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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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巻

頭

言

専門工事業の新たなステータス
「型枠基幹技能者」の活用と未来
昭和37年生まれ。近畿大学理工学部建築学科卒業。
工学院大学大学院後期博士課程建築学専攻。
（社）日本
建築学会建築教育本委員、同建築教育将来委員会幹
事。
（社）
日本建築士会連合会ＣＰＤ教材開発委員ほか。

ダンピング（過度な安値受注）による激しい低価格

ものつくり大学
准教授

三原

斉

他社との差別化を図りたいとの考えがある。

受注競争の中で、元請のゼネコン各社は、協力業者で

現在、専門工事業の関係団体（基幹技能者推進協議

ある専門工事業と痛み分けともいえる対応を行ってき

会）は、周知方策の検討に加えて、公共工事の総合評

た。この競争激化による下請の協力業者へのしわ寄せ

価方式での活用や元請会社による活用促進のための諸

は、技能者（職人）の賃金に大きな影響を与えている。

方策を検討している。また、専門工事業の関係団体と

また、不動産やゼネコンの相次ぐ倒産に、ゼネコン

国土交通省は、総合評価方式での基幹技能者の活用や

の協力業者である専門工事業界が、強い危機感を抱い

特定専門工事審査型総合評価方式の詳細を検討してい

ている。専門工事業者は、ディベロッパーやゼネコン

る。この方式は、
「技術者・技能者がいる会社が評価

の破たんによるあおりで、倒産がさらに増える可能性

されるべきだ」という考えと、
「専門工事業の技術力・

も否定できない。専門工事業は、企業規模が比較的脆

能力が品質確保に重要な役割を果たしている」とした

弱な下請企業が多く、発注者や元請が破たんした時、

考えを積極的に取り入れて、評価を行おうとするもの

直接その影響を受けることになる。このようなことか

である。

ら、国や地方公共団体には、まず、公共工事の見直し

国土交通省では現在、入札・契約段階で通常の技術

を行ってもらい、元請の破たんによる下請へのしわ寄

提案に加え、主要な専門工事の施工内容や費用などで

せの波及を防ぐ術を考えてもらうことが必要である。

も技術提案を求める「特定専門工事審査型総合評価方

近年、建設産業における課題として、建設コストの
低減、生産性の向上、品質・性能・安全の確保が強く

式」の試行を実施している。未だ、本格導入に向けた
方式の詳細は固まっていない。

求められている。これらの課題に的確に応えるために

これまで、陽の目を見なかった専門工事業にも、経

は「仕事の段取り、とりまとめ」といった作業管理等

審加点や資格認定拡大といった基幹技能者への新たな

の建設現場におけるマネジメント能力を有する専門工

インセンティブ（優遇措置）付与への土壌が整いつつ

事業の上級職長の職務が重要とされている。そのため、

あることが、基幹技能者の地位・処遇の向上と新しい

技術者に対しては、施工方法の提案を行い、他職種の

評価をつくることへの一歩を踏み出したと言える。

上級職長に対しては、作業間工程等の連絡調整を行い、

ここで述べたことが、今まで表面に出てこなかった

部下の技能者に対しては、適切な指導や統率を行う基

技能者の地位の向上と処遇の改善等、今後益々の専門

幹技能者の確保・育成・活用が求められている。

工事業の発展と型枠技能者のさらなる活用につながる

個別の企業単位では、基幹技能者を配置して、同業

ことと期待ができる。
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特集

建設業法令遵守ガイドラインの概要とポイント

個別のケースを示し
法律の不知による違反を防止
国土交通省は平成 19 年 6 月、「建設業法令遵守ガイドライン」を策定。20 年 9 月には、工期面でのしわ寄せを
防止する観点から、同ガイドラインの改訂を行いました。元請負人と下請負人との関係において、どの様な行為
が建設業法に違反するかを具体的に示した同ガイドライン。本稿では、その概要とポイントをご紹介します。

見積条件の提示
【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

請負代金の額を除くすべての事項です。
見積りを適正に行うという建設業法の趣旨に照らす
と、例えば前記の「工事内容」に関し、元請が最低限
明示すべき事項としては、①工事名称、②施工場所、

②元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関

③設計図書（数量等を含む）
、④下請工事の責任施工

する質問を受けた際、元請負人が未回答あるいは曖

範囲、⑤下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全

昧な回答をした

体工程、⑥見積条件及び他工種との関係部位、特殊部

【建設業法上違反となる行為事例】
③元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結す

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・下請間の費用

る際、見積期間を３日として下請負人に見積りを行

負担区分に関する事項――などが挙げられ、元請は、

わせた

具体的内容が確定していない事項については、その旨
を明確に示さなければなりません。逆に、施工条件が

元請は下請契約を締結する以前に、下記に示す具体

確定していないなどの正当な理由がないにもかかわら

的内容を下請に提示し、その後、下請が当該下請工事

ず、元請が下請に対して契約までの間に前記事項等に

の見積りをするために必要な一定の期間を設けること

関し具体的な内容を提示しない場合には建設業法に違

が建設業法により義務付けられています。これは、下

反します。

請契約が適正に締結されるためには、元請が下請に契
約の内容となるべき重要な事項をあらかじめ提示し、
適正な見積期間を設け、見積落し等の問題が生じない

書面による契約締結
【建設業法上違反となる行為事例】

よう検討する機会を与え、請負代金額の計算その他請

①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった

負契約の締結に関する判断を行わせることが必要であ

②下請工事に関し、建設業法第 19 条第１項の必要記載

ることを踏まえたものです。

事項を満たさない契約書面を交付
③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請

見積りに当たっては下請契約の具体的内容の提示を
元請が下請に提示しなければならない具体的内容

負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中ま
たは工事終了後に契約書面を相互に交付

は、請負契約書への記載が義務付けられている事項（工
事内容、工事着手及び工事完成の時期、前金払または
出来形部分に対する支払の時期及び方法等）のうち、
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契約は下請工事の着工前に書面で行う
建設工事の請負契約の当事者である元請と下請は、
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対等な立場で契約すべきであり、必要事項を書面に記

