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平成15年秋の叙勲に際し、日建大協の推薦により

「旭日小綬章」に受章させて頂きました。身に余る光栄

と感激しております。

昭和50年の日建大協の設立当初から役員に選任させ

て頂いたこともあり役員としての役割の一環として、

型枠大工と会員の立場に役立つと考えられる提言を行

政と関連機関に日建大協を代表して発信して参りまし

た。

これらの発信を続けてきたことが評価され受章につ

ながったと考えております。そのような立場を与えて

下さった日建大協及び会員の皆様に心からお礼を申し

上げます。

昭和ひと桁生まれの私は勿論ですが、昭和20年代迄

に生まれた方々でものづくりに関連のある仕事につい

た人が、職場の先輩から教わったことで体に染みつい

ている言葉に「段取八分」があります。「仕事の成否

の８割は段取りの良し悪しで決まる」・「仕事は段取

りが８割で作業は２割」のように理解してきました。

その後、アメリカの経営手法のひとつの「管理」が

導入され、建設業でも建設省の主導で「工程管理」・

「品質管理」・「安全管理」のテキストが作られ、建

設業のレベルアップの成果を挙げることができまし

た。

昭和50年代になると、大手ゼネコンを中心にTQC

活動が盛んになりました。元請主導のTQC活動でし

たが下請にとっても多岐にわたる管理手法を現場で運

用の指導を受けることで身に付け、発表会で切磋琢磨

を重ねることでその真髄の一部を取り入れることがで

きました。

型枠工事にとって、何日の時代も生産性や品質及び

工程確保に最も大きな影響を及ぼす要因は設計に生産

プロセスが考慮されているかどうかです。TQCを学

んだ型枠業者はTQCの七つ道具と言われたパレート

図や特性要因図などを使って、品質確保に励むと共に

生産性の向上や工程確保のため、設計の本質に触れる

ことなく、生産設計図（コンクリート寸法図）の一部

の変更を求める提案を重ねてまいりましたが、受け入

れて頂いたケースは少なかった記憶が残っておりま

す。反対に後工程の職種の生産性や品質確保のため型

枠業者にとって施工面で厳しくなる生産設計図に移行

する傾向が拡がったと考えております。

利益を生み出すためのTQCと言われておりました

が、このような理由から型枠業者にとって収益面で

TQC活動が貢献したと実感できた業者は少なかった

と思われます。

TQCはトータル・クオリティ・コントロールの略

称で、その日本語訳は「統合的品質管理」となってい

ます。コントロール（control）には管理の他に支配

力や統制という意味も含まれており、私達にとって字

句通りの印象も残っています。

今、私達の将来にとって、その使用に当って注意し

なければならないキーワードは「責任施工」（基幹技

能者ガイドブックp－6…建設業振興基金）と考えて

います。施工範囲や条件が明確化しており、決められ

た仕様や精度品質の規格内の「責任施工」は下請とし

て守るべき事項ですが、現実には前提条件が不明確の

ままの安易な「責任施工」があり、これは最低の価格

で最高の品質を求められることに転嫁される畏れがあ

り、その結果は、下請と職人の疲弊につながると危惧

しています。

日本建築学会では、建築学部の差別化のひとつとし

てテクノロジー（化学技術・工学）主体から、大学院

ではケーススタディーによるマネジメント（経営・手

腕）を授業内容の主流にするために、技術倫理マネジ

メントシステムを含んだMOT（マネジメント・オ

ブ・テクノロジー：技術のマネジメント）の導入を提

案されておられます。

マネジメントの日本語訳として一般の辞書には出て

おりませんが、「段取」と重なる部分は非常に多いと

思っております。

社会一般を含んだ発注者の信頼を得るため、又、生

き残りのために日建大協の会員は「段取」や「マネジ

メント」に磨きをかけて頂きたいと願っております。

日建大協が会員のために果たすべき課題のひとつに

「型枠大工の現状の報告」があります。それは会員企

業や職人の窮状を明確にし、同時に職人の公正な技能

評価（適正な賃金等）への提案を外部に発信し続ける

ことと考えています。日建大協の更なるご活躍を願っ

て巻頭言を終わらせて頂きます。

巻頭言

戸倉建設㈱会長

戸倉　千武
（Titake Tokura）

昭和８年生まれ。
昭和32年日本大学理工学部建
築学科卒業。東京都建築局営
繕部勤務を経て現在戸倉建設
株式会社代表取締役。昭和57
年東京建設工業協同組合副理
事長就任、平成10年譖日本建
設大工工事業協会会長就任。
現日建大協相談役。

