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発 刊 の こ と ば

　平成２５年度は公共工事設計労務単価の大幅な引上げや社会保険等未加入対策など、

長年に亘り求めてきたことが現実となって動き始めた年となりました。そして今年度

は、平成２４年度補正を含む１５ヵ月予算ということで実質的に全体の工事量も増加し、

建設産業にとりましては明るい年となりました。しかし、長年続いた公共事業予算の

抑制や、日本経済の低迷により、減り続けてきた建設技術者や建設技能者の課題が、

工事量が増える中で大きな問題として浮かび上がってきています。工事入札の不調や

工事施工が計画通りに進められないといった影響が出てきているのも現実ですし、特

に我々建設専門工事業においては工事量の減少に伴い技能者の減少が著しく進んでい

ることから、人手不足感が強く現れています。

　公共工事設計労務単価が引上げられたとはいえ、まだまだ十分な水準とはいえず、

先が見通せない中で実質では賃金の引上げも出来ない企業も多く、若者の入職も減少

しています。入職しても仕事を覚える間もなく離職してしまうといった大きな課題を

抱えており、産業としての魅力が失われ、危機的状況が続いているのが実態です。

　現在の最大の課題は、今後、将来に向けた人材の育成、技能の伝承、魅力ある産業

として発展をしていけるのかです。震災などの大災害が頻発する中で、安全・安心な

社会の構築、さらに社会資本等の老朽化対策、長寿命化が求められているわけですが、

それらをささえる建設産業は長年続いた公共投資の抑制により体力も失われている実

態の中で、もはや建設産業界の努力だけでは解決できないところまできており、国民

の理解と、政治・行政の支援なくしては、もはや改善できない状況であると思ってい

ます。

　建設現場で実際に施工に携わる我々専門工事業の実態に則した適切な積算と発注、

適切な元下関係に向けて指導、改善していただくべき課題はまだまだ多く存在してお

ります。そして、公共工事設計労務単価のさらなる引上げは、技能者の育成や雇用環

境の改善、業界の健全化、イメージアップのためにも必要であると考えております。

長年に亘り私どもが発してきている課題、問題点につきましては、発注者の皆さま方

からもご理解をいただいてきていると感じてはおりますが、さらに一つひとつの問題

に対し、さらなる改善に向けてご支援を賜りたいと思いますし、私どもも建設産業界

の健全化、さらには地域経済、社会全体の将来のためにも、さらに声を出し、関係者

の皆さま方と一緒に考え、私どもでできることは積極的に取り組んでまいりたいと思

います。

　今回取りまとめました専門工事業実態調査の結果におきます内容につきましては、

ぜひ多くの関係者の皆さま方からもご覧をいただいて、一層のご理解とご支援、ご協

力をいただければと思っております。

　最後に、このたびのアンケート調査におきましては、会員団体及び各団体所属の多

くの企業の皆さまからご協力を賜りましたことに対し、深く感謝申し上げます。

一般社団法人　新潟県建設専門工事業団体連合会

会　長　阪　田　忠　勇
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建　　専　　連

☆　回答事業所の受注形態は１次下請が６９.５％、２次下請が２０.８％、３次下請が４.８％。年間売上で

は、５千万円以下の企業が前回より２.５ポイント減って２５.４％に、１億円以下を合わせると回答企

業の４４.５％となり、前回より１.９ポイント減り、年々減ってきており、増えているのは３億円以下

の企業で前年と比べて０.７ポイント、前々回と比べると３.２ポイント増えて３４.８％となった。また、

従業員数が１０人以下の事業所は前回を０.８ポイント増えて６０.２％。１５人以下では前回を０.８ポイン

ト減って７４.２％となった。１７年前の調査と比べると１５人以下は１５ポイントも増えており、各企業

の従業員数の減少が顕著に表れている。

 

―１―

第２９回 建 設 専 門 工 事 業 ア ン ケ ー ト

調査対象　　　　５００社

回 答 数　　　　２９９社　（５９.８％）　　　　平成２５年１０月調査

企業の概況について

１．貴事業所は専門工事業を営んでおられますが、次のケースについてお尋ねします。

　Ａ．元請建設業者から受注する時、概ね次のどのケースか割合をご記入ください。

前 々 回前　　回

６８.３ ％７０.４ ％６９.５ ％イ．第１次下請

２１.７ ％２１.７ ％２０.８ ％ロ．第２次下請

５.０ ％４.４ ％４.８ ％ハ．第３次下請

５.０ ％３.５ ％４.９ ％ニ．その他

１次下請
69.5％

２次下請
20.8％

その他
4.9％

３次下請
4.8％

受注形態
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―２―

２．貴事業所の従業員数をお尋ねします。

　　うち技能士、女性現場労働者は何人いますか。

女性現場
労働者数

技能士数
前 々 回前　　回

２　級１　級

０.１人０.５人１.０人３３.５ ％３０.８ ％３６.８ ％　１人～　５人

０.１人１.０人２.６人２５.３ ％２８.６ ％２３.４ ％　６人～　１０人

０.１人１.２人４.０人１６.１ ％１５.６ ％１４.０ ％　１１人～　１５人

０.３人２.３人４.５人７.０ ％９.１ ％７.７ ％　１６人～　２０人

１.３人２.４人７.２人１０.８ ％７.５ ％９.７ ％　２１人～　３０人

０.４人１.８人８.２人４.４ ％４.５ ％５.７ ％　３１人～　５０人

５.３人４.３人１.６ ％１.９ ％１.０ ％　５１人～１００人

１３.５人１８.５人０.３ ％０.６ ％０.７ ％１０１人～２００人

０.３ ％２０１人以上

０.６ ％１.３ ％１.０ ％無回答

※　技能士とは技能検定に合格し、技能資格（１級、２級）を有している者

１～５人
36.8％

６～10人
23.4％

11～15人
14.0％

１億円以下
19.1％

３億円以下
34.8％

16～20人 7.7％

５億円以下 8.4％
８億円以下 3.7％ 10億円以下 1.3％

15億円以下 1.7％ 20億円以上 3.7％

20億円以下 0.3％

31～50人 5.7％
51人～100人 1.0％

21～30人 9.7％

従 業 員

売 上 高

企業規模

無回答 1.7％

101～200人 0.7％

５千万円以下
 25.4％

無回答 1.0％

　Ｂ．貴事業所の前年度年間売上高はどのくらいですか。

前 々 回前　　回

３０.４ ％２７.９ ％２５.４ ％ ５千万円以下

１９.０ ％１８.５ ％１９.１ ％ １億円以下

３１.６ ％３４.１ ％３４.８ ％ ３億円以下

５.４ ％７.５ ％８.４ ％ ５億円以下

６.０ ％４.９ ％３.７ ％ ８億円以下

１.９ ％１.３ ％１.３ ％１０億円以下

１.３ ％２.３ ％１.７ ％１５億円以下

０.９ ％０.３ ％０.３ ％２０億円以下

２.２ ％２.６ ％３.７ ％２０億円以上

１.３ ％０.６ ％１.７ ％無回答
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☆　従業員の年齢構成のうち、２割以上の多い順で３０才代が２３.８％（前回比０.９ポイント減）、４０才代

２３.１％（同０.１ポイント増）、５０才代２０.４％（同２.１ポイント減）で、合わせて６７.３％で７割を下回っ

た。６０才代は前回を１.８ポイント上回り１７.０％と年々増えている。２０才代は同０.８ポイント増え

１３.６％、１０才代も同０.３ポイント増えて２.１％となった。回答人数合計では、前回より１８２人減の

３７１７人。従業員の過不足では、不足との回答が合わせて前回より１６.８ポイント増え５９.９％となっ

た。新規採用は前回を０.６ポイント増え３１.１％、回答の採用人数は前回を９人下回る１８２人で、中途

者採用が１０２人、新卒採用が８０人。また、退職者数は前回を６.６ポイント上回る４５.２％、人数では２８

人上回る２６０人で、採用人数から退職者を引いた人数は－７８人で前回より３７人マイナスが増えた。

 

