
　公共事業労務費調査に限らず現場における賃金管理に役立てて頂くために、全国建設業協会
や北海道建設業協会が発行している手引き書なども併せて活用されることをお薦めします。

「建設現場の賃金管理の手引」
　一般社団法人　全国建設業協会編
　東京都中央区八丁堀2−5−1　（03）3551−9396
　（多様な賃金管理の理論と実際が網羅され、担当者必携の手引きです）

「期間雇用従業員等就業規則」
　一般社団法人　北海道建設業協会　労務研究会編
　（規則と併せて、雇用通知書や日計表兼賃金台帳などは複写して、そのままお使い頂けます）

平成20年�9�月� 作成�（非売品）

平成21年�9�月� 改訂�（非売品）

平成22年�10�月� 増刷�（非売品）

平成23年�9�月� 改訂�（非売品）

平成24年�8�月� 改訂�（非売品）

平成25年�8�月� 改訂�（非売品）

平成26年�8�月� 改訂�（非売品）

平成27年�8�月� 改訂�（非売品）

平成28年�8�月� 改訂�（非売品）

平成29年�8�月� 改訂�（非売品）

平成30年�8�月� 改訂�（非売品）

令和元年�8�月　�『公共事業労務費調査に関するQ&A』より全面改訂

令和 2 年�8�月� 改訂�（非売品）

編　集　　一般社団法人　北海道建設業協会　労務委員会　労務研究会

発　行　　一般社団法人　北海道建設業協会

　　　　　札幌市中央区北４条西３丁目１番地

　　　　　電話（011）261−6186

公共事業労務費調査
に関する重要事項

2020年8月
一般社団法人 北海道建設業協会

労務委員会

　毎年定期的に行われている公共事業労務費調査において、調査対象となった
企業の担当者のために本調査への理解、円滑な調査、無効標本の減少を目的として
「公共事業労務費調査に関する重要事項」を発行しました。
　この冊子が調査対象となった企業の皆様に活用され、適切な賃金管理等の向上に
役立つことを期待します。

押さえておきたいポイント

労働時間を
正しく記入して
いますか？

実物・臨時給与
を記入して
いますか？

職種を正しく
分類して
いますか？

基準内・外手当
を把握して
いますか？
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公共事業労務費調査の流れ

7月
発注者からの問い合わせ
発注者から過去の調査について問い合わせがある場合があります。
注）調査対象の確定ではありません。

9月

公共事業労務費調査協力依頼
国・道・政令市などの発注機関から、元請会社に対して調査の協力依頼が届きます。
①社内の関係部署（経営者、現場責任者、実務担当者）へ速やかに通知しましょう。
②元請会社は、すべての層の協力会社へ連絡し、調査への協力を依頼しましょう。

10月

公共事業労務費調査地方説明会
公共事業労務費調査北海道地方連絡協議会が、全道11ヵ所で調査票の記載方法や注意点に
ついて説明を行います。
①調査対象工事の元請会社をはじめ、すべての層の協力会社が出席しましょう。
②出席者は、国土交通省ホームページから『公共事業労務費調査の手引き』をダウンロードして持参しましょう。
③出席する説明会の会場は、自社の最寄りの会場をお選びください。

調査対象工事の現況調査
10月中の任意の1日に、発注機関の監督員等が就労の実態（協力会社、作業内容、職種、就労
者数）等について現況調査を行います。
①現況調査は、調査日に就労している労働者だけでなく、10月中に就労した（就労する予定）労働者を含みます。
②可能な場合は、職種判定に詳しい元請会社の労務担当者も対応しましょう。

地方建設業協会主催の講習会・勉強会
地方建設業協会では、正しい労務費調査を受けるための講習会・勉強会を開催しています。
①調査対象工事の元請会社をはじめ、すべての層の協力会社の出席に努めましょう。
②�講習会終了後には、個別相談会を開催している地方建設業協会もありますので、不明な点、疑問な点は、
積極的にご相談ください。

地方建設業協会の電話相談窓口開設
正しい労務費調査を受けるための電話相談窓口を開設している地方建設業協会もありますの
で、お気軽にご利用ください。
※10月中の講習会、勉強会や相談会は、地方によって前後する場合があります。

11月

～
12月
上旬

公共事業労務費調査（会場調査）
全道11ヵ所の会場で、実地調査が開催されます。
①�調査対象工事毎に調査が行われますので、元請会社と協力会社が待ち合わせる場所・時間を事前に調整して
ください。
②調査票の他にも、賃金台帳や就業規則等の書類の持参が必要になります。
③�同一の発注機関で、複数の工事の調査対象となっている協力会社の方は、最初のテーブルで調査員にその旨
を伝えて、すべての調査対象工事の調査を実施して頂くよう依頼してください。
注）発注機関の異なる工事は、立会官が異なるので、同時調査ができないことに注意してください。

2月

～

3月

公共工事設計労務単価の公表
2月から3月に国土交通省から、都道府県別の公共工事設計労務単価が公表されます。
①公共工事設計労務単価を元に、自社の賃金水準を検証しましょう。
②必要があれば、自社の次年度の支払賃金に反映させましょう。
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◎対象者等

Q.1��会社役員、技術職員、現場事務員、炊事婦も調査の対象になりますか？

　ただし、会社役員で役員としての報酬と現場作業員としての賃金が分離でき、かつ労働者とし
ての賃金が会社で雇用している同職種の労働者と大きく違わない場合には調査対象となります。

A.��対象外になります。
　��この調査の対象者は、元請、下請を問わず指定された51職種に該当する労
働者です。

Q.2��見習いや手元も対象となりますか？

　ただし、主に補助的業務に従事した場合には作業内容に応じて「普通作業員」又は「軽作業
員」に分類してください。
　雇用形態ではなく、作業内容で区分してください。

A.�見習いや手元は原則として対象外となります。

※外国人研修生・技能実習生についても調査対象外です。
　P-26��Q6を参照してください。

Q.3��調査対象外の労働者について教えてください。

　ただし、上記の老齢厚生年金等の受給に伴い労働時間数又は労働日数を減らすことで賃金月
額を調整し、日当たり賃金を調整していない労働者については、従来どおり調査対象になること
に留意願います。

A.��老齢厚生年金（在職老齢年金）及び高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続給
付金、高年齢再就職給付金）の受給に伴い、時給・日給又は月給を減額して日
当たり賃金を調整している労働者についても同様に調査対象外です。

Q.4��対象工事に1日しか従事していない場合も対象となりますか？

　対象工事に1日でも従事していれば調査の対象となります。

A.�対象となります。
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調査対象となったとき

◎目的等

Q.1��この調査の目的は？

Q.4��調査の結果や公共工事設計労務単価を知ることができますか？

　調査結果、公共工事設計労務単価は建設業者にとって大変重要な関心事です。
　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単価であり、�下請契約等にお
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ありません。

