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日建連は、広くわが国建設業に携わる方々が課題を共有し、様々な取組みを連携して推進できるよう、
2015年3月、建設業の長期ビジョン「再生と進化に向けて」を公表しました。
わが国建設業は、産業体質の脆弱化、企業体力の劣化、技能労働者の処遇の低下など
様々な歪みが現れていますが、中でも最も深刻なのは、技能労働者が極端に高齢化し、
今後10年の間に団塊世代を中心とした大量離職時代がやってくることです。
早急に女性を含めた多くの若者を建設業に招き入れ、世代交代を実現しなければ、
近い将来、建設業の生産体制が破綻しかねない極めて危機的な状態にあります。
ビジョンは、
日建連会員企業に限定せず、わが国の建設業全般を対象とし、
そこで働くすべての人々が誇りと希望を持ち、自身の生涯を託すに値する魅力的な産業に再生し、
進化することを目指して、可能な限り具体的にその道筋を提示しています。
そこで、建設産業活性化会議をはじめ多方面でご活躍されている芝浦工業大学の蟹澤教授、
国土交通省の毛利局長にご出席いただき、
様々な観点から、
ビジョンについて議論していただきました。
（平成27年4月8日）

[ 司会 ]

竹島克朗

日建連 常務執行役
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最初に、蟹澤教授、毛利局長、

建設業全体を
対象としたビジョン

―
ビジョン全体の評価、印象をお聞
かせください。

需要を創出する取組み︑就労管理
で何とか生産体制が維持できてい

よる引き留めや離職者の呼び戻し

足元では労務単価の引き上げに

システムの必要性︑社員化の促進
ますが︑五年︑一〇年後にこの高

す︒ダンピングの断固排除︑自ら

など︑日建連が率先して取り組も
齢層が大量に退職する時︑このま
る懸念があります︒この担い手確

ョンを描いているところが画期的

なく建設業全体の中長期的なビジ
しょうか。

の目的、特徴はどのようなもので

ました渥美委員長代行、ビジョン

を示すことがこのビジョンの最大

に向けて業界として取るべき道筋

定の動機であり︑この課題の解決

危機感がまさに今回のビジョン策

保に関する﹁今しかない﹂という

です︒その目標についても具体的
渥美 建設投資は一九九二年をピ
の目的です︒

取りまとめにご尽力いただき

な数値や︑達成目標年を示しなが
ークに減少し続け︑二〇一〇年に

っていることを高く評価していま

む業界の決意表明︑行動計画とな

が危機感を共有して課題に取り組

となっており︑このビジョン自体

れた政策メニューを踏まえた内容

昨年の建設産業活性化会議で示さ

とに意義があると考えています︒

いというタイミングで出されたこ

毛利 このビジョンが︑今しかな

期的なことだと思います︒

れていること︒これは︑非常に画

これだけ大きなボリュームが割か

ます︒第二に︑技能者の問題に︑

いただこうという姿勢が感じられ

あり︑関係する各社がそこにきち

生産システムに深く根ざした面が

確保の問題は建設業の産業構造︑

特に強調したいことは︑担い手

る点です︒

わけです︒

化という問題が一気に顕在化した

端︑この人手不足︑担い手の高齢

て建設投資が回復基調に転じた途

リンピック関連の再開発等もあっ

民間設備投資の復調︑さらにはオ

設需要︑あるいは景気回復に伴う

震災復興や国土強靭化といった建

界構造となりました︵図︶
︒そこに

に比して高齢化が著しく進んだ業

の入職が激減し︑建設業は他産業

能者が離職するとともに︑若い人

下げられて働き盛りの技術者︑技

すが︑その過程で労務単価も切り

ければいけないと非常に強い調子

その他労働者の処遇改善に努めな

ら︑業界も本気になって労務賃金︑

もこれだけの措置を講じたのだか

このときは︑局長通達で︑国交省

と思います︒

確保のためにも必要不可欠である

とは︑一つ目の目的である担い手

ある産業としての将来像を示すこ

化することを目指しました︒魅力

とそこに向けた覚悟︑決意を明確

企業︑業界としての進化の方向性

待に応えられる産業になるための

が求められており︑その国民の期

の中で建設業にはどのような役割

すが︑そうした将来の日本の社会

体的には二〇五〇年としておりま

パンで見つめ直したことです︒具

建設業の役割︑将来像を長期のス

それは民間の発注者にとっては全

事の価格がやや上がり気味であり︑

特に労働者不足もあって建設工

世論の支持を得られないだろうと︒

界が本気度を示さないことには︑

を挙げて作った報告書となってい

も反映した︑いわば日建連の総力

対象としたアンケート調査の結果

踏まえるとともに︑全会員会社を

ある全ての委員会における検討を

こと︑そして日建連の中でも二八

ら対象を建設業界全体としている

ては︑日建連の報告書でありなが

資料：総務省労働力調査

然うれしいことではありませんの

そしてもう一つの目的としては︑
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で求められました︒

はピーク時の半分になったわけで

ら説明しています︒これからは一
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建設業就業者の高齢化の進行