条の３で禁止される不当に低い請負代金につながる可

載し、署名または記名押印して相互に交付しなければ

能性が高い契約となり、適当ではありません。

なりません。また、契約書面の交付は、下請工事の着
工前に行わなければなりません。

追加工事等に伴う追加・変更契約
【建設業法上違反となる行為事例】

契約書面には建設業法で定める一定の事項の記載を
契約書面に記載しなければならない事項は以下の①
〜⑭の事項。特に「①工事内容」には、下請の責任施
工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要が
あり、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべき。
『記載事項』

①下請工事に関し追加工事または変更工事（以下「追
加工事等」という）が発生したが、元請負人が書面
による変更契約を行わなかった
②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手し
た後または工事が終了した後に書面により契約変更
を行った

①工事内容、②請負代金の額、③工事着手の時期及

③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請

び工事完成の時期、④請負代金の全部または一部の前

負人が、発注者との契約変更手続が未了であること

金払または出来形部分に対する支払の定めをするとき

を理由として、下請契約の変更に応じなかった

は、その支払の時期及び方法、⑤当事者の一方から設

④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわら

計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もし

ず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くなり、

くは一部の中止の申出があった場合における工期の変

残された工期内に工事を完了させるため労働者の増

更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれら

員等が必要となった場合に、下請負人との協議にも

の額の算定方法に関する定め、⑥天災その他不可抗力

応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約

による工期の変更または損害の負担及びその額の算定

締結を行わなかった

方法に関する定め、⑦価格等の変動もしくは変更に基
づく請負代金の額または工事内容の変更、⑧工事の施

追加工事等の着工前に書面による契約変更を

工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の

請負契約の当事者である元請と下請は、追加工事等

負担に関する定め、⑨注文者が工事に使用する資材を

の発生により当初の請負契約書に掲げる事項を変更す

提供し、または建設機械その他の機械を貸与するとき

るときは、当初契約を締結した際と同様に追加工事等

は、その内容及び方法に関する定め、⑩注文者が工事

の着工前にその変更の内容を書面に記載し、署名また

の全部または一部の完成を確認するための検査の時期

は記名押印して相互に交付しなければなりません。

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

元請が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わな

疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講

い場合は建設業法違反

ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め

追加工事等が発生しているにもかかわらず、元請が

をするときは、その内容、⑬各当事者の履行の遅滞そ

発注者との間で追加・変更契約を締結していないこと

の他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金そ

などを理由に、下請からの追加・変更契約の申出に応

の他の損害金、⑭契約に関する紛争の解決方法

じない行為など、元請が合理的な理由もなく一方的に
変更契約を行わない行為は建設業法に違反します。

片務的な内容の契約は建設業法上不適当
元請と下請の双方の義務を下請に一方的に義務を課
すもの、元請の裁量の範囲が大きく下請に過大な負担
を課す内容など、建設工事標準下請契約約款に比べて
片務的な内容による契約は、結果として建設業法第 19

追加工事等の費用を下請に負担させることは建設業法
違反のおそれ
追加工事等を下請の負担で施工させたことにより、
下請代金の額が当初契約工事や追加工事等を施工する
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ために「通常必要と認められる原価」に満たない金額

に違反するおそれがあります。

となる場合、その元・下請間の取引依存度等の状況に

不当に低い請負代金

よっては、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」
に違反するおそれがあります。

工期変更に伴う変更契約

【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、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

【建設業法上違反となる行為事例】
下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわら

額を大幅に下回る額で下請契約を締結
②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引

ず、下請工事の当初契約で定めた工期が変更になり、

において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆

下請工事費用が増加したが、元請負人が下請負人から

して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る

の協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった

額で下請契約を締結
③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下

工期変更工事の着工前に書面による契約変更を
請負契約の当事者である元請と下請は、工期変更に

請負人に対し追加工事を施工させた
④元請負人が、契約後に取り決めた代金を一方的に減

より請負契約で当初の請負契約書に掲げる事項を変更

額した

するときは、当初契約を締結した際と同様、工期変更
にかかる工事の着工前に変更内容を書面に記載し、署
名または記名押印し相互に交付しなければなりません。

「不当に低い請負代金の禁止」の定義
「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が自己
の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設

下請の責めに帰すべき理由がなく工期が変更、これに

工事を施工するために通常必要と認められる原価に満

起因して下請工事費用が増加したものの、元請が下請

たない金額を、請負代金の額とする請負契約を請負人

工事の変更を行わない場合は建設業法違反

と締結すること。なお、元・下請間の下請契約では、

下請の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工

元請が「注文者」となり、下請が「請負人」となります。

期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増
加したにもかかわらず、元請が発注者から増額変更が

「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的

認められないことなどを理由に、下請からの契約変更

な地位にある元請が経済的に下請を不当に圧迫するこ

の申し出に応じない行為など、必要な変更契約を行わ

と

ない行為は建設業法に違反します。

「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、取引
上優越的な地位にある元請が、下請の指名権、選択権

下請の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期

等を背景に、下請を経済的に不当に圧迫するような取

が変更、これに起因して下請工事の費用が増加した場

引等を強いることを言います。

合に、費用の増加分を下請に負担させることは建設業
法第19 条の３に違反するおそれ
下請の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工

「通常必要と認められる原価」は工事施工のため一般的
に必要と認められる価格

期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増

「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施

加した場合に、費用の増加分について下請に負担させ

工地域において当該工事を施工するために一般的に必

たことにより、下請代金の額が下請工事を施工するた

要と認められる価格（直接工事費、共通仮設費及び現

めに「通常必要と認められる原価」に満たない金額と

場管理費よりなる間接工事費、一般管理費（利潤相当

なる場合には、当該元・下請間の取引依存度等の状況

額は含まない）の合計額）をいい、具体的には、下請

によっては、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」

の実行予算や下請による再下請先、資材業者等との取

4 ｜ Nikken Daikyo・2009.5
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引状況、さらには当該地域の施工区域における同種工
事の請負代金額の実例等により判断することとなる。

指値発注
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
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元請が下請に対して示した工期が、通常の工期に比
べて著しく短いなど厳しい工期である場合には、下請
工事を施工するために「通常必要と認められる原価」
は、元請が示した厳しい工期で下請工事を完成させる
ことを前提として算定されるべきです。

①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負

元請が、通常の工期を前提とした下請代金の額で指

人との協議を行うことなく、一方的に下請代金の額

値をした上で、厳しい工期で下請工事を完成させるこ

を決定し、その額で下請契約を締結

とにより、下請代金の額がその工事を施工するために

②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下

「通常必要と認められる原価」を下回る場合には、建

請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の

設業法に違反するおそれがあります。また、下請が元

額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結

請が指値した額で下請契約を締結するか否かを判断す

③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から
提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下
請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結
【建設業法上違反となる行為事例】

