鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針
（目的）
第１条

鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（以下「指針」という。
）は、鳥取県が発注する建設

工事（以下「県発注工事」という。
）において、元請負人及び下請負人が遵守すべき事項を定めることによ
り、県発注工事の生産性向上、元請下請関係の適正化及び建設労働者の就労環境の改善を図るとともに、
担い手の育成及び確保を促進し、もって地域の安全・安心を担う建設産業の健全な発展に資することを目
的とする。
（定義）
第２条

この指針（別表２及び３を除く。
）において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。
(１) 元請負人

県発注工事を県から直接請け負った者をいう。

(２)

県発注工事に係る全ての下請契約の注文者をいい、一の工事が数次の下請により行わ

下請注文者

れる場合は、元請負人及びこれに続く全ての下請契約の注文者をいう。
(３) 下請負人

県発注工事に係る全ての下請契約の請負人をいい、一の工事が数次の下請により行わ
れる場合は、元請負人からその工事の一部を請け負った者及びこれに続く全ての下請契
約の請負人をいう。

（県の責務）
第３条

県は、第１条に定める目的の実現に向けて、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法

律第 18 号。以下「品確法」という。）をはじめとする関係法令等に基づく措置を適切に講じなければなら
ない。
（下請注文者及び下請負人並びに元請負人の責務）
第４条

下請注文者及び下請負人並びに元請負人は、品確法第８条及び建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

第 25 条の 27 の規定等を考慮して、建設産業における生産システム合理化指針（平成３年２月５日付建設
省経構発第２号）に示された就労環境・雇用条件等の改善及び適正な施工体制の確立を図るのに必要な措
置等のほか、次の各号に掲げる事項について真摯な対応に努めなければならない。
(１) 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認めら
れる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならないという建設業法第 19 条
の３の規定の趣旨に沿って、各々の対等な立場における合意に基づき、担い手育成及び確保の観点か
ら、少なくとも当該下請契約に該当する部分の県の設計に計上された直接工事費相当額及びこれに必
要な法定福利費を確保するとともに、労働安全衛生の確保に必要な費用を含む間接工事費及び企業の
経営上必要となる費用を加えた金額が確保された請負契約を締結すること。
(２) 使用する建設労働者の賃金について、公共工事設計労務単価を考慮した適切な水準を確保すること。
(３) 事業所として雇用保険、健康保険及び厚生年金保険（以下「社会保険等」という。
）等の適切な保険
に加入し、保険料を適正に納付するだけではなく、施工現場に従事する全ての建設労働者についても
適切な保険に加入させること。
(４) 長時間労働の縮減及び計画的な休暇取得の推進、育児又は介護のための休業制度の整備等、使用す
る建設労働者の仕事と家庭との両立が可能な環境及び制度を整えること。
(５) 技術及び技能の向上により仕事に対する意欲及び充実感を高めるため、公的助成制度を活用する等
により研修又は訓練を実施し、若しくは表彰制度を整えること。
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(６) 元請負人は、請け負った県発注工事における全ての下請負人に対して、本文及び第１号から前号ま
でについて指導及び助言その他の援助を行うこと。
（下請次数の制限）
第５条

元請負人は、請け負った県発注工事（建築一式工事等建築・営繕系工事を除く。
）の一部について下

請契約を締結して施工しようとするときは、その下請の次数を２次までとしなければならない。ただし、
特段の理由があり、あらかじめ当該県発注工事を監督する県の監督員（以下「監督員」という。
）の承認を
受けた場合は、この限りでない。
２

前項ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、別表１に留意して協議書を作成し、これを監
督員に提出しなければならない。

（下請負人の選定）
第６条

下請注文者は、下請負人を選定するに当たっては、次の各号に規定する全てを満たす者の中から選

定しなければならない。
(１)

県発注工事の施工に関し、建設業法に違反する者ではないこと。

(２) 鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱（平成 20 年５月１日付第 200700191955 号鳥取県県
土整備部長通知。以下「資格停止要綱」という。）に基づく入札参加制限を受けている有資格者でない
こと。
(３)