A.��公共事業労務費調査の調査結果や公共工事設計労務単価については国土
交通省のホームページで公表されていますので是非ご覧ください。

　�ホームページで検索する際は�「公共事業労務費調査」で検索してください。
公共事業労務費調査　 検索

　また、社会保険等の加入状況、有給休暇の取得状況、退職金の調査も行います。

A.��この調査は、翌年度の公共工事の積算に用いる公共工事設計労務単価を
決定するための基礎資料となる調査です。

※全道の建設業協会では、公共事業労務費調査前に相談会を開催しています。
　是非ご出席ください。

Q.2��この調査は必ず応じなければなりませんか？
A.��国及び北海道それぞれの共通仕様書に「調査に協力しなければならない」と
記載があります。

　��調査に協力しないことは共通仕様書違反となりますので、調査に協力してく
ださい。

Q.3��初めて調査を受けます。� どの様なことに注意したらよいでしょうか？

　なお、実務担当者だけでなく、現場責任者・経営者を含む全社内で対応することが大切です。
　同時に協力会社に対して調査に協力するように指導することも重要なことです。
　また、公共事業労務費調査票の記載方法等に関する説明会を全道の主要都市で開催していま
すので、それに参加して調査票の記入方法・注意事項等をよく聞いて会場調査へ臨んでください。

A.「公共事業労務費調査の手引き」をよく読んで、調査の重要性、内容等を十分
理解することが必要です。

※全道の建設業協会では、公共事業労務費調査前に相談会を開催しています。
　是非ご出席ください。
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Q.3��一人親方として調査を受ける場合� どのような書類・資料が必要なのでしょうか？

A.�経費（材料費・機械経費・燃料代など）と賃金の分離を確認するための資料として
　�各種確認書類が必要となります。
　�　確認書類� ①当該工事にかかる請負契約の書面
� ②施工体系図
� ③確定申告時の書類
� ④③の根拠となる書類
� ⑤調査月分の作業日数及び時間がわかる書類
� ⑥�労働時間が1日8時間、�週40時間を超える場合、�または深夜作業

に請負代金の割増等の取り決めがわかる資料

※�詳しくは、「公共事業労務費調査の手引き」の中の「一人親方について」を参照してくだ
さい。

一人親方を
理解していますか？
※正しく理解し、調査に臨んでください。

Q.1��一人親方について教えてください。

　いわゆる「一人親方」で、建設会社との雇用契約によらず請負契約（経費込み）等により賃金を経
費込みで受け取っている労働者の場合、調査票の記載にあたり賃金を分ける必要があります。
　（積算体系上、経費は労務費とは別に計上するため）

A.��一人親方とは、一般に「業務委託・請負といった名称の契約に基づき、人を
雇わずに事業を行うこと」

Q.2��一人親方は、労務費調査の対象となりますか？

　一人親方として働く方々も、必ず協力会社と同様に個別に調査票を作成し会場調査に出席して
ください。
　（所定内労働時間が分からない場合でも、調査を実施します。）

A.�対象となり賃金水準を重点的に把握します。
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Q.5��複数の調査対象工事に従事した場合は� すべての工事で対象となりますか？

A.�主に従事した工事が対象となります。（最も長く従事した工事）
　��それ以外の工事については、調査対象とならない旨を元請会社に連絡して
ください。

Q.2��なぜ現況調査は一次審査会場において重要なのですか？
A.��審査実施時に、「現況調査票」の作業内容（職種）・概数労働者と「本調査票」の
内容に整合性が取れていないと、会場調査時にその違いについて説明を求め
られ、場合によってはその現場で調査票の修正を求められることもあります。

　�現場の状況を確認し、説明できる準備をして会場調査に臨んでください。

※調査票は、現場責任者と現況調査の内容について打合せをして正確に作成してください。

◎現況調査

Q.1��現況調査とは、どんな調査ですか？
A.��現況調査とは、発注者の監督員等が、当該現場の対象月の作業内容（職種）・
概数労働者を把握できる任意の1日を選定し、ヒアリング等により確認して
「現況調査票」に記入します。

※現場責任者は、現況調査の内容を本調査票作成者に正確に連絡してください。

※詳細は「公共事業労務費調査の手引き」を参照してください。

Q.6��対象工事に従事した日の賃金だけが対象となるのですか？

　調査対象月1カ月間の賃金全額が対象となります。
　ただし、賃金締切日によって賃金調査期間が異なりますので以下に留意してください。
① �賃金締切日が10月31日の場合⇒10月分の賃金が調査対象になります。
② �賃金締切日が10月25日の場合⇒9月26日から10月25日までの賃金が調査対象になります。
③ �賃金締切日が10月25日である事業所の労働者が、10月26日以降に調査対象工事に従事し
た場合には、調査対象となる賃金計算期間に調査対象工事に全く従事していないことになり
ますので、調査対象労働者に該当しないことになります。

注）�10月中の賃金締切日以前の1か月分が調査対象期間になりますので、賃金締切日によって調
査対象期間が変わりますが、調査対象企業の賃金台帳から10月中の支払額を調査票に再集
計するような必要はありません。

A.�調査対象月の賃金全額が対象となります。
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Q.2��特殊作業員と世話役との違いは何ですか？

　工事現場で使用する様々な機械等や土木工事に精通した技能と現場環境に左
右されずに重労働を伴う作業を主体的に行える肉体的条件を有し、かつ各種作
業について必要とされる主体的業務を行うことのできる労働者です。

特殊作業員

世　話　役

相当程度の技能及び高度の肉体的条件を有し主として主体的業務を行う者

工事及び機械の運転等又は操作について相当程度の技能を有する者

自ら作業に従事する者

作業分担や作業内容の指示の業務を行わない者

作業分担や作業内容の指示の業務を行う者

もっぱら作業の指導・監督を行う者

作業の指導・監督を行わない者

自ら作業を行わない者

普通作業員及び軽作業員と比較して、経験が豊富であり、熟練度も高い

自分の考えで仕事を進め、自分で正否の判断ができる

一定の時間に一定の作業量をこなせる

相当程度の技能及び肉
体的要件を有して主体的
業務を行う業務とは？

※作業の分担、作業内容の指示・指導・監督もするが、自ら作業に従事する頻度（重要度）が高い。

※自ら作業に従事するが、もっぱら作業内容の指示・指導・監督をしている。

（例：鉄筋工）
《補助作業者の例：普通作業員もしくは軽作業員に分類》
技能者の指示に従い鉄筋加工組立について、次の単位作業に従事する場合
① 鉄筋の切断、結束
② 鉄筋の運搬
③ 組立作業の補助

※�自己の判断で作業を進めることができる人は技能職種に該当しますが職長などの指示で仕
事を進める人は普通作業員又は軽作業員となります。

Q.3��技能職種の補助作業とは、どのような場合に該当しますか？

注意：�自ら作業に従事する特殊作業員が、作業に加えて作業分担や作業内容の指示、作業の指導・監督といった業
務を兼務する場合には、その重要度により世話役か特殊作業員であるかどうかを判断することになります。