んと正面から対峙したうえで︑業

般世論に建設業の将来像をご理解
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成の経緯、プロセスをお聞かせく

ました有賀事務総長、ビジョン作

ならないという点です︒

最大限の努力をしていかなければ

の理解を得るべく︑元請としても

して︑そのことについて業界各層

と上手くいかないということ︑そ

界を挙げて解決を図っていかない

込んだことが世論に評価されたと

対応いたしました︒その一歩踏み

下請構造の改善にまで踏み込んで

金を行き届かせると同時に︑重層

とでした︒そのための具体策で賃

論の袋叩きに遭うだろうというこ

の手に届かなかったら︑業界が世

金が原資で︑それが末端の労働者

は︑設計労務単価の引き上げは税

ですが︑そのときにまず思ったの

業界にボールが投げられたわけ

を作るしかないということで︑ビ

きか整理する︑これにはビジョン

で︑将来展望を含めて何をやるべ

将来展望がなければできないわけ

なりますと︑企業でありますから

しなくてはならない︒実施すると

すだけでなく︑それを実際に実施

た流れの中で︑業界は本気度を示

貫して考えておりました︒そうし

設業の本気度を示すしかないと一

やすいと思い︑それを防ぐには建

で︑とかく建設業批判につながり

中で︑日建連では建設業の︑特に

て世論の関心が集まってきている

いう問題があって︑建設業に対し

と思います︒建設労働者の不足と

化対策のためのいろいろな対策を

継ぎ早に担い手対策や施工の円滑

ると思っていますが︑国交省が矢

大臣の大変なリーダーシップによ

その後さらに︑これは太田国交

事務方として作成に当たられ

ださい。

いうのか︑一応批判は受けずに済

ジョン作成に至りました︒

担い手確保の問題に本腰を入れな

講じていただきました︒日建連と

︱

有賀 私からは︑ビジョンの作成

んだと思っています︒

いといけないということで︑いろ

︱

第Ⅰ部では、二〇五〇年とい
その発端は二年前の公共工事設計

たわけですが︑いずれにしても業

組方針を表明することに努めてき

れています。おそらく建設業の役

「建設業のあるべき姿」が提示さ

う時代を概観し「建設業の役割」
労務単価の大幅な引き上げです︒

いろと取り組んでまいりましたが︑ してはその都度︑業界としての取

進化に向けて︑
建設業の役割と
あるべき姿を明示

に至ったプロセスをご紹介したい

今回のビジョンの特徴としまし
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渥美 この部分では建設業の基本

