
［第１号議案］平成２９年度事業報告の件 

平 成 ２ ９ 年 度 事 業 報 告 書
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

Ⅰ はじめに 

１．建設産業を取巻く現状と対策について 

東日本大震災復興事業や 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開

催、度重なる自然災害対策や老朽化し更新時期を迎えている社会基盤整備へ

の対応など、国家的事業や国民生活の安全・安心を守るため、建設産業が担

うべく社会的な役割はますます増大している。 

その一方で、長年に亘る建設投資の大幅な減少から過当競争を繰り返し、

ダンピング受注のしわ寄せが建設企業の疲弊を招き、現場の技能労働者は若

年者の入職が減少し高齢化し続けており、技術・技能の伝承が困難になって

いる。 

この課題に対応するために、国土交通省では、劇的な進展を遂げる AI,IOT

などのイノベーション、確実に到来する労働力人口の減少といった事態を正

面から受け止め、１０年後においても建設業が「生産性」を高めながら「現

場力」を維持できるよう、建設産業政策 2017+10 が策定され、法制度をはじ

め、建設業関連制度の基本的な枠組みについて検討を行うため、議論が始ま

ったところである。 

当会においても、当該会議に参画するとともに、継続して、平成 25 年 6 月

4 日に開催された第 12 回総会にて、将来を担う若者が希望を持って入職でき

る環境整備、健全な建設産業を目指すための「決議」を行い、「安請け合いは

しない『ＮＯ！』と言える専門工事業者を目指す」べく、行政機関や関係団

体と連携しながら諸活動を展開した。 

また、東日本大震災の復興に向けた取組、適正な競争環境の整備、社会保

険未加入対策、標準見積書の活用推進、重層下請構造の是正、技能労働者の

確保・育成、建設専門業の社会的経済的地位の向上といった基本方針に沿い、

「地方整備局等との意見交換会」、「経営革新支援研修会」、「全国大会」等の

開催はもとより、「専門工事業者の地域貢献活動のＰＲ」、「社会保険等未加入

対策」、「元請団体との連携」、「登録基幹技能者の現場への常駐化」、「若年者

の建設業への理解や入職促進に向けた事業」、技能労働者の育成の中核的役割

を担う「富士教育訓練センターの活用及び建て替への支援」等にも継続的に



取組を実施した。 

２．建専連の事業活動について 

建専連では、平成２９年度の事業活動として、各種の委員会活動や全国大会、地

方整備局等との意見交換会、建設専門業の経営革新支援研修会等を実施するとと

もに、建設専門業に係る政策提言、国民に向けたＰＲ活動、総合補償制度への加入

促進、各種受託事業の実施など、様々な事業活動を展開してきた。 

建設専門業に係る施策確立のための事業としては、総務部会、企画委員会、特

別委員会（社会保険未加入対策具体化検討委員会）などを開催し、「第 12 回総会

決議文書」や平成 21 年度にとりまとめた「建設労働生産性の向上に資する 12 の提

言」等を具現化させるための活動を行った。 

建設専門業の社会的経済的地位の向上に関する事業としては、ニッショーホール

において、「建設産業の未来に向けた取組について～理由は問わない 体験学習

～」をテーマに全国大会を実施した。 

また、建設専門業の経営革新支援研修会では、「働き方改革について」、「職人

基本法について」、「建設産業政策 2017+10 について」、「建設キャリアアップシステ

ムについて」などをテーマとし全国 10 地区にて開催した。 

関係機関に対する要請、意見具申、協力、意見交換に関する活動としては、国土

交通省や厚生労働省、（一社）日本建設業連合会等の各種委員会等に対し意見具

申を行い、（一社）日本建設業連合会との間では、平成 21 年度立ち上げた「建設ス

キルアップサポート制度」について、本年度も引き続き、高校等在学中に所定の資格

を取得し、建専連会員企業に就職した者を対象に資格取得費用の半額補助（上限

１万円）を実施した。なお、昨年度と同様に、（一社）日本建設業連合会会員の協力

会企業に就職した者についても、平成 21 年度入職まで遡り適用できるよう制度を拡

充し、本年度も１２３名に対し助成を行った。 

また、国土交通省本省や地方整備局等と意見交換会を開催するとともに、建設産

業政策会議への参画や建設産業人材確保・育成推進協議会、登録基幹技能者制

度推進協議会等への協力・協賛を実施した。 

その他、目的を達成するための事業としては、当会のホームページの「職人さんミ

ュージアム」や「専門工事業 navi」のページの拡充による情報提供の拡充を行ったほ

か、各種受託事業の実施、地区建専連への支援、総合保障制度に係る支援事業を

実施した。 



Ⅱ. 庶務事項 

１．会員団体の数 

 平成 28 年度末 平成 29 年度末 

正会員 35 団体 34 団体 

特別会員 2 団体 2 団体 

賛助会員 9 団体 9 団体 

２．総会・理事会 

会議の種類 日時・場所 主な議題 

第 16 回 

通常総会 

Ｈ29.5.31 

東海大学校友会館

1.平成 28 年度事業報告の件 

2.平成 28 年度収支決算承認の件 

3.平成 29 年度事業計画案報告の件 

4.平成 29 年度収支予算案報告の件 

5.役員選任案審議の件 

第 1 回 

理事会 

Ｈ29.5.31 

東海大学校友会館

1.平成 28 年度事業報告及び決算 

