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適正な工期の確保に向けた取組について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議等について
↓

開催趣旨
■ 建設業について、時間外労働規制の適用に向けて、発注者を含めた関
係者による協議の下、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休
２日の推進などによる休日確保等に関する取組を推進するため、建設
業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議（以下「連絡会議」とい
う。）を開催する。
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開催経緯等

＜平成２９年＞
長： 野上 浩太郎 内閣官房副長官
○６月２９日 第１回関係省庁連絡会議
理： 大塚 高司 国土交通副大臣
■今後の取組の方向性（適正な工期設定、平準化、生産性向上等）確認
長： 古谷 一之 内閣官房副長官補（内政）
○７月２８日 「建設業の働き方改革に関する協議会」
員： 内閣府政策統括官（経済財政運営担当）
（主要な民間発注団体、建設業団体及び労働組合）を設置
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
総務省自治行政局長
財務省主計局次長
文部科学省大臣官房文教施設企画部長
厚生労働省大臣官房総括審議官
厚生労働省労働基準局長
農林水産省大臣官房総括審議官
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
国土交通省大臣官房長
国土交通省大臣官房技術審議官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
国土交通省土地・建設産業局長
国土交通省鉄道局長
防衛省施設監

事

第
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回
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局： 内閣官房(国土交通省・厚生労働省協力)

■建設業団体には、下請も含めた請負契約における適正な工期設定や
適切な労務管理の徹底を要請
■主要な民間発注者には、適正な工期設定等を要請

○８月２８日

第２回関係省庁連絡会議

■「適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定

＜平成３０年＞
○２月２０日

第3回関係省庁連絡会議

■関係省庁における取組状況等について説明

○7月2日

第4回関係省庁連絡会議

■「適正な工期設定等のためのガイドライン」を改訂
（※）「働き方改革関連法」が成立（6月29日）
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「適正な工期設定等のためのガイドライン」策定後の動き
H29.６.29 第１回関係省庁連絡会議（野上副長官、末松副大臣、その他関係省庁局長級）
７.28 民間協議会 （経団連、日商、電事連、ガス協、不動協、民鉄協、連合、基幹労連、日建連、全建、全中建、建専連、全建総連）
８.28 第２回関係省庁連絡会議 ⇒ 「適正な工期設定等のためのガイドライン」策定
民間発注分野の動き
鉄道、電力、ガス、住宅・不動産の分野別連絡会議で、
受発注者および行政が連携の上、ガイドラインの浸透・
改善に向けた方策等についての検討に着手。
【鉄道】 第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

H29. 8.25
H30. 2.16
H30. 6.27
R1.9.3
R1.9.26

【電力】 第１回 H29. ９.22
第２回 H30. ３.20
【ガス】 第１回 H29. 9.25
第２回 H30. 3.20
【住宅・不動産】第１回 H29.10.11
第２回 H30. 4.25

建設業団体の動き

＜日本建設業連合会＞
○ 働き方改革４点セットの策定（平成29年９月22日）
・働き方改革推進の基本方針
・時間外労働の適正化に向けた自主規制の試行
※ 2019～2021年度：年960時間以内、
2022～2023年度：年840時間以内等

・週休二日実現行動計画試案（案）の策定
※ 平成29年12月22日、「週休二日実現行動計画」を策定済

・改めて労務賃金改善の推進

○ 統一土曜閉所運動（平成30年4月～）

＜全国建設業協会＞
○ 働き方改革行動憲章（平成29年９月）に基づき、以下の
取組を平成30年4月1日より実施
つきいちプラス
・「休日 月１＋」運動
・契約相手を社会保険加入企業に限定
・労務単価の改定を受けた「単価引上げ分アップ宣言」
※上記のほか、全国中小建設業協会や、日空衛、電設協、橋建協、ＰＣ建協、
道建協などにおいて、計画の策定や自主規制等を試行。

Ｈ３０.７.２ 第4回関係省庁連絡会議 ⇒ 「適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂
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建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
（平成３０年７月２日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）
１．ガイドラインの趣旨等
○ 働き方改革関連法による改正労働基準法（H31.4.1施行）に基づき、５年の猶予期間後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制が適用。
○ 本ガイドラインは、猶予期間中においても、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を、指針として策定したもの。
○ 発注者を所管する省庁を含む関係省庁連絡会議にて申し合わせ。
ガイドラインの内容
２．時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方
（１）請負契約の締結に係る基本原則
○ 受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場で、請負契約を締結。

○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ」を行わない。
○ 予定工期内での完了が困難な場合は、受発注者協議の上、適切に工期を変更。
補助金工事では、迅速な交付決定と併せ、繰越制度等を適切に活用。
○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。

