
建設業法の法令遵守について 

平成29年1月30日 

建設工事の入札契約制度等に関する説明会 



 

１ 建設業法の概要 



○ 第一の目的   建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること。 
○ 第二の目的   建設業の健全な発達を促進すること。 

 

① 受注産業  
 ⇒ 一品ごとの注文生産であり、あらかじめ品質を確認できない 

② 移動産業 

 ⇒ 機械や労働力の能率的な使用が難しい 

③ 屋外産業 

 ⇒ 気象天候の影響を大きく受ける 

④ 総合産業 

 ⇒ 他の各種産業と密接に結びついている 

 ⇒ 長期間、不特定多数の業者が施工に関与する（下請が多く重層的） 

建設生産物の特性（他の産業には見られない特殊性） 

 
 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等
を図ることによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとと
もに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること
を目的とする 

建設業法第１条（目的） 

 建設業法の目的 
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建設業の許可を要するもの 

監督処分 

請負契約の適正化 

建設業の許可を 

要しないもの 

技術者制度 

500万円未満の建設工事 
 
 

（建築一式工事については、
1500万円未満又は150㎡未満
の木造住宅工事） 

500万円未満の建設工事 
 
 

（建築一式工事については、
1500万円未満又は150㎡未満
の木造住宅工事） 

許可制度 

紛争の処理 経営事項審査 

   

特定建設業許可 
（4,000万円※1以上の 

下請契約を結ぶ工事） 

特定建設業許可 
（4,000万円※1以上の 

下請契約を結ぶ工事） 

一般建設業許可 
（特定建設業以外） 

一般建設業許可 
（特定建設業以外） 

国土交
通大臣
許可 

 

（2以上の
都道府県
に営業所
を設置） 

国土交
通大臣
許可 

 

（2以上の
都道府県
に営業所
を設置） 

２９業種 
（土木工事・建築工事等） 

   
許可の要件 

経営業務管理責任者の設置 
（許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務
の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置
かなければならない） 

経営業務管理責任者の設置 
（許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務
の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置
かなければならない） 

営業所専任技術者の設置 
（営業所ごとに、技術検定等の試験に合格した技術者
等を置かなければならない） 

営業所専任技術者の設置 
（営業所ごとに、技術検定等の試験に合格した技術者
等を置かなければならない） 

その他、財産的基礎を有していること  等 その他、財産的基礎を有していること  等 

主任技術者の設置 
（全ての建設工事） 
主任技術者の設置 
（全ての建設工事） 

監理技術者の設置 
（4,000万円※1以上の 

下請契約を結ぶ工事） 

監理技術者の設置 
（4,000万円※1以上の 

下請契約を結ぶ工事） 

技術者の 

専任配置 
 

（公共性のあ 

る又は多数 

の者が利用 

する施設・工 

作物に関する 

重要な工事を 

行う場合） 

技術者の 

専任配置 
 

（公共性のあ 

る又は多数 

の者が利用 

する施設・工 

作物に関する 

重要な工事を 

行う場合） 

都道府
県知事
許可 

 

（1の都道
府県のみ
に営業所
を設置） 

都道府
県知事
許可 

 

（1の都道
府県のみ
に営業所
を設置） 

監理技術者資
格者証保持者
の 

選任 

（公共性のある又は
多数の者が利用する
施設・工作物に関する
工事を行う場合） 

 

監理技術者資
格者証保持者
の 

選任 

（公共性のある又は
多数の者が利用する
施設・工作物に関する
工事を行う場合） 

 

