日建連
事務総長

有賀長郎

日建連
労働委員長
（戸田建設 社長）

今井雅則

日建連
週休二日
推進本部長
（清水建設 社長）

国土交通省
土地・建設産業局長

田村 計

井上和幸

特集 特別座談会

動き出す
働き方改革

〜「週休二日の定着」
「時間外労働の適正化」に挑む〜
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日本の働き方を根本から見直す「働き方改革」。
その実行計画が昨年3月に策定され、
改革が本格的にスタートしてから一年が経とうとしている。
建設業においても、政府の絶大なるバックアップに応えるべく、業界をあげた取組みを加速させてきた。
これまで一年足らずで多種多様な試みが展開されてきたが、同時に新たな課題も顕在化している。
今後の建設業界の働き方はどうあるべきか。
その理想像を実現に導く施策とは。
「改革」を超えた「革命」
ともいえる大きなテーマに挑む、
その道筋について語っていただいた。

［司会］竹島克朗 日建連 常務理事
写真：入江輝彦
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覚悟を決めて
働き方改革に挑む

を含めて全政府的なバックアップ
が必要となるので︑関係大臣︑産
業界の全面的な協力をお願いした

クアップをいただいています。そ

しては、政府より大変力強いバッ
業界のために異次元のご支援﹂と

要がある話であり︑さきほど﹁一

設業の長年の慣行を変えていく必

い﹂とのご発言がありました︒建

の内容は一業界に対して異次元と
いったお話もありましたが︑関係

建設業の働き方改革につきま

も言えるほど手厚いものになって
省庁が一体となって取り組まなけ

─

います。その背景等について、田
れば長年の課題である建設業の働
き方改革は実現しないと思います︒

村局長からまずお話を伺いたいと
思います。

った建設業や自動車運送業の扱い

で時間外労働規制の適用除外であ

働規制が検討される中で︑これま

議において︑罰則付きの時間外労

年二月の政府の働き方改革実現会

になった年だと思っています︒昨

働き方改革について大きな転換点

をいただきました︒そのときに中

石井国土交通大臣から直接ご要請

間労働の規制を受け入れるよう︑

設業界としても︑罰則付きの長時

有賀 昨年の三月三日ですが︑建

賀事務総長からお願いします。

どのように受け止めているか。有

界のご協力について日建連として

るべく時間外労働の自主規制と週

でになり︑日建連でもこれに応え

経団連でも共同宣言を策定するま

時間労働規制への対応については

ます。

みをお聞かせいただければと思い

二日推進本部長から背景や意気込

ている今井労働委員長と井上週休

決議しました。陣頭指揮を取られ

こうした政府のご支援、経済

も議論となりました︒その後︑三
村前会長は︑即座にそれを受け入
休二日の行動計画を打ち出すこと
今井 日建連としましても︑一民

─

月に日建連をはじめ︑建設業関係
れることを表明し︑段階的にやっ
といたしました︒何とか業界とし

間企業としましても︑やはり人口

田村 昨年を振り返ると建設業の

団体の皆さんと意見交換を行い︑
ていただきたいということと︑政
ての本気度を世の中にお伝えでき

官民一体となって
取り組む必要がある

最終的には建設業についても一定
府から各方面に呼び掛けていただ

減少︑労働者の減少を鑑みるに︑

政府全体の動きになりました︒長

月二十八日︶に盛り込まれました︒ の皆さんのご尽力の結果︑それが

しています︒そのためにも国土交

休二日の推進」に取り組むことを

で「時間外労働の適正化」と「週

そのことを踏まえ︑業界全体とし

のは給与以前に休日なんですね︒

ます︒地方においては事態は更に

たないという大きな危機感があり

の猶予期間を置いた後に︑時間外
たのではないかと思っています︒

その際︑総理からも﹁施主の協力

い人たち︑新しい活力が入ってこ

通省の更なるご支援をお願いした

て実現しなければならない︒これ

きたいという二つのお願いをいた

深刻です︒日建連では二〇一五年
られる土壌を築いていきたいと思
いと思います︒

はもはや社会運動だという認識で

労働規制を適用することが﹁働き

に﹁建設業の長期ビジョン﹂を策
っています︒インフラの整備︑更

井上 大きな問題としては長時間

─

定しました︒今後とも︑これに基
に災害時の対応といった建設業の

しました︒大臣と国土交通省幹部

づいた働き方改革を実行していく

私も取り組んでいます︒地道に愚

全産業
1987

下がほとんどという状況です︒四

休みが増える分︑工期が延びる︑

周囲からは週休二日にすると︑

け前に進む覚悟を決めています︒

を一段ずつ上るがごとく実現に向

ードルは相当大きい︒本当に階段

かもしれませんが︑この三日のハ

するだけという安易な見方もある

について井上本部長から行動計画

り組む重要性という四項目の課題

工期の延長、会員企業が一斉に取

少するのではないかという懸念、

土曜閉所、日給技能者の収入が減

ます。最初に週休二日に関して、

クダウンして話を続けたいと思い

労働の自主規制について、ブレー

それでは、週休二日と時間外

コストも上がるのではないかと問

の考え方をお話していただき、ご

─

われることがあります︒各社の利

からいわゆるシフト制のご意見を

議論いただければと思います。

国の基盤をしっかりと支える建

いただくことが少なからずありま

益を下げてでもやるんですかと︒

設業界を衰退させることは決して

した︒個人ベースでシフトをうま

井上 まず一点目の土曜閉所とし

あってはならないと強く思ってい

く組んで︑週二日休めばいいじゃ

そうした足元の問題にも目をつぶ

ます︒今の現場で働いている技能

ないかと︒ただ建設現場というの

た理由ですが︑他産業︑業界の方

者の方︑特に若い方が求めている

ってはいけません︒

週八休は現状にたった三日プラス

週休二日推進の課題に
しっかりと向き合う

労働の改善︑削減が挙げられると

2111H

に現在の建設現場は︑四週五休以

