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コード一覧 

 

表１ 大臣・知事コード 

コード 名称 

00 国土交通 大臣許可 

01 北海道 知事許可 

02 青森県 知事許可 

03 岩手県 知事許可 

04 宮城県 知事許可 

05 秋田県 知事許可 

06 山形県 知事許可 

07 福島県 知事許可 

08 茨城県 知事許可 

09 栃木県 知事許可 

10 群馬県 知事許可 

11 埼玉県 知事許可 

12 千葉県 知事許可 

13 東京都 知事許可 

14 神奈川県 知事許可 

15 新潟県 知事許可 

16 富山県 知事許可 

17 石川県 知事許可 

18 福井県 知事許可 

19 山梨県 知事許可 

20 長野県 知事許可 

21 岐阜県 知事許可 

22 静岡県 知事許可 

23 愛知県 知事許可 

24 三重県 知事許可 

25 滋賀県 知事許可 

26 京都府 知事許可 

27 大阪府 知事許可 

28 兵庫県 知事許可 

29 奈良県 知事許可 

30 和歌山県 知事許可 

31 鳥取県 知事許可 

32 島根県 知事許可 

33 岡山県 知事許可 

34 広島県 知事許可 

35 山口県 知事許可 

36 徳島県 知事許可 

37 香川県 知事許可 

38 愛媛県 知事許可 

39 高知県 知事許可 

40 福岡県 知事許可 

41 佐賀県 知事許可 

42 長崎県 知事許可 

43 熊本県 知事許可 

44 大分県 知事許可 

45 宮崎県 知事許可 

46 鹿児島県 知事許可 

47 沖縄県 知事許可 

表２ 特定・一般コード 

コード 名称 

0 特定許可（一般許可も有している者も含む） 

1 一般許可のみ 

 

表３ 工事種類コード 

コード 名称 コード 名称 

01 土木一式工事 14 しゅんせつ工事 

02 建築一式工事 15 板金工事 

03 大工工事 16 ガラス工事 

04 左官工事 17 塗装工事 

05 とび・土工・ 

コンクリート工事 

18 防水工事 

19 内装仕上工事 

06 石工事 20 機械器具設置工事 

07 屋根工事 21 熱絶縁工事 

08 電気工事 22 電気通信工事 

09 管工事 23 造園工事 

10 タイル・れんが・ 

ブロック工事 

24 さく井工事 

25 建具工事 

11 鋼構造物工事 26 水道施設工事 

12 鉄筋工事 27 消防施設工事 

13 舗装工事 28 清掃施設工事 

  29 解体工事 

 

表４ 発注者コード 

 コード 名称 

 

公 

共 

団 

体 

01 国（国土交通省） 

  

02 国（国土交通省以外） 

03 都道府県 

04 政令指定都市 

05 市（政令指定都市以外）区町村 

06 特殊法人等 

（NEXCO、独立行政法人、公社等） 

 

 

 

 

民 

間 

企 

業 

07 水産・農林業 

08 鉱業 

09 建設業 

10 製造業 

11 電気・ガス業 

12 運輸・情報通信業 

13 商業 

14 金融・保険業 

15 不動産業 

16 サービス業 

17 その他の企業 

 18 個人 
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よくある質問 目次 

 