元請負人の直接契約締結する相手方は、社会保険等又は国民健康保険等の適切な保険に加入してい

る者（以下「保険加入者」という。
）であること。なお、下請注文者（元請負人を除く。
）においても、
直接契約締結する相手方は保険加入者からの選定に努め、やむを得ず未加入者を選定する場合は、元
請負人は契約に先立って早期に適切な保険への加入手続を進めるよう指導しなければならない（この
場合、社会保険等適用除外者に対する社会保険等への加入の指導又は現場からの排除といった過誤が
ないよう、十分に注意すること。）
。
(４) 下請注文者（下請の数次が２次までの下請注文者に限る。
）が契約締結する相手方は、県内に本店を
有する者（以下「県内業者」という。
）であること。ただし、特段の理由があり、元請負人があらかじ
め監督員の承認を受けた場合は、県外に本店を有する者とすることができる。
(５) 前号ただし書の規定による場合にあっても、県内に営業所を有し、当該営業所の存する地域の経済
振興又は雇用の確保に当たって貢献している者（以下「県外貢献業者」という。
）であること（前号の
承認の際に、特段の理由があり県外貢献業者に限定しないことの承認を受けた場合を除く。）
。
２

前条第２項の規定は、前項第４号ただし書の規定による承認に準用する。

（下請契約の締結に当たっての遵守事項）
第７条

下請注文者は、下請契約（変更契約を含む。以下同じ。
）の締結に当たって、次の各号の規定を遵守

しなければならない。
(１) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっては、県が公表する鉄筋工、型枠工等専門工種の標準単価
又は労務価格を明示した工種別労務費一覧表を含む設計書（金入り）等を参照し、第４条第１号に規
定する金額が確保された請負契約の締結に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十
分に協議すること。
(２) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっての見積は、建設業法第 20 条第１項の規定の趣旨を尊重す
るとともに、下請注文者は下請負人に対して法定福利費を内訳明示した標準見積書の提出を書面によ
り求め、提示された場合はこれを尊重するよう努めること。
(３) 県発注工事に着手する前に、建設工事標準下請契約約款（平成 22 年７月 26 日中央建設業審議会決
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定）又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、元請負人にあっては別表２の条項を、元
請負人以外の下請注文者にあっては別表３の条項を追加して記載した書面により下請契約を締結する
こと。
(４) 下請注文者は、下請契約締結前に「下請契約遵守事項報告書」により、その契約手続等の適否を確
認すること。
(５) 元請負人は、県に対して、下請契約締結の日（元請負人を除く下請注文者の行った下請契約締結を
含む。）の翌日から起算して 20 日以内に建設業法第 24 条の７に規定する施工体制台帳及び施工体系図
の写し並びに同法施行規則第 14 条の２及び同規則第 14 条の４に規定する添付書類並びに別に県が添
付を求める書類及び前項に定める「下請契約遵守事項報告書」
（元請負人を除く下請注文者分は写し）
を提出すること。
（帳簿書類等の備付け）
第８条

元請負人は県発注工事ごとに前条第５号で提出した書類等を現場に備え付け、次条第１項及び第４

項、その他必要に応じて実施する県の調査等に協力しなければならない。
（確認、指示等）
第９条

県は、この指針の適正な施行を確保するため、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領（平成 16 年

３月 11 日付管第 2313 号鳥取県県土整備部長通知）に基づく現場実態調査により、県発注工事の現場に立
入り、指針の施行状況を調査するものとする。
２

県は、元請負人に対してこの指針の遵守を求めるとともに、下請負人においてもこの指針の遵守が確保
されるよう、元請負人に対して、下請負人に対する指導、是正の要求その他の必要な措置を講ずるよう指
示するものとする。

３

下請負人は、元請負人から前項に規定する指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう
求められたときは、これに誠実に対応しなければならない。

４

県は、元請負人又は下請負人がこの指針に定める事項に違反し又は違反しているおそれがあり、県発注
工事の適正な施工の確保が困難となるおそれが生じた場合において、必要があると認められるときは、元
請負人又は下請負人の本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所に立入り、帳簿その他の物件の
調査を求めるものとする。
附