社会的な使命をきちんと果たすた

方改革実行計画 ﹂
︵ 二〇一七年三

このままでは建設業自体が成り立

田村 計

日建連では昨年九月の理事会

国土交通省
土地・建設産業局長

ことによって︑魅力ある産業にし

2016

直に進めていかなければならない

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（事業所規模30人以上の調査）

思います︒その中でも週休二日の

2288H

1783H

めにも︑力のある産業にならなけ

建設業

ていかなければなりません︒今こ

2102H

と︑そう考えています︒

時間超

徹底は一丁目一番地であることは

300

ればいけません︒建設業全体が一

（時間）
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労働時間全産業比

そがそのチャンスだと捉え︑建設

時間超の長時間労働となっている。

明らかです︒皆さんご承知のよう

が進む他産業との格差は徐々に拡大している。全産業平均に比べ年間300

体となれば必ず実現できると確信

建設業の労働時間は年間2,100時間前後で推移しており、労働時間の削減

業をより魅力的な産業にして︑若

長時間労働の現実

動き出す働き方改革
特集 特別座談会

技能労働者

出典：国土交通省「週休2日の確保に向けたアンケートの実施結果」

%

（平成29年8月28日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ）
（1）適正な工期設定・施工時期の平準化

○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。

・建設工事に従事する者の休日（週休２日等）の確保

・労務、資機材の調達等の「準備期間」や施工終了後の「後片付け期間」

そこに雇用形態︑雇用主の異なる
いろいろな業種の方々が集まって
くるんですね︒いわば︑臨時職場
的なところがあるわけです︒そこ

田村局長、日給技能者の収入

で統一的なシフト制を組んで休み

─
減について、国としての施策をご

話ですが︑基本的にはこれは下請

それから二つ目の日給技能者の
革行動憲章﹂を策定され︑建設業

現行動計画を︑全建も﹁働き方改

田村 昨年は日建連が週休二日実

紹介いただけますか。

の次数を減らして︑社員化︑月給
界をあげた取組みが本格化しまし

社員化︑月給化に消極的な会社に

たこうした取組みは︑建設業の将

適用に先んじて業界が一丸となっ

だと思っています︒行動計画では︑ た︒罰則付きの時間外労働規制の
は︑なるべく下請発注を見送るこ

来の担い手を確保するための働き

発注者に対して︑
適正な工期の理解を促す

とも考える︑としています︒

・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等

は︑一つの現場が立ち上がると︑

「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」
（抜粋）

化ということを視野に入れるべき

めに土曜閉所を掲げました︒

たり前に行える産業にしていくた

す︒そうした当たり前のことが当

技術者約25％、下請技術者約11％、技

井上和幸
日建連
週休二日
推進本部長

○受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のダンピング」を行わない。

請負代金に適切に反映。

○予定された工期での工事完了が困難な場合は、受発注者双方協議のうえで適切に
工期を変更。

○発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。

（2）社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保

○社会保険の法定福利費などの必要経費について、請負代金内訳書に明示すること
等により、適正な請負代金による請負契約を締結。

（3）生産性向上

前にも増して適切な賃金水準の確

はじめ建設業団体の皆さんに︑従

好循環につながるよう︑日建連を

の技能者の賃金水準の上昇という

るところであり︑引き続き︑現場

共工事設計労務単価は上昇してい

また︑これまで五度にわたり公

考えています︒

切な取扱いを検討していきたいと

査結果を踏まえ︑必要に応じて適

加を行っています︒今後︑この調

るようにするため︑調査項目の追

公共工事設計労務単価に反映でき

金支払いの実態について︑適切に

の導入等による休日拡大に伴う賃

業労務費調査において︑週休二日

具体的には︑一七年度の公共事

ます︒

で支援をしていきたいと考えてい

事設計労務単価の設定を行うこと

は︑実勢を踏まえた適切な公共工

捉えています︒国土交通省として

るに当たって重要な課題であると

入減の問題は︑週休二日を推進す

上で︑国としても日給技能者の収

すべきことだと思いました︒その

方改革に向けた第一歩として歓迎

また︑現場を管理する会員企業

いかと︒

所﹂とすることが王道なのではな

日休めるようにするためには﹁閉

ではないと思います︒全員が週二

を取ることは︑なかなかできる話

○週
 休２日等を考慮した工期設定を行った場合には、必要となる共通仮設費などを

保をお願いしたいと思います︒

（4）下請契約における取組

○下請契約においても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を考慮して適正な工
期を設定。

○下請代金は、できる限り現金払いを実施。

○週休２日の確保に向け、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意。

○一人親方についても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を図る。

（5）適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○工事の特性等を踏まえ外部機関（CM企業等)を活用。

