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第１章 プランの策定にあたって

１ 策定の趣旨

建設産業(1)の使命は、国民生活や経済活動の基盤である住宅などの建築物や道路・河

川などの社会資本整備を通じ、経済社会の発展に貢献することにあります。

また、建設産業は、雇用機会の提供など地域経済を支えるとともに、東日本大震災に

おいて見られたように、災害発生直後から安全確保のための活動を献身的に行うなど、

地域の安全・安心にとって不可欠な役割を担っており、本道の建設産業においても、こ

うした重要な役割を果たしてきています。

しかし、建設投資の大幅な減少に加え、加速する人口減少や少子高齢化といった社会

経済情勢の中にあって、本道の建設産業は、厳しい経営環境に置かれています。

道では、これまでも建設産業の振興のための取組を進めてきたところですが、依然と

して課題は十分に解決されたとはいえない状況にあり、建設産業を取り巻く環境は厳し

さを増していることから、引き続き、様々な課題解決のための支援施策が必要と考えて

います。

この「北海道建設産業支援プラン2013」（以下、「本プラン」という。）は、本道の

建設産業を取り巻く現状から、平成２０年に策定した、「北海道建設産業支援プラン」(2)

で示した課題や施策の方向性が現在も変わっていないとの認識に立って、本道の建設産

業が、様々な変化に柔軟に対応し持続・発展を遂げ、地域の経済・雇用を支えるととも

に、地域の安全・安心を担い、地域と連携して活力ある地域づくりに大きな役割を果た

していけるよう、建設産業の進むべき方向性と道としての支援施策を総合的に取りまと

めたものです。

２ これまでの建設産業施策

道では、これまでも、建設産業の振興のために様々な施策に取り組んできました。

・平成１０年度 「北海道建設業振興アクションプログラム」(3)（Ｈ１０～１９）を策

定。

・平成１４年度 雇用のセーフティーネットとなる「建設業等のソフトランディング

対策」(4)（Ｈ１４～Ｈ１９）を実施。

・平成１７年度 公共工事の現場の効率化の観点から「経営効率化の取組」（Ｈ１７

～現在）を実施。

・平成２０年度 「北海道建設産業支援プラン」（Ｈ２０～２４）（以下、「前プラン」

という。）を策定。

第１章 プランの策定にあたって
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第１章 プランの策定にあたって

３ プランの期間

本道の建設産業が今後とも持続・発展するための取組を加速させるためには、各企業

をはじめ、行政なども一定の期間にスピード感をもって、取り組むことが必要なことか

ら、推進期間は、平成２５年度から平成２９年度までの５年間と設定します。

なお、社会経済状況の急激な変化が生じた場合は、必要に応じて適宜見直しを行って

いきます。

４ プランの対象

建設産業は、建設業(5)と調査、設計などの業務を担う建設関連業から成り立っており、

本プランは、建設業が中心となりますが、建設関連業も視野に入れ策定しました。

( 6 )



 

北海道建設産業支援プラン2013
【平成25～29年度】
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５ 他の計画等との連携

本プランは、道政の基本的な方向を総合的に示している「ほっかいどう未来創造プラ

ン」(7)の「強みと可能性を生かした力強い経済・産業」分野における特定分野別計画(8)

として位置付けられています。

また、「ほっかいどう未来創造プラン」と一体的に推進する「新生北海道戦略推進プ

ラン」(9)の中でも、「地域を支える中小企業の支援」として位置付けられています。

建設産業の振興施策を幅広く展開するためには、関連する計画などとの連携を図るこ

とが効果的であることから、「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」(10)、「ほっか

いどう産業振興ビジョン」(11)、「第３期北海道雇用創出基本計画」(12)、「北海道ＩＴ推

進プランⅡ」(13)などの道の計画や、国土交通省建設産業戦略会議からの政策提言であ

る「建設産業の再生と発展のための方策２０１１」及び「２０１２」なども勘案しなが

ら策定しました。

６ 様々な意見の聴取

本プランの策定にあたっては、北海道建設業審議会に設置した専門委員会や地方建設

業協会などの関係団体からいただいた意見、パブリックコメントの実施、さらには前プ

ランの検証結果や建設業者などへのアンケート調査結果を参考にしました。

一体的な推進 新生北海道戦略推進プラン

本道の建設産業が地域の経済や雇用を支え、地
域の安全・安心を担い、今後とも役割を果たし、
持続・発展していくための支援施策

建設産業の再生と発展のための方策２０１１
・建設産業が直面する課題を整理、関係者が取り組むべき具体的な対策の提言

建設産業の再生と発展のための方策２０１２
・２０１１で掲げた対策に加えて実施すべき具体的な対策の提言

 

 ほっかいどう未来創造プラン
（新・北海道総合計画）

【平成20年度からおおむね10年】

特定分野別計画

 

第３期北海道雇用創出基本計画
・新分野進出等への支援
・建設業サポートセンターによる支援等

 

ほっかいどう社会資本整備の重点化方針
・社会資本の品質を確保するための取組

 

ほっかいどう産業振興ビジョン
・経営体質の強化や技術力の向上など、建設
業本業の強化や新分野進出に向けた取組

 北海道ＩＴ推進プランⅡ
・北方型住宅に関する登録・保管申請を行
うシステムの提供、住まいに関する総合
的な情報提供

・新技術に関する情報提供

第１章 プランの策定にあたって

 他の特定分野別計画
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第２章 建設業を取り巻く状況

１ 建設業の現状

（１）道内の建設投資額・許可業者数・就業者数の推移

建設投資額は、平成５年度の４兆８,４８６億円をピークに減少し、平成２３年度の建設

投資額は２兆２,４００億円と、ピーク時の４６.２％に減少しています。

許可業者数は、平成１１年度の２万６,０７６者をピークに減少し、平成２３年度は２万

７７４者とピーク時の７９.７％に減少しています。

就業者数は、平成７～９年の３５万人をピークに減少し、平成２３年は２２万人とピーク

時の６２.９％に減少しています。

建設投資額の大幅な減少の割には、許可業者数の減少は緩やかなものとなっています。

第２章 建設業を取り巻く状況
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（２）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２３年度で５８.０％となっており、

