４つ の改 革と 道の取 組
国の「 建設産 業政策２ ００７ 」で述 べてい るよう に、過剰 供給構 造にあ る建設 業は、
「 更なる再編 ・淘汰は不 可避な状況 」にある。
また、 建設投 資が減少 する時 代にお いては 、横並 びの成長 、そし て、そ れぞれ の企業
が 従来と同様 の形で存続 し続けるこ とは、困難 になってき ている。
このた め、建 設産業に おける 各企業 が、国 民の信 頼を回復 するた めにも 法令遵 守の徹
底 に よ る 「 意 識の 改 革 」、 技 術 力 ・ 施工 力 ・ 経 営 力 の 向 上 の ため の 「 経 営 の 改 革 」を 実
施 し、建設業 全体の構造 転換を進め ていくこと が求められ ている。
また、 新規入 職者が減 少する 中、就 業者の 高齢化 の急速な 進展は 、技術 ・技能 の承継
という、 建設業 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 成を図ると いう「人づ くり」の推 進が求めら れている。
さらに 、建設 生産シス テムに おいて は、受 発注者 間、元請 下請間 の片務 性を是 正し、
両 者が対等な 関係を築く などの、施 工体制に係 る近代化が 求められて いる。
これら のこと から、本 道の建 設業が 、今後 とも「 技術と経 営に優 れた企 業」と して成
長してい くため の方策 を、行 政と建 設業界 が連携し て、次 の４つ の改革 を柱と して取り
組 むこととす る。
◆

意識 の改革

◆

経営 の改革

◆

人づ くりの改革

◆

施工 体制の近代 化

この改 革を実 現する ために は、ま ず企業 の主体的 な取組 が重要 であり 、道と しては、
今後５年 間にお いて、 重点的 かつ集 中的に 、経営の 改革等 に取り 組む意 欲ある 企業に対
する支援 策や公 正な市 場環境 づくり に取り 組み、道 や企業 などが それぞ れの立 場におい
て、着実 にこれ らの取 組を実 施して いくこ とによっ て 「活 力ある 建設業 の再生 」 をめざ
し ていくもの である。
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１

意識 の改革
全 国で相 次ぐ談合 事案の 摘発や 構造計 算書偽 装問題 の発生等 により 、建設 業に携わ
る企業 、建設 業団体 及び行 政に対 する国 民・道民 の信頼 は大き く損な われて おり、ま
た、行 き過ぎ た低価 格での 受注に より、 建設生産 物の品 質確保 や安全 性に対 する国民
・道民の信 頼が大きく 揺らいでい る。
こ のよう な状況を 踏まえ 、道民 の信頼 を回復 するた めには、 各企業 におい ては、株
主から の利益 の確保 に対す る要求 だけで はなく、 社会全 体から の様々 な要請 にも応え
ていく ことが 求めら れてい る。違 法行為 等の不祥 事がひ とたび 起これ ば、企 業に大き
なダメージ を与えるよ うになって きており 、法令遵 守はもちろ んのこと 、株主 、道民 、
地域住 民、従 業員等 への説 明責任 など、 企業はそ の社会 的責任 を果た すこと が求めら
れてき ており 、何よ りもま ず、各 企業の 経営者が 談合を はじめ とする 違法行 為と決別
し、法令遵 守のリーダ ーシップを 取って取り 組んでいく 必要がある 。
道として は、こ れら「 意識の 改革」 を進め るため、 法令遵 守の指 導に努め 、また、
法令違反行 為に対して は厳格に対 応していく 。

道 の 取 組
○

法令遵 守のために
建 設業法 や労働 安全衛 生法な どの関 係法令の 具体的 なマニ ュアル 等を活 用するな
ど、 関係法 制度に 関する 情報提 供を強 化すると ともに 、建設 工事下 請状況 等調査や
安全パト ロールなど の現地調査 を通して、 法令の遵守 について指 導を行う。
ま た、不 正や違 法行為 を行っ た建設 業者に対 しては 、建設 業法に 基づく 監督処分
や指 名停止 の措置 等を行 い、厳 正に対 処すると ともに 、建設 工事の 請負契 約上のト
ラ ブ ルに 関 する 通 報窓 口 であ る 建設 ホ ット ラ イン ※ の 体制 を 強化 す るな ど 、不 良・
不適格業 者の排除に 努める。
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２