『管理から段取・マネジメントへ』



本日はこのような場を設けていただきまして大変ありが

とうございます。ご紹介いただきました労働資材対策室の

丸谷と申します。私の仕事でございますが、労働関係でい

わゆる技能者の方々の育成策であるとか、あるいはその処

遇の問題についての仕事、それから、労働賃金の調査とい

う、これは発注行政としての仕事をやるわけですが、発注

の予定単価、予定価格の単価設定の際の賃金部分について

の調査というのを担当しております。

それから、資材の関係につきましては、建設資材の需給

のシフトというようなことで、最近においては資材が不足

するというようなことがあまりない状況ではございます

が、従来から不測の事態があれば、その供給側の業界のほ

うとの橋渡しの役割をするとか、あるいは、最近において

は例えば鉄筋の値段が上がっているというようなことにつ

いて、どういうふうに状況の伝達をするのかというような

話など、仲介でいろいろ調整をさせていただいたりしてお

ります。

１．講演テーマについて

本日、議題としていただきましたのが、公共工事の労務

費、いわゆる労務単価の件でございます。私の担当部門は

今申し上げたとおりでございますので、今回の議題にかか

わらず、後半の質疑の時間におきましては、お答えができ

ることがありましたら何でも議論させていただくというこ

とで考えております。私のほうの前置きはそんなところで、

さっそく資料のほうに入らせていただきたいと思います。

まずは１枚おめくりいただきますと、今年の３月に発表

いたしました、本年度適用になっております公共工事の設

計労務単価、基準額というものが出ております。この数字

自体、公表されていまして、もうすでに皆さん方ご承知だ

と思いますので、制度の仕組みという意味でざっと見てい

きたいと思っております。

２．労務単価調査方法

労務単価自体は毎年10月に調査いたしまして、すべて

調査の会場で11月中にはチェックを受けているというこ

とでして、今年もほぼ終わりました。ということで、来年

度の単価につきましての調査では、皆さん方の企業あるい

は会員企業におかれまして、おそらく多くのところにご協

力をいただいたのだろうと思っております。

私は、関東整備局の調査の現場に行ってまいりまして状
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特別講演

