策定 にあ たっ て
１

基本 方向

(1) 建設業施 策の位置づ け
国が 平成７ 年に策 定した 「建設 産業政 策大綱」 が掲げ る３つ の目標 や道が 平成１０
年に策 定した 「北海 道建設 業振興 アクシ ョンプロ グラム 」が掲 げる６ つの推 進目標、
平成１ ４年度 から全 庁を挙 げて推 進して きた「建 設業等 のソフ トラン ディン グ対策」
におけ る”建 設業の 経営体 質強化 ”と” 新分野進 出”と いう２ つの柱 、また 平成１７
年から 取り組 んだ「 建設業 経営効 率化」 などの目 標や政 策の大 きな方 向性は 、現在も
変わ ってい ないと の考え のもとに 、これ までの 取組を 引き続 き進め ていくと ともに、
建設業 を取り 巻く環 境の変 化を踏 まえ、 建設業へ の支援 に向け 、今後 ５年間 に重点的
かつ集 中的に 取り組 むべき 施策や 緊急的 に取り組 むべき 施策を 取りま とめ、 改革の方
向を示すも のである。
(2) 各機関等 の役割
建 設業が 抱える様 々な課 題に的 確に対 応する ために は、各企 業、業 界団体 、行政機
関が 、それ ぞれの役 割を十 分認識 すると ともに 、それ ぞれの機 関等が 連携を 図りなが
ら様々な取 組を積極的 に実施して いくことが 必要である 。
【 各 企 業 】 各企業は 、道の支援 策等を活用 しながら、 自助努力・ 自己責任に おいて、
様々な改 革に取り組 んでいく。
【建設業団体】 建 設 業 団 体 は 、 自ら 改 革 の た め の 取 組 を 進め て い く と と も に 、 各企 業
が行う取 組に対して 各種の支援 策を実施し ていく。
【
道
】 道は、各 企業や 建設業 団体が 取り組 む改革が 円滑に 進むた めの支 援や、
「技術 と経営 に優れ た企業 」が正し く評価 され成 長でき る、公 正な市場
環境づく りについて 全庁を挙げ て取り組む 。
(3) 推進期間
道で は、本 道の建 設業の 進むべき 方向と その具 体化に 向けた 方策を示 し、平 成１０
年度か ら１９ 年度を 推進期 間とす る「北 海道建設 業振興 アクシ ョンプ ログラ ム」を中
心として、 建設業の振 興に取り組 んできた。
「支 援プラ ン」の 推進に ついて、 後述す る「４ つの改 革」の 方向を踏 まえ、 これを
実現し 、本道 の建設 業への 支援に向 け、「 技術と 経営に 優れた 企業」が 成長す るため
の取組 を加速 させる ために は、今後 、重点 的、か つ一定 期間に 集中的に 施策を 講じる
ことが より効 果的で あるこ とから、 その「 支援プ ラン」 の期間 を、平成 ２０年 度から
平成２ ４年度 までの ５年間 と設定し 、環境 の大き な変化 などの 必要に応 じて適 宜見直
しを行うも のとする。
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２

策定 の視点

(1) 建設業施 策の範囲
① 建設業 への支援を 行うには、 まず個々の 企業及び業 界の自助努 力が基本と なるが、
個別 の企業 努力だ けでは 解決で きない 事項や、 市場機 能だけ では限 界があ るものな
どに ついて は、行 政とし て地域 経済社 会の発展 のため の共通 の基盤 づくり に向けた
取組 を進め ること も必要 である ことか ら、道と して取 り組む べき建 設業へ の支援に
関連する 施策につい て、総合的 に取りまと めた。
②

建設生 産システ ムは、 設計、 コンサ ルタン ト、地 質調査、 測量、 建設資 材や建設
機械 の調達 、施工 、さら には解 体等の 様々な工 程が有 機的に 連携し て、は じめて機
能す るもの である 。「支 援プラ ン」で は、建設 業の大 半を占 める土 木や建 築などの
建設 業に関 する施 策が中 心とな るが、 施策の展 開にあ たって は、一 連の建 設生産シ
ステムを 視野に入れ 取りまとめ た。