経営 の改革
建設 投資の 減少で 過剰供 給構造 にある 建設業に おいて は、更 なる再 編・淘 汰は避け
られな い状況 にある 。
こう した厳 しい環 境の中 で、企 業の将 来に向け た方向 として 次の４ つの選 択肢があ
る。
①

経 営の合理 化・経 営基盤 の強化によ る建設業本 業での生き 残り

②

企 業間の 連携・ 合併等に よる建設業 本業での生 き残り

③

新 分野進 出によ る経営の 多角化

④

建 設業か らの撤 退

この ように 各企業 におい ては、 自社の 持つ企業 規模、 体力、 技術力 、営業 エリアな
どの様 々な経 営資源 を適切 に把握 し、そ の経営資 源に応 じた進 むべき 方向を 真剣に考
え、実 行に移 して行 くこと が重要 となる。
建設 業本業 で生き 残るた めには 、企業 が何をし て生き 残り、 成長し ていく かという
的確な 経営戦 略を設 定する 必要が あり、 厳しい競 争下に おける 経営戦 略は、 得意な分
野、強 みのあ る分野 に対し て、人 材、資 金等の経 営資源 を集中 的に投 下して いく「選
択と集 中」が 重要で ある。
また、企 業は社 会的責 任、経 営戦略 からも 、環境マ ネージ メント をはじめ とする環
境問題への 取組や災害 支援活動な ど様々な社 会問題に対 して 、地域 社会の一員 として 、
社会貢献活 動に取り組 むことも求 められてい る。
道 と し て は 、「 経 営 の 改 革 」 を 進め る た め 、 経 営 力 ・ 技 術力 の 向 上 を 図 る た めの 支
援 策 を 行 う とと も に 、 透 明 で 公 正 な 競争 を 通 じ て 、「 技 術 と経 営 に 優 れ た 企 業 」が 成
長でき る公正 な市場 環境づ くりに 努める。
さ らに建 設投資 を巡る 環境の変 化に対 応し、 企業が 経営の 安定と 雇用の維 持・創出
を図る 新分野 進出の 取組を 引き続 き支援する 。

道 の 取 組
Ⅰ 建設業本業 の強化
○

経営力 の向上 のため に
経 営の改 革に取 り組む 企業に 対して 、経営戦 略の策 定や経 営課題 への対 応等につ
いて、中 小企業診断 士などによ る指導・助 言を行うと ともに情報 提供を行う 。
ま た、中 小企業 の競争 力の強 化、経 営革新の 取組な どを促 進する ため、 融資や補
助などの 支援を行う 。
さ らに、 合併や 事業譲 渡をは じめと する経営 体質強 化など 、自社 の持つ 経営資源
に応 じた進 むべき 方向を 示すゼ ミナー ルを開催 し、従 来の枠 にとら われな い新たな
発想 で企業 経営の 改革が 促進さ れるよ う支援を 行うと ともに 、経営 戦略に 関する調
査研究を 業界団体な どと協働し て行う。
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○

建設業 経営効 率化の 促進のた めに
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 営転換を
促すため には、発注 者として適 期の発注及 び施工に努 める必要が ある。
ま た、道 発注工 事にお いて平 成１７ 年から実 施して いる「 建設業 経営効 率化」の
取組 につい ては、 発注者 、受注 者、設 計者の三 者によ り、施 工条件 の確認 等を行う
「三 者検討 会」な どの取 組を一 層進め るととも に、発 注機関 である 土木現 業所と地
元建 設業協 会など が意見 交換を 行う場 として設 置され ている 「地方 建設業 経営効率
化協 議会」 を活用 し、地 元建設 業のニ ーズを把 握する など、 引き続 き建設 業の経営
体質 強化に 向けた 取組の 充実や 改善を図る 。

○

技術力 の向上 のため に
技術 の 急速 な 進歩 や 需要 者 であ る エン ド ユー ザー ※ のニ ーズ の多 様 化に 対応 する
ため には、 技術力 の向上 が求め られて いること から、 専門技 術者を 対象と した技術
講習 の開催 など、 技術力 の向上 に積極的に 取り組む企 業に対する 支援を行う 。