2.第 16 回通常総会・懇親会等 

3.平成 29・30 年度役員について 

4.平成 29 年度企画委員会 

5.第 18 回地方整備局等との意見交換会 

第 2 回 

理事会 

Ｈ29.9.22 

振興基金 会議室 

1.平成 29 年度全国大会 

2.平成 29 年度企画委員会・特別委員会 

3.働き方改革について 

4.登録基幹技能者について 

5.平成 29 年度経営革新支援研修会 

6.富士教育訓練センター建替支援金入金状況 

7.安全対策の徹底について 

8.地区連合会との連携について 

9.会員企業数等 

10.本省・地方整備局との意見交換会の実施結果 

11.「職人さんﾐｭｰｼﾞｱﾑ」総アクセス件数について 

12.建設産業政策 2017+10 について 

13.建設工事従事者安全健康確保推進会議 

14.建設工事における適正な工期設定等のための 

  ガイドラインについて 

15.消防団への加入促進について 



16.平成 29 年度上半期建専連主要活動事項 

第 3 回 

理事会 

Ｈ29.12.7 

振興基金 会議室 

1.役員の選任について 

2.平成 29 年度上半期事業及び会計報告 

3.平成 29 年度全国大会結果について 

4.平成 29 年度企画委員会・特別委員会 

5.平成 29 年度経営革新支援研修会について 

6.新年の挨拶日程 

第 4 回 

理事会 

Ｈ30.1.19 

書面にて 
1.役員の選任について 

第 5 回 

理事会 

Ｈ30.3.26 

振興基金 会議室

1.平成 29 年度事業報告案及び決算案の概要 

2.平成 30 年度事業計画案・予算案の概要 

3.平成 30 年度業務予定 等 

Ⅲ. 実施事業 

１．建設専門業に係る施策立案のための事業 

   総務部会、企画委員会、特別委員会等を下記の通り開催し、建設専門業に係る

事業活動の企画立案及び調査研究活動を行った。委員会委員名簿はＰ19 の通り

である。 

〔総務部会・企画委員会〕 

会議の種類 日時・場所 主な議題 

第 1 回 

総務部会 

Ｈ29.5.16 

振興基金 会議室 

1.第 16 回通常総会について 

2.総会懇親会について 

3.地区建専連事務局長等会議について 

4.第 18 回地方整備局等との意見交換会について 

第 2 回 

総務部会 

Ｈ29.9.14 

振興基金 会議室 

1.平成 29 年度全国大会 

2.平成 29 年度企画委員会・特別委員会 

3.働き方改革について 

4.登録基幹技能者について 

5.平成 29 年度経営革新支援研修会 

6.富士教育訓練センター建替支援金の入金状況 

7.会員企業数等 

8.本省・地方整備局との意見交換会の実施結果 



9.｢職人さんﾐｭｰｼﾞｱﾑ｣総ｱｸｾｽ件数 

10.建設産業政策 2017+10 について 

11.建設工事従事者安全健康確保推進会議 

12.建設工事における適正な工期設定等のための 

  ガイドラインについて 

13.平成 29 年度上半期建専連主要事業活動 

第 3 回 

総務部会 

Ｈ29.11.29 

振興基金 会議室 

1.平成 29 年度 上半期事業及び会計報告

2.平成 29 年度全国大会

3.平成 29 年度企画委員会・特別委員会

4.平成 29 年度 建設専門業の経営支援研修会

5.新年の挨拶日程

第 4 回 

総務部会 

Ｈ30.3.8 

振興基金 会議室 

1.会員の退会について

2.平成 29 年度事業報告案及び決算案の概要

3.平成 30 年度事業計画案・予算案の概要

4.平成 30 年度業務予定 等

〔企画委員会〕

第 1 回 

企画委員会 

Ｈ29.8.21 

振興基金 会議室 

1.平成 29 年度建専連事業活動 

2.平成 29 年度全国大会 

3.建設産業政策 2017+10 について 

4.建設工事従事者安全健康確保推進会議 

5.キャリアアップシステムについて 

6.時間外労働規制の適用除外業種について 

第 2 回 

企画委員会 

Ｈ29.10.16 

振興基金 会議室 

1.第 1 回企画委員会の議事 

2.平成 29 年度全国大会 

3.働き方改革について 

4.登録基幹技能者について 

5.地区連合会との連携について 

6.会員企業数等 

7.｢職人さんﾐｭｰｼﾞｱﾑ｣総アクセス件数 

8.消防団への加入促進について 

9.今後の建専連の事業のあり方・方向性等について 

第 3 回 

企画委員会 

Ｈ29.12.5 

振興基金 会議室 

1.第 2 回企画委員会の議事 

2.平成 29 年度全国大会実施結果 

3.平成 29 年度建設専門業の経営革新支援研修会 

4.今後の建専連の事業等のあり方・方向性等 



第 4 回 

企画委員会 

Ｈ30.2.6 

振興基金 会議室 

1.第 3 回企画委員会の議事 

2.平成 28 年度スキルアップサポート制度実施結果 

3.登録基幹技能者の雇用状況等に関する調査 

4.(一社)日本建設業連合会及び(一社)全国建設業 

協会との意見交換会について 

5.今後の建専連の事業等のあり方・方向性等 

〔特別委員会（社会保険加入対策具体化検討委員会）〕

第 1 回
Ｈ29.10.4 

振興基金 会議室 

1.平成 28 年度社会保険等加入状況に関する調査結果 

2.平成 29 年度同調査の実施方法 

(社会保険等の加入状況、標準見積書の活用状況) 