則

この指針は、平成 27 年４月１日以降に調達公告（調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知）を
行う建設工事から適用する。ただし、第６条第１項第３号の規定は、同年７月１日以降に調達公告（調達公
告を行わない工事にあっては、入札日の通知）を行う建設工事から適用する。
附

則

（施行期日）
１

この改正は、平成 27 年 11 月 20 日から施行する。

（経過措置）
２

第６条第１項第３号の改正規定並びに様式第１号（第７条関係）中の№３の改正項目及び記入要領４の
改正規定は、平成 27 年 12 月 31 日までに調達公告（調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知）
を行う建設工事にあっては、なお従前の例による。
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別表１（第５条関係） 下請制限除外に係る協議書作成要領
下請制限除外について協議するに当たっては、下記に留意すること。
当該協議書様式は、工事に関する協議書等取扱要領（平成 11 年 10 月５日付管第 435 号鳥取
県土木部長通知）に定める受注者発議用「工事に関する承諾・協議書」を活用して差し支えな
い。この場合は、「承諾協議事項」欄に下記２の記載事項を記載すること。
１

監督員との協議者
監督員に対する協議者は、元請負人に限る。例えば、２次下請業者を選定するに当たって
県外業者を選定しなければならない特段の理由がある場合は、１次下請業者は元請負人に協
議し、これを受けた元請負人が監督員に協議するものとする。

２

協議書記載事項
（１）協議事由
記載例：鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（第５条第１項・第６条第１項第４
号・第６条第１項第５号）に基づき、下請制限の除外（次数制限・県内業者優先選定・
県外貢献業者優先選定）を協議します。

（２）協議理由
注意：下記３に留意して、客観的かつ具体的に協議理由を記載すること。

（３）下請工事の内容
（４）下請負人予定者
３

協議理由記載に当たっての留意事項
該当条項

協議理由記載に当たっての留意事項
１

当該下請施工しようとする工事が、次数制限を超える重層下請による方

法でしか施工できない客観的かつ具体的な理由を記載すること。
２

制限次数内で並列的に下請を出す方法では施工できず、直列的な重層下

請による方法でしか施工できない等の理由を示すこと。
第５条第１項
（次数制限）

第６条第１項第４号
（県内業者優先）
第６条第１項第５号
（県外貢献業者優先）

＊ 次数制限の解除がやむを得ないと認められる場合の例としては、トンネ
ル工事のような大規模なもので、県内業者では技術的に施工できない内容
の専門工事を１次下請として出す必要があり、当該下請工事の内容中に当
該工事を請け負った業者が技術的に施工できず、かつ、１次下請発注時に
おいては分離し難い内容の専門工事が含まれる場合で、２次下請において
も同様の事情が生じるもの等が考えられる。
＊ なお、次の例のように、適正に施工管理を行っていれば回避することが
できるようなものを理由とすることは認められない。
・自社の手持ち工事量が多い。
・契約中の下請負人の中に、当該工事について施工能力を有する者がない。
１

下請施工しようとする当該工事に関して、県内業者・県外貢献業者に施

工させることができない客観的かつ具体的な理由を記載すること。
２

県内業者・県外貢献業者では技術的に施工できない特殊で専門的な工事

又は県内業者で施工できても工程的に間に合わない等の特段の理由を示す
こと。
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別表２（第７条関係）

【１次下請用】
（県発注工事を県から直接請け負った元請負人が下請契約を締結する場合用）

（鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守）
第

条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等
適正化指針（以下「指針」という。
）に規定する事項を互いに遵守しなければならない。

２

元請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥取県から是正
の指示があった場合は、速やかに是正するものとする。

３

下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、元請負人から指
導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やかに
是正等に応じるものとする。

４

元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第９条第１項及び第４項の規
定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及
び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県に協力するものとする。

５

下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約
の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表３の条項の規定を下請契約書に明記
させる等の必要な措置を講じるものとする。

【参考：別表２における元請負人及び下請負人の契約関係図】
通

称

発注者

⇒ 元請業者 ⇒

元請負人 ⇒
追加条項上の呼称

一次下請業者

⇒

二次下請業者

⇒

下請負人

⇒

三次下請業者

⇒

下請負人

下請負人
元請負人

元請負人

元請負人

注：点線で囲まれた元請負人と下請負人との間での下請契約においてのみ、本書条項を追加してください。
これ以外の下請契約においては、別表３の追加条項を追加してください。
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別表３（第７条関係）

