建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
（令和元年６月５日成立、６月12日公布）
（令和元年法律第三十号）
背景・必要性
１．建設業の働き方改革の促進
○ 長時間労働が常態化する中、その是正等が急務。
※ 働き方改革関連法（2018年6月29日成立）による改正労働基準法に基づき、
建設業では、2024年度から時間外労働の上限規制（罰則付き）が適用開始。

＜時間外労働の上限規制＞

２．建設現場の生産性の向上

３．持続可能な事業環境の確保

○ 現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、 ○ 地方部を中心に事業者が減少し、
限りある人材の有効活用と若者の入職促進による
後継者難が重要な経営課題となる
将来の担い手の確保が急務。
中、今後も「守り手」として活躍し続
けやすい環境整備が必要。
＜年齢構成別の技能者数＞

✓原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
✓特別条項でも上回ることの出来ないもの：
・年７２０時間（月平均６０時間）
・２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内
・単月１００時間未満
・月４５時間を上回る月は年６回を上限

法案の概要
１．建設業の働き方改革の促進

２．建設現場の生産性の向上

＜元請の監理技術者＞

＜下請の主任技術者＞

（１）長時間労働の是正 （工期の適正化等）
（１）限りある人材の有効活用と若者の入職促進
■ 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告。 ■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。
また、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反 （ⅰ）元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創
者には国土交通大臣等から勧告等を実施。
設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認。
■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平 （ⅱ）下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の
要件を満たす場合は設置を不要化。
準化のための方策を講ずることを努力義務化。
（２）建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
（２）現場の処遇改善
■ 建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入を要件化。■ 建設業者が工場製品等の資材の積極活用を通じて生産性を向上できるよう、
資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、
■ 下請代金のうち、労務費相当分については現金払い。
国土交通大臣等は、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築。
３．持続可能な事業環境の確保
■ 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化（※）。
※ 建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、
今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。

■ 合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築。

１.建設業の働き方改革の促進
長時間労働の是正
中央建設業審議会が工期に関する基準を作成

注文者

通常必要と認められる期間
に比して著しく短い工期に
よる請負契約の締結を禁止
・違反した場合、勧告
・従わないときは、その旨を
公表

建設業者

実施を勧告
工期も含む見積書を交付

工事を施工しない日や時間帯の定め
をするときには契約書面に明記

＜参考＞
建設業の働き方改革のた
めの関係省庁連絡会議
において、「建設工事にお
ける適正な工期設定等の
ためのガイドライン」を策
定し、関係省庁に要請。

工程の細目を明らか
にし、工種ごとの作業
及びその準備に必要
な日数を見積り

※建設業者の場合は監督処分

平準化

処遇改善

＜入契法にて措置＞

入札契約適正化指針に公共発注者が取り組むべき事項とし
て、工期の確保や施工時期の平準化を明記（※）
（※）公共団体等に対する努力義務。地方自治体への要請が可能となる。
建設工事の月別推移
（百万円）

国

都道府県

下請代金のうち
労務費相当分を
現金払

下請代金のうち労務費相当分について現金払
下請労働者の処遇改善
元請
支払手段に関する回答結果

一次下請

毎月の給与
（法定福利費含む）の支払い

二次下請

市区町村

技能者

8.6%

800,000

少なくとも労務費相当分は
現金で支払い、残りは手
形で支払っている

15.0%
76.3%

適正な賃金水準や社会保険
加入のための原資を確保

全額現金で支払っている

その他

出典：国土交通省「平成30年度下請取引実態調査」

600,000

下請の建設企業も含め社会保険加
入を徹底するため、社会保険に未
加入の建設企業は建設業の許可・
更新を認めない仕組みを構築
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出典：建設総合統計 出来高ベース（全国）

不良・不適格業者の排除
や公正な競争を促進

＜３保険＞

企業別

2%

1%

３保険加入
３保険いずれ
か加入

97%

未加入
※「未加入」には、関係法令上社会
保険の 加入義務のないケースも含
んでいる。

出典： 農水省、国交省「公共事業労務費調査」

※省令事項として位置付け

２.建設現場の生産性の向上
限りある人材の有効活用と若者の入職促進
下請

元請

○専門工事一括管理施工制度の創設

○監理技術者の専任緩和

監理技術者補佐を専任で置いた場合は、元請の監理技術者の
複数現場の兼任を可能とする

○元請の監理技術者を補佐する制度の創設
技術検定試験を学科と実地を加味した第１次と第２次検定に再編成。
第１次検定の合格者に技士補の資格を付与。
若者の現場での早期活躍、入職促進