第 2 回
Ｈ30.3.19 

振興基金 会議室 
1.平成 29 年度 社会保険等加入状況に関する調査結果 

〔建専連会員団体事務局長等会議〕 

第 1 回
Ｈ29.10.16 

振興基金 会議室 

1.「建設産業政策等への取組状況」（国土交通省） 

2.「建設キャリアアップシステムについて」（振興基金） 

3.「平成 29 年度建専連事業活動等」（建専連事務局） 

２．建設専門業に係る情報提供並びに研修会等の開催に関する事業 

(1) 国土交通省、厚生労働省、地方自治体など関係機関に係る情報・資料等を収

集整理して、会員団体へ逐次提供した。 

(2) 「建設専門業の経営革新支援研修会」を平成 30 年１月～3 月にかけて全国 10

地区において開催した。同研修会の詳細については P20 のとおりである。 

３．建設専門業の社会的経済的地位向上に関する啓発事業 

(1) 全国大会 

平成 29 年 11 月 16 日に、ニッショーホールにおいて、「建設産業の未来に向け

た取組について～理由は問わない体験学習～」をテーマに開催し、全国各地から

600 名を超える参加者があった。大会の詳細については P21 のとおりである。 

(2) 企画委員会 



今年度は、主に建専連のホームページの情報提供の強化や、全国大会の事業

内容、地域貢献活動事例の追加に関する調査に関する検討を行った。また、今後

の建専連事業に関する検討や地域と建設業を繋ぐ新たな事業の展開についての

検討を行い、今後も継続して建設業への入職促進に関する検討や取組について

展開を図ることとしている。 

(3) 特別委員会（社会保険加入対策具体化検討委員会） 

平成 24 年度からから５年間を目途に、社会保険未加入対策について検討等を

行う特別委員会を設置し、昨年度から実施している「社会保険等の加入状況に関

する実態調査」の実施方法、調査結果の取り纏め方法等について検討や分析を

行った。 

  ○平成 29 年度「社会保険等加入状況の実態調査」 

建専連会員団体を通じ、会員団体企業及びその下請企業に対し、社会保

険の加入状況等の事項等についてアンケート調査を実施し、調査結果をとり

まとめた。アンケートだけでは把握しにくい企業の実態について、ヒアリング形

式による調査を行い、専門工事業者の抱える課題や現状について深化した調

査を行った。また、標準見積書の活用状況等についても調査を実施した。 

なお、上記(2)、(3)の委員会のメンバーは P19 のとおり。 

(4) 建設スキルアップサポート制度（日建連と建専連の連携事業） 

本制度も平成 21 年度から引き続き、（一社）日本建設業連合会と連携しながら

工業高校等の在学中に技能・技術資格を取得し、かつ平成 21 年４月以降に建専

連の会員企業に入職した者を対象に、資格取得費用の一部を助成する事業を実

施した。昨年度に引き続き（一社）日本建設業連合会会員の協力企業に就職した

者についても、平成 21年 4月以降の入職まで遡り適用することし、助成を実施した。

平成 29 年度助成対象者は 123 名（累計：1,432 名）となった。 

４．官公庁その他関係機関に対する啓発事業 

(1) 「建設産業人材確保・育成推進協議会（人材協）」等への協力・協賛・出席 

会議の種類 日時・場所 主な議題 

平成 29 年度優秀施工者

国土交通大臣顕彰審査委

員会         〔会長〕

Ｈ29.8.3 

合同庁舎 3

号館 

1.被顕彰候補者の選考 

2.顕彰式典の開催 他 



人材確保・育成推進協議

会 企画広報分科会 

〔常務理事〕

H29.9.4 

振興基金会

議室 

1.最近の建設産業政策について 

2.建設人材・育成に関する事業について 

3.企画広報分科会 最近の取組事項(報告)他 

人材確保・育成推進協議

会 全国担当者会議 

            〔会長〕

H30.2.16 

全日通霞ヶ

関ビル 

1.平成 29 年度の人材協活動報告及び平成 30 

年度の活動方針(案)について 

2.建設産業担い手確保・育成に係る各団体の取

組について他 

人材確保・育成推進協議

会 企画広報分科会 

       〔上席調査役〕 

H30.3.7 

振興基金会

議室 

1.平成 29 年度における取組の報告 

2.平成 30 年度におけると取組の計画他 

人材確保・育成推進協議

会 運営委員会 

〔常務理事〕

H30.3.19 

振興基金会

議室 

1.平成 29 年度人材確保・育成推進協議会 事

業報告(案)等について 

2.平成 30 年度人材確保・育成推進協 

議会 事業計画(案)等について他 

(2) その他外部の各種委員会、会議、研修会等への出席 

会議の種類 日時・場所 主な議題 

生産性向上国民運動推進

協議会  

          〔会長他〕 

H30.2.15 

首相官邸 

1.中小サービス等生産性戦略プラットフォームの

説明 

2.各分野の業界団体の取組報告 

第４回建設産業担い手確

保・育成コンソーシアム企

画運営会議     

〔常務理事〕

H29.4.18 

振興基金会

議室 

1.平成 28 年度事業報告(案)及び収支報告(案) 

2.新たな地域連携ネットワーク支援先について 

3.建設産業担い手確保・育成アクションプログラ 

 ム(第 4 版) (案)について 

4.平成 29 年度支出予算(案)について 

建設産業人材確保・育成

コンソーシアム幹事会  

〔常務理事〕

H30.3.27 

振興基金会

議室 

1.建設産業担い手・育成コンソーシアムの役割と

支援 

2.地域連携ネットワークの構築支援他 

3.教育訓練等基盤の充実強化 

4.職業訓練校ネットワークの構築等 

登録基幹技能者制度推進

協議会 運営委員会 

〔常務理事〕

H29.4.26 

振興基金会

議室 

1.平成 28 年度事業報告(案)並びに決算報告

(案)について 

2.平成 29 年度事業計画(案)並びに収支予算

(案)について 

登録基幹技能者制度推進

協議会 総会 

H29.5.25 

東海大学校

1.平成 28 年度事業報告(案)並びに決算報告

(案)について 



         〔常務理事〕 友会館 2.平成 29 年度事業計画(案)並びに収支予算

(案)について他 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第 2 回準備

会       〔常務理事〕 

H29.4.27 

NS 虎ノ門ﾋﾞ

ﾙ 

1.再公告の状況について 

2.今後のスケジュールについて 

3.運営委員会の下に設置する分科会について 

4.技能者の能力評価基準の検討について他 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第 1 回総会 

〔会長・局長〕 

H29.6.30 

振興基金会

議室 

1.建設キャリアアップシステム運営協議会規約の

制定等 

2.建設キャリアアップシステム開発業務の調達 

3.今後のスケジュール等 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第３回総会 

            〔会長〕

H30.3.30 

振興基金会

議室 

1.平成 30 年度事業計画及び収支計画の方針 

について 

2.料金の割引措置等について 

3.今後のスケジュールについて他 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第 2 回運営

委員会 

〔常務理事〕

H29.10.3 

虎ノ門会議

室 

1.料金体系について 

2.要件定義書の変更点について 

3.既存システムとのデータ連携について他 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第 3 回運営