建設工事の適正
な施工の確保 

経営に関する客観的事項の審査 
（公共工事の入札に参加しようとする建設業者） 

経営に関する客観的事項の審査 
（公共工事の入札に参加しようとする建設業者） 

①経営規模 

②経営状況 

③技術力 

④その他 

①経営規模 

②経営状況 

③技術力 

④その他 

法令遵守の実効性を確保するため 

不適格な者に対する処分 
（請負契約に関し不誠実な行為・一括下請負 等） 

法令遵守の実効性を確保するため 

不適格な者に対する処分 
（請負契約に関し不誠実な行為・一括下請負 等） 

○請負契約の片務性の改善 

○下請負人保護の徹底 

○請負契約の片務性の改善 

○下請負人保護の徹底 

※ 許可を有さない者に対しても処分可能 

公正な請負契約の締結義務 

請負契約の書面締結義務 
等 

公正な請負契約の締結義務 

請負契約の書面締結義務 
等 

①指示処分 

②営業停止処分 

③許可取消処分 

④罰則の適用 

①指示処分 

②営業停止処分 

③許可取消処分 

④罰則の適用 

①あっせん 

②調停 

③仲裁 

①あっせん 

②調停 

③仲裁 

建設工事紛争審査会 
（建設工事の請負契約に関する紛争の処理のため、国土交
通省及び都道府県に設置）（裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ）） 

建設工事紛争審査会 
（建設工事の請負契約に関する紛争の処理のため、国土交
通省及び都道府県に設置）（裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ）） 

 建設業法の概要 

※1… 建築一式工事業の場合は、6,000万
円 

近畿地方整備局 
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 建設業許可制度 

○建設業を営もうとする者の資質の向上を図るためには、施工能力、資力、
信用がある者に限り、その営業を認める制度が必要 

○建設業法においては、「軽微な建設工事（※）」のみを請け負うことを営業
とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければ
ならない 

建設業の許可制度 

※軽微な建設工事とは、請負契約の額が500万円に満たない建設工事（建築一式工事に
あっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事）を
いう 

 「建設工事の請負契約」＝ 契約の形態や名称を問わず、報酬を得て、建設工事 
             の完成を目的として締結する契約 
 

 ☞建設工事にあたらないもの 
 ①草刈り、除雪、路面清掃などの作業  ②建設機械や仮設材などの賃貸借 
 ③保守点検のみの委託契約  ④工作物の設計業務  ⑤地質調査、測量調査などの業務 
 ⑥警備業務（交通誘導員）  ⑦資材等の売買   など 

 

建設工事の請負契約とは 
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 建設工事の種類と許可業種 

建設業の許可は、建設業法別表第一の上欄に掲げる 「土木一式工事」「建築一式
工事」「とび・土工・コンクリート工事」など、２９の建設工事の種類ごとに、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる業種に分けて与えるものとされている。 

  建設工事の種類 建設業の許可業種   建設工事の種類 建設業の許可業種 

  (建設業法別表第一上欄） (建設業法別表第一下欄）   (建設業法別表第一上欄） (建設業法別表第一下欄） 

1  土木一式工事  土木工事業 16  ガラス工事  ガラス工事業 

2  建築一式工事  建築工事業 17  塗装工事  塗装工事業 

3  大工工事  大工工事業 18  防水工事  防水工事業 

4  左官工事  左官工事業 19  内装仕上工事  内装仕上工事業 

5  とび・土工・コンクリート工事  とび・土工工事業 20  機械器具設置工事  機械器具設置工事業 

6  石工事  石工事業 21  熱絶縁工事  熱絶縁工事業 

7  屋根工事  屋根工事業 22  電気通信工事  電気通信工事業 

8  電気工事  電気工事業 23  造園工事  造園工事業 

9  管工事  管工事業 24  さく井工事  さく井工事業 

10  タイル・れんが・ブロック工事 
 タイル・れんが・ブロック工事
業 25  建具工事  建具工事業 

11  鋼構造物工事  鋼構造物工事業 26  水道施設工事  水道施設工事業 

12  鉄筋工事  鉄筋工事業 27  消防施設工事  消防施設工事業 

13  舗装工事  舗装工事業 28  清掃施設工事  清掃施設工事業 

14  しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業 29  解体工事  解体工事業 

15  板金工事  板金工事業       

※「解体工事業」は、平成28年6月1日付けで新しく工種として追加されました。 
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軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、 