○受発注者の連携により、建設生産プロセス全体における生産性を向上。

ありがとうございます。井上

数等︑更には工期ダンピングの防

け期間︑天候等による作業不能日

ン﹂を策定し︑準備期間や後片付

工期設定等のためのガイドライ

いて︑今おっしゃられた﹁適正な

昨年八月の関係省庁連絡会議にお

田村 適正な工期設定については︑

をつくっていきたいですね︒

用で工事を受注するというベース

風として︑正しい工期︑正しい費

していただきました︒これを追い

定等のためのガイドライン﹂を示

﹁ 建設工事における適正 な 工期設

ただくことが重要です︒政府でも

お客さまに説明をしてご理解をい

積りにきちんと折り込み︑それを

力を続けていますが︑やはり︑見

げて︑それをカバーする懸命な努

ます︒もちろん我々も生産性を上

すればその分︑コストも高くなり

うことになりますが︑工期が延伸

適正な工期で工事を受注するとい

だと考えています︒言い換えれば

井上 個人的には一番大切なこと

てはどのようにお考えですか。

本部長、三点目の工期延伸につい

─

の気兼ねすることなく参加できま

どもの運動会が土日であれば︑何

家族やお子さんがいる方々は︑子

いうことも現実的に難しい︒更に︑

場のことを忘れてゆっくり休むと

の職員も︑現場が動いていると現

○受注者は、工事現場のICT化等による施工の効率化を推進。

止など︑適正な工期設定を実現す
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11.6%

12
約

下請技術者

技能労働者の
週休二日は

10.7%
能労働者約12％と低い状態にある。

元請技術者
週休二日が確保できている割合は元請

24.6%
技術者・技能者の休日形態について、

週休二日

休日が少ない建設現場

動き出す働き方改革
特集 特別座談会

なされるよう︑国土交通省として

週休二日が確保できる工期設定が

らず︑民間発注者にも浸透させ︑

このガイドラインを︑公共のみな

通の指針としてお示ししました︒

るための考え方を︑受発注者の共

も来年度からは土曜日︑まず月一

とを踏まえ︑勢いをつけるために

る可能性もあります︒そうしたこ

制そのものをきちんと組めなくな

ないでしょうか︒あるいは生産体

淘汰されていくことになるのでは

り組めない企業は︑この業界内で

とを目指します︒

も︑周知︑徹底を行なっていくこ

拝見して︑民間の取引きの世界に
有賀 日建連の会員企業は皆さん

回の土曜日一斉閉所︑その次には

あそこまで踏み込んでいただいた
危機感をお持ちなのでスムーズに

とが大切であると考えています︒

ことに大変驚くとともに︑何遍で
推移するとは思いますが︑各社の

月二回というように段階的に︑か

もお礼を申し上げたいと思いまし
末端まで意識を徹底していただく

有賀 今回︑関係省庁のお力で策

た︒一方で︑今回これほどの施策
ことと︑協力会社をしっかり指導
うふうにおっしゃっていただける

つ足並みを揃えて増やしていくこ

を政府が立ち上げていただいたと
していただく必要があるでしょう
連が先頭を走って︑全体を引っ張

定していただいたガイドラインを

いうことは︑建設業を近代的な産
ね︒私が今︑努力しているのは日
ようにはなりました︒

発注責任を意識し︑
協力会社と
ともに働き方改革に取り組む

業に進化させなければならないと
っていくような雰囲気をつくって

ます︒少々きつい物言いになりま

いう意志は共有されていると思い

一緒に取り組まなければ駄目だと

な危機感を持たれており︑今こそ

井上 各企業の経営者の方は相当

についてはいかがでしょうか。

任が我々にはある︒それで︑休み

いけないと思います︒そうした責

ありがたいお話です︒やはり日建

井上 そうですね︒それは本当に

標を示すことも始まっています︒

是正と週休二日についての数値目

体ごとに会員各社の長時間労働の

の意見交換を実施しています︒団

です︒多くの関連団体とこの問題

かという機運をつくっていくこと

して︑その影響力と責任は非常に

うことです︒日建連の会員企業と

とともに取り組む必要があるとい

頼みます﹂
﹁我々もやります﹂とい

いしてお話をすると︑
﹁ぜひ︑ぜひ

ね︒他業種の皆さんと会合でお会

動に発展しないということですよ

かないと︑これはなかなか社会運

三の方々にも本気になっていただ

ぐらいですから︑その他の四分の

日建連のシェアは全体の四分の一

大きくなると思うんですよね︒

願いする分︑我々の責任もすごく

族の皆さんの幸せを目指さないと

所についても︑本人のみならず家