○

道内中 小企業 者の受 注機会確 保のために
「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、 一般競争
入 札 ※ にお け る地 域 要件 の 設定 や 下請 け にお け る道 内 企業 の 活用 な ど、 道 内中 小建
設業 者の受 注機会 の確保 ・拡大 に努める。
また 、国な どの発注 機関に 対して 、道内 中小企 業者の 受注機会 確保につ いて、引
き続 き要請 を行っ ていく 。

○

民間需 要の開 拓・拡 大のため に
国の 構造改 革や道を はじめ とした 地方公 共団体 の財政 状況の悪 化から、 今後とも
公共投資 は減少して いくことが 見込まれる ため 、公共 事業のみへ の依存から 脱却し 、
様々 な分野 におけ る民間 需要の 開拓や拡大 を求める必 要がある。
この ため、 道内建築 部資材 の特性 を生か した販 路の拡 大、民間 住宅を借 り上げる
公営 住宅整 備の推 進や、 既存住 宅の耐 震改修な ど住宅 の性能 ・住環 境を向 上させる
ため の住宅 リフォ ームを 促進す るなど、需 要の拡大な どを図る。

○

企 業連 携 の促 進 のた め に
過 剰供給 構造に ある建 設業に おいて は、更な る再編 ・淘汰 は避け られな い状況に
あり 、企業 連携・ 協業化 等によ り、資 金負担や 危険負 担の軽 減、技 術力の 強化・相
互移 転など を図り 、経営 力・技 術力を強化 する必要性 がある。
中 小・中 堅業者 が、継 続的な 協業関 係を確保 するこ とによ り、そ の経営 力や施工
力を 強化す ること を目的 とする 経常建 設共同企 業体の 活用を 今後も 図ると ともに、
中小 企業等 が合併 や事業 譲渡な どの企 業間連携 によっ て取り 組む新 事業展 開や事業
の共同化 の取組に対 し融資や補 助により支 援する。
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ま た、建 設業の 体質強 化に向 けた合 併等を支 援する 観点か ら、真 に経営 力・技術
力の 強化に 資する ための 合併等 に対し 、入札参 加資格 審査に おいて 、評定 数値の調
整な どの優 遇措置 を行う 。
○

公 正な市 場環境 づくり のため に
昨年 8 月に道 が策 定し た「入 札契 約制度 の適正 化に係 る取組 方針」 に基づ き、道
発 注 工 事 にお け る 入 札 契 約 制 度 の 改革 を 通 じ 、 建 設 業 の 健全 な 発 展 を 図 り 、「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 努める 。
①

透明 で公正 な競争 の促進
入札手 続きの 客観性 ・透明 性をよ り高め公 正な競 争を促 進させ る観点 から、平
成 20年 4 月から は 1 千 万円以 上の公 共工事 につい ては、原 則とし て一般 競争入札
と するこ ととし ている 。
一般競 争入札 の拡大 にあた っては 、不良・ 不適格 業者の 排除、 品質の 確保等の
課 題が あ るが 、 これ ら に対 し ては 、 総合 評 価方 式 の拡 大 、工 事 施行 成 績評 定 ※ の
活 用等に よる入 札参加 要件の 適切な設定 により対応 するものと する。
ま た、工 事の態様 ・規模 、企業 の特性 などを 総合的 に勘案し つつ、同 様の特性
を持 った企 業間での 適正な 競争が 促進さ れると ともに 、良い仕 事をした 企業の実
績 や努力 などが 適切に 評価さ れるよ う、今後 とも競 争入札 参加資 格の審 査基準の
適切な 設定に努め る。
さ ら に 、「 公 共 工 事 の 品 質 確保 の 促 進 に 関 す る 法 律 」に 基 づ き 、 価 格 に 加え 価
格 以外の 要素も 総合的 に評価 して落 札者を決 定する 総合評 価方式 を順次 拡大する
と ともに 、評価 項目の 選定や 技術評 価点の配 分及び 総合評 価方式 の効果 等を検証
し ながら 、評価 基準の 充実を 図る。

