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国土建推第 30号

平成 28年 12月 1日

(一社)全国建設業協会会長殿
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下誇契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

標記について、従来より元請建設企業に対する指導方お願いしているところである。

下請取引に関しては、政府としても中小・小規模事業者が賃上げを行いやすい療境を作

る観点から、下請等中小企業の取引実態を把握し、取引条件改善に必要な検討を行うため、

「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議Jを設け、関係省庁が一丸

となって下請等中小企業の取引条件の改善に向けた各種検討が行われており、建設業にお

いても官民一体となり、引き続き下請取引の適正化に向けた取組が求められているところ

である。

このような背景を踏まえつつ、今後、資金需要の増大が予想される冬期を控え、とりわ

け経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請建設企業に対する適正な代金支払等の確

保について、その経営の安定・健全性を確保するため特段の配慮が必要である。加えて、

「公共工事の品質確保の促進に関する法律J(平成 17年法律第 18号。以下 「品確法」と

いう。)においても、基本理念として、下請契約を含む請負契約を適正な額の請負代金で締、

結し、その請負代金をできる限り速やかに支払うとともに、従事する者の賃金その他の労

働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならないことが

位置づけられ(第3条第 10項)、さらに、適正な額の請負代金での下請契約の締結、技術

者 ・技能労働者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善が受注者

の責務として規定された(第8条)ところである。

国土交通省においては、平成 3年に策定した「建設産業における生産システム合理化指

針J(以下「指針」とし寸。)に基づき、適正な契約の締結及び代金支払の適正化等につい

て指導を行うとともに、 下請取引に係る調査結果等に基づき、法令違反のおそれがある建

設企業に対して立入検査を行い、見積りや契約の方法、支払期日、手形払と現金払の比率、



手形期間等、元請下請関係の適正化に向けた指導を行ってきた。

また、平成 19年から「建設業法令遵守推進本部j の設置によ る指導監督体制の強化、

建設業法令遵守のための情報収集を目的と した 「駆け込みホット ライン」の開設、 建設企

業が守るべき下請取引上のルールを示した「建設業法令遵守ガイドライン 元請負人と下

請負人の関係、に係る留意点一J(以下「ガイドラインj という。)の策定、建設業の取引に

おける トラフ守ルの迅速な解決を目的として弁護士等が適切なアドバイス等を行う「建設業

取引適正化センター」の設置、建設業の取引適正化に関し集中的に取り組むための「建設

業取引適正化推進月間」の実施等、元請下請関係の適正化のより 一層の推進に努めている。

平行して、公共工事設計労務単価については、最近の技能労働者の賃金水準の上昇傾向

を踏まえ、平成25年4月以降これまで4度にわたり引き上げを行ったところである。

さらに、平成 24年度から社会保険等未加入対策として、建設業許可 ・経営事項審査時

における加入状況の確認 ・指導を行うとともに、国土交通省直轄工事においては、下請代

金額に関わらず元請建設業者と一次下請建設業者を社会保険等加入企業に限定するなど更

なる保険加入の推進 ・支援に努めている。

このように、建設業の取引の適正化の推進、建設労働者の就労環境の改善と適正な競争

環境の整備に努めてきた。しかしながら、元請下請問において赤伝処理等による一方的な

代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負

人の責に依らないやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下

請負人へのしわ寄せが依然として存在するとの指摘がなされているところである。

また、 工事の施工に伴 う公衆災害や労働災害を防止することはもとより、国民や発注者

に対して建設生産物の安全性や品質を確保するため、建設工事を適正に実施することは建

設企業の基本的責務であり 、従来からその徹底に努めてきた。しかしながら、近年、不適

切な施工や安全管理の不徹底に起因する工事現場における事故の発生が見受けられ、建設

業における労働災害も長期的には減少してきているものの、ここ数年は増減を繰り返して

いることから、施工管理のより一層の徹底が求められている。国土交通省では、平成 26

年 10月にガイドラインを改訂し、見積・契約時における労働災害防止対策の実施者及び

その経費の負担者の明確化を図ることとしたところである。以上を踏まえ、貴団体傘下建

設企業に対し、関係法令や指針及びガイドライン等を遵守するほか、下記事項に十分留意

し、下請契約における請負代金の設定及び適切な代金の支払い等元請下請取引の適正化並

びに施工管理のより 一層の徹底に努められるよう、会議や講習会の開催などにより現場事

務所に至るまで指導されたし、。

記

1.見積りについて

下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとす

るため、書面による見積依頼及び建設業法施行令第 6条で定める見積期間の設定、明確

な経費内訳による見積書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底す