があります︒

設業のあるべき姿﹂の部分で︑周

ひとつ補足するとすれば︑
﹁建
を訴えたことも評価できます︒

が入職するための前提であること

守することと同義であり︑若い人

もう一つは︑建設業は公的セク

辺分野への事業領域の拡大や海外
毛利 建設産業は国民経済や生活

的な役割をこれからの需要の変化

市場への展開について言及したこ
に付加価値を生み出す﹁ものづく

ターではありませんから︑企業体

とです︒これは現実には各社が戦
り産業﹂であって︑とりわけ災害

も勘案しながら改めて整理した上

略として取捨選択していく部分な
に対して脆弱なわが国では︑命や

として適正な利潤が必要であるこ

のですが︑これから若い人たちに
財産の守り手です︒その本質的な

で︑今後とも国民の負託に応える

建設業界にもっと目を向けてもら
役割はいかなる時代や社会経済状

とを適切に説明することも大きな

う上で︑こうしたこれまで培った
況のもとでも不変だと思います︒

建設業の責任は重いと結論付けて

強みを生かしながら需要を創造し
国交省でも昨年七月﹁国土のグ

意味があります︒これは法令を順

ていく︑新しい形での建設業の展
ランドデザイン二〇五〇﹂を公表

います︒

開というのもあるということを知

らに︑一般世論︑例えば民間発注

投げかけを意識しております︒さ

してもらえるようにと︑若者への

自信を持って建設業で人生を過ご

の中ごろまで夢と希望を持って︑

に入っていただく人が二十一世紀

けだけではなく︑これから建設業

有賀 この長期ビジョンは業界向

むこと、また建設企業は健全な事

も事業として責任を持って取り組

に、防災・減災に加えて、応災に

かったのではないでしょうか。特

り易く記述したものはこれまでな

的にしかも広く国民各層にも分か

割とあるべき姿を、これほど網羅

界の総意がかなり明らかになった

当然ありますけれども︑そこに業

ンケートの集計結果︑ばらつきは

ンケートを実施しました︒そのア

一四〇社に対して極めて詳細なア

作るにあたって︑日建連会員企業

つありますが︑まず︑ビジョンを

有賀 第Ⅱ部では︑数値目標が五

え方をご説明ください。

ますか。

のように受け止めていらっしゃい

されています。これらについてど

むなど、進化の方向が具体的に示

や事業領域・地域の拡大に取り組

保するとともに、自ら需要の創出

業活動を通じて、適正な利潤を確

目標を達成するのは簡単なことで

ですから︑全建設業でこれだけの

力目標の平均です︒日建連の平均

これは日建連会員企業の今後の努

を省人化しようということです︒

れによって技能労働者三五万人分

れは平均で一〇％向上させて︑そ

的に発信することには大きな意味

貢献しているということを︑積極

れ以上に︑地域の建設業がそこに

警察︑消防︑自衛隊と同等かそ

しようとする熱意を感じました︒

という決意を一般の方々にお伝え

いった社会的な責任を担っている

蟹澤 業界が地域の維持と安全と

敢えて書かせてもらいました︒

については︑誰でもいずれは辞め

のが一番の危機感です︒この数字

大量離職時代がやってくるという

者が一二八万人と推定しており︑

三番目に︑今後一〇年間の離職

らない目標だろうと思っています︒

はない︑かなり頑張らなければな

していく時期だと思います︒

ばならないということを強く主張

存在だという認識に転換しなけれ

はなく︑守らなくてはいなくなる

設業がいつでもいてくれる存在で

す︒やはり︑全ての発注者が︑建

るパートナーである必要がありま

政と業界は国土を作り︑地域を守

をかたちにしていくうえでは︑行

具体的な数値として
日建連が
示したことが大事

者に対して理解をお願いするとい

と思い︑これをビジョンの基本的

ってほしいという気持ちを込めて︑ しました︒その中で志向したもの

う意識も相当強くなっています︒

第一に︑二〇二五年の建設市場

業は国民の生活と産業を支えるだ

てしまいました︒第Ⅰ部は︑建設

そのために随分分厚いものになっ

ようによってはアベノミクスの行

を作りました︒ただこれは︑考え

であり︑これを意識して数値目標

で︑これが建設業界の大勢の感覚

毛利信二

国土交通省 土地・建設産業局長

具体的な取組みが
示された行動計画

な方向付けに活用しました︒

通用しないので︑一般の人が読ん

の規模ですが︑若干減少ながら大

したがいまして︑業界の言葉では
でも何とかわかる程度の表現にす

けでなく︑国民に支えてもらわな

く末に半信半疑という意味合いに

るため相当努力したつもりですが︑ きく落ち込まないというのが結論

ければ成り立たない国民産業だと

道に乗れば︑建設市場の規模はも

いうことを前提にして書きました︒ もなるわけで︑経済の好循環が軌
建設業の進化の道筋についてはそ

う少し増えるような気もしていま

二番目に生産性向上ですが︑こ

います︒

のくらいがちょうどいいと考えて

えは当然必要でありますから︑こ

とっては︑将来に対する慎重な構

す︒いずれにしても企業経営者に

れなりに自信を持っております︒

第Ⅱ部では、具体的な数値目

再生を目指し︑
五つの数値目標を設定

︱

標が設定されています。設定の考
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る可能性はありますが︑間違いな