全国の３８.１％に比べて高い割合となっています。

また、道内の建設投資額に占める土木の割合は、平成２３年度で６１.１％となっており、

全国の４３.４％に比べて高い割合となっています。

北海道の建設業は、全国に比べ公共投資及び土木のウェイトが大きい状況となっています。

出典：国土交通省「建設総合統計」

第２章 建設業を取り巻く状況
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（３）道内建設業の売上高営業利益率の推移

（４）道内建設業の倒産の推移

道内建設業の売上高営業利益率は、平成１２年度の３.５％以降、年度により変動がある

ものの低下しており、平成２３年度は、０.６％となっています。

【営業利益率】 ＝ 【営業利益】 ÷ 【売上高(完成工事高)】 Ｘ 【１００】

（［営業利益］＝［売上高(完成工事高)］－［売上原価(完成工事原価)］－［販売費及び一般管理費］）

道内建設業の負債金額１千万円以上の企業倒産は、平成２０年以降減少傾向にあります

が、平成２３年は１４９件となっており、産業全体に占める割合は、３２.８％と最も高く

なっています。

第２章 建設業を取り巻く状況
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（５）北海道競争入札参加資格者の合併等の件数

（６）道内建設業就業者の年齢階層別構成比の推移

道の入札参加資格者の合併と営業譲渡の件数は、平成１４年度から平成１８年度まで

６０件前後で推移していましたが、平成１９年度以降減少し、平成２３年度は、３１件と

なっています。

道内建設業就業者は、平成１３年は５０歳以上が３８.７％、２９歳以下が１９.４％で

したが、平成２３年は５０歳以上が４７.９％、２９歳以下が８.７％となっており、２９

歳以下の割合が減少し、５０歳以上の割合が増加しています。

第２章 建設業を取り巻く状況



- 8 -

（７）道内建設労働者の平均月間給与額・労働時間数

（８）道内建設業における労働災害の推移

道内建設業の労働災害被災者数は、平成２３年で８８２人となっており、全産業の

１３.７％を占めています。

労働災害は、減少傾向にありますが、その傾向は鈍化しています。

道内建設労働者の平均月間給与額は、全国のピーク時である平成９年においては、道内

の３５９,９０３円に対して、全国は３８６,５５５円で、その差は２６,６５２円となって

います。

また、平成２３年の道内の３３２,２０１円に対して、全国は３７７,１９４円で、その

差は４４,９９３円となっており、全国との開きは広がっている状況です。

道内平均月間労働時間は１７４.２時間で、全国の１７０.２時間と比べ、４.０時間長く

なっています。

第２章 建設業を取り巻く状況



- 9 -

２ まとめ

北海道における建設投資額は、大幅に減少しています。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く、公共依存度が高いことから、公共投資額の

縮減による本道の建設産業への影響は大きなものとなっています。

また、建設投資額の減少割合に比べ、許可業者数の減少は緩やかとなっており、過剰

供給構造の状況となっています。

北海道の建設業の売上高営業利益率（加重平均値）については、平成１２年度は

３.５％、ここ３年を見ると平成２１年度は０.０％、平成２２年度は１.６％、平成２

３年度は０.６％となっており、平成１２年度と比較すると大幅に低下しています。

建設業の倒産件数は、近年、減少傾向にありますが、依然、全産業の３０％以上を占

めています。

さらに、建設業就業者数は年々減少し、年齢階層別では、２９歳以下の就業割合が特

に少なく、５０歳以上が全体の半分近くを占め、建設業就業者の高齢化が進んでいます。

また、建設労働者の平均月間給与額は全国を下回り、逆に労働時間は上回っており、

全国に比べ就業環境は厳しくなっています。

第２章 建設業を取り巻く状況
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第３章 前プランの検証

１ プランの検証

前プランにおいては、推進の基本方向として、「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」の４つの改革を掲げ、全庁を挙げて延べ１２８の

事業に取り組んできました。

前プランの検証については、事業実施の結果と業界団体からの意見の聴取結果、建設

業者へのアンケート調査結果のほか、前プランを策定した平成19年度と現在の状況を

比較しながら行いました。

（１）意識の改革

業界団体などに対して「建設業法令遵守ガイドライン」(14)の主旨の徹底や道発注

工事における下請状況等調査、安全パトロールの実施などにより、建設業法の遵守や

労働災害防止の意識の向上を図りました。

平成１９年度以降、建設業法に基づく監督処分や労働災害などは減少傾向となって

いますが、道内建設産業の健全な発展のため、引き続き、業界団体などと連携を図り

ながら法令遵守の徹底に取り組んでいく必要があります。
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注）①競争入札参加資格担当部が建設部・農政部・水産林務部の資格者（工事、設計、測量等）
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第３章 前プランの検証
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第３章 前プランの検証

（２）経営の改革

① 建設業本業の強化

建設業の本業の強化に向け、経営力や技術力の向上を図るため、経営戦略の策定

などに対する中小企業診断士による指導・助言、経営改善などを内容とするセミナ

ーの開催、事業資金の融資などのほか、技術力向上を図る講習会の開催、民間需要

の開拓に向け、関係団体と連携した道外住宅見本市への出展などに取り組みました。

また、道発注工事における公正な市場環境づくりとして、一般競争入札や総合評

価方式を拡大するほか、法令違反などの不良・不適格業者の排除などに取り組みま

した。

さらに、施工現場の効率化を進めることで適正な利益の確保を図るため、三者検

討会(15)などの「建設業経営効率化」の取組や、道内中小建設業者の受注機会の確

保に向けた一般競争入札における地域要件の設定、合併などの企業連携を促進する

ための入札参加資格の優遇措置などに取り組みました。

「建設業経営効率化」の取組では施工現場の効率化が図られたこと、最低制限価

格(16)等の引き上げはダンピング受注の防止などにも効果があったとの声がある一

方、企業の経営は、引き続き厳しいとの声もありました。

平成１９年度以降、建設業の営業利益率は変動があり、企業の経営状況は安定し

ておらず、改善されているとはいえない状況となっています。

道内の建設業者は収益性の改善などを図るため、経営体質の強化に取り組んでい

ますが、建設産業を取り巻く経営環境が厳しくなってきていることから、引き続き、

支援に取り組んでいく必要があります。
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第３章 前プランの検証