Ｑ１ この調査の目的は何ですか。           4 

Ｑ２ 調査票を報告しなかった場合や虚偽の報告を行った場合は、どのようなことが想定 

されますか。                                       4                        

Ｑ３ どのように調査対象業者を選んでいるのですか。         4 

Ｑ４ 当社は既に建設業の事業活動を終了(解散・廃業・吸収合併された等)しているので 

すが、調査票を報告しなければなりませんか。            .       4 

Ｑ５ 記入した内容が発注者や元請負人等に知られることを心配しています。      4 

Ｑ６ 調査票や返信用封筒を紛失してしまいました。         4 

Ｑ７ 本調査の対象期間（令和３年７月１日から令和４年６月３０日）の間のどのような 

建設工事が対象となりますか。                          4 

Ｑ８ 建設業の許可を受けていますが、本調査の対象期間（令和３年７月１日から令和４年６

月３０日)の間に建設工事を請け負った実績がありません。       .         4 

Ｑ９ 本調査の対象期間(令和３年７月１日から令和４年６月３０日)の間に取引内容等の見直

しを行いました。この場合はいつ時点の取引実態を回答すればよいのでしょう

か。                                                    .5 

Ｑ10 調査票に間違った回答を記入してしまいました。                   5 

Ｑ11 Ⅰ－１（２）は、１年間に下請取引を行った会社の延べ数ですか。        5 

Ｑ12 Ⅰ－５（６）「下請負人に対する支払手段」の設問において、自社で決めている割合で 

現金と手形を併用しているが、現金の割合が労務費相当分を下回る場合には、割合を 

変更して労務費相当分を現金で支払うよう協議している場合は、どのように回答すれば

よいですか。                               5 

Ｑ13 Ⅱ－２(１)に記載する個別工事について、まだ工事が完了していないため全て記入 

することができません。                  5 

Ｑ14 コード一覧の「表４ 政令指定都市」とはどの都市ですか。                   5 

Ｑ15 個別工事によって事情が異なるため、一概に回答を選択できません。        .   5 

Ｑ16 Ⅱ－２（１）でしわ寄せをした元請負人を記載した場合、指導・監督してもらえるので 

すか。                    5

Ｑ17 コード一覧の「表４ 発注者コード」の「民間企業のコード（07～17）」を選択したいのです   

が、どの業種に当てはまるかわかりません。                 .   6 

Ｑ18 設問にある用語の意味を教えて下さい。          6
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よくある質問 

 

Ｑ１ この調査の目的は何ですか。 
Ａ この調査は、建設工事における元請負人と下請負人の間の下請取引等の適正化を図るため、下請取

引等の実態を把握するとともに、建設業法等に照らし適正でない取引実態が見受けられる建設業者に対

して指導や助言することを目的としています。 

 

Ｑ２ 調査票を報告しなかった場合や虚偽の報告を行った場合は、どのような

ことが想定されますか。 
Ａ この調査は、建設業法第 31 条第 1 項及び第 42 条の 2 第 1 項に基づき、国土交通大臣及び中小企

業庁長官が実施しているものであり、報告しない又は虚偽の報告をした場合は、100 万円以下の罰金に

処せられることがあります。 

 

Ｑ３ どのように調査対象業者を選んでいるのですか。 
Ａ 調査対象業者は、全国の建設業許可業者の中から無作為に抽出しています。 

 

Ｑ４ 当社は既に建設業の事業活動を終了（解散・廃業・吸収合併された等）し

ているのですが、調査票を報告しなければなりませんか。 
Ａ 既に建設業の事業活動を終了している場合は、調査票１ページの上部に記載されている「既に建設業

の事業活動を終了（解散・廃業・吸収合併）しているため、回答できません。」の項目にチェックし、以降の

設問には回答せずに、調査票を必ず返信して下さい。 

 

Ｑ５ 記入した内容が発注者や元請負人等に知られることを心配しています。 
Ａ 報告された調査票は適切に管理していますので、発注者や元請負人等に貴社が特定されるようなこと

はありません。ありのままをご回答頂きますようお願い致します。また、不利益取扱いの禁止（建設業法

第２４条の５）規定では、元請負人が行った建設業法上の義務違反行為を、下請負人が国土交通大臣等

に通報したことを理由として、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないことになっています。 

 

Ｑ６ 調査票や返信用封筒を紛失してしまいました。 
Ａ 調査票を紛失した場合は、国土交通省のホームページからダウンロードできますので、印刷してご利

用下さい。また、返信用封筒を紛失した場合には、任意の封筒により調査票を返信して下さい（この場合

の送料は貴社でご負担いただくことになります。）。 

  （ 国土交通省 下請取引等実態調査  検索   ） 

   

Ｑ７ 本調査の対象期間（令和３年７月１日から令和４年６月３０日）の間のどの

ような建設工事が対象となりますか。 
Ａ  本調査の対象期間内に貴社が契約を締結した建設工事が対象となります。 

 

Ｑ８ 建設業の許可を受けていますが、本調査の対象期間（令和３年７月１日

から令和４年６月３０日）の間に建設工事を請け負った実績がありません。 
Ａ  回答の手順に沿って、Ⅰ－１（１）の設問の「２」に○印を記入、Ⅰ－７（１）の設問の「２」に○印を記

入、Ⅱ－１（１）の設問の「２」に○印を記入、Ⅲ、Ⅳをご回答のうえ調査票を返信して下さい。 
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Ｑ９ 本調査の対象期間（令和３年７月１日から令和４年６月３０日）の間に取引

内容等の見直しを行いました。この場合はいつ時点の取引実態を回答すれ

ばよいのでしょうか。 
Ａ  本調査の対象期間の間に下請負人との取引方法等の見直しを行った場合は、見直しを行った時点

から令和４年６月３０日の間における取引実態について回答して下さい。 

なお、Ⅱ「下請負人の立場で回答する設問」については、見直しの有無に関わらず令和３年７月１日か

ら令和４年６月３０日の間における取引実態について回答して下さい。 

 