やすいと思います︒それと土曜閉

も進行していますから︑割とやり

材を現場で組み立てるなど工業化

ました︒今は工場で製作された部

時間労働はやむを得ない面があり

の現場は労働集約型だったので長

いかなければならないと思います︒ 今井 週休二日に関しては︑以前

すが︑将来的にこうした動きに取

の日は家族と一緒に過ごす︑ある

次に、時間外労働の自主規制
に関して、これを更に下回る削減

─

個人の成長を促す
労働時間の削減

重要だと思いますので︑足並みを
非常に大事だと思っています︒
協力会社の話が出ましたが、

今井 時間外労働の自主規制に関

を図るとともに、元請として協力

井上 協力会社の方々も危機感は

しては︑日建連が先陣を切って明

協力会社でも休みをきちんと確保

特に民間の建築では強固な意志を

一緒なんですよね︒しかし︑どう

示しましたが︑全産業でそうした

職人さんたちの収入の問題です

持って発注者の皆さんに主張して

したらいいのか︑なかなか打開策

動きになりつつあると思います︒

会社と一緒に残業時間の削減に取

いくべきだと考えます︒そのため

が見つけられないというか︒とに

やはり︑我々自身で決めた規制で

しないと入職者が来ないといった

に官庁︑日建連でも標準工期を策

かく元請に﹁お願いします︒付い

すので︑更に早めに成果を出すこ

が︑土木工事と建築工事では進み

定していますので︑これを共通認

ていきますから﹂みたいな風潮が

とが必要だと思います︒現状を考

り組むことが必要かと思います。

識としていきたい︒当然︑発注者

今の実態だと思います︒それをも

え過ぎると︑なかなか難しいかも

危機感がかなり強いのではないか

の皆さんのご理解を得るための各

う少しブレークダウンして︑実際

しれませんが︑基本的に目指すべ

方にだいぶ差がある︒土木のほう

社の企業努力︑あとはそれをコス

の施策に展開したい︒働いている

き方向を確認しながら取り組むこ

そのあたり今井委員長、いかがで

トとして見積りに反映させる方策

補てんをしてあげたい︒その上で︑ とが非常に大事だと思います︒そ

職人さんたちの給与も︑ある程度

の過程で新たな知恵が出てくるこ

と思います。その辺、実態はいか

など︑様々な方法があるとは思い

ともあるでしょう︒自主規制は決

は直轄の工事でかなり改善しつつ

ますが︑とにかく一律でみんなが

土日はみんなで休もうという環境

めましたが︑それにこだわらずに

しょうか。

が非常に大事なことだと思います︒ をつくらなければ︒ただやり方が

一緒にスタート台に上るというの

まだよく分からないというのが現
今まで私たち自身の発注責任と

いかなければなりません︒

もっとレベルの高い取組みをして
いったことに意識が向かなかった
という反省もあります︒協力会社

協力会社にいろいろなことをお

状ではないでしょうか︒

ありますが︑問題は建築ですよね︒ がですか。

がるんだと思います︒

が建設業全体の地位の向上につな

いは自己研鑽や︑地域の社会貢献
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2020年3月までに
全建設現場で
4週6閉所の達成

2022年3月までに
全建設現場で
週休二日
（4週8閉所）の達成
「週休二日実現行動計画」
スタート

─

そろえてやっていくということが

四点目の会員企業の一斉実施

います︒心より感謝申し上げます︒ 建設業界が一丸となろうじゃない

建連以外の専門工事業も含め︑全

今井雅則

いうメッセージとして受け止めて

日建連
労働委員長

にも参画できます︒そうしたこと

2017年12月
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─

週休二日実現のスケジュール

動き出す働き方改革
特集 特別座談会

いろんなことができる︒レベルア

間等も減少し︑その空いた時間で

二日にすることによって総労働時

連携も重要です︒職人さんは週休

当然︑協力会社︑職人さんとの

極的に取り組んでいただくことを

おける労働時間の短縮にも更に積

が集まる団体として︑協力会社に

す︒日建連には︑大手の元請企業

定を行っていただく必要がありま

休二日等を考慮した適正な工期設

今井委員長は戸田建設の社長

として、社内でも長時間労働の是

─

期待しています︒

ップするなり︑資格を取るなりし
ながら︑更に優れた職人としてど
んどん成長していただけると思い
ます︒我々も発注責任を自覚し︑
夕方の五時以降は連絡しないとか︒ 正に積極的に取り組んでおられる
今井 基本的には勤務時間をでき