建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可が必要 

建設業法上では、まずは一般建設業の許可が必要である旨を規定し、さらに‥‥‥ 

発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円） 
以上を下請契約して工事を施工する者は特定建設業の許可が必要 

特定建設業 

一般建設業 

二次下請E 

工事請負契約 

e 円 

一次下請Ｂ 

工事請負契約 

b 円 

一次下請C 

工事請負契約 

c 円 

元請Ａ 

発注者 

発注者から直接工事を請け負う者 

4,000万円以上になる場合、特定建設業の許可が必要です。 

元請Ａ の締結する                                 が                    一次下請との下請契約の総額（b＋c＋d）円 

建設工事に該当しないため、判断の対象外 

※建築一式の場合は、4,000万円以上を6,000万円に読み替える。 

ポイント 【特定建設業が必要な場合】 

一次下請D 

工事請負契約 

d 円 

測量業者G 

測量委託契約 

g 円 

警備業者H 

警備委託契約 

h 円 

三次下請F 

工事請負契約 

f 円 

資材業者I 

資材売買契約 

i 円 

近畿地方整備局 
 一般建設業と特定建設業 
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営業所の技術者 

•営業所ごとに専任（常勤して専ら職務に従事することを要する） 

•継続的な雇用関係（出向社員可） 

•建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために設置 

主任技術者 

•現場ごとに配置 

•直接的かつ恒常的な雇用関係（出向社員は原則不可） 

•許可業者は、全ての建設工事に配置する義務がある 

•施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監
督を行う 

• 請負契約の額が3500万円（建築一式工事は7000万円）以上で、公共性のある又は多数の者が利用す
る施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は「専任」義務がある 

監理技術者 

•現場ごとに配置 

•直接的かつ恒常的な雇用関係（出向社員は原則不可） 

•下請負契約の総額が4000万円（建築一式工事は6000万円）以上の場合、主任技術者に代えて配置 

• 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工の従事する者の技術上の指導監
督を行う 

• 請負契約の額が3500万円（建築一式工事は7000万円）以上で、公共性のある又は多数の者が利用す
る施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は「専任」義務がある 

近畿地方整備局 
 建設業法における技術者 
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 建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験
を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。  （建設業法第26条） 

主任技術者 

①1級・2級の国家資格者  ②実務経験者 

 建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、
請負代金の額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工
事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置か
なければなりません。                           
※500万円未満の工事であっても、建設業者（許可業者）
で あれば、主任技術者の配置が必要です。 

ま
た
は 

１級の国家資格者 等 

監理技術者 

発注者から直接工事を請け負い（元請）、かつ、4,000万
円（建築一式の場合は6,000万円）以上を下請契約を締
結して施工する場合は、主任技術者に代えて、監理技
術者を置かなければなりません。 

現場技術者の配置例 発注者 

Ａ社＋B社＋C社 
≧4,000万円（建築一式6,000万円） 監理技術者 
＜4,000万円（建築一式6,000万円） 主任技術者 

Ｂ社（許可あり） 

主任技術者 

Ｅ社（許可なし） 

必要なし 

Ａ社（許可あり） 

主任技術者 

Ｄ社（許可あり） 

主任技術者 

Ｃ社（許可あり） 

主任技術者 

元   請 

一次下請 

二次下請 

近畿地方整備局 
 工事現場に配置する技術者① 
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 主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要と
されています。したがって、以下のような技術者の配置は認められません。 

①直接的な雇用関係を有していない場合（在籍出向者や派遣社員など） 
②恒常的な雇用関係を有していない場合（一つの工事の期間のみの短期雇用） 

雇用関係 

 特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から
直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設
業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合であって入札の
申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合に
あっては見積書の提出のあった日）以前に当該建設業者と3ヵ月以上の
雇用関係にあることが必要です。 
 恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日
若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確

認できることが必要です。 建設業者 

直接的かつ 

恒常的な雇用関
係 

主任技術者 

監理技術者 

  

