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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

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
工期に関する基準
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
監理技術者制度運用マニュアル

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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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．適正な契約の締結と請負代金の支払い



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６版（令和２年９月）

http://www.mlit.go.jp/common/001365333.pdf

請負契約の適正化
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13－１ 独占禁止法との関係について（建設業の下請取引に関する建設業法との関係）
13－２ 社会保険・労働保険等について（法定福利費の確保）
13－３ 労働災害防止対策について（実施者と経費の負担の明確化）

１．見積条件の提示等（建設業法第20条第3項、第20条の２）
２．書面による契約締結 （１）当初契約（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第1項）

（２）追加工事等に伴う変更契約（建設業法第19条第2項、第19条の3）
３．工期 （１）著しく短い工期の禁止（建設業法第19条の5）

（２）工期変更に伴う変更契約（建設業法第19条第2項、第19条の3）
（３）工期変更に伴う増加費用（建設業法第19条第2項、第19条の3）

４．不当に低い請負代金（建設業法第19条の3）
５．指値発注（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項）
６．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第19条の4）
７．やり直し工事（建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3）
８．赤伝処理（建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項）
９．下請代金の支払 （１）支払保留・支払遅延（建設業法第24条の3、第24条の6）

（２）支払手段（建設業法第24条の3第2項）
10．長期手形（建設業法第24条の6第3項）
11．不利益取扱いの禁止（建設業法第24条の5）
12．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（建設業法第40条の3）

本ガイドラインは、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

（１）建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で、見積条件の提示、契約締結といった以下の12項目について、留意すべき建
設業法上の規定を解説するとともに、建設業法に抵触するおそれのある行為事例を提示

１．策定の趣旨

２．本ガイドラインの内容

（２）関連法令の解説として以下の内容を掲載

建設業法令遵守ガイドラインの概要 （Ｈ１９．６策定、最終改訂Ｒ２．９）
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発注者、元請負人、下請負人、注文者とは

発注者

建設業者
（元請）

建設業者
（１次下請）

建設業者
（２次下請）

建設業者
（３次下請）

発注者
＝建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の
注文者（建設業法第２条５項）

元請負人
＝それぞれの下請契約における注文者で
建設業者であるもの（同上）

下請負人
＝それぞれの下請契約における請負人 （同上）

※下請契約＝建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と

他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部に

ついて締結される請負契約（法第２条第４項）。

いわゆる元下契約、下下契約全てが「下請契約」となる。

下請契約

下請契約

下請契約
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○

○背景

長時間労働を是正するために工期の適正化を促すなど、建設業における働き方改革を促進し、現在及び将来における
担い手を確保するため、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の一部を改正する法律（令
和元年法律第三十号）が、令和元年６月５日に成立、同月１２日に公布され、一部を除き令和２年１０月１日に施行さ
れる。これに伴い、元請負人と下請負人との関係に関する部分について、建設業法令遵守ガイドラインを改訂するもの。

○改訂の概要

１．見積条件の提示等（改正法第２０条の２関係）
【改正法第２０条の２】

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。

（※）国土交通省令で定める事象は、以下の事象とする。

① 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象

② 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

【法改正の背景】

軟弱地盤の沈下などの施工前に想定しうるリスクが、工事施工後に、実際に発生した場合でも、相対的に有利な

立場にある注文者側が工期の延長や請負代金の増額に応じないなど、建設業者側がしわ寄せを被ることとなること

から、工期や請負代金額の初期設定又は契約後変更が適切に行われるよう、契約を締結する以前に、工期や請負代

金額に影響を及ぼす事象に関して注文者が事前に知り得た情報の提供を義務付ける仕組みを構築したもの。

【改訂内容】

下請契約においても、同条の適用があるため、見積条件の提示等に関する行為事例及び記述を改訂した。

【建設業法上違反となる行為事例】

○ 元請負人が地下埋設物による土壌汚染があることを知りながら、下請負人にその情報提供を行わず、そのまま

見積りを行わせ、契約した場合（新設）

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R2.9）について（１／５）
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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工事を施工しない日又は時間帯の定めするときは、その内容
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

※ 契約書に記載しなければならない重要事項１５項目のうち、請負代金の額を除いた１４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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○