る期間を与えることなく、回答を求める行為は、
「見積
りを行うための一定期間の確保」に違反します。
さらに、元・下請間において請負代金の額の合意が
得られず、これにより契約書面の取り交わしが行われ

④元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られて

ていない段階で元請が下請に対して下請工事の施工を

いない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の

強要し、その後に下請代金の額を元請の指値により一

施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との

方的に決定する行為は建設業法に違反します。

協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定
し、その額で下請契約を締結
⑤元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を

なお、上記に該当しない場合についても、指値発注
は、その情状によっては、
「請負契約に関する不誠実な
行為」に該当するおそれがあります。

設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、

やり直し工事

下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下
請契約を締結

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負

元請が下請との請負契約を交わす際、下請と十分な
協議をせず、また、下請負人の協議に応じることなく、

担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わ
せ、その費用を一方的に下請負人に負担させた

元請が一方的に決めた請負代金の額を下請に提示（指
値）し、その額で下請に契約を締結させる指値発注は、

やり直し工事を下請負人に依頼する場合、工事が下請

建設業法第 18 条の建設工事の請負契約の原則（各々の

の責めに帰すべき場合を除き、費用は元請が負担

対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結
する）を没却するものです。

元請は下請工事の施工に関し下請と十分な協議を行
い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のや
り直し（手戻り）が発生しない施工に努めることはも

指値発注は建設業法に違反するおそれ

ちろんですが、やむを得ず、施工後に元請が下請に工

指値発注は、元請としての地位の不当利用に当たる

事のやり直しを依頼する場合、やり直し工事が下請の

ものと考えられ、下請代金の額がその工事を施工する

責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し

ために「通常必要と認められる原価」に満たない金額

工事に必要な費用は元請が負担する必要があります。

となる場合には、その元・下請間の取引依存度等の状
況によっては、建設業法の「不当に低い請負代金の禁

下請の責めに帰さないやり直し工事を依頼する場合、

止」に違反するおそれがあります。

契約変更が必要
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下請の責めに帰すべき理由がないのに、下請工事の

して実際にかかる費用より過大な金額を差し引く

施工後に、元請が下請に工事のやり直しを依頼する場

⑤元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負

合、元請は速やかに当該工事に必要となる費用につい

担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事

て元・下請間で十分に協議した上で、契約変更を行う

業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減

必要があり、元請が契約変更を行わず、やり直し工事

額することにより下請負人に負担させた

を下請に施工させた場合には建設業法に違反します。
赤伝処理とは、元請が①下請代金の支払に関して発
下請の一方的な費用負担は建設業法違反のおそれ

生する諸費用（下請代金の振り込み手数料等）
、②下

下請の責めに帰すべき理由がないのに、その費用を

請工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処

一方的に下請に負担させるやり直し工事により、下請

理費用、③前記以外の諸費用（駐車場代、弁当ごみ等

代金の額が、当初契約工事ややり直し工事を施工する

のごみ処理費用、安全協力会費等）――を下請代金の

ために「通常必要と認められる原価」に満たない金額

支払時に差引く（相殺する）行為です。

となる場合、元・下請間の取引依存度等によっては、
建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」に違反する

赤伝処理には元請と下請双方の協議・合意が必要

おそれがあります。また、これに該当しない場合でも、

赤伝処理を行うこと自体が直ちに建設業法上の問題

やり直し工事により元請が下請の利益を不当に害した

となることはありませんが、赤伝処理を行うためには、

場合、その情状によっては、建設業法の「請負契約に

その内容や差引く根拠等について元請と下請双方の協

関する不誠実な行為」に該当するおそれがあります。

議・合意が必要です。

下請の責めに帰すべき理由とは、契約書面に明示され

赤伝処理の内容を見積条件・契約書面に明示を

た内容と異なる施工や施工に瑕疵等がある場合

下請代金の支払に関して発生する諸費用及び下請工

下請の責めに帰すべき理由があるとして、元請が費

事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費

用を全く負担することなく、下請に対して工事のやり

用について赤伝処理を行う場合、元請は内容や差引額

直しを求めることができるのは、下請の施工が契約書

の算定根拠等について見積条件や契約書面に明示する

面に明示された内容と異なる場合、または、下請の施

必要があり、当該事項を見積条件や契約書面に明示・

工に瑕疵等がある場合に限られます。

記載しなかった場合には建設業法に違反します。

赤伝処理
【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、下請負人との合意なく、下請工事の施

適正な手続に基づかない赤伝処理は建設業法違反も
赤伝処理として、元請と下請双方の協議・合意がな
いまま元請が一方的に諸費用を下請代金から差引く行

工に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用、

為や、下請との合意はあるものの、差引く根拠が不明

下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数

確な諸費用を下請代金から差引く行為または実際に要

料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く

した諸費用（実費）より過大な費用を下請代金から差

②元請負人が、建設廃棄物の発生がない下請工事の下

引く行為等は、建設業法の建設工事の請負契約の原則

請負人から、建設廃棄物の処理費用との名目で、一

（各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契

定額を下請代金から差し引く

約を締結する）を没却することとなるため、元請の一

③元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等差

方的な赤伝処理については、その情状によっては、建

し引く根拠が不明確な費用を下請代金から差し引く

設業法の「請負契約に関する不誠実な行為」に該当す

④元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、
宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料と
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なお、赤伝処理によって、下請代金の額が、その工
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事を施工するために「通常必要と認められる原価」に

に伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負

満たない金額となる場合には、元・下請間の取引依存

担させた

度等によっては、建設業法の「不当に低い請負代金の
禁止」に違反するおそれがあります。

工期に変更が生じたら、当初契約と同様に変更契約を
建設工事の請負契約の当事者である元請や下請は、

赤伝処理は下請との合意の下で行い、差引額は下請の

当初契約の締結に当たって、適正な工期を設定すべき

過剰負担とならないように

であり、また、元請は工程管理を適正に行うなど、で

赤伝処理は、下請に費用負担を求める合理的な理由

きる限り工期に変更が生じないよう努めるべきです。

があるものについて、元請が下請との合意の下で行え

しかし、工事現場の状況により、やむを得ず工期を変

るもの。元請は赤伝処理を行うに当たっては、差引額

更することが必要になる場合も多いもの。このような

の算出根拠、使途等を明らかにし、下請と十分に協議

場合、当初契約を締結した際と同様に、変更の内容を

を行うとともに、例えば、安全協力費については下請

書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付し

工事の完成後に収支を下請に開示するなど、その透明

なければなりません。

性の確保に努め、赤伝処理による費用負担が過剰なも

工期の変更に関する変更契約の締結に際しても、他

のにならないよう十分に配慮する必要があります。ま

の変更契約の締結の際と同様、元請は速やかに当該変

た、赤伝処理に関する元・下請間における合意事項に

更に係る工期や費用等について下請と十分に協議を行

ついては、駐車場代など建設業法第 19 条の規定による

う必要があります。合理的な理由もなく元請の一方的

書面化義務の対象とならないものについても、後日の

な都合により、下請の申し出に応じず、必要な変更契

紛争を回避する観点から、書面化して相互に取り交わ

約の締結を行わない場合、建設業法に違反します。

しておくことが望ましいでしょう。

工期
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負

下請の責めに帰すべき理由がなく工期が変更、これに
起因する下請工事費用の増加分は元請が負担
下請の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、
例えば、元請の施工管理が十分に行われなかったため、

人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請

下請工事の工期を短縮せざるを得ず、労働者を集中的

工事の工程に遅れが生じ、その結果下請負人の工期

に配置した等の理由により、下請工事の費用が増加し

を短縮せざるを得なくなった場合、これに伴って発

た場合には、その増加した費用については元請が負担

生した増加費用について下請負人との協議を行うこ

する必要があります。

となく、その費用を一方的に下請負人に負担させた
②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負
人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請

元請が工期変更に起因する費用増を下請に一方的に負
担させることは建設業法違反のおそれ

工事の工期が不足し、完成期日に間に合わないおそ

元請が下請に対して、自己の取引上の地位を利用し

れがあった場合において、元請負人が下請負人との

て一方的に下請代金の額を決定し、その額で下請契約

協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締

を締結させた場合や、下請の責めに帰すべき理由がな

結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、その費用

い工期の変更による下請工事の費用の増加を、元請の

を一方的に下請負人に負担させた

都合で一方的に下請に負担させ、または、赤伝処理を

③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、

行った結果下請代金の額が「通常必要と認められる原

工期を延長した場合において、その間も元請負人の

価」に満たない金額になる場合、元・下請間の取引依

指示により下請負人が重機等を現場に待機させ、又

存度等によって、建設業法に違反するおそれがありま

は技術者等を確保していたにもかかわらず、これら

す。
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品質のために価格以外の要素を含めて評価
── 総合評価方式とは？ その意義と仕組み ──
最近よく耳にする「総合評価方式」
。従来の価格だけを参考としていた落札方
法とは異なり、品質を高めるために様々な評価を元に落札者を決定する方法です。
本稿では、総合評価方式の意義、仕組み、メリットなどについて考えます。

国土交通省関東地方整備局は平成 21 年 1 月 27 日、

このため、発注者が建設業者の技術的能力を適正に

同局として初めて「特定専門工事審査型総合評価方

審査し、価格と品質において総合的に優れた調達を実

式」を適用する工事の一般競争入札を公告しました。

現するための手法として 総合評価方式

同工事は、圏央道建設工事における 深層混合処理
工法

による地盤改良工事。施工内容、施工者、専門

工事業者が審査されました。

が求められ

るようになり、平成 17 年 4 月に施行された「公共工事
の品質確保の促進に関する法律」に明確に位置づけら
れました。

評価方法は、通常の評価項目である企業の「技術力

従来の方式は、まず仕様を規定し、標準的な技術に

（施工計画）
」や「企業の信頼性・社会性」に加え、
「専

基づく価格による自動落札方式でした。しかし、総合

門工事業者の技術力（成功計画）
」が審査されました。

評価方式は、従来の価格だけで評価していた入札方法

具体的には、地盤改良工事における品質管理における

と異なり、品質を高めるための新しい技術やノウハウ

具体的な施工計画が求められ、元請業者と専門工事業

といった価格以外の要素を含めて評価する落札方法で

者の両方の配置予定技術者などについてヒアリングが

す。この品質とは、工事目的物の品質はもとより、工

実施されました。

事中の効率性や安全性、環境への配慮などの工事実施

また、専門工事業者が元請に提出した見積もりの提
出も求められ、専門工事業者の適切性なども判断され
ました。

れています。
総合評価方式の種類としては、大きく分けて「標準

このような「特定専門工事審査型総合評価方式」は、
工事全体における専門工事部分の重要度が高い工事を
中心に、同省の直轄工事において試行が拡大されてお
り、専門工事業者への 分離・分割発注

段階における特性、つまり、工事そのものの質も含ま

などへの第

一歩として注目されています。

型」
、
「高度技術提案型」
、
「簡易型」
、
「市区町村向け簡
易型（地区別簡易型）
」があります。
「標準型」は、技術的な工夫の余地が大きく、施工
上の工夫など一般的な技術提案を求めることが適切な
工事に適用される方式です。評価項目として、例えば
「環境の維持」
、
「交通の確保」
、
「特別な安全対策」な

総合評価方式の仕組みと種類

どが挙げられます。
「高度技術提案型」は、技術的な工夫の余地が大き

土木構造物（公共工事）は、車やテレビなどの一般

い高度な技術提案を要する工事に適用される方式で

の商品と異なり、事前に実際の物を見て、性能や形な

す。評価項目として、例えば「ライフサイクルコス

どを確かめてから購入することはできません。

ト」
、
「工事の目的物の強度」
、
「耐久性」
、
「供用生（維
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総合評価方式

持管理の容易性など）
」
、
「環境の維持」
、
「景観」など
が挙げられます。

品質

「簡易型」は、技術的な工夫の余地が小さい一般的
な工事において、特定のテーマに沿って作成された簡
易な施工計画のほか、同種・類似工事の施工実績や工
事成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する
方式です。

省資源

安全性

ライフサイ
クルコスト

価格
環境
性能

「市区町村向け簡易型（地区別簡易型）
」は、技術的
な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事におい

