建 設 業 者 の 皆 様 へ
―元請負人と下請負人の関係に係る留意点―
まがたまちゃん

みことくん

建設業法令遵守ガイドライン
建設業法遵守ガイドライン（以下「ガイドライン」
）は、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ことを目的として国土交通省が平成
１９年６月に策定（平成２０年９月改訂）したものです。
ガイドラインでは、建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で以下の１１項目について、
『留意す
べき建設業法の規定を解説』、『建設業法に抵触するおそれがある行為事例を提示』するとともに、独占禁止
法、社会保険といった関連法令の解説、さらには資料編として建設業の下請取引に関して留意すべき法令等
を掲載しています。
今回はこのガイドラインを中心に、下請取引に関して特に注意していただきたい点についてまとめました
ので、趣旨をご理解いただき、建設業法を遵守されますようお願いします。
ガイドラインの構成
１．見積条件の提示（建設業法第２０条第３項）
２．書面による契約締結
２−１ 当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の３）
２−２ 追加工事等に伴う追加・変更契約（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）
２−３ 工期変更に伴う変更契約（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）
３．不当に低い請負代金（建設業法第１９条の３）
４．指値発注（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の３、第２０条第３項）
５．不当な使用材料等の購入強制（建設業法第１９条の４）
６．やり直し工事（建設業法第１８条、第１９条第２項、第１９条の３）
７．赤伝処理（建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第２０条第３項）
８．工期（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）
９．支払保留（建設業法第２４条の３、第２４条の５）
10．長期手形（建設業法第２４条の５第３項）
11．帳簿の備付け及び保存（建設業法第４０条の３）
12. 関係法令

取引関係者の名称の定義
ガイドラインにおける「元請負人」と「下請負人」の定義は以下のとおり。
なお、下請工事として受注した場合でも、建設工事の一部を他の建設業者に下請負した場合には、自社が
「元請負人」となる。
Ａ社
建設業法上 発 注 者

通

称 発 注 者
（施主）

元請負人

元請業者

Ｂ社
下請負人
元請負人

一次下請
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Ｃ社

Ｄ社

下請負人
元請負人

下請負人

二次下請

三次下請

１．見積もり条件の提示（建設業法第２０条第３項）
（１）見積もりに当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要
元請負人は下請負契約を締結する以前に、建設業法第１９条により請負契約書に記載することが義務付
けられている事項（「２−１当初契約」参照）のうち、請負代金の額を除く全ての事項について、具体的内
容を下請負人に提示することが義務づけられている。
このため、不明確な見積内容の提示や、曖昧な見積もり条件により下請負人に見積もりを行わせた場合
などは、建設業法違反となるおそれがある。
（２）予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要
元請負人は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に、以下のとおり下請負人
が見積りを行うために必要な一定の期間（建設業法施行令第６条）を設けなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるときは、イ及びウの期間は、５日以内に限り短縮することができる。
ア 工事１件の予定価格が５００万円に満たない工事については、１日以上
イ 工事１件の予定価格が５００万円以上５,０００万円に満たない工事については、１０日以上
ウ 工事１件の予定価格が５,０００万円以上の工事については、１５日以上
見積条件の提示は、工事内容を
明確にして、できる限り書面で
提示しよう！
十分な見積期間を設け
ることが大切だよ。

２．書面による契約締結
２−１

当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の３）

（１）契約は下請け工事の着工前に書面により行うことが必要
下請け工事の着工前に、下記（２）の①〜⑭までの１４の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をし
て相互に交付しなければならない。
このため、工事着工後に契約書を交わした場合などは、建設業法違反となる。
なお、ＣＩ−ＮＥＴ等、建設業法上の一定の要件を満たせば、契約書面の取り交わしを電子的に行うこ
とが認められている。
（２）契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要
契約書面に記載しなければならない事項は、建設業法第１９条第１項により定められた以下（３ページ）
の①〜⑭の事項である。
契約書は工事着工前に必ず交わそう！
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契約書に記載が必要な事項
①工事内容