○改訂の概要

２．書面による契約締結（改正法第１９条第１項関係）

【改正法第１９条第１項第４号】

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

【法改正の背景】

建設業就業者の長時間労働の是正のためには、建設工事の請負契約の締結に際して、休日が適切に確保されてい

ることが必要となるが、現状としては、注文者側から工期の厳守を求められること等により、他産業並みの週休二

日が十分に確保できていないケースが多く見受けられるため、請負契約の締結に際して、工事を施工しない日又は

時間帯の定めをした場合に、その内容を契約当事者間の遵守事項とすることにより、建設業就業者の休日の確保を

図ったもの。

【改訂内容】

請負契約の当事者が契約の締結に際して書面に記載すべき事項として、第４号を追加する記述を行った。

【建設業法上違反となる行為事例】

〇 下請工事に関し、建設業法第１９条第１項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合

※その他の改正内容（法第２０条第１項（建設工事の見積り）改正関係）

今般の改正において、第２０条第１項（建設工事の見積り）が「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。」と改正された。

これを踏まえ、元請負人は、下請契約の締結に際して、下請負人から交付された見積書において、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が明らかである場

合には、その見積内容を考慮することの記述を行った。

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R2.9）について（２／５）
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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１５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工事を施工しない日又は時間帯の定めするときは、その内容
⑤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
⑥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
⑦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

⑧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
⑨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
⑩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
⑪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
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬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
⑭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
⑮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 18



①公共工事標準請負契約約款

対象：国の機関、地方公共団体、政府関係機

関が発注する工事の請負契約

②民間建設工事標準請負契約約款(甲）
対象：民間の比較的大きな規模の工事を発注

する者と建設業者との請負契約

③民間建設工事標準請負契約約款(乙）
対象：個人住宅等の民間の比較的小さな規

模の工事を発注する者と建設業者との

請負契約

④建設工事標準下請契約約款

対象：公共工事、民間工事を問わず、建設

工事の下請契約全般 19

種 類

※上記のほか、民間の建築関係団体等が定める「民間（七会）連合協定 工事請負契約約款」なども別途存在。

令和2年4月１日に施行された改正民法への対応等のため、中央建設業審議会で審議され、令和元年12月20日、改正された四約款の実施を勧告。
契約書記載事項、譲渡制限特約、著しく短い工期の禁止、契約不適合責任、発注者・受注者の契約解除権などの改正が行われた。

標準約款の改正



○

○改訂の概要

３．工期
（１）著しく短い工期の禁止（改正法第１９条の５） （新設）

【改正法第１９条の５】

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。

【法改正の背景】

建設業就業者の長時間労働の是正のためには、建設工事の契約締結に際し、適正な工期を設定することが必要

であり 、従来のような長時間労働を前提とした短い工期での工事は、事故の発生や手抜き工事にもつながるおそ

れがあるため禁止することとしたもの。

なお、この規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、下請契約の注文者である元請負人

に許可をした許可行政庁（※）は、当該元請負人に勧告を行うこととしている。

（※許可行政庁が国土交通大臣の場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正につい

て」（国不建第１７６号、令和２年９月３０日）参照）

【改訂内容】

１０・１１頁参照

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

① 元請負人が、発注者からの早期の引渡しの求めに応じるため、下請負人に対して、一方的に当該下請工事を

施工するために、通常よりもかなり短い期間を示し、当該期間を工期とする下請契約を締結した場合

② 下請負人が、元請負人から提示された工事内容を適切に施工するため、通常必要と認められる期間を工期と

して提示したにも関わらず、それよりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合

③ 工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量を追加したなど、下請負人の責めに帰さない理由

により、当初の下請契約において定めた工期を変更する際、当該変更後の下請契約の工事を施工するために通

常よりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R2.9）について（３／５）
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上限規制

労
働
基
準
法
違
反

著しく短い工期の禁止 （改正建設業法第１９条の５）①

改正建設業法第１９条の５において、「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。」ことが規定された。
この規定が設けられた主旨は、建設業就業者の長時間労働を是正するためには、適正な工期設定を行う必要があり、
通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする建設工事の請負契約を禁止するもの。