主任技術者から監理技術者への変更 

 当初は主任技術者を配置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途
中で下請契約の請負代金の額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業
者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければ
なりません。 
 ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、
当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。 

近畿地方整備局 

【当初の請負契約】 
 

請負金額 6,000万円 

下請金額 3,700万円 

  主任技術者 

【変更後の請負契約】 
 

請負金額 7,000万円 

下請金額 4,400万円 

   監理技術者 

変更 

※施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、建設工事
の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、慎重かつ必要最小限とする
必要がある。 

 工事現場に配置する技術者② 
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 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設
工事で、工事一件の請負金額が 3，500万円（建築一式工事の場合は7，000万円）以上のものについて
は、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなり
ません。なお、工事現場ごとに置く専任の技術者の配置は、下請工事であっても必要です。 
                                              （建設業法第26条第3項） 

◆公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設
工事 
◆請負代金の額が3，500万円（建築一式工事は7，000万円）以上の個人住宅を除くほとんどの工事 
                               ※いわゆる民間工事も含まれます。 

※「工事現場ごとに専任」とは、 

 他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時、継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従
事していることをいいます。したがって、「営業所の専任技術者」との兼任はできません。 

◆営業所の専任技術者との 
 兼任不可 
◆原則、他の工事現場との 
 兼任不可 

 【注意】 
「営業所の専任技術者」は、現場の専任を要する主任技
術者又は監理技術者になることができないことに注意! 
 「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート（工法の検
討、注文者への技術的な説明、見積等）を行うことが職務ですから、所属営業所に
常勤していることが原則です。 
 例外的に、技術者の専任性が求められない工事であって、①当該営業所で契約締
結した建設工事で、②当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現
場で、③当該営業所と常時連絡が取れる状態である場合には、兼務することができ
ます (全ての要件を満たすことが必要）。 

工事現場ごとに置く専任の技術者 

近畿地方整備局 
 専任の監理技術者・主任技術者が必要な工事 
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一級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者
二級国家資格者

実務経験者

技術者の
現場専任

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事＊２であって、請負金額が３，５００万円＊３以上となる工事

監理技術者
資格者証
の必要性

必要 必要なし 必要 必要なし

4,000万円＊１

以上は契約
できない

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度

工事現場に
置くべき技術者

監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者

技術者の
資格要件

一級国家資格者

国土交通大臣
特別認定者

一級国家資格者
二級国家資格者

実務経験者

元請工事における
下請金額合計

4,000万円＊１

以上
4,000万円＊１

未満

4,000万円＊１

以上は契約
できない

4,000万円＊１

以上
4,000万円＊１

未満

許可を受けている
業種

　　　　 指定建設業（７業種）

土木一式、建築一式、管、鋼構造物、舗
装、電気、造園

　　　その他（左記以外の２２業種）
大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋
根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゆんせ
つ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械
器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水
道施設、消防施設、清掃施設、解体

許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業

技術者の資格一覧表 

＊１：建築一式工事の場合６,０００万円 
＊２：①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事、②鉄道、軌道、    
索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、
漁港施設、運河、上水道又は下水道、電気事業用施設、ガス事業用施設に関する建設工事、③石
油パイプライン事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、放送の用に供する施設、学校、図
書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、
と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル
又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教
会、工場、ドック又は倉庫、展望塔のいずれかに該当する建設工事（建設業法施行令第２７条第
1項） 
＊３：建築一式工事の場合7,０００万円 

専門技術者の配置とは 

土木工事業や建築工事業の業者が、土木一
式工事又は建築一式工事を施工する場合（元
請）、これらの一式工事の中に他の専門工事
も含まれている場合には、それぞれの専門工
事について主任技術者の資格を持っている者
（専門技術者）を工事現場に置かなければな
りません。 （建設業法第26条の2第1項） 
 このため、土木一式工事又は建築一式工事
を受注してその中で併せて専門工事も施工す
る建設業者は、 