と伺っていますが。

か︒できることはたくさんあると
るだけ短くしようと呼びかけてい

なるべく早めに連絡してあげると
思います︒

田村 建設業は他産業と比較して

のお考えをお聞かせ願えますか。
使って今より一〇％魅力ある人間

えようじゃないかと︒その時間を

効に使うかと︑それをみんなで考

ろいろ話をしたんですが︑とても

で実現できるのではないかと︒い

はなく︑内勤がサポートすること

二日﹂でした︒外勤の人間だけで

ます︒勤務以外の時間をいかに有

も︑年間で三〇〇時間以上総労働
になれれば︑それ以上の成果が出
多くのアイデアが出てきたので︑

田村局長、国土交通省として

時間が長いなど︑長時間労働が課
せるようになってくるんだと思い

─

題となっていますね︒今後︑建設

にも︑上限規制の水準まで働かせ

段階ですから︒しかし︑少々うま

準法の改正が国会にすら出てない

すが︑元請︑下請間においても週

また︑ガイドラインにもありま

ます︒

進めていく必要があると考えてい

的な労働時間の削減への取組みを

いただきました。特に民間発注者

ためのガイドライン」をつくって

工事における適正な工期設定等の

二日の確保を目的として、
「 建設

において長時間労働の是正、週休

が︑昨年のテーマは﹁現場の週休

と直接話をする機会を持つんです

国の支店で開催しています︒社員

井上 毎年弊社は社長懇話会を全

みをお話しいただけますか。

の分野別の連絡会議等を活用して

高めていくために︑民間発注工事

のガイドライン﹂の実効性をより

における適正な工期設定等のため

田村 国土交通省では﹁建設工事

解をお伺いしたいと思います。

とを目指しています︒

ものを八時間︑七時間でこなすこ

まで一〇時間かかってやっていた

やり方を変えることによって︑今

は技術開発を加速させる︒仕事の

くいかなかったから緩和しような

に対して周知とご理解、ご協力を

更に検討を深め︑ガイドラインの

井上本部長からも自社の取組

どという安易な考えは毛頭ありま

いただくために、分野別の連絡会

改訂等に努めていきたいですね︒

ていいという意識ではなく︑積極

せん︒そのことを間違えないよう

議もつくっていただいています。

一方で︑ガイドラインにも記載し

続いて工期設定についてご議

きたいと思っています︒
そうした政府の施策、方向性

井上 国のガイドライン策定︑そ

長からお話をいただけますか。

んでいくべきか、最初に井上本部

を受けて日建連としてどう取り組

─

向け︑積極的に取り組んでいただ

ています︒今後とも働き方改革に

いただいており︑大変心強く感じ

試行など自主的な取組みを進めて

要です︒日建連には︑自主規制の

丁寧に説明していただくことも必

方や︑企業︑業界の努力について

えています︒また工期設定の考え

していくことが不可欠であると考

生産性向上に向けた取組みを強化

レベル︑あるいは建設業界全体で

労働時間の短縮というのは︑そ

に徹底していきたいですね︒

こうした全政府的なバックアップ

ましたが︑今後発注者の理解を得

─

受発注者間の共通認識
として適正な工期設定を

がなされる中で、田村局長から、

ていくためにも︑個々の建設企業

─

採用できるものはどんどん実行に

トに貼付するほか、ピンバッジや缶バッジな

ますから︒経営者として︑一人ひ

ツールとして、建設現場の仮囲いやヘルメッ

業の魅力をより向上させ︑将来の

発注者、一般社会の理解を促すことを目指す

移しています︒例えば︑ＩＣＴの

向けた建設業界全体の機運を高めるとともに、

とりが成長してもらいたいという

ロゴマークは、業界内外に週休二日実施に

担い手の確保につなげていくため

ロゴマークを作成。

技術を徹底的に活用する︒あるい

日建連は、建設業の週休二日推進に向けて、

思いがあります︒

週休二日推進ロゴマーク

我々建設業界に対する要望、ご見

有賀長郎

“健やかさ”を表すブルーのヘルメットでロゴ化。左
右2本の帯でアテンションをつくりつつ、週休二日を
実現して元気な現場を目指していくアイコンに。

どに展開して、週休二日推進のシンボルとし

今井委員長はいかがですか。

なります︒土木は竣工までの間に

しょう︒土木と建築でも状況が異

持って対応していく必要があるで

事は我々自身が更なる強い自覚を

いただけると思いますが︑民間工

土木・建築とも適正な対応をして

今井 国土交通省発注の工事では︑

─

ないでしょうか︒

ということ︒これに尽きるんじゃ

です︒工期をきちんと守っていく

れを実現に導いていくことが重要

ちですが︑とにかく一歩ずつ︑こ

積という印象が先行してしまいが

ャップだけに拘泥すると︑問題山

でありますから︑現状と目標のギ

と思います︒四週八休が最終目標

を重ねていくということが大事だ

く︑ご理解をいただけるよう説明

隊がお客さまに丁寧に分かりやす

ます︒入り口の部分では︑営業部

着実に実行することが使命となり

だけたので︑あとは我々がこれを

す︒これだけの環境を整えていた

出来事ではないかと感謝していま

いては︑建設業界始まって以来の

して連絡会議︑協議会の設立につ

ています︒現状では︑まだ労働基

いては︑
﹁試行﹂という言葉が付い

有賀 長時間労働の自主規制につ

す︒

ことになる︒これでは本末転倒で

てこっそり仕事をしているという

ってしまい︑その結果︑家に帰っ

てしまうと︑改善がおろそかにな

時間を減らすことだけに目が行っ

んの目的なのだと強調しています︒

して︑生産性を上げることが皆さ

して︑やり方を変え︑密度を濃く

んだと︒時間を意識した働き方を

のこと自体が本当の目的ではない

て広く業界全体での活用を促していく。

工期について変更や追加が発生す
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論いただきたいと思います。政府