②

不良・ 不適格 業者の 排除
技術力 、施工 能力を 全く有 しない いわゆる ペーパ ーカン パニー 、経営 を暴力団
が 支配し ている 企業、 対象工 事の規 模や必要 とされ る技術 力から みて適 切な施工
を 行い得 ない企 業、過 大受注 により 適切な施 工が行 えない 企業等 の不良 ・不適格
業 者を放 置する ことは 、適正 な競争 を妨げ、 公共工 事の品 質確保 の支障 となるだ
けでは なく 、技術 力・経営力 を向上させ ようとする 優良な建設 業者の意欲 を削ぎ 、
ひ いては 建設業 の健全 な発達 を阻害 すること となる ことか ら、不 良・不 適格業者
の 排除に 努める 必要が ある。
このた め、施 工体制 の確認 等に努 めるとと もに、 不正行 為等に 対して は指名停
止 等によ り厳正 に対処 し、さ らには 、警察と の連絡 協議を 密にし 、道発 注工事か
ら 暴力団 関係建 設業者 の排除 を図る とともに 、暴力 団員等 による 不当介 入の排除
を 徹底す る。
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③

適正な 施工の 確保［ ダンピ ングの防止 ］
公共 工事の縮減 にともなう 競争の激化 により 、行 き過ぎた低 価格による 受注（ い
わ ゆるダ ンピン グ）が 増加し 、下請 けへのし わ寄せ や労働 条件の 悪化、 安全管理
の 不徹底 を招く 恐れが あり工 事の品 質低下が 懸念さ れる。 こうし たこと に加え、
道 内建設 業が健 全に経 営を続 けてい くために も、ダ ンピン グの防 止を徹 底してい
く必要 がある。
この ため 、低入札 価格調査制 度 ※ 及び 最低制限価 格制度 ※ を適切に 活用する等 、
工事の 適正な施工 の確保を図 る。
さ らには 、これ まで最 低制限価 格並び に低入 札価格 調査基 準価格近傍 の低価格
で 落札さ れた工 事を対 象に重 点監督 及び施工 現場の 調査等 を実施 し、適 正な施工
の確 保に努 めてきた が、下 請発注 予定額 や安全 管理費 等を含む 詳細な工 事内訳書
の提 出を求 めるなど 、施工体 制チェック の強化に向 け必要な措 置を講じる 。
また、 必要に 応じ配 置技術 者の増 員の義務 付け、 低入札 工事施 工中業 者の入札
参 加制限 等の検 討を進 める。

Ⅱ 新分野進出
○

新 分野進 出への 支援の ために
支援 施策や 取組事例 の情報 提供を 行うた めに、 メール マガジン の発行や 優良事例
の表彰・ 発表会など を実施する とともに、 経営等につ いての相談 を行う。
ま た、企 業の取 組段階 に応じ て新分 野進出を 総合的 に支援 するた め、新 分野進出
に向 けたゼ ミナー ルの開 催、ビ ジネス プラン作 成の支 援、研 究開発 や事業 化・販路
開拓 などへ の補助 ・融資 、進出 企業の フォロー アップ 、競争 入札参 加資格 審査の優
遇措 置、地 域にお ける市 町村や 関係団 体との連 携によ る新分 野進出 への支 援などを
行う 。

○

一 次産業 ・関連 ビジネ ス等へ の参入のた めに
リ ース 農 地 ※ の 簡 易な 基 盤整 備 等へ の 助成 、 金融 支 援や 農 業参 入 事例 集 の作 成な
どによる 円滑な農業 への参入を 支援する。

○

環 境リサ イクル 関連ビ ジネス 等への参入 のために
研 究開発 、施設 ・設備 整備、 市場調 査、実証 実験の 経費の 助成や アドバ イザーの
派遣 、リサ イクル 製品の 認定・ 普及などに より、総合 的に支援す る。

○

人材育 成と雇 用創出 のために
新分野 進出に 必要な 人材を 育成す るため の職業訓 練等を 実施す るととも に、地域
特性を生 かして雇用 の場を創出 する事業へ の助成を行 う。
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３

人づ くりの改 革
建設 業界で は、競 争の激 化を背 景とし て、就業 環境の 厳しさ と相ま って、 将来への
不安か ら、若 年労働 者の新 規入職 者が減 少する中 、就業 者の高 齢化が 急速に 進展して
いるため、 技術・技能 の承継が困 難になって いると指摘 されている 。
このよう な状況を踏 まえ 、建設業関係 者が 、『 建設業は「 ものづ くり産業 」であり 、
それを 支える のは「 人」で ある』 ことを 改めて認 識し、 企業活 動を担 う人材 の確保・
育成、 技術・ 技能の 向上・ 承継、 さらに は、将来 の人材 育成強 化等に 取り組 むことが
必要となっ ている。
道 として は、こ れら「 人づくり の改革 」を進 めるた め、技 術・技 能の向上 ・承継な
ど の た め の 支援 を 行 う と と も に 、 技 術者 ・ 技 能 者 が 仕 事 に 誇り を 持 ち 、「 評 価 され て
いる、 処遇さ れてい る」と 実感し て、能 力を十分 に発揮 するよ う、季 節労働 者も含め
た就業環境 の改善、雇 用の安定に つながる支 援を行う。