A.��技能職種と普通作業員（補助作業）は同じ作業をしているケースが多く、区
別することは難しい面がありますが、次の例を参考に判断してください。
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職種を正しく理解し
分類していますか？

●会社で使用している名称にとらわれずに職種を分類してください。●

※�単価の低い職種の人を単価の高い職種に誤って含めると、その職種の公共
工事設計労務単価を下げる原因になります。

●ご存じですか
　例えば鉄筋組立作業の標準的な歩掛りは、世話役1.3人に鉄筋工5.2人、普通作業員3人となっています。
　鉄筋組立作業に従事する者を全て鉄筋工に区分すると、鉄筋工の公共工事設計労務単価を押し下げる要因
になります。
　こうした歩掛は、技能職種が行うほぼ全ての作業に用いられていますので、従事している作業名や社内で使
われている職種名を、調査票に単純に記載することは最も避けなければなりません。

標準的な職種 土木一般世話役 鉄筋工 普通作業員

その職種、
本当に正しい
ですか？

標準的な歩掛 1.3人 5.2人 3人

支払った給与 21,900円 24,200円 17,300円

○ 正しい職種判定をした場合の鉄筋工の単価 24,200円

×
鉄筋組立作業従事者全員を鉄筋工とした場合の単価
（21,900×1.3＋24,200×5.2＋17,300×3.0）÷9.5＝21,706

21,706円

×の例では、正しい職種判定をしないために、鉄筋工の単価を2,494円も下げてしまいます。

　ただし、次のような例外があります。
① �世話役・技能労働者の職種に従事した者が、特殊作業員の作業をした場合でも特殊作業員
には分類しないで、世話役又は技能職種に分類します。

② 圧気シールド内で1日でも作業した場合は、潜かん工又は潜かん世話役になります。
③ 設備機械工の作業を行った場合は、付随して配管業務に従事しても設備機械工になります。

※職種の分類方法は、公共事業労務費調査の手引き「職種の分類」を参考に判断してください。

Q.1��職種分類の基本的考え方を教えてください。
A.�原則として、調査対象工事の調査月において主として従事した職種に分類します。
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Q.7���主に人力で掘削道具（シャベル等）を使用して掘削作業をした場合の職種は？

　日常的に作業をしている場合は、普通作業員の職種の定義に該当します。
　ただし、たまたま1～2回作業をした場合は該当しないと思われますが、他の作業との組み合わ
せを見て判断する必要があります。
①普通の技能及び肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業をおこなうもの
　�a.�人力による土砂等の掘削・積み込み・運搬・敷均し等
　　��※ただし工事期間中に主として人力による簡易な作業を行う場合は、軽作業員です。

A.�普通作業員です。

Q.8��工事期間中にもっぱら建物内の清掃を行う作業の職種は？
A.�主として人力による軽易な作業を行う場合は、軽作業員です。

Q.9��採用時の職種が調査時の職種と違うのですが？

　会社で使用している職種名にとらわれずに調査では実際の作業内容等で判断してください。

A.�違っていてもかまいません。

雇入れ時
《型枠工》

実際の作業
《普通作業員》

違っても
かまいません

※公共事業労務費調査の手引き「職種の定義」を参照してください。

Q.10�その他対象とならない職種の例はありますか？

　サイディング工、ボーリング工（地質調査のみ）、ウレタン吹付工、施設警備（受付伝票の受領の
みを行う場合）、JR列車見張り作業員、河川工事における作業船船員、ガス会社指定業者が行う
ガス本管引き込み工事（積算上ガス会社の材工一式見積もり）技師（技術者）が行う作業など。

A.�次のような例は対象となりません。
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Q.4��型枠工事の会社です。� 現場で型枠に関わる作業をしている場合、全員型枠工となりますか？

Q.6��クレーンをオペレーター付きで借りた場合� クレーンの運転手は、調査該当職種に該当しますか？

　型枠工定義：�土木工事について相当程度の技能を有し、主として木製型枠（メタルフォームを含
む。）の製作等作業について主体的業務を行う者

　相当程度とは、型枠支保工の組立等作業主任者、型枠施工技能士1・2級、登録型枠基幹技能
者、型枠工に関連する技能士・民間資格・施工管理技士の資格を有している者又は、経験年数で
一概に規定することはできませんが、図面を見ることができたり、一人で段取りから製作や組立
て等までできる労働者・作業員を「相当程度の技能」として位置付けてください。
　自分の考えで仕事を進められなかったり、自分で正否を判定できず補助的作業を行う者は、普
通作業員又は軽作業員になります。
　作業内容に応じて判断してください。

　クレーンはオペレーター付き賃料で積算されています。

型枠工事一般例

A.�全員が型枠工にならない場合が多いと思います。

A.�該当しません。

職長／1名型枠工 型枠工／1名 普通作業員／2名 軽作業員／1名

※「建設業で働く私たちのために」P−10を参考に判断してください。

Q.5��事業用自動車（青ナンバー）のトラック運転手は調査対象職種に該当し� ますか？

A.��運搬作業が建設業法の適用を受ける場合は該当しますが、貨物自動車運
送業法の適用を受ける場合は該当しません。
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所定労働時間を
正しく記入していますか？
実際の労働時間に合った所定労働時間を記入しなければ
公共工事設計労務単価は下がる可能性があります。
※所定労働時間が1時間少なくなると、労務単価は14.3％のアップとなります。

① 基本給相当額（基本日額、基本給（定額給）・出来高給）
② 基準内手当（家族手当、通勤手当等）
③ 臨時の給与（賞与、燃料手当、結婚・出産・傷病・死亡等に対する見舞金等）
④ 実物給与（飲料水や食事の支給、住宅の貸与等）

※�同じ名称の手当でも基準内手当の場合もあれば、基準外手当の場合もあります。
　名称のみでの判断はしないでください。
　詳細は「公共事業労務費調査の手引き」を参照してください。

Q.1��調査の対象となる賃金は、どのようなものがありますか？� また、その計算方法は？

A.�調査の対象となる賃金は次の通りです。

●対象となる賃金の計算方法は次の通りです。
基本給相当額　＋　基準内手当

　
所定労働時間内8時間当たり

＋

臨時の給与　＋　実物給与

　
所定労働日数1日当たり

＝公共工事設計労務単価

Q.2��私の会社では所定労働時間が7時間なのですが� 8時間に変更しないといけませんか？

　労働基準法上守らなければならない事項は、所定労働時間が1日8時間以内で1週間40時間
以内（労基法32条又は40条）です。
　なお、調査票には実際の労働時間を記入してください。
　また、休日については原則として1週間に1日以上の休日を与えることです。
　変形労働時間制を採用している場合は、年間カレンダー等を労働基準監督署に届けられてい
るか確認が必要です。（対象期間が1ヶ月を越える場合）
　上記について問題があれば、就業規則等の変更が必要になります。

