建設 業を取 り巻 く現 状
１

建設業 の特性
建設業に は、他の産 業に見られ ない多くの 特性がある 。
○ 典型的な 受注産業
建設 業は、 発注者か ら注文 があっ てはじ めて生 産を行 い、完成 後、注文 者に引き
渡す典型 的な受注産 業である。
○ 人手のか かる労働集 約型産業
建設 業は、 近年、急 速に機 械化が 進んで いるも のの、 最終的に は「人」 に頼らざ
るを得な い部分が多 い労働集約 型産業であ る。
○ 元請・下 請による重 層的施工産 業
建設 業は、 元請業者 と多く の下請 業者と の共同 作業に より施工 する重層 的な産業
である。
○ 屋外型現 場移動産業
建設 業は、 施工工程 の大部 分を自 然条件 に大き な影響 を受ける 屋外で施 工すると
とも に、工 事施工 場所ご とに生 産施設 を設け、 工事完 了後に 撤収す るなど 現場の移
動が伴う 産業である 。
○ 地域に密 着した産業
建設 業は、 地域経済 の発展 や雇用 に大き く寄与 するな ど、地域 に密着し た産業で
ある。

２

建設 業の現状

(1) 建設投資 額・許可業 者数・就業 者数の推移 （全国）
建設投資 額は、 平成３ 年度の ８７兆 ７，０ ８８億円 をピー クに減 少し、平 成１８年
度は５２兆 ８，４２１ 億円と、ピ ーク時の約 ６０％に減 少している 。
許可 業者数 は、平 成１１ 年度の ６０万 ９８０社 をピー クに減 少し、 平成１ ８年度は
５２万４， ２７３社と 、ピーク時 の約８７％ に減少して いる。
就業 者数は 、平成 ９年度 の約６ ８５万 人をピー クに、 平成１ ８年度 は約５ ５９万人
と、ピーク 時の約８２ ％に減少し ている。
(2) 建設投資 額・許可業 者数・就業 者数の推移 （北海道）
建設投資 額は、 平成５ 年度の ４兆８ ，４８ ６億円を ピーク に減少 し、平成 １８年度
は２兆６ ，５０５ 億円と 、ピーク 時の約５５ ％に減少し 、全国 よりも減少 率は大きい 。
許可 業者数 は、平 成１１ 年度の ２万６ ，０７６ 社をピ ークに 減少し 、平成 １８年度
は２万 ３，１ ０９社 とピー ク時の 約８９ ％に減少 してい るが、 全国よ り減少 率は小さ
く、建設投 資額の大幅 な減少の割 りには、許 可業者数は 減少してい ない。
就業 者数は 、平成 ７～９ 年度の 約３５ 万人をピ ークに 、平成 １８年 度は約 ２７万人
と、ピーク 時の約７７ ％に減少し ており、全 国より減少 率は大きい 。
統計資料は、資料編に掲 載
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(3) 建設投資 額の民間・ 公共及び建 築・土木別 構成比の推 移
道内の建 設投資額に 占める公共 投資額の割 合は、平成 １８年度で ５１．２％ と、
全国の３３ ．２％に比 べて高い。
道内の建 設投資額に 占める土木 の割合は、 平成１８年 度で５５． ４％と、全 国の
４０．６％ に比べて高 い。
(4) 規模別道 内許可業者 数の推移
道内許可 業者の ９９． １％が 、資本 金１億 円未満の 企業と 個人経 営者で占 められて
いる。
(5) 道内建設 業の営業利 益率の推移
道内建設 業の営 業利益 率は、 平成１ ８年度 で１．７ ％とな ってお り、また 平成１２
年度以降、 低下傾向が 続いている 。
(6) 道内建設 業の倒産の 推移
道内建設 業の全 産業に 占める 倒産件 数の割 合は、３ ８％前 後と、 高水準で 推移して
いる。
(7) 北海道競 争入札参加 資格者の合 併等の件数 の推移
合併及び 事業譲 渡の件 数は毎 年概ね ６０件 程度で推 移して いるが 、平成１ ７年度か
らは事業譲 渡が増加し ている。
(8) 道内建設 業就業者の 年齢階層別 構成比の推 移
２９歳以 下の若 年層の 割合が 低下し ている とともに 、５０ 歳以上 の割合が 高まる傾
向にある。
(9) 建設労働 者の平均月 間給与額・ 労働時間数 の推移
道内 建設労 働者の 平均月 間給与 額は減 少傾向に あると ともに 、労働 時間数 は長くな
っている傾 向にある。
また、全 国と道内の 平均月間給 与額を比較 すると、全 国の方が高 い水準にあ る。
(10) 道内建設 業における 労働災害の 推移
道内 建設業 におけ る労働 災害は 減少傾 向にある ものの 、全産 業の労 働災害 も減少し
ており、全 産業に占め る建設業の 割合は高い 。
(11) 建設業法 に基づく監 督処分の推 移
指示処分 、営業停止 処分を合わ せて、毎年 概ね２０件 程度で推移 している。
(12) 北海道競 争入札参加 資格者の指 名停止の推 移
指 名停止 の措置 件数は 、談合事 案の増 加もあ り平成 １８年 度で６ ３件と、 増加傾向
にある。
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まとめ
全国的 に建設 投資額 が減少 してお り、中 でも公共 投資が 大幅に 減少し ている 状況にあ
って、北 海道は 、全国 と比較 して、 建設投 資額に占 める公 共投資 額の割 合が高 いことか
ら 、公共事業 への依存度 が高いこと が言える。
営業利 益率を 見ると 平成１ ８年度で 1.7 ％ と、全産業 平均の利益 率３％を大 きく下回
り、かつ 低下傾 向が続 いてい るとと もに、 建設業の 倒産件 数につ いては 、全産 業に占め
る割合が ３８％ 前後と 高水準 にある ことか ら、道内 建設業 が厳し い経営 環境に あること
が 言える 。また 、建設投 資額が大幅 に減少して いる割りに 、許可 業者数の減 少は小さく 、
過剰供給 の状況 にある ものと 言わざ るを得 ず、この ことに よる競 争の激 化がも たらす低
価 格入札によ る品質低下 も懸念され るところで ある。
一方 、就業 環境につ いては 、建設 労働者 の平均 月間給 与額は減 少し、 労働時 間は長く
なるとい う傾向 となっ ている など、 厳しい 状況にあ るとと もに、 年齢階 層別に 建設業就
業 者数を見る と 、若年労働者 の割合が少 なく 、高齢者の 割合が多く なっている ことから 、
少子高齢 化の進 展に伴 い、若 年労働 者の確 保や技術 ・技能 の承継 といっ た建設 業そのも
の の担い手不 足が懸念さ れる。
本道の 建設業 におい ては、 これま で経営 体質強化 や合併 などの 取組が 進めら れてきて
いるが、 公共投 資の縮 減など 建設業 を取り 巻く環境 が大き く変化 してお り、経 営状況の
悪 化を食い止 めるには至 っていない 現状が伺え る。
また 、構造 計算書 偽装問 題や談合 事件の 多発は 、社会 全体か ら極め て厳しい 批判を受
け、建設 業の信 用を大 きく失 墜させ たとこ ろであり 、これ らの再 発防止 に向け 徹底した
取 組が求めら れている。
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