道 の 取 組
○

人材の 確保・育成 のために
技術と 経営に 優れた 企業づ くりの ための 基礎は「 人」で あるこ とから、 経営者を
対象 とした 優れた 人材確 保・育 成の手 法の研修 や、技 術・技 能者な ど従業 員を対象
とし た施工 管理な どの研 修を実 施する 。また、 建設業 者のニ ーズに 対応し た職業訓
練や 研修な どを行 い、意 識改革 や潜在 能力の発 掘など スキル アップ するこ とで企業
の可能性 を広げる支 援を行う。

○

就業環 境の改善の ために
優れ た人材 の入職 ・定着 を促進 するため には、 労働基 準法、 労働安 全衛生 法など
の関係法 令遵守によ る安全管理 の徹底や就 業環境の改 善 、雇用の 安定が重要 であり 、
全道 一斉安 全パト ロール や建設 業退職 金共済制 度実態 調査な どを通 じて指 導・啓発
を行う。

○

将来の 人材の育成 のために
建 設業に おいて は、中 高年齢 層の就 業割合が 高く、 将来を 担う若 年労働 者の確保
・ 育 成を 促 進す る ため 高 校生 イ ンタ ー ンシ ッ プ ※ 推 進 の支 援 や高 校 生建 築 デザ イン
コンクー ルの支援を 行う。
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４

施工 体制の近 代化
建 設業は 、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。
こ うした 生産構造 は、他 の組立 産業と 同様、 生産の 円滑化や 効率化 等のた め長い間
に形成 されて きたも のでも あり、 高度な 品質・サ ービス の提供 、リス クの分 散など一
定の合 理性を 有して おり、 さらに 各専門 分野に特 化した 企業に よる弾 力的な 分業生産
システ ムは、 高生産 性、高 付加価 値を生 み出すこ とので きる先 端的な ネット ワーク型
の産業組織 として評価 できるとも 言われてい る。
し かし一 方では、 不必要 な重層 下請構 造や企 業の系 列化を招 き、元 請・下 請関係の
片務性 、労働 生産性 の停滞 、労働 条件の 不安定化 等を生 じさせ てきた とも言 われ、こ
のこと が競争 制限的 な取引 慣行を 生み、 企業の活 動を制 約し、 結果と して、 市場メカ
ニズム 機能を 阻害す ること となり 、高コ ストの原 因とな ってい るとも 言われ ている。
今後 、この ような 前時代 的なシ ステム を改善し 、さら に合理 的な生 産シス テムへと
変革し ていく ために は、下 請企業 自身の 経営努力 と元請 企業に よる適 切な支 援・指導
が基本 となる が、元 請・下 請企業 がそれ ぞれの役 割と責 任を果 たし、 契約の 対等性の
確保、適正 な施工体制 の確立を進 めていく必 要がある。
道 として は、こ れら「 施工体制 の近代 化」を 進める ため、 元請・ 下請関係 の形成経
緯や現状等 を勘案しつ つ、きめ細 かな指導に 努めていく 。

道 の 取 組
○

適切な 元請・下請 関係の構築 のために
下請 状況等 に関する 現地調 査など により 、元請 ・下請 関係の的 確な把握 に努め、
施 工 体 制 台 帳 ※ ・ 施 工 体 系 図 ※ な ど の 整 備 に 係 る 指 導 を 通 じ て 、 時 代 の 変 化 に対 応
した 元請・ 下請の 対等な 関係を 軸とし た、合理 的な建 設生産 システ ムへの 変革を促
進する。
また 、建設 工事の請 負契約 上のト ラブル に関す る通報 窓口であ る建設ホ ットライ
ンの体制 を強化する など、適正 な元請・下 請関係構築 への指導に 努める。
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