―３―

従業員の状況について

２．貴事業所での従業員の過不足についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

６.６ ％１.３ ％１.０ ％イ．余剰ぎみである

１６.５ ％１０.７ ％７.４ ％ロ．充足している

４９.７ ％４２.２ ％２９.１ ％ハ．ほぼ足りている

１５.８ ％２７.９ ％３７.１ ％ニ．１割程度不足である

７.９ ％１２.３ ％１７.１ ％ホ．２～３割程度不足である

１.３ ％２.９ ％５.７ ％ヘ．３割以上不足である

２.２ ％２.６ ％２.７ ％ト．無回答

10.7％ 42.2％ 27.9％ 12.3％

従 業 員

前回

余剰ぎみ
である
1.3％

充足
している ほぼ足りている

１割程度
不足である

２～３割程度
不足である
12.3％

３割以上
不足である
2.9％

無回答 2.6％

今回

2.7％5.7％1.0％

29.1％7.4％ 37.1％ 17.1％

１．貴事業所の従業員の年令構成についてお尋ねします。

６０才代５０才代４０才代３０才代２０才代１０才代

６３１人７５９人８５７人８８４人５０７人７９人

１７.０ ％２０.４ ％２３.１ ％２３.８ ％１３.６ ％２.１ ％

１５.２ ％２２.５ ％２３.０ ％２４.７ ％１２.８ ％１.８ ％前　回

１３.７ ％２４.２ ％２２.９ ％２４.４ ％１３.６ ％１.２ ％前々回

20才代
13.6％

30才代
23.8％

40才代
23.1％

50才代
20.4％

10才代 2.1％

従業員の年齢構成

60才代 17.0％
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―４―

３．貴事業所では今年度新規採用がありましたか。

前 々 回前　　回

２５.６ ％３０.５ ％３１.１ ％イ．あ　る

７３.４ ％６８.２ ％６７.６ ％ロ．な　い

０.９ ％１.３ ％１.３ ％ハ．無回答

　★「イ」と答えた方にお尋ねします。

新　　　　　規　　　　　採　　　　　用

中　　途　　者新　　卒　　者

１０２人（同業者２５、異業者７７）８０人（中卒６、高卒６１、専門卒６、大卒７）１８２人

１４０人（同業者４９、異業者９１）５１人（中卒３、高卒３９、専門卒７、大卒２）１９１人前　回

７３人（同業者３８、異業者３５）６６人（中卒５、高卒４６、専門卒８、大卒７）１３９人前々回

４．過去一年間に中途退職した人がおりますか。

無回答な　　いあ　　　る

２.７ ％５２.２ ％４５.２ ％２６０人

 定年７８、中途１７２、
会社都合１０　　

２.３ ％５９.１ ％３８.６ ％２３２人前　　　回

０.９ ％５２.２ ％４６.８ ％３３１人前　々　回

0
Ｈ６ ７ ８ ９ 10 11 12 16 1813 14 15

-100人

+100人

17

-210人

-13人

-124人

-135人
-197人

-138人

-177人

+81人

-51人 -54人 -101人

-106人

-28人

-93人

23 2422212019 25年度

-76人

-64人

-165人
-192人

-41人

-78人

新規採用者数－退職者数＝の年度別変化

５．当業界に若手労働者が定着できない原因は何だと思いますか。

前々回前　回

（１　位）（１　位）（１　位）賃金が安いイ．

（２　位）（５　位）（２　位）労働時間が長いロ．

（６　位）（４　位）（３　位）作業が汚く格好悪いハ．

（３　位）（２　位）（４　位）作業がきついニ．

（４　位）（６　位）（５　位）他産業と比べて福利厚生が充実していないホ．

（５　位）（３　位）（６　位）休日が少なすぎるヘ．
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☆　休日制度では、月２回週休２日制が４ポイント減り５１.２％、月１回週休２日制は２.８ポイント増

えて１６.４％で、合わせて約７割を占める。完全週休２日制と月３回週休２日制は３.０％で完全週休

２日制は前回より０.６ポイント減った。時々休日出勤があるが前回を１.５ポイント上回り７２.９％、ほ

とんど休日も出勤を含めると７９.９％となる。休めない理由では、元請の問題・都合が７割以上で例

年同様の割合で推移している。

 

―５―

６．従業員の健康診断についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

８９.６ ％９０.９ ％８８.６ ％イ．年一度以上健康診断をしている

９.５ ％７.５ ％７.０ ％ロ．自社で健康診断をしていない

０.９ ％１.６ ％４.３ ％ハ．無回答

就業規則等について

１．貴事業所では労働時間を週４０時間に踏まえた就業規則がありますか。

前 々 回前　　回

７２.５ ％７４.４ ％７２.９ ％イ．あ　る

２７.２ ％２３.１ ％２５.８ ％ロ．な　い

０.３ ％２.６ ％１.２ ％ハ．無回答

２．貴事業所では現在、休日制度をどのように明記していますか。

前 々 回前　　回

１７.１ ％１３.６ ％１６.４ ％イ．月１回　週休２日制（４週５休）

４９.４ ％５５.２ ％５１.２ ％ロ．月２回　週休２日制（４週６休）

４.４ ％２.９ ％３.０ ％ハ．月３回　週休２日制（４週７休）

５.１ ％３.６ ％３.０ ％ニ．完全週休２日制

２２.２ ％２１.４ ％２３.７ ％ホ．その他

　　＊自社年間カレンダーによる　　＊年間休日
　　＊変形労働時間制　　＊変則休日
　　＊日曜のみ　　＊年間８８日以上　　＊年間１０５日
　　＊日曜・祝日のみ
　　＊冬期間調整　　＊１２月～４月週休２日
　　＊仕事、天候の状況により　…ほか

１.９ ％３.２ ％２.７ ％ヘ．無回答

４週５休
16.4％

４週６休
51.2％

その他
23.7％休日制度

４週７休 3.0％

完全週休二日制 3.0％

無回答 2.7％
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―６―

３．貴事業所では、従業員が休日制度通りに休んでいますか。

前 々 回前　　回

２５.６ ％２１.１ ％１８.４ ％イ．きちんと休んでいる

６８.０ ％７１.４ ％７２.９ ％ロ．時々休日出勤がある

５.１ ％５.８ ％７.０ ％ハ．ほとんど休日も出勤している

１.３ ％１.６ ％１.７ ％ニ．無回答

　★「ロ」、「ハ」と答えた方にお尋ねします。

３－ａ．休めない理由は何ですか。

前 々 回前　　回

７０.７ ％７３.４ ％７０.２ ％イ．元請の問題・都合

２２.８ ％２２.８ ％２４.７ ％ロ．自社の問題・都合

５.４ ％３.４ ％５.１ ％ハ．その他

　　＊納期・工期の問題
　　＊天候の問題
　　＊客先の都合
　　＊現場・工程の都合
　　＊時期的に集中　　＊仕事が重なるため

１.２ ％０.４ ％ニ．無回答

４．貴事業所の完全就業時間は次のどれですか。

前 々 回前　　回

１.３ ％１.３ ％２.７ ％イ．６時間

２.５ ％２.６ ％１.７ ％ロ．６時間３０分

３１.６ ％２７.６ ％３５.５ ％ハ．７時間

６３.３ ％６５.６ ％５７.５ ％ニ．７時間３０分以上

０.３ ％ホ．その他

１.３ ％２.６ ％２.７ ％へ．無回答

５．貴事業所では定年退職の規約がありますか。

前 々 回前　　回

６２.３ ％６２.３ ％６１.９ ％イ．あ　る

　　　それは何才ですか。
　　６０才　　（４４.１％）
　　６５才　　（４８.９％）
　　その他　（ ６.４％）

３６.７ ％３６.０ ％３７.５ ％ロ．な　い　

０.９ ％１.６ ％０.７ ％ハ．無回答

�
�
�
�
�
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☆　健康保険、厚生年金共に加入しているが７５.４％で前回を０.６ポイント下回って、いずれも未加入

は年々減っていて２.７％。社会保険未加入対策については対策の内容等を知っている、だいたい

知っているが合わせて６３.６％で前回を１５.２ポイント上回った。また、雇用保険加入は８９.０％。健康

保険、厚生年金、雇用保険加入事業所で加入が経営上の重荷になっているとの回答は７割以上だ

が、その８割以上は重荷だが続けていきたいと回答している。健康保険、厚生年金保険、雇用保

険のいずれか１つでも未加入の企業で、今後加入方向で検討したいは２０.８％で前回を３.６ポイント

上回り、検討はするが加入するかどうかは分からないは前回より１１.１ポイント減り３８.９％となり、

検討も加入も考えないが１ポイント減り１１.１％となった。

 