国の施策に真摯に応え︑
建設業界の進化に挑む

日建連
事務総長

動き出す働き方改革
特集 特別座談会

建築はあらゆる事案を包含する傾
井上 各社の自由な発想と競争を

れませんね。

るケースが比較的多くありますが︑ しても検討する必要があるかもし
向があります︒いずれにしてもど

もいいのかもしれないですね︒

担保しつつ︑最低限の約束事をル

自分たちが自覚と責任︑そして
有賀 民間工事はフリーマーケッ

こかで整合させなければならない

プライドを持ってこれを進めてい
トの色合いが強く︑国が関与でき

ール化するといったことはあって

くということが大事なんだと思い
る範囲はそう広くはないと思って

と思います︒

ます︒
どのゼネコンであれ︑営業マンや
いただいている︒大変なことだな

連携し︑総力をあげて取り組んで

井上 例えば工期設定についても︑ いました︒ところが︑関係省庁が
現場の人の工期に対する考え方に

めのガイドライン﹂の中で﹁工期

と感謝しています︒更に︑
﹁建設工

と思います︒
ダンピング﹂という単語が使われ

大きな差がないという︑そうした

﹁ これは週休二日を実現するた
ています︒この言葉は業界内だけ

事における適正な工期設定等のた

めに必要なんです﹂と︑みんなが
に使われる言葉だと思っていまし

常識的な状況をつくる必要がある

同じように説明できるようになる
に就任したときの第一声は︑価格
に対し真摯に対応していかなけれ

ことが理想ですよね︒土木にしろ︑ たが︒五年前に中村前会長が会長
建築にしろ︑技術的な仕様書なり
と工期と契約条件のダンピングを

働き方改革を通じた
建設業の将来

ます。今井委員長と井上本部長に
は個々の企業のお話でも結構です
ので、ぜひお聞かせいただければ
と思います。最初に田村局長から

間労働の是正や処遇の改善といっ

て︑今日的な労働観に沿った長時

設産業の目指す方向性の一つとし

を取りまとめました︒その中で建

レットを製作しました︒国の姿勢

に︑昨年末︑発注者向けのパンフ

これを最大限有効に活用するため

公共工事の発注と建設元請企業の

執行官庁としての側面もあって︑

で国土交通省は比較的︑公共事業

と下請といった構図です︒これま

発注者と民間の元請︑更には元請

について展望していきたいと思い

き方改革を通じた建設業の将来像

お願いします。

た働き方改革を進めることによっ

間を調整するために︑いわゆる公

なるとは思っていませんでしたね︒

て︑建設業だけではなく建設関連

共工事標準約款を通じて様々な策

契約時に、この工期、この値

段は週休二日を前提に設定したも

業も含め︑更に世代とか性別を超

を講じてきました︒民間発注者と

業に入れたいと思えるような環境

があってこそ︑親も子どもを建設

と思うんですよね︒そうした保証

ータス︑報酬という評価が大事だ

を担っているのにふさわしいステ

いきたい︒そういう社会的な事業

ばならない建設業の使命を訴えて

も含めて︑どうしてもやらなけれ

クトや︑国土を守る災害復旧など

社会的使命を負っているプロジェ

ものづくりの達成感だけではなく︑

ところもあったのかもしれません︒

あって︑それで自己満足していた

の喜びがあるからというお題目が

ばならない︒今まではものづくり

られるような環境をつくらなけれ

魅力ある産業にしていかないとい

分の子どもを入れたくなるような

それじゃあ︑いかんですよね︒自

たら︑一人しかいませんでした︒

る人は手を挙げてくださいと言っ

たいか︑あるいはすでに入ってい

たちの子どもをこの建設業に入れ

ぐらいいましたかね︑彼らに自分

に参加しました︒職人が一〇〇名

今井 先日︑現場に足を運び朝礼

か。

で︑
﹁建設産業政策２０１７＋■﹂

に いいま る い ち な な プ ラ ス テ ン

は︑昨年七月に建設産業政策会議

田村 国土交通省といたしまして

のですと、特記事項等に明示でき

えてより魅力的な産業になるよう

元請の建設企業︑更には元請と下

それでは、最後のテーマ、働

るモデルのようなものを日建連と

に進めていくということが大事だ

請という構造の中で︑民民の工事

象徴的なのは︑公共工事標準約

ろうと︒それが将来のインフラ整

記載されています︒サブタイトル

款は逐次改訂をしてきましたが︑

においては︑正直︑施策としても

に﹁若い人たちに明日の建設産業

ンスが如実に表れているところか

元下の約款とか︑昔でいう四会契

改めて読み返すと︑個人的には

なという思いがあり︑今回の働き

を語ろう﹂というフレーズを掲げ

昔から言われてきた課題もあると

方改革は︑そうしたことを踏まえ

約約款の改正は割と頻度が少なか

感じていますが︑角度がだいぶ違

民民の分野にある程度コミットす

ました︒若い世代と未来のことを

ってきたのかなというふうにも思

るということだと思います︒そう

ったという印象があります︒やは

っています︒特に週休二日や長時

した意味では非常に困難なテーマ

考えるというコンセプトの中で作

間労働の削減といったテーマは︑

ではありますが︑少しずつ︑着実

り︑そこが国土交通省の政策スタ

正直︑以前は俎上に上がることも

今井委員長、いかがでしょう

いと考えています︒

─

に取り組んでいかなければならな

ったものです︒

備︑災害時の対応を可能とする体

─

協力を求める内容となっている。

手薄な面があったかもしれません︒ けないし︑若い人たちが入ってこ

項目で構成し、適正工期での発注に、発注者となるお客様のご理解とご

制の確立につながるということが

─

指導書はありますが︑労働環境や

パンフレットは、特に「建設現場の週休二日の実現」を念頭に上記の

ばならないと強く思っています︒

❹ 土日閉所が必要な理由等

慎もうという宣言でした︒そのと

❸ 生産性向上の取組み事例

現場のマネジメントに関する統一

❷ 政府、経済界における支援方策

きから︑いろんな機会に発信を続

❶ なぜ今、週休二日が必要なのか

した仕様書といったものも想定で

ト「建設業の週休二日を実現します」を作成。

けてきた言葉が︑まさか公用語に

「週休二日実現行動計画」
（2017年12月）の策定に伴い、パンフレッ

きるでしょう︒

発注者向けパンフレット

なかったように思います︒
こうした改革を進める中で課題
となるのは民民の工事です︒民間
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の二〇年後︑三〇年後を考えると︑ いかなければなりません︒ダイバ