〈総合評価のメリット〉

て、施工計画の評価を要件とせず、同種工事の施工実
績や工事成績など、定量化された評価項目と入札価格
を総合的に評価する方式です。

◆トータルコストを削減
◆工事中の渋滞緩和
◆住環境の保全

◆利用者の満足度向上
◆確実な施工
など

総合評価方式のメリットと落札方法
総合評価方式のメリットとして、次の①〜③が挙げ
られます。
①品質面でも競争が可能となり、公共工事自体の品

①公共工事自体の品質向上
②事前に課題を把握し、周辺住民等への
迷惑を減少
③建設業者の育成・技術力の向上

質が向上されます。例えば、技術力の低い企業が落札
しにくくなるため、公共工事の品質が底上げされる。
また、施工能力の乏しい者が落札し、公共工事の品質
の低下や工期の遅れを招くことを未然に防止できる
――などが挙げられます。
②工事周辺の住民や利用者にできるだけ迷惑をかけ
ないようになります。例えば、工事における騒音の低

●除算方式（国土交通省が現在採用している方式）
評価値 ＝

技術評価点
入札価格

＝

標準点
（100 点）
＋加算点
入札価格

※加算点には、
「技術提案の評価」
、
「企業評価」
、
「技
術者評価」などを点数化

減、周辺環境や街並みと景観の調和なども評価対象に
なるため、結果として周辺住民や利用者に対する迷惑
を減らすことが可能となります。
③建設業者の育成と技術力の向上を図ることができ

●加算方式（例）
評価値＝価格評価点＋技術評価点＝α
（１−入札価
格÷予定価格）
＋技術評価点

る。例えば、公共工事を受注しようとする建設業者に

※技術評価点には、
「技術提案の評価」
、
「企業評価」
、

おいて、適切な施工や技術力の向上に対する意欲を高

「技術者評価」などを点数化。また、価格評価点

めるとともに、公共工事の品質確保に向けた建設業者

は、α（最低価格／入札価格）とする場合もある

の育成・技術力の向上につながります。
また、総合評価方式における落札者の決定方法は、
価格以外の要素

の評価結果を数値化した技術評価

点数（標準点＋加算）を、企業の入札価格（予定価格
以下であるあること）で除し、これによって算出され

◆

◆

冒頭紹介した「特定専門工事審査型総合評価方式」
のように、今後、多様な総合評価方式が導入されるこ
とが予想されます。
一例を挙げると、
「基幹技能者の活用」を評価項目

た数値（＝評価値）が最も高い業者を落札者とします。

への採用です。基幹技能者の活用へ向けた施策として

つまり、
「価格」と「価格以外の要素」を総合的に評

国土交通省が検討しているもので、モデル工事の実施

価して落札者を決定する方式が総合評価方式なのです。

などが予定されています。
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今日の
問
題

「基幹技能者の活用に向けた事例等調査
報告書」より

基幹技能者の能力を高く評価するも
認知度や資格者数の不足を指摘する声が
「登録基幹技能者制度」のスタートなど、その養成に弾みがつく基幹技能者です
が、その活用が十分に行われているとは言い難い状況です。このため、資格制度
運営団体などで構成される基幹技能者制度推進協議会は、基幹技能者の活用実態
など調査しました。基幹技能者を取り巻く課題や今後の活用方策を考えます。

同調査の目的は、基幹技能者制度の活用事例、基幹
技能者の配置による効果の事例、基幹技能者の活用に

が発注要件となった」事例が１件ありました（Ａ調
査）
。

関する現場の実態などを把握することで、基幹技能者

また、基幹技能者を現場に配置したことによる効果

制度の普及や基幹技能者の活用促進に向けた課題を整

の事例として、
「生産性向上」
、
「品質確保」
、
「安全確保」

理し、基幹技能者の活用・周知方策を取りまとめるた

が挙げられるとともに、生産性の向上に関しては、
「当

めの資料とすること。基幹技能者を養成している 21

初工程より１週間前後工程が縮んだ」
、
「当初１カ月程

職種（28 団体）に対して調査を実施したものです。

度遅れていた工程が、基幹技能者と技術者が協力する

調査は、① 基幹技能者資格運営団体やその会員会社

ことで他業種との調整が上手くいき、工程の遅れを挽

が把握している、基幹技能者制度を活用した公共工事

回した」など、比較的定量的な効果が示されました

の発注事例の情報を収集した「基幹技能者制度を活用
した発注事例調査（Ａ調査）
」
、② 基幹技能者資格運営
団体やその会員会社における、基幹技能者の現場配置

（Ｂ調査）
。
一方、現場所長の基幹技能者の理解については次の
ような結果となっています（Ｃ調査）
。

による効果の事例の情報を収集した「基幹技能者の現

現場所長などの基幹技能者資格の認知度は、
「名称

場配置による効果の事例調査（Ｂ調査）
」
、③ 基幹技能

及びその内容を知っている」が 37％、
「名称は知って

者が就業している現場所長などに対し、基幹技能者配

いるが内容はよく知らない」が 38％、
「知らない」が

置などについてのメリットなどについてアンケート調

23％。名称については知っているが、その内容の認知

査票を配布して行った「基幹技能者の活用に関する現

度は低いことが窺えます。

場アンケート調査（Ｃ調査）
」
、④ ③で回収したアンケ

また、平成 20 年 4 月から始まった「登録基幹技能者

ート調査票の中から、基幹技能者の活用促進に参考と

制度」の認知度は、
「名称及びその内容を知っている」

なりそうな内容の回答を選択して、回答者にヒアリン

が 25％、
「名称は知っているが内容はよく知らない」

グを実施した「基幹技能者の活用に関する現場ヒアリ

が 35％、
「知らない」が 40％。基幹技能者の認知度と

ング調査（Ｄ調査）
」の４調査から構成。以下は、そ

比較すると、名称や内容の認知度は 1 割以上減少して

の概要です。

います。
自身の現場に基幹技能者が就労していることを把握

まず、基幹技能者を活用した発注事例（公共工事）

している現場所長は、
「知っている」が 66％、
「知らな

は、
「総合評価方式で基幹技能者の配置が施工体制の

い」が 32％。さらに、現場に基幹技能者が配置された

評価項目となった」事例が８件、
「基幹技能者の配置

経緯については、
「下請側で自主的に配置した」が
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69％、
「元請側から（資格にかかわらず）個人を指名