委員会及び第 7 回運用ル

ール検討分科会合同会議

         〔常務理事〕

H29.10.25 

振興基金会

議室 

1.利用料金について 

2.システム開発の進捗状況について 

3.普及・広報活動について 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第５回運営

委員会 

         〔常務理事〕

H30.3.20 

振興基金会

議室 

1.平成 30 年度事業計画及び収支計画の方針に

ついて 

2.セキュリティ対策について他 

建設キャリアアップシステム

の普及・利用促進に向け

た建設業関係団体説明会

         〔事業部長〕

H29.11.15 

三田共用会

議所 

1.建設キャリアアップシステムの概要・メリット・利

用方法について 

2.今後のスケジュールと普及・利用促進に向けた

取組について他 

建設キャリアアップシステム

運営協議会 第 4 回運営

委員会 

         〔常務理事〕

H30.1.29 

振興基金会

議室 

1.準備状況と今後のスケジュールについて 

2.申請書・手引き・コード表について 

3.料金の割引措置等について 

4.技能者カードのデザインについて他 

第 3 回建設産業政策会議 H29.4.18 1.法制度・許可ワーキンググループのとりまとめに



法制度・許可ＷＧ 

〔常務理事〕 

合同庁舎４

号館 

向けた基本的な考え方 

2.契約関係とその規律について他 

第 3 回建設産業政策会議

企業評価ＷＧ 

〔常務理事〕

H29.4.28 

合同庁舎４

号館 

1.企業評価 WG のとりまとめに向けた基本的な考

え方 

2.公共工事の元請企業に対する企業評価制度

 他 

建設産業政策会議 第 3

回地域ＷＧ 

〔常務理事〕

H29.5.24 

合同庁舎４

号館 

1.地域建設業ワーキンググループのとりまとめに

向けた基本的な考え方他 

第 5 回建設産業政策会議

〔調査役〕 

H29.5.29 

合同庁舎 3

号館 

1.建設企業の海外展開について 

2.各ワーキンググループ等のとりまとめ(骨子案等)