―７―

社会保険等について

１．健康保険、厚生年金についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

６９.８ ％７６.０ ％７５.４ ％イ．健康保険、厚生年金とも加入している

９.５ ％８.５ ％１０.３ ％ロ．健康保険のみ加入している

４.６ ％３.８ ％２.３ ％ハ．厚生年金のみ加入している

６.８ ％４.４ ％２.７ ％ニ．いずれも未加入である

８.３ ％６.６ ％７.６ ％ホ．他の団体の健康保険に加入している

０.９ ％０.６ ％１.７ ％ヘ．無回答

２．雇用保険についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

８８.６ ％９０.６ ％８９.０ ％イ．加入している

９.８ ％８.１ ％８.４ ％ロ．加入していない

１.６ ％１.３ ％２.７ ％ハ．無回答

３．健康保険、厚生年金、雇用保険の見直しを、過去に何らかの形で行いましたか。

前 々 回前　　回

２８.２ ％３１.２ ％３２.１ ％イ．行った

６７.４ ％６２.７ ％６０.５ ％ロ．行っていない

４.４ ％６.２ ％７.４ ％ハ．無回答
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―８―

　　※健康保険、厚生年金、雇用保険に加入している方にお尋ねします。

５．健康保険、厚生年金、雇用保険への加入が、経営上重荷となっていますか。

前 々 回前　　回

７５.１ ％７４.４ ％７６.７ ％イ．重荷となっている

１５.３ ％１９.８ ％１８.９ ％ロ．特に感じない

９.６ ％５.８ ％４.４ ％ハ．無回答

４．社会保険未加入対策の実施がはじまりましたが、この対策の内容について知っていますか。

前　　回

２２.４ ％２７.８ ％
イ．対策の内容や時期については知ってい

る

２６.０ ％３５.８ ％
ロ．対策は知っており、だいたいの内容は

知っている

３５.１ ％２１.７ ％
ハ．対策は知っているが、内容まではよく知

らない

１２.７ ％８.０ ％ニ．対策が行われること自体も知らない

３.９ ％６.７ ％ホ．無回答

　★「イ」と答えた方にお尋ねします。

６．健康保険、厚生年金、雇用保険を、今後どのようにしたいと考えていますか。

前 々 回前　　回

７６.６ ％７６.９ ％８６.０ ％イ．経営上重荷だが、継続していきたい

１４.０ ％１７.５ ％１０.６ ％ロ．何らかの形で見直していきたい

８.１ ％５.２ ％３.４ ％ハ．やめたい

２.１ ％０.４ ％ニ．無回答

　★健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していない方（どれか一つでも未加入）にお尋ね

します。

７．社会保険未加入対策が実施され、公共工事の現場は未加入者が排除されることになります

が、今後、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入に向けて検討をしていきますか。

前　　回

１７.２ ％２０.８ ％イ．加入する方向で検討したい

５０.０ ％３８.９ ％
ロ．検討はしたいが、加入するかどうかは分

からない

１２.１ ％１１.１ ％ハ．検討することも、加入する考えもない

２０.７ ％２９.２ ％ニ．無回答
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☆　退職金制度では、制度がある企業の割合は前回を１ポイント減って７５.９％、ないは２２.７％。ある

との回答企業で全従業員が加入しているのは８１.９％。加入している制度としては、中小企業退職

金積立制度が約５割と最も多く、次いで建設業退職金積立制度が２７.５％となっている。

 

―９―

退職金制度について

１．貴事業所では退職金制度がありますか。

前 々 回前　　回

７３.４ ％７６.９ ％７５.９ ％イ．あ　る

２５.９ ％２２.７ ％２２.７ ％ロ．な　い

０.６ ％０.３ ％１.３ ％ハ．無回答

75.9％ 22.7％退職金制度

あ　　る な　　い

無回答

1.3％

　★「イ」とお答えの方にお尋ねします。

１－ａ．従業員の加入状況についてお答えください。

前 々 回前　　回

７９.３ ％７６.８ ％８１.９ ％イ．全従業員が加入している

１９.８ ％２１.５ ％１５.９ ％ロ．一部従業員のみ加入している

０.９ ％１.７ ％２.２ ％ハ．無回答

１－ｂ．どのような制度に加入していますか。

（併用している企業は該当箇所全て記入してください。）

前 々 回前　　回

１０.４ ％６.５ ％１２.１ ％イ．民間保険会社

１.１ ％１.８ ％１.８ ％ロ．郵便局保険積立制度

５３.２ ％５６.５ ％４９.６ ％ハ．中小企業退職金積立制度

２７.５ ％２９.１ ％２７.５ ％ニ．建設業退職金制度

３.０ ％２.９ ％２.９ ％ホ．企業年金制度

４.５ ％３.２ ％５.７ ％ヘ．その他

　　＊自社制度
　 ＊特退共　　＊会社積立
　　＊商工会議所・商工会　　＊組合

�
�
�
��

０.４ ％０.４ ％ト．無回答
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☆　賃金では、日給が最も多く３５.２％、日給月給の２３.９％を合わせると５９.１％となる。完全月給は前

回より２.９ポイント増えて３１.４％。年間所得では２０才代で最も多いのが２０１万～２５０万円で３３.５％、

次いで２５１万～３００万円が３０.７％で、３００万円以下は前回より２.１ポイント減って７１.０％になり、３０１

万円～４５０万円が前回を２.２ポイント増えて２９.０％となった。３０才代で最も多いのは３０１万～３５０万

円で３２.３％、次いで２５１万～３００万円が２４.９％。３００万円以下では前回より２.９ポイント減り３２.３％に、

最も多い３０１万円～４５０万円が前回を２.８ポイント増えて６４.６％となった。４０才以上では、３５１万～

４００万円が最も多く２５.４％、次いで３０１万～３５０万円が２２.３％。３０１万～４５０万円が前回より２ポイン

ト減り６７.６％、３００万円以下も同１.３ポイント減り１８.８％となり、４５１万円以上が３.４ポイント増えて

１３.７％となった。４０１万円以上で見ると２０才代が０.６％（前回１.２）、３０才代が１１.８％（同９.０％）、４０

才以上が３３.６％（同２３.３％）と３０才以上では増えているが、１７年前が２０才代９.４％、３０才代５１.１％、

４０才以上７１.４％だったことから年間所得は低く推移している。

★　給与・賃金に関する設問は、現業員（直接現場に従事されている方）のみを対象にご記入下さい。

 

