
日 社団法人日本建設大工工事業協会
［型枠大工とは］
鉄筋コンクリート建築の作業工程において、建造物の基本となるコンクリートの形状を決める枠を製作します。
建物の品質の善し悪しを左右する、要の部分を受け持つスペシャリストです。
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新たな決意で安全活動を

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部

安全課長　平野　良雄

昭和28年生まれ。昭和54年4月 労働省入省。平成17年
10月 労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長、平
成18年9月 労働基準局安全衛生部化学物質対策課長、平
成19年8月 労働基準局安全衛生部安全課長、現在に至る

平成21年の年頭に当たり、謹んでお慶びを申し上げ

ます。

旧年中は労働安全行政の推進に格別のご支援とご協

力を賜り、誠にありがとうございました。

さて、わが国における労働災害による死亡者数は、

平成19年に過去最少の1,357人となったものの、今な

お多くの尊い命が失われております。また、一度に３

人以上の労働者が被災する重大災害についてみます

と、その発生件数は昭和60年以降、増加傾向にあり、

平成20年も前年を若干上回る発生状況となっていま

す。また、建設業における死亡災害は、平成19年に

461人となったものの、全産業の３分の１を占める状況

にあります。

労働災害の減少を図るためには、事業者が労働安全

衛生に関する法令遵守を徹底することはもとより、経

営トップが率先して、安全衛生管理活動を充実するこ

と、さらには、職場の危険性、有害性等の調査（リス

クアセスメント）及びその結果に基づく措置の実施な

ど、効果的な労働災害防止対策を講ずることが重要で

す。

厚生労働省といたしましては、昨年から死亡災害に

ついて20％以上の減少を図ること、死傷災害について

15％以上の減少を図ること等を目標とする第11次の労

働災害防止計画に基づき、リスクアセスメントの普及

をはじめ事業場における自主的な安全衛生活動の促進

や重篤な労働災害を防止するための対策の充実を図っ

ているところです。

建設業についても、リスクアセスメントや労働安全

衛生マネジメントシステムに基づく活動を基本に、元

方事業者による統括管理の充実、専門工事業者の安全

管理能力等の向上を図るとともに、昨年10月に取りま

とめられた足場からの墜落防止措置に関する調査研究

会の報告書の結果に基づき、墜落防止対策の充実を

図ってまいります。また、発注者による安全衛生への

配慮の促進を図ることとしています。

労働者の生命はかけがえのないものであり、事業者

をはじめとする産業活動に携わる者は、常に労働者の

安全と健康の確保を最優先として、労働災害の防止に

取り組んでいく必要があります。今後とも引き続き各

種の施策を展開し、労働災害防止対策を積極的に推進

してまいる所存です。

わが国経済について厳しい予測がなされています

が、これを乗り超え、皆様方におかれましても、新年

を迎えるに当たり、労働者の安全と健康の確保のため

に、新たな決意で安全活動に取り組んでいただきます

ようお願い申し上げます。

最後に、皆様方のご多幸を祈念いたしまして、私の

年頭の挨拶とさせていただきます。



2｜ Nikken Daikyo・2009.1

建設労働をめぐる最近の状況について
～人材確保・育成、基幹技能者制度、設計労務単価について～

国土交通省 総合政策局 建設市場整備課

労働資材対策官　長谷川　周夫

　大転換期の構造改革を迫られる建設産業。ものづくり産業を支える「人づくり」のあり方とは──。
若年者の確保・育成へ向けた取組み、基幹技能者の活用方策など、最近の建設労働の動きを考えます。

特　集特　集

（本稿は、平成20年11月27日に開催された常任理事会幹部研修会で行われた長谷川労働資材対策官の講演を編集したものです。）

国土交通省は昨年、「建設産業政策2007」を取りま

とめ、その中で建設産業を取り巻く変化を受けた課題

を整理しています。なかでも、一番大事なこととし

て「人づくり」を掲げています。将来を担う優秀な人

材の確保・育成が必要だということです。これは昔か

らの課題でございますが、改めてその重要性を再認識

し、行政としても積極的に取り組んでいきたいと思っ

ています。

具体的には「ものづくり産業を支える人づくり」と

して、「基幹技能者の評価」と「専門高校と地域建設

業の連携による将来の人材育成強化策の検討」です。

まず、「専門高校と地域業界の連携による将来の人

材育成強化策の検討」とは、平成20年度の予算で文

部科学省と協力して実施しているものです。これまで

も建設業界独自にインターンシップなど色々な取組み

をやっていただいていますが、これらを文部科学省と

一緒になり、必要な予算を出さしていただいて支援す

るということを平成20年度から始めています。

具体的には、「建設業の人材確保・育成モデル構築

支援事業」の実施です。仕組みは、各県の建設業界、

これは別にゼネコン団体である必要はなく、専門工事

業団体でも構いません。建設業界と各県の教育委員会

が調整を行い、工業高校の生徒や先生に建設業のこと

を理解していただくためのプログラムを組むというも

のです。それに対して、国土交通省が700万円、文部

科学省が800万円の予算で支援を行っています。

実際に平成20年度の事業として取り組んでいただ

いているのが栃木県と群馬県です。いずれもゼネコン

団体でありますが、それぞれの建設業協会と教育委員

会が協力、取り組んでいただいています。今回は２月

期から始めましたが、今後はもう少し数を増やし、ま

た、バリエーションを増やして対応したいと思ってい

ます。

基幹技能者制度の現状と今後

基幹技能者制度については、ご案内のように平成20

年４月１日に建設業法施行規則を改正いたしまして、

大臣登録を受けた機関が実施する講習の修了者、すな

わち登録基幹技能者講習の修了者に対し、経営事項審

査（経審）において加点（３点）することとなりました。

経審ですから、基本的には元請の評価ということに

なりますが、それはそれとして、私はこの登録制度は

大きな前進だと思っております。つまり、基幹技能者

の公的な位置づけが明確になり、基幹技能者の活用を

働きかける際に、相手を説得しやすくなったのではな

いかと思っています。

今後は登録基幹技能者のレベルを維持しつつ、数

を増やしていただくことが必要だと思っています。そ

の上で、各専門工事業者と取り引きのある総合工事業

者、あるいは発注者の認識を促し、「登録基幹技能者

を活用しよう」と思っていただくことが大事だと思っ

ています。

つまり、登録基幹技能者を確保・育成していく企業
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建設業の人材確保・育成モデル構築支援事業（専門高校実践教育導入事業）