3.建設産業政策会議のとりまとめに当てって 

第 6 回建設産業政策会議

〔会長〕

H29.6.13 

経済産業省

別館 

1.建設産業政策会議のとりまとめ(素案)について

第 7 回建設産業政策会議

〔会長・常務理事〕 

H29.6.30 

合同庁舎 4

号館 

1.建設産業政策会議のとりまとめ(案)について 

平成 29 年度担い手確保・

育成に関する事業説明会 

〔常務理事〕 

H29.7.13 

振興基金会

議室 

1.担い手確保・育成に関する取組みについて 

中央建設業審議会総会 

〔常務理事〕

H29.7.25 

合同庁舎４

号館 

1.建設産業政策会議とりまとめについて 

2.社会保険加入促進対策の状況について 

3.働き方改革について 

4.経営事項審査の改正について 

5.建設工事標準請負契約約款の改正について 

中央建設業審議会・社会

資本整備審議会産業分科

会建設部会 平成 30 年審

議 第 1 回基本問題小委

員会 

〔会長、常務理事〕 

H30.2.13 

合同庁舎 4

号館 

1.基本問題小委員会における検討課題(案)につ

いて 

中央建設業審議会・社会

資本整備審議会産業分科

会建設部会 平成 30 年審

議 第 2 回基本問題小委

H30.3.19 

合同庁舎 3

号館 

1.社会保険未加入業者の建設業許可・更新を認

めない仕組みの検討について 

2.技能労働者の位置づけについて 

3.働き方改革の推進に向けた受発注者双方



員会 

〔会長、常務理事〕 

の取組について 

第 3 回 2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック競技

大会 大会施設工事安全

衛生対策協議会 〔会長〕 

H29.7.25 

厚労省会議

室 

1.大会施設工事における安全衛生対策の実施 

状況及び災害の発生状況について 

2.大会施設の建設工事における安全衛生スロー

ガンの募集について 

第 4 回 2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック競技

大会 大会施設工事安全

衛生対策協議会 〔会長〕 

H29.12.26 

AP新橋虎ノ

門 

1.新国立競技場における取組について 

2.災害発生状況について他 

建設業の働き方に関する

協議会 

            〔会長〕

H29.7.28 

合同庁舎 8

号館 

1.協議会の開催について 

2.建設業における働き方改革について 

第 1 回土木施工管理技術

検定委員会 

            〔会長〕

H29.8.1 

全国町村会

館 

1.平成 28 年度 1 級土木施工管理技術検定試 

験験及び 2 級土木施工管理技術試験の実施

結果 

2 平成 29 年度土木施工管理技術検定について

 ほか 

第 2 回土木施工管理技術

検定員会 

            〔会長〕

H29.12.8 

合同庁舎 2

号館 

1.平成 29 年度土木施工管理技術検定実施日 

程の報告 

2.平成 29 年度 1級土木施工管理技術検定実施

状況他 

第 3 回土木施工管理技術

検定委員会 

〔会長〕 

H30.3.16 

合同庁舎 2

号館 

1.平成 29年度 1級・2級土木施工管理技術検定

学科・実施試験の実施結果 

2.平成 30年度土木施工管理技術検定の実施

計画状況他 

外国人建設就労者受入事

業に係る適正監理推進協

議会 

〔常務理事〕 

H29.8.2 

石垣記念ホ

ール 

1.外国人建設就労者受入事業の運用状況 

2.巡回指導の状況 

3.モデル事業の進捗報告等 

第 1 回若年者及び女性に

魅力ある職場づくり事業推

進委員会  

         〔常務理事〕

H29.4.24 

富士東京事

務所 

1.平成 28 年度事業計画の実施状況 

2.平成 29 年度事業計画について 

 他 

第 2 回若年者及び女性に H29.8.31 1.平成 29 年度事業計画の変更について 