公共工事設計労務単価について
国土交通省総合政策局建設振興課労働資材対策室長

丸谷　浩明

昨年（平成15年）11月26日の日建大協理事会（於：東京新橋の第一ホテル東京プリマヴェー

ラⅡ）終了後、国土交通省総合政策局の丸谷浩明労働資材対策室長をお招きし、日建大協幹部

研修会として、「公共工事設計労務単価について」のテーマでご講演をお願い致しました。

本号特集は同講演の内容を一部抜粋し、ご紹介申し上げます。

特

集
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講師（丸谷浩明様）のプロフィール

昭和58年３月、東京大学経済学部をご卒業。建設省

に入省され、住宅局住宅政策課に勤務された後、同省

支局あるいは建設経済局へ。また、海外で研修された

後シンガポール日本大使館の一等書記官などを務めら

れる。その後住宅局の課長、経済国際課長補佐などを

歴任され、現在は労働資材対策室長をお務めです。



況を見ておりました。あいかわらず混雑をしておりまして、

お待たせすることもあるようでございましたが、概ね関東

の地方整備局の調査現場については混乱もなく、ご協力を

いただけたように感じております。この場をお借りして御

礼を申し上げたいと思います。

このペーパーは11月の現場の調査ということでご記入

いただいたものを、賃金台帳など、あるいは社会保険料の

払い込みの記録などと照合いたしまして、間違いがないと

いうようなことをチェックしますとともに、発注者のほう

がそれぞれ職種について間違いがないかどうかということ

もチェックいたします。

それで、12月に入りまして集計作業、年を越えまして

統計的な処理をいたしまして、財務省を中心とする関係省

庁との調整をし、３月のできるだけ早い時期に発表したい

と考えているわけでございます。

今年行った調査、平成15年度の調査でありますが、適

用については16年度のものとなります。ここでは15年度

の記者発表をした資料をお付けしておりますので、これを

ちょっと見ていただきますと、50職種で単価を設定して

おります。この50職種、それぞれ都道府県ごとに定義を

していくわけですが、最近、全国的に展開する職種につき

ましては広域化ということを導入しております。

つまり、ここに書いてあります４職種プラス４職種、計

８職種につきまして、今年度からブロック化しております。

それで、今年の調査においても同じようなブロック化とい

うことで、つまり、１つのブロックの中の単価を同一にす

るというようなことをしております。

その理由といいますのは、地域的に動きの激しい職種に

ついては、ブロックごとの細分化した都道府県ごとの賃金

を決めるということではあまり意味がないということもご

ざいます。また、少数の職種、少数の方しか働いていない

職種について、あまり細かく分けてしまいますと統計的に

意味があるだけのデータをそろえるのは大変だということ

がございます。そういった意味でブロック化を導入してい

るという趣旨でございます。

３．労務単価の定義

次に２頁目ですが、公共工事の労務単価についての定義、

調査単価の定義でございますが、これは何を調べるかとい

うことに尽きるわけです。要は、通常支払われる８時間の

賃金の水準というのを調べることといたします。つまり、

残業手当は基本的には入らないというようなことでして、

もちろん、残業をしてはいけないということではないです

けれども、予定での積算というのは残業なしの時間数で積

算するという体系になっておりますものですから、残業に

ついては、現場でそのようなことがあった場合、必要のあ

りなしを積算するとしています。別途積算するということ

になりますので、ここの労務単価は残業のない数字という

のを使うということになっております。

そこで、８時間当たりの基本給、それから基準内手当。

この基準内というのは、多くの手当は入るんですが、例え

ば休日を返上した場合の手当といったようなものは通常の

業務ではありませんので、この手当は除外します。

この除外された手当というのは、場合によっては現場で

の判断によって積算の中に別途積み込みますので、こうし

たものというのは、とりあえず私どものほうとしては除外

させていただくということになりますから、基準内手当と

いうのは、ごく当たり前にもらっている手当の種類だと考

えていただければと思います。

また、10月にボーナスがあるんだけれどもという話が

ございますが、これは１年分のボーナスをいくら払ってい

るのかということを調べて、これを１日当たりに割り戻し

て計算することといたしておりますので、10月の調査だ

からといってボーナスが除外されるということではござい

ません。それから、実物の給与ということで、お弁当その

他実物で給与が与えられているときにつきましては、これ

は賃金に入れるべきというふうに考えておりまして、これ

も１日当たりということで換算いたしまして、単価を設定

するということになります。

そこで単価に含まれない賃金というのがこの頁の盪にご

ざいまして、一部ご説明いたしましたけれども、毎日の時

間外、休日及び深夜労働の割増、各種の通常作業条件ある

いは作業内容を超えて手当が払われる場合、それから現場

管理費、一般管理費等の諸経費ということであります。よ

くお間違えになって、こんな経費じゃ雇えないじゃないか

と言われる方がいます。特に、外注が行われる交通誘導員

についてはよくご批判になるんですけれども。

こんな賃金で、こんな価格では警備会社と契約できない

というようなお話になるわけです。この警備会社への支払

いというのは現場管理費および一般管理費等を含む金額で

契約するわけでして、労務単価の調査のテリトリーとして

は、そこの交通誘導員が直接もらう賃金までを私どもの調

査の対象といたしておりますが、それ以外の経費類は、別

途担当の技術調査課が行っております完成時期の調査、い

わゆる経費の調査といっておりますが、そこの別途の調査

において元請からさらに下請技術者や管理者などへのすべ

ての現場管理費、一般管理費を調査するものでありますの
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特別講演／公共工事設計労務単価について

特

集
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で、そちらのほうに書き込んでいただいて、結果を出すわ