ること。また、工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切

に行われるよう、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化する

とともに、必要な経費に十分留意すること o また、適切な水準の賃金等に加えて、一般

管理費等の必要な諸経費を適切に考慮すること。なお、材料費等については、 市場価格

を参考に適切な価格設定となるよう十分留意すること。

あわせて、下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱

う場合の留意事項について別途通知したので、その内容についても、周知徹底を図るこ

とo

なお、 工事見積条件の明確化については、建設生産システム合理化推進協議会におい

て「施工条件・範囲リストJ(標準モデル)の内容の普及促進について申合せ(平成 22

年 12月)がなされているので、当該申合せの主旨の周知徹底を図り、契約の適正化に

努めること。

2.法定福利費を内訳明示した見積書の提出 ・尊重による社会保険等への加入徹底につい

て

社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、

建設業法第 19条の 3に規定する f通常必要と認められる原価」 に含まれているもので

あることから、法定福利費を必要経費として適正に確保すること。

特に、元請負人においては、下請負人との契約に当たって、法定福利費が内訳明示さ

れた見積書の提出を見積条件に明示するとともに、提出された見積書を尊重すること o

また、 下請負人においては、法定福利費の内訳を明示した見積書を元請負人に対して提

出し、算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し、自社の技能労働者を必要

な保険に加入させること。

なお、本年 7月 28日には 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂

を行い、再下請負の場合においても法定福利費を内訳明示した見積書の提出・ 尊重を徹

底することとしたところであり、請け負った建設工事を下請負人に再下請負させる場合

は留意すること。

3. 契約について

建設工事の契約の締結については、建設業法第 19条に基づき、当該建設工事の着工

前の書面による契約を徹底すること。建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内

容による契約書を用いて、具体的な工事内容、適正な請負代金及び支払方法、着工及び

完工の時期、設計変更・工期の変更 ・請負代金の変更に関する定め等を明示すること。

特に、請負代金の出来高払を行うに当たり、下請代金の支払時に建設廃棄物等の処理

費用や一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用等を

相殺する(し、わゆる赤伝処理)場合には、当該事項の具体的内容を、請負契約の両当事

者の対等な立場における合意に基づき、契約書面に明記すること。

k
下線



また、請負代金を決定する際、下請負人と十分な協議をせず、又は下請負人の協議に

応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示し、その額

で下請負人に契約を締結させる行為(し、わゆる指値発注)を行うことがないよう留意す

ること。

当初の契約どおり 工事が進行せず、工事内容に変更が生じ、 工期又は請負代金に変更

が生じる場合には、双方の協議等の適正な手順により、変更工事の着工前に書面による

契約をもってこれを変更する こと。工事状況により追加・変更工事の全体数量等が直ち

に確定できない場合には、元請負人は、①下請負人に追加・変更工事として施工を依頼

する工事の具体的な作業内容、②当該追加 ・変更工事が契約変更の対象になること及び

契約変更等を行う時期並びに③追加 ・変更工事に係る契約単価の額を記載した書面を追

加・変更工事の着手前に下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続きについて

は、追加 ・変更工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行うこと。

建設工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律J(平成 12年法律第 10 

4号)の対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用並びに再資

源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用について書面に記

載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないことに留意すること。

4目検査及び引渡しについて

元請負人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を

受けた日から 20日以内で、できる隈り短い期間内に検査を完了すること。

また、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人からの申し出があったと

きは、特約がされている場合を除いて、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受ける

こと。

5. 下請代金の支払について

下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振

出日)までの期間をできる限り短くすること。また、元請負人が注文者から部分払(出