【２次下請以下用】
（下請負人が元請負人として下請契約を締結する場合用）

（鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守）
第

条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等
適正化指針（以下「指針」という。
）に規定する事項を互いに遵守しなければならない。

２

元請負人及び下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥
取県からこの契約の基となった県発注工事を直接請け負った元請負人（以下「直接請負人」という。
）から
指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やか
に是正等に応じるものとする。

３

元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第９条第１項及び第４項の規
定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及
び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県及び直接請負人に協力するものとする。

４

下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約
の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表３の条項の規定を下請契約書に明記
させる等の必要な措置を講じるものとする。

【参考：別表３における元請負人及び下請負人の契約関係図】
通

称

発注者

⇒

元請業者

⇒

直接請負人 ⇒
追加条項上の呼称

一次下請業者

⇒

二次下請業者

⇒

下請負人

⇒

三次下請業者

⇒

下請負人

下請負人
元請負人

元請負人

元請負人

注：上記表の通称欄の一次下請業者と二次下請業者間の下請契約（この場合、追加条項上の呼称欄では、一
次下請業者が元請負人に、二次下請業者が下請負人になる。）、又は二次下請業者と三次下請業者間の下請
契約など、元請業者と一次下請業者間の下請契約以外の下請契約において、本書条項を追加してください。
なお、追加条項上の直接請負人とは、通称欄の元請業者に該当します。
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様式第１号（第７条関係）
報告書提出年月日

平成

年

月

日

報告書作成年月日

平成

年

月

日

下 請 契 約遵守 事 項 報告 書
（報告書作成者：当該下請工事における下請注文者）
商号又は名称
代表者氏名

印

下請負人の商号又は名称：
№

１

２

３

４

項

目

はい

下請契約の締結に当たり、指針第４条第１号に規定する金額が
確保されるよう努めた。

指針第５条第１項（次数制限）に違反する下請契約ではない。

いいえ

「いいえ」
の理由
－

－

指針第６条第１項第３号（保険未加入者との一次下請契約締結
制限）に違反する下請契約ではない。
指針第６条第１項第４号（県内業者優先）及び第５号（貢献県
外業者優先）に違反する下請契約ではない。

－

指針第７条第１号の規定に基づき、県が公表する鉄筋工、型枠
工等専門工種の標準単価又は労務価格を明示した工種別労務費
５

一覧表を含む設計書（金入り）等を参照し、適正な価格での契約

－

に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十分に
協議した。
指針第７条第２号の規定に基づき、下請予定者に対して、法定
６

福利費の内訳を明示した標準見積書の提出を書面により依頼し、
標準見積書が提示された場合はこれを尊重した。

指針第７条第３号の規定に基づき、建設工事標準下請契約約款
７

又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、指針別表
２又は３に掲げる条項を追加して記載することとしている。
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－

〔記入要領〕
１

下請注文者は、当該県発注工事に係る全ての下請契約締結前に、その手続等の適否について、上記項
目により確認すること。

２

確認項目中、「いいえ」の項目があった場合は、契約の締結前に改善すること。

３

確認項目№２及び４について、元請負人が監督員から特段の理由がある場合の承認を受けている場合
は「はい」とすること。

４

確認項目№３及び６について、「いいえ」となることが認められるためには、№３においては２次以
下の下請契約を締結する場合、№６においては標準見積書の作成を依頼しているにも関わらず下請負
人が作成しない場合など、合理的な理由が必要である。

５

元請負人が下請契約を締結したときは、下請契約締結の日の翌日から起算して２０日以内に施工体制
台帳等の写し及びこれの添付書類とともに本書を県に提出すること。
また、元請負人以外の下請注文者が下請負契約を締結したときは、元請負人に対して遅滞なく再下請
負通知書及びこれの添付書類とともに本書を提出し、それを受けた元請負人は、その写し等を当該下
請契約締結の日の翌日から起算して２０日以内に県に提出すること。

６

１から５の要領は、変更契約時も同様とする。
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