魅力ある職場づくり事業推

進委員会 

         〔常務理事〕

富士教育訓

練センター 

2.平成 29 年度事業計画の実施状況について 

3.次回の予定について他 

第 3 回若年者及び女性に

魅力ある職場づくり事業推

進委員会   〔常務理事〕

H29.11.28 

富士教育訓

練センター 

1.平成 29 年度事業計画の変更について 

2.平成 29 年度事業計画の実施状況について 

 他 

第 4 回若年者及び女性に

魅力ある職場づくり事業推

進委員会   〔常務理事〕

H30.3.7 

富士東京事

務所 

1.平成 29 年度事業計画の変更について 

2.平成 29 年度事業計画の実施状況について 

3.職業能力開発訓練の実施状況等に係るアンケ

ート調査結果について他 

関東圏専門工事業担い手

確保・育成推進協議会 

         〔常務理事〕

H29.9.8 

さいたま新

都心合同庁

舎 2 号 

1.平成 29 年度上半期の事業実施報告について

2.今後のスケジュール等 

3.建設労働者緊急育成支援事業の報告他 

第 6 回関東圏専門工事業

担い手・確保育成推進協

議会 

         〔常務理事〕

H30.3.22 

さいたま新

都心合同庁

舎 2 号 

1.平成 29 年度下半期の事業実施報告について

2.今後のスケジュール等について 

3.建設労働者緊急育成支援事業の報告等他 

第 1 回建設業の働き方改

革に関する不動産・住宅

関係連絡会議 

         〔常務理事〕

H29.10.11 

合同庁舎 3

号館 

1.建設業の働き方改革に関する不動産・住宅関

係連絡会議について 

2.建設業の働き方改革に関する政府の動きにつ

いて他 

第 1 回建設技能者の能力

評価のあり方に関する検討

会 

         〔常務理事〕

H29.11.13 

振興基金会

議室 

1.検討会の趣旨 

2.建設業の現状及び建設キャリアアップシステム 

 の概要 

3.諸外国における能力評価制度他 

第 2 回建設技能者の能力

評価のあり方に関する検討

会       〔常務理事〕 

H29.12.14 

振興基金会

議室 

1.技能者のレベル分け 

2.技能者の能力を構成する要素 

3.評価のシュミュレーション 

第 3 回建設技能者の能力

評価のあり方に関する検討

会       〔常務理事〕 

H30.1.29 

振興基金会

議室 

1.評価のシュミュレーション 

2.職長の評価 

3.評価制度の大まかな枠組み他 

4.専門工事企業の施工能力等の見える化他 

第 1 回安全衛生経費確保

推進事業委員会 

         〔常務理事〕

H29.10.3 

振興基金会

議室 

1.建設工事の請負契約における適切な安全衛

生経費の確保等促進事業 

2.(建設事業)の事業目的、事業趣旨等について 



第 2 回安全衛生経費確保

推進事業委員会 

〔常務理事〕 

H30.3.13 

振興基金会

議室 

1.ガイドブックについて 

2.研修会について他 

建設分野技能実習に関す

る事業協議会 

〔常務理事〕

H30.3.26 

合同庁舎 2

号館 

1.外国人技能実習制度の現状、課題等 

2.建設分野技能実習の実態について 

3.意見交換他 

i-Construction 推進コンソ

ーシアム  第 2 回企画委

員会   

    〔青木委員〕 

H29.10.5 

合同庁舎 3

号館 

1.i-Construction の進捗状況 

2.産学官民の連携強化 

3.i-Construction の普及・促進 

第 1 回建設業社会保険推

進連絡協議会 

         〔常務理事〕

H29.5.8 

都道府県会

館 

1.建設業社会保険推進連絡協議会規約(案)に

ついて 

2.これまでの社会保険未加入対策の取組状況他

第 2 回建設業社会保険推

進連絡協議会 

         〔常務理事〕