② 新分野進出

新分野進出への支援については、新分野進出を検討している建設業者などに対し、

支援施策の情報提供やセミナーの開催、専門家によるビジネスプランの策定への支

援などに取り組みました。

また、進出する企業に対しては、事業資金の融資や研究開発・販路開拓などへの

補助、人材育成や新分野進出に係る新たな雇用への助成、道の競争入札参加資格審

査における優遇措置などに取り組みました。

新分野事業は多くの企業で黒字に至らず、売上比率も低い状況にありますが、企

業イメージの向上や人員の有効活用の面などから良かったとの声もあります。

そのほか、新分野進出の事例に関する詳細な情報を提供して欲しいとの声があり

ます。

新分野進出は、本業の経営の安定が不可欠であり、短期間で成果を出すことは困

難で、多くの企業が販路開拓、人材育成及び資金調達などに課題を抱えている状況

であり、道内の建設業者においては、本業の維持・拡充に次いで新分野進出を経営

戦略としていることから、引き続き支援していく必要があります。

（３）人づくりの改革

建設産業の事業活動を担う人材の確保・育成を進めるため、経営者を対象とした人

材育成に関するセミナーや専門の技術者を養成する講座の開催、ニーズに対応した職

業訓練の実施などに取り組みました。

また、建設産業の将来を担う若年労働者を確保するため、高校生を対象にしたイン

ターンシップ(17)や建築デザインコンクールを開催しました。

さらには、優れた人材の入職・定着の促進に向けて、就業環境の改善や雇用の安定

などを図るため、業界団体などへ建設労働者の雇用改善などの主旨の徹底、道発注工

事において安全パトロールや建設業退職金共済制度実態調査による必要な指導、季節

労働者の通年雇用化を促すための資格取得・技能向上に対する支援などに取り組みま

した。

しかしながら、道内建設業就業者の年齢階層別構成比については、平成19年度と

現在の状況を比較すると29歳以下の割合が減少し、５０歳以上の割合が高く、建設

業就業者の高齢化が進んでいます。

業界団体からは若年労働者の確保が困難となっており、技術・技能の承継が深刻な

問題との声があります。

建設産業はものづくり産業であり、一部で機械化が進んでいるものの、最終的には

労働集約型産業であるため、それを支えるのは「人」であることから人材の確保・育

成に取り組んでいく必要があります。
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第３章 前プランの検証

（４）施工体制の近代化

建設工事における適切な元請・下請関係が構築されるよう、建設業団体に対して法

令遵守の徹底を図るとともに、道発注工事においては下請状況等調査などにより、元

請・下請関係の的確な状況の把握や建設業法で定める施工体制台帳の整備状況などを

調査し、必要な指導に取り組みました。

また、請負契約上のトラブルの相談窓口である、「建設ホットライン」(18)において

は、平成19年度以降、下請等からの代金未払などについて年々相談件数が増加して

います。

道内建設産業の健全な発展を図るためには、適正な施工体制の確立が必要であるこ

とから、適切な元請・下請関係の構築に取り組んでいく必要があります。

44.5 45.9 47.8 47.8 47.9

11.1 12.5 13.1 13.1 8.7
0%
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H19 H20 H21 H22 H23

道内建設業就業者の年齢別構成比

50歳～

40歳～49歳

30歳～39歳

15歳～29歳

2４万人 2３万人 2３万人 2２万人

出典：総務省「労働力調査」

27万人

建設ホットラインの相談件数（元請・下請関係等）  (件）  

項   目 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度  

 一次下請等からの代金未払 7 6 15 18 27  

 元請が倒産した場合の代金未払 0 2 1 4 1  

 一次下請等が倒産した場合の代金未払 0 6 3 8 2  

 共同企業体の構成員の倒産による代金未払 0 0 0 0 0  

 下請代金の大幅な減額 2 2 1 13 14  

         計 9 16 20 43 44  

出典 北海道建設部建設管理局建設情報課
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第３章 前プランの検証

（５）相談支援体制の強化

道内建設業者からの本業強化や企業連携、新分野進出などの相談に対する助言や各

種支援施策など情報提供の一元化を図るため、建設業の支援に関する総合的な相談窓

口である「北海道建設業サポートセンター」（以下、「サポートセンター」という。）

を道庁及び総合振興局などに設置しました。

サポートセンターでは、道内建設業者などからの年間200件を超える経営改善など

に関する相談に対し、中小企業診断士も活用しながら対応しました。

利用した方々からは、経営改善などを検討する上で効果があったとの回答を得た一

方、建設業サポートセンターの周知が足りない、より専門的な助言が必要との声があ

りました。

今後とも、多様なニーズに応えられるようサポート内容の充実を図りながら、きめ

細やかに対応していく必要があります。

２ まとめ

前プランの検証の結果、支援施策の推進は、一定の成果はあったものの、依然として

本道の建設産業が抱える課題は十分に解決されたとはいえない状況にあります。

前プランに掲げた課題や目的、施策の方向性は、現在も変わらないとの認識の下、厳

しさを増している社会経済状況も勘案しながら、現在の建設産業が直面する課題につい

て次章で整理しました。

北海道建設業サポートセンターの相談実績

20年度 21年度 22年度 23年度

件数 109 193 210 211
   出典：北海道建設部建設管理局建設情報課
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アンケート調査結果

１ 調査の概要
前プランの検証や新たな計画策定に反映させるための基礎資料として、経営改革に

関するセミナーや新分野進出の補助金を利用した企業のほか、道の競争入札参加資格
者など１,４５０社を対象に、企業の現状や抱える課題、道への意見・要望などにつ
いて、アンケート調査を行いました。