―１０―

２．昨年定年退職での退職金は概ねどのくらいでしたか。

（現業員：直接現場に従事されている方の場合）

【６０才定年】

４６５.８ 万円
３０年勤続

　　　（有効回答数  ６２）

１６.１ ヶ月
　　定年時月給の何ヵ月分

　　　（有効回答数  ２４）

３１３.８ 万円
２５年勤続

　　　（有効回答数  ４７）

１１.８ ヶ月
　　定年時月給の何ヵ月分

　　　（有効回答数  １３）

１．給与、賃金等についてお尋ねします。

　Ａ．賃金の支払方法は次のどれですか。

前 々 回前　　回

４０.５ ％３８.４ ％３５.２ ％イ．日　　給（出勤日×日当）

１９.９ ％２５.５ ％２３.９ ％ロ．日給月給（固定給－欠勤日分）

３１.７ ％２８.５ ％３１.４ ％ハ．完全月給

１.５ ％０.３ ％０.６ ％ニ．能率給中心による支払い（出来高制等）

６.３ ％７.２ ％８.８ ％ホ．無回答

日給
35.2％

日給月給
23.9％

完全月給
31.4％

能率給 0.6％

無回答 8.8％

給与について
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―１１―

　Ｂ．貴事業所の従業員の平均年間所得は次のどれですか。

４０才以上３０才代２０才代

１.６ ％０.４ ％６.８ ％

イ．２００万円以下 ２.２ ％１.３ ％７.９ ％前　　回

３.７ ％１.６ ％８.０ ％前 々 回

４.３ ％７.０ ％３３.５ ％

ロ．２０１万円～２５０万円 ４.５ ％７.７ ％２６.８ ％前　　回

８.８ ％８.９ ％２９.８ ％前 々 回

１２.９ ％２４.９ ％３０.７ ％

ハ．２５１万円～３００万円 １３.４ ％２６.２ ％３８.４ ％前　　回

１２.６ ％２７.１ ％４０.４ ％前 々 回

２２.３ ％３２.３ ％２３.３ ％

ニ．３０１万円～３５０万円 ２５.７ ％３７.３ ％２３.８ ％前　　回

２２.４ ％３４.０ ％１８.１ ％前 々 回

２５.４ ％２３.６ ％５.１ ％

ホ．３５１万円～４００万円 ３０.９ ％１８.５ ％１.８ ％前　　回

２８.２ ％１７.０ ％３.２ ％前 々 回

１９.９ ％８.７ ％０.６ ％

ヘ．４０１万円～４５０万円 １３.０ ％６.０ ％１.２ ％前　　回

１２.６ ％７.７ ％前 々 回

７.４ ％３.１ ％

ト．４５１万円～５００万円 ４.８ ％３.０ ％前　　回

７.１ ％２.８ ％０.５ ％前 々 回

３.９ ％

チ．５０１万円～５５０万円 ３.３ ％前　　回

３.１ ％０.４ ％前 々 回

１.６ ％

リ．５５１万円～６００万円 １.５ ％前　　回

１.０ ％前 々 回

０.８ ％

ヌ．６０１万円以上 ０.７ ％前　　回

０.３ ％０.４ ％前 々 回
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―１２―

Ｃ．年間所得のうち所定内賃金、残業（含む休日出勤手当）及び賞与の割合は概ねどのくらい

ですか。

合　　計賞　　与残　　業
所定内賃金

（基本給＋諸手当）

１００ ％７.５ ％６.３ ％８６.２ ％

１００ ％６.３ ％６.９ ％８６.９ ％前　回

１００ ％６.１ ％６.４ ％８７.６ ％前々回

Ｄ．貴事業所ではこの１年間で賃金カットをしましたか。

前 々 回前　　回

１９.９ ％１２.７ ％２.７ ％イ．し　た

　　・５％未満（６２.５％）
　　・１０％未満（１２.５％）
　　・１５％未満（２５.０％）

７５.３ ％８４.１ ％９１.０ ％ロ．しない

４.７ ％３.２ ％６.４ ％ハ．無回答

71.0％（-2.1）

64.6％（+2.8）

29.0％（+2.2）

3.1％
（+0.1）

18.8％
（-1.3） 67.6％（-2.0）

32.3％（-2.9）

20才代

30才代

40才以上

300万円以下 301万～450万円 451万円以上

（　）は前回比

13.7％
（+3.4）

0.0％
（-0.5）

Title:01-36.ec8 Page:12  Date: 2014/01/17 Fri 09:04:38 



☆　労災保険への加入は前回調査より３.５ポイント減り９２.３％。上乗せ保険への加入は１ポイント減

り６７.２％。現場の事故の合計は２７件で前回より６件減った。交通事故は１０件増えて２１件。現場で

の事故はこの３年間では最も少ないが交通事故は３年間で最も多くなった。安全管理費用では約

４割の企業が負担を感じている。

 

―１３―

事故・労災保険について

１．自社で労災保険に加入していますか。

前 々 回前　　回

９２.４ ％９５.８ ％９２.３ ％イ．加入している

６.３ ％３.２ ％５.７ ％ロ．加入していない

１.３ ％１.０ ％２.０ ％ハ．無回答

２．自社で労災保険の上乗せ保険に加入していますか。

前 々 回前　　回

６９.９ ％６８.２ ％６７.２ ％イ．加入している

２６.９ ％２９.５ ％２９.８ ％ロ．加入していない

３.２ ％２.３ ％３.０ ％ハ．無回答

３．貴事業所では過去１年間に事故を起こしたことがありますか。（休業４日以上）

≪現場での事故≫

前 々 回前　　回

８.９ ％
（２９件）

９.１ ％
（３３件）

８.０ ％
（２７件）イ．あ　る

９０.２ ％８９.３ ％９０.３ ％ロ．な　い

０.９ ％１.６ ％１.７ ％ハ．無回答

≪交通事故≫

前 々 回前　　回

５.７ ％
（１８件）

３.２ ％
（１１件）

６.０ ％
（２１件）イ．あ　る

７７.２ ％８１.５ ％７５.９ ％ロ．な　い

１７.１ ％１５.３ ％１８.１ ％ハ．無回答
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―１４―

４．貴事業所では一人親方を使用していますか。

前 々 回前　　回

３９.９ ％４０.６ ％４３.１ ％イ．い　る

５８.９ ％５６.８ ％５４.２ ％ロ．いない

１.３ ％２.６ ％２.７ ％ハ．無回答

　　★「イ」と答えた方にお尋ねします。

４－ａ．その人は労災保険特別加入をしていますか。

前 々 回前　　回

８０.２ ％８０.０ ％７８.０ ％イ．している

１８.３ ％１９.２ ％２２.０ ％ロ．していない

１.６ ％０.８ ％ハ．無回答

５．貴事業所では、雇入時講習、特別講習、職長安全衛生責任者講習等を適時受講させていますか。

前 々 回前　　回

７１.５ ％７３.１ ％７３.９ ％イ．している

２２.８ ％２２.４ ％２１.７ ％ロ．していない

５.７ ％４.５ ％４.３ ％ハ．無回答

６．貴事業所では安全衛生推進者（従業員１０人～４９人）、安全管理者（５０人～９９人）、総括安全衛

生管理者・安全管理者（１００人以上）などを選任していますか。

前 々 回前　　回

７４.８ ％８７.３ ％８３.６ ％イ．い　る

１４.１ ％７.８ ％１２.３ ％ロ．いない

１１.２ ％４.８ ％４.１ ％ハ．無回答

　　★「ロ」と答えた方にお尋ねします。

４－ｂ．一人親方が現場で事故を起こした場合、「労災保険特別加入」をしていないと保険が出な

いことを知っていますか。

前 々 回前　　回

７８.３ ％７０.８ ％８２.１ ％イ．知っている

１７.４ ％４.２ ％１７.９ ％ロ．知らない

４.３ ％２５.０ ％ハ．無回答

７．貴事業所にとって、安全衛生管理にかかる費用は負担になりますか。

前 々 回前　　回

３９.２ ％４０.３ ％３９.１ ％イ．な　る

４４.９ ％５２.３ ％５０.５ ％ロ．ならない

１５.８ ％７.５ ％１０.４ ％ハ．無回答
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☆　仕事量は増加したが１０.４ポイント増えて４４.８％に、減少したが１４.７ポイント減って１８.１％となっ

た。増加率では６～１０％位が３８.８％と最も多い。受注単価も上昇したが１４.８ポイント増えて

２６.８％、低下したが２０.２ポイント減り１８.１％。利益率も上昇したが１３.９ポイント増えて２８.８％に、低

下したは１５.４ポイント減り２７.８％となった。いずれも増加したと増えたが１０ポイント以上増えて

いる。今後１年間の動向については、仕事量では増加する（４２.５％）が最も多く前回より２２.７ポイ

ント増え、前回最も多かった減少する（４４.８％）は２５.４ポイント減り１９.４％となり、増加すると減

少するが逆転した。受注単価も同様に上昇するが前回より１９.８ポイント増えて３０.８％となり、低

下するが２０.９ポイント減って１７.１％となったが、変わらないが最も多く４４.１％。利益率でも最も多

いのが変わらないで３７.５％、次いで低下するが２０.６ポイント減の２９.１％、上昇するは１５.３ポイント

増の２４.７％。経営上の悩みでは、低単価受注が１位だった。

 

