〇法定福利費の適正な確保

• 自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、法定福利費を内訳明示した見積書を注文者に提出するとともに、業務の一部を再下請負させる
場合は、再下請負人の法定福利費を適正に確保する
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「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

所属する事業所

就労形態 雇用保険
医療保険

（いずれか加入）
年金保険事業所の

形態
常用労働者
の数

法 人

１人～
常用
労働者

雇用保険※２

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）※１

厚生年金

－ 役員等 －

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）※１

厚生年金

個 人
事業主

５人～
常用
労働者

雇用保険※２

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）※１

厚生年金

１人～４人
常用
労働者

雇用保険※２
・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

－
事業主、
一人親方

－
・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

：事業主に従業員を加入させる義務があるもの ：個人の責任において加入するもの

※１ 年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
（この場合は、協会けんぽに加入し直す必要は無い。）
適用除外承認による国民健康保険組合への加入手続については日本年金機構のホームページを参照。
（http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.files/0703.pdf）

※２ 週所定労働時間が２０時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。

「下請指導ガイドライン」における

「適切な保険」の範囲

３保険

医療保険及び年金保険

３保険

雇用保険
（医療保険と年金保険については個人で
加入）

（医療保険と年金保険については個人で
加入）※３

※３ 但し、一人親方は請負としての働き方をして
いる場合に限る（詳しくは、一人親方「社会
保険加入にあたっての判断事例集」参照）
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10 .その他



東北地方整備局では、平成１９年４月以降、「建設業法令遵守推進本部」を設置し、建設業者や一
般の方から寄せられる違反情報を基に立入検査を実施するなど、建設業における法令遵守の徹底
を強化しているところです。

１.通報・相談件数 ９６件（１７７件）

２.立入検査実施件数 ８７社（ ８４社）
うち社会保険未加入対策に特化した立入検査件数 ５社（ ３８社）

３.監督処分・勧告件数
・監督処分（営業停止・指示） ０社（ ０社）
・勧告 ２社（ ３社） ※（ ）は前年度の数値

平成３０年度の活動結果

重点的な取組

○書面契約の周知徹底
元請・下請間の下請代金の不払に関する通報・相談が大半を占め、その主な要因が書面による契約締結が行われていないことで
あることから、立入検査や講習会等の機会を活用し、指導及び周知徹底に努めます。

○大臣許可業者以外の建設企業への立入検査のい強化・法令遵守の周知徹底
下請け代金の不払相談において、不払を指摘された建設企業の多くは大臣許可業者以外の建設企業であることから、これらの建設
企業への立入検査の強化を図るとともに法令遵守の周知徹底に努めます。

○法令違反等情報の収集
「駆け込みホットライン」等の情報受付窓口の積極的な活用促す。

令和元年度の活動方針

平成３０年度活動結果と令和元年度活動方針
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受付した通報・相談内容の件数

合計 ９６件

平成３０年度活動結果

立入検査の実施状況

合計 ８７社

法令違反、不適法な行為を是正すべき旨の勧告状況

合計 ２社

法定支払期限不適切 ・・・１社

廃止営業所での契約締結 ・・・１社

0 10 20 30 40 50

社会保険加入関係

建設業法等に関する質問・相談

建設業法等の違反のおそれ

不払相談

9

15

23

49

0 20 40

社会保険加入対策関連

県との共同立入検査

下請取引等実態調査結果によるもの

通報等により法違反の疑義又は過去に勧告・監督処

分を受けた業者

これまで立入検査を受けていない業者

5

12

12

23

35

※【通報・相談手段の内訳】
・駆け込みホットライン・代表電話 ６３件（９０件）
・建設業フォローアップ相談ダイヤル ９件（６０件）
・上記以外（来庁、手紙、メール、ＦＡＸ） ２４件（２７件）
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受付した通報･相談内容の中で特に多かったもの

【下請代金の支払(建設工事】
・ 建設工事の請負契約における元・下関係のトラブルの中でも、特に多く見
受けられるのは下位請負業者が上位請負業者から代金をもらえないという
「下請代金の支払い」をめぐる相談である。
この「下請代金の支払い」に共通しているのは、契約当事者間において下

請契約書の取り交わしをしていない下請業者の相談が圧倒的に多い。

・ 個人事業主からは、常用契約(人工単価による労働実績払い)を締結してい
て賃金が払ってもらえないという内容の相談が多い。単に労務の提供のみ
で、目的物の完成に責任を有していない契約である場合、建設業法の適用対
象にはならず労働者派遣法に違反する可能性があるため、適正に請負契約
を締結しなければならない。

・口頭契約はせず、必ず工事着手前に契約書面を取り交わさなければならな
い。
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書面あり
33%

書面なし
67%

下請代金の不払相談における契約書面締結の割合

平成３０年度、建設工事における下請代金の不払相談は４９件ありました（全相談件数の約５
１％）。

書面で契約を締結していない相談者に対しては、建設業法違反であることやトラブルの要因となる
ことを伝え、今後は書面で契約を締結するよう指導しました。

不払相談の６割以上は
契約書面を取り交わして
いない

建設工事の不払相談における契約書面締結の割合
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建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央
（国土交通本省）と各都道府県に置かれています。
工事の雨漏りなどの欠陥（瑕疵）があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといっ
た建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの
専門的な知識が必要となることが少なくありません。
建設工事紛争審査会（以下「審査会」といいます。）はこうした建設工事の請負契約に関する紛争に
ついて、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建
設業法に基づいて設置された公的機関です。 （建設業法第２５条）

