本道 の建 設業 の主な 課題
建 設投資 の縮小 など、 建設業を 取り巻 く厳し い社会 経済情 勢とこ れまでの 建設業振
興のた めの取 組状況 、フォ ローア ップ調 査の結果 などを 考え合 わせる と、本 道の建設
業には次の 主な課題が ある。

１

過剰供 給構造 の是正
全国 的に見 ると、 建設投 資は平 成３年 度のピー ク時と 平成１ ８年度 を比較 すると６
割の水 準にま で減少 してい る。公 共投資 に限って みれば 半減と いう急 激な減 少となっ
ている 。この 間、ピ ーク時 に約６ ０万業 者を数え た建設 業者数 は約８ 万業者 減少する
ととも に、就 業者数 は、ピ ーク時 の約６ ８５万人 から約 ５５９ 万人へ 減少し ており、
許可業 者数・ 就業者 数とも に減少 傾向に はあるも のの、 建設投 資の急 激な減 少のスピ
ードはこれ を上回るも のであり 、このことか らも建設業 は過剰供給 構造となっ ている 。
北海 道にお いては 、建設 投資は 平成５ 年度のピ ーク時 と平成 １８年 度を比 較すると
約５５ ％にま で減少 してお り、こ のうち 公共投資 につい ては、 平成１ １年度 のピーク
時と比 べ約４ ５％に まで減 少して いる。 また、建 設業者 数は平 成１１ 年度の ピーク時
の約２万６ 千業者から 約２万３千 業者へと３ 千業者が減 少するとと もに 、就業 者数は 、
平成７ ～９年 度のピ ーク時 の約３ ５万人 から約２ ７万人 へと８ 万人が 減少し ている。
特に 本道で は、建 設投資 に占め る公共 投資の割 合が高 く、公 共投資 の減少 により道
内建設 業は大 きな影 響を受 けてい る。各 企業もこ れまで コスト 縮減や 経営体 質の強化
などに 努めて きたが 、建設 投資の 急激な 減少はこ れを上 回るも のであ り、今 後の公共
投資の 縮減傾 向を見 据えた 場合、 残念な がら道内 建設業 におい ても、 更なる 再編・淘
汰 は 避 け る こと が で き な い 状 況 に 置 かれ て お り 、「 技 術 と 経営 に 優 れ た 企 業 」 が地 域
におい て生き 残り成 長する ことを 促す競 争、企業 連携、 新分野 進出と いった 様々な対
策を加速さ せることが 喫緊の課題 ともなって いる。

２

競争力 のある 企業づ くり

(1)

技術力の 向上
本 道の建 設業は 、地域の 良質な 住宅や社 会資本を供 給する担い手 であるなど 、地
域 におい て重要な 役割を 果たす ことが引き 続き期待さ れており、こ の期待に応 え得
るよう、技 術力を向上 させること が求められ ている。

(2)
①

経営体質 の強化
的確な 経営戦略の 設定
競 争が激 化する 時代に おける経 営戦略 は、企 業の持 つ独自 の力、つ まり企 業力を
再発見し 、その企業 の特徴を伸 ばして行く という基本 に立ち返る ことが重要 である 。
一 方で、 状況に応 じて新 分野進 出など 経営の 多角化、 協業化 、合併 、ある いは建
設業から の撤退など も視野に入 れた的確な 経営戦略の 構築も必要 となってく る。
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②

経営管 理の徹底
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 ること 、複数 現場で の現地屋 外施工 である こと、 各種取
引 に お い て未 収 金・ 未 払金 勘 定 ※ が 多 いこ と など か ら、 年 度末 に なら な けれ ば 財務
内容 が把握 できにく いとさ れてお り、経 営者の みならず 、施工 管理を 行う技 術者に
おいても 、原価管理 の意識を強 く持ち経営 管理の徹底 を図ってい く必要があ る。

③

積算・ コスト管理 の徹底
工 事ごと の適正な 積算・ 見積り は、利 益に直 接結び付 くもの であり 、健全 な企業
経営 に不可 欠なもの である 。特に 、行き 過ぎた 低価格に よる受 注にお いては 適正な
利益 を確保 すること ができ ない。 また、 下請企 業・専門 工事業 者にあ っては 、下請
契約の適 正化や効率 的な施工の 確保のため 、適正な積 算・見積り が重要とな る。
さ らに、 コストダ ウンの 実現の ために は、コ スト計算 能力の 向上な どによ るコス
ト管理の 徹底も必要 である。

④

完成工 事高から経 営内容重視 への転換
建 設投資 の急激 な減少 等を背 景に競 争が激化 してお り、利 益率が 低下す るなど各
企業 の経営 は極め て厳し い状況 にあり 、建設投 資が激 減する 中、こ れまで の完成工
事高 ※ 重視から利 益率重視に 経営方針を 転換するこ とが必要で ある。