事業概要

連 携

情報提供
や助言情報提供

や助言

国土交通省 文部科学省

各教育委員会建設業界
総合工事業団体
専門工事業団体

各地方整備局

連 携

参加
参加参加

人材育成連携推進委員会
必要に応じ、学識経験者や行政
機関職員等が参加

工業高校等建設業者

参加参加

特 集特 集 建設労働をめぐる最近の状況について建設労働をめぐる最近の状況について

が適正に評価され、それに見合った対価で工事を受注

できることが、最終的には元請や発注者に「いいもの

を、効率的に、安全に提供できることに繋がる」とい

うことを認識していただくことが大事だと思います。

これにより、技能に見合った適正な経費や利潤などの

確保に繋がり、基幹技能者の処遇が改善され、さらに

全体の技能労働者の処遇の改善に結びつけばよいと思

っています。

一方で、ゼネコンは独自に協力会社である専門工事

業者やその職長を評価する仕組みやデータベースを持

っていますが、その評価の仕組みと基幹技能者の配置

による効果との整合性を図っていくことが課題です。

これにより基幹技能者制度を発展させ、あるいは基幹

技能者制度をＰＲし、基幹技能者の確保・育成に取り

組んでいる企業の評価に繋がるものと思います。

まずは基幹技能者の活用促進に向けた取り組みとし

て、基幹技能者制度推進協議会においてもお決めいた

だき、現在、制度運営各団体で平成21年２月末を目

途に事例等の調査などを実施していただいています。

具体的には、「基幹技能者の活用に向けた事例等調

査」ということで、基幹技能者の活用事例や総合工事

業者に対するアンケート・ヒアリング調査などを行

い、総合工事業者がどのように基幹技能者を見ている

のか、あるいはどういった評価の仕組みを持っている

かなどについてお聞きし、それをできるだけ定量的な

データとして取りまとめたいと思っています。

しかし定量的なものといっても、なかなか「言うは

易し、行うは難し」であり、まずは基幹技能者制度を

広く理解してもらうために、「こうだ」といった何か

見せられるものがあればと思っています。そのための

材料をいただきたいと思っています。

次に「技能開発計画の見直し」です。技能開発計画

については、建設業法施行規則の改正により登録制度

がスタートする以前から作成していただき、運用して

きたわけですが、真に必要な基幹技能者数の確保と地

域偏在性の解消、レベルの維持のために、技能開発の

計画の見直しは必要だと思います。

その背景には、特に公共発注者に対して基幹技能
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者の活用を働きかける際、公共発注者がまず気にする