［調査対象者数等］

セミナー 補助金 道の競争入札 道の競争入札参 合 計
参加者 利用者 参加資格者 加資格がない者

調査対象者数 770 80 480 120 1,450

回 答 者 数 501 55 244 26 826

回 答 率 65.1％ 68.8％ 50.8％ 21.7％ 57.0％

※セミナー参加者及び補助金利用者には、調査、設計業など建設業以外の者を含む。

２ 調査結果の概要
（１）調査結果

① 企業の経営戦略及び課題について

○ 企業の経営戦略は、「本業の維持・拡充」、「新分野進出・経営の多角化」、「合
併・事業譲受による本業の維持・拡充」、「廃業・事業譲渡」の順となっており、
「本業の維持・拡充」が約９割(複数回答）を占めています。

また、これら経営戦略の取組状況は、「取組済み」が約6割（複数回答）、「検
討中」、「特に取り組んでいない」とする回答が約４割（複数回答）となってい
ます。

○ 経営戦略の実現に向けた課題は、「人材の確保・育成」、「技術力強化」、「営業
力強化」、「資金調達」などとなっています。

② セミナーの効果について

○ セミナーが「役に立っている」又は「どちらかといえば役に立っている」と回
答した企業は約４割、「どちらともいえない」と回答した企業は約５割となって
います。

③ 新分野進出事業の現状、課題及び今後の見通しについて

○ 新分野進出事業は約６割の企業で収支がマイナスとなっています。
○ 新分野に進出して「良かった」又は「どちらかといえば良かった」と回答した

企業では、「企業イメージの向上」や「人員の有効活用」などが図られたとの回
答が多くなっています。

○ 新分野進出事業は、短期間で成果を出すことは困難で、多くの企業が「販路の
確保・拡大」、「人材確保・育成」及び「資金調達」などの課題を抱えています。

○ 新分野進出事業の今後の見通しは、「現状維持」、「拡大予定」とした企業が多
くなっています。

④ 北海道建設産業支援プラン及び建設業サポートセンターの認知度について

○ 「北海道建設産業支援プランの認知度」は約６割、「建設業サポートセンター
の認知度」は、約５割となっています。

第３章 前プランの検証
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第３章 前プランの検証

（２）道に対する要望等

① 経営戦略の課題解決に向けた要望について

○ 経営戦略を「本業の維持・拡充」とする企業では、「資格取得経費の助成」な
ど人材の確保・育成のための事業や、「施工管理・コスト縮減のための情報提供」
などとなっています。

○ 経営戦略を「新分野進出・経営の多角化」とする企業では、「販路開拓経費の
助成」や「融資制度の拡充」、「研究開発経費の助成」などとなっています。

○ 経営戦略を「合併・事業譲受による本業の維持・拡充」とする企業では、「入
札参加資格の加点措置」や「相手企業とのマッチング」に関する支援などとなっ
ています。

○ 経営戦略を「廃業・事業譲渡」とする企業では、「事例の情報提供」や「マニ
ュアルの作成」などとなっています。

② セミナーに対する要望について

○ 道に実施を求めるセミナーは、「技術力向上、資格取得などの人材育成に関す
るセミナー」、「経営改善、経営幹部養成に関するセミナー」及び「新分野進出
に関するセミナー（海外進出を含む）」が多くなっています。

③ 新分野進出に対する要望について

○ 道に求める事業は、「販路開拓・研究開発への支援」、「融資制度の拡充」が多
くなっています。

④ その他

○ 支援策に対する要望・意見については、直接、工事の受注に関するものとして
は、公共工事の発注増や入札制度の見直しが多くなっています。

○ 補助事業等の支援策については、補助、融資等の拡大・見直し、若年者雇用や
資格取得に対する支援の拡大が多くなっています。
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第４章 課題