実などの専門工事業への役割分担の期待」
、
「教育指導

した」が 15％、
「元請側から基幹技能者として配置を

など技術・技能継承の活用に関する事項」が挙げられ

要請した」が７％と、元請側からの基幹技能者の配置

ました。
具体的には、施工管理の強化（現場管理における補

要請がほとんどないことが窺われます。
現場に配置された基幹技能者の能力に関しては、 通

佐、現場でのコストパフォーマンスの向上、工程管理

として

のアドバイス）
、施工計画の充実（専門業者からのア

現場所長が挙げるのは、最も多いのが「元請との調整

ドバイスを取り入れた施工図の作図など）
、教育指導

能力」
、次いで「作業管理能力」
、
「安全管理能力」
、
「他

（次世代への技術指導や継承、各職長を指導・教育す

常の職長に比べて優れていると思われる能力

職種との連携・調整能力」など。例示した項目の半数
以上について、
「能力が優れている」と回答していま

る立場として活用など）――などがあります。
基幹技能者の活用に当たっての問題点は、
「資格者
の不足」
、
「社会的評価・処遇の不足」
、
「職種・地域の

す。
現場所長が基幹技能者の現場配置によるメリットと

偏り」などが挙げられました。これは、
「基幹技能者

して感じている点は、
「施工品質の確保または向上」
、

の現場配置を発注条件に加えない」とする者の回答と

次いで「作業工程の安定または短縮」
、
「安全性の確保

同様の内容となっています。

または向上」など。基幹技能者の現場配置により、品
質の確保や向上が図られていることが窺えます。
現場所長の基幹技能者に期待する役割は、
「現場の

現場所長へのヒアリングより（Ｄ調査）
現場所長が挙げる下請業者の評価・選定基準は、
「施

作業を効率的行うための技能者の適切な配置、作業方

工実績」
、
「技術力・資格者」
、
「動員能力」など。また、

法、作業手順の構成」が最も多く 53％。次いで、
「現

職長の評価・選定基準は、
「技術力・経験・資格」
、
「管

場の 状 況 に 応 じ た 施 工 方 法 等 の 提 案、 調 整 等」 の

理能力・調整力」
、
「人柄・協調性」などで、アンケー

20％、
「前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡

ト調査（Ｃ調査）に比べ、職長の 人間性

調整」の 12％、
「生産グループ内の一般の技能者の施

る声が多く聞かれました。

工に係る指示、指導」の４％。
「現場の作業を効率的行うための技能者の適切な配

現場への基幹技能者の配置については、 施工難易
度を考慮

や 大規模商業施設の改修工事であり、非

置、作業方法、作業手順の構成」を比較的多く期待す

常に高い管理能力が要求される

るのは躯体系の現場で、
「前工程・後工程に配慮した

より指名配置」が多く挙げられました。

他の職長との連絡調整」を比較的多く期待するのは設
備系や仕上げ系の現場でした。
基幹技能者の現場配置を発注条件に加えようと思
うか

の問いには、
「思う」が 59％、
「思わない」が

８％、
「どちらともいえない」が 33％。６割近くが発
注条件に加えようとしていることが分かりました。
一方、
「基幹技能者の現場配置を発注条件に加えよ
うと思わない」
、
「どちらともいえない」とする理由は、
「基幹技能者の資格者不足」
、
「理解不足」
、
「能力が不明」
などが挙げられました。
また、基幹技能者を発注条件に加えること以外の有
効活用法として、
「施工管理の強化」
、
「施工計画の充

を重視す

など、
「工事特性に

また、基幹技能者の能力について、
「管理能力・指
導力」
、
「調整力・提案力」
、
「作業能力・技術力」に関
する能力が優れていると評価。また、基幹技能者の配
置によるメリットとして、
「品質確保」や「生産性向
上」
、
「安全確保」などを多く挙げています。
基幹技能者に特に期待する役割では、
「品質確保・
安全確保」
、
「調整」
、
「人材育成・適正配置」
、
「工法・
手順検討提案」など。
活用方法については、
「発注時に活用」
、
「特定工事
で活用」
、
「教育指導に活用」などを挙げる現場所長が
多く、また、活用の問題点として、
「地位・処遇不足」
、
「資格者不足」
、
「ＰＲ不足」などを挙げています。
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日 建 大 協 N E W S
平成21年度

春の叙勲受章者
平成21年度の春の叙勲受章者が発表され、当協会関連では下記の４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。

瑞宝単光章
國津 隆光 氏

岩﨑 茂 氏

くにつ たかみつ
支 部 名：群馬支部
年
齢：55歳
所属企業：㈲小材組
総括職長

いわさき しげる
支 部 名：近畿支部
年
齢：57歳
所属企業：㈱梶田組
職長

糀本 良

氏

こうじもと よしひろ
支 部 名：近畿支部
年
齢：66歳
所属企業：翁有建設㈱
職長

北川 國 呂 氏
きたがわ くにまろ
支 部 名：九州支部
年
齢：59歳
所属企業：博新建設㈱
工事部長

常任理事会（平成 21 年 2 月 23 日開催）の審議事項について
算報告と予算書は新公益法人会計方式で行うこと。

平成 21 年２月 23 日、常任理事会が開催され、以下
の事項について審議が行われました。

④第 34 回総会役割分担の件
⑤国土交通省との意見交換会において、元・下請適正

報告事項

化の観点から、低入価格が横行する中で下請に対す

譖日本建設業団体連合会賀詞交換会の件、譛建設業

る押しつけ発注が多いため、排除指導を強調するこ

振興基金拠出団体事務局長会議の件、基幹技能者推進

と

協議会躯体関係分科会の件、登録型枠基幹技能者特例

上記の件に関し、審議を行った結果、全員異議なく、

講習会東北ブロック開催の件 ほか

議決承認されました。

審議事項

支部提案について

①業務案内、職種案内の作成について
②登録型枠基幹技能者の講習用試験問題の最終検討及

各支部からの提案事項に対して、以下の通り審議さ
れました。

び特例講習会の開催状況、６月までに登録講習会を
終了すること
③第 34 回総会議案書に関し、事業報告書、事業計画
書、決算報告書、予算書のみを諮ること。また、決
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型枠工事の工事業の設定について（秋田支部）
→