（２）受注者の役割
○ 受注者は、建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期と （２）必要経費へのしわ寄せ防止の徹底
ならないよう、適正な工期で請負契約を締結。
○ 社会保険の法定福利費などの必要経費を、見積書や請負代金内訳書に明示。
○ 公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・
（３）発注者の役割
見積りに基づき、適正な請負代金による請負契約を締結。
○ 発注者は、施工条件の明確化等を図り、適正な工期で請負契約を締結。
（３）生産性向上
（４）施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化
○ 受発注者の連携により、建設生産ﾌﾟﾛｾｽ全体における生産性を向上。
○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、役割分担を明確化。
・３次元モデルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積極活用
・プロジェクトの初期段階から受発注者間で設計・施工等の集中検討を行う
３．時間外労働の上限規制の適用に向けた取組
フロントローディングの積極活用
等
（１）適正な工期設定・施工時期の平準化
（４）下請契約における取組
○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。
○ 下請契約においても、適正な工期および請負代金により契約を締結。
・建設工事従事者の休日（週休２日等）
○ 週休２日の確保に際して、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意し、労務
・労務・資機材調達やBIM/CIM活用等の準備期間、現場の後片付け期間
費等の見直し効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準を確保。
・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数
等
○ 一人親方についても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を図る。
○ 業種に応じた民間工事の特性等を理解のうえ協議し、適正な工期を設定。
○ 週休２日等を考慮した工期を設定した場合、必要な労務費や共通仮設費 （５）適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○ 工事の特性等を踏まえ、外部機関（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ企業等）を活用。
等を請負代金へ適切に反映。特に公共工事は、週休２日工事の件数拡大。

４．その他（今後の取組）
○

建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイドラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂。3

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６月５日成立、６月12日公布）
（令和元年法律第三十号）
背景・必要性
１．建設業の働き方改革の促進

２．建設現場の生産性の向上

３．持続可能な事業環境の確保

○ 現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、 ○ 地方部を中心に事業者が減少し、
後継者難が重要な経営課題となる
※ 働き方改革関連法（2018年6月29日成立）による改正労働基準法に基づき、 限りある人材の有効活用と若者の入職促進による
将来の担い手の確保が急務。
中、今後も「守り手」として活躍し続
建設業では、2024年度から時間外労働の上限規制（罰則付き）が適用開始。
けやすい環境整備が必要。
＜時間外労働の上限規制＞
＜年齢構成別の技能者数＞

○ 長時間労働が常態化する中、その是正等が急務。

✓原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
✓特別条項でも上回ることの出来ないもの：
・年７２０時間（月平均６０時間）
・２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内
・単月１００時間未満
・月４５時間を上回る月は年６回を上限

法案の概要
１．建設業の働き方改革の促進

２．建設現場の生産性の向上

＜元請の監理技術者＞

＜下請の主任技術者＞

（１）長時間労働の是正 （工期の適正化等）
（１）限りある人材の有効活用と若者の入職促進
■ 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告。 ■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。
また、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反
（ⅰ）元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創
者には国土交通大臣等から勧告等を実施。
設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認。
■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平 （ⅱ）下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の
準化のための方策を講ずることを努力義務化。
要件を満たす場合は設置を不要化。
（２）建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
（２）現場の処遇改善
■ 建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入を要件化。■ 建設業者が工場製品等の資材の積極活用を通じて生産性を向上できるよう、
資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、
■ 下請代金のうち、労務費相当分については現金払い。
国土交通大臣等は、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築。
３．持続可能な事業環境の確保
■ 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化（※）。
※ 建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、
今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。

■ 合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築。
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改正建設業法における工期の適正化に関する規定
◆中央建設業審議会が工期に関する基準を作成
（中央建設業審議会の設置等）

令和元年９月施行済

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

注文者

実施を勧告

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

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

建設業者

令和２年１０月施行予定

◆工程の細目を明らかにし、工程ごとの作業及
びその準備に必要な日数を見積り
（建設工事の見積り等）
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容
に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工
事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工
事の見積りを行うよう努めなければならない。
２・３ （略）

◆工事を施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書面に明記
（建設工事の請負契約の内容）
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しな
ければならない。
一～三 （略）
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五～十六 （略）
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著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置
①＜公共工事の場合＞＜入契法＞
建設工事の受注者（元請）が下請業者と著しく短い工期で下請契約を締
結していると疑われる場合は、当該工事の発注者は当該受注者の許可行政
庁にその旨を通知しなければならない。

発注者

①
②
勧告

著しく短
い工期に
よる契約

許可行政庁
駆け込みホット
ライン 等
③
指示

元請
（建設業者）
著しく短
い工期に
よる契約

１次下請
（建設業者）

違反の疑い
を通報

＜入契法＞
第十一条 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事
の受注者である建設業者（建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。）に
次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受け
た国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対
し、その事実を通知しなければならない。
一 （略）
二 第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十
四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は同法第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、
第二十六条の二若しくは第二十六条の三第六項の規定に違反したこと。

② 国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した発注者に対して、勧
告を行うことができ、従わない場合はその旨を公表することができる。
※必要があるときは発注者に対し、報告又は資料の提出を求めることが可能

＜建設業法＞
第十九条の六 （略）
２ 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した発注
者が前条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、当該建設業者の許可をした
国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その
旨を公表することができる。
４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、
当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

③ 建設工事の注文者が建設業者である場合、国土交通大臣等は建設業
法第４１条を根拠とする勧告や第２８条を根拠とする指示処分を行
う。（通常と同様）
※建設業法第３１条を根拠とする立入検査や報告徴収も可能
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著しく短い工期の判断基準について

○著しく短い工期をどのように判断するのか？
・著しく短い工期であるかどうかについては、工事の内容や工
法、投入する人材や資材の量などに依るため一律に判断する
ことは困難

・休日や雨天など、中央建設業審議会において作成した工期に
関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認
・過去の同種類似工事の実績との比較
・建設業者が提出した工期の見積りの内容の精査
などを行い、許可行政庁が工事ごとに個別に判断
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