北海道の建設産業を取り巻く状況や建設業団体との意見交換会での意見、建設業者に

対するアンケート調査、道が行ってきた各種支援施策の取組の検証結果などを踏まえ、

北海道における建設産業の主な課題を７つに整理しました。

１ 競争力の強化

（１）経営体質の強化

平成２３年度の売上高営業利益率は、建設業平均で０.６％となっており、特に売

上高３億円未満の階層の企業における売上高営業利益率は平均でマイナス０.７％と

なっており、売上が小規模な企業ほど利益率が低い状況となっています。

企業が経営体質の強化を図るためには、原価管理の徹底など財務体質を強化し、よ

り一層、利益率を重視した経営を進めることが必要となっています。

このため、企業の得意分野や経営資源を踏まえ、自らの将来を展望したうえ、的確

な経営方針を確立し、経営体質の強化に具体的に取り組んでいくことが課題となって

います。

（２）技術力の向上

建設産業は、地域の良質な住宅や社会資本を供給しており、工事の品質の確保はも

とより、今後とも循環型社会への対応など、多様化するニーズに対応していくために

は、高い技術力が求められています。

このため、長寿命化や省エネルギー対策など、エンドユーザー(19)の期待に応え得

るよう、引き続き、多様で高度な技術力の向上を図っていくことが課題となっていま

す。

第４章 課題
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２ 人材の確保・育成

建設産業は、一部、機械化が進んでいるものの、最終的には「人」による労働集約型

産業です。

道内建設業就業者の年齢階層別構成比は、２９歳以下の割合が減少し、５０歳以上の

就業者の割合が高く高齢化が進んでおります。このため今後、技術者・技能者の退職に

伴い、熟練者から若年者への技術・技能の承継が困難となり、工事の品質確保など建設

業本来の役割が果たせなくなることが懸念されています。

建設産業が持続的に発展していくためには、社会保険未加入対策(20)など季節労働者

も含めた建設業就業者の雇用環境の改善を図り、優れた人材を確保・育成することが課

題となっています。

３ 新たな市場への進出

道内企業の中には、寒冷地特有の気候を背景に蓄積された寒中コンクリート(21)など

の冬期施工技術や、高気密、高断熱などの寒冷地技術を強みとしている企業があります。

この寒冷地で培った技術は、道外においても需要が見込まれていますが、道外市場へ

の進出にあたっては現地の状況を把握すること、また、既に進出した企業においては販

路を拡大することが課題となっています。

また、経済成長が続くアジア等では、インフラ需要が見込まれており、海外市場は有

望な成長市場と位置付けられている中、海外へ進出している事例も既にありますが、海

外に進出するにあたっては、現地の状況や商習慣に関する情報の入手などが課題となっ

ています。

４ 社会的役割と責任

建設産業は、社会資本の整備はもとより、地域の経済や雇用を支えるとともに、災害

時対応など地域の安全・安心を担うなど重要な役割を果たしています。

本道の建設産業においても、地域の事情に精通した建設業者は災害時対応などの役割

を担っていますが、地域住民の暮らしを守る役割の重要性について、十分理解されてい

るとはいえないとの声があることから、その重要性について、地域の方々に認識を持っ

てもらうことが必要となっています。

一方、一部では建設業に係る法令違反や施工に係るトラブルが発生するなど、建設産

業の社会的責任は、必ずしも果たされているとはいえないとの指摘もあります。

このため、建設産業は、法令遵守や企業モラルに対する意識の向上を図り、住民の信

頼を深めるとともに、災害時における復旧工事やインフラの維持管理など地域社会には

必要不可欠であることから、地域住民に対してその重要性や必要性についてアピールし

ていくことが課題となっています。

第４章 課題
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第４章 課題

５ 適切な元請・下請関係

建設業は、総合的管理機能を担う総合工事業者（元請）と直接施工機能を担う多くの

専門工事業（下請）とからなる分業関係を基本とする重層下請構造となっています。

建設工事の下請負契約は、本来、対等な立場でなされるものですが、一部では片務性

が存在しており、下請企業への契約面でのしわ寄せなどが及ぶことや、また、過度な重

層下請構造は、間接費の増加による生産性の低下、施工責任の所在の曖昧さなどの問題

が発生する要因ともなり、結果として経済的に不合理との指摘もされています。

このため、適切な元請・下請関係の構築を図っていくことが課題となっています。

６ 過剰供給構造

北海道の建設投資額は、平成５年度のピーク時に比べ平成２３年度では約４６％に減

少していますが、建設業許可業者数は平成１１年度のピーク時に比べ平成２３年度では

約８０％になっています。建設投資額の急激な減少により需要、供給のバランスが崩れ、

市場に対する建設業者数は過剰供給構造の状況となっています。このことは、業者間の

競争を激化させ、収益性の悪化を招き、雇用環境の悪化などの様々な問題の一つの要因

と考えられます。

建設産業は地域の基幹産業として、地域経済を支えるとともに、地域の安全・安心を

担うという重要な役割を果たしており、引き続き、合併などの企業連携の促進などによ

り、「技術と経営に優れた企業」が持続・成長することができる環境づくりが課題とな

っています。

７ 公正な市場環境づくり

公共工事には、透明で公正な競争の促進や品質の確保、不良・不適格業者の排除など

が求められております。北海道の建設投資額に対する公共投資額の割合は、平成２３年

度で５８.０％と半分以上を占めており、公共工事に関する施策の影響は大きいものと

なっています。

今後とも、道発注工事において、「技術と経営に優れた企業」が持続・成長できる公

正な市場環境づくりが課題となっています。
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第５章 施策と事業の展開