けでございます。

その経費につきましては、最終的には直接工事費×経費

率ということで、経費率の決定にこの数字が関与するとい

う役割分担をしておりますので、決して労務賃金だけで警

備会社と契約ができるわけではありません。経費込みで契

約をされている場合は１人当たりというようなものの賃金

とは別途のものであります。それを超えて経費が上積みさ

れたものが、契約するものでございますので、その辺をぜ

ひご理解いただければというふうに思っております。

かつ、この労務賃金につきましては、契約の標準的な単

価ですよという標準性を持たせるものではありません。拘

束性はございません。あくまでも予定価格での積算に使う

という、ごく普通の状況を把握するということでございま

すので、そこのところの誤解があって、現場でこれがあた

かも平均水準、あるいは上限賃金のような形で交渉が行わ

れるということは全く私どものほうの想定することではあ

りません。この辺についてはこの紙にも書いてありますが、

工務店に通達をさせていただいております内容としても、

そのような注意を喚起させていただいております。

この調査自体の概要ですが、いくつかの割り切りといい

ますか、対象についての絞り込みがされております。１つ

目、調査方法のところですけれども、①の対象工事という

ことで1,000万円以上の工事ということになっており、有

効工事件数は１万2,400程度の状況でございましたが、残

念なことに、賃金台帳が未整備の現場の会社ですとか、あ

るいは、賃金台帳自体に記入に問題がある会社も…。

例えば、40時間労働が守られているかどうか確認でき

ないような会社につきましては、残念ながら調査対象から

はずさざるを得ないということになります。そこで、実は

４割以上のものが不良データになっているというきわめて

問題がある状況でございますので、その改善に向けて、後

ほど申し上げます研究委員会のほうで何とかしようという

ような議論を始めたところでございます。

それで、設計労務単価の決定につきましては、この有効

標本数13万程度のものから想定いたしますが、先ほど申

し上げましたとおり、これ以外に標本として無効になった

ものもたくさんあるという状況でございます。

工事の種類ですが、各整備局のほうが直轄でやっており

ます工事以外に、もちろん都道府県、それから政令市、公

団というところまでが対象になっておりまして、それぞれ

調査主体というのは発注者が調査するという建前になって

おります。集計のときになって初めて、国交省が全部集め

て集計するということになっておりますので、その調査に

ついても各発注者の会場にそれぞれ行っていただかなけれ

ばいけないという問題がありますが、多くの地方によって

は各発注者がお互いに調整して、なるべく違った会場にな

らないような工夫がされているだろうというふうに思いま

す。関東地方についてはちょっと特殊な状況でございます。

４頁を見ていただきますと、ここに参考でありますが、

集計したものを掲載してあります。これは、いわゆる単純

集計ということで、50種類の47府県のデータを単純に足

してその数で割ったという平均値でありますから、実質的

にこれが労働賃金の平均値かどうかというのはまた別の問

題であります。

もっと言えば、ここはウエイトをかけて、多い職種につ

いては多いウエイトで計算するという多重平均をとるべき

だという議論があるのですが、従来からこのデータにつき

ましては単純平均で、一応こういう資料をつくることにい

たしておりまして、50職種計で労務単価は今回3.9％の下

落という結果でございます。職種ごとに右側のほうにござ

いまして、型枠工につきましてはこちらの１万9,091円と

いったようなこととか、大工ということでありますと１万

9,674円といったような数字というのが昨年の平均単価だ

ったところが、それぞれ１万8,181円、１万8,815円という

ことで、4.8ないし4.4％下落というのが平成15年単価の結

果でございます。

４．労務単価下落傾向への改善策は

実はこの結果について、デフレスパイラルを助長してい

るのではないかというようなご批判もいただいているとこ

ろで、非常に私ども、耳の痛い問題として認識はしており

ます。私自身の仕事柄、半分は建設事業の振興の行政をし

ておりまして、担当者は発注部局としての実態調査という

形で仕事をしておりますので、実態調査というのは、これ

はモデル別に定義にしたがって実態を把握する。これは、

会計法に基づいて、実態を踏まえて予定価格をはじくとい

う厳正なルールがありますものですから、私どものほうで

加工することは全く許されていないという状況です。

ですから、不良データははじきますが、不良でないデー

タ、つまり、８時間労働がきちっと確認できるようなデー

タであれば、例外なくそれを適用し、もちろん大幅な変動

が行われ、非常に混乱するということがありましたら、異

常的な値というのは例外的に除却いたしますが、あとは、

そういった統計的な除外した以外のところはすべて採用し

て客観データとして計算いたしております。

ということで、この数値については今年も同じように加
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工せずに発表するという方向で進めておりますので、その