通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間

短い工期と長時間労働の関係 【工期と長時間労働の関係】

時間外労働時間

工
期

長

長

短

短

○ 建設工事の工期は、施工環境・施工技術・労働者数等の様々な要素の影響を受ける

が、時間外労働時間との関係において、その他の要素を一定とすると、右の図のよう

に短い工期と長時間労働には相関関係がある。

○ 特に、令和６年４月からは、建設業についても、時間外労働時間の上限規制の適用

を受けるため、当該上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となる。

時間外労働時間

工
期

○ 改正建設業法第１９条の５の規定の主旨（建設業就業者の長時間労働の是正）を踏

まえた適切な運用を確保するためには、「著しく短い工期」の判断に際しては、単に

定量的な期間の短さに着目するのではなく、「工期短縮が長時間労働などの不適正な

状態を生じさせているか」に着目することが必要。

○ このため、「通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間」とは、単に定量

的に短い期間を指すのではなく、 「建設工事の工期に関する基準」（令和２年７月

２０日、中央建設業審議会決定） 等に照らして不適正に短く設定された期間をいう。

【工期と長時間労働の関係】
（令和６年４月～）

長

長
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著しく短い工期の禁止 （改正建設業法第１９条の５）②

時間外労働時間の罰則付き上限規制の適用（令和６年４月１日～）

著しく短い工期の判断の視点

① 契約締結された工期が、「工期基準」で示された内容を踏まえていないために短くなり、それによって、下請負
人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することになっていないか。

② 契約締結された工期が、過去の同種類似工事の工期と比較して短くなることによって、下請負人が違法な長時間
労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することになっていないか。

③ 契約締結された工期が、下請負人が見積書で示した工期と比較して短い場合、それによって、下請負人が違法な
長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することになっていないか。

著しく短い工期の判断材料

○ 見積依頼の際に元請負人が下請負人に示した条件 ○ 下請負人が元請負人に提出した見積もりの内容
○ 締結された請負契約の内容 ○ 当該工期を前提として請負契約を締結した事情
○ 下請負人が「著しく短い工期」と認識する考え方 ○ 当該工期に関する元請負人の考え方
○ 過去の同種類似工事の実績 ○ 賃金台帳 等

○ 第１９６回国会（常会）で成立した「働き方改革関連法」による改正労働基準法に基づき、令和６年４月１日か
ら、建設業者に関しても、災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働時間の罰則付き上限規制の一般則が適用さ
れることを踏まえ、当該上限規制を上回る違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、例え、元請負人
と下請負人との間で合意している場合であっても、「著しく短い工期」と判断される。

工期の変更が必要となる場合にも適用

○ 「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結後、当初の契約どおり工事が進行しなかったり、工事内容に変更
が生じた際、工期を変更するために変更契約を締結する場合についても適用される。

○ 工期の変更時には紛争が生じやすいため、紛争の未然防止の観点から、当初の契約の際、建設工事標準下請契約
約款第１７条（元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を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としてはならない。）を明記しておくことが重要である。 ２２



○

○改訂の概要

９．下請代金の支払

（２）下請代金の支払手段（改正法第２４条の３第２項）（新設）

【改正法第２４条の３第２項】

元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなら

ない。

【法改正の背景】

下請代金のうち労務費については、建設工事に従事する者の賃金や社会保険料に充てられるものであり、現金で

はなく手形で支払われた場合には、下請負人は賃金支払いのため金融機関等から現金を別途調達する必要が生じ、

借入れコストを下請負人が自ら負担せざるを得なくなることから、下請保護の強化を図ることとしたもの。

【改訂内容】

これまでも、平成２８年１２月に、政府として、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑

み、下請代金の支払に係る考え方を改めて整理し、下請取引の適正化に努めるよう産業界に要請されたことを踏ま

え、平成２９年３月に本ガイドラインを改訂し、「１２－４ 支払手段について」の項目を新設し、「下請代金の

できる限りの現金払い」について記述してきたところ。

今般、改正法第２４条の３第２項が規定されたことを踏まえ、新たに「下請代金の支払手段」に関する項目を設

け、改めて、下請代金のうち労務費に相当する部分の現金払いの必要性について記述した。

また、引き続き、上記の平成２８年１２月の要請を踏まえ、下請代金を手形で支払う場合の手形サイトや現金化

に係る割引料等のコスト負担に関する配慮について記述した。

【建設業法上望ましくない行為事例】

① 下請代金の支払を全額手形払いで行う場合

② 労務費相当分に満たない額を現金で支払い、残りは手形で支払う場合

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R2.9）について（４／５）

２３



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。
下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

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第2項

※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」

24



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６
※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６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「８．赤伝処理」

下請代金の適正な支払い（２）

25



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６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６第１項共通）