建設産業を取り巻く厳しい経営環境の中、本プランでは、

１ 競争力の強化

２ 人材の確保・育成

３ 新たな市場への進出

４ 社会的役割と責任

５ 適切な元請・下請関係

６ 過剰供給構造

７ 公正な市場環境づくり

を北海道の建設産業における主な課題として７つに整理しました。

本道の建設産業は、地域の社会資本の整備はもとより、経済や雇用を支え、さらには

災害時対応や除雪といった地域の安全・安心を担うなど、大変重要な役割を果たしてい

ますが、今後とも地域において存在し、その役割を担い続けていくためには、行政や建

設業界が協力してこれらの課題解決に向け、一体となって取り組んでいくことが必要で

す。

このため、道としては、「技術と経営に優れた企業」が持続・成長できるよう、全庁

を挙げて関連する６つの施策とそれに関係する推進事業を展開していきます。

また、公共工事の発注者の立場から、道発注工事における、適期発注や公正性、透明

性、競争性の高い入札・契約制度等、公正な競争環境の整備に取り組んでいきます。

第５章 施策と事業の展開
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第５章 施策と事業の展開

１ 経営力の強化

（１）経営の方向性の明確化

建設業は、過剰供給構造の状況となっており、再編・淘汰が避けられない状況が続

いていることから、建設業の経営者は、自社の企業規模、体力、技術力、営業エリア、

人材などの様々な経営資源を的確に把握し、その経営資源に応じた進むべき方向性を

明確にしていくことが重要となります。

経営の方向性としては、建設業の本業の強化として、これまでどおりの単独企業に

よる経営改善、合併など企業連携による経営の強化、経営の多角化として、本業を主

体にしながら異業種や新たな分野への事業展開、建設業からの撤退として、新分野に

経営転換し、本業から撤退、事業の継続が難しいと考えられる場合には自ら建設業か

ら撤退することも考えられます。

このため、経営者が自社の経営資源や財務状況などを踏まえ、これらの経営の方向

性を明確化するにあたり、サポートセンターに中小企業診断士や、新たに公認会計士

を配置し、指導や助言などの支援を行います。

今 後 の 経 営 の 方 向 性

本業の強化

単独企業として経営力や技術力の向上による経営改善

合併や事業譲受など企業連携による経営の強化

経営の多角化

本業を主体に新分野への事業展開による経営多角化

建設業からの撤退

新分野に経営転換し本業から撤退

経営が破綻する前に撤退
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第５章 施策と事業の展開

（２）本業の強化

建設業の本業において、「技術と経営に優れた企業」として他者との差別化を図り、

持続・成長していくためには、経営力の向上や技術力の向上に取り組むことが必要で

す。

① 経営力の向上

建設産業を取り巻く厳しい経営環境の中、各企業においては、自社の経営資源を

把握し、その経営資源に応じて持続・成長していくためには、的確な経営戦略を持

ち、実行していくことが重要となります。

このため、経営力の向上に取り組む建設業者に対して、中小企業診断士などによ

る経営戦略や経営課題などに対する指導・助言を行うほか、各種支援施策の情報の

提供などを行います。

また、建設業の本業での競争力の強化などを図るため、経営力の向上に向けたセ

ミナーの開催や事業資金の融資などの支援を行います。

さらに、施工現場の効率化による適正な利益の確保を図るため、引き続き「建設

業経営効率化」の取組を進めていきます。

② 技術力の向上

建設業には、工事の品質確保はもとより、技術の急速な進歩やエンドユーザーの

多様化するニーズに的確に対応するため、技術力の向上が求められています。

また、技術力を向上することは経営力の向上にもつながることから、道内建設業

者の技術力の向上の取組が促進されるよう、道発注工事における総合評価方式の充

実や新たに開発された技術の建設管理部発注工事での活用を図るほか、技術力の向

上に向けた講習会の開催などに取り組みます。

③ 民間需要の開拓や拡大

本道の建設業が公共依存から脱却するためには、民間需要の開拓や拡大を図る必

要があります。

このため、業界団体と連携しながら、北方型住宅に代表される高断熱・高気密の

特性を活かした住宅関連事業の拡大や既存住宅の耐震改修などの住宅リフォームの

促進、サービス付き高齢者向け住宅の普及促進など民間需要の開拓や拡大に取り組

みます。
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第５章 施策と事業の展開

④ 企業連携の促進

合併などの企業連携や協業化は、資金負担や危険負担の軽減、技術力の向上を図

る経営体質強化の取組の一つであり、過剰供給構造の是正にもつながることと考え

られます。

このため、引き続き、建設業の経営体質の強化に向けた合併などを支援するため、

企業連携により実施する技術開発・人材育成などへの補助や融資などに取り組みま

す。

⑤ 地元中小企業者等の受注機会の確保

地元中小企業の受注機会については、道が定める「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、道以外の発注機関に対しても働きかけを行

うなど受注機会の拡大に努めるとともに、札幌延伸の着工が認可された北海道新幹

線の整備に関しても受注機会の拡大が図られるよう取り組みます。

（３）新分野進出への支援

地域の建設業者が経営を持続し、経済や雇用を支えるなどの役割を果たしていくた

めには、本業の経営状況を見極めた上で、新分野進出による経営の多角化に取り組む

ことも方策の一つです。

新分野進出にあたっては、新分野事業が軌道に乗るまでには、おおむね３年から５

年程度要するといわれており、事業の内容の検討から安定や自立までの段階的な支援

が必要となっています。

このため、引き続き、取組事例などの情報提供やセミナーの開催のほか、研究開発

や販路開拓などへの補助や融資などの支援に取り組みます。

また、新分野進出を促すため、優良企業の表彰や競争入札参加資格の優遇措置など

に取り組みます。
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第５章 施策と事業の展開

２ 人づくりの強化

建設産業は「ものづくり産業」であり、一部で機械化が進んでいるものの、最終的に

は労働集約型産業であるため、それを支えるのは、技術者・技能者の「人」であること

を改めて認識し、ものづくりに対する誇りや、やりがいといった建設産業の魅力をＰＲ

するなど、企業活動を担う人材の確保・育成に取り組んでいくことが重要です。

しかし、建設業界では、厳しい経営環境による競争の激化などを背景とした就業環境

の厳しさや将来への不安、建設産業に対するイメージなどから、若年労働者の新規入職

者が減少し、就業者の高齢化が進んでおり、技術・技能の承継が困難となっていること

が指摘されています。

こうしたことから、建設産業の将来を担う若年労働者の確保・育成を促進するため、

高校生を対象としたインターンシップの推進や高校生建築デザインコンクールの開催の

ほか、新たに教育機関や建設業団体などからなる若年者の入職に関する意見交換の場を

設けるなどの取組を進めます。また、建設業の事業活動を担う人材の確保・育成を進め

るため、職業訓練を実施します。

さらには、優れた人材の入職・定着が促進されるよう、就業環境の改善や雇用の安定

などを図るため、道発注工事において、工事現場における安全管理の徹底や建設業退職

金共済制度の加入の促進、社会保険未加入企業に対する指導、技能士の活用の促進など

のほか、季節労働者の通年雇用化を促すための資格取得・技能向上に対する支援などに

取り組みます。

３ 道外などへの進出

道内の建設市場が縮小傾向にある中、東北地方では復興需要の増大が見込まれていま

す。

また、国においても建設業の海外展開を促進しているように、アジア等では経済発展

や都市の成長が著しく、有望な成長市場とされており、道内の建設業者においても、既

に道外、海外へ進出している事例もみられるところです。

道内の建設業者は、寒冷地特有の気候を背景に蓄積された寒中コンクリートなどの冬

期施工技術や高気密・高断熱などの寒冷地技術を有しているものの、進出先の状況や商

習慣に関する情報や知識が不足しており、新たな事業展開の支障ともなっています。

このため、道外、海外の市場に関する情報の提供や相談などの支援に取り組みます。

また、海外進出するための商品開発や人材育成などへの補助などに取り組みます。
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４ 信頼の確保