ことに競争性の問題があります。例えば総合評価で基

幹技能者の活用を評価することとします。しかし、そ

の地域に登録基幹技能者がほとんどいない、あるいは

いたとしても特定の企業に集中し、事実上、その会社

しか対象にならないということになると、「競争性上、

問題あり」と言われる可能性があります。これを払拭

するには、ある一定数を確保していただく必要がある

ということです。しかし、どの程度の数がよいかとい

うのは、職種によって違いますので、一律に決めるわ

けにはいきません。また、民間においても基幹技能者

を活用していただきたいわけですから、公共が「この

ぐらいの数が望ましい」とかは、なかなか言えません

が、できるだけ数を増やしていただきたいと思います。

さらに「基幹技能者データベースの見直し」があり

ます。ご存じの方もおられるかと思いますが、財団法

人建設業振興基金が基幹技能者データベースというも

のを持っています。データベースに掲載されている情

報は必要最小限であり、基幹技能者の氏名と資格、生

年月日、所属企業などですが、これを見直すというこ

とが必要ではないかと思っています。

現在行われているアンケート調査やヒアリングなど

を踏まえて考えていきたいと思いますが、要するにゼ

ネコンが持つ独自の評価の仕組みや独自のデータベー

スの情報とある程度共通化し、少なくとも発注者ない

しは総合工事業者からアクセスできるような形で提供

できた方がいいのではないかという気がしています。

基幹技能者活用へ向けた行政の対応

以上のような団体の取組みを見た上で、行政として

もやるべきことをやっていくということです。

その一つが、総合評価方式の活用です。これは建設

産業専門団体連合会と私どもとの会議の場においても

提案されたものです。

総合評価については、実は過去、平成15年、16年

ころに営繕工事で実施した例があります。工事数にし

て数件程度ですが、その後十分に定着せずに今日に至

っている状況です。

総合評価は、国交省の入札契約制度改革の“一丁

目一番地”であり、総合評価をぜひ地方自治体も含め

て推進していきたいと思っています。実際、総合評価

の実施に当たって耳にするのは、「専門工事業者さん

の力をある程度借りないと、総合評価の提案もできな

い」というようことです。総合評価を実施すること自

体が、専門工事業者の地位の向上に繋がっている面も

あるという話を聞きます。総合評価の中で専門工事業

の能力を評価した上で元請と契約するといった総合評

価を進めていきたいと思っています。

ただし、直轄工事を含め、全部の工事で総合評価を

導入することは難しいと思います。もともと従来の公

共発注者のスタンスは、基本的に発注者は元請に対し

て契約を行うもので、元請に対して「ちゃんと作って

納めてください」と言えばいいわけです。元請から先

の話は別であり「民・民の問題です」というのが基本

スタンスです。公共発注者はあくまでも契約の一当事

者であるというのが基本的なスタンスですから、あれ

これ言うのは逆におかしいということになります。

その一方で、私どもは業行政、つまり産業行政を担

当している者は別に契約の当事者でもありません。建

設業法を運用する立場からすると、当然、公共工事だ

ろうが民間工事であろうが、元請・下請関係に対して

言うべきことは言っていくということです。いいもの

を適正な価格で作ろうと思ったら、専門工事業者の力

を見ないとできない、そういう工事がやはり実質的に

はほとんどだと思います。発注の段階でそれをきちっ

とチェックする必要がある工事がかなりあると思いま

す。ですから、そういうものについて「どういう専門

工事業者さんをお使いになるつもりですか」、「配置さ

れる技術者や技能者はどんな資格をお持ちですか」と

いうことを点数として評価するというような形で総合

評価をやっていく必要があると思います。

これにより、ゼネコンの意識も変わり、さらには民

間工事においてもいい影響で波及していくかもしれま
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せん。これが正に基幹技能者を確保・育成する企業が

評価される環境整備に繋がる、環境整備そのものでは

ないかと思っています。

それともう１つ、常駐制度の話があります。常駐と

いうのは、おそらく公共工事における契約の義務とし

ての常駐ということなのだろうと思いますが、厳密に

常駐問題を議論するときは、２つの問題があります。

１つは、建設業法の主任技術者としての常駐です。こ

れは公共工事か否かといった契約上の義務ではなく、

規制そのものになります。つまり、違反すると建設業

法上の監督処分のような話になってきます。これは

１つの方法として考えられますが、少しまだハードル

が高いのではないかと思います。現在、主任技術者に

は、技能士の資格でもなれますが、その資格がなくて

も実務経験が10年あればなることができます。一方、

基幹技能者はレベルの高い職長、つまり上級職長を想

定していますので、そういった方を現行の建設業法の

主任技術者と規定すると、現場は大変なことになると

思います。さらに突っ込んでいくと、雇用と請負の問

題なども出てきます。このため、建設業法上の規制と

して基幹技能者の常駐化は難しいと思います。そうす

ると、公共工事の契約で「この工事については基幹技

能者は常駐させてください」と、元請に対して契約上

義務付けるというやり方は考えられるということにな

ります。

現在、営繕工事では「１級技能士現場常駐制度」が

あり、仕様書に書いてあります。それに代えて、１級

技能士よりレベルの高い「基幹技能者の常駐を」とい

うような契約にするということは、方策としては考え

られるかもしれません。しかし、これを実施するには

競争性の問題が出てきます。また、それによる効果を

より厳密に証明する必要があると思います。

そういう意味では、現在は検討を発注部局では行っ

ていませんが、今後の総合評価がうまく転がっていけ

ば、切り換えていく時が来るかもしれません。まずは

総合評価でしっかり実績を積み上げ、それなりの効果

などが裏付けとなって、常駐化に繋げていくのかなと

個人的には考えているところです。

労務費調査の問題と今後の対策

続いて労務単価についてですが、これは釈迦に説法

ですが、要するに労務単価というのは、直接個人に入

ってくる８時間当たりの賃金です。

労務単価に関しては、残念ながら平成９年以降11年

連続で前年割れという厳しい状況にあります。全職種

平均で、１万6720円というような状況です。これは51

職種の47都道府県の平均ですので、職種によって、地

域によって上がっているものもあります。しかし、全

体の傾向としては、やはり厳しい建設投資の状況を反

映し、ずっと下がってきているというような状況です。

これについては国会でも色々議論が出ました。自民

党の雇用・生活調査会と中小企業労働者問題プロジェ

クトチームでも、設計労務単価に関しての意見があり

ました。１つは、「国発注の公共工事について予定価

格の作成において、見積もりを活用する積算方式の導

入・拡大」です。労務単価は歩掛の元になっているわ

けですが、「歩掛はもう限界があるだろう」というこ

とで、「見積もりを大いに活用しなさい」ということ

を言われています。

それともう１つが「公共工事設計労務単価の位置づ

け、内容、取扱いなど、そのあり方について幅広く検

討を行いなさい」ということです。労務単価の元にな

っている調査について「労務費の実態をより適切に反

映させる調査方法の検討・見直しを行いなさい」とい

うことが言われ、国会の質問でも当初、冬柴大臣（当

時）が「検討します」と答弁しました。これに基づき

現在、専門家や関係行政機関の担当者などから構成さ

れる検討会を立ち上げ、検討を行っています。

昨年６月から検討を開始し、年度内の取りまとめに

向けて議論を行っていますが、「検討しつつも、今年

度改められることは改めよう」ということで、一部改

善を行いました。

具体的には、平成20年度の調査において、資格が

特 集特 集 建設労働をめぐる最近の状況について建設労働をめぐる最近の状況について
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必要な５職種について資格者証の写しの提示を求めま