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における
賠償金の負担に関する定め

②請負代金の額

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械

③工事着手の時期及び工事完成の時期

その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に

④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分

関する定め

に対する支払の定めをするときは、その支払の時期
及び方法
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための

しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があ

検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

った場合における工期の変更、請負代金の額の変更

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関す

⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の

る定め

履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の

置に関する定めをするときは、その内容

負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第２

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合に

条に規定する価格等をいう。）の変動若しくは変更
に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

おける遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

※下請負人に提示する必要がある見積り条件は、上記の項目のうち、「②請負代金の額」を除いた残りの
１３項目である。
（３）注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要
ア 『基本契約書』を取り交わした上で、具体の取引については『注文書』及び『請書』の交換による場
合
① 『基本契約書』には、上記（２）④〜⑭に掲げる事項（ただし、
『注文書』及び『請書』に個別に記
載される事項を除く。）を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
② 『注文書』及び『請書』には、上記（２）①〜③までに掲げる事項その他必要な事項を記載するこ
と。
③ 『注文書』及び『請書』には、それぞれ『注文書』及び『請書』に記載されている事項以外の事項
については『基本契約書』の定めによるべきことが明記されていること。
④ 『注文書』には注文者が、『請書』には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
ア

『基本契約書』を取り交わした上で、具体の取引については『注文書』及び『請書』の交換によ
る場合

−イメージ−
基本契約書
・・・
・・・
甲 ○○建設(株)

印

請

書

○○建設(株)様

＋

乙 (株)△△工務店 印

(株)△△工務店 印

注文書
(株)△△工務店 様
○○建設(株)

右記以外の法定項目（④〜⑭）を記載

印

①工事内容、②下請代金の額
③下請け工事の工期、等を記載

イ

『注文書』及び『請書』の交換のみによる場合
① 『注文書』及び『請書』のそれぞれに、同一内容の『契約約款（上記（２）④〜⑭までの事項を記
載。ただし、
『注文書』及び『請書』に個別に記載される事項を除く）』を添付又は印刷すること。
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② 『注文書』又は『請書』と『契約約款』が複数枚に及ぶ場合には割り印を押すこと。
③ 『注文書』及び『請書』の個別的記載欄には、上記（２）①〜③までの事項及びその他必要な事項
を記載するとともに、個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については『契約約款』の定め
によるべきことが明記されていること。
④ 『注文書』には注文者が、『請書』には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

イ

『注文書』及び『請書』の交換のみによる場合

−イメージ−
請

書

○○建設(株)様
(株)△△工務店 印

注文書

＋

(株)△△工務店 様
○○建設(株)

印

添付又は印刷
①工事内容、②下請代金の額
③下請け工事の工期、等を記載

契約約款
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
左記以外の法定項目（④〜⑭）を記載

『注文書』
『請書』を使わず、
『契約書』を相
互に交付する場合は、互いの『契約書』に法
定１４項目すべての記載が必要です。

（３）建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約が基本
建設工事の下請け契約の締結に当たっては、建設業法第１８条の趣旨をふまえ、建設工事標準下請契約
約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結することが基本。
（４）片務的な内容による契約は、建設業法上不適当
元請負人と下請負人の双方の義務であるべきところを下請負人に一方的に義務を課すものなど、建設工
事標準下請契約約款に比べて片務的な内容による契約については、結果として建設業法第１９条の３によ
り禁止されている不当に低い請負代金（
「３．不当に低い請負代金」参照）につながる可能性が高い契約と
なるので適当ではない。
（５）一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要
建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第１３条の規定により、一定規模以上の解体工事等に係る
下請契約の契約書面は、上記（２）①〜⑭までの１４項目に加え、以下の４事項の記載が必要となる。
ア 分別解体等の方法
イ 解体工事に要する費用
ウ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
エ 再資源化等に要する費用
下請契約も必ず書面で結ぼう！
（電子契約の場合を除く）
契約上のトラブルを未然に防ぐ
ためにも必要なんだね。
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２−２