H30.1.15 

都道府県会

館 

1.平成 29 年度の取組について 

2.社会保険加入等の状況について 

3.今後の方向性について他 

第 2 回中堅・中小建設業

海外展開推進協議会 

         〔常務理事〕

H30.2.1 

学士会館 

1.JASMOC の活動報告とアンケート結果報告及

び今後の方針について 

2.支援機関等による支援紹介及び取組紹介他 

第 3 回けんせつ小町活躍

推進表彰 選考委員会 

            〔会長〕

H30.2.13 

日建連大会

議室 

1.けんせつ小町活躍推進表彰スケジュールにつ

いて他 

「第 3 回(平成 29 年度)日

建連 けんせつ小町活躍

推進表彰」表彰式 

〔会長、常務理事〕 

H30.3.12 

経団連会館

4 階 

1.主催者挨拶・受賞内容紹介・講評 

2.表彰状と記念品の授与 

3.受賞者による講演・取組紹介他 

第 68 回“社会を明るくする

運動”中央推進委員会 

         〔常務理事〕

H30.1.30 

法務省大会

議室 

1.第 67回“社会を明るくする運動”実施概要報告

2.第 68 回“社会を明るくする運動”実施要綱の 

審議・決定他 

第 2 回取引問題委員会 

     〔常務理事〕 

H30.2.27 

全国中小企

業団体中央

会 

1.下請等中小企業の取引条件改善について 

2.下請等中小企業の取引条件改善にかかる意

見交換他 

東日本大震災・熊本地震

復旧・復興工事安全推進

本部第 11 回会議 

H30.3.7 

笹川記念館

1.第 10 回会議議事要旨の確認 

2.厚生労働省からの報告  

 労働災害の発生状況等 



〔会長〕 3.事務局からの報告他 

東日本大震災七周年追悼

式典 

〔会長〕

H30.3.11 

国立劇場 
1.東日本大震災七周年追悼式 

公共工事品質確保に関す

る議員連盟幹部と関係団

体との意見交換会 

〔会長、常務理事〕 

H30.3.12 

自民党本部
1.働き方改革の要望について 

(3) 関係機関の事業運営等への協力 

会議の種類 日時・場所 主な議題 

第 3 回財務問題・基本問

題検討委員会(建退共)

〔会長〕 

H29.11.24 

経団連会館
1.電子申請方式の実証実験について他 

第 3 回建退共制度に関す

る検討会      〔会長〕 

Ｈ29.8.3 

建退共会議

室 

1.建退共制度について 他 

第 36 回運営委員会（建設

業退職金共済事業関係） 

〔会長〕 

Ｈ30.3.15 

経団連会館

2 階 

1 独立行政法人勤労者退職金共済機構第 4 期

中間計画(案)について 

2.平成 30 事業年度計画(案)について 

3.今後の建退共制度について(案) 他 

（4） 地方整備局等との意見交換会 

   全国 10地区において開催し、各地区とも地方整備局長はじめ関係幹部等の出

席があった。開催日時等は P22 のとおり。 

（5） 地方整備局建政部長等との意見交換会 

   全国大会（平成 29 年 11 月 16 日 ニッショーホール）の開催に合わせ、地方整

備局建政部長等と建専連役員、地区建専連会長との意見交換を実施した。 

  （6） 地区建専連事務局長等会議 

   第 16 回総会（平成 29 年 5 月 31 日 東海大学校友会館）の開催に合わせ、全

国 10 地区にある地区建専連の事務局長等と意見交換を実施した。 

（7） 建専連会員団体事務局長等会議 



    国土交通省からの情報提供や平成 29 年度建専連事業の説明等を行う、建

専連の会員団体の事務局長等を対象とした会議を、平成 29 年 10 月 16 日に行

った。 

（8） 建専連の広報（ホームページ） 

    平成 22 年度に当会のホームページに開設した専門工事業の職種や社会貢

献事例等を紹介する「職人さんミュージアム」への平成 29 年度のアクセス数は

20,548 件となり、開設以来 233,169 件のアクセス数となった。(H30.3 月末現在) 