した。その理由は、労務費調査では「相当程度の技能

を有する人の賃金を調べなさい」となっていますが、

本当にそうなのか。見習や手元といった熟練度の低い

人の賃金が入っているのではないかということの確認

です。これらの方の賃金が算入されることで、全体の

単価を下げてしまっているのではないかという指摘が

あり、その対策として資格者証の提示を求めました。

しかし、型枠大工も含めて多くの職種で、資格がな

いとその業務に従事できないということではなく、ど

う対応していくかは今後の課題です。いずれにして

も、調査の中で熟練度が高い人の賃金をきちっと調べ

る、相当程度の技能を有する人の賃金を調べることが

１つの課題だと思っています。

加えて資料不備の問題です。毎年20万人以上の労

働者の賃金を調べていますが、残念ながらそのうちの

４割が様々な資料において不備があり、棄却せざるを

得ないという状況になっています。その大きな理由

は、３つあります。１つは、賃金台帳など賃金を支払

ったことを示す書類の添付がない。２つ目は、賃金台

帳あっても、ちゃんと押印がなされてないなど、きち

んとした形式になっていないことです。３つ目が、い

まだ45時間とかという法違反の就業規則を持ってい

るケースです。

負の連鎖のストップを目指して

次に積算の話です。労務単価が下がるといことは、

予定価が下がる方向に効いてしまうということです。

予定価がこれまで以上に下がる、下がった予定価に対

してダンピングが行われ、さらに下がるといった具合

に、悪い循環が止まらないという向きもあります。

基幹技能者の活用方策の検討

基幹技能者の活用方策に向けた課題

官民両輪で基幹技能者の活用促進に向けた取組
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そこで、予定価については、全部の工事とはいきま

せんが、見積によって予定価を作ることを増やしてい

く必要があるという観点で議論を行い、実際にその方

向に舵を切っています。

労務単価を巡っては、様々なご意見をいただいてい

ますが、我々としては多面的に考える必要があると思

い、私の部署だけでできる問題ではありませんので、

すでに他の部署で、例えば直轄工事では見積方式をで

きるだけ増やすというようなことで取り組んでおりま

すので、今の悪いスパイラルを少しでも止められるよ

うな対策を考えていきたいと思っています。

以上、労務費調査の改善点をいくつか申し上げまし

たけれども、相当程度の技能をどうやって考えていく

か、資格が義務付けられている職種であれば資格のチ

ェックを厳密に行うという方法がありますが、そうで

ないものはどうするか。例えば経験年数を見るのか、

あるいは経験年数を見るとしても、それをどうやって

証明するのか。あるいは年齢をどうするか。年齢とい

っても、例えば若いからといって必ずしもその技能が

低いとはいえないのではないか。しかし、10代だった

らさすがに低いだろう。だから10代の人は省くとい

うことはできないか。逆に高年齢の方は年金との関係

で賃金が少し抑えられる傾向もあり、そういったよう

な傾向あるならば高齢の方は外すとかなど、様々なこ

とが考えられます。これらを含め、色々検討を行って

いますが、その論点１点だけですべてが終わるという

訳ではありません。それで現在、様々なことを含めて

検討しておりますが、行政側も、色々な省庁、特に厚

労省の力も借り、そして公共団体に対しても、低入対

策しかりですが、「そういったこともやってください」

ということで、この負の連鎖を止めていきたいと思っ

ているところでございます。

公共工事設計労務単価をめぐる論点

発注者 積算

労務単価
51職種
47都道府県

労務費調査
有効約12万人
（対象約20万人）

歩掛・諸経費調査

元請

1次下請

2次下請

ｎ次下請

技
能
労
働
者

特 集特 集 建設労働をめぐる最近の状況について建設労働をめぐる最近の状況について
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時おり現場で目にする、「サポートメイト」と称されるパイプサポートの滑動防止

金具。堅固で平坦な場所では効果を発揮しますが、現場は必ずしもそのような場所

だけではありません。労働安全衛生法令に違反しない、適正な滑動防止措置とは。

また、改正労働安全衛生規則が6月1日から施行されます。今回の改正は足場か

らの墜落防止措置の充実。その概要をお伝えします。

型枠支保工用のパイプサポート脚部の滑動防止を目

的として、「サポートメイト」と呼ばれる、パイプサ

ポート脚部の台板と床面の間に設置する円錐状の金具

が、一部の現場で使用されています（右図参照）。

メーカーが掲げる謳い文句は、①軽量でもサポート

の耐荷重をはるかに超える、②鋼鉄の爪がコンクリー

ト床面をわずかな荷重で捕らえ、横滑りしない、③コ

ンクリー床面の凹凸に対しても、荷重をサポートの芯

で受け止める、④根がらみ等の使用できない場所にも

最適、⑤繰り返し使用でき、後片づけも簡単――とい

ったもので、複数のメーカーで同様のものが製作・販

売されています。

型枠支保工については、労働安全衛生規則第242条

第２号において、「支柱の脚部の固定、根がらみの取

付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ず

ること」と規定されています。

サポートメイトについては、堅固かつ平坦な場所で

使用する場合には、鉛直方向の荷重によって滑動防止

効果が生じますが、建設現場で使用される型枠支保工

用のパイプサポートには、必ずしも鉛直方向だけの荷

重がかかるものではなく、その負荷も一定ではありま

せん。このため、「サポートメイト」の使用だけでは、

労働安全衛生規則に定められる“滑動防止措置”を講

じたものとは見なされません。

なお、労働安全衛生規則第242条第２号に定められ

る滑動防止措置、例えば「根がらみ」等を講じた上で

サポートメイトを用いることは差し支えありません。

足場からの墜落防止措置が強化

厚生労働省は１月22日、労働政策審議会安全衛生

分科会を開催し、同省が諮問した「足場等からの墜落

防止措置の充実」などを内容とする、労働安全衛生規

則などの一部改正案に対し、「妥当」との答申を得ま

した。

これを受け同省は、足場等からの墜落防止措置を充

実・強化した改正労働安全衛生規則を、６月１日に施

行します。

改正のポイントは次の通りです。

パイプサポートの滑動防止は大丈夫ですか？
　～型枠工事と安全作業～

サポートメイトの概略図
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枠組足場に「下さん」または「幅木」が義務化