―１５―

経営及び今後の動向について

１．貴事業所における最近の仕事量は、１年前と比較して次のどれにあたりますか。

前 々 回前　　回

１５.８ ％３４.４ ％４４.８ ％１．増加した

２８.５ ％３１.５ ％３４.８ ％２．変わらない

５４.７ ％３２.８ ％１８.１ ％３．減少した

０.９ ％１.３ ％２.３ ％４．無回答

　増加率

前 々 回前　　回

１８.０ ％１２.３ ％１１.２ ％イ．１％～５％位

３６.０ ％３０.２ ％３８.８ ％ロ．６％～１０％位

１８.０ ％１９.８ ％２１.６ ％ハ．１１％～１５％位

１６.０ ％１７.０ ％１２.７ ％ニ．１６％～２０％位

６.０ ％６.６ ％８.２ ％ホ．２１％～３０％位

４.０ ％７.５ ％３.０ ％ヘ．３１％以上

２.０ ％６.６ ％４.５ ％ト．無回答

前回

仕事量

今回 2.3％

1.3％

44.8％ 34.8％ 18.1％

増加した 変わらない 減少した 無回答

31.5％ 32.8％34.4％
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―１６―

　減少率

前 々 回前　　回

７.５ ％４.０ ％７.４ ％イ．１％～５％位

２４.３ ％２９.７ ％２９.６ ％ロ．６％～１０％位

１６.２ ％２５.７ ％１４.８ ％ハ．１１％～１５％位

１９.７ ％１９.８ ％２４.１ ％ニ．１６％～２０％位

１６.８ ％１０.９ ％９.３ ％ホ．２１％～３０％位

１３.３ ％３.０ ％５.６ ％ヘ．３１％以上

２.３ ％６.９ ％９.３ ％ト．無回答

２．貴事業所における最近の受注単価は、１年前と比較して次のどれにあたりますか。

前 々 回前　　回

２.２ ％１２.０ ％２６.８ ％１．上昇した

３９.２ ％４７.７ ％５２.５ ％２．変わらない

５７.３ ％３８.３ ％１８.１ ％３．低下した

１.３ ％１.９ ％２.７ ％４．無回答

上昇率

前 々 回前　　回

７１.４ ％２９.７ ％３７.５ ％イ．１％～５％位

１４.３ ％３５.１ ％２５.０ ％ロ．６％～１０％位

２１.６ ％１７.５ ％ハ．１１％～１５％位

１４.３ ％１０.０ ％ニ．１６％～２０％位

２.７ ％５.０ ％ホ．２１％～３０％位

５.４ ％１.３ ％ヘ．３１％以上

５.４ ％３.８ ％ト．無回答

受注単価

今回

前回

2.7％

1.9％

52.5％26.8％

12.0％

無回答低下した変わらない上昇した 

47.7％ 38.3％

18.1％
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―１７―

　低下率

前 々 回前　　回

２８.７ ％２０.３ ％３５.２ ％イ．１％～５％位

３０.４ ％３９.８ ％３３.３ ％ロ．６％～１０％位

１８.８ ％２０.３ ％７.４ ％ハ．１１％～１５％位

８.３ ％５.１ ％１４.８ ％ニ．１６％～２０％位

６.１ ％４.２ ％１.９ ％ホ．２１％～３０％位

２.８ ％１.９ ％ヘ．３１％以上

５.０ ％１０.２ ％５.６ ％ト．無回答

３．貴事業所における最近の利益率は、１年前と比較して次のどれにあたりますか。

前 々 回前　　回

５.７ ％１４.９ ％２８.８ ％１．上昇した

２５.０ ％３９.３ ％４１.８ ％２．変わらない

６７.７ ％４３.２ ％２７.８ ％３．低下した

１.６ ％２.６ ％１.７ ％４．無回答

　上昇率

前 々 回前　　回

３８.９ ％２３.９ ％４０.７ ％イ．１％～５％位

３８.９ ％５０.０ ％３１.４ ％ロ．６％～１０％位

１３.０ ％１５.１ ％ハ．１１％～１５％位

５.６ ％４.３ ％５.８ ％ニ．１６％～２０％位

３.５ ％ホ．２１％～３０％位

５.６ ％４.３ ％２.３ ％ヘ．３１％以上

１１.１ ％４.３ ％１.２ ％ト．無回答

前回

利益率

今回

無回答低下した変わらない上昇した

27.8％41.8％28.8％

43.2％39.3％14.9％

1.7％

2.6％
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―１８―

　低下率

前 々 回前　　回

２７.１ ％２３.３ ％２６.５ ％イ．１％～５％位

２７.６ ％３４.６ ％２７.７ ％ロ．６％～１０％位

１３.６ ％１６.５ ％１２.０ ％ハ．１１％～１５％位

８.９ ％５.３ ％１４.５ ％ニ．１６％～２０％位

６.５ ％５.３ ％３.６ ％ホ．２１％～３０％位

８.９ ％３.８ ％３.６ ％ヘ．３１ ％以上

７.５ ％１１.３ ％１２.０ ％ト．無回答

４．貴事業所は今後１年間の動向についてどのようにお考えですか。

利 益 率受注単価仕 事 量

２４.７ ％３０.８ ％４２.５ ％イ．上昇（増加）すると思う

３７.５ ％４４.１ ％２９.４ ％ロ．変わらないと思う

２９.１ ％１７.１ ％１９.４ ％ハ．低下（減少）すると思う

５.７ ％５.４ ％７.０ ％ニ．分からない

３.０ ％２.７ ％１.７ ％ホ．無回答

29.4％42.5％

7.0％

19.4％ 無回答
1.7％

変わらないと思う増加すると思う 減少すると思う 分からない

仕　　事　　量（今後１年間の動向）

分からない

44.1％30.8％

5.4％

17.1％ 無回答
2.7％

変わらないと思う上昇すると思う 低下すると思う

受　注　単　価（今後１年間の動向）

分からない

5.7％

29.1％37.5％24.7％ 無回答
3.0％

変わらないと思う上昇すると思う 低下すると思う

利　　益　　率（今後１年間の動向）
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―１９―

５．現在の経営上の悩みは何ですか。

前々回前　回

（２　位）（１　位）（１　位）低単価受注イ．

（６　位）（２　位）（２　位）平準化した工事受注が出来ないロ．

（１　位）（４　位）（３　位）従業員不足ハ．

（５　位）（３　位）（４　位）仕事量の減少ニ．

（３　位）（５　位）（５　位）業界団結が乏しく、前進性がないホ．

（７　位）（６　位）（６　位）後継者が定まらないヘ．

（８　位）（８　位）（７　位）融資難ト．

（４　位）（７　位）（８　位）廃材処理費の問題チ．

（９　位）（９　位）（９　位）その他リ．

　　・材料費の高騰

　　・継承問題

　　・人材不足

　　・高齢化の進行

　　・工場能率

　　・地域の問題

仕事量（１年前との比較）の推移

10.8

100％

50％

0

50％

Ｈ８ ９ 10 11 12 14 15 1613 18 20
（年度）

「増加した」

「減少した」

40.86

17.21

5.05
9.71

16.9 14.0

29.24

58.46

84.27

70.55
59.3

68.5

60.7

2119

60.5

14.4
20.9

41.7

36.8

29.1

42.9

17

27.9

21.1

39.6

11.3

62.5

25242322

6.2

78.2

14.9

61.6

15.8

54.7

34.4
44.8

32.8 18.1
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―２０―

受注単価（１年前との比較）の推移

100％

50％

0

50％

Ｈ８ ９ 10 11 12 14 15 1613

「上昇した」

「低下した」

84.0

18.42

5.36 0.30 1.29 1.5 0.31.6

44.41

66.07

92.01
90.62

78.2

86.0

1.4

82.5

18 20 2119
（年度）

7.3
19.0 15.1

69.9

32.2
39.3

17

15.0

43.9

25242322

10.7

51.5

2.5 0.6

74.2 76.2

2.2

57.3

12.0

26.8

38.3
18.1

利益率（１年前との比較）の推移

100％

50％

0

50％

Ｈ８ ９ 10 11 12 14 15 1613

「上昇した」

「低下した」

80.1

5.2 4.5
13.25

6.89
1.78 3.89 5.6

59.60

75.45

94.07 88.67

81.3
76.3 74.2

5.5

18 19 2524232220 21
（年度）

9.9

22.1

64.2

40.5

21.9

17

43.5

15.1

50.8

6.7

68.9
77.1

4.3 7.0

81.2

5.7

67.7

14.9

28.8

43.2

27.8
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☆　工事契約の工事金額について、元請からの指値での押付けは３.１ポイント減ったものの、まだ約

３割が回答。元請との取引で、工事期間で不満（やや不満＋極めて不満）との回答が８０.０％、工

事額ほかに対する不満（同）の回答も合わせて８４.６％と、不満の割合は高い。いずれも適正は１０％

台で推移。

 