一式工事の主任技術者又は監理技術者
が、その専門工事について、主任技術者
の資格持っている場合、その者が専門技
術者を兼ねる 

一式工事の主任技術者又は監理技術者
とは別に、同じ会社の中で、他にその専
門工事について主任技術者の資格を持っ
ている者を専門技術者として配置する 

その専門工事について建設業の許可を
受けている専門工事業者に下請けする 

のいずれかを選ばなければなりません。 
 また、建設業者は、許可を受けた建設業の
建設工事に附帯する他の建設工事（いわゆ
る附帯工事）をすることができますが、その場
合も、当該附帯工事に関する専門技術者を
置かなければなりません。自ら施工しない場
合には、当該附帯工事（軽微な建設工事は除
く。）に係る建設業の許可を受けた建設業者
に当該工事を施工させなければなりません。  
（建設業法第26条の2第2項） 

 技術者の資格一覧表 
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 特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総
額が4,000万円（建築一式工事:6,000万円）以上になる場合は、施工体制台帳及び施工体系図を
作成することが義務付けられています。（建設業法第24条の7） 
 施工体制台帳は、下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業
者の技術者氏名等を記載した台帳のことをいいます。 
 平成27年4月1日以降に契約する公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施

工体制台帳を作成しなければなりません。 
 
 作成する目的 
  施工体制台帳の作成を通じて元請業者に現場の施工体制を把握させることで、 
 ①品質・工程・安全管理などの施工上のトラブルの発生 
 ②不良・不適格業者の参入、建設業法違反（一括下請負など） 
 ③安易な重層下請による生産効率低下 
 を防止する目的 
 
 施工体制台帳の提出、保存 
  工事中は現場に備え付け、工事完了後は5年間保存 
  公共工事においては発注者への提出義務あり 
 
 施工体制台帳への記載内容 
  工事の内容と建設業許可、配置技術者の氏名と資格、請負契約関係、社会保険加入状況 等 
 
 添付書類 
  発注者との契約書、下請契約書、技術者の資格や雇用関係を証する書類 

 施工体制台帳及び施工体系図 
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２ 建設業法の最近の改正 



 【法改正】平成28年6月1日からの変更内容① 
近畿地方整備局 

 業種区分について「解体工事」の新設 
 解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となりました。 
 解体工事業の新設に伴う経過措置があります。 
   （既に「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を得ている業者は、平成31年5月 
   31日までは引き続き解体工事を請け負うことができる等） 

 とび・土工・コンクリート工事業の「建設工事の内容」から「工作物解体工事」の削
除されました。 

 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が統合 

 「とび・土工・コンクリート工事」に係る技術者要件の追加 

 監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されました。 

 基礎ぐい工事に係る技術者の技術力向上の観点から、国土交通大臣の登録を
受けた基礎ぐい工事に係る民間資格（基礎施工士）が追加されました。 
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 【法改正】平成28年6月1日からの変更内容② 
近畿地方整備局 

1. 特定建設業許可が必要となる下請契約の請負代金額の下限についても同様に
引き上げられました。 

2. 民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の
下限についても同様に引き上げられました。 

許可の種類 特定建設業 一般建設業 

元請工事に 
おける 

下請金額合計 

建築一式工事 
以外 

 3,000万円以上 
 ⇒ 4,000万円以上 

 3,000万円未満 
 ⇒ 4,000万円未満 

 3,000万円以上 
  ⇒ 4,000万円以上 
     は、契約できない 

建築一式工事 
 4,500万円以上 
 ⇒ 6,000万円以上 

 4,500万円未満 
 ⇒ 6,000万円未満 

 4,500万円以上 
  ⇒ 6,000万円以上 
     は、契約できない 

工事現場に置くべき技術者 監理技術者 主任技術者 

施工体制台帳 
及び 

施工体系図 

民間工事 必要 不要 

公共工事 H27.4.1以降に契約した公共工事は、下請契約を行った時点で作成必要 

 監理技術者の配置が必要となる金額要件が緩和されました 
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３ 一括下請負の禁止 