以下の要件を満たす場合、下請の主任技術者の設置を不要とする：
・一式以外の一定の金額未満の下請工事
・元請負人が注文者の承諾と下請建設業者の合意を得る
・更なる下請契約は禁止
一定の指導監督的な実務の経験を有する者を
専任で配置

※監理技術者補佐の要件は、
主任技術者の要件を満た
す者のうち、１級技士補を
有する者を想定

＜現行制度＞
監理技術者もしくは主任技術者は、請負金額が３，５００万円（建築一式工事の
場合は７，０００万円）以上の工事については、工事現場毎に専任が必要。

主任技術者の設置を不要化

※適用対象は、施工技術が画一的で、技術上の管理の
効率化を図る必要がある工種に限定

建設工事の施工の効率化の促進
建設生産物に、資材に起因した不具合が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、再発防止のため、建設資材製造業者に対して改善
勧告等ができる仕組みを構築し、建設資材の活用促進に向けた環境を整備
建設生産物の納入

建設資材の納入

建設資材製造業者

建設業者
再発防止の指示

再発防止のための勧告等

発注者

（例）危険な建物を建築、公衆に危害

許可行政庁
（国土交通省、都道府県）

建設資材製造品の積極活用を通じた生産性の向上

落橋防止装置等の溶接不良
（平成２７年１２月２２日 落橋防止装置等の溶接不良に
関する有識者委員会中間報告書）

【事案概要】
耐震補強工事に使用された落橋防止装置等の部
材（約150基のうち、調査を行った80基の約７割にあた
る58基）に、溶接不良による亀裂を発見
落橋防止装置 ・変位制限装置→

落橋防止装置

落橋防止装置
変位制限装置

変位制限装置

３.持続可能な事業環境の確保

等

経営業務管理責任者に関する規制の合理化
・建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいる
ことを必要とする規定を廃止
・下請の建設企業も含め社会保険加入を徹底するため、
社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可・更新
を認めない仕組みを構築（再掲）
【現行の許可制度の要件】

円滑な事業承継制度の創設
合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより
円滑に事業承継できる仕組みを構築。
許可の空白期間なく事業承継が可能に

＜現行＞
許可
行政庁

合併を予定している会社と
の事前打合せ

会社Ａに
係る許可

会社
Ａ

（１）経営の安定性

失
効

経営能力 （経営業務管理責任者）
事業者全体として適切な経営管理責任体制を有すること

会社
Ｂ

財産的基礎
（請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用）

（３）適格性
誠実性
（役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除）

その他改正事項
工期等に影響を及ぼすおそれがある事象に関する情報の提供

新
会
社

申 会社Ａの許可
に係る工事
請 はできない

許
可
取
得

新会社に係る
許可（会社Ａ、
Ｂが有していた
許可）

会社Ｂに係る許可

合併効力の発生

（２）技術力
業種ごとの技術力 （営業所専任技術者）

許可行政庁による手続き
（１～４ヶ月程度）

（合併登記日又は合併契約の効力発生日）

＜改正後＞
事前認可の
手続き

新
会
社

新会社に係る許可
（会社Ａ、Ｂが有していた許可）

※個人事業主の承継についても同様の規定を整備

建設業許可証掲示義務緩和
工事現場における下請業者の建設業許可証掲示義務を緩和

工事現場におけるリスク発生時の手戻りを減少させるため、注文者が施工上の
リスクに関する事前の情報提供を行う

施工技術の確保

不利益取扱いの禁止

災害時における建設業者団体の責務

元請負人がその義務に違反した場合に、下請負人がその事実を許可権者等に
知らせたことを理由とした不利益な取扱いを禁止

迅速な災害復旧の実現のため、建設業者と地方公共団体等との連絡調整等、
災害時における公共との連携の努力義務化

建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術等の向上の努力義務化