枠組足場の交さ筋かいの下部の隙間からの墜落が発

生していることから、作業床から高さ15～40㎝以下

の位置に「下さん」の設置が、または、高さ15㎝以

上の「幅木」、または「手すりわく」の設置が義務づ

けられます。

枠組足場以外の足場に「85㎝以上の手すり」と「中

さん」が義務化

一側足場を除く枠組足場以外の足場について、高さ

85㎝以上の「手すり」と、高さ35～50㎝の位置に「中

さん」の両方の設置が義務づけられます。現行では

「75㎝以上」の位置への手すりの設置が必要でしたが、

日本人の平均身長が伸びたことなどから「85㎝以上」

に変更されます。

幅木、防網またはメッシュシートの設置などが義務化

足場の作業床からの物体の落下防止を図るため、高

さ10㎝以上の幅木、防網またはメッシュシートの設

置が義務づけられます。

作業構台にも墜落防止措置が義務化

作業構台についても、端部からの墜落の危険性があ

ることから、枠組足場以外の場合と同様の措置であ

る、高さ85㎝以上の「手すり」と、高さ35～50㎝の

位置に「中さん」の両方の設置が義務づけられます。

足場や作業構台の作業開始前点検を義務化

足場や作業構台において、その日の作業を開始する

前に、作業を行う個所に設けた墜落防止設備の取り外

しの有無などについて点検し、異常を認めた場合には

直ちに補修することが義務化されます。

点検には、職長など足場を使用する労働者の責任者

が当たることとなります。

足場の組立て・変更時点検の結果は保存

現行法令では、事業者や注文者（元請）に対し、足

場を組立て・変更した際、強風や大雨等の悪天候や中

震以上の地震の後などに、その足場の点検が義務られ

ています。しかし、その実施者や点検結果の記録・保

存などについては触れられていません。

そこで、これらの場合に点検を行った際には、点検

の結果など記録し、その足場を用いる作業が終了する

までの間、これを保存することが義務づけられます。

枠組足場以外の足場

枠組足場

85cm以上の個所に手すりを、35～50cmの
個所に中さんを

15～40cmの個所に下さんを、または、高さ
15cm以上の幅木を
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平成20年11月28日以降に請け負った共同住宅を新