下請代金の適正な支払い（４）
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○

○改訂の概要

11．不利益取扱いの禁止（改正法第２４条の５）（新設）

【改正法第２４条の５】

元請負人は、当該元請負人について第１９条の３（不当に低い請負代金の禁止）、第１９条の４（不当な使用資

材等の購入強制の禁止）、第２４条の３第１項（下請代金の支払）、第２４条の４（検査又は引渡し）又は第２４

条の６第３項若しくは第４項（特定建設業者の下請代金の支払期日等）の規定に違反する行為があるとして下請負

人が国土交通大臣等（当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。）、公正取引委員会又

は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な

取扱いをしてはならない」

【法改正の背景】

国土交通省では、建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓口として、各地方整備局等に「駆け込み

ホットライン」を設置しているが、元請負人からの報復を危惧して匿名希望で相談が寄せられるケースが少なから

ず見受けられるため、建設業法上の元請負人の一定の義務違反行為について、下請負人が安心して国土交通大臣等

に対して通報・相談し、必要に応じて元請負人に対する是正措置が図られるような環境整備を図ったもの。

【改訂内容】

改正法第２４条の５を踏まえ、新たに「１１．不利益取扱いの禁止（第２４条の５）」の項目を設け、当該規定

に関する行為事例及び解説を記述した。

【建設業法上違反となる行為事例】

① 下請負人が、元請負人との下請契約の締結後に、不当に使用資材等の購入を強制されたことを監督行政庁に通

報したため、下請代金支払の際、元請負人が一方的に請負代金を減額した場合

② 下請負人が、下請代金の支払いに際し、正当な理由なく長期支払保留を受けたとし、監督行政庁に通報したた

め、元請負人が今後の取引を停止した場合

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R2.9）について（５／５）

２８



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．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

公共工事において、発注者から直接工事を請け負った元請業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合、
又は民間工事にあって、発注者から直接請け負った特定建設業者がその施工に関し、下請契約の総額が4,000万
（建築一式は6,000万）以上になる場合は、施工体制台帳を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、外国人建設就労者等及び建設工事に従事する者な
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

許可を受けて営む建設業の種類
配置技術者の氏名と資格
（主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐・専門技術者）

請負契約の内容関係

健康保険等の加入状況
（健康保険・厚生年金保険・雇用保険）

施工体制台帳の記載内容と添付書類

外国人技能実習生・外国人建設就労者・1号
特定技能外国人の従事の状況(有無) 

建設工事に従事する者に関する事項
（作業員名簿）

氏名、生年月日及び年齢
職種
健康保険等の加入状況
中小企業退職金共済法の被共済者該当
の有無
安全衛生教育受講とその内容
建設工事に係る知識及び技術又は技能に
関する資格

（従事者が希望しない場合は、記載不要。） 33

作成建設業者に関する事項

建設工事関する事項

建設工事の名称、内容及び工期

監督員の氏名及び権限に関する事項等
（発注者が監督員を置いた場合）

現場代理人の氏名及び権限に関する事項等
（作成建設業者が現場代理人をおいた場合）



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、外国人建設就労者等及び建設工事に従事する者な
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、監理技術者補佐等関係
○技術者の資格者証
○雇用期間を特に限定することなく雇用されて
いる者であること証する書面等

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、監理技術者補佐等関係
○主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐（置いた場合に
限る）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、監理技術者補佐（置いた場合に限る）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

正確には・・・
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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８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 建設工事に従事する者に関する事項
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施工体系図のイメージ

建設工事の名称、工期、発注者の商号、名称又は氏名

●作成建設業者の商
号又は名称
●主任技術者又は監
理技術者の氏名
●監理技術者補佐を置
くときはその者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
・
・

●下請負人の商号又
は名称
・

（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。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。

注２）「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。

注３）「特定専門工事」とは、建設業法第26条
の３第2項に規定する専門工事（コンクリート
の打設に用いる型枠・鉄筋）をいう。

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。 （建設業法施行規則第14条の６）

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 建設業法施行規則第14条の６
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●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
・
・

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
●代表者の氏名
●一般建設業又は特
定建設業の別
●許可番号
●建設工事の内容
●工期
●特定専門工事の該
当の有無

●下請負人の商号又
は名称
・
・

※下請負人が建設業者出ない場合



【掲示義務】

建設業者は、その店舗及び建設工事（発注者
から直接請け負った者に限る。）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条の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１０万円以下の過料となります。（建設業法５
５条）

店舗用

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

40



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７）
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6）
（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
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．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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主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について