A.�労働基準法上問題なければ変更の必要はありません。

Q.3��所定労働時間が法定の上限「週40時間」を超えた場合は、棄却されますか？

① 賃金計算期間が31日の場合　31日÷7日（週）×40時間＝177.1時間
② 賃金計算期間が30日の場合　30日÷7日（週）×40時間＝171.4時間
③ 賃金計算期間が28日の場合　28日÷7日（週）×40時間＝160時間
となり、小数点以下は切り捨てとなります。

●1ヶ月の所定労働時間の上限は次の通りです。
　ただし、変形労働時間制の場合は、週の所定労働時間が40時間を超える場合があります。

A.��一般的に週40時間を超える所定労働時間は、労働基準法に違反しており
標本は棄却されます。
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Q.11�設計積算上で世話役が存在する作業の調査票には� 必ず世話役職種を記載する必要がありますか？

仕事の内容 職種判定

作業分担や作業内容の指示、作業の指導・監督のみを行う者 世話役

作業分担や作業内容の指示、作業の指導・監
督に加えて、建設機械の運転・鉄筋組立・型枠
組立等を行う者

世話役業務が重要である 世話役

実作業が重要である
運転手（特殊）、鉄筋工、
型枠工、その他

A.��世話役とは、「・・・について相当程度の技能を有し、もっぱら指導的な業務を
行うもの」とされており、具体的には、作業分担や作業内容の指示、作業の指
導・監督を行う職種で、土木一般世話役、潜かん世話役、橋りょう世話役、トン
ネル世話役の4種類がありますが、必ずしも調査票に世話役が存在しなけれ
ばならないわけではありません。

MEMO
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就労実態に合わせた労働時間管理・給与管理をしましょう
　事業場が行う労務管理で最も重要な事項は給与管理ですが、そのためには労働者の出退勤、労働時間を適正に
把握する必要があります。
　労働基準法には、労務管理を行う上で事業場に必ず備えておかなければならない書類が定められており、労働者
名簿・賃金台帳・出勤簿を法定3帳簿といいます。
　法定3帳簿は、事業場の規模に関わらず労働基準法で備え付けが義務付けられており、違反すると罰則が適用さ
れます。
　公共事業労務費調査でも、これら法定3帳簿は重要な証票書類となりますので、日頃から適正に作成・保存してお
く必要があります。

帳簿の名称 記載事項 保存期間

労働者名簿

（法第107条）

①労働者氏名、②生年月日、③履歴、④性別、⑤住所、⑥従事する業

務の種類、⑦雇入年月日、⑧退職や死亡年月日、その理由や原因

3年

労働者の死亡・

退職・解雇の日

賃金台帳

（法第108条）

①労働者氏名、②性別、③賃金の計算期間、④労働日数、⑤労働時間

数、⑥時間外労働時間数、⑦深夜労働時間数、⑧休日労働時間数、⑨

基本給や手当等の種類と額、⑩控除項目と額

3年

労働者の最後の

賃金について記

入した日

出勤簿等

（法第108条）

①出勤簿やタイムレコーダー等の記録、②使用者が自ら始業・終業

時刻を記録した書類、③残業命令書及びその報告書、④労働者が記

録した労働時間報告書等

3年

労働者の最後の

出勤日

年次有給休暇管理簿

（法第39条）

（則第24条の7）

①基準日、②年次有給休暇の日数、③年次有給休暇の取得時期 3年

有給休暇を与え

た期間中及び当

該期間の満了後

労働条件通知書

（法第15条）

①労働契約の期間、②就業の場所及び従事する業務、③労働時間や

休日・休暇に関する事項（始業終業の時刻、残業の有無、休憩時間、

休日休暇等）、④賃金に関する事項(賃金の決定、計算、支払い方法、

締め切りと支払の時期、昇給）⑤退職に関する事項（解雇の事由を含

む）、⑥その他必要事項

3年

交付日

注）�①「帳簿の名称」欄の法第〇条は、労働基準法の条文。

� ②「帳簿の名称」欄の則第〇条は、労働基準法施行規則の条文。

� ③「保存期間」欄の下段の記述は、保存期間の起算日。

　平成31年4月1日に労働基準法が改正施行され、年5日の年次有給休暇の付与義務が罰則付きで使用者
に課されたことにより、労働基準法施行規則�第24条の7に定める年次有給休暇管理簿の作成・保存の重
要性が高まっています。
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様式−1
公共事業労務費調査・賃金調査票

「労働日数・労働時間数」

◦労働条件通知書
◦就業規則

Q.4��就業現場によって時間給を変えているのですが？

　審査を受けるときは、それを証明する資料を審査会場に持参してください。
　また、調査票の記入については、賃金計算期間全体の数値を記入してください。
　ただし、労働契約で就業現場によって時間給が変更されることを明示していても、労働者は自ら
就業場所を選択することができないので、就業現場によって時間給を変える労働契約は、労働者に
不利益をもたらす恐れがあり、法律上好ましくありません。

就業規則、労働契約は就労実態に合わせましょう
　ほとんどの建設現場では、昼休みの1時間休憩と、午前・午後に各々15分程度の休憩時間を設けて作
業が進められています。
　この休憩時間を無視して賃金の計算をすると、支払った賃金が公共事業労務費調査に正しく反映され
ません。
　午前と午後の休憩が暗黙のルールとなっている場合には、就業規則、労働契約に午前と午後の休憩時
間を定めることで労働時間から除外すれば、1日の所定労働時間が減るので、基本賃金を下げない限り、
8時間当たりの単価は上昇することになります。
　就業規則、労働契約等を実際の就労実態に合わせ、労働基準法に合致した賃金計算の規定を作成して
運用することで、実際に支払った賃金が公共事業労務費調査に正しく反映されます。
　正しい賃金計算を行えば、会社の負担を上げず、労働者の賃金を下げずに、正しい公共工事設計労務単
価が計算されることになります。
　正しい就業規則は、会社のため・働く人のために重要なツールです。

※整合性はありますか？ ※就労実態に合っていますか？

法定休日とは労働基準法で定める週一回の休日です。
所定休日とは法定休日とは別に会社が定める休日です。

Q.5��残業手当・休日手当込みの定額月給を支払っているのですが� 調査を受ける際、問題になりますか？

　あらかじめ、労働基準法に定める割増率で計算した残業手当・休日手当を、「固定残業手当」等
の名目で月給に含めておくことは労働基準法の定めに違反しませんが、支払っている「固定残業手
当」等の時間分を超える時間外・休日労働に対して、別途割増給を支払わないことは労働基準法の
定めに違反します。