（１）法令遵守の徹底

本道の建設産業の一部では、建設業に係る法令違反などが発生しており、建設産業

に対する道民の信頼は十分に得られてはいない状況にあります。

このような状況を踏まえ、道民の信頼を確保するためには、企業の経営者がリーダ

ーシップを発揮し、法令遵守に取り組んでいくことが必要です。

このため、建設業法や労働安全衛生法など関係法令の遵守に関するガイドラインな

どを活用した指導の徹底や、関係機関と連携しながら社会保険未加入企業への指導な

どに取り組みます。また、道発注工事においては、下請状況等調査や安全パトロール

などによる指導に取り組みます。

さらに、不正行為を行った建設業者に対しては、関係法令に基づく監督処分や指名

停止の措置により厳正に対処するとともに、建設工事に係るトラブルに関する相談窓

口である、「建設ホットライン」も活用しながら法令遵守の徹底に努めていきます。

（２）情報発信の強化

建設産業は、地域の社会資本の整備はもとより、経済や雇用を支えるだけでなく、

災害時対応などの地域の安全・安心を担うほか、地域と連携しながら、まちづくりや

ボランティア活動にも取り組むなど、地域にとって欠かすことのできない重要な役割

を担っています。

特に、平成２３年３月の東日本大震災発生直後には、自ら被災した企業も多い中、

人員・機材をかき集め昼夜を問わず、国・地方公共団体に協力して緊急輸送道路の啓

開や通信手段の確保、排水作業などの応急復旧作業にあたり、救援ルートの確保や物

資の調達・供給などに貢献しました。

本道の建設産業においても、このような重要な役割を果たしていますが、十分に評

価されているとはいえないとの声があります。

このため、広く道民に対して建設業団体等と連携を図りながら建設産業が地域にお

いて、果たしている様々な役割や重要性について発信していきます。
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５ 適正な施工体制

建設業の生産システムは、元請である総合工事業と下請である専門工事業とによる分

業関係を基本として成り立っており、分業化によるリスクの分散や専門性を活かした高

度な品質サービスの提供など、一定の合理性を有しているところです。

一方では、工事における専門化や分業化が進む中で生ずることもある過度な重層下請

構造は、受発注者間において対等な立場でなされない下請契約の片務性や間接経費の増

加、品質の低下、施工責任の不明確化、安全指示の不徹底などにつながり、結果として

経済的に不合理となるともいわれています。

こうしたことから、元請企業と下請企業は、それぞれの役割と責任を明確にするとと

もに対等な協力者として関係法令などを遵守し、適正な施工体制の確立を進めていく必

要があります。

このため、引き続き、業界団体等への「生産システム合理化指針」(22)の周知徹底や

道発注工事における下請状況等調査、安全パトロールなどにより、下請契約の履行状況

などを把握し必要な指導に取り組みます。

６ 不良・不適格業者の排除

技術力、施工力を全く有しない、いわゆるペーパーカンパニー、対象工事の規模や必

要とされる技術力から見て適切な施工が行い得ない企業、過大受注により適切な施工が

行えない企業、暴力団関係事業者などの不良・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、適正な費用による施工の支障になるだけではなく、技

術力・経営力を向上しようとする優良な建設業者の意欲を削ぐことになります。

ひいては、建設産業の健全な発展を阻害することにつながると考えられることから、

不良・不適格業者の排除が必要になります。また、不良・不適格業者を排除することは、

過剰供給構造の是正にもつながります。

このため、道発注工事において、施工体制の点検・確認を行うほか、「北海道暴力団

の排除の推進に関する条例」に基づく北海道警察との連絡協議体制により、暴力団関係

建設業者の排除について徹底します。

また、不正行為を行った者に対しては、建設業法上の厳正な監督処分や指名停止の厳

正な措置を行います。

なお、「社会保険未加入企業」に関しては、建設業就業者の処遇を低下させ、若年入

職者減少の一因になっていると考えられるほか、法定福利費を適正に負担し、人材育成

を行っている企業ほどコスト高となり、競争上不利になるという矛盾した状況が生じて

います。

このため、経営事項審査において減点措置が厳格化されたほか、道では社会保険加入

に向けた確認・指導にも取り組みます。
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【発注者としての取組】

１ 透明で公正な競争の促進

道内の建設投資額に占める公共投資額の割合は、全国に比べて高く、公共工事の発注

者として道が行う施策の影響は大きいものとなっています。

このため、道としては、「技術と経営に優れた企業」が持続・成長できる環境づくり

に向けて、適期発注に努めるとともに、公正性、透明性、競争性の高い入札・契約制度

となるよう、引き続き必要に応じて見直しを行っていきます。

（１）透明で公正な競争入札

道では、平成２０年度から、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、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を

実施しています。

また、発注にあたっては、引き続き、地域に精通した地元企業の受注機会の確保が

図られるよう努めていきます。

（２）総合評価方式の充実

総合評価方式は、価格に加えて、品質を高めるための新しい技術やノウハウなど、

価格以外の要素も総合的に評価する落札方式であり、経済性に配慮しつつ、価格以外

の技術的要素などを考慮し、価格と品質が総合的に優れた公共工事を目指すため、実

施可能とする適用範囲の拡大を図ってきました。

総合評価方式のあり方については、北海道建設業審議会の専門委員会や建設業協会

から意見をいただきながら、継続的な見直しを行ってきており、今後も、地域の特性

に応じた、よりきめ細やかな対応とするため、総合評価方式の充実を図っていきます。

（３）ダンピング受注の防止

競争の激化によるダンピング受注は、結果として工事の品質の確保に支障を来し安

全性にも影響を与えかねないことに加え、建設産業の健全な発展を阻害するおそれが

あります。

このため、道では、平成２１年度から、一般競争入札などにおける最低制限価格に

ついて、予定価格のおおむね９０％になるように引き上げるとともに、総合評価方式

における低入札調査基準価格(23)及び失格判断基準(24)についても同様に設定しており、

今後もダンピング受注の防止に取り組みます。
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２「建設業経営効率化」の取組の推進

建設業の経営の安定化を図るためには、施工現場の効率化による適正な利益の確保

が何よりも重要です。

このため、建設管理部発注工事において実施している「建設業経営効率化」の取組

については、円滑な施工を進めるための「三者検討会」などを引き続き実施するとと

もに、各建設管理部に設置した「地方建設業経営効率化協議会」において発注者、受

注者双方による建設現場における課題解決など、企業の経営向上に向けた取組の充実

を図っていきます。
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出典：北海道入札監視委員会資料
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第６章 プランの推進について