  



工事の一括下請負（丸投げ） 

 工事の一括下請負（丸投げ）とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的
に関与を行わず、下請負人にその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをい
います。 建設業法では、これを「一括下請負」と呼び、原則として禁止しています。 

一括下請負とは 

発  注  者 

元 請 負 人 

一次下請負人 

二次下請負人 

下請契約 

下請契約 

一括して人に請け
負わせてはいけま
せん。 
（第22条第1項） 

一括して人から請
け負ってはいけま
せん。 
（第22条第2項） 

下請負間でも
一括下請負
は 
禁止！ 

         一括下請負は、公共工事については全面禁止！ 
                                 民間工事についても原則禁止！ 

●請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一
括して他の業者に請け負わせる場合 

●請け負った建設工事の一部分であって、他の部分か
ら独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括し
て他の業者に請け負わせる場合であって、請け負わせ
た側がその下請工事の施工に実質的に関与していると
認められないものが該当します。 

●一括下請は、公共工事については、全面禁止されています。 

●民間工事は、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。 

  なお、平成18年の法改正により、一定の民間工事（多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事）についても一
括下請が全面禁止されることとなりました。 

近畿地方整備局 
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「実質的に関与」とは 

• 請負人が自ら①「施工計画の作成」、②「工程管理」、③「品質管理」、
④「安全管理」、⑤「技術的指導」等を行うこと 

 

 その具体的な判断基準については、発注者から直接請け負う元請の建設業者 

 と、それ以外の下請の建設業者ごとに、平成28年10月14日付け国土建第 

 276号「一括下請負の禁止について」に掲載 

    

（国土交通省ホームページ アドレス）   

（http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000453.html） 
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②下請（①以外の者）が果たすべき役割  ①元請(発注者から直接請け負った者)が果たすべき役割 

施工計画の 
作成 

○請け負った建設工事全体の施工計画書等の
作成 
○下請負人の作成した施工要領書等の確認 
○設計変更等に応じた施工計画書等の修正 

工程管理 
○請け負った建設工事全体の進捗確認 
○下請負人間の工程調整 

品質管理 
○請け負った建設工事全体に関する下請負人 

からの施工報告の確認、必要に応じた立会
確認 

安全管理 
○安全確保のための協議組織の設置及び運営、 

作業場所の巡視等請け負った建設工事全体
の労働安全衛生法に基づく措置 

技術的指導 
○請け負った建設工事全体における主任技術
者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 

○現場作業に係る実地の総括的技術指導 

その他 

○発注者等との協議・調整 
○下請負人からの協議事項への判断・対応 
○請け負った建設工事全体のコスト管理 
○近隣住民への説明 

施工計画の 
作成 

○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等
の作成 

○下請負人が作成した施工要領書等の確認 

○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修
正 

工程管理 ○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認 

品質管理 
○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認（原
則） 

○元請負人への施工報告 

安全管理 
○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負っ
た範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づ
く措置 

技術的指導 
○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置
等法令遵守 

○現場作業に係る実地の技術指導※ 

その他 

○元請負人との協議 
○下請負人からの協議事項への判断・対応※ 
○元請負人等の判断を踏まえた現場調整 
○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理 
○施工確保のための下請負人調整 

⇒ 元請は、以上の事項を全て行うことが求められる ⇒ 下請は、以上の事項を主として行うことが求められる 

○   基本問題小委員会の中間とりまとめ（平成28年6月22日）において、実質的に施工に携わらない企
業を施工体制から排除するため、一括下請負の判断基準を明確化すべきと提言された。 

 

⇒   一括下請負の判断基準として、元請・下請それぞれが果たすべき役割を以下のとおり具体的に定
め、平成28年10月14日に通知を発出。（建設業団体、都道府県・政令市、主要発注機関宛） 

一括下請負禁止の明確化について（H28.10.14通知） 
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近畿地方整備局 


