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2.書類の変更案内

4.主たる工事に伴う従たる工事について

5.⾒積提出について

6.こころの健康について

7.人工出しの禁止について

8.安全管理の徹底と安全配慮について

3.建設業許可票の掲示について

1.建設業の許可業者による工事について

本日の内容
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1.建設業の許可業者による工事について

2016年5月16日付 国⼟交通省中部地⽅整備局報道発表資料より
引用http://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2016/05/0513.pdf 3SX-



1.軽微な建設工事とは、

工事⼀件の請負代⾦の額が、建築⼀式工事以外の建設工事にあっては税
込で500万円未満の工事【建設業法施⾏令第1条の2第1項】

同⼀の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負う
ときは、各契約の請負代⾦の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基
いて契約を分割したときは、この限りでない。【建設業法施⾏令第1条の
2第2項】

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及
び運送賃を当該請負契約の請負代⾦の額に加えたものを第1項の請負代⾦
の額とする。【建設業法施⾏令第1条の2第3項】

建設業を営もうとする者は、・・・国⼟交通大臣の、・・・都道府県知
事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事
のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。【建設業法第3
条】

1.建設業の許可業者による工事について
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工事1件とは、同⼀の注文者による同⼀の⼟地・工作物での建設工事

A発電所
B発電所

上記のような工事の場合、注文者が同じであれば1件と判断される

【徹底】工事に必要な建設業の許可を取得している会社と
取引

1.建設業の許可業者による工事について
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1）期や月をまたぐ場合

2）契約書を2枚に分ける場合

3）注文者が材料を⽀給する

1）から3）は、すべて600万円の建設工事となり、建設業の許可（電気
工事業）が必要です。

3月に400万円の太陽光建設工事請負契約を締結し同月完工

5月に200万円のフェンス設置工事請負契約を締結し同月完工

1枚目400万円の太陽光建設工事請負契約を締結

2枚目200万円のフェンス設置工事請負契約を締結

市場価格400万円の材料提供（注文者がパワーコンディショナー等提供）

200万円の設置工事請負契約を締結

1.建設業の許可業者による工事について
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建設業者が、事情を知って、建設業許可を受けないで建設業を営む者と
軽微な工事以外の下請契約を締結

７日以上の営業停止処分

【徹底】建設業許可のない業種は⾒積⾦額に注意【許可が
なければ税込500万円未満まで（附帯工事除く）】

再下請の場合、再下請負人の許可の確認をお願いします

1.建設業の許可業者による工事について
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工事現場に、⼀定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況を管
理・監督することが必要。【建設業法第26条第1項】

建設業者は、請負⾦額の大⼩、元請・下請に関わらず、

主任技術者を置かなければなりません。

【徹底】注文請書に記載した主任技術者の配置

主任技術者未配置は15日以上の営業停止処分

1.建設業の許可業者による工事について
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2.書類の変更案内

作成：サニックス 保存：御社

作成事業部名欄 本書保存者を記載

『検査依頼届』の運用を記載

工事写真の提出が注文条件に加わりました、写真の提出をお願いします
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作成：御社 保存：サニックス

時系列①⇒②⇒③の順

①

② ③

受注者記載欄は太枠

押印欄を新設主任技術者の記載欄を新設

2.書類の変更案内
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作成：御社 保存：サニックス

御社担当者が現場に持参してサニックス担当者に手渡し

②

①

時系列①⇒②の順

主任技術者の記載欄を新設

2.書類の変更案内
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時系列①⇒②⇒③の順

③

① ②

作成：御社 保存：サニックス

押印欄を新設主任技術者の記載欄を新設

2.書類の変更案内
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3.建設業許可票の掲示について

株式会社サニックス

代表取締役 宗政伸一

資格者 氏名

請負⾦額
3,500万円以上『専任』
3,500万円未満『空白』

資格名 空白

一般建設業

屋根工事業

国土交通大臣 般 27 19993

28 1 14

建設業者は必ず注文請書
の主任技術者の記載を

【徹底】建設業者は許可票の掲示
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参照：太陽光発電所建設

主たる工事

従たる工事 とび・⼟工工事業

工種

杭工事・基礎工事

架台組⽴工事

太陽電池モジュール組⽴工事

結線工事

造成工事

区分 建設業の種類

従たる工事

主たる工事

とび・⼟工工事業

電気工事業

電気工事業

従たる工事 とび・⼟工工事業

4.主たる工事に伴う従たる工事について
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附帯工事が自社で工事ができるか？