点はご理解をいただければというふうに思います。

ただ、私どもとしても、この下落があまりにも急速であ

るということになりますれば、技能者の方々の確保・育成

ということに重大な問題が生じるのではないかという認識

も持っております。そこで、こういったデータを冷静に受

け止めるという一方で、この処遇の問題についてどうすべ

きか、という議論を建設専門法人の団体である建専連とと

もに、今各地で行っています。

要は、もう少し平均値の議論ではなくて、優秀な方、あ

るいは現場のリーダーになるような方についての処遇とい

うのをもう少しきちっと考えていくべきというような観点

で、何かしら研究成果をあげたいというふうに思っている

ということであります。

私どもは、やはり過剰供給の状況だというのは、これは

投資の額からするとやはり否めないところだと思いますの

で、今後とも、傾向としては建設業の就業者の方はやって

いけるだろうというふうに思っているわけです。ただ、て

んから何もしないのかということでは、これは産業行政全

く何もないということになってしまいますから、そこでの

問題点を２つのやり方で解決していくのが必要かなという

ふうに思っているわけです。

１つは、我々のほうで、建設関連分野についてを中心と

いたしまして、建設業の新分野進出というのを私ども国土

交通省のできる範囲でまずは応援させていただこうという

ことでございます。

もう１つは、先ほど申し上げましたとおり、優秀な方々

の賃金が、現況、かえって若い方の賃金よりもっと切り下

げられているとか、あるいは賃金が高くなるので敬遠され

ているのではないかというふうなことを懸念する声も聞こ

えますので、ゼネコンさんも最終的には議論に入っていた

だきながら、基幹技能者というそれぞれの業界ごとの資格

というのをつくっていただくよう私どもとしてもご支援さ

せていただいているところですが、代表例として基幹技能

者といったような職長さんといったような方々を１つの例

として検討していこうというふうに考えております。

つまり、その方々は現場に入られる若い方々、現場で働

いている若い方々の最終的なキャリアの目標になる方々で

ございまして、それらの方々の処遇が悪いということにな

れば、いくら努力して自分の技能なり能力なり経験なりを

積んでも、結局処遇があの程度であれば将来はないという

ようなことが起こってしまって非常に問題があるというふ

うに思うことが１点です。

またそれで、優秀な方々がお子様を大学にも通わせるこ

とができないような話になってまいりますと、それはそれ

で優秀な方々がこの業界から去ってしまうということにも

なりかねないというような問題があるというふうに認識し

ておりまして、優秀な方がどう処遇されているかの１つの

観点として、いわゆる基幹技能者に相当するような現場の

リーダーとしての職長さんの方々の処遇というのをしっか

り見極めて、それを適正なものにしていくためにはどうし

たらいいか、平均値とかなり格差がついていないとまずい

のではないかというようなことを、できれば最終的には産

業全体として議論していくというような形でやっていこう

と考えております。

実は、本日も機械工業の例が参考にならないかというこ

とで、機械工業の研究者の方に面談をしてまいりまして、

研究のご協力をいただけないかというようなことを考えて

いるわけであります。

ただ、国土交通省の労働担当部局といたしましても全く

手をこまねいているというわけではないわけですが、やは

り最終的な処遇の決定については雇用されている企業の民

間ベースの決定であります。また、我々が仕事をつくり出

すといっても、公共事業の投資の額につきましてはご案内

のとおり非常に厳しい状況で、来年度の予算が税収で半分

まかなえるかどうか、まさに今、議論になって非常に厳し

い財政状況です。おそらく来年度の予算の半分は国債によ

ってまかなうという、先進国でも非常に厳しい例のないよ

うな状況になっている中で、補正予算の話などについても

ご要望が業界団体にあるということは当然、国土交通省の

人間の１人として承知はしているのですが、なかなか芳し

い予測がたてられない中では一定の賃金の下落というのは

ある程度我々としても受け入れざるをえないというような

気持ちでもおりますが、その中で何ができるかということ

については今申し上げたようなことをしている状況です。

（後略）
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特別講演／公共工事設計労務単価について

特

集
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［調査結果］

１．下請契約

盧 下請契約締結（変更）の方法

下請契約締結（変更）の具体的方法としては、主として

「基本契約書に基づいた注文書・請書の交換」の方法によ

るものが最も多く、1,777事業所で45.3％を占めている。ま

た、「工事（変更）ごとの請負契約書」「基本契約書に基づ

いた注文書・請書の交換」「注文書・請書の交換（基本契

約約款の添付又は印刷）」によるとしている事業所、すな

わち何らかの形で「契約書を用いている」ものは3,150事

業所で80.3％となっている。

盪 建設工事標準下請契約約款の使用状況

下請契約締結（変更）の具体的方法として「工事（変更）

ごとの請負契約書」「基本契約書に基づいた注文書・請書

の交換」「注文書・請書の交換（基本契約約款の添付又は

印刷）」によっていると回答した3,150事業所（うち有効回

答3,139事業所）について建設工事標準下請契約約款の使

用状況をみると、「建設工事標準下請契約約款に準じた約

款」（自社独自に作成した建設工事標準下請契約約款に準

じたものを含む）によると回答した事業所が最も多く、

2,413事業所、76.9％であり、以下「建設工事標準下請契約

約款」を使用しているものが618事業所、19.7％「自社独

自に作成した契約書」を使用しているものが108事業所、

3.4％の順になっている。

蘯 下請契約で定めている条項

下請契約締結（変更）の具体的方法として「工事（変更）

ごとの請負契約書」「基本契約書に基づいた注文書・請書

の交換」「注文書・請書の交換（基本契約約款の添付又は

印刷）」によっていると回答した3,150事業所（うち有効回

答3,108事業所）について、下請契約において定めている

具体的な条項としては、特に、「請負代金の額」・「工事

着手の時期及び工事完成の時期」・「工事内容」・「前払

金又は出来高払の時期及び方法」・「工事完成後における

請負代金の支払の時期及び方法」は、90％を超える高い率

を占めている。

２．下請代金の決定方法

盧 金額の決定方法

下請契約の金額の決定方法として最も多いものは、「下

請業者と協議により決定」であり、3,702事業所、94.2％と

高い率を示している。

盪 見積書の内訳

下請業者に下請契約の見積書を作成させている場合の内

訳の明示方法で最も多いものは、「工事種別ごとに労務費、

材料費、その他経費の内訳を明示させている」であり、

3,225事業所、85.5％と高い率を示している。

３．下請代金の支払方法

下請代金の支払で最も多い方法は、労務費の場合も材工

一式の場合も、「部分払（出来高払）」であり、労務費の場

合、2,279事業所、62.9％、材工一式の場合、2,043事業所、

53.5％である。

平成15年度
下請代金支払状況等実態調査
特定建設業者の下請代金支払状況等の実態を把握するとともに、元請・下請関係の適正化

についての指導等に活用することを目的とし国土交通省が行っている「下請代金支払状況等

実態調査」の第33回、平成15年度（調査対象期間：平成15年１月１日～６月30日）調査の結

果が発表されました。以下に同報告の内容を抜粋し、概要をお知らせします。

有効回答4,092事業所（調査対象5,000事業所）

表　下請代金の支払方法

材　工　一　式労　　　　　務

（％）事業所（％）事業所

28.81,09925.7933前払金と部分払

8.53255.1184前払金と完成払

53.52,04362.92,279部分払（出来高払）

7.72945.0180完　成　払

1.5571.346そ　の　他

100.03,818100.03,622合　　　　　計