来高払)や完成払を受けた時は、出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に

相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、できる限り短い期間内に支

払わなければならないことにも留意すること。特に、特定建設業者においては、注文者

から支払を受けたか否かにかかわらず、建設工事の完成を確認した後、下請負人が工事

目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して 50日以内で、できる限り短い期間内

に下請代金の支払を行うよう留意すること。

また、全ての元請負人は下請負人に対し、下請代金の支払をできる限り現金払により

行うこと。現金払と手形払を併用する場合には、下請負人に対する支払条件を改善し、

支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。特に、労働者の雇用の安定

を図る上で重要であることから、少なくとも労務費相当分を現金払とするよう支払条件

を設定すること。



なお、前払金を受領した場合には、建設業法第 24条の 3第2項に基づき、下請負人

に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。また、公共工事に

係る前払金については、下請負人、資材業者等に対する前払金の適正かつ確実な支払を

確保するため、保証事業会社と保証契約を締結した元請負人は、前払金支払日寺において

は、下請負人、資材業者等の口座への直接振込の方法が基本とされていることを踏まえ、

直接振込の実施の徹底を図ること。

下請代金の支払保留については、工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが終了し

た後に、正当な理由なく長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないこと

がないよう留意すること。

手形期間については、 120日以内で、できる限り短い期間とすること。特定建設業

者については、下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けること

が困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意すること。また、フ

ァクタリング方式を用いる際の決済期間についても同様に、できる限り短い期間に努め

ること。

6. 下請負人への配慮、等について

中小企業をめぐる昨今の厳しい経営環境や、工事現場における適切な施工管理の必要

性にかんがみ、元請負人は下請契約の締結に際し、法定福利費、建設業退職金共済制度

に基づく事業主負担額等の必要な諸経費を公共工事・民間工事を問わず適切に考慮する

とともに、下請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮すること。特に、建設業退職金共

済制度については公共工事のみならず、民間工事における普及に努めること。また、元

請負人は、下請負人の倒産、資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対し、

建設工事の施工に係る請負代金、賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう 十

分配慮すること。特に、元請負人は、公共工事について中間前金払制度の導入が進んで

いることを踏まえ、同制度の適用対象となっている工事については、同制度を積極的に

活用することにより、下請負人への支払の適正化に配慮すること。さらに、公共工事等

については、 I下請セーフテイネット債務保証事業j及び「地域建設業経営強化融資制度J

を利用した資金調達も可能となっており、その活用による下請負人への支払の適正化に

配慮すること。

なお、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、建設業法第 24条の 6

において、下請負人が建設業法その他関係法令に違反しないよう指導に努めるものとさ

れていることを踏まえ、下請負人が建設業法第 19条、第 24条の 3、第 24条の 5等

の規定及び労働基準法等の建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち一定の

規定等に違反しないよう指導に努めること。また、第 41条第 2項及び第 3項の適用が

あることも踏まえ、下請契約の関係者保護に特に配慮すること。

7.施工管理の徹底について

公衆災害や労働災害の防止及び建設生産物の安全性や品質を確保するため、見積・契



約時における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化、適切な施工計

画の作成、工事現場における施工体制の十分な確保、工事全体の工程管理や工事目的物 ・

工事用資材等の品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理のより一層の徹底

に努めること。

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、公共工事においては下請契約を締

結したとき、民間工事においては下請契約の請負代金の額が 4，000万円(建築一式

工事は 6，000万円)以上となるときは、契約書等の写しなど定められた書類を添付

した施工体制台帳及び施工体系図の作成、工事現場ごとの備え置き等を義務づけられて

おり、これを徹底すること。また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律J(平成 12年法律第 127号)において、公共工事の受注者は、施工体制台帳の写し