るので一〇年でなくもう少し遅れ
もっと必要になる可能性を覚悟し

九〇万人の確保では済まなくなる︑

も容易でないことなどを考えると︑

ておくほうがいいと思っておりま

くやってくることです︒
四番目に︑そのための新規入職

りません︒どの企業でも一人退職

らむような高い目標とは思ってお

ただ︑九〇万人の確保は︑目がく

あり得ると付け加えた次第です︒

例えば五年後には目標値の改訂も

ことで逆に不安になってしまい︑

われとしては︑反論がないという

ほとんどありませんでした︒われ

くご意見を伺いましたが︑反論は

の目標設定についてはかなり幅広

のビジョンの一番の結論です︒こ

みをかけたようなもので︑その覚

す︒乱暴な言い方をすれば殴り込

は︑建設業はほとんど新規参入で

なにしろ女性の労働市場について

それに勝ち抜く覚悟が必要です︒

争になるだろうと思われますが︑

産業とのかなり激しい人材獲得競

ジョンの願望であり決意です︒他

出したものではなく︑この長期ビ

標がありますが︑これは計算して

二〇万人以上獲得しようという目

最後の五番目に︑女性を新たに

す︒

すれば一人補充するという欠員補
悟でやっていかなければ勝ち抜け

者確保の目標九〇万人︑これがこ

充は当たり前で︑それを続けてい
ません︒以上︑単純明快な分かり
やすい数値目標を勇気を出して作

ければ問題はない︒
問題は︑これからますます人材
獲得競争が厳しくなっていく中で︑ りました︒
本当に欠員補充ができるのかどう

渥美直紀
日建連 総合企画委員会委員長代行︵鹿島建設 副社長︶

員である人は︑どう多く見ても半

わゆる技能職でいうと︑現状は社

入るという循環がありますが︑い

社員については︑いなくなれば

非常にいいことだと思います︒

な目標が見えたという意味では︑

パクトのあることですし︑具体的

ことは︑業界全体にとってもイン

がこういう具体的な数値を示した

たい状況にありますので︑日建連

として共有されているとは言いが

者が出ることが︑まだまだ危機感

いただきました︒今後大量の離職

するために︑いい数値を提示して

ことを︑まずこの業界自身が認識

だとするとかなりハードルが高い

るかということですが︑今のまま

です︒この目標を本当に実現でき

らむ可能性があり︑生産性の向上

てはアベノミクス次第でかなり膨

し上げましたが︑市場規模につい

だと思います︒それから先ほど申

本気で取り組むことが絶対に必要

て︑目標として掲げられた数字だ

しています︒また全体を通じまし

らないという認識の表れだと認識

拭するだけの世代交代にはつなが

前提に立たなければ︑危機感を払

標でありますけども︑それだけの

というのは︑チャレンジングな目

生産性の向上も︑省人化三五万人

国としても重く受け止めています︒

感を具体的に強く表されたものと︑

ており︑担い手確保に関する危機

現実を厳しく見据えた推計となっ

万人が離職するという見込みは︑

毛利 二〇二五年度までに一二八

す︒

だけたことは︑大いに評価できま

ょう︒そういう展望を示していた

と誰もがわかっていただけるでし

ビジョン全体を読んでいただける

も︑私は日建連がビジョンの中に

八万人減るということですけれど

蟹澤 まず︑この一〇年間で一二

か。

うに受けとめていらっしゃいます

ためには︑まずは現場の技能労働

競り勝って若者の入職を促進する

場で成り立つ産業です︒他産業に

毛利 建設業は人に支えられ︑現

いのでしょうか。

組みをどのように進めていけば良

も作られていますが、具体的な取

建設業産業活性化会議では工程表

議論をしておりますけれども︑た

者を確保しなければならないとい

れに対して︑九〇万人の新規入職

いい数字だと思っております︒そ

危機感を共有するという意味では︑

一〇〇万人ぐらい減るのだという

示 す 数 値 と し て︑ 少 な く と も

強く発信していきたいと思ってい

努力をしていますが︑引き続き︑

会議などを中心に認識を共有する

のあり方について︑経済財政諮問

て見通しを持てるような公共投資

して︑やはり企業が将来にわたっ

達成に向けては︑民間発注者も含

の設定などを通じた︑計画的な休

作りを進めるために︑適正な工期

リーダーが出されたということで︑ ます︒若者にとって魅力ある職場

だ︑こういうものを業界のトップ

ます︒

いく必要があると認識しています︒ 暇取得も重要課題でしょう︒目標

われわれとしても施策の根底にこ

蟹澤 技能者に関しては︑今まで

は、非常に多くの課題があります。 目指していくことも必須です︒そ

の数値を持って︑政策展開をして

誰が当事者かという視点が曖昧で

も着実に進んでいると思っており

あります︒また社会保険加入対策

れているということが非常に大事

の中に︑具体的な数値として示さ

表である日建連が示したビジョン

が発表した数値ではなく︑業界代

重要なのは︑やはりシンクタンク

う宣言も評価できます︒何よりも

元請けとしても
当事者意識を持って
対処していくことが重要

分もいないわけですから︑この部

けではなくて︑そのために必要な

者が正しく処遇され︑誇りを持っ

あったという問題があります︒こ

これらの数値目標をどのよ

分をどうやって社員化するかが︑

さまざまな取組みも具体的なかた

て働ける環境の構築が必要です︒

れをビジョンでは元請を含めた建

︱

の︑一番大事なことだと思います︒ ちで示されておりますので︑そう

新規入職者九〇万人確保に向けて

いう意味で︑先ほども申しました

これまで三度の公共工事設計労務

か︒それには︑やはり処遇改善に

重層下請の解消と社会保険の加入

けれども︑ビジョンは行動計画に

単価の引き上げを実現しましたが︑ 設業全体が当事者であると明言し

担い手の確保、育成について

より一層必要だと思います︒
今後は︑女性が働きやすい現場
環境の整備や地方レベルでの活躍
の支援などを通じ︑女性の定着を

たことは非常に大事なことだと思
例えば︑技能者の社員化を促し︑

います︒
復しており︑好循環が生まれつつ

重要です︒幸い︑足下の賃金は回

︱

めて社会全体の機運の盛り上げが

がセットで成り立てば︑九〇万人

なっていると全体として評価して

これを現場に行き渡らせることが

当事者意識を共有し︑
技能労働者の
確保・育成を推進

確保も無理な数値ではない︒逆に

います︒
も内部ではいろいろ数値について

若干つけ加えますと︑われわれ

言 う と︑ そ れ が で き な け れ ば
九〇万人は極めて難しい数値にな
ってしまうということが︑恐らく
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沿って官民が連携して対応してい