築する建設工事を行う建設業者は、元請があらかじめ

発注者の書面による承諾を受けた場合であっても、一

括して他人に請け負わせてはならないこととされました。

なお、長屋については、共同住宅には含まれません

（長屋であるか共同住宅であるかは、建築基準法第６

条の規定に基づき申請・交付される建築物の確認済証

により判断することが可能）。

公共性のある施設または多数の者が利用する施設・

工作物など、重要な建設工事として建設業法施行規則

第27条第１項に規定する工事については、従前から

工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を

配置することが求められてきました。

建設業法第26条第４項の改正により今回、監理技

術者の専任が必要とされる「民間工事」についても、

公共工事の場合と同様、配置する監理技術者について

は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であ

り、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者か

ら選任しなければならなくなりました。

建設業法施行令第27条第１項第３号に規定する事

務所・病院などの施設・工作物と戸建て住宅を兼ねた

併用住宅について、請負代金の総額が5000万円以上

（建築一式工事の場合）であっても、以下の２つの条

件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であると

見なし、主任技術者または監理技術者の専任配置の必

要はありません。

①　事務所・病院等の非居住部分（兼用部分）の床面

積が延べ面積の２分の１以下である。

②　請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に

応じて按分して求めた併用部分に相当する請負金額

が、主任技術者または監理技術者の専任要件の金額

基準である5000万円未満（建築一式工事の場合）

である。

なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第６条

の規定に基づき交付される建築確認済証により判別し

ます。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確

認済証とこれに添付される設計図書により求め、これ

と請負契約書の写しに記載される請負代金の額を元

に、請負総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて

按分する方法により、併用部分の請負金額を求めるこ

ととします。

建設工事は工事目的物の引渡し後に瑕疵をめぐる紛

争が生じることが多く、その解決の円滑化を図るため

には、これまで保存が義務付けられてきた帳簿やその

添付資料だけでなく、施工に関する事実関係の証拠と

今日の  
問
題 

建築士法等の一部を改正する法律等
の施行について

一括下請負の禁止範囲が拡大
監理技術者に資格者証と講習が義務化

平成17年に発覚した構造計算偽造事件などを受け、国土交通省は昨年、建築士

法、建築基準法、建設業法などを改正、施行しました。

本稿では、昨年11月28日までに施行されたこれら法律の概要を紹介します（一

部は平成21年４月１日施行）。

一括下請負の禁止範囲が拡大

民間工事にも監理技術者資格者証の取得
と監理技術者講習の受講が義務付け

公共性のある施設と戸建て住宅が併用の場合

保存義務対象書類の拡大
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今日の問題  

なる書類を適切に保存することが必要です。

このため、建設業法第40条の３の改正により、新

たに営業に関する図書を保存することが義務付けられ

ました。

具体的には、建設業施行規則第14条の２第１項に

規定する作成特定建設業者は、次の①～③に掲げる図

書を、その他の元請業者は①と②に掲げる図書を、目

的物の引渡しを行った時から10年間保存することが

必要です。

なお、①～③の図書は、必要に応じて営業所におい

て電子計算機やその他の機器を用いて明確に紙面に表

示されることを条件として、電子計算機に備えられた

ファイルまたは磁気ディスクなどによる記録をもって

代えることができます。

①　完成図

建設工事の種類や規模、請負契約の内容によって

は、完成図を作成する場合や作成しない場合もありま

すが、作成した場合については、建設工事の目的物の

完成時の状況を示した完成図を保存しなければなりま

せん。

完成図としては、例えば、土木工事であれば平面図・

縦断面図・横断面図・構造図等、建築工事であれば平

面図・配置図・立面図・断面図等が該当します。

なお、完成図が作成される場合としては、醫請負契

約に建設業者が作成することが求められている場合、

釋請負契約に定めはないが建設業者が建設工事の施工

上の必要に応じて作成した場合、釐発注者から提供さ

れた場合――などが考えられます。

②　発注者との打合せ記録

建設工事を進めていくに当たっては、工事内容の確

認・変更、発注者からの工事方法に関する具体的な指

示、建設業者からの工事方法の提案など、様々な目的

で当事者間の打合せが行われることが予想されます。

こうした打合せの記録を作成している場合にあって

は、建設工事の施工の過程を明らかにするため、その

保存が義務付けられました。

保存が必要な打合せの記録の範囲は、打合せ方法

（対面か電話かなど）の別による限定はありませんが、

その打合せが工事内容に関するものであり、かつ、そ

の記録を当事者間で交付した場合に限られます。

なお、いわゆる「指示書」や「報告書」などについ

ても、名称を問わず、その記録が工事内容に関するも

のであり、かつ、当事者間で交付された場合には保存

義務の対象となります。

③　施工体系図

作成特定建設業者にあっては、建設業法第24条の

７第４項の規定に基づき作成される、建設工事におけ

る各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図

の保存が義務付けられました。

施工体系図は、工期の進行により変更が加えられる

場合がありますが、保存された施工体系図により、重

層化した下請け構造の全体像が明らかとなるようにし

なければなりません。

建設工事は通常、建築士等が作成した設計図書に従

って行われますが、実際に施工を行うと、現場の状況

等により設計図書どおりに施工することが適切でない

場合があります。このような場合において、請負人が

設計図書どおりに施工しない場合には、注文者（元請）

にその理由を報告することが義務付けられました。

建設工事に係る紛争解決のため、建設工事紛争審査

会であっせんまたは調停を行った場合において、あっ

せんまたは調停を途中で打ち切った場合には、あっせ

んや調停の申立日まで遡って時効の中断が認められる

こととなりました。

これにより、あっせんや調停を行うことで時効が経

過し、裁判を起こせなくなることがなくなります。

また、裁判手続と建設工事紛争審査会の紛争解決手

続を同時に進める場合には、裁判手続を４カ月以内で

中止することができるようになりました。

これにより、当事者はあっせんまたは調停の手続に

専念することができます。

設計図書と施工が異なる場合の注文者へ
の報告

建設工事紛争審査会に係る時効中断規定・
訴訟手続中止規定が創設



日 建 大 協 N E W S

平成20年度の秋の叙勲受章者が発表され、当協会関連では下記の５人の方々が

受章の栄誉に浴されました。謹んでお慶び申し上げます。

秋の叙勲受章者
平成20年度

目黒　有氏

めぐろ　たもつ
支 部 名：埼玉支部
年　　齢：70歳
所属企業：㈱新井工務店
　　　　　代表取締役

旭日双光章 瑞宝単光章

磯部　豊氏

いそべ　ゆたか
支 部 名：岡山支部
年　　齢：57歳
所属企業：広本建設㈱
　　　　　職長

見目　敬一氏

けんもく　けいいち
支 部 名：栃木支部
年　　齢：61歳
所属企業：関沢工業㈱
　　　　　職長

藤原　博宣氏

ふじはら　ひろのり
支 部 名：中国支部
所属企業：㈲松原工務店
　　　　　工事部長

山村　勝雄氏

やまむら　かつお
支 部 名：宮城支部
年　　齢：70歳
所属企業：㈱山村工務店
　　　　　代表取締役

12｜ Nikken Daikyo・2009.1
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支 部 だ よ り 毎号、全国の支部からのニュース、近況報告、楽しいお便りなどを掲載
しています。今回は、秋田支部と四国支部にご登場いただきました。

新しい年を迎えて何を願うか――。余りに酷

い年明けであったかのように思われます。実体

経済に直面していない机上の評論家は、これま

で経験をしたことのない不況の中で、どういう

風になるかと言いつつも、最悪の経済分析をし

ている無責任さです。

願うことは、全国同じであると思いますが、

少しでもいいから仕事が欲しいということです。

20世紀の文明社会を象徴していた自動車産

業が、都市の荒廃を助長し、天然資源の浪費と

環境汚染の凶器として人類社会の崩壊を印象づ

けていることは、日本経済の沈没に繋がるもの

ではないかと杞憂しているところです。

秋田支部圏内の建築は惨憺たる状況で、希望

も望みも皆失せてしまっております。この業界

を支えていく上で、全国の会員さん、今こそ仕

事の分かち合いを促進していただきたいと思い

ます。そのためにも、全国をネットワークする

協会の使命を今こそ発揮していただきたいとこ

ろです。何処でも結構でございます。飛んで参

りますので、宜しくお願い致します。今年も宜

しくお願い致します。

全国何処へでも飛んで参ります

秋　田
支 部

さて、現在の建設業を取り巻く環境は最悪で

す。それは四国支部も例外ではありません。人

口減少・少子高齢化の時代に若い人たちは、3K

の職場にはなかなか振り向いてくれません。

世界的不況の中にあって、建設業界はこの

100年の間で最悪の状態と思われます。特に地

方は、公共投資削減が非常に骨身に滲みてきま

す。本四間の公共工事がなくなった昨今、島内

の整備が一段落し、物件も減少一途であります。

また、このような不況時代で若い人の入職も

敬遠され、今だに3K（危険・汚い・きつい）

のイメージ払拭されず、「物づくり」と貴重な

知的財産にも見放された観があり、勿々振り向

いてくれませんが、中には手に職をつけたいと

いう貴重な存在の人もいます。

さらに、最近の問題として廃材の再利用が浮

上しております。その中で、廃材の再利用とい

う点で、現在取り組んでいる会社があります。

順調に活動して、全国の模範となるようになっ

てくれたらと願っております。

四国という、小さな4つの県ですが、一つに

まとまって、この不況を乗り切っていきたいと

頑張っております。

こんにちは、四国支部です

四　国
支 部
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この“ひろば”は、日建大協と会員の皆さんをつなぐ憩いのスペースです。皆さんが気軽に参加できるページにした