を発注者に提出すること、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい

場所に掲げることとされているので、あわせて徹底すること。さらに、「施工体制台帳等

活用マニュアノレの改正についてJ(平成26年 12月25日付国土建第 203号)におい

ても、現場の施工体制の確認のさらなる徹底が求められていることも踏まえ、より 一層

の下請契約の適正化に努めること。

なお、「建設業法等の一部を改正する法律J(平成 26年法律第55号)により、公共

工事については、元請負人が下請契約を締結するときは、下請契約の請負代金の額にか

かわらず、施工体制台帳を作成し、 その写しを発注者に提出することとされたところで

ある。本改正部分については、平成 27年4月1日より施行されているので、適切に対

応すること。

また、建設工事の主任技術者の専任等に係る取扱いについては、「建設工事の技術者の

専任等に係る取扱いについてJ(平成26年2月3日付国土建第 272号)に十分留意す

ること。

8.技能労働者への適切な賃金の支払いについて

長年にわたって続いた建設投資の大幅な減少に伴って、いわゆるダンピング受注が激

化し、 そのしわ寄せが労働者の賃金低下をもたらした結果、若年入職者が大きく減少す

るとともに、高齢化が著しく進展しており、このままでは熟練工から若手への技能承継

がされないままに技能労働者が減少し、将来の建設産業の存続が危倶されるに至ってい

る。

技能労働者への適切な賃金水準の確保は、建設産業全体の持続的な発展のため極めて

重要な課題である。平成 25年4月以降これまで4度にわたり公共工事設計労務単価を

引き上げ、その都度、建設業団体あてに「技能労働者への適切な賃金水準の確保につい

てJを通知するとともに、国土交通大臣、高IJ大臣又は政務官が建設業団体四団体に対し

て直接要請してきたところであり、各方面の努力の結果、賃金水準や建設業の担い手確

保の状況には改善が見られるものの、未だ十分とは言えない状況である。各団体及び建

設企業においては、発注者からの適切な価格での受注、適切な価格での下請契約の締結、

適切な水準の賃金の支払いに関する下請負人や再下請負人への要請、重層下請構造の改
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善などの具体的な取組を展開し、現場を支える技能労働者の隅々まで、適切な水準の賃金

が支払われるよう努めること。

また、昨年3月から「建設業フォローアップ相談ダイヤノレ」を開設しており、咋年4

月から本格運用が開始された品確法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針J(平成

2 7年 1月 30日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ)に関す

る情報や公共工事設計労務単価改訂後の請負契約に係る情報など建設業に関する様々な

生の芦を受け付けているので、当該相談窓口を活用されるとともに、貴団体傘下建設企

業に対し、引き続きその周知に努めること。

9. 消費税の円滑かっ適正な転嫁について

平成 26年4月 1日の消費税率の引上げに関連して、 「消費税の円滑かっ適正な転嫁

の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法J (平成 25

年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」とし、う。)が施行され、これに伴

い、国土交通省では、建設業における消費税の転嫁が円滑かっ適Eに行われるよう、「消

費税率の引上げに伴う消費税転嫁対策特別措置法及び建設業法の遵守についてJ(平成2

5年 11月 18日付国土建推第 26号)、 I消費税の円滑かっ適正な転嫁の徹底について

(重点要請)J (平成 26年 1月 17日付国土建推第 31号)及び「消費税率の引上げに

伴う消費税の円滑かっ適正な転嫁についてJ(平成 26年4月 1日付国土建推第 1号)を

通知したところであり、これらを踏まえ、元請負人と下請負人との間で交わされる下請

契約等において、転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

なお、消費税の転嫁拒否等に関する政府共通の相談窓口である「消費税価格転嫁等総

合相談センターJのほか、地方整備局等の「駆け込みホットライン」や都道府県建設業

所管部局においても消費税の転嫁拒否等に関する相談を受け付けているので、当該窓口

を活用されるとともに、貴団体傘下建設企業に対し、引き続きその周知に努めること o

10. 関係者への配慮について

資材業者、建設機械文は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者等に対しでも、

上記 1から 9までの事項に準じた配慮をすること。
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(一社)全国建設業協会会長殿