ていただき︑そのスケジュールに

うことを工程表として明確に示し

だれが何をいつまでに行うかとい

には鋭意リードしていただいたこ

んでいただきました︒国交省さん

担い手確保の問題について取り組

間でしたが︑包括的かつ多角的に

渥美 活性化会議では極めて短期

示されたと感じました︒

ジョンを踏まえた基本的な数値が

できるわけですから︑そういうビ

としても安心して雇用することが

式も検討できる︒そうすると業界

メンテナンスを一体とした発注方

法として複数年契約や新規建設と

のような検討をすべきか︒その手

長くかかわっていただくためにど

万人を確保するという目標の達成

二〇二五年までに新規入職者九〇

しかし︑これらの解決無くしては︑ ています︒

けないという現実がありました︒

同会議の中間取りまとめの中で︑ 体策まではなかなか踏み込んでい

と︑大変感謝しております︒

は難しいと考えます︒

まで業界内で足並みが揃わず︑具

も︑こうした課題についてはこれ

提言を行っているわけですけれど

す問題についても︑改善に向けた

善など︑建設業の生産構造に根差

社員化の促進︑重層下請構造の改

ビジョンでは︑四週八休の実現︑

では十分とは言えません︒今回の

感じておりますが︑その解決だけ

に向けた状況改善が進み始めたと

ついては具体策とともに問題解決

題として取り上げられ︑これらに

会保険の加入促進などが大きな課

は︑これまで適正な賃金確保︑社

技能者の処遇改善問題について

ていくことが必要になると実感し

いうことをきちんと示して対応し

すい環境はどういうものなのかと

場に立って︑本当に女性が働きや

の問題ではありません︒女性の立

女性の待遇改善はもちろん一過性

女性の活躍についてはマスコミ

ます︒

環境整備を行っていきたいと思い

そういう流れができるよう必要な

くのではないでしょうか︒ぜひ︑

業界全体の処遇改善に繋がってい

環ができれば︑それが結果として

さらに人材が集まるといった好循

や経営でも優位に立って︑そこに

は発注者でできることから着手し

モデル工事を始めました︒さらに

ようやく直轄工事でも四週八休の

は︑どうやって方法を見つけるか︒

なければならないと思います︒で

せない問題として取り組んでいか

処遇の中で︑給料と休暇は切り離

はりこれについても︑元請として︑ と明記してあります︒そうなると

等でも話題になっていますが︑や

ようということで︑国は工事発注

いう目標を掲げ︑堅実に取り組む

上の項目には三五万人の省力化と

識が強くありました︒生産性の向

に取り組まざるを得ないという認

る業界になるためには︑この問題

負けることなく︑選んでいただけ

になってしまいます︒他の業種に

まならない業界は嫌だということ

みも取れず︑一泊二日の旅行もま

って︑仕事を選ぶ際︑計画的に休

ーマなので︑受発注のシステムと

ただきながら初めて達成できるテ

当事者意識をもって︑より主体的

これまでの反省も踏まえ︑やはり

工期の設定といった点について︑

しましても︑適正な利潤の確保や

だきました︒そうした中︑元請と

は請負の時代でなく︑社員化の時

の四週八休の一番の肝はこれから

いという意識が強いものです︒こ

と改めて認識しているところです︒ いい結果を出した会社が生産体制

に対処していくことが大変重要だ

代なのだということの︑わかりや

遇改善競争が起こり︑その競争で

そこで人材獲得に向けた健全な処

業があればそこを選ぶでしょう︒

難題にきちんと取り組んでいる企

優秀な人材は︑こうした長期的な

今後︑少子化が進む中︑若くて

みたい︑子どもの運動会に行きた

ありません︒きちんと土曜日に休

すが︑今の若者たちは︑そうでは

を選択すると考えられてきたので

毛利 やはり︑女性や若い人にと

組めば良いかお聞かせください。

要だと思います。どのように取り

に若者の入職を図るには極めて重

休の実現は難儀な課題ですが、特

注者側にとっても新しいスタイル

団体でも進めていただければ︑受