（注） ① 審査会は、建設業者を指導・監督したり技術的な鑑定を行う
機関ではありません。
② 不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に
伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争
などは取り扱うこととができません。

建設工事紛争審査会事務局（東北地方整備局管内）

審査会名 担当部局 　　　　住所 電話番号

中央
国土交通省土地・建設産業局
建設業課紛争調整官室

〒100-8198 東京都干代田区霞ヶ関2-1-3 03-5253-8111（内29718）

青森県
県土整備部監理課
建設業振興グループ

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 017-722-1111（内4240）

岩手県
県土整備部建設技術復興課
建設業振興担当

〒020-8570 岩手県盛関市内丸10番1号 019-629-5954

宮城県
土木部事業管理課
建設産業振興・指導班

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 022-211-2111（内3116）

秋田県 建設部建設政策課　建設業班 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1-1 018-860-2426

山形県 県土整備部建設企画課 〒990-8570 山形県山形市松波ニ丁目8-1 023-630-2402

福島県 土木部技術管理課　建設産業室 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7452
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駆け込みホットライン（Ｈ１９年４月～）
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建設業フォローアップ相談ダイヤル（Ｈ２７年３月～）

発注者には言いにくいことや、公共工事の施工現場で事業者が直面
する困難な実態などについて、元請事業者、下請事業者など様々な立
場の事業者から現場の生の声を聴かせていただくことを目的に開設
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建設業取引適正化センター（Ｈ２１年７月～）

元請・下請間の取引で「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからな
い」という方には、その解決方法をアドバイスし、「どこに相談したら良い
かわからない」という方には、相談先である関係行政機関、紛争処理機
関等を紹介
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「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の概要

通達の内容

○建設業団体の長に対して、資金需要の増大が予想される夏期・冬期に、下請契約及び下請代金支払の
適正化並びに施工管理の徹底等を要請するもの。（令和元年８月１日発出）

（１）見積り

○ 明確な経費内訳による見積書の提出に基づく、双方の協議による適正な手順を踏
まえた下請代金の設定

○ 請負契約書に記載すべき事項（請負代金の額を除く）について、具体的内容を見
積条件として提示

○ 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに、
必要な経費に十分留意

○ 追加・変更契約の際にも見積依頼及び見積書を提出することを徹底

（２）社会保険加入の徹底

○ 元請負人は、下請負人に対し法定福利費を内訳明示した見積書の提出を促し、提
出された見積書を尊重して法定福利費を適正に含んだ額により下請契約を締結

○ 下請負人は、元請負人又は直近上位の下請負人に対し、法定福利費を内訳明示し
た見積書を提出するとともに、再下請負人に対し、法定福利費を内訳明示した見
積書の提出を促し、提出された見積書を尊重

○ 併せて、自ら雇用する技能労働者に対し、社会保険料の本人負担分を適切に含ん
だ額の賃金を支払い、法令が求める社会保険への加入を徹底

○ 建設工事標準請負契約約款の周知徹底

（３）契約

○ 書面による建設工事着工前の契約締結の徹底

○ 赤伝処理をする場合は合意に基づき契約書類に明記

○ 指値発注の禁止

○ 適正な手順による追加・変更契約、直ちに追加・変更契約の内容が確定できない
場合の対応

（４）建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休２日の推進等

○ 働き方改革関連法が成立したことを踏まえ、下請契約においても適正な請負代金
と工期設定を行い、週休２日など休日確保の推進

（５）施工管理の徹底

○ 見積・契約時における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確
化、適切な施工計画の作成、工事現場における施工体制の十分な確保、工事全体
の工程管理や工事目的物・工事用資材等の品質管理及び工事現場における安全管
理等の施工管理の一層の徹底

○ 施工体制台帳及び施工体系図の作成、工事現場ごとの備え置きの徹底

（６）検査及び引渡し

○ 工事が完成した旨の通知を受けた日から20日以内で、できる限り短期間に検査
を完了

○ 検査完了後、下請負人から申し出があったときは直ちに引渡し

（７）下請代金の支払

○ 下請代金の支払はできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合、少
なくとも労務費相当分は現金払

○ 120日以内で、できる限り短期間の手形期間（将来的には60日以内）

○ 特定建設業者は、一般の金融機関による割引を受けることが困難な手形の交付
による支払の禁止

○ できる限り短期間のファクタリング方式による決済期間

○ 注文者から支払を受けた日から１月以内でできる限り短期間での支払

○ 特定建設業者は、建設工事の完成を確認した後、引渡しの申し出の日から50日
以内で、できる限り短期間での支払

○ 正当な理由のない長期間の支払保留の禁止

（８）下請負人への配慮等

○ 下請負人の倒産、資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対し不
測の損害を与えることのないよう配慮

○ 建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額等の必要な諸経費の適切な考慮、
下請負人の資金繰りや雇用確保への配慮

○ 地域建設業経営強化融資制度等の活用による支払の適正化

○ 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者による、下請負人への法令遵守
指導

（９）技能労働者への適切な賃金の支払

○ 公共工事設計労務単価の上昇等を踏まえ、技能労働者に対する適切な水準の賃
金を支払

○ 「建設業フォローアップ相談ダイヤル」の活用及び周知

（１０）消費税の円滑かつ適正な転嫁

○ 令和元年１０月１日の消費税率引上げに伴う対応に十分留意

（１１）関係者（資材業者・賃貸業者・警備業者・運送事業者等）への上記の事項に
準じた配慮 77