いただきましたが︑やはり建設業

井上 今日いろいろお話しさせて

の最低限の手段です︒これはもう

ています︒働き方改革は︑そのため

んな産業に育てていきたいと思っ

ができるんだと思います︒ぜひそ

かもしれませんが︑着実に進めて

働き方改革は地道な活動である

ています︒

全うすることはできないと確信し

していかなければと思っています︒ 建設業が社会の中で果たす役割を

業界全体で足並みをそろえて対応

ーシティも含め︑今後更に多様な

フィットするような働き方改革に

て働く人たちの価値観がきちんと

ないでしょう︒そこで主役になっ

者から仕事を受けるゼネコンとか

状況です︒そうした背景から発注

見ると需要のほうが上回っている

たまＧＤＰの需給ギャップなどを

指して走っています︒現在︑たま

ムは二〇一八年秋からの運用を目

の辺をきちんとクリアしない限り︑ 田村 建設キャリアアップシステ

していきたいと思っています︒そ

下請企業など︑どちらかというと

考えています︒

気で確立︑普及させていきたいと

的にリードしていただきながら本

これについても国土交通省で積極

にそうですが︑総価主義的なとこ

しても建設工事は︑公共工事は特

をくださいということです︒どう

間がかかるから︑これだけの予算

だきたいと思います︒これだけ時

きちんとした情報開示をしていた

ても︑工事の原価や工期について

に対しても︑更に元下関係に向け

取り組んでおられますが︑発注者

界は生産性の向上を受け手として

ましたが︑そうしますと︑建設業

目を向けなければならないと申し

もいろいろ議論をする中では︑若

とになります︒ですから︑社内で
意された働き方改革を推進してい

ような︑たくさんのメニューが用

それをきちんと受け止められる

有賀事務総長がおっしゃったよう

限りません︒私としましても今︑

までもそういった状況が続くとは

ただ経済は循環しますので︑いつ

明度を上げて開示するなど︑そう

向上に加え︑詳細な情報をより透

方改革を進めている中で生産性の

は不明瞭な部分が残ります︒働き

か。

井上本部長はいかがでしょう

今の二〇代︑三〇代の方にその時
働き方が要求されてくるでしょう︒ 受け手のほうが強い経済状況です︒ ろがありますから︑細部について

─

代の主役として働いていただくこ

い方々の感性や希望に即した価値
きたいと思っています︒
した取組みも建設企業には求めら

観を彼ら自身の手で創造すること
に︑今年の秋に建設キャリアアッ

りますね︒建設業に対する信頼関

のは本当に大切なキーワードにな

いうことに関しては変わることは

ても︑人が関わって人がつくると

らく二〇年たっても︑三〇年たっ

展し続けていると思いますが︑恐

ロボット化やＩＴ化はどんどん進

いと思うんですよね︒建設技術の

本的に変えていかなければならな

も行き詰まってしまう︒そこを根

で前へ進もうとすると︑どうして

ています︒我々世代の価値観だけ

信頼性アップにもつながります︒

きれば︑それも我々業界に対する

という共通認識をつくることがで

ラになると確信していますので︑

していくための欠かせないインフ

働き方も含めた産業の末端を改善

建設キャリアアップシステムが︑

う状況があります︒そうした中︑

ついての正確なデータはないとい

更に賃金や社会保険の加入状況に

たします。

ならない仕事なんだろうと感じて

ード感を持って取り組まなければ

重要です︒ある種の瞬発力︑スピ

範性の高いものにしていくことが

間に︑一定のシステムとして︑規

建設技能者の労働時間や休暇日数︑ 現在の経済状況が維持されている

有賀 残念ながら現在のところ︑

います︒

させる必要性を痛感しています︒

プシステムをインフラとして確立

か。

井委員長、改めていかがでしょう

いうことですが、井上本部長、今

に、できるだけ透明性を持ってと

折り込んで丁寧に説明できるよう

保険の費用など、そうした情報を

性向上、自助努力、あるいは社会

有賀事務総長からもお願いい

係を確立しなければ︑何かこちら
そこからまた検討を重ね︑工法や

─

から一方的にお願いばかりしてい
材料を工夫して工事費や工期を改

が重要だという意見が大勢を占め

るという構図になってしまう︒そ
善することも可能だと思います︒

額も即座に確認できるようになり

つつあり︑資材の材質や数量︑金

ＢＩＭやＣＩＭの導入で更新され

今井 今︑建設システム自体が︑

いと思います︒

については真剣に検討していきた

ります︒そうした情報開示の仕方

正直︑まだまだ足りない部分があ

れているということが伝わってき

スという覚悟で皆さん︑取り組ま

ただきつつ︑まさにラストチャン

有賀 政府︑経済界のご協力をい

田村 その通りですね︒

あるかもしれません。

明性が高まっていくということも

争ができるようになると、更に透

の企業努力に委ねられ、健全な競

今の田村局長のお話は、生産

井上 そうですね︒透明性という

─

れるのではないかと思います︒

うではなくて︑我々もここまで企
田村 建設業は個別性が高いので

ます︒工期を含め全部透明になり

ました︒働き方改革をぜひとも成

更に︑民民の分野にある程度︑

業努力を繰り返し︑こういう内容
適正工期の基準をつくることは簡
単ではないと思いますが︒

になりました︑だからこういう値
段で︑あるいはこういう工期でき

現状、適用範囲は限られてい

ますが、日建連の建築工事の適正

─

ということを明確に言えるように

工期算定プログラムを基準として

ちんとお引き受けさせてください
ならなければ︒現在もそういう努

ます︒そういう意味で田村局長の

功させて魅力的な産業として成長

力をしているつもりなんですけど︑ 工期の短縮、コストの縮減が各社

お話にお応えできる環境整備も進

を続けていきたいと︑決意を新た

がとうございました︒

本日はお忙しいところ誠にあり

にした次第です︒

んでくると思います︒
井上本部長も先ほど言われまし
たが︑どの会社に聞いてもこのプ
ロジェクトは例えば三カ月かかる
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動き出す働き方改革

『週休二日実現行動計画』
概要
Ⅰ 行動計画の基本フレーム
（1）本行動計画が目指す週休二日は、土曜日
及び日曜日の閉所とする。
（2）本行動計画の対象事業所は、本社、支店
等や全ての工事現場とする。