４．下請代金支払等

盧 前払金の支払方法

〈公共工事〉

公共工事において、発注者から前払金を受けたことがあ

ると回答した事業所について、下請業者に対する前払金の

支払方法で最も多いものは、労務費の場合、「工事着手に

必要な費用を現金で支払った」が1,212事業所、64.9％であ

り、何らかの形で前払金を支払っている事業所は、1,286

事業所、68.8％である。材工一式の場合も「工事着手に必

要な費用を現金で支払った」が最も多く、1,176事業所、

53.6％であり、何らかの形で前払金を支払っている事業所

は、1,561事業所、71.2％である。

〈民間工事〉

民間工事において、発注者から前払金を受けたことがあ

ると回答した事業所について、下請業者に対する前払金の

支払方法で最も多いものは、労務費の場合は「工事着手に

必要な費用を現金で支払った」が361事業所、55.6％であ

る。材工一式の場合は、「発注者から前払金の支払を受け

たが、下請業者には支払っていない」であり、280事業所、

38.8％である。また、何らかの形で前払金を支払っている

事業所は、労務費の場合、402事業所、61.9％、材工一式

の場合、442事業所、61.2％である。

盪 「発注者から前払金の支払を受けたが、下請業者には

支払っていない」と回答した事業所の理由

〈公共工事〉

「発注者から前払金の支払を受けたが、下請業者には支

払っていない」と回答した事業所について、最も多い理由

は、労務費の場合も材工一式の場合も、「下請業者との契

約上前金払を行うこととしたが、部分払、完成払で支払っ

たため」であり、労務費の場合、101事業所、18.5％、材

工一式の場合、105事業所、17.8％である。

〈民間工事〉

発注者から前払金の支払を受けたが、下請業者には支払

っていない」と回答した事業所について、最も多い理由は、

労務費の場合も材工一式の場合も、「下請業者の契約上前

払金を行うこととしたが、部分払、完成払で支払ったため」

であり、労務費の場合、34事業所、15.0％、材工一式の場

合、38事業所、14.7％である。

蘯 完成払の支払方法

〈公共工事〉

下請業者に対する主な支払方法で、最も多い方法は「相

応額を現金で支払っている」で、1,758事業所、54.3％であ

る。

〈民間工事〉

下請業者に対する主な支払方法で、最も多い方法は「相

応額を現金と手形を併用して支払っている」で、1,625事

業所、52.7％である。

盻 完成払の現金比率

〈公共工事〉

現金と手形の比率で最も多い比率は「８割以上」で、

1,814事業所、56.3％である。

〈民間工事〉

現金と手形の比率で最も多い比率は「８割以上」で、

1,497事業所、48.8％である。

眈 手形期間

〈公共工事〉

下請業者に対する主な支払方法で、「相応額を現金と手

形を併用して支払っている」及び「相応額を手形で支払っ

ている」と回答した1,464事業所において、主な手形期間

で最も多い期間は「91日以上120日以内」で、1,021事業所、

71.0％であり、「120日以内」の累計は、1,326事業所、

92.1％である。

最長の手形期間も同じく、「91日以上120日以内」で、

1,049事業所、75.5％であり、「120日以内」の累計は、

1,214事業所、87.3％である。

〈民間工事〉

下請業者に対する主な支払方法で、「相応額を現金と手

形を併用して支払っている」及び「相応額を手形で支払っ

ている」と回答した1,625事業所において、主な手形期間

で最も多い期間は「91日以上120日以内」で、1,049事業所、

75.5％であり、「120日以内」の累計は、1,214事業所、

87.3％である。

最長の手形期間も同じく、「91日以上120日以内」で、

1,214事業所、71.0％であり、「120日以内」の累計は、

1,370事業所、84.8％である。
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日 建 大 協 

先頃、平成15年秋の叙勲・褒章の受章者が発表されま

した。当協会関連では次の４名の方が受章されました。

謹んでお慶び申し上げます。

平成15年秋の叙勲・褒章受章者

戸倉　千武 氏

とくら・ちたけ

戸倉建設譁会長

元譖日本建設大工工事業協会会長

東京支部

70歳

平成15年秋の叙勲受章者

平成15年秋の褒章受章者

勲四等旭日小綬章
専門工事業振興功労

吉安　藏三 氏

よしやす・くらぞう

海津建設譁社長

譖日本建設大工工事業協会副会長

東海支部

65歳

黄綬褒章
業務精励（建築工事業）

工藤　東一 氏

くどう・とういち

譌山本建設職長

青森支部

65歳

瑞宝単光章
専門工事業振興功労

山神　十三男 氏

やまかみ・とさお

譌女澤建設職長

北海道支部

65歳

瑞宝単光章
専門工事業振興功労
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日 建 大 協 

平成15年12月12日、平成15年度建設雇用改善事務局長

会議（日建大協）が第一ホテル東京で開催されました。

高倉副会長の挨拶の後、事務局より参加人員の報告がな

され、続いて参加者の自己紹介が行われました。これに引

き続いて、建設業教育・訓練コンサルタントの藤元宏氏に

「建設労働をめぐる情勢について」と題してご講演戴きま

した。

また、本部事務局長からは右記の内容について

盧 雇用改善推進事業について、

盪 雇用改善のあらましについて、

蘯 第６次建設雇用改善計画についての説明、

盻 雇用改善実態調査の結果報告、

眈 雇用・能力開発機構の各支部の活用促進について、

眇 平成16年度の雇用改善計画について

それぞれ説明を行い、その他、事務連絡も無事終了致しま

した。

平成15年11月の日建大協理事会が全国の理事（55名・

欠員５名）30名出席のもと、平成15年11月26日貉、第一ホ

テル東京において開催されました。長南会長の挨拶の後、

各議題について真摯に討議されました。

理事会終了後は、国土交通省総合政策局労働資材対策室

の丸谷浩明室長を招聘し、「公共工事設計労務単価につい

て」と題しご講演を戴き、その後、質疑応答に入り、各理

事から積極的なご質問が行われて、予定時間を１時間も超

過し議論が行われました。本講演につきましては小冊子に

取り纏め、会員さんに配布したいと手配中であります。

◆理事会報告

事務局より、出席人員の報告に続き、定款に基づいて議

長に会長を推薦し、議長より議事署名人選出に入りました。

東京支部の鮎沢常任理事、星常任理事を選出し、下記の事

項につきまして審議されましたのでご報告致します。

報告事項に関しましては、11月４日国土交通省の公益

法人立入監査があり、入会規程の備え付きの指摘があり、

審議事項で取り上げられて制定することになりました。そ

の他各種団体の大会や委員会の報告が行われました。

審議事項に関しては次の事項について審議されました。

１．日建大協の各委員会の報告があり、報告通り議決承認

されました。

２．支部状況及び提案事項の審議があり、それぞれに対応

していくことに議決承認されました。

３．日建大協の顧問への脇雅史参議院議員の就任につきま

して、審議されました結果、お願いすることに議決承認

されました。

４．日建大協加入規程制定について審議され、制定されま

した。

５．平成16年度国土交通大臣顕彰者推薦については、北海

道支部、新潟支部、千葉支部、東海支部、四国支部から

の推薦者を推薦することに決定しました。

６．労災上乗せ保険については継続して進めることに議決

承認されました。

７．雇用改善推進事業の一環としての事務局長会議開催に

ついては、早急に開催することに議決承認されました。

８．その他餞別会や広告掲載や入脱会の承認も提案通り議

決承認されました。連絡事項に入り、国土交通省や中央

職業能力開発協会、譛建設業振興基金、建専連等の連結

事項を説明し無事終了致しました。

平成15年11月理事会開催される

建設雇用改善事務局長会議開催について
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昭和60年より毎年ご協力頂き、取り纏めております平