《参考：割増率》

時間外（残業）　　　　　25％以上　　　　　　深　　夜　　　　　　　　25％以上
法定休日　　　　　　　35％以上　　　　　　深夜＋時間外　　　　　　50％以上
所定休日　　　　　　　25％以上　　　　　　深夜＋法定休日　　　　　60％以上

A.��月給に含まれる残業手当・休日手当が、労働基準法に定める割増率で計算さ
れており、「固定残業手当」等の時間分を超える時間外・休日労働に対して、別
途割増給を支払っていれば棄却される標本にはなりません。

A.��そのような場合は、対象工事での時間給がその労働者の賃金として取り扱わ
れます。



─16─

基準内・外手当を
把握していますか？
基準内手当は、調査に反映される大切な手当です。
しっかり把握しておきましょう。

※名称で判断せず支給実態により判断してください。

Q.1��基準内手当と基準外手当は、どう違うのですか？

Q.3��技能手当

基準内手当：�家族手当や通勤手当等の日常的に支払われる手当で、調査に反映される
手当です。

基準外手当：�特殊な勤務や作業環境等に対して支払われる手当で、調査に反映されな
い手当です。

　類似の手当名称：技術手当、資格手当、潜水手当

※�「公共事業労務費調査の手引き」“基準内手当・基準外手当の区分”及び「国土交通省の労務費調査の
ホームページ」手当（逆引き）を参照してください。

A.��手当の基準内・外の区分に当たっては、名称により判断するのではなく、支
給基準や支給実態等により判断します。

Q.2��通勤手当

自　宅
現　　場

集合場所

会　　社

会　　社

現　　場

現　　場

現　　場

A.�基準内になる場合 A.�基準外になる場合

A.�労働者の作業の熟練度に応じて支給される手当は基準内手当となります。
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有給休暇を取得した場合
漏れなく記入していますか？
取得した有給休暇を漏れなく記入しなければ
公共工事設計労務単価を下げることになります。

※有給休暇は適切に管理してください。

　労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労
働者（管理監督者を含む）に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については取得させることが義務付けら
れました。

確 認

要注意

年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定し
て取得させる場合は、「就業規則」の変更が必要になります。

年次有給休暇の取得義務の対象となる労働者がいる場合は、「様式
−3　公共事業労務調査・年計表（労働日数・臨時の給与）」の提出が
必要になりますので注意願います。

注 意 年間の有給休暇の取得状況を把握するための記入欄を設けていま
すので注意してください。

Q.1��有給休暇は、調査に影響ありますか？
A.�有給休暇は調査に大きく影響しますので、間違いなく記入してください。

なお、有給休暇の買い上げは、退職時に未消化である日数の買い上げ等の例外を除いては、法律で認め
られていませんので注意してください。
※「建設業で働く私たちのために」P−11を参照してください。

Q.2��有給休暇を半日（時間単位で）とった場合は� どのように処理すればよいのですか？

　ただし、時間数は労働時間数欄の所定内には加えないで、有給休暇時間数に記入してください。
　労働日数から除けるのは、1日フルに休暇をとった日のみです。

※「建設業で働く私たちのために」P−12を参照してください。

A.��調査票「様式−1」の労働日数欄の有給休暇日数には加えないで所定内日
数に加えてください。
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Q.8��手当の区分で割増の基礎となる賃金に「算入する、しない」は� 社内で決めてよいのですか？

A.�会社の独自の判断で決めることはできません。

　労働基準法施行規則21条では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外す
ることができる手当を次の7種類に限定していますので、これら以外の手当は全て割増賃金の算
定基礎に含める必要があります。

① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金（結婚手当、出産手当等）
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与、燃料手当等）

なお、これらを割増賃金の算定基礎に含めるか含めないかは、単に手当の名称により判断するの
ではありません。
　支給実態に基づいて判断しなければなりませんので、家族数に関わらず定額で支給する家族
手当や通勤距離に関わらず定額で支給する通勤手当等は、割増賃金の時間単価を計算するとき
の基礎賃金に含めなければなりません。

Q.7��玉掛け業務に対する手当は、基準内手当になりますか？
A.�基準内手当になります。

　同業務は特殊な作業といえず、それぞれの業務に付随する通常作業といえますので基準内と考
えます。
（玉掛けを専門的に行う職種はありません。）

Q.6��突貫手当・コンクリート打設手当は、基準外手当になりますか？
A.�基準外手当てになります。

　通常突貫手当は休日返上で作業をしたことに対する手当をいいます。
　また、コンクリート打設手当は、通常の作業条件よりハードなコンクリート打設作業に従事した
ことに対する手当をいいます。
　単に作業能率の向上を奨励するために支給する場合は、基準内に該当すると考えられます。
（※特殊作業員に対するコンクリート打設手当は基準内になります。）
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〈�例1�〉
バックホウ等の重機械の運転操作をする「運転手（特殊）」
に該当する者に、1日1,000円の運転手当を支払ってお
り、当該運転手が重機械の運転操作業務がない日につい
て、普通作業員の仕事をした場合でも、当該月に支払った
運転手当の全額が基準内手当になります。

〈�例2�〉
車両系建設機械運転技能講習受講済みの「普通作業員」
が、月内の所定労働日の数日についてバックホウ等の重機
械の運転操作業務に従事した場合に、その従事した日に
ついて1日1,000円の運転手当を支払った場合には、当該
運転手当は基準内手当には該当しません。

職　　種 基準内外の判定 運転手当（資格手当）の支給方法

運転手（特殊） 基準内手当 時間、日、月のいずれを基準に
支給してもよい

普通作業員

基準内手当 月額、または日額を決めて出勤
日全てに支給する場合

基準外手当 時間、日数等の業務量を基準に
支給する場合

※�運転手当・資格手当は、日数、時間等、業務量に応じて支給すると、公共工事設
計労務単価に反映されない基準外手当に該当する場合があります。

Q.4��役付手当

職種例：�塗装工、橋梁塗装工、大工（建築）、左官工、配管工、はつり工、防水工、板金工、タイル工、
サッシ工、屋根ふき工、内装工、ガラス工、設備機械工、建具工、ダクト工、保温工、
建築ブロック工等

☆世話役が設けられている職種の場合は次のとおりです。
　基準内：世話役業務を行った業務量に関係なく一定額支給される場合
　基準外：一般技能労働者が世話役業務を行った場合、業務量に基づいて支給される場合
　職種例：�特殊作業員、�とび工、�鉄筋工、�型枠工、�運転手、�ブロック工、�鉄骨工、�電工、�溶接工、�

山林砂防工等

Q.5��運転手当は、基準内手当となりますか？
A.�運転手に支給した場合は、全て基準内手当となります。

A.�世話役が設けられていない職種の場合は全て基準内手当となります。

　分類した職種の業務に必要がない車両等を運転した場合と労働者の送迎用は、基準外手当と
なります。

☆運転手以外に支給した場合は次のように区分されます。
　基準内：①�分類した職種の業務を行うのに必要でない機械等の運転を行った場合、

業務量に関係なく一定額支給される手当
　　　　　②支給方法：月単位、出勤日全てに支給
　基準外：①�分類した職種の業務を行うのに必要でない機械等の運転を行った場合、