⑤

現場労 働力・機械 の効率的活 用
コ ストダ ウンを図 るため には、 工事現 場ごと に労働者 を適切 に配置 し、機 械の効
率的使用 を図るなど 、現場にお ける労働生 産性の向上 が必要であ る。

⑥

生産体 制の効率化
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
動が生じ る産業であ る。
建 設 生 産 物 ※の 生 産 （ 施 工 ） 工 程 は 、 建 設 生 産 シ ス テ ム ※の 中 核 を な す も の で あ
り 、生産性を 高めてコス トダウンを 図るために は 、この部門の 効率化が重 要である 。

３

信頼の 回復
本道 の建設 業が、 今後と も地域の 基幹産 業とし て健全 に発展 していく ために は、広
く道民 や地域 社会の 理解と 支援が 必要で ある。現 在の建 設業の イメー ジは、 高度な技
術水準 や生活 ・産業 活動の 基礎的な 整備に 取り組 む姿が 高く評 価される 一方で 、事故
や不誠 実な業 者によ る被害 の発生等 によっ て、建 設業全 体につ いて良い イメー ジを持
たれている とは言えな い状況にあ る。
さ らに、 近年、 全国で 相次ぐ談 合事案 の摘発 や構造 計算書 偽装問 題の発生 、あるい
は公共 工事に おける 行き過 ぎた低 価格で の受注に より、 建設業 全体の 姿勢や 安全性、
品質確保に 対する国民 ・道民の信 頼は大きく 損なわれて いる状況に ある。
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４

優れた 人材の 確保・ 育成
建設業は 、技術 者・技 能者が その能 力をい かに発揮 するか によっ て生産の 成否が左
右 さ れ る も ので あ り 、「 人 」 が 支 える 産 業 で あ る 。 し か し 、建 設 業 就 業 者 の 就 業環 境
につい ては、 価格競 争の激 化に加 え、冬 期間にお ける工 事の減 少など により 厳しい状
況にある。
ま た、こ れらによ る将来 への不 安から 若年労 働者の 新規入職 者が減 少し、 少子高齢
化社 会の到 来など と相ま って、急 速に就 業者の 高齢化 が進ん でおり 、熟練者 からの技
術・技能の 承継が困難 になってい る。
こ のよう な状況 は、業 界全体の 基盤を 揺るが すもの であり 、将来 の建設業 を担う優
秀な技術者 ・技能者の 確保・育成 に対する懸 念が高まり つつある。
技術・技 能は、 工事等 の品質 確保に 直結し ていると ともに 、現場 における 安全性や
生産性 の向上 に不可 欠なも のであ り、こ れを社会 全体と して将 来の世 代に引 き継いで
いくことが 求められて いる。

５

適切 な元請・ 下請関 係の構 築
建 設業は 、個々の 工事現 場ごと に異な る専門 技術を 組み合わ せて生 産活動 を行って
いる 。この ため、 多くの 場合、そ の生産 工程に おいて 工事の 総合的 な管理・ 監督を行
う元 請企業 を中心 として 、各種の 専門的 な工事 を行う 下請企 業が重 層的に存 在する元
請・下請間 の分業によ る生産構造 を有してい る。
元 請・下 請間の取 引慣行 等を含 めた分 業関係 のあり 方につい ては、 契約自 由の原則
に基 づき個 々の企 業の選 択に委ね られる べきも のでは あるが 、産業 構造の効 率化を図
って 建設業 の健全 な発展 を促進し ていく ために は、時 代の変 化に対 応した元 請・下請
間の 対等な 関係を 軸とし た合理的 な建設 生産シ ステム へと変 革して いく必要 がある。
また 、公共 投資の 縮減に 伴い、 行き過 ぎた低価 格競争 などか ら、元 請企業 における
安定受 注及び 長期的 な取引 関係の 維持が 困難とな るため 、コス ト面及 び品質 面におい
て発注 者の信 頼に的 確に応 えられ なくな ってしま うこと が懸念 される ととも に、不適
切な 元請・ 下請契約 などの 不合理 な面を 残した 生産シ ステムの ままで は、直 接施工を
担う 下請企 業に対す るしわ 寄せな どが懸念さ れている。

６

公正 な市場環 境づく り
公共 工事に は、適 正な競 争を妨 げ、工 事の品質 確保の 支障と なる不 良・不 適格業者
の排除 を行い 、さら には、 工事の 手抜き 、下請け へのし わ寄せ 、労働 条件の 悪化、安
全体制 の不徹 底等に つなが りやす く工事 の品質低 下が懸 念され る、行 き過ぎ た低価格
での受注を 抑制し、工 事の適正な 施工を図る ことが求め られている 。
こ の よ う な状 況 に お い て 、「 技 術と 経 営 に 優 れ た 企 業 」 が正 し く 評 価 さ れ 成 長で き
るよう、公 正な市場環 境づくりの 促進が課題 となってい る。
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