Ⅱ 行動計画の基本方針
（1）週休二日を2021年度までに定着させる

Ⅲ 週休二日の実現に向けた行動
（6）必要な経費は請負代金に反映させる

（1）請負契約及び下請契約における取組み

東京オリンピック・パラリンピック後に集中すると

週休二日に伴い必要となる費用を請負代金の積算に

予想される高齢者の大量離職と、改正労基法施行後

適切に反映させるとともに、発注者の理解を得られ

・ 適正な工期の設定

５年で建設業に適用される罰則付き時間外労働の上

るよう、受注交渉において丁寧に説明する。

・ 必要となる費用の請負代金への反映

限規制に適合する。

（3）本行動計画の計画期間は、2017 〜 2021
年度の5年間とし、2019年度末までに4
週6閉所以上、2021年度末までに4週8閉
所の実現を目指す。

（2）建設サービスは週休二日で提供する

（4）本行動計画の実施状況について、毎年度
フォローアップを行う。

（3）週休二日は、土日閉所を原則とする

提供する」という明確な意識改革をしたうえで、一層

の企業努力を行うとともに、日建連は「生産性向上推

の自助努力を行って社会の認識を改める。

進要綱」
（2016. ４）に沿って、個々の企業では解決

・ 適正な工期の設定(後工程の施工期間に配慮)
・ 適正な請負代金の設定
（休日、夜間労働等の割増賃金を含む）
・ 日給月給技能者の減収分の補填

（8）建設企業が覚悟を決めて一斉に取り組む
週休二日普及の遅れは、他産業との人材獲得競争に

一般や入職希望者の理解促進のためにも土日を一斉

ますます後れを取ることとなり、ひいては産業の将

閉所として目に見える形で推進する。

来に重大な影響を及ぼすことから、すべての日建連

月給制に取り組む専門工事業者に対して積極的な支

② 下請契約における取組み

が困難な取組みを積極的に推進する。

なければ実現は望めない。 技能者の休日確保、社会

日建連会員企業は、協力会社組織等を通じて社員化・

・ 請負契約書の特記事項

週休二日の取組みによる工期延伸をできる限り抑制
するため、会員企業は生産性向上に向けてより一層

（4）日給月給の技能者の総収入を減らさない

・ 工事の進捗状況の共有 ・工期ダンピングの排除

（7）生産性をより一層向上させる

建設業自らが「週休二日をベースに建設サービスを

週休二日は業界一丸となって一斉土曜閉所で出発し

① 請負契約における取組み

・ 再下請負契約に係る指導 ・下請契約書の特記事項

（2）優良協力会社への支援
① 社員化、月給制への移行支援
② 下請発注の平準化 ③ 支払条件の改善

会員企業が覚悟を決めて一斉に取り組む。

（3）自助努力の徹底

（9）企業ごとの行動計画を作り、フォローアップ
を行う

① 生産性の向上 ② 建設技能者の労務賃金の改善
③ 重層下請構造の改善 ④ 下請取引の適正化

援、関与を行うとともに、雇用形態移行までの間は、

会員企業は企業ごとに行動計画（アクションプログ

日給月給制の技能者個々人の年収が維持できるよう

ラム）を策定し、具体的な行動に取り組む。日建連は

に労務単価を引上げて年収減少分を補填する。

会員企業の取組み状況をフォローアップし、その結

（4）業界の意識改革 〜統一土曜閉所運動など〜

果を公表するとともに、必要に応じて具体策の強化

（5）発注者、一般社会の理解促進

（5）適正工期の設定を徹底する
生産性の向上など最大限の自助努力を反映した適正
な工期を提案するとともに、これらの趣旨等を発注

⑤ 建設キャリアアップシステムの普及促進

や追加施策の検討など最大限の努力により目標の達

（6）国土交通省の
「週休二日モデル工事」
への対応

成を図る。

（7）
「建築工事適正工期算定プログラム」
の活用

者に対して丁寧に説明し、発注者の理解を得る。

『時間外労働の適正化に向けた自主規制の試行』
改正労働基準法の施行から5年後に適用される罰則付き時間外労働の上限規制に対し、
会員企業が円滑な対応を図るための時間外労働の改善目標を設定。

会員企業への要請

自主規制の対象者

① 本自主規制に沿って時間外労働の削減に向けた段階

日建連会員企業が36協定を締結する従業員

（8）関係省庁等の取組みへの参画

時間外労働の改善目標スケジュール
改正法適用

準備期間

年間960時間以内

（会員企業の自主的な
取組みに委ねる）

・6カ月平均で、80時間以内
・1カ月で、100時間未満

年間840時間以内
・4,5,6カ月それぞれ
の平均で、80時間
以内
・1カ月で、100時間
未満

的な改善目標を定め、社内体制の整備や社員の意識
改革を進める。

・できるだけ早
期に1カ月で、
100時間未満

② 目標の達成度を毎年度確認し、達成度が不十分な場
合は、更なる改善方策を検討し、実施する。
③ 本自主規制に準じた取り組みを行うよう、下請企業
に対しても要請する。
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※海外勤務者や管理監督者は対象外とするが、従業員の健康管理の
観点から、本自主規制に準じた取り扱いを期待する。

2017.9

2019.4

改正法施行

2022.4

【時間外労働の上限規制の原則】
・月45時間以内
・年360時間以内

年間720時間以内
【特例】
・年720時間以内
・2,3,4,5,6カ月それぞれの平均
で、80時間以内
・1カ月で、100時間未満
・特例の適用は年半分を超えな
いよう6回まで

2024.4

※ 2017年度に改正労働基準法が成立し、2019年4月から施行される場合
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