業務量に応じて支給される手当
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⑤工具損料等に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称
潜水士の個人持ち潜水器損料として支給される手当 ○ 工具手当
労働者個人持ちの工具損料として支給される手当 ○ 工具手当 工具損料
労働者個人持ちのダンプ等の車両損料、燃料等として支給される手当 ○ 車両手当 マイカー手当

⑥勤務成績に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

１ヶ月以内の所定労働時間内の勤務成績の査定等により支給される手当 ○ 精勤手当
皆勤手当
勤務評価手当
奨励手当

時間外、休日または深夜の勤務成績の査定等により支給される手当 ○ 精勤手当 勤務評価手当
奨励手当

１ヶ月を超える期間の勤務成績の査定等により支給される手当 ※臨時の給与 − 精勤手当
皆勤手当
勤務評価手当
奨励手当

⑦交通費に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

労働者の住居から、会社（事務所）または現場までの交通機関等の実際費用
に応じて支給される手当 ○ 通勤手当

交通費
運転手当
定期代

会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実際費用に応じ
て支給される手当 ○ 通勤手当

交通費
運転手当
車手当

遠隔地での工事等で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当 ○ 遠隔旅費手当 出張手当
単身（赴任）手当

⑧その他の手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

扶養している家族のある労働者に対して支給される手当 ○ 家族手当 扶養手当
養育手当

労働者が居住している住居の種類（借家、持ち家の別）や実際費用等に応じ
て支給される手当 ○ 住宅手当 借り上げ手当

持ち家手当

単身赴任期間中に継続して支給される手当 ○ 単身赴任手当 別居手当
赴任手当

労働者の赴任、帰省等に対して支給される手当（一時金） ○ 赴任等手当 単身（赴任）手当

一般に賃金水準の高い都市部での就労に対して支給される手当 ○ 都市手当 物価手当
地域手当

へき地での就労期間中に継続して支給される手当 ○ へき地手当
山間地手当
地域手当
遠隔手当

法令により負担すべき所得税（雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料等
を含む）に対する補助として支給される手当
（就業規則、雇用契約書等に支給条件が明記されている場合）

○ 所得税補助手当
保険手当
調整手当
基本給補助手当

労働者の技術向上のために行われる研修の期間の日当保証、研修参加へ
の奨励に対して支払われる手当 ○ 研修手当 出張手当

講習手当

業務連絡のための携帯電話の通信料に対して支給される手当 ○ 携帯電話手当 通信手当
電話代

国土交通省：公共事業労務費調査のホームページ　公共事業労務費調査　 検索

公共事業労務費調査の手引
調査票様式
基準内・外手当について（逆引き）
運転労務適用職種一覧
就業規則や賃金台帳の参考事例
資　　料：公共事業労務費調査の実施にあたって（必要書類の確認のお願い）
補足資料：（1．賃金台帳について、2．就業規則について、3．労働条件通知書について）
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①現場での作業に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

現場作業に対して支給される手当
（分類した職種に関する作業に対して支払われる手当） ○ 現場手当

乗船手当（船員など）
食事手当
出勤手当

坑内作業関係職種の労働者が坑内作業をした場合に支給される手当 ○ 坑内手当 危険手当
トンネル手当

坑内作業関係職種以外の労働者が坑内作業をした場合に支給される手当 ○ 坑内手当 危険手当
トンネル手当

連続して休日労働した場合に支給される手当 ○ 突貫手当
残業手当
深夜手当
休日手当

時間外、休日または深夜の労働に対して支給される手当 ○ 残業手当
深夜手当
休日手当
代替手当

②休業に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

悪天候や発注者の工事中止命令等の不可抗力による休業に対して支給さ
れる手当 ○ 休業手当

荒天手当
調整手当
雨天（休業）手当

仕事がないために労働者を休業させた場合に支給される手当 ○ 休業手当 調整手当

日給制または出来高給制の労働者が有給休暇を取った場合に支給される
手当

※（基本給又
は出来高給
として加算し
てください）

− 有給休暇手当

③職能に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

労働者の作業の熟練度（能力）に応じて支給される手当 ○ 技能手当

技術手当
資格手当
潜水手当
クレーン手当

「世話役」が設けられている職種で、「世話役」に該当する労働者に支給され
る手当 ○

役付手当

職長手当
管理職手当
監督手当
主任手当
世話役手当
管理手当
役職手当

「世話役」が設けられている職種で、「一般技能労働者」に該当する労働者
が世話役業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に関係なく一定
額支給される手当

○

「世話役」が設けられていない職種で、「世話役」に該当する労働者に支給さ
れる手当 ○

「世話役」が設けられている職種で、「一般技能労働者」に該当する労働者が
世話役業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に応じて支給され
る手当

○ 役付手当 世話役手当

分類した職種の作業を行うのに必要な資格に応じて支給される手当 ○

資格手当

奨励手当
職能手当
火薬手当
オペレータ手当
検定手当
調整手当

分類した職種の作業を行うのに必要でない資格であるが、有資格者が資格
が必要な業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に関係なく一定
額支給される手当

○

分類した職種の作業を行うのに必要でない資格であるが、有資格者が資格
が必要な業務を行った場合に、その業務量（日数・時間等）に応じて支給さ
れる手当

○ 資格手当

④車両の運転に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称
分類した職種の作業を行うのに必要な車両、機械等の運転・操作に対して
支給される手当 ○

運転手当

安全手当
無事故手当
車両手当
重機回送手当
同乗手当

分類した職種の作業を行うのに必要でない車両、機械等の運転・操作を行っ
た場合に、その業務量（日数・時間等）に関係なく一定額支給される手当 ○

労働者の送迎用車両の運転に対する手当
（工事用重機の運転ではない） ○ 運転手当 送迎手当

高速手当
分類した職種の作業を行うのに必要でない車両、機械等の運転・操作を
行った場合に、その業務量（日数・時間等）に応じて支給される手当 ○

手当の基準内・外の区分にあたっては、以下の例を参考に、支給基準や支給実態等により判断してください。
なお、以下に示す手当の名称は一応の目安であり、同じ名称の手当でも基準内手当の場合もあれば基準外手
当の場合もありますので、名称のみでの判断はしないようにしましょう。

基準内・外手当について（逆引き）
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　金額の多寡にかかわらず、過去1年間に支給したものが対象となります。
　臨時の給与は調査に反映されますので忘れずに記入してください。
　例として、以下のものがあります。
① 労災以外の傷病に対する手当て、見舞金等
② 結婚手当、退職手当等非常にまれに支払われた手当
③ 1ヶ月を越える期間の出勤成績、継続勤務等による精勤手当、勤続手当等