いと思っています。皆さんの身の回りで起こった楽しい出来事、誌面を通じて聞いてもらいたいご意見、土地のPR、

その他趣味の俳句や写真、絵画など、なんでも構いません。ぜひ事務局までお寄せください。お待ちしています。

東北ブロックでは、平成19年４月20日～４月22日に、また、５月19日～５月21日に平成19年度・型枠

基幹技能者認定研修が実施され、37人の方が合格認定を受けられました。

また、近畿ブロックでは、平成19年６月15日～６月17日・平成19年度・型枠基幹技能者認定研修が実

施され、33人の方々が合格認定を受けられました。

平成19年度・型枠基幹技能者認定研修において東北ブロックで37人が、
平成19年度・ 型枠基幹技能者認定研修において近畿ブロックで33人が

認定を受ける

東北ブロック

酒井　善吉
昭和34年４月６日生
㈲丸佐工務店

大河原　富夫
昭和28年９月12日生
㈲丸佐工務店

貝沼　実
昭和41年４月22日生

㈲長水組

（4/20～4/22）
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柳沼　豊光
昭和30年９月８日生
㈲真壁工務店

鈴木　弘
昭和33年１月28日生
㈲真壁工務店

真壁　正幸
昭和43年１月12日生
㈲真壁工務店

高野　和幸
昭和36年11月27生
㈲真壁工務店

古宮　佐市
昭和30年10月29日生
㈲真壁工務店

渡辺　浩一
昭和42年７月４日生
㈲真壁工務店

佐藤　政義
昭和25年３月３日生
㈱田村工務店

橋本　勤
昭和29年11月23日生
㈱田村工務店

渡辺　幸二
昭和29年１月15日生
㈱田村工務店

東北ブロック
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渡辺　一春
昭和34年３月２日生
㈱東海建設

仲沼　浩司
昭和36年10月14日生
㈱田村工務店

篠木　良夫
昭和47年１月14日生
㈱東海建設

宗像　昇一
昭和31年４月１日生
㈱東海建設

山口　誠一郎
昭和35年12月10日生
㈱東海建設

大和田　重男
昭和29年２月17日生
㈱驂賛建設工業

江田　巳知男
昭和28年５月17日生
㈱東海建設
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佐藤　春雄
昭和27年８月４日生
㈱田村工務店

佐久間　博文
昭和35年３月29日生
㈱田村工務店

千葉　春雄
昭和33年３月31日生
㈱田村工務店

井堀　広恵
昭和46年５月６日生
㈱春山建工社

六角　義美
昭和24年７月23日生
㈱東海建設

大野　純弘
昭和31年11月14日生
㈱田村工務店

堀越　広美
昭和33年９月26日生
㈱春山建工社

大高　茂
昭和46年９月22日生
㈱春山建工社

草野　修一
昭和53年12月11日生
㈱春山建工社

（5/19～5/21）

東北ブロック
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桑原　芳寿
昭和52年４月25日生
㈱春山建工社

渡辺　大三
昭和28年２月16日生
㈱春山建工社

猪狩　利勝
昭和48年１月25日生
㈱春山建工社

真壁　幸雄
昭和39年４月17日生
㈲真壁工務店

吉田　忠市
昭和36年12月26日生
㈱驂賛建設工業

和田　清勝
昭和43年１月31日生
㈲丸佐工務店

阿部　裕二
昭和47年11月５日生
㈲真壁工務店

佐藤　佳秀
昭和38年10月24日生
㈲佐藤耕作建設

岸　忠史
昭和50年10月15日生
㈲真壁工務店
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濱平　政行
昭和46年９月１日生
㈱濱平建設

上田　正明
昭和30年９月10日生

㈱梶田組

登口　保
昭和43年３月18日生

㈱梶田組

畑　文和
昭和41年９月２日生
翁有建設㈱

諏訪　春彦
昭和43年６月12日
翁有建設㈱

南　福一
昭和53年11月11日生
㈱深阪工務店

松島　晴雄
昭和30年２月15日生

㈱梶田組

岩崎　茂
昭和26年８月２日生

㈱梶田組

松下　法経
昭和34年８月10日生

㈱梶田組

近畿ブロック
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園田　慶一
昭和42年５月15日生
㈱加来工務店

橋口　誠司
昭和47年５月13日生
㈱加来工務店

松下　和久
昭和34年７月25日生
㈱加来工務店

松下　豊司
昭和52年12月15日生
㈱加来工務店

大黒　藤吉
昭和27年２月23日生
㈱タカシマ

萩原　健治
昭和52年２月19日生

㈱櫻木組

櫻木　清光
昭和27年２月４日生

㈱櫻木組

山口　将範
昭和47年７月17日生
㈱加来工務店

小川　寛
昭和43年５月３日生
㈲麻生嶋組

小野　雄
昭和23年４月７日生
㈲麻生嶋組

渡辺　浩
昭和39年８月８日生
㈱タカシマ

大薗　政弘
昭和18年10月４日生
㈱タカシマ
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日置　政信
昭和31年６月13日生