国土建労第 868号

平成28年 12月 1日

下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を

参考資料として取り扱う場合の留意事項について

下請契約における請負代金の設定に当たっては、 「下請契約及び下請代金支払の適正化

並びに施工管理の徹底等についてJ (平成28年12月1日付け国土建推第30号)により、書

面による見積依頼及び建設業法施行令第6条で定める見積期間の設定、明確な経費内訳に

よる見積書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順によるとともに、適切な

水準の賃金等に加えて一般管理費等の必要な諸経費を適正に考慮するよう、貴会傘下建設

企業に対し指導の徹底をお願いしているところである。

公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契

約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではなく、

また、所定労働時間内 B時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外

の労働に対する割増賃金や現場管理費(法定福利費の事業主負担額等)、一般管理費等の

諸経費は含まれていないものである。

賞会傘下建設企業において、下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資

料として取り扱う場合には、例えば、交通誘導業務の契約では、交通誘導警備員の賃金等

に加えて警備会社に必要な現場管理費(法定福利費の事業主負担額等)及び一般管理費等

の諸経費を適正に考慮する、東京電力福島第一・第二原子力発電所の周辺地域における作

業では、労働者の賃金等に加えて特殊な作業環境及び安全確保を踏まえた手当、諸経費を

適正に考慮する等、上述の公共工事設計労務単価の意味を十分に理解の上、適切な取扱い

が図られるよう、併せて、周知徹底をお願いしたい。 なお、公共工事設計労務単価に、

建設労働者の雇用に伴い必要となる企業経費(法定福利費の事業主負担額、労務管理費、

安全管理費等)を試算、加算した金額(参考値)の公表を行っているので、併せて周知を

お願いする。
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参考公表:建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)

1公共工事政計指 単価【よ段}は.公共工事の工事賓の積算=闘い~ためのものであ川‘下踊契抽等における労務単価や雇用契約における労働者九の支払μ買金を
拘束するものではなL、

2本単価1志、筋定噛働時間肉8時閥単たりの単価である.

i想外官競盟問回:Z1V金問122222f耕三謝器開詰問蹴調i綜話!詣お}及日間等
522鵠5輔高官主{君主臨調車弘間協3f:芸品協皆川JEは含ま叫いJ6.殴労働者の雇用I二伴ョて必要となる、法定措利費の事業主負担簡、労務管理嫌い安全管理費、宿合費等を、公共ヱ事隊計労務単価に加算した金額<11考催}を、
下殿之楕彊書きで示す.

認識k関係訟 の都品EJ品協調T!?EZ3224設立を抵エ糊柵嶋件により愛Ib1"D.
また、遺府地からの労働者の薦入を想定しもlではない.

7己の畿は、『平成.8年..月から遣問 る公蛇ヱ穆怨:tt!llI!"1<価JI之対応するものである.

〔高島;22E躍E鰭臨+必要回(鵠嗣賓の輔主負担額』硝理止宿闘相槽宥船 ] 



参考公表・建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)

官公英工事峨肘労務単価〈よ段)は、公失工事のエ事覧の積算に周もるためのものであり、下傾5曜日約等における費務単価や雇用契捻包における労働者《の支払い実金を
拘表する却のではない.

2本車簡は.所定労働時間肉8時間当たりの単価である.