追加工事等に伴う追加・変更契約（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）

（１）追加工事等の着工前に書面による契約変更が必要
追加工事等の発生により請負契約の内容で当初の請負契約に掲げる事項を変更するときは、当初契約を
締結した際と同様に追加工事等の着工前にその変更の内容について書面による契約変更が必要。元請負人
が合理的な理由もなく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第１９条第２項に違反する。
（２）追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の対応
工事状況により追加工事の全体数量等の内容が着工前に確定できず、追加工事等の施工前に追加工事等
に係る契約書面の交付が行えない場合は、次の①〜③の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に取り
交わし、契約変更等の手続きについては、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行う。
①
②
③

下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容
当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
追加工事等に係る契約単価の額

（３）追加工事等の費用を下請負人に負担させることは違法になるおそれ
追加工事等を下請負人の負担により施工させたことにより、下請負代金の額が「通常必要と認められる
原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第１９条の３に違反するおそれがある。

２−２

工期変更に伴う変更契約（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）

（１）工期変更にかかる工事の着工前に書面による契約変更が必要
工期変更により請負契約の内容で当初の請負契約に掲げる事項を変更するときは、当初契約を
締結した際と同様に追加工事等の着工前にその変更の内容について書面による契約変更が必要。元請負人
が合理的な理由もなく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第１９条第２項に違反する。
（２）工事に着手した後に工期が変更になった場合、追加工事等の内容及び変更後の工期が直ちに確定でき
ない場合の対応
下請工事着手後に工期が変更になった場合は、変更後の工期が確定した時点で遅滞なく行う。また、変
更後の工期の確定が直ちにできない場合は、工期の変更が契約変更等の対象となること及び契約変更等を
行う時期を記載した書面を、工期を変更する必要があると認めた時点で下請負人と取り交わすこととし、
契約変更等の手続きについては、変更後の工期が確定した時点で遅滞なく行う。
（３）工期変更に伴う増加費用を下請負人に負担させることは違法になるおそれ
下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費
用が増加した場合に、費用の増加分について下請負人に負担させたことにより、下請負代金の額が「通常
必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第１９条の３に違反するおそれがある。
工事内容や工期に変更が生じた場合は事前に
変更契約が必要だよ！

３．不当に低い請負代金（建設業法第１９条の３）
（１）不当に低い請負代金の禁止
建設業法第１９条の３の規定により、元請負人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請け工事
を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を下請負人と
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締結することは禁止されている。
なお、建設業法第１９条の３の規定により禁止される行為は、契約変更にも適用される。
原価割れの契約はやめよう！

４．指値発注（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の３、第２０条第３項）
（１）指値発注は建設業法に違反するおそれがある
指値発注とは、下請負人と十分な協議をせず又は下請負人の協議に応じることなく、元請負人が一方的
に決めた請負代金の額を下請負人に提示（指値）し、その額で下請負人に契約を締結させる行為で、元請
負人としての地位の不当利用に当たるものと考えられる。下請代金の額が「通常必要と認められる原価」
に満たない金額となる場合は、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあ
る。
（２）元請負人は、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意すること
元請負人が契約額を提示する場合には、自らが提示した額の積算根拠を明らかにして下請負人と十分に
協議を行うなど、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意すべき。
下請負代金は、下請負人と十分
に協議をして決定しよう。
変更契約も同様にね！

５．不当な使用材料等の購入強制（建設業法第１９条の４）
（１）下請契約締結後の不当な使用材料等の購入強制は禁止
建設業法第１９条の４の規定により、下請契約締結後、元請負人が、自己の取引上の地位を不当に利用
して、請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、
その利益を害することは禁止されている。
（２）使用材料等の指定は見積もり条件として提示
使用材料等について購入先等の指定を行う場合には、元請負人は、あらかじめ見積条件としてそれらの
項目を提示する必要がある。
使用材料等の指定は見積もり条
件として事前に提示しよう！