㈱山本組

上嶋　圭吾
昭和34年６月25日生

㈱山本組

菅原　亨
昭和42年３月15日生
㈲麻生嶋組

中野　延壽
昭和19年８月22日生
㈲麻生嶋組

田渕　英彦
昭和43年４月18日生

㈱山本組

宮原　幸生
昭和28年６月14日生

㈱櫻木組

佐伯　豊春
昭和21年11月18日生

㈱山本組

森山　正信
昭和40年６月３日生

㈱山本組

白石　正弘
昭和30年９月29日生
㈱菅工務店

久保　英一郎
昭和32年10月31日生
久保興業㈲

山下　高博
昭和29年11月23日生

㈱ヤマジ

加井　和茂
昭和26年８月23日生

㈱ヤマジ

近畿ブロック
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答え：（２級）Ｑ１．×　Ｑ２．○　Ｑ３．○　（１級）Ｑ１．○　Ｑ２．○　Ｑ３．○

あなたも挑戦 
日建大協 
ク イ ズ  

Q1． Ｃ型丸セパレータのネジ山の長さは、使用するせき板の厚みが違っても使えるように一定し
ている。

Q2． 型枠の浮き上がり、斜壁、斜柱のところで発生しやすい。

Q3． 型枠の下ごしらえにおいて、定尺物はなるべく切断しないで使用できるように割り付け
る方がよい。

Q1． 型枠は、各部材を少ない方で一本化する方が、施工精度は高くなる。

Q2． ネジ式フォームタイの丸セパレータには、コンクリートによる側圧のほか、締め付けに
よる力も加わっている。

Q3． 鉄筋コンクリート造では、コンクリートの打継ぎ部分が構造的弱点になりやすい。

以下の問題は、実際に「型枠施工技能検定」に出題された問題です。
いくつか抜粋してみましたので、あなたもちょっと力試ししてみませんか。○×でお答えくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（答えはこのページの右下隅にあります。）

2
級

1
級

新会員のご紹介

東京支部
㈲石原工務店
（石原　繁雄）

以下の皆さんが、新たに日建大協に加入されました（平成20年6月～11月）。今後のご活躍をご期待申し上げます。

神奈川支部
㈲矢部工務店
（矢部　学）

近畿支部
㈲島内組

（島内　洋一）

神奈川支部
㈲加納建設
（加納　勝白）

九州支部
㈲達工務店

明けましておめでとうございます。
新しい年を迎え、お健やかな日々をお過ごしのことと存じます。おかげさまで「NIKKEN DAIKYO」111

号が発刊できたことを、心よりお礼申し上げます。
続く厳しい受注競争の影響を受け、また、相次ぐデベロッパーの破たんも重なり、新規物件の着工延期や事

業自体の中止等様々な問題が多発しております。しかし、この難局を乗り越えるために、会員の方々が一致団
結し、日建大協のさらなる躍進のためにも協力していただかなければなりません。何としても、昨年からの暗
い経済情勢に歯止めをしたいものです。
最後に発刊誌に掲載されております事項の中から一つでも参考にしていただき、各事業活動の活性化につな

がれば幸いです。
 広報委員　大越　民衛









社団法人 日本建設大工工事業協会

政府労災上乗せ 共済制度のご案内
制度の特色

●国内すべての現場（事業所）において、業務

上の災害または通勤災害を被った場合に補償

●年齢、性別に関係なく無記名で簡単な手続き

で加入可能●掛け金は、損金計上●大規模団体

として掛金が割引となっており、一般加入より有

利●特約の付帯により、補償がワイド

対象となる事故：政府労災で業務上災害または通

勤災害と認定された事故が対象。政府労災保険

の給付にプラスして死亡補償・後遺障害補償をい

たします。

加入対象者：①加入会社の全従業員（臨時雇い

を含む）②加入会社の協力会社の全従業員（臨

時雇いを含む。ただし、事業主及び一人親方につ

いては政府労災に特別加入している場合に限る）

社団法人 日本建設大工工事業協会

（注）当該掛金は、（社）日本建設大工工事業協会を契約者とする労働災害総合保険団体契約に関わる損害保険料相当額および共済会運営
費にて構成されています。プランごとの詳細な掛金の内訳は、（社）日本建設大工工事業協会事務局までお問い合わせ下さい。

〒105-0004 東京都港区新橋2-10-3 岩城ビル７階
事務局　Tel 03-3591-1098　Fax 03-3591-1562

お問い合わせ先

死　亡　100万円
後遺障害　1～3級：25万円　4～7級：15万円

補償内容および月払掛金
タ イ プ
障 害 区 分
死 亡
後遺障害 1級

2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
12級
13級
14級

災害付帯費用

月 払 掛 金
（ 1 名 ）

1 型
保険金額
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
800万円
600万円
400万円
150万円
100万円
60万円
40万円
20万円
10万円
10万円
10万円

450円

2 型
保険金額
1,500万円
1,500万円
1,500万円
1,500万円
1,200万円
900万円
600万円
225万円
150万円
90万円
60万円
30万円
15万円
15万円
15万円

660円

3 型
保険金額
2,000万円
2,000万円
2,000万円
2,000万円
1,600万円
1,200万円
800万円
300万円
200万円
120万円
80万円
40万円
20万円
20万円
20万円

870円

4 型
保険金額
3,000万円
3,000万円
3,000万円
3,000万円
2,400万円
1,800万円
1,200万円
450万円
300万円
180万円
120万円
60万円
30万円
30万円
30万円

1,290円



〒604－8381  京都市中京区西ノ京職司町67番地72
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