１ 推進にあたっての姿勢

建設産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、道が、それぞれの

役割を十分認識するとともに、それぞれ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す。

● 各企業は、道の支援策等を活用するなど自助努力が求められます。

● 道は、本プランの周知に努め、「技術と経営に優れた企業」が持続・成長でき

るよう、各企業、業界団体の行う取組が円滑に進むための支援に全庁を挙げて取

り組みます。

２ 推進・管理体制

道では、平成２０年に設置した、総合的な窓口である「北海道建設業サポートセンタ

ー」（道庁及び総合振興局など）により、本プランの推進に努めていくとともに、引き

続き、道内建設業者に対して、国や道などが実施する支援施策などの情報の発信や、様

々な相談対応などの支援を実施していきます。

サポートセンターの相談体制については、道内建設業者からの多様なニーズに応えら

れるよう、中小企業診断士や公認会計士を配置し、指導・助言等の支援を行うとともに、

地域の建設業者へ周知していきます。

また、全庁的な組織である「建設産業振興に関する連絡会議」において進行管理を行

い、本プランの効果的・効率的な推進を図っていきます。

第６章 プランの推進について
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注 釈

(1P)
１ 建設産業

道路、河川などの社会資本や学校、病院などの公共施設など建設生産物は、企画、調査・設計、施工、維持
管理などの過程を経て創り出されており、これらを総称するもの。本プランでは、建設工事を行う建設業と調
査・設計などの業務を行う建設関連業をプランの対象として、建設産業とした。

２ 北海道建設産業支援プラン
様々な社会経済情勢を踏まえ、「技術と経営に優れた建設企業」が地域社会で伸びてゆき、地域経済の活性

化と雇用の安定が図られるよう、今後の建設業発展の「改革の方向」と「道の取組」を示したプラン。

３ 北海道建設業振興アクションプログラム
本道の建設業の進むべき方向（指針編）と具体的な取組方策（事業編）を示し、建設業界と行政機関の取り

組むべき事項を明確化した実行プログラム。

４ 建設業等のソフトランディング対策
公共投資の縮減から地域の経済や雇用への影響を最小限に止めるため、経営戦略指導事業などの建設業本業

の経営体質強化対策や新分野進出を支援するためのゼミナールなどの新分野進出対策を柱とする全庁的な取
組。

(2P)
５ 建設業

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業。

６ 経営事項審査受審者
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で、国や地方公共団体等が発注する５百万円（建築一式は千

５百万円）を超える工事を、発注者から直接請け負う場合に必要な経営に関する客観的事項について、審査を
受けた者。

(3P)
７ ほっかいどう未来創造プラン

長期的視点に立って、道政の基本的な方向を総合的に示した計画。

８ 特定分野別計画
ほっかいどう未来創造プランと一体で推進する、産業や保健・医療・福祉、環境、教育などの分野ごとに具

体的な推進方策を示した計画。

９ 新生北海道戦略推進プラン
知事が公約として掲げた政策を任期中に、着実に実施していくための実行プラン。

10 ほっかいどう社会資本整備の重点化方針
地域経済の活性化や循環型社会の形成など本道の諸課題への的確な対応に向け、事業分野を越えて、社会資

本整備における優先性の高い施策・事業の明確化を図り、社会資本の整備を戦略的・効果的に進めていくため
の計画。

11 ほっかいどう産業振興ビジョン
本道を取り巻く経済社会環境の変化などを踏まえ、経済活性化のための産業振興施策の推進にあたっての新

たな道筋を示すものとして、本道経済の成長力強化に向けた取組の推進などを柱に、重点的かつ集中的に取り
組むべき方向性と施策を体系的に整理した計画。

12 第３期北海道雇用創出基本計画
北海道雇用創出基本条例に基づき、雇用の創出に関する諸課題への的確な対応を図りながら、雇用創出に関

する施策を総合的かつ計画的に推進していくための計画。

13 北海道ＩＴ推進プランⅡ
北海道の独自性や優位性の源である「北海道価値」を活かし、ＩＴがその特性を活かせる分野での道内各主

体による利活用を一層促進し、それをさらに幅広い分野に波及させていくための計画。

注釈
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注釈

(10P)
14 建設業法令遵守ガイドライン

元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約が、発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法
に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、元請負
人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の
不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を
図るためのマニュアル。

(11P)
15 三者検討会

発注者（監督員など）、設計者、施工者が工事を施工する上での設計条件・手法、施工方法・手順などを確
認し、設計思想の共有や工事の品質、安全な施工の確保を目的とする会議。

16 最低制限価格
工事等の発注において、契約内容に適合した履行の確保や行き過ぎた低価格での入札の防止を図るため、予

定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で入札を行った者を落札者とする制度において、設定する
下限の価格。

(12P)
17 インターンシップ

学生・生徒に望ましい勤労観や職業観を身につけさせるため、在学中に企業などで行う就業体験。

(13P)
18 建設ホットライン

建設工事の請負契約上のトラブルに関する相談窓口として、平成１７年に建設部に設置。

(17P)
19 エンドユーザー

道路、住宅などの建設生産物の利用者や最終消費者。

(18P)
20 社会保険未加入対策

建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、企業間の健全な競争環境を構築するため、行
政、元請業者及び下請業者が一体となって保険加入の促進に向けて取り組んで行く対策。

21 寒中コンクリート
気温が低くなると、コンクリートが固まるのが遅くなったり、凍結したりして耐久性が低下するため、日平

均温度４℃以下になると予想される場合は、所要の強度が得られるまでの保温養生を行うなどの対策を施した
もの。

(26P)
22 生産システム合理化指針

総合的管理監督機能を担う総合工事業者と直接施工機能を担う専門工事業者が、それぞれ対等の協力者とし
て、その負うべき役割と責任を明確にするとともに、それに対応した建設産業における生産システムの在り方
を示した指針。

(27P)
23 低入札調査基準価格

工事等の発注において、契約内容に適合した履行の確保や行き過ぎた低価格での入札の防止を図るため、一
定基準で設定した価格に満たない価格で入札を行った者について、調査を行い適切な履行がされると認められ
る場合に落札者として決定する制度において、設定する調査基準の価格。

24 失格判断基準
低入札価格調査制度において、低入札調査基準価格に満たない価格で入札を行った者の調査を行うにあたっ

て、当該入札者から徴した入札価格内訳書の各費用（直接工事費等）が一定の基準に満たない場合は、契約の
内容に適合した履行がされないおそれがあることから、当該入札者を失格とする基準。
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