６．やり直し工事（建設業法第１８条、第１９条第２項、第１９条の３）
（１）やり直し工事の費用は原則として元請負人の負担
やり直し工事を下請負人に依頼する場合は、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合
を除き、当該工事に必要となる費用について元請下請間で十分に協議したうえで、契約変更を行い、やり
直し工事の費用は元請負人が負担する必要がある。
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（２）下請負人の責めに帰すべき理由がある場合
下請負人の責めに帰すべき理由があり、元請負人が費用を全く負担することなく、下請負人に対して工
事のやり直しを求めることができるのは以下のケースに限られる。
①下請負人の施工が契約書面に明示された内容と異なる場合。
②下請負人の施工に瑕疵等がある場合。
やり直し工事は原則元請負担！
下請負人の責に帰さないやり直し
工事を下請負人に依頼する場合は、
契約変更も必要だよ！

７．赤伝処理（建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第２０条第３項）
（１）赤伝処理
赤伝処理とは、元請負人が下請負代金の支払い時に以下の費用を差引く（相殺する）行為。
①下請負代金の支払いに関して発生する諸費用（下請負代金の振り込み手数料等）
②下請け工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
③上記以外の諸費用（駐車場代、安全協会費等）
（２）適正な手続きに基づかない赤伝処理は建設業法に違反するおそれがある
赤伝処理は、下請負人に費用負担を求める合理的な理由があるものについて、元請負人と下請負人双方
の協議・合意の元で行えるものであり、元請負人は、赤伝処理の内容や算定根拠等について、見積条件や
契約書面に明示する必要がある。
赤伝処理をするときは事前に協
議・合意が必要！
見積条件や契約書面に明示する
必要があるよ！

８．工期（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）
・工期変更に起因する下請工事の増額費用は原則元請負人の負担
下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因する下請工事の費
用が増加した場合は、元請負人がその費用を負担することが必要。
また、工期の変更により、元請負人が下請負人の利益を不当に害したときは、その情状によっては、建
設業法第２８条第１項第２号の「請負契約に関する不誠実な行為」に該当するおそれがある。

９．支払い保留（建設業法第２４条の３、第２４条の５）
・下請代金の支払い
建設業法第２４条の３では、元請負人が注文者から出来高払い又は竣工払いを受けたときは、下請負人
に対して、１ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内において当該元請負人が支払いを受けた金額の出
来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならない
と定められている。
また、建設業法第２４条の５では、元請負人が特定建設業者であり、下請負人が一般建設業者（資本金
額が４千万円以上の法人を除く）である場合、発注者から工事代金の支払いがあるか否かにかかわらず、
下請負人が引き渡しの申し出を行った日から起算して５０日以内で、かつ、できる限り短い期間内におい
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て期日を定め下請負代金を支払わなければならないと定められている。
そのため、特定建設業者の下請負代金の支払期限については、注文者から出来高払い又は竣工払いを受
けた日から１ヶ月を経過する日か、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して５０日以内で定めた
支払期日のいずれか早い期日となる。
①注文者から出来高払・竣工払の支払いを受けたとき

１ヶ月以内

１ヶ月以内

二次下請負人

出来高払
竣工払

一次下請負人

出来高払
竣工払

元 請負 人

出来高払
竣工払

発注者

支払いを受けたら１ヶ月
以内に下請代金を支払お
う！

②特定建設業者が資本金４千万円未満の一般建設業者に下請負させた場合
注：支払期日の定めがなけ

下請負人が引き渡しの申出

れば引渡し申出日が支

をしたときは、直ちに工事目

払期日となる。

的物の引渡しを受ける。

た日から５０日以内で、できる
から２０日以内で、できる

５０日以内

限り短い期間内に支払う。
限り短い期間内に行う。

注：特定建設業者が注文者から代金を受け
取っている場合は、その日から１ヶ月
以内のどちらか早いほうで支払う。

特定建設業者は、資本金４千万円未満の一般建設業
者に下請工事を施工させた場合、次のどちらか早い
ほうが支払期限になるんだね。
①注文者から支払いを受けた１ヶ月後。
②下請業者からの引渡し申出から５０日。
下請代金はできるだけ早期に支払おう！
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支払期日