成14年度の実態調査が集計できましたので、その内容を

抜粋してご報告致します。

昭和60年からの比較表も集計の上、後にご報告したい

と存じます。

《今回の調査概要》

・調 査 期 間：平成14年４月１日～平成15年3月31日

・回　収　日：平成15年７月末

・総調査配布：510社

・回　　　収：236社（回収率46.2％）

日 建 大 協 

当協会員への経営実態調査アンケート報告

未記入合計
平成元年

以降

Ｓ51年

～63年

Ｓ41年

～50年

Ｓ31年

～40年

Ｓ21年

～30年

Ｓ11年

～20年

Ｓ２年

～10年

昭和元年

以前地区

010163北 海 道

238612144111東 北

246391212811関 東

4244655221北 陸

241381693中 部

119123553関 西

01926461中 国

06141四 国

01949321九 州

142221949675026533合 計

盧　創立年次（単位＝社）

許可
合計

知事・

一般

知事・

特定

大臣・

一般

大臣・

特定地区

1073北 海 道

402812東 北

473791関 東

28271北 陸

4435711中 部

2013412関 西

191351中 国

651四 国

22139九 州

2361785125合 計

盪　許可の種類（単位＝社）

未記入合計
有限

会社

株式

会社

個人

経営地区

01010北 海 道

13916221東 北

048543関 東

02810162北 陸

04310321中 部

020119関 西

019712中 国

0615四 国

022418九 州

1235541774合 計

蘯　経営形態（単位＝社）



11Nikken Daikyo / 2004.1

日 建 大 協 

建設業経

理事務士

法定職

長教育

技能士建　築　士建築施工管理技士在籍

人数

該当在

籍社数

回答

社数地区 ２級１級木造２級１級２級１級

人13人人1人人7人4人9人3人38人8社10社北 海 道

440128302136511772940東 北

2708182221849352494548関 東

34125351228北 陸

796281392128342083243中 部

283182272323551411820関 西

19191912413681219中 国

6311121546四 国

1271326207691321822九 州

72853213151691081582071063178236合 計

0.726.83.012.30.515.910.214.919.5資格保有率（％）

盻　技術系社員の人数・保有資格

回答

社数

無記入

の社数

売上０

の社数

左欄
合計

～50億～30億～20億～15億～10億～７億～５億～３億～２億～１億
地区

10社101111321北海道

404361565487東 北

4821453311810622関 東

2832524658北 陸

434311123493109中 部

202013234511関 西

1919112113433中 国

661122四 国

22221214635九 州

23691226681519243136253527合 計

（％）100.02.73.56.38.410.613.715.911.115.512.0割 合

眈　型枠工事の完成工事（売上）高分布（単位＝社）

回答

社数

無記入

の社数

売上０

の社数

左欄
合計

5.0億～～5.0億～3.0億～2.0億～1.5億～1.0億～0.７億～0.５億～0.３億～0.２億～0.１億
地区

10社6422北海道

40417193121511113東 北

4823313522211関 東

2831510118北 陸

431924442321125中 部

20146213関 西

1910912141中 国

64211四 国

22221482114九 州

23691329517795169222323合 計

眇　その他の建設工事の完成工事（売上）高分布（単位＝社）



12 Nikken Daikyo / 2004.1

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、青森支部と東海支部にご登場いただきました。

青森支部

明けましておめでとうございます。

昨年は、工藤東一氏が叙勲の表彰を受けられたこ

ともありまして、当支部より初めての叙勲の表彰に

会員一同大変喜ばしい思いをさせて頂きました。こ

れからも業界発展のため、協会発展のため、努める

つもりでおりますので宜しくお願い致します。

県が実施しております不況などによる失業者に対

し、技能訓練で再就職を支援しようと、セーフティ

ネット構築職業訓練事業の一環として、その技能訓

練が弘前高等技術専門校で行われました。

８月中旬から11月中旬までの３カ月でしたが、型

枠施工実習の講師として、当支部長と専務理事が指

導に当たりました。訓練生は26歳から57歳までで、

前の職業は建築大工、土木作業、設備管理員、重機

操作員、販売員など広い業種にわたり、「技術的に

得るものがあると期待して受講したが、細かい作業

が多くなかなか難しい。すぐにという訳にはいかな

いかもしれないが、早く就職をして仕事をしたい」

という真剣な表情で訓練に取り組んでいました。

型枠を鉄筋に取り付け、型枠が水平かどうか、型

枠と型枠のつなぎ目に段差ができないかなど、コン

クリートを流し込んだ場合を考えながら型枠を鉄筋

に固定した作業。また現在市内小学校工事現場を見

学し、型枠の重要性を説明した。訓練修了者の中で

一人でも型枠をやってみようと思うものがいたなら

この訓練は成功したのではないでしょうか。

最後に本年も本部の総会に出席するよう頑張りた

いと思います。

職業技術訓練の中に新たな人材期待！

東海支部

支部青年部活動報告
私たち、東海地区型枠共同組合青年部は、活動の

一環として名古屋刑務所就職支援コース科職業訓練
の、お手伝いをさせていただいています。同刑務所
が、福島刑務所に次いで全国２番目で、平成13年度
予算により、平成14年１月から第１回が開講しまし
た。
本職業訓練生は、釈放時期が近い受刑者（おおむ