Q.3��金額が少なくても臨時の給与になりますか？
A.�臨時の給与になります。

《その他》
●�食事の支給や住宅の貸与に関わる費用を徴収した場合でも、その徴収金額が実際費用の3分の1以下である時に

は、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については実物給与となります。

　�よって食事の支給や住宅の貸与に実際かかった費用の3分の1の額から、個人から徴収した額を引いた残りの

額を実物給与として記入してください。

●�ジュースなどの支給は、実物給与となります。

1日にジュース等の飲料水を1本支給すると、労働単価が100円～130円位上がります。

●�実物給与は月額で記入します。

　通勤用定期券を1か月を超える期間毎に支給している場合は、1か月あたりの額で記入します。

※�賃金台帳に記載されていない退職金等、不定期の賃金についても遺漏のないよう正確に記
入いただくようお願いします。

Q.4 実物給与としてガソリンを支給している場合は
� どのように扱えばよいでしょうか？

A.��通勤に使用する労働者個人の車両等の場合は、ガソリン価格相当額を算出
し調査票に記入してください。
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実物給与・臨時給与を
記入していますか？
お金以外でも賃金に相当する場合は実物給与として調査票に記入してください。
※実物給与の基本は、「食事」・「通勤費用」・「住宅の貸与」等になります。

Q.1��昼食等を実物で与えた場合、賃金に計上できますか？

Q.2��臨時の給与年計票に記入する所定労働日とは？

A.�計上できます。

A.�会社の就業規則で決められている所定労働日数です。

　ただし、賃金台帳の実物給与の欄に記載があるかについて確認してください。
　（残業時の食事の支給は対象外となります。）
　また、作業服・軍手等の費用は実物給与として認められません。

　各労働者の労働日数欄には、会社が決めた所定労働日数のうち

月給者の場合は会社が定めている所定労働日数のうち、実際に働いた日数を記入してください。
日給者の場合は実際に働いた日数を記入します。
ただし、所定労働日でない休日の労働は、労働日数から除いてください。
雇用期間が1年に満たない労働者については、雇入れ日以降の雇入月から労働日数を記入して
ください。

確 認

要注意

1日の所定労働時間が8時間の労働者　260日を超えることはありません。
1年単位の変形労働時間制を適用している労働者　280日を超えることはありません。

所定休日・法定休日に就労した日数は除外してください。

注）1日の所定労働時間をフルに休暇をとった有給休暇日を除いてください。

注）閏年は261日
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その他
Q.1� 無効標本が大変多いと聞きましたが
� どのような理由で無効となったのでしょうか？

1.�就業規則に定める所定労働時間が法定の週40時間を超えている。

　　 確 認  就業規則や雇用契約書（雇入通知書・労働条件通知書）、
 変形労働時間制のカレンダーは法定時間内になっていますか？

2.�調査票への記入事項の根拠となる諸資料がない。

　　
確 認

 賃金台帳・作業日報・出勤簿等、健康保険・年金保険被保険者
 報酬額算定基礎届又は資格の内容を確認できる書類、
 一人親方に関する確認資料等はありますか？

3.�賃金台帳に賃金の受領を証明する押印又はサインがない。

　　 確 認  賃金台帳等に押印又はサイン、銀行の振込領収書はありますか？

4.�職種の区分が明確でない。　5.�手当の内容が不明確である。　6.�賃金台帳の記載不備等がある。

1.�国土交通省：公共事業労務費調査のホームページ� 公共事業労務費調査 検索
� 公共事業労務費調査の手引き
� 調査票様式
� 基準内・外手当について（逆引き）
� 運転労務適用職種一覧
� 就業規則や賃金台帳の参考事例
� 資　　料：公共事業労務費調査の実施にあたって（必要書類の確認のお願い）
� 補足資料：（1．賃金台帳について、2．就業規則について、3．労働条件通知書について）
2.�一般社団法人　北海道建設業協会のホームページ� 北海道建設業協会 検索
� 公共事業労務費調査に関する重要事項

※自社ばかりではなく、協力会社の書類も日頃から整理するように指導してください。
　折角作成した調査票が棄却となり調査結果に反映されなくなってしまいます。

※�協力会社（1次下請、2次下請等）へ配布する
資料が不足しておりましたら、ホームページ
にある資料を印刷して配布してください。

Q.2� なぜ、就業規則や雇入契約書（雇入通知書、労働条件通知書）が
� 必要なのですか？

A.��調査対象会社の1日当たりの所定内労働時間、休日等を確認するために必
要です。

Q.4��公共事業労務費調査に関する参考資料等はありますか？

Q.3� 法定福利費控除額
　　　　　　��（厚生年金保険と厚生年金基金の両方に加入している場合）の記入方法は？

A.�厚生年金保険と厚生年金基金の合計額を記入してください。

注意 　契約前の見積書と、契約時点の請負代金内訳書における法定福利費の明示の
有無が調査されますので、社会保険加入状況等の実態把握及び保険料がわかる
資料の掲示ができるよう準備しておいてください。また、様式に記入欄が設けら
れていますので注意してください。
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週休2日制対象工事の場合
以下の事項に注意してください！
週休2日制の導入に伴い手当を支給した場合調査に反映される大切な手当です。
しっかり記入しましょう。

確 認

確 認

確 認

・ 発注機関より週休2日工事と
記入される場合は、手当の支
給の有無を確認してください。

・ 週休2日制の促進に伴い、手
当を支給した場合は記入して
ください。

・ 賃金台帳で、手当の金額を会
場で確認されます。

・ 作業日報等で手当の金額算定
について日数を確認されます。

・週休2日制の促進に伴い、手当を支給した場合は記入してください。

週休2日制とは、対象期間において【年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、
工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注
者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間）などを含まない】土日・祝日に関わらず4週8休以上の現場
閉所を行うこと。

様式−1

様式−1−1

様式−2
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Q.6��外国人労働者も公共事業労務費調査の対象となりますか？
A.�外国人研修生・技能実習生は調査対象となりません。

　建設現場でモノ造りに従事する外国人としては、日系人定住者、外国人技能実習生、特定技能外
国人等が該当します。
　これらの外国人は、全て労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受けますが、
「公共事業労務費調査の手引き」では、外国人研修生・技能実習生は調査対象とならないとされ
ています。

　しかし、法改正により創設された「特定技能外国人」は、技能実習生の上位に位置付けられる純粋な労働者であ
り、特定技能雇用契約の締結において「報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とさ
れているため、調査対象となります。

参考：�平成22年7月1日に改正された出入国管理及び難民認定法により、技能実習生は、入国1年目から労働基準
法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受けることになりました。