•監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成等及び当該建設工事の
施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行う役割を担っていることから、当該工事現場にて業務を行
うことが基本

•請負代金の額が３千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、７千万円）以上の公共性のある施設等に
関する重要な建設工事については、監理技術者等は、工事現場ごとに専任

•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すること
を意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、
常時継続的に当該工事現場に滞在していること）を必要とするものではない

（平成29年8月9日建設業課長通達、平成30年12月3日改正）

【前提条件】

•適切な施工ができる体制（※）の確保
•その体制について、注文者の了解

（※）適切な施工ができる体制の例

•必要な資格を有する代理の技術者の配置
•工事の品質確保等に支障の無い範囲内にお
いて、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現
場に戻りうる体制の確保 等

専任について

【背景】技術者の継続的な技術研鑽の重要性＋建設業の働き方改革の推進の観点を追加し、改正

技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由により、
専任の監理技術者等が短期間工事現場を離れることは差し支えないことを明確化

【留意事項等】 ※新規追加

•監理技術者等が当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさ
どる者であることに変わりはない

•監理技術者等が担う役割に支障が生じないようにする
•監理技術者等の研修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨
げることのないよう留意（現場に戻りうる体制の確保は必ずしも要しない等）

•建設業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や女性の一層の
活躍の観点に留意（監理技術者等が育児等のために短時間現場を離れること
が可能となるような体制の確保等） 49



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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監理技術者の専任の緩和（建設業法第２６条）

【現 状】 【改正後】

元請A社
監理技術者Ａ
（専任）

下請B社
主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社
監理技術者Ｂ
（専任）

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

・建設工事の請負代金の額が３,５００万円（建
築一式工事にあっては７,０００万円）以上であ
る場合については、監理技術者は現場に専任の
者でなければならない。

下請B社
主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

元請A社
監理技術者Ａ

技士補Ｘ
（専任）

技士補Ｙ
（専任）

工事１ 工事２ 工事１ 工事２

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定
める者を専任で置いた場合には、監理技術者の
兼務を認めることとする。（２現場まで）
・政令で定める者は、主任技術者要件を満たす者
のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識
及び能力を有する者であること等とする。
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二次下請Ｄ社

主任技術者

主任技術者の配置義務の見直し（建設業法第２６条の３、政令第30条）

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

一次下請A社
主任技術者

二次下請B社
主任技術者

三次下請Ｄ社

主任技術者

三次下請Ｅ社

主任技術者

【現 状】

一定の指導監督的な実務の経験を有し、か
つ、当該工事現場に専任で置かれる者でな
ければならない。

【改正後】

本来であれば一次下請Aが置く主任技術者による技術上の施工管理
のみで適正施工が確保される場合であっても、第26条の規定によ
り全ての二次下請、三次下請（B～Ｅ）がそれぞれ主任技術者を
置くことが必要。

一次下請Ａ社及び二次下請Ｂ、Ｄ、Ｅは、その合意により、
Ａが自ら工事現場に置く主任技術者が、その行うべき技術上の施工管
理と併せて、本来であれば B、Ｄ、Ｅの主任技術者が行うべき技術上
の施工管理を行うこととしたときは、 B、Ｄ、Ｅは、当該工事現場に
主任技術者を置くことを要しないこととする。（新第26条の３）

（※）適用対象は、下請代金の額が一定の金額未満の建設工事（土木
一式工事及び建築一式工事を除く。）のうち政令で定める特定専
門工事に限定

元請負人： 自社施工分を超える業務量に対応しやすくなる
下請負人： 受注の機会を確保しやすくなる

＋
建設業における重層下請構造の改善に寄与

効 果

注文者 注文者

二次下請Ｃ社

主任技術者

二次下請B社

主任技術者

（下請）

（再下請）

５２

一次下請Ａ社の直用の労働者が不足しており、その不足を
補うため同様の建設工事の内容をＢ社に再下請。（Ｂ社で
も足りない場合はさらにＤ社、Ｅ社にも再下請）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

５ .建設キャリアアップシステム



建設キャリアアップシステムの概要

見積り・請求のエビデンスとしての活用

施工実績DB・ビッグ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。

【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

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
・施工体制 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

５４



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
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以上の取組を推進・進化するために、国として、業界団体、地方公共団体、許可行政庁に対し、直ちに「業界共通の制
度インフラ」であるCCUS活用を要請。フォローアップ体制を立上げ