―２１―

１．貴事業所は元請との契約をどのように結んでいますか。その割合をご記入ください。

前 々 回前　　回

５５.６ ％５７.２ ％６２.２ ％イ．発注者に見積りを提出し､両者納得の上決定

３３.１ ％３２.３ ％２９.２ ％
ロ．発注者に見積りを提出するが、指値で押付け

られた

８.５ ％８.５ ％６.７ ％ハ．発注者に見積りの提出を行っていない

２.７ ％２.０ ％１.８ ％ニ．その他

元請との取引について

62.2％ 29.2％ 6.7％元請との契約

見積りを提出し、
両者納得の上決定

見積りを提出するが、
指値で押付けられた

見積りの提出を
行っていない

その他
1.8％

２．貴事業所は元請との契約又は価格決定をどの時点で結んでいますか。その割合をご記入ください。

前 々 回前　　回

６７.６ ％６７.５ ％６９.３ ％イ．工事着手前

１８.１ ％１９.０ ％１７.６ ％ロ．工事着手後

１４.３ ％１３.５ ％１３.０ ％ハ．工事終了後

価格決定時期
着手前
69.3％

着手後
17.6％

終了後
13.0％

３．貴事業所は元請との取引で、工事期間は適正な工期であると考えますか。

前 々 回前　　回

２２.８ ％２２.７ ％１８.１ ％イ．適　正

６１.７ ％５９.４ ％６４.９ ％ロ．やや不満

１２.７ ％１５.６ ％１５.１ ％ハ．極めて不満

２.８ ％２.３ ％２.０ ％ニ．無回答

適　正
18.1％

やや不満
64.9％ 15.1％工事期間

極めて不満

無回答
2.0％
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―２２―

４．貴事業所は元請との取引で、工事額その他の条件が適正に取り決めしていると考えていますか。

前 々 回前　　回

１０.１ ％１３.６ ％１３.０ ％イ．適　正

５９.８ ％６２.０ ％６７.９ ％ロ．やや不満

２７.２ ％２２.４ ％１６.７ ％ハ．極めて不満

２.８ ％１.９ ％２.３ ％ニ．無回答

　★「ロ」、「ハ」とお答えの方にお尋ねします。

５－ａ．その場合、工事費の増額の支払いを受けられますか。

前 々 回前　　回

１４.７ ％１９.１ ％１９.９ ％イ．要求どおり認めてもらえる

４１.１ ％４０.９ ％４５.４ ％ロ．要求のほぼ７割位　認めてもらえる

２５.４ ％２３.８ ％２１.３ ％ハ．　　〃　　５割位　　　　〃

１３.４ ％８.９ ％９.３ ％ニ．　　〃　　３割位　　　　〃

４.７ ％６.３ ％３.１ ％ホ．要求するがほとんど認められない

０.７ ％１.０ ％１.０ ％ヘ．無回答

やや不満
67.9％

極めて不満
16.7％工事額等

無回答 2.3％適正 13.0％

５．元請からの設計変更、追加工事の要請の有無についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

３.８ ％１.０ ％２.３ ％イ．全くない

７５.９ ％７２.４ ％７２.９ ％ロ．時々ある

１７.４ ％２４.４ ％２２.７ ％ハ．ひんぱんにある

２.８ ％２.３ ％２.０ ％ニ．無回答

６．元請よりの支払い条件についてお尋ねします。

　Ａ．現金支払いについて、その割合をご記入ください。

前 々 回前　　回

４６.８ ％４５.６ ％４５.６ ％イ．全部現金払い

２６.８ ％２４.９ ％２６.９ ％ロ．５０％以上現金払い

１９.０ ％２３.２ ％２０.６ ％ハ．３０％～５０％位現金払い

５.０ ％３.７ ％４.７ ％ニ．３０％以下

２.４ ％２.５ ％２.２ ％ホ．なし（手形１００％）
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―２３―

　Ｂ．受取手形について（支払日より起算して）、その割合をご記入ください。

前 々 回前　　回

３.６ ％４.０ ％４.８ ％イ．　６０日以内

２８.２ ％２７.２ ％２１.７ ％ロ．　９０日以内

５８.８ ％６２.４ ％６７.６ ％ハ．１２０日以内

８.２ ％６.０ ％５.４ ％ニ．１５０日以内

１.２ ％０.４ ％０.５ ％ホ．１８０日以内

０.１ ％ヘ．１８０日以上

　Ｃ．元請からの支払いのうち､ 労務費相当部分 の現金支払いについてその割合をご記入ください。
��������

前 々 回前　　回

５５.７ ％５６.２ ％５９.０ ％イ．全部現金払い

２２.９ ％２３.２ ％２０.３ ％ロ．５０％以上現金払い

１４.３ ％１５.４ ％１４.５ ％ハ．３０％～５０％位現金払い

４.０ ％２.７ ％３.２ ％ニ．３０％以下

３.１ ％２.６ ％３.０ ％ホ．なし

　Ｄ．元請からの支払いのうち､ 材料費相当部分 の現金支払いについてその割合をご記入ください。
��������

前 々 回前　　回

３６.１ ％３５.５ ％３８.２ ％イ．全部現金払い

２２.３ ％２１.０ ％２３.１ ％ロ．５０％以上現金払い

２１.０ ％１９.２ ％１６.３ ％ハ．３０％～５０％位現金払い

１０.６ ％１０.５ ％１０.１ ％ニ．３０％以下

１０.０ ％１０.９ ％１２.２ ％ホ．なし

　Ｅ．請求日から計算して、一番長い受取手形の決済期間は概ね次のどれにあたりますか。

前 々 回前　　回

７.２ ％８.３ ％８.８ ％イ．　９０日

３６.８ ％４０.２ ％４４.２ ％ロ．１２０日

３０.２ ％３７.１ ％２９.１ ％ハ．１５０日

１３.７ ％１０.６ ％１３.９ ％ニ．１８０日

１.７ ％０.８ ％１.６ ％ホ．２１０日

０.３ ％０.４ ％ヘ．２４０日

３.０ ％２.０ ％ト．無回答
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☆　廃棄物の処理費の負担については前々回７割以上だったが前回（５８.８％）と今回（５９.９％）と６

割を切った。その負担で、元請から一方的に控除されたは、前回より５.２ポイント減ったが３１.１％

と、負担したことのある企業の３割が回答している。

 

―２４―

７．元請は貴事業所を対等の立場として理解していると思いますか。

前 々 回前　　回

１３.１ ％１４.２ ％１３.０ ％イ．対等の立場として理解していると思う

２２.３ ％２７.２ ％３６.７ ％ロ．以前に比べると理解が高まったと思う

６１.８ ％５５.７ ％４７.３ ％ハ．元請上位の意識は変わっていないと思う

２.９ ％２.９ ％３.０ ％ニ．無回答

建設産業廃棄物について

47.3％13.0％ 36.7％ 3.0％

2.9％

対等の立場として
理解していると思う

以前に比べると
理解が高まったと思う

元請上位の意識は
変わっていないと思う 無回答

前回

今回

55.7％14.2％ 27.2％

１．下請工事における建設廃棄物の処理費用の負担の有無についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

７４.４ ％５８.８ ％５９.９ ％イ．負担したことがある

２２.５ ％３８.６ ％３６.５ ％ロ．負担したことがない

３.２ ％２.６ ％３.７ ％ハ．無回答

　★「イ」と答えた方にお尋ねします。

１－ａ．それは請負金額の何％くらいですか。

　　　　約２.４％（有効回答数１３０の平均値）
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☆　官庁工事に携わったことがあるは６５.９％。そのうち７２.６％が下請で携わったと回答。その下請

工事で前受金を受け取ったことがあるのは３.２％で前回より０.７ポイント増えた。価格の決め方に

ついては指値での押付けが前回より５ポイント減り３５.２％と３割以上が回答。元請との取引で同

様の質問回答より６ポイント多い回答となっている。契約の形態では契約書と注文書＋請書の合

わせた回答は６.２ポイント増えて９０.８％となり９割を超えた。そして、契約や価格の最終決定は、

契約時期が工事着手前が４ポイント減り７１.３％に、工事着手後は０.２ポイント、工事終了後は３.８ポ

イントそれぞれ増え、合わせて２８.１％と３割近くの企業が回答している。官庁工事における適正

な価格の決定としてはまだまだ課題は多い。

 