《日本で働く外国人労働者》
出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能です。

1 就労目的で在留が認められる者 専門的・技術的分野

2 身分に基づき在留する者 定住者（主に日本系）、永住者、日本人の配偶者等

3 技能実習 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的

4 特定活動
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリ
デー、ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等

5 資格外活動 留学生のアルバイト等

6 特定技能外国人
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する人材

注意：�潜水器具を除いて、作業に必要な工具の損料は現場管理費に計上されているため、個人持
ちの工具を使用したことに対して手当を支払ったとしても、公共事業労務費調査の対象と
なる基準内手当には含まれません。

参考：�近年、ヘルメット式が減少し、フーカー式が主流となり潜水器具が比較的安価となるため、
個人負担での購入が減少しています。

Q.7��潜水工具代（損料）はどう計上したらよいですか？

注意 外国人材を把握する記入欄を設けていますので注意してください。

A.��潜水士に、潜水服・靴・ヘルメット・ホース等の潜水器具を個人負担で購入さ
せ、その損料を潜水工具手当等の名称で賃金の一部として支給している場
合には、その額を調査票：様式1の基準内手当の欄に記載してください。

※建設業で働く外国人労働者の多くは上記の3・6に該当します。
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　しかし、調査対象の51職種の中には従事者が少なく、充分なサンプル数が集まらないことによ
り正確な賃金実態が把握できない可能性があるため10月調査時に対象者が少ない38職種につ
いては9月も調査対象月とする措置をとっています。

《38職種》「公共事業労務費調査の手引」より
表3−2　職種一覧
番号 職種名 番号 職種名 番号 職種名

01 特殊作業員 18 さく岩工 ○ 35 左官 ○

02 普通作業員 19 トンネル特殊工 ○ 36 配管工

03 軽作業員 20 トンネル作業員 ○ 37 はつり工 ○

04 造園工 ○ 21 トンネル世話役 ○ 38 防水工 ○

05 法面工 ○ 22 橋りょう特殊工 ○ 39 板金工 ○

06 とび工 23 橋りょう塗装工 ○ 40 タイル工 ○

07 石工 ○ 24 橋りょう世話役 ○ 41 サッシ工 ○

08 ブロック工 ○ 25 土木一般世話役 42 屋根ふき工 ○

09 電工 26 高級船員 ○ 43 内装工 ○

10 鉄筋工 27 普通船員 ○ 44 ガラス工 ○

11 鉄骨工 ○ 28 潜水士 ○ 45 建具工 ○

12 塗装工 ○ 29 潜水連絡員 ○ 46 ダクト工 ○

13 溶接工 ○ 30 潜水送気員 ○ 47 保温工 ○

14 運転手（特殊） 31 山林砂防工 ○ 48 建築ブロック工 ○

15 運転手（一般） 32 軌道工 ○ 49 設備機械工 ○

16 潜かん工 ○ 33 型わく工 50 交通誘導警備員Ａ

17 潜かん世話役 ○ 34 大工 ○ 51 交通誘導警備員Ｂ

※1　○は38職種を示す

Q.5��10月調査なのに、なぜ9月の賃金を調べることがあるのですか？

9月賃金支払い実態の調査について
38職種の労働者については、標本数を特に確保する必要があると認められることから、10月
の調査に加え、10月の調査対象期間中に調査対象工事に従事せず、9月の調査対象期間中に調
査対象工事に従事している場合も、本調査の対象とし、当該9月分の賃金実態が調査されます。

10月の調査
対象期間中
に調査対象
工事に従事

38種類に
該当する
労働者

スタート

51職種に
該当する
労働者

9月の調査
対象期間中
に調査対象
工事に従事

調査対象労働者
（10月の賃金を調査します）

調査対象労働者
（9月の賃金を調査します）

調査対象外

はい

いいえ いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

調査対象労働者の判断図

A.��公共事業労務費調査は、公的機関が発注する建設工事に従事する51職種に
該当する労働者の賃金実態を調査し、建設工事の価格を算定する基準であ
る公共工事設計労務単価を決定するために行われています。
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今年度調査からの追加項目
◎建設技能者の能力評価基準による能力レベルに関する調査
　平成31年4月より建設キャリアアップシステムの運用が開始され、また、建設技能者の能力に応じた処遇を
実現するための能力評価基準についても、令和元年度内に登録基幹技能者制度を有する35職種すべての能
力評価実施団体において基準が策定され、国土交通大臣認定が完了したところであり、これを踏まえて、令和2
年度からは、35職種において技能労働者の培ってきた能力・経験に基づく4段階のレベル毎に色分けされた
カードの交付が始まることになります。

　このことを踏まえて、今年度の調査より、能力評価基準による能力レベルを把握するための記入欄を設
けておりますので、記入および資料の提示をお願いいたします。

労務費調査の対象企業となった方々への留意事項

１�．調査対象企業の方々が、調査の趣旨・内容を正しく理解し、かつ必要な書類を確実に作成
してくださるよう、以下の点に留意願います。
　◦�調査の対象となった工事の元請企業は調査対象となる下請企業への早期連絡をお願い
いたします。

　◦�元請企業は下請企業に対して調査の手引きの配布又はインターネットを通じた入手方
法の周知をお願いします

　◦�個人情報保護法が施行されており、調査対象工事の発注機関についても個人情報の取り
扱いには留意しますが、調査対象者についても適切な対応をお願いいたします。

　◦�以下の内容が満たされていない場合に、調査会場にて棄却されるおそれがあるため、調
査対象者は、会場調査に持参する資料についてあらかじめ下記の点についてご確認を
お願いいたします。

　　ア　�就業規則等に定める所定労働時間は、法定の週40時間以内となっているか。
　　イ　�就業規則や労使間の協定通知書（変形労働時間制を採用している場合）に、労働基

準監督署の押印があるか。
　　ウ　�賃金台帳に、調査対象者の受領印または本人のサインがあるか。（銀行の振込領収書が

ある場合を除く）
　◦�会場調査における対面審査は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に努めてお
りますので、各企業においてもマスクの着用など基本的な感染対策にご協力いただくよ
うお願いいたします。

　◦�例年、実施している調査対象者向け説明会については、今年度は実施せず、代替となる説
明資料を9月中を目途にHPに掲載しますので、元請企業は下請企業に対して情報提供を
お願いいたします。また、各企業においては事前に資料を確認し、調査の趣旨・内容等を
正確に理解して調査にご協力いただくようお願いいたします。

２�．会場調査においては、調査結果が正確に実態を反映したものとなるよう、調査対象者
個々の作業内容及び調査票記入金額の根拠（賃金の決定方法等）についてヒアリングさせ
ていただきますので、調査対象者は調査員に対して正確に実態を伝えていただくようご協
力をお願いいたします。
　（参考）
　�　過去国会において、虚偽の賃金台帳作成の指示等について指摘がなされ、事実関係を調
査の上、こうした不誠実な行為を行った業者に対し行政指導（勧告）、処分（指名停止）を