Ｑ10 調査票に間違った回答を記入してしまいました。 
Ａ ×印や二重線などで間違った回答を抹消して、正しい回答を記入して下さい。 

 

Ｑ11 Ⅰ－１（２）は、１年間に下請取引を行った会社の延べ数ですか。 
Ａ  1年間に下請取引を行った会社の延べ数ではなく、会社の実数に○印を記入して下さい。 

  例えば、１年間にＡ社と５回、Ｂ社と１０回、Ｃ社と１５回下請取引を行った場合には、「３０社」ではなく「３

社」となりますので、選択肢１に○印を記入して下さい。 

 

Ｑ12 Ⅰ－５（６）「下請負人に対する支払手段」の設問において、自社で決め

ている割合で現金と手形を併用しているが、現金の割合が労務費相当分を下

回る場合には、割合を変更して労務費相当分を現金で支払うよう協議している

場合は、どのように回答すればよいですか。 
Ａ 選択肢２「少なくとも労務費相当分は現金で支払い、残りは手形で支払っている」を選択して下さい。 

 

Ｑ13 Ⅱ－２（１）に記載する個別工事について、まだ工事が完了していないた

め全て記入することができません。 
Ａ  記入できる範囲で回答して下さい。 

 

Ｑ14 コード一覧の「表４ 政令指定都市」とはどの都市ですか。 
Ａ 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋

市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市の 20市です。 

 

Ｑ15 個別工事によって事情が異なるため、一概に回答を選択できません。 
Ａ 調査対象期間内の取引において、各設問の回答方法に従い最も当てはまる番号に○印を記入して下

さい。 

 

Ｑ16 Ⅱ－２（１）でしわ寄せをした元請負人を記載した場合、指導・監督しても

らえるのですか。 
Ａ 元請負人の情報を記載したからといって直ちに指導・監督の対象となるわけではありません。なお、法

令違反行為が見受けられる場合で、特に必要がある場合は、許可行政庁による立入検査等の端緒情報

としています。 
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Ｑ17 コード一覧の「表４ 発注者コード」の「民間企業のコード（07～17）」を選

択したいのですが、どの業種に当てはまるかわかりません。 
Ａ 下表を参照し、もっとも近い業種をお選び下さい。 

選択肢 業種  選択肢 業種 

07.水産・農林業 水産・農林業 11.電気・ガス業 
電気・ガス・熱供給・水道

業 

08.鉱業 鉱業 

12.運輸・情報通信業 

陸運業 

09.建設業 建設業 海運業 

10.製造業 

食料品 空運業 

繊維製品 倉庫・運輸関連業 

パルプ・紙 情報・通信業 

化学 
13.商業 

卸売業 

医薬品 小売業 

石油・石炭製品 

14.金融・保険業 

銀行業 

ゴム製品 証券、商品先物取引業 

ガラス・土石製品 保険業 

鉄鋼 その他金融業 

非鉄金属 
15.不動産業 不動産業 

金属製品 

機械 
16.サービス業 サービス業 

電気機器 

輸送用機器 17.その他の企業 
上記業種に当てはまらな

いもの 

精密機器 
18.個人 個人 

その他製品 

 

Ｑ18 設問にある用語の意味を教えて下さい。 
Ａ 以下をご覧ください。 

 

【発注者・元請負人・下請負人】 下図をご覧下さい。 

 
建設業法では、下請工事として受注した場合でも、その建設工事の一部を他の建設業者に下請負した

場合には、自社が「元請負人」となり、その下請取引を行った建設業者が「下請負人」となります。 

【注文者】 建設業法上の定義では、上記の発注者と元請負人を含めて指します。 

 

【指値】 元請負人が下請負人との請負契約を交わす際、下請負人と十分な協議をせず又は下請負人の

協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示することを指します。 

 

【支払いの保留、保留金】 工事が完成し、元請負人の検査及び元請負人への引渡しが終了後、

正当な理由がないにもかかわらず長期間にわたり、下請代金の一部を支払わない行為を指します。 

 

【赤伝処理】 元請負人が、建設工事で発生する費用等（建設副産物（建設廃棄物及び建設発生土）の処理

費用、振込手数料、現場事務所に係る費用、会費、保険料、建設キャリアアップシステムのカードリーダ

ー設置費用及び現場利用料等）を下請代金の支払時に差し引く（相殺する）行為を指します。 

 

【営業所】 建設業の営業を行う事務所で、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事

務所をいいます。 

通　　称  　発注者　 　元請業者　 一次下請業者 二次下請業者 三次下請業者

　元請負人　 下請負人

元請負人 下請負人

元請負人 下請負人

この調査（建設業法）上での
呼称
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【労働災害防止対策】 労働安全衛生関係法令で事業者に義務付けられている措置です。具体