―２５―

１－ｂ．それは次のどれですか。

前 々 回前　　回

２９.９ ％２０.２ ％２９.０ ％イ．合意の上､元請業者に支払った

３５.０ ％３４.２ ％３３.３ ％ロ．合意の上､処理業者に支払った

２３.２ ％３６.３ ％３１.１ ％ハ．元請業者に一方的に控除された

８.３ ％６.７ ％３.８ ％ニ．元請業者の指示により処理業者に支払った

ホ．その他

３.５ ％２.６ ％２.７ ％へ．無回答

官庁工事について

１．貴事業所はこの一年間に官庁工事に携わったことがありますか。

前 々 回前　　回

６７.４ ％６７.２ ％６５.９ ％イ．あ　る

３１.０ ％３１.２ ％３２.１ ％ロ．な　い

１.６ ％１.６ ％２.０ ％ハ．無回答

　★「イ」と答えた方にお尋ねします。

２．それは元請ですか、下請ですか。

前 々 回前　　回

２４.６ ％２６.２ ％２７.４ ％イ．元　請

７５.４ ％７３.８ ％７２.６ ％ロ．下　請

ハ．無回答
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―２６―

　★以下、設問８までは「ロ．下請」と答えた方にお尋ねします。

３．それは主に次のどれですか。

前 々 回前　　回

６２.４ ％６６.３ ％７１.６ ％イ．１次下請

　　ａ．県内業者　　　８９.９％

　　ｂ．県外業者　　　 ９.４％

　　ｃ．無回答　　　　 ０.７％

３６.７ ％３３.７ ％２７.３ ％ロ．２次下請

　　ａ．県内業者　　　８６.８％

　　ｂ．県外業者　　　１３.２％

０.９ ％１.０ ％ハ．無回答

５．その工事の価格の取決め方法と、契約の形態は次のどれですか。

　Ａ．価格の取決め方法（発注者＝契約を行なった企業）

前 々 回前　　回

４９.４ ％５２.７ ％５９.９ ％イ．発注者に見積りを提出し､両者納得の上決定

４４.８ ％４０.２ ％３５.２ ％
ロ．発注者に見積りを提出するが､指値で押付

けられた

２.３ ％４.１ ％３.１ ％ハ．発注者に見積の提出を行なっていない

１.２ ％２.４ ％１.２ ％ニ．その他

２.３ ％０.６ ％０.６ ％ホ．無回答

50％

Ｈ11 12 14 15 1613 18 19 2523 242220 21
（年度）

価格の取決め方法 51.7

見積り提出後
指値での押付け33.75

40.3

56.1 52.5 52.7
47.9

42.7
50.6

17

38.7
47.8

42.6 44.8 40.2
35.2

４．その工事に関して前渡金を受け取ったことがありますか。

前 々 回前　　回

６.６ ％２.５ ％３.２ ％イ．あ　る

９３.４ ％９６.２ ％９５.５ ％ロ．な　い

１.３ ％１.３ ％ハ．無回答

Title:01-36.ec8 Page:26  Date: 2014/01/17 Fri 09:04:52 



 

―２７―

　Ｂ．契約の形態

前 々 回前　　回

９.８ ％８.０ ％５.５ ％イ．契約書

７９.８ ％７６.６ ％８５.３ ％ロ．注文書＋請書

５.５ ％６.９ ％６.１ ％ハ．注文書のみ

３.８ ％８.０ ％２.５ ％ニ．メモ或いは口頭

１.１ ％０.６ ％０.６ ％ホ．無回答

６．その工事の契約又は最終価格決定は次のどれですか。

前 々 回前　　回

７０.３ ％７５.３ ％７１.３ ％イ．工事着手前

１７.７ ％
（２８日後）

１６.３ ％
（２２日後）

１６.５ ％
（２４日後）

ロ．工事着手後

９.７ ％７.８ ％１１.６ ％ハ．工事終了後

２.３ ％０.６ ％０.６ ％ニ．無回答

７．その工事で設計変更或いは追加工事の発生の有無についてお尋ねします。

前 々 回前　　回

７４.７ ％７８.０ ％８０.０ ％イ．あった

２４.１ ％２０.８ ％１９.４ ％ロ．な　い

１.２ ％１.３ ％０.６ ％ハ．無回答

７－ａ．あった場合、その部分の増額支払いは？

前 々 回前　　回

２２.１ ％２８.１ ％２２.０ ％イ．要求どおり受けた

４６.９ ％３６.７ ％５１.２ ％ロ．要求の７０％程度受けた

２０.３ ％２１.９ ％２２.０ ％ハ．要求の５０％程度受けた

７.８ ％７.８ ％３.３ ％ニ．要求の３０％程度受けた

２.３ ％１.６ ％１.６ ％ホ．要求したが受けられなかった

１.６ ％３.９ ％ヘ．無回答

８．その工事の概ねの損益の推移についてお尋ねします。

　　損益分岐額を１００％とする受注額の割合は？

※ 損益分岐額とは、材料費、労務費、労務外注費と貴社で設定している経費比率の額をプラスした金額

※ 受注額とは、最終的に決定した或いは決定させられた（押し付け）金額

前 々 回前　　回

８９.３ ％８８.９ ％９１.１ ％受注額
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☆　新潟県が前年度下半期に試行を予定していたオープンブック方式について、知っているは

３８.１％で、知らないが５７.２％。試行に対する期待では無回答が最も多かったが、設計価格、発注価

格の改善が前回同様最も多く２５.８％、次いで適正な発注と元下関係の改善が１８.４％。しかし、期待

していないも１４.０％だった。また、懸念されるところについては、よく分からないと無回答が多

く合わせて５６.９％、それを除くと元請寄りの試行により下請に課題が残ることがないかが１３.４％

と最も多く、次いで試行の検討と改善が適切に行われるかどうか１１.７％、受注単価の固定化によ

る変更工事の適切な支払いがおこなわれるのか８.７％といった回答が続く。

 

―２８―

オープンブック方式について

１．オープンブック方式導入について、新潟県が検討していることを知っていますか。

前　　回

３４.１ ％３８.１ ％イ．知っている

６１.７ ％５７.２ ％ロ．知らない

４.２ ％４.７ ％ハ．無回答

２．オープンブック方式について期待することは何ですか。

前　　回

２７.６ ％２５.８ ％イ．設計単価、発注価格の改善

２１.８ ％１８.４ ％ロ．適正な発注と元下関係の改善

８.８ ％９.４ ％ハ．不適切業者の排除

１８.８ ％１４.０ ％ニ．期待していない

２.３ ％３.３ ％ホ．その他

２０.８ ％２９.１ ％ヘ．無回答
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―２９―

３．オープンブック方式について、懸念されるところは何ですか。

前　　回

７.１ ％７.４ ％
イ．受注（下請としての受注）の減少が考え

られる

６.５ ％８.７ ％
ロ．受注単価の固定化により、変更工事費等

の適切な支払いが行われるのか

１４.３ ％１３.４ ％
ハ．元請寄りの試行により、下請に課題が残

ることがないか

１０.７ ％１１.７ ％
ニ．試行の検討と改善が適切に行われるか

どうか

３６.７ ％２８.１ ％ホ．よく分からない

０.６ ％２.０ ％ヘ．その他

＊業務内容が増えること
＊社名が記載されることで繁忙期に逃
げられなくなる

２４.０ ％２８.８ ％ト．無回答
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◆標準見積書に対する意見・要望

※　標準見積書に重きを置かず、あくまで個別物件に対する積算を重視すべきと思う。

※　民間に委託して見積りをさせた価格に対しての、割引率や根拠が不透明である。

※　社会保険未加入の話がゼネコンからほとんどなく、本当に提出してもらうことが出来るのか不

安。

※　すべての業者が提出しなければ、価値がない。

※　元請に対しては交渉しやすい。

※　書式が発表され、何年経過したかを考えると期待が薄い。むしろ、オープンブック方式の試行

一本に絞って、陳情を強化すべきと考える。

※　一次下請として、現段階では別枠金額の提示（見えるか方式）だから、契約段階では込み込み

契約（交渉金額の方で、別枠分を含めた値引率にされる）とならないか心配である。

※　民間工事も含めた対応になってもらいたい。

※　市・町・村での行政、またゼネコンの理解度が足らない。今後の実施に不安が残る。

※　１０月１日より標準見積書の活用が試行されますが、組合健保の方も別枠請求出来ることとなっ

ています。保険太りになる事業所もあると聞いていますが、今後この改善はどうなるのでしょ

うか？

※　各職種において温度差があるように見受けられますが、人件費の多い職種と少ない職種の差も

あるかと思います。全専門業者が統一された中で実行されないといけないのではないでしょう

か。

※　標準見積書の項目及び追加変更工事の細分化をし、追加変更工事等の適正な支払等を考えてほ

しい。

―３０―
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※　国交省から市町村の官（公共）工事への、速やかな移行を期待している。他方、社会保険未加