ったものを国だけでなく地方公共

にありがたいことですが︑そうい

行工事を始めておられます︒非常

らには工程についても配慮してい

てもらわなければなりません︒さ

認識のもとに︑発注や工期を考え

八〇〇の全自治体に平準化という

した︒四七都道府県︑あるいは一︑

す︒これは国だけではなく︑都道

の平準化にも取り組み始めていま

こうという姿勢を打ち出していた

休暇の問題は切り離せないと考え

すい標語になっているところです︒ いという感覚です︒それは請負で

として馴染んでくるわけですから︑
向けて展開する︑というようなこ

一三団体ですでにやり始めていま

府県にも拡大しようと調べたら︑

ています︒

仕事がたくさんあれば稼げるとい

そこで会得したことを次は民間に

四週八休は若者や
女性の入職に不可欠

蟹澤 四週八休は社会保険加入と
今までの建設業の職人は︑休まな

う生き方ではなく︑安定的に社員
として固定給をもらって︑将来は

とが長期的な戦略だと思います︒

休日の拡大、とりわけ四週八

同等か︑それ以上にいい目標だと
くても目いっぱい働いて稼ぐこと

年金があるというライフスタイル

は︑今は建設工事の価格がかなり

四週八休︑休日の拡大は業界で

そのために整備しないといけな

高いと言われている時期であり︑

を望んでいるということだと思い

いことはたくさん出てきますが︑

四週八休というと︑普通にやれば

一斉に踏み切らなければいけない

何よりも建設業は固定観念が非常

工期が延びますよね︒値段が上が

ます︒そういう意味で︑四週八休

に強く︑とにかく建設業は請負だ

るのと工期が延びるのを一緒にや

のですが︑そのタイミングは非常

から仕事があるときにやるのだと

るのは容易でないので︑そのタイ

は社会保険の次の業界に対する大

いう意識が強いので︑これをどう

ミングの見方というか︑最後は世

に難しくなります︒と言いますの

にか変革するための大きな目標と

の中の流れになるのでしょうが︑

きな問題提起です︒

︱

思います︒今の若者は休みが欲し

日建連 事務総長

現場の意識改革が
絶対に必要
有賀長郎

しては︑四週八休はとてもいいこ

将来の問題としてものすごく厳し
い話だと想像しております︒

とです︒当然物議は醸しますが︑
そこを改善していかないと︑この

多くの産業は四週八休を前
提にして生産計画を立て価格を設

︱
さんに考えていただく必要がある

定していますが、建設業は週六日

産業の明日がないということを皆
のです︒

働くことを前提に生産し、請負金
を 決 め て い ま す。 ビ ジ ョ ン で は

有賀 今︑国土交通省では四週八
休を実施できる工期設定などの試
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◆ 我が国建設業は、今後10年間に、
100万人規模の技能労働者が離職

10年以内に、全ての生産工程で平均10％の省人化
新技術の開発・活用、設計施工一貫方式等の普及、重
層下請構造の改善など、建設生産システムの合理化を
推進

１ 建設業の魅力の発信

◆	若者を確保するため、
総合的な処遇改善を業界あげて推進

◆ 建設業への国民的理解の確立

３ 建設企業のあり方

２ 国民産業としての建設業

（うち女性20万人以上）
生産性向上による省人化35万人の目標を決定

 設業は、国民の理解と支え
建
なくしては立ち行かない「国民
産業」

３ ものづくり産業の復権

 設業の役割や魅力、就業環境改善への積極的な取
建
組み

1 他産業に負けない賃金水準

 設業は、国民経済・地域経
建
済に付加価値を生み出す「もの
づくり産業」

２ 積極的な広報展開

20代で約450万円、40代で約600万円を目標

 場見学会を「1千万人の市民現場見学会」としてさら
現
に活発に展開
特 色あるプロジェクトの紹介や技術者、技能者の銘板
を建造物に表示
社 会資本の整備が国民にもたらす様々な便益について、
社会に発信
28年度までに企業単位では100％の加入を徹底