例としては、安全のための監視連絡、安全のための保護具類（保護帽、安全帯等）の使用、安全ネ

ットや手すりの設置等の墜落・飛来落下防止措置、安全衛生教育の実施等の取組等があります。 
 

【施工体制台帳】 下請負人等の工事の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をいいます。 

 

【施工体系図】 作成された施工体制台帳に基づき、各下請負人の施工分担関係を表示した図をいい

ます。 

 

【帳簿】 建設業法第 40 条の 3 に定められている、営業に関する記載事項（営業所の代表者に関する事

項、注文者と締結した請負契約に関する事項、下請負人と締結した請負契約に関する事項）と契約書等

の添付書類からなる書類を指します。 

 

【一括決済方式】 元請負人、下請負人及び金融機関の間の約定に基づき、下請負人が下請代金の

全部又は一部に相当する下請代金債権を担保とし又は譲渡して金融機関から当該下請代金の額に相

当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとし、元請負人が当該下請代金債権の額に相当

する金銭を当該金融機関に支払うこととする方式をいいます。 

 

【公共工事と民間工事】 公共工事とは、国・都道府県等公的機関が発注者となる工事を指します。

民間工事とは、それ以外の民間企業が発注者となる工事を指します。 

 

【技能労働者】 専門的な技能を有し、工事現場における建設工事の施工に直接従事する者を指しま

す。様々な職種、例えば、とび工、鉄筋工、運転手（特殊）、型わく工、大工、左官、電工、配管工、

土木一般世話役、特殊作業員等があります。なお、現場技術者（現場代理人、監理技術者、主任技

術者（下請企業の主任技術者も含む）等）は技能労働者へ含みません。 

 

【公共工事設計労務単価】 国や地方自治体が行う公共工事の予定価格の積算に用いられる単  

価のことです。毎年約 16 万人の建設労働者について、賃金の支払い実態の調査を行い、設定していま

す。なお、個々の契約（下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金）を拘束

するものではありません。 
 
➤令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価はこちらをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00077.html 
 
➤建設産業における技能労働者の処遇改善に向けた取組はこちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html 

 

【インボイス制度】 令和５年 10 月より開始される消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制

度）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売手である登録事業

者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません

（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。 買手は仕入税額控除の適用を受け

るために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要

となります。 
 
➤インボイス制度については国税庁 HPをご覧ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 

  

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00077.html
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
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――――――――――――――――――――――――――――  ――――――――――――――  

♦困っていませんか？相談窓口♦    ♦通報窓口♦ 
――――――――――――――――――――――――――――  ――――――――――――――  

 

◆建設工事の請負契約をめ  ◆資機材価格の高騰等によ   ◆建設業法違反の疑いが       

ぐるトラブル等に関する     る価格転嫁等に関する      ある場合の通報窓口             

相談窓口              相談窓口                   

➤「建設業取引適正化       ➤「建設業フォローアップ     ➤「駆け込みホットライン」 

センター」               相談ダイヤル」            

 

 

 

  

  
 

 

☆☆ 覚 え て お き た い ！ 概 要 と 制 度 ☆☆ 
 

 

👉請負契約書を作成していますか？【建設工事標準請負契約約款】 

中央建設業審議会は、標準的な工事請負契約の約款として、「建設工事標準請負契約約款」を作成し   

ています。  
 
➤国土交通省の HPから無料でダウンロードできます。詳細はこちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html 
 
一緒に覚えておきたい！ 

    平成２９年７月２５日に建設工事標準下請契約約款の改正を行い、請負代金内訳書（工事の請負代

金を費目別に内訳明示したもの）に法定福利費を内訳明示することを標準化しました。 

 

👉建設業法をわかりやすく解説！【建設業法令遵守ガイドライン】 
元請負人と下請負人との関係に関し、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で法 

令違反行為を防ぎ、元請下請間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っております。 

➤建設業法令遵守ガイドラインはこちらをご覧ください。  

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html 

 

👉その工期は適正ですか？【工期に関する基準】 
令和２年７月、中央建設業審議会は、「工期に関する基準」を作成し、その実施を勧告しました。 

 
➤「工期に関する基準」についてはこちらをご覧下さい。 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000190.html 

 

👉原材料費等の高騰で悩んだときは・・・ 

国土交通省では、原材料費等の高騰の状況を踏まえ、建設業における適正な請負代金の設定や適切

な工期の確保等について取り組んでおります。 
 
➤原油価格・物価高騰等総合緊急対策と関係通知について、詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000177.html 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000190.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000177.html