型枠大工工事は、建設業法ではこれまで「とび・

土工・コンクリート工事業」に分類されていたが、

日 建 大 協 N E W S

２〜３年前から「大工工事業」に分類されている。

単価の適正化、会員増強運動について（栃木支部）

このため、大工工事業の許可を取れば型枠の工事に

→ 単価の適正化については、モデル単価の構築を行

従事することができる。また、国土交通省としては

いつつあり、参考にしてもらいたい。会員増強につ

今後、許可業種を増やす予定は全くない。

いては、各支部で作戦を展開中であり、目玉として
登録型枠基幹技能者制度を宣伝し、受注増強の材料
にして欲しい。

積算工事内容の明確化について（福島支部）
→ 福島支部における光軸分の実態を聞いた上で、個

この他、東京、神奈川、新潟、長野、京都、九州の

別の対応が必要ではないか。

各支部の提案事項に対して審議が行われました。

支 部 だ よ り
岩
支

手
部

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、岩手支部と京都支部にご登場いただきました。

会員相互がパートナーとなり、
厳しい時代を進む

みちのく岩手も、山々の新緑が目にあざやかな季節となっ
昔であれば、冬を過ごし、これから工事の予定を組み、期
待と希望を持っていた時期でもありました。
昨今では、建設業界はますます競争と生き残りをかけて、
コストの低下が予想されています。
少数の支部会員ではありますが、情報の共有化と連携を図

京
支

都
部

り、人材確保、技
能士育成、入職の

ています。

促進、型枠発生材
の処理及び再利用
の研究、能力向上のための教育への積極的な参加等をとおし
て、会員相互がパートナーとなって、厳しい時代を進んで参
りたいと思っています。

組合員同士が仲良く一致結束、難局を乗り越える

米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の
影響を受けて、日本の経済も厳しい状況に陥っていることは

をしたいと言っているのではなく、家族が安心して生活して
いけるだけの労務単価は必要なのであります。

周知の事実であります。とりわけ建設業は、公共事業の大幅

また、安全対策については 3 月 12 日、組合員 6 人が参加

な減少、ダンピング問題、原材料の上昇等の影響を受けて極

して、今秋完成する京都市伏見区総合庁舎整備事業の安全パ

めて厳しい状況に直面しています。

トロールを実施しました。そこでは、絶対無事故はもちろん

私たち京都支部では、こうした厳しさの中、月一度の定例
会を開き、現在抱えている諸問題に対し活発な意見交換をし
て問題解決に全力で取り組んでいます。その中でも労務単
価の問題や安全対策、さらには技術力向上などの問題につい
ては、忌憚なく真摯に語り合っています。

のことですが、特に枠組足場交さ筋かいの下部隙間からの墜
落に注意することなどを確認しました。
技術力向上については、講習会を開いて先輩の技術を後輩
にしっかりと継承していきたいと思っています。
いずれにしても、100 年に一度と言われる経済不況に打

労務単価については、価格競争の激化からダンピングが横

ち勝つ方法は、組合員同士の団結以外にありません。力不足

行し、そのために予定価格までもが脅かされ、労務単価が下

のところはお互いが補い、助け合い切磋琢磨しながら前進し

がるという悪循環を招いていることも事実としてあります。

ていくことが大事だと思います。足を引っ張ることが一番

私たちの型枠工事が魅力ある産業であるためには、魅力あ

危険です。京都支部ではどこまでも組合員同士が仲良く一

る報酬であらねばならないと考えています。けっして贅沢

致結束して、この難局を乗り越えていきます。
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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。

平成 19 年度・型枠基幹技能者認定研修において合格された方々
中国ブロックでは平成 19 年７月13 〜 15 日（第 25 回）
、東北ブロックでは平成 19 年７月 27 〜 29日（第 26 回）
及び９月14 〜 16 日（第 28 回）
、関東ブロックでは平成 19 年８月 31日〜９月２日（第 27 回）に、それぞれ平
成 19 年度・型枠基幹技能者認定研修が実施され、以下の方々が合格認定を受けられました。