:EEf主主?器佃2211:ut炉忠明斑522淵昔話222能組組瑞犠部品等山内管理僻

講和算対総選議μ卓球tag均畿財去二72ぷ醐労務糊!訓算した輔{桝，帥悶考輔憧脚)瑠を

下'将嚢- 彊.きで示す‘

錦 織川52Fj部議;凶器開? 制 制 品 工 事 規 酬 明 叫 制 す る

7 この表肱、 r平成28年2~治ら趨用る公共ヱ事除針労務単価』に対応するものである.

((寺島:2223EEZZ22+縄師〈融制賓の輔主負担凪蜘阻乱闘附槽柑) ) 



参考公表・建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)

1公爽エ事直前労務単価は聞は、公共工事のエ事貨の積算こ用いるためのものであり、下積契約等における労務単価や雇用契制こおける労働者への支払い買傘を
拘JI(するものではない.

j想主主時期磨灘犠鞠誇23F7222Zi高灘五官官協鵬首相叶帥現実等

詰E222岬問Jきもzigf主諮問品Ztzzzd長露三42:;;み計棚単価同知叩輔}怠
下限に聖書き示.

EB詰官聖書F主将防:2諒・J叫ZJ曲芸2臨自主管理gJZ訴訟誌を邑ヱ輔録制条件ごより闘する.

フ詰品咋説話 i肌指恕のE高齢岨J/こ対肘砧抑制・

(上段公共耳附帥
(下段):公蝿ヱ本隊計労お単価十必要経費〈法定植剥貨の事案主負担鎖、労務管理3眠、宿舎費等) (多考f直}
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平成28年2月から、(試行)⇒(参考値)に変更
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建設労働者等の雇用に伴う必要経費を含む金額の参考公表(試行〉 ⑮国土交通省

I ~~.犬，公共工事設計労務単価は、園、自治体等が公共工事の予定価格を積算する際に用いる単価
ー一一一ー・建設労働者等の賃金相当額であって、労働者の雇用に伴う賃金以外の必要経費分※は含まれていない

(必要経費分は、別途、共通仮設費、現場管理費の項目で積算される)

:※労働者の雇用に伴芝必要経費:法定福利費、労務管理費、安全管理費など

空主竺至」

請負工事費
(予定価格)

f工事価格

消費税相当額

ーし:面

[一
間接工事費

|課題|建設労働者等が受け取る賃金をもとに設定している金基主主
」一一一ー設計労務単価が‘労働者の雇用に伴い必要な賃金以外の経

費多含んだ金額と誤解され、必要経費分の値引きを強いられ
る結果、技能労働者に支払われる賃金が低く抑えられている
との指摘がある。

| 労働者の雇用に伴い必要な経費の内訳 i 

k労務費(賃金) EE  ! 
lIi (労働者が負担する保険料を含んでいる)

」その他人件費 一一「一徳利厚生費等 23% 

(必要経費) 法定福利費、労務管理費等

己2竺 I Lー現場作業における経費 「誠一
安全管理費、宿舎費、送迎費等 L 一一ー i 

(注 1)数値は、全国調査を主主に試算した平均値 i 
(注 2)上記のうち、労務費(賃金)及び法定福利益をは、実際の施工に当たる技能労働!

者を雇用する建設企業が負担する費用である l 

【歩掛×単価】

〔ーと鱒〕
「+ '仮設費目→i LE--労働者の麗用に伴う

t.亘書室望書J 必要経費が含まれる

!
 

一、、，-ir 
一示一

一表一j
 
j
 
一ZF
一

一並一

都道府県名 普通作業員
交通誘導
警備員A

ムム県
18，100 12，600 

(25.400) (17，700) 

口口県
19，200 12，800 

(27，000) (18，000) 

. -ーーー

〔上段 :公共工事設計労務単価
(下段)公共工事設計労務単価+必要経費

k
長方形


	28下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等　国交省1
	28労務単価の留意事項　国交省2