５．その他目的を達成するための事業 

(1) 各種受託事業等の実施  

受託・助成業務名 相手先 概 要 

業務連携促進事業助

成 
（一財）建設業振興基金 

平成 29 年度「地方整備局等幹部との意

見交換会」、「全国大会」、「経営革新支

援研修会」、「広報等一般事業」、 

「地域・社会貢献事業」を実施した。 

専門工事業の社会保

険等加入状況に関す

る調査 

（公財）建設業福祉共済団

建専連正会員団体の会員企業及びその

下請企業の社会保険等の加入実態を調

査し、建設技能労働者の地位向上や適

正価格、処遇改善向上等を実現するため

の方針・方策の検討を行った。また、登録

基幹技能者の処遇等について実態調査

を行った。 

(2) 総合補償制度に関する事業の実施 

  専門工事業者の責任施工体制を補完する財政的なバックアップとして、長期性

能（瑕疵）保証制度に、第三者賠償補償制度、上乗せ労災障害補償制度を組み

合わせた専門工事業補償制度について、関係会員団体傘下企業を対象に加入

促進活動を行った。 

 (3) 建設キャリアアップシステムに対する出捐 

    技能労働者の働き方の特徴を踏まえ、ひとりひとりの技能労働者が経験と技能

に応じた育成と処遇が受けられる産業としていくためには、個々の事業者が補完し

あう形で、技能者本人情報等の真正性を確認した上で、業界全体で技能者の就

業実績を蓄積し、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を生み出す基本的なインフ

ラを行政・発注者・業界全体で整備することが必要とのことから開発に要する経費



について出捐要請があり、当建専連として、理事会の承認を得て１００万円を出捐 

(４) 富士教育訓練センターの建て替え支援 

平成 26 年 6 月 3 日に開催された第 13 回通常総会において才賀会長から、富

士教育訓練センターの建て替えに対する支援の要請が行われた。 

平成 26年 9月 26日に開催された平成 26年度第 2回理事会の第九号議案「富

士教育訓練センターの建て替え資金調達について」において、事務局が富士教育

訓練センターの建て替えに向けた現在の進捗状況等について説明を行い、また、

建専連会員団体における建て替え資金の調達について、建専連全体として1億円

の拠出を目標とし、会員団体に協力を依頼する建替資金の金額については、会員

企業等から任意にて、2 万円を 1 口とし 1 企業 1 口以上、または、会員企業各社か

らの資金調達が難しい団体については 1 団体 300 万円、役員団体については 350

万円の資金の依頼を行う事や同依頼文書は 10 月中を目途に各団体宛に発出し、

建専連事務局が団体に訪問依頼をすることについて説明を行い、全員異議なく了

承された。 

これにより、会員団体に対し平成 26 年 10 月 29 日付文書「富士教育訓練センタ

ーの建替え資金支援に関するお願い」文書を送付し、協力を依頼した。 

その後、平成 27 年度の「建設専門業の経営革新支援研修会」（全国 10 地区に

て開催）において各地域の専門工事業者にも支援の要請を行い、平成 28 年 3 月

4 日現在建て替え資金支援に関するお礼と目標額達成に向けた追加支援要請を

行った。 

平成２９年１月１２日に宿泊棟、共用棟の竣工式を行った報告と建替え資金支援

に関する追加要請を昨年に引き続き「建設専門業の経営革新支援研修会」にお

いて行い、併せて、平成２９年３月７日の第２回会員団体事務局長会議においても

追加要請を行った。 

会員各位のご協力により目標を超える支援をいただき、平成 30年 3月 5日新本

館、教室棟が完成し、関係者を招いて内覧会を行うことが出来ました。ありがとうご

ざいました。ただし、全体計画の見直しにより不足する建替資金要請が引き続き行

なわれていますので併せて御協力方お願い致します。 