下請代金の支払

代金請求

下請負人からの

工事目的物の

引渡しを受ける

工事目的物の

引渡しの申出

検査結果に

基づく補修等

完成検査

下請工事に対する

二十日以内

下請負人からの

工事完成連絡

下請工事完成

下請負人が引渡しの申出をし
検査は完成通知を受けて

10．長期手形（建設業法第２４条の５第３項）
・手形により下請代金を支払う場合の留意事項
建設業法第２４条の５第３項では、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金４千万円未満の一
般建設業者である場合、下請代金の支払いに当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であ
ると認められる手形を交付してはならないとされている。
なお、ガイドラインでは、「割引を受けることが困難であると認められる手形」に関して、手形期間が
１２０日を超える長期手形という一定の判断基準を示しているため、元請負人は、下請負人に対し、手形
期間が１２０日を超えない手形を交付することが望ましい。

11．帳簿の備付け及び保管（建設業法第４０条の３）
（１）営業所ごとに、帳簿を備え、５年間保存することが必要
建設業法第４０条の３では、建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、５年
間保存しなければならないとされている。
（※平成２１年１０月１日以降については、発注者と締結した住
宅を新築する建設工事にかかるものにあっては、１０年となる。）
（２）帳簿に記載する事項
帳簿に記載する事項は以下のとおり（建設業法施行規則第２６条第１項）。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
・請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
・注文者との契約日
・注文者の商号、住所、許可番号
・「注文者から受けた完成検査」の年月日
・「工事目的物を注文者に引き渡した」年月日
③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
・下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
・下請負人との契約日
・下請負人の商号、住所、許可番号
・下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
・下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
④ 特定建設業者が注文者となって資本金４千万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契
約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
・支払った下請代金の額、支払年月日及び支払い手段
・支払手形を交付したとき → その手形の金額、交付年月日、手形の満期
・代金の一部を支払ったとき → その後の下請代金の支払残高
・遅延利息を支払ったとき → その額及び支払年月日
（２）帳簿には契約書などの添付が必要
帳簿には、契約書若しくはその写し又はその契約に関する電磁的記録を添付しなければならない（建設
業法施行規則第２６条第２項）。
また、以下の場合には、これらの書類に加え、次のそれぞれの書類を添付する。
ア 特定建設業者が元請負人となって資本金４千万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請
契約を締結した場合は、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払い手段を証明する
書類（領収書等）又はその写しを添付。
イ 特定建設業者が元請工事について、３千万円（建築一式工事の場合４千５百万円。一次下請負人
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への下請代金の総額で判断。）以上の下請契約を締結した場合は、工事完成後に施工体制台帳のうち
以下に掲げる事項が記載された部分を添付。
・自社が実際に工事現場においた監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格
・自社が管理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる
建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
・下請負人の商号又は名称及び許可番号
・下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
・下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
・下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさ
どる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
帳簿はきちんと保管して
おきましょう！

12．関係法令
１２−１

独占禁止法との関係について

建設業の下請取引については、建設業法のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以
下「独占禁止法」という。
）の第１９条による規制（不公正な取引方法の禁止）の対象ともなっている。独
占禁止法を所管する公正取引委員会においては、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準
を定めているため、元請負人はこれらのことにも留意して下請取引を行わなければならない。