4.主たる工事に伴う従たる工事について

資格者の有無と附帯工事の⾦額により異なる

附帯工事とは、

①⼀連の工事又は⼀体の工事として施工する他の工事か、

②本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあた
り必要な他の工事

本体工事に附帯する工事は、発注者の利便性の観点から許可を受けてい
る本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うこと
ができます。
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附帯工事

500万円以上500万円未満

自社工事可

専門技術者の配置が
可能

許可業者での
外注工事

専門技術者の配置が不
可能

許可取得

主任技術者
配置要

⾦額に関係
なく

許可未取得

4.主たる工事に伴う従たる工事について
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正式な契約を交わすために、⾒積書が必要

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事
内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明ら
かにして、建設工事の⾒積りを⾏うよう努めなければならない。

（建設工事の⾒積り等）

２ 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約
が成⽴するまでの間に、建設工事の⾒積書を交付しなければならない。

5.⾒積提出について
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①認識の違いを防止する

②個数、数量の違いの発生を防ぐ

価格、⽀払条件、納品内容を明記することで認識の違いによるトラブル
を防止

③⽀払条件を明確にする

【徹底】法定福利費は経費に含めず個別に記載、一式表示
不可

5.⾒積提出について

⾒積提出の効果
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19

1.ストレスチェック及び面接指導を実施しましょう。

ストレスチェックの実施等が事業者の義務【施⾏日 平成27年12月1日】

⼀次予防を主な目的とする（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）

労働者自身にストレスへの気づきを促す

ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

主な目的

【徹底】健康な人をより健康に

6.こころの健康について
SX-
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常時使用する労働者に対して、ストレスチェックの実施を事業者に義務
付け （労働者50人未満の事業場については努⼒義務）

ストレスチェックの結果、⼀定の要件に該当する労働者から申出があっ
た場合、医師による面接指導の実施は事業者の義務。

⼀次予防：健康増進【生活習慣の改善 等】

二次予防：早期発⾒【人間ドックの受診 等】

三次予防：リハビリテーション【治療 等】

実施者は医師、保健師 等

実務担当者は、衛生管理者、安全衛生推進者 等

6.こころの健康について
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労働者数50人未満の事業場を対象に、「無料」で産業保険サービスを受
けられるセンターがあります。

高ストレス者で、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者
のうち、面接指導の申出を⾏わない労働者に対しては、実施者が、申出の
勧奨を⾏うことが望ましい。

産業保健総合⽀援センター ［都道府県ごとに設置］

地域窓口 （地域産業保健センター） ［おおむね監督署管轄区域に設置］

詳細は、独⽴⾏政法人 労働者健康福祉機構、または産業保健総合⽀援センターに お問い合わせく
ださい。
独⽴⾏政法人 労働者健康福祉機構ホームページ
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

6.こころの健康について
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受動喫煙防止措置の努⼒義務

受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じ
ることを事業者の努⼒義務とする。

施設設備（ハード⾯）の対策例 計画や教育など（ソフト⾯）の対策例

・敷地内全面禁煙
・屋内全面禁煙（屋外喫煙所）
・空間分煙（喫煙室）
・十分な換気（飲食店など）

・担当部署の決定
・推進計画の策定
・教育・啓発・指導
・周知・掲示

※ソフト面の対策は組み合わせて実施すると効果的

施⾏日 平成27年12月1日

【徹底】工事現場では、喫煙場所の遵守

6.こころの健康について
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2015年3月2日付 東京都労働局報道発表資料より引用
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0138/9244/201522792052.pdf

7.人工出しの禁止について
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建設業では、「労働者派遣」いわゆる人工出しは認められていません、
違法⾏為です。

表面上、請負契約としながら実態は労働者派遣となっている場合があり
、このことを「偽装請負」と呼んでいます。

請負とは、

7.人工出しの禁止について

労働者派遣とは、

派遣先事業主から指揮命令を受け派遣先のために労働すること

依頼された仕事を完成させ、その結果に対し報酬を⽀払うことを約束す
ること
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このような場合は、偽装請負を疑われます。