(2) 建設業施 策と公共発 注の役割
建設 業施策 には、建 設業を 所管す る立場 からの 施策と公 共事業 を所管 する発 注者の
立場か らの施 策がある が、全 国にお いては 建設投 資の約４ 割を、 道内に おいて は５割
以上を 公共投 資が占め ており 、公共 投資が 産業構 造に与え る影響 は極め て大き いもの
がある。
建設 業への 支援施策 の展開 にあた っては 、公共 発注の持 つ影響 力の大 きさを 十分考
慮する ととも に、地域 経済や 雇用等 にも配 慮しな がら公共 工事に おける 入札・ 契約制
度に関する 取組につい ても取りま とめた。
(3) 本道の建 設業の特性 などの考慮
道内 建設業 への支援 施策の 策定に あたっ ては、 国の政策 との連 携を図 りなが ら、以
下のような 本道の建設 業の特性や 地域の実態 等を考慮し て取りまと めた。
① 本道の 建設業 は、経 営基盤の 脆弱な 中小企 業でそ のほと んどが 占められ ており、
今後長期 的に建 設投資 の縮減 が見込 まれる 中で、一 層、競 争の激 化などに よる経営
環境の悪 化が懸念さ れる。
②

道内に おける 建設投 資のうち ５割以 上が公 共投資 で占め られて いるため 、公共工
事におい ては、 適正な 競争環 境の下 で、透 明で公正 な入札 ・契約 制度の整 備が特に
重要であ る。

③

積雪寒 冷地で ある本 道では、 冬期間 の施工 条件に 制約を 受ける が、季節 労働者を
含め た従業 員の雇 用の安 定や効 率的な 建設生産 活動を 推進す るため 、端境 期対策な
どを講じ ていく必要 がある。

(4) 中小企業 政策との調 整
本道 の建設 業はその ほとん どが中 小企業 で占め られてお り、そ の支援 方策と して、
「中小 企業者 等に対す る受注 機会の 確保に 関する 推進方針 」に基 づき、 公共工 事等に
おいて 事業の 効率的な 執行に 配慮し つつ、 道内中 小建設業 者の受 注機会 の確保 に努め
てきており 、これらと の調整を図 りながら取 りまとめた 。
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(5) 新・北海 道総合計画 等との調整
「 新 ・ 北 海道 総 合計 画 」 ※ の 政 策展 開 の基 本 方向 （ 基本 構 想編 第 ３章 ） にお け る
”強み と可能 性を生か した力 強い経 済・産 業”の ”建設業 ・住宅 産業の 新たな 展開”
「北 海 道 新 生プ ラ ン・ 第 Ⅱ章 」 ※ の基 本 政策 で ある ” 経済 の 活性 化 と安 心 の雇 用 環境
づく り ” や 「北 海 道経 済 活性 化 戦略 ビ ジョ ン 」 ※ の ” 活力 あ る北 海 道経 済 の創 造 に向
けた３つの 戦略方向” などとの整 合性を図り 取りまとめ た。
(6) 国の建設 産業政策と の調整
国に おいて は、「建 設産業 政策大 綱」や 具体的 な推進事 業を取 りまと めた「 構造改
善 戦 略 プ ロ グ ラ ム 」 ※、 「 建 設 産 業 構 造 改 善 推 進 ３ ヶ 年 計 画 」 ※、 「 建 設 産 業 構 造 改
善推 進 プ ロ グラ ム ２０ ０ ４」 ※ 、 また 「 大綱 」 策定 後 の状 況 変化 に 対応 し た構 造 改革
の方 向 と 建 設産 業 政策 を 示し た 「建 設 産業 政 策２ ０ ０７ 」 ※ など に 基づ き 、建 設 業に
おける構造 改善の取組 を推進して きている。
「支 援プラ ン」にお いては 、これ ら国の 政策と の連携に 留意し つつ取 りまと めた。
(7) 道の行財 政改革との 調整
道で は、今 後、財 政の収 支不足の 拡大も 見込ま れる状 況にあ ることか ら、赤 字財政
再建団体への転落を回避するため、平成１８年に策定した「新たな行財政改革の取
組」を 改訂し 、新たな 収支対 策とし て、平 成２０ 年度から ２６年 度まで の７年 間にお
ける投資的 経費 ※ について、こ れまで以上 に縮減を行 うことにし ている。
「支 援プラ ン」に おいて は、こう した公 共事業 費のさ らなる 削減によ り、地 域の経
済・雇 用を支 える建設 業は大 きな影 響を受 けるこ とから、 緊急的 な対策 につい ても取
りまとめた 。
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