入業者の排除が的確に行われるよう、厳正な実施を期待する。

※　各団体が足並みを揃えて同時にスタートしないと、上手くいかないと思う。

※　同じ団体の中でも、法定福利費の計上額が異なってくると思うが、あまり差異があると問題が

出てくると思う。結局、トータル額で一番安い業者が受注することになり、低価格競争になる

と予想される。

※　法定福利費込みで、トータルいくらという感じになってくると予想されるので、実際の契約段

階では厳しい感じになると思う。

※　同じ業界においては、ある程度一定したラインで法定福利費は必ずもらうという意識を全業者

が共有し、かつ実践しないとうまくいかないと思う。

※　良いこととは思うが、元請がそれを見越して実行予算を安く計上しないか？

※　標準見積書はあってないようなものです。

※　市場単価導入により、受注単価の減少、少数量においても市場単価によって積算されることが

多い。設計内訳書の数量の間違いが多く、施工後、追加工事が希望通りに認めてもらえない。

※　鳶土工は、土工事から基礎工事、コンクリート打設等工程の幅が広く、標準見積書が難しく、

国交省と共同で作っているようですが、地方・地域の格差及び重機使用の有無とも関係して苦

労しているらしい。

※　全ての業者が実行するように、徹底してほしい。

※　土木工事にも使えるように、改良してほしい。

※　単価の差額が大き過ぎる。

◆新潟県が検討しているオープンブックに対する意見・要望

※　元下関係の改善の方途は、オープンブック方式の採用に尽きると考える。一日も早い試行を、

県、市に要望する。

―３１―
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※　元請の反対を押し切る県、市の指導力によってのみ、建設業の未来が拓けると確信する。

※　内容については問題点が多数あるとは思うが、先ずはスタートすることが肝心。地場業者、職

人育成のために早く具体化してほしい。

※　早期の実施をお願いしたい。

※　県は専門工事に対しても配慮があり、特に意見はありません。

※　細密な積算が必要で、工事方法・工法の細分化が必要と思われる。見積段階で、専門工事業が

参入した方が良いと思う。

※　元請・下請の適正な工事金額の決定に役立つシステム作りに期待します。

　

※　これを実施することで、いろいろな意味で弊害の方が多いのではないかと思います。

※　事務量が増えるのではないのか？　入札しても、取引先元請が受注できなければ…たとえ、受

注しても、元請が下請同士の競争をあおるのではないか？

※　よく分からないので、理解が必要。

※　良い仕事をするためには、元・下の信頼関係が不可欠で、是非早急に実現してほしい。一部ゼ

ネコンや議員さんの圧力があったのではないかと考えられるが、現場で汗する者に報いるため

にも、健全な建設業として、若者に好かれる関係を構築してほしい。

※　小規模事業所の受注が減少するのではないかと思う。

※　もっと分かりやすく、説明してほしい。

◆行政への意見

※　安全書類には社会保険等の記入は徹底されてきているが、標準見積書については、ほとんどの

ゼネコンからの話がないようです。行政の方から、ゼネコンに対して下請と話合いをするよう

指導してもらいたい。

※　適正単価を知らなすぎる。

―３２―
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※　行政も大手企業を中心に物事を進め、景気が良くなると言っているが、それは嘘であり、零細

業者との格差が広がっている。

※　設計単価を低く抑えてあるため、入札が時々不調に終わる。

※　夏から秋に工事が集中し、１２月～６月位の工事発注が少ないので、改修工事の発注時期のバラ

ンスを検討してほしい。（特に３月～６月）

※　労務単価が約１５％程上昇したが、天候（雪、雨）等により年間の稼働日数を計算すると、天候

に左右される職種にとっては、全然不足していると思います。１.５倍から２倍位が妥当だと考え

ます。

※　発注物件の平準化に努力して頂きたい。（一定時期に大量の物件が発注されないように）

※　発注単価（物価版）が安すぎると思う。

※　行政側（現場監督を含む）が現場を知らない人が多過ぎる。重機が入れる現場でもないのに大

型重機使用であったり、掘削土置場転用にも理解に苦しむ。行政側の直営現場を作り、体験学

習した人を監督とする等の努力をお願いしたい。

※　設計見積の数量が少ない。

※　建設物価本の単価が低い。

※　ゼネコンは安く入札しても、自分たちはちゃんと２０～３０％利益を差し引いて、下請に仕事をさ

せている。一つの工事の「お金の流れ」を見える形にして、全社に知らせるようにしてほしい。

　　例：ゼネコン受注　１００

　　　　下請Ａ　→　１０

　　　　下請Ｂ　→　２０

　　　　下請Ｃ　→　３０　　　　８０　→　ゼネコン２０（利益）

　　　　下請Ｄ　→　１０

　　　　下請Ｅ　→　１０

　　上記は正当な金額で受注した場合のことで、実際には、７０～８０％の金額で受注するので、下請

は５０～６０％しか配分がないのが現状である。

※　専門工事業の占める工事比率によって、各工事業者が選定（優先的に）される仕組み作りをお

願いしたい。 

―３３―

�
�
��
�
�
�
�
�

Title:01-36.ec8 Page:33  Date: 2014/01/17 Fri 09:04:52 



◆ゼネコンへの意見

※　受注から現場建て方までの期間が、短か過ぎる。

※　設計者の図面で、現場施工や工場加工に対する認識が薄く、加工図を作るまでに大変大きな時

間と労力がかかってしまう。

※　安く入札して、下請をいじめて自分の懐を良くしているように思う。

※　職人の人材育成が出来るくらいの利益がほしい。

※　工期、予算とも、仕上げ工事にしわ寄せがき過ぎている。

※　提案型社会と早くから云われていたのに、全く聞く耳を持たない上意下達型が多く、現場作業

員は苦労している。正に、今のゼネコンは予算管理と工程管理の押し付けに過ぎない。もう少

し現場作業の専門家（職人）の意見を聞いてほしい。そうでなければ、ベテラン技能者を失う

ことになる。

※　福利厚生費まで早く認めてほしい。

◆専門工事業界への意見

※　建専連も各業種団体もマンネリ化して、業界の発展に「体を張る！」という気概を持って進む

リーダーは些少である。これは当たり前で、皆 生き残りをかけて自社第一を考えれば、元請と

戦って損をしてまで……と考えてしまうだろう。行政の力をさらに借りて、もっと行政からゼ

ネコンに指導を強化してもらうという図式しか考えられない。建専連がこの要として活躍して

もらいたいと、期待するところである。

※　我々専門工事業は今がチャンスであり、雇用の改善や賃金アップ等を、我々自身が実行しなけ

ればならない。しかし、ゼネコンからの請負が良くならなければ、それもできない。現実には、

あと数年で職人の数が激減していくことになり、我々もゼネコンを選ぶことが必要ではない

か。

※　今の社会のどこを見て、このようなアンケートを実施しているのか、専門工事業でゼネコン等

の仕事をしている会社は全体の10％位だと思います。あとの90％は一般建築業の大工さん、工

務店、単価の決まっていない安い住宅メーカー等、元請受注業者そのものが資本力のない業者

ばかりです。その下請ではどうしようもありません。 

―３４―
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※　県内外の大手業者は、下請工事業者を絞るだけで、育てる気など全くない。こんな業界では、

今後下請業者は大きく減るだけであり、困るのは大手工事業者で、３～５年後が見ものである。

組合も全体のために働くよう強く求める。

※　業界内の体質が今一つパッとしないと思う。組合で工事価格が決まっていても、価格通りに仕

事をしている会社は少なく、仕事が欲しいために工事価格を無視して請けているところが多

い。専門工事業界あるいは組合員が、一致団結して破格競争をやめれば、業界全体が潤うので

はないのか。そうすることによって、人材育成、技術・技能の伝承を行う余裕が生まれてくる

のではないかと思う。

※　アンケートが長すぎる。

※　建専連全体で、物価本の単価を改善する努力をもっとすべきと思います。公共労務単価がアッ

プしても、㎡いくらのような建築においては㎡単価が決まっているので、それを上げていかな

いと中身が良くならないと思います。調査会から単価の記載依頼がきた時に低い単価を出さな

いように、全国の各団体、各業者に周知徹底を強固にやっていただきたいと思います。

※　専門工事業なくして、居住環境が良くならないことを自覚し、作業員が自信と誇りを持ち、働

く気概を持つような教育をすべきではないだろうか。標準見積書の活用はもちろん、労務費の

改定や福利厚生の目安が出たことをチャンスに、お互い団結して従業員に報いてやる時です。

※　最近、組合に加入していない業者が多くなっています。勿論、資格・免許は持っておりません。

適当な見積りと適当な仕事で単価を下げて迷惑しています。後継者のためにも、解決に向けて

話し合っていかなければならないと思います。

―３５―
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