中国ブロック

（開催日：平成19年7月13〜15日、認定者数：25人）

藤原

輝美

高多

和夫

昭和31年３月20日生
㈲広松しまね

昭和23年２月21日生
㈲永田組
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小笠原

正之

昭和36年１月１日生
㈲広松しまね

大和

力雄

昭和20年12月２日生
㈲永田組

寺本

健一

昭和43年11月22日生
㈲広松しまね

原

正博

昭和34年５月17日生
㈲富士ビルド

岡田

貞広

昭和37年１月20日生
㈲富士ビルド

釜田

富士夫

昭和44年２月21日生
㈲富士ビルド

角森

実伸

今岡

康治

昭和34年１月19日生
㈲渡辺組

昭和30年１月13日生
㈲渡辺組

田中

広巳

岩田

耕一

昭和40年１月24日生
㈲富士ビルド

昭和36年２月27日生
㈲渡辺組

代

哲男

昭和30年２月28日生
㈲渡辺組

石倉

悟

昭和31年８月７日生
㈲渡辺組

赤名

秀幸

昭和31年５月７日生
㈲富士ビルド

鐘築

誠

昭和40年３月15日生
㈲渡辺組

内田

清治

浜田

貴志

昭和25年４月８日生
㈲渡辺組

昭和51年７月24日生
㈲渡辺組
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野津

正美

田中

和徳

勝田

秋夫

昭和29年３月８日生
㈲渡辺組

昭和25年５月19日生
㈲渡辺組

昭和35年12月28日生
㈲渡辺組
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坂根

学

昭和34年７月30日生
㈲渡辺組

渡部

幸雄

昭和30年11月28日生
㈲渡辺組

日野

誠

昭和28年11月６日生
㈲渡辺組

足立

光人

昭和29年３月21日生
㈲渡辺組

東北ブロック

（開催日：平成19年7月27〜29日、認定者数：20人）

藤井

一志

昭和44年１月６日生
㈲大徳建業

大和田

伸幸

昭和52年１月11日生
東都技建㈲

新井

貴博

昭和47年９月30日生
井上兄弟建設㈱

太田

仁

昭和34年３月31日生
㈲大徳建業

柴久喜

博幸

昭和35年１月17日生
東都技建㈲

井上

鶴美

昭和36年１月23日生
井上兄弟建設㈱

目時

政己

昭和42年９月24日生
熊田建業㈱

及川

勝

昭和33年12月７日生
中央建設㈱

長谷川

安彦

昭和27年６月14日生
㈱成長建工
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加藤

直人

昭和45年10月14日生
㈱斎藤工務店

田中

誠

鴨田

忍

昭和38年９月23日生
㈱阿部和工務店

昭和49年５月27日生
㈱山村工務店

菅野

利夫

昭和23年１月22日生
氷上建設㈱
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高橋

徳広

渡辺

洋二

伊藤

由仁

大澤

義也

昭和48年２月12日生
㈲牛澤工務店

昭和51年10月26日生
銅谷建設㈱

昭和45年10月24日生
㈱山村工務店

昭和29年６月26日生
松橋建設㈱

牛澤

功

昭和40年２月25日生
㈲牛澤工務店

菊地

春夫

昭和39年７月16日生
㈱山村工務店

葛西

学

昭和46年11月18日生
㈱平川工務店

関東ブロック

（開催日：平成19年8月31日〜 9月2日、認定者数：16人）

川政

彰祐

田中

正利

齋藤

徳宏

昭和45年10月15日生
㈱佐藤型枠工業

昭和39年４月12日生
㈱佐藤型枠工業

昭和48年11月１日生
佐々木建設㈱

秋元

孝志

菊池

正志

羽立

勝弘

昭和39年５月20日生
㈱佐藤型枠工業

昭和36年３月18日生
㈱佐藤型枠工業

昭和30年２月13日生
佐々木建設㈱

中野

義光

吉田

増夫

松尾

義則

昭和37年12月24日生
㈱佐藤型枠工業

昭和23年７月１日生
佐々木建設㈱

昭和38年６月27日生
佐々木建設㈱
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前野

進

昭和34年９月27日生
㈱長南工務店

成田

貞雄

坂本

利治

昭和44年８月29日生
井上兄弟建設㈱

昭和54年11月27日生
三成建設㈱
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島田

儀巳

昭和38年６月29日生
㈱長南工務店

谷内

正

昭和28年10月３日生
㈱荻野工務店

石塚

米一

宗像

金一

昭和26年１月１日生
㈱長南工務店

昭和46年２月３日生
三成建設㈱

東北ブロック

（開催日：平成19年9月14〜16日、認定者数：15人）

鬼海

正和

小玉

浩一

西塚

敬治

昭和46年６月12日生
㈲國建

昭和32年２月８日生
㈲柴田建設

昭和37年１月16日生
㈲西塚工務店

笹原

茂義

石川

雅晴

庄司

一男

昭和49年１月25日生
㈲國建

昭和42年１月17日生
㈲柴田建設

昭和25年７月19日生
㈲西塚工務店

井上

重美

鈴木

勝志

星川

喜治

昭和25年８月３日生
㈲今田組

昭和44年７月８日生
㈲柴田建設

昭和31年２月18日生
㈲西塚工務店
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北山

和幸

今野

多一

井上

昭和56年３月22日生
㈲小林工務店

秀信

高崎

昭和31年８月16日生
佐藤建設㈱

五十嵐

昭和24年９月29日生
佐藤建設㈱

彰

昭和31年７月13日生
佐藤建設㈱

一秋

五十嵐

昭和28年10月15日生
㈲百建

敏孝

昭和44年１月４日生
㈲巖工務店

あなたも挑戦

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。
）

ク イ ズ

2

日建大協

級

1
級

Q1．スラブ支保工の支柱は、一般に壁面より50cmくらい離して組み立てる方がよい。
Q2．日本工業規格（JIS）の建築製図通則によれば、寸法の単位は原則として、
「ミリメート
ル」と定められている。
Q3．鉄筋・型枠材料の仮置場となるスラブ型枠は、場所、補強方法について、事前検討が必
要である。
Q1．SRC 造で基準墨出しに使用するスチールテープは、測量工のものであれば、現場での
確認の必要はない。
Q2．型枠工事では、材料の仮置き場の有無とその位置が作業能率に大きく影響を与える。
Q3．はり型枠を下ごしらえする場合は、余長をとるようにし、余長は組み立てる時に切り取
るのがよい。

平成 21 年度も 5 月に入り、そろそろ「衣替え」の季節となりました。季節の変わり目で体調を崩す人が多
いと聞いておりますので、呉々も健康には十分気をつけてください。
世界的な経済、金融不安により、経済の失速は目を覆うものがあり、その中で建設業界もさらに厳しい状況
が続いています。この状況の中、日建大協の総合力を結集することで、乗り越えなければなりません。何かと
元気のない世の中に、少しでも「活力」が入るよう広報委員会は建設業情報を積極的に取り入れ、会員のみな
さまにとり、より良い情報となるよう改善し続けていくよう努めてまいります。
今後も皆様のお役に立つ情報を編集して参りますが、ご意見やご要望がございましたら、ぜひ、お聞かせく
ださい。
今回の 112 号の発刊にあたり、多くの方々のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。引き続き、機関誌「日
建大協」をよろしくお願い致します。
広報委員 鮎沢 千世吉
答え：
（２級）Ｑ１．○

Ｑ２．○

Ｑ３．○ （１級）Ｑ１．×

Ｑ２．○

Ｑ３．×
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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

補償内容および月払掛金

●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

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

を含む）②加入会社の協力会社の全従業員（臨

災害付帯費用

時雇いを含む。ただし、事業主及び一人親方につ

月 払 掛 金

いては政府労災に特別加入している場合に限る）

お問い合わせ先

（

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

2
3
4
型
型
型
保険金額
保険金額
保険金額
1,500 万円
2,000 万円 3,000 万円
1,500 万円
2,000 万円 3,000 万円
1,500 万円
2,000 万円 3,000 万円
1,500 万円
2,000 万円 3,000 万円
1,200 万円
1,600 万円 2,400 万円
900 万円
1,200 万円 1,800 万円
600 万円
800 万円 1,200 万円
225 万円
300 万円
450 万円
150 万円
200 万円
300 万円
90 万円
120 万円
180 万円
60 万円
80 万円
120 万円
30 万円
40 万円
60 万円
15 万円
20 万円
30 万円
15 万円
20 万円
30 万円
15 万円
20 万円
30 万円
死 亡 100 万円
後遺障害 1〜3 級：25 万円 4〜7 級：15 万円
450円

660円

870円

1,290円

（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。

社団法人 日本建設大工工事業協会

〒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

〒604−8381 京都市中京区西ノ京職司町67番地72
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