１２−２

社会保険・労働保険について

社会保険や、労働保険は強制加入の方式がとられている。
（１）健康保険・厚生年金保険
法人の場合は全ての事業所について、個人経営の場合でも常時５人以上の従業員を使用する場合、必
ず加入手続きを行わなければならない。
（２）雇用保険
建設事業主の場合、個人経営・法人にかかわらず、労働者を１人でも雇用する限り必ず加入手続きを
取らなければならない。
従業員が１人でもいれば雇用保険
加入が必要だよ。
全ての法人と、従業員５人以上の個
人経営の場合は、健康保険・厚生年
金保険への加入も必要だよ！
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そ の 他
労働者派遣法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派
遣法」という。）第４条において、建設業務については、労働者派遣事業を行ってはならないと規定されて
いる。
このため、建設業を営む者が自社従業員を建設現場へ派遣し、派遣先の指揮命令の下に従事させること
は、この規定に違反する可能性がある。
労働者派遣法（抜粋）
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 （省略）
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれら
の作業の準備の作業に係る業務をいう。)
※労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該
他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約
してするものを含まないものとする。（労働者派遣法第２条第１項）
建設業務への労働者派遣は
違法です！

建設業退職金共済制度（建退共制度）
建設業退職金共済制度（建退共制度）は、建設労働者の福祉の増進を図るとともに、建設労働者の雇用
労働条件の改善を通じて建設業の健全な発展を図るため、
「中小企業退職金共済法」という法律により国が
作った退職金制度です。
島根県では、県発注工事の受注者に対して、建退共制度の掛金収納書（写）の提出を仕様書において定
めています。
詳細は次のホームページで
チェック！

参考ＵＲＬ

（１）建設業法遵守ガイドライン（PDF 形式）
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702̲.html
※建設業法遵守ガイドラインの全文はこちらのアドレスに掲載されています。
（２）駆け込みホットライン
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010402̲.html
※駆け込みホットラインとは、建設業法に違反している建設業者の情報を通報していただく窓口です。
建設業の法令遵守の推進及び徹底を図るため、平成１９年４月に国土交通省の各地方局に「建設業
法令遵守推進本部」が設置され、同本部内に「駆け込みホットライン」が開設されました。
（３）島根県建設工事紛争審査会
http://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu̲sangyo/funsoshinsakai/funsoshinsakai.html
※建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立
な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公
的機関です。
（注意）①審査会は建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を図る機関ではありません。
②不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直
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接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
詳細については、島根県建設工事紛争審査会事務局（島根県土木部土木総務課建設産業対策室
℡0852‑22‑5185）までお問い合わせください。
（４）島根県「公共事業下請問題相談所」ホームページ
http://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu̲sangyo/shitauke.html
※島根県では、建設工事の下請契約に関する相談窓口として、各県土整備事務所及び隠岐支庁県土整
備局に｢公共事業下請問題相談所｣を開設しています。
（５）島根県土木部土木総務課建設産業対策室ホームページ
http://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu̲sangyo/
（６）建設業法に基づく適正な施工体制についてＱ＆Ａ（PDF 形式）
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/kensetu.htm
（７）国土交通省総合政策局建設業課通知一覧
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/tsuuchi.htm
・ H16.3.1
監理技術者制度運用マニュアルについて
・ H15.4.21 営業所における専任の技術者の取扱いについて
（８）建設業許可申請書様式 （国土交通省 HP PDF 形式）
http://www.mlit.go.jp/onestop/137/137-001̲.html

ほか各種通知を掲載

（９）国土交通省のリサイクルホームページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm
（10）建設業退職金共済事業ホームページ
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

《参考図書》

ポイント解説建設業法令遵守ガイドライン
発行：(株)大成出版社

島根県土木部
土木総務課 建設産業対策室
ＴＥＬ：０８５２−２２−５１８５
ＦＡＸ：０８５２−２２−５７８２
ＵＲＬ：http://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu̲sangyo/
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