7.人工出しの禁止について
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請負契約は、注文者と労働者の間に指揮命令関係『不可』

事業者は、法令で定められた事業者責任を果たすことが必要

事業者：事業を⾏う者で、労働者を使用するものとされています（法人企業で
あれば法人そのもの、個人であれば個人事業主）

しかしながら、事業者自らが事業者責任を果たすことは不可能

そこで、・・・

7.人工出しの禁止について
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事業者は、職⻑を事業者の代理人として配置要

職⻑は、工事現場の危険防止措置の実⾏責任者（事業者責任の⾏為者）
として義務が課せられています。

サニックスの現場代理人は、御社の事業者の代理人である職⻑と打合せ
を実施します。

7.人工出しの禁止について
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偽装請負と判断される事例

•請負と称しながら、注文者が業務の細かい指示を出している

•現場責任者は設置されているが、注文者の指示を労働者に伝えるだけ

•⼀次下請Aに発注された仕事を更に二次下請Bに発注し、二次下請Bの労
働者が元請業者の現場で作業するなど、誰に雇用されているかわからない
状態である。

7.人工出しの禁止について

発注者

元請業者：SX

⼀次下請：A

二次下請：B

注文

作業

注文

注文

作業

請負

作業

偽装請負？

【徹底】事業者の代理人として職⻑の⼊場が必要
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8.安全管理の徹底と安全配慮について

1.社員の安全管理

事業者責任を果たさなければならない

【サニックスが御社の安全衛生責任者に安全管理をさせること 等】

職⻑【事業者の代理人】が実⾏責任者

あくまでも御社の職⻑（安全衛生責任者）【事業者の代理人】が実⾏責
任者

2.統括管理
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『労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する
ことができるよう、必要な配慮をする。』

つまり、使用者には安全配慮義務が生じます。

労働契約を締結すると労働契約法第 5 条で、

8.安全管理の徹底と安全配慮について

安全配慮義務は、労働安全衛生法に定める義務より範囲は広くなってい
ます。

安全対策上当然に必要であると考えられる措置をとっておかなければ、

『⺠事上の損害賠償責任を免れることはできません。』
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これらの現場の管理監督者は安全配慮義務の履⾏補助者とみなされ、
権限委譲を受けた履⾏補助者も安全配慮義務の遂⾏責任を負う可能性が
あります。

安全配慮義務の責任を負うのは

8.安全管理の徹底と安全配慮について

労働契約上の雇い主である事業者

実際の経営は、営業所所⻑、部⻑、課⻑、係⻑等の現場の管理監督者
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安全配慮義務を履⾏するために

8.安全管理の徹底と安全配慮について

単に注意喚起しただけでは安全配慮義務を果たしたとは評価されません

①物的防護措置を講じる【足場の設置 等】

・機械等の危険性について

②不安全⾏動を黙認しない

③安全衛生教育を実施する

・安全装置の取扱⽅法について

・作業手順について

【過去の判例では、危険性有害性について具体性が求められている】
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安全配慮義務を尽くすための日常の安全活動は、

①危険の予⾒（KY）： 現場内を巡視し不安全状態、不安全⾏動の発
⾒に努める。危険予知活動、職場のリスクアセスメント、災害事例研究等
を⾏う。

②予⾒された危険の回避： できることからすぐ実⾏する。全てを
やろうとしても経済的、時間的理由から実⾏できず、結局安全配慮義務違
反となる。

③安全作業標準の徹底： 読みやすい工夫、ポイントを抽出したポス
ター化など現場で工夫する。

【徹底】危険予知活動表の作成

8.安全管理の徹底と安全配慮について
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注文者は、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じな
ければならない。

労働安全衛生法第31条第1項

（注文者の講ずべき措置）

注文者は、足場の「組⽴」・「⼀部解体」・「変更」の後、次の作業を
開始する前に足場の点検が必要

【徹底】⾜場を使用するときは、作業開始前に墜落防⽌設
備の取りはずしの有無等の点検を実施

8.安全管理の徹底と安全配慮について
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