建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ

〇CCUSの情報セキュリティ強化と人材引き抜き防止策
○発注者によるCCUS閲覧等による事務効率化、書類削減
○CCUSと連携した施工実態の把握・分析による労働生産性向上の研究
○CCUSによる勤怠・労務管理機能強化や顔認証入退場への活用促進
○令和4～5年度までにCCUS登録と安全衛生資格等の資格証の携行義務を
一体化（マイナポータルとの連携）

ⅢⅢ 国直轄での義務化モデル工事実施等、公共工事等での活用Ⅰ 建退共のCCUS活用への完全移行Ⅰ 建退共のCCUS活用への完全移行

Ⅱ 社会保険加入確認のCCUS活用の原則化Ⅱ 社会保険加入確認のCCUS活用の原則化

令和5年度からの「あらゆる工事でのCCUS完全実施」に向けた３つの具体策と道筋

建設技能者の将来の保障とコンプライアンス問題解決のため、建退共
におけるCCUS活用を官民一体となって推進
・令和２年度は、本格実施に向けた運用通知・要領等改正、活用呼びかけ
・令和３年度から、CCUS活用本格実施
>公共工事では確実な掛金充当確認・許可行政庁の指導等履行強化
>民間工事では、業界において、掛金納付・充当の徹底を促進
・令和５年度からは、民間工事も含め、CCUS活用へ完全移行
・経営事項審査での掛金充当状況の確認方法の見直し

・令和２年10月からの作業員名簿の作成等の義務化に伴い、労働者の
現場入場時の社保加入確認においてもCCUS活用を原則化

○専門工事業団体等が職種別の職長(Lv3・4)や若年技能者(Lv2)の
賃金目安を設定し、下請による職長手当等マネジメントフィーの見
積りへの反映と元請による見積り尊重を促進・徹底

○CCUS能力評価と連動した専門企業の施工能力見える化開始

建設技能者のレベルに応じた賃金支払の実現 更なる利便性・生産性向上

・令和2年度は、国直轄の一般土木工事(WTO対象工事)において、
＞CCUS義務化モデル工事（発注者指定・目標の達成状況に応じて工事
成績評定にて加点/減点）を試行

＞CCUS活用推奨モデル工事（受注者希望・目標の達成状況に応じて同
評定にて加点）を試行

・このほか、地元業界の理解を踏まえ、Aランク以外のCCUS活用推奨モデル
工事の試行を検討
・地方公共団体発注工事において、先進事例を参考に積極的な取組を要請
するとともに、入契法に基づく措置状況の公表、要請等のフォローアップ
・上記取組と併せ、業界は加入促進に積極的に取り組む
・令和３年度以降、段階的にCCUS活用工事の対象を拡大し、Ⅰと連動して
公共工事等での活用を原則化

建設技能者の技能と経験に応じた賃金支払い・処遇改善と、現場の生産性向上を図るための建設キャリアアップ
システムについて、令和５年度からの建退共のCCUS完全移行及びそれと連動したあらゆる工事におけるCCUS完
全実施を目指し、官民において以下の施策を講じる。
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６ .社会保険加入対策



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

○ 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

○ 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（Ｗ点の下
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

○ 許可要件化（R2.10～）

・社会保険への加入を建設業許可の要件化

２．行政によるチェック・指導
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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（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

• 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を徹底

• 建設キャリアアップシステムに登録している企業を選定することを推奨

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

• 情報の真正性が確保されている建設キャリアアップシステムの登録情報
を活用し、同システムの閲覧画面等において社会保険加入状況の確認を
行うことを原則化

• 書面にて保険加入状況の確認をする場合、社会保険の標準報酬決定通
知書等のコピーを提示させ真正性の確保に向けた措置を講ずること

• 一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるため「雇用保険」に未加
入の作業員について、元請企業は下請企業に対し、一人親方との関係を
記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求め、適切な施工体
制台帳・施行体系図を作成すべき

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（令和２年１０月１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（一人親方）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

• 老後の生活保障の観点や、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争
環境の整備の観点から、請負関係にある一人親方について実態が雇用労働者であれば
早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させること

• 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 60



「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）

61



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

７ .その他



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～）

64



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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建設企業のための適正取引ハンドブックの紹介
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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１／２

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２年７月３１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

○ 改正建設業法第２０条により、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見積りを行うことに留意

○ 改正建設業法第２０条の２により、注文者は地盤の沈下等の工期又は請
負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあるときは、請負契
約を締結するまでに必要な情報を提供しなければならないことにも留意