ね３カ月以上の残刑期のある者）を対象として、社
会復帰後の就職活動を支援することを目的にしてい
ます。
就職支援コース科には、足場組立、鉄筋組立、型

枠施工がワンセットで、１回の訓練がおおむね２カ
月間（336時間）で年４回（１月、４月、７月、10
月）実施され、第８回が終了したところです。
型枠施工には学科、実技がありまして学科１日講

師、実技１日指導をしています。第１回～第４回は、
親会が担当し４回目より補佐で参加させていただき
５回より青年部で、２人から３人で輪番制にて担当

しています。訓練生は６人～10人です。内容は、学
科では型枠工事とはどのような役割と必要性から始
まり、計画、材料、加工・組立、解体、安全管理等
について講義しますが、限られた時間ですので、浅
く広く行っています。実技は実際に墨だし、敷桟、
柱、梁、スラブ建て込み、解体まで実習指導してい
ます。
訓練生は、一般社会人の人たちよりもはるかに真

剣で熱心な態度、質問があり、ついつい時間も忘れ
力が入ります。毎回修了式で一人も欠けていないの
を見ますと、ああ講師をして良かったと思います。
社会復帰後、建設専門業界に就職して、訓練を活か
していただきたいと思います。
追伸　長期化する不況のため、建設業も良好な環

境にあるとは言えないところもあり、何年続くか分
かりませんが、早く景気が回復し、末永くお手伝い
させていただき、少しでも社会のために貢献できる
ことを願っています。

大成小学校での工事現場見学
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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、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。

東海ブロックの平成15年度、第３回型枠基幹技能者認定

は、昨年４月４日～６日の３日間行われ、15名の方が合格

認定を受けられました。

東海ブロック、第3回（平成15年度）型枠
基幹技能者認定で15名が認定受ける

（003－0047）

谷崎　敬介
昭和22年８月12日生
東海支部
細谷工業㈱

（003－0048）

成尾　藤雄
昭和24年11月23日生
東海支部
大建工業㈱

（003－0049）

木下　豊司
昭和38年２月17日生
東海支部
㈱辻組

（003－0050）

橋爪　良隆
昭和46年１月29日生
東海支部
㈱辻組

（003－0051）

鈴木　博俊
昭和46年７月12日生
東海支部
㈱辻組

（003－0052）

長谷川　健次
昭和46年６月２日生
東海支部
㈱吉重組

（003－0053）

栗本　武久
昭和24年12月14日生
東海支部
加向建設㈱

（003－0054）

佐渡原徹夫
昭和26年１月15日生
東海支部
加向建設㈱
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（003－0055）

久保　幸浩
昭和38年６月７日生
東海支部
加納技建㈱

（003－0056）

鈴木　浩敬
昭和42年９月７日生
東海支部
㈱加納工務店

（003－0059）

大野　建郎
昭和26年４月15日生
東海支部
海津建設㈱

（003－0060）

重岡　正勝
昭和43年８月８日生
東海支部
㈱大扇建設

（003－0061）

酒井田裕基
昭和42年１月26日生
東海支部
㈱酒井田工務店

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）

Ｑ１．枠組壁工法は、木造建築の工法である。
Ｑ２．スラブ引きには、こまを使用しないほうがよい。
Ｑ３．ヘビーサポート（調整範囲1.2ｍ～2.1ｍ）１本の質量は、新品の場合約10㎏であ

る。

Ｑ１．型枠は、各部材を少ない部材で一本化したもののほうが、施工精度は高くなる。
Ｑ２．建設業法によれば、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得れば一括下

請をしてもかまわない。
Ｑ３．２本の鉄筋をガス圧接で継いだ場合、圧接後の全長は、圧接前の２本の鉄筋の長さ

の合計よりも長くなる。

２
　
級

１
　
級

会員の皆様、明けましておめでとうございます。
日本経済は、昨年秋口から一部の業種を中心に緩やかながら景気回復の兆しがみえ始めておりますが、われわ
れ建設業に目を向けてみると、建設業全体はいまだ供給過多であり、需給バランスの悪さからわれわれ専門会社
は受注単価の熾烈な競争を強いられております。この中にあって日建大協会員各社一丸となって、この厳しい環
境を乗り越えて行きましょう。
今年は、オリンピックイヤーですね。アテネでの開催は第1回大会を開催した1896年以来だそうです。スポー
ツを通じて、平和について考える良い機会だと思います。皆さんもこの機会にもう一度考えてみてはいかがでし
ょうか。
会員の皆様のご意見がございましたらご一報ください。広報委員一同お待ちしております。

広報委員　荒井　和浩

（003－0057）

竹内三十四
昭和30年４月２日生
東海支部
㈱中根工務店

（003－0058）

山本　洋志
昭和27年２月９日生
東海支部
海津建設㈱

答え：〈２級〉Ｑ１○、Ｑ２×、Ｑ３○　〈１級〉Ｑ１○、Ｑ２×、Ｑ３×