2 社会保険加入促進

 災・減災対策に加え、応災事
防
業にも責任を持って取り組むこ
とを決意

3 休日の拡大

５ 技術革新の推進

4週8休を段階的に実施

4 雇用の安定（社員化）

 術革新により、より良い建設
技
生産物を適切な価格で提供

技能労働者の直接、常時雇用を推進

や価格への影響を出来るだけ軽減

性向上に必死の努力を続け、工期

思います。その前提として、生産

に発信をしていくことが重要だと

国民にご理解いただけるよう誠実

定観念を自ら打破し、四週八休を

ていません。まずは業界内部の固

曜稼働の割増料金を頂くこともし

的な表現をしていますが、当然土

ビスし過ぎている」といった刺激

「 建設業は休日を犠牲にしてサー

きます︒

減され︑稼働率を上げることがで

ば︑工程が総合されて重層化が軽

員化なり︑多能工化なりを進めれ

これに対して︑どこかの段階で社

日分の仕事もないという状況です︒

職人さんが朝から現場に来ても半

いう職種が入っていて︑大部分の

あります︒職種でいうと︑数十と

拾っていけば︑工程が一〇〇以上

げ工事でいうと︑細かいものまで

ると思います︒例えば内装︑仕上

ます︒技能者として会社に入って

ては生産性向上につながると思い

を進めることも︑人材育成︑ひい

すが︑技能と技術のシームレス化

また︑社員化の問題と関係しま

することは申し上げるまでもない
かと思います。

建設生産システムの
改革に挑戦
たいと思います。ビジョンでは、
能を学ぶ︑そうした二つの道筋︑

として入った人も最初は現場で技

技術者になる︑あるいは︑技術者

建設生産システムの合理化につい
キャリアパスが大切です︒多能工

次に生産性向上について伺い

ても三五万人の省人化を目標に掲
も生産性向上において重要な要素

︱

げ道筋を提示しています。これを

も官と民︑すなわち発注者と受注

ば新技術︑新工法の開発において

要課題の一つです︒加えて︑例え

を徹底的に排除することは︑最重

内在しているムリとかムダ︑ムラ

毛利 現在の建設生産システムに

を期待します︒

業界全体で実現していただくこと

る化システムがぜひ必要︒これを

履歴システム︑技能・技術の見え

する能力を証明するための︑就労

さらに︑教育の成果や個人が保有

育訓練の場が必要だと考えます︒

いうことだけでなく︑継続的な教

覚えろとかＯＪＴで習熟しようと

人的能力向上については︑見て

な合理化が可能だと思うのです︒

と技術開発力があれば︑いろいろ

ています︒日本のゼネコンの底力

ネコンの技術力は世界一だと思っ

させるということ︒私は日本のゼ

と︒もう一つは個人の能力を向上

と︑その結果としての重層化にあ

んでいるのは︑進み過ぎた分業化

ことです︒特に稼働率の向上を阻

とは︑稼働率と歩掛を向上させる

蟹澤 建設業における生産性向上

そうしたハプニングを解決しなが

の手戻りが発生したりしますから︑

現場ではぎりぎりの段階で想定外

再配置し合うことも可能でしょう︒

報を共有し︑必要な場合には人を

うか︒ＩＴにより複数の現場で情

による生産システムの改善でしょ

もう一つ挙げるとすればＩＴ活用

化といった生産技術だと思います︒

機械化︑ＰＣ化あるいはロボット

渥美 生産性向上のカギはやはり

思っています︒

いった取り組みをしていきたいと

事例を積み上げ標準化していくと

削減する︒モデル工事などで先行

における無駄な書類とか手続きを

化を進めること︒さらには︑現場

始して︑年間を通じて工事の平準

負担行為の柔軟な活用︑運用を開

善を進めています︒まず国庫債務

ライチェーンを検証し抜本的な改

に自動車業界が一丸となってサプ

の部品等は︑東日本大震災を契機

プレハブ化で合理化するというこ

方法があります︒一つは機械化や

ということです︒これには二つの

二つ目は︑やはり歩掛を上げる

やすいのではないかと思います︒

どのように展開すべきでしょうか。 ですが︑これも社員であれば考え

者が一体になって取り組む必要が
社会学的な見地からも大きな事業

ではないかと思います︒また︑最

よる現場管理が高度化していくの

あります︒生産システムの改革は︑ ら生産性を上げていく上でＩＴに
だと思いますが︑私は決して不可

近は契約においても設計施工方式
が増えており︑それに呼応する形

能とは考えていません︒例えば︑
三万点以上といわれている自動車
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◆ 建設業の役割

１ 担い手の確保・育成

◆ 生産性の向上
① 責
 任ある経営と社会との共生
② 高付加価値、高機能な建設生産物・建設サービスの提供
③ 適正利潤の確保
安値競争の断固排除、絶えざる生産性の向上と合理化の追求
より良い建設生産物を適正な利潤を前提とした適切な価格で提供
④ 節度ある市場行動
⑤ 需要の創出
社会資本のストック効果や長寿命化技術を織り込んだ提案
ゼロ・エネルギー・ビル等、顧客メリットを顕在化させ、投資意欲を喚起
⑥ 事業領域の拡大
建設市場・周辺市場に事業領域を拡大し、収益源を多角化
⑦ 海外展開の推進
コア事業として、確実かつ持続的に収益があげられる体制を整備
建設プロジェクトを通じて、国際社会の発展と課題解決に貢献
⑧ 国づくり、地域づくりへの貢献

４ 防災・応災体制の保持

現場環境の整備、子育て支援
愛称「けんせつ小町」、ロゴマークを制定

２ 生産性の向上

5年以内に原則2次まで

第Ⅱ部『2025年を目指して建設業は再生する』
1 21世紀の歴史を開く

◆ この大量離職時代を乗り切り、
技能労働者の世代交代を図るため、
34歳以下（入職時）
の若者を中心に 90万人を確保
常
 に生産性の向上を進め、絶えず良好な生産体制を維持

6 女性の活用〜女性が活躍できる建設業
2014年度 ⇒2025年度
343万人      216万人（約128万人減少）
常に若者の入職を確保して、絶えず技能労働者の世代交代を続ける
 明と文化のクリエーターとし
文
て、新しい歴史を開き、後世に
引き継ぐ