（２）社会保険加入の徹底

○ 改正建設業法の施行により、建設業の許可・更新申請に際して、社会保
険に加入していることが許可要件となる点に留意

○ 同じく施工体制台帳の記載事項として、工事に従事する者の社会保険の
加入状況等も記載事項となる点に留意

○ 令和２年１０月以降は、元請負人による社会保険加入状況の確認等につ
いては、建設キャリアアップシステム活用を原則とする方針を周知徹底

○ 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

○ 改正建設業法第１９条の５において規定された、著しく短い工期によ
る請負契約の締結の禁止は、発注者と受注者の間のみならず、元請負
人と下請負人の間でも適用されることに留意

（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

○ 建設業法施行規則の改正により、建設工事の従事者の氏名や有する資
格等の情報を施工体制台帳に記載することとなる点に留意

○ 施工体制台帳への記載に代えて、建設キャリアアップシステムの活用
により代替できることについて周知

（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

朱書き部分が今回の変更点
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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２／２

通達の内容

（７）下請代金の支払

○ 改正建設業法第２４条の３により、下請代金のうち労務費に相当する部
分については、現金で支払うよう適切に配慮することとされたことから、
少なくとも労務費相当分（社会保険料の本人負担分を含む）を現金払と
するよう支払条件を設定することに留意

○ そもそも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
用する場合には、現金の比率を高めることに留意

○ 手形期間は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

○ 前払金受領時の下請負人への適正な支払及び中間前金払制度の積極的な
活用

○ 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

○ 下請契約における関係者に対し、請負代金・賃金の不払等、不測の損害
を与えることのないよう配慮

○ 「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資
制度」の活用による支払の適正化

○ 建設キャリアアップシステムを活用し、建設技能者が適切に就業履歴を
蓄積できるよう、カードリーダーの設置や施工体制登録等、環境整備の
実施

○ 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

○ 元請負人による建設業退職金共済制度の掛金納付の一括代行

○ 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）新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響による下
請建設企業等への配慮等

○ 新型コロナウイルスの影響により建設工事の一時中止・延期等を行う際
は、適切な契約締結、下請代金の設定・支払の徹底を改めて周知

○ 建設現場における「三つの密」対策や、それに伴う熱中症リスク軽減等
を徹底

（１２）国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止

○ 正当な理由がない長期の支払い保留など、建設業法上の義務違反行為を
元請負人が行ったという事実を下請負人が国土交通大臣等の監督行政庁
に通報したことを理由として、取引の停止など不利益な取扱いをしては
ならないことに留意

（１３）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
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建設業法令遵守に関する説明動画の紹介（令和２年作成）

○改正建設業法の大部分が令和２年１０月１日から施行され、建設業取引に関係する部分について、
「著しく短い工期の禁止」などの新たなルールが創設されました。

○この新たなルールを始め、建設業取引を適正に行うために注意しなければならない点などについ
て説明した２つの動画を作成し、国土交通省のYouTubeチャンネル「MLIT channel」に掲載するこ
ととしました。

みんなで守る！建設業の適正取引 ～建設企業のための適正取引ハンドブック（第２版）の紹介～

建設工事の適正な施工を確保し、建設業界全体の健全な発達を促進するためには、
工事に携わる建設業者が適正な請負契約を締結するなど、適正な取引を徹底しなけ
ればなりません。この動画では、建設企業のための適正取引ハンドブック（第２版）
に基づき、適正な建設業取引の方法についてわかりやすく紹介します。
建設企業のための適正取引ハンドブック（第２版）説明動画 ＵＲＬ →

https://youtu.be/Sbc3FRKt6xo

新たな建設業取引のルールがスタートします！ ～建設業法令遵守ガイドラインの改訂について～

令和元年６月１２日に公布された建設業法等の一部を改正する法律が、
一部規定を除き令和２年１０月１日から施行され、建設業取引に関係する部分
について、「著しく短い工期の禁止」などの新たなルールが創設されました。
この動画では、建設業法令遵守ガイドラインの改訂内容に基づき、新たなルール
についてわかりやすく紹介します。
建設業法令遵守ガイドライン改訂に関する説明動画 ＵＲＬ →

https://youtu.be/jRPxJMyeoKQ

建設業法令遵守に関する説明をいつでも閲覧できますので、法令遵守の講習会や社内研修などで
お役立てください！