5 重層下請構造の改善

第Ⅰ部『2050年に向けて建設業は進化する』
◆ 建設業のあるべき姿

建設業の長期ビジョン ─
─

【骨子】

再生と進化に向けて

特別座談会
5月号

建設業の再生と進化
長期ビジョンが描く

ないでしょうか︒

テムを改めて見直す時期なのでは

ながら建設の生産体制︑生産シス

な技術のポテンシャルを引き出し

そうした意味でＩＴを含む様々

はなくなるかもしれません︒

調達は調達と分けて考える時代で

ます︒設計は設計︑施工は施工︑

る可能性があるのではと感じてい

産システムをかなり抜本的に変え

ります︒こうした動きは建設の生

でＢＩＭやＣＩＭも普及しつつあ

れども︑このビジョンをベースと

な議論が行われていくわけですけ

方について︑国全体でさらに盛ん

ています︒今後︑公共投資の在り

決意︑行動計画だと私は評価をし

ていることで︑これは建設業界の

げ︑具体的な取組み方策を網羅し

のビジョンが課題に対し目標を掲

毛利 繰り返しになりますが︑こ

います︒

していくということが大切だと思

ということを社会全体に情報発信

ってこうしたビジョンを構想した

です︒同時に︑建設業が一丸とな

うことを宣言しているということ

は︑その責任を果たしていくとい

めて明確にしたわけですが︑それ

そうした建設業の役割︑使命を改

今回のビジョンにおいて我々は

のを感じます︒

に寄せられる期待も高まっている

も深まり︑またそれとともに業界

そうしたことに対して国民の理解

意見はなく︑特に日建連会員企業

たが︑これは書き過ぎといったご

い切ったことを書いたつもりでし

ました︒事務局としては︑相当思

から貴重なアドバイスをいただき

ご意見を伺い︑五〇人を超える方

ります︒社会インフラを整備する︑ だけでなく関連の業界団体や国交

土強靭化といった公共事業のみな

の方からは︑踏み込みが足りない︑

さらには安全︑安心の社会を創る︑ 省関係者︑さらに一部の有識者や

らず︑民間建設投資に対してもフ

もっと厳しく︑といった意見が大

国際競争力のある国土を創出する︑ マスコミ関係者など多くの方々に

ォローの風が吹き始めた兆しがあ

半で︑最後の修整作業が大変でし

最終案を取りまとめ︑日建連内部

有賀 この長期ビジョンは二月に

願い申し上げます︒

取り組み︑次に業界全体での連携

います︒まずは各社︑企業内部で

していく速度が問われると思って

蟹澤 このビジョンが現場に浸透

ールも併せてお聞かせください。

ていけばいいのか、日建連へのエ

ョンをどのように展開、浸透させ

ざいます︒まさに今がチャンスで

を送っていただき︑ありがとうご

渥美 皆さん方から温かいエール

策に引き継がせていただきます︒

いました︒しっかり受け止め︑施

ていけるよう頑張ろうと改めて思

だきながら︑政策として打ち出し

産業活性化会議を活用させていた

関係者の皆様すべてが入った建設

てまいりたいと思いますので︑皆

ることを着実に実現すべく邁進し

いうくらいの気構えで︑ここにあ

功なくして建設業の将来はないと

全体で共有し︑このビジョンの成

私どもはそういう危機感を業界

大きいと思います︒

設業は後戻りしてしまう可能性が

好機に実行できなければ︑また建

の改革をこの千載一遇とも言える

ナミックに動く姿をきっと見られ

業が再生と進化に向かって︑ダイ

ん︒一〇年後には︑我が国の建設

これは作文だけには終わりませ

でいます︒

ていない︑どこも精一杯踏み込ん

便です︒ありきたりのことは書い

建設業界の危機感と本気度の満載

感しました︒この長期ビジョンは︑

強く︑今やらなければの思いを実

それほど建設業界には危機感が

た︒

があるはずです︒日建連だけでな
あり︑今こそやらなければならな
様方におかれましては︑今後とも

ると確信しています︒

せていただきます︒これまで同様︑ でもあります︒しかし︑そのため

して︑政策をきちんと組み立てさ

ビジョンの推進︑
展開に向けて

く︑関連団体もビジョンに反対す
いと実感しております︒現在︑建
よろしくご支援︑ご指導のほどお

最後に、多くの関係者にビジ

ることはないでしょう︒業界全体
設市場においては︑復興需要や国

︱

で連携すれば浸透は加速するはず

る」では、喫緊の課題である担い

長期ビジョン書籍発刊のご案内

日本建設業連合会（日建連）が

手の世代交代を中心に、二〇二五

﹁長期ビジョン﹂策定を
太田国交大臣に報告
日建連は三月二十日の理事会に

発 表 し た「 再 生 と 進 化 に 向 け て

年までにたくましい建設業に「再

おいて、二〇五〇年を見据えて建

建設業の長期ビジョン」が、
—

生」するための道筋を具体的に示

同日、中村満義日建連会長は有賀

業の長期ビジョン」を決定したが、

現在から二〇五〇年までの超長期

年に向けて建設業は進化する」で、

ビジョンは、第Ⅰ部「二〇五〇

さらには一般市民、特に若い世代

労働界、マスコミ、有識者、学界、

書籍として発行された。

長郎事務総長とともに国土交通省

のスパンに立ち、建設業の役割と

の方々に読んでいただきたい一冊

建設

設業の役割やあるべき姿をまとめ

─

を訪ね、太田昭宏国土交通大臣に

あるべき姿を「進化」の一つの方

である。

た「再生と進化に向けて

対し長期ビジョンの報告を行った。

向として提示。続く第Ⅱ部「二〇

建設関係者のみならず、経済界、

中村会長は、ビジョンを太田国

二五年を目指して建設業は再生す

している。

交大臣に手渡しながら、
「 建設業

発売 大成出版社
〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1-7-11
電話 03-3321-4002
定価 1,620円（税込）

の再生と進化について本日の理事

建設業の長期ビジョン

会で決議した。これをまずは会員
各社から取り組んでいく」と述べ
るとともに、最重要課題である担
い手の確保・育成や生産性の向上
等 と い っ た「 大 き な 山 を 登 り き
る」決意を示した。
太田国交大臣は「何よりも担い
手をよく見ていただいている」と
ビジョンを高く評価。今後も担い
手の確保・育成に向けて行政と業

一般社団法人
日本建設業連合会／編集・発行

14
建設業界 特別号
建設業界 特別号

15

界が「一緒になって取り組んでい
こう」と応じた。

再生と進化に向けて

特別座談会
5月号

建設業の再生と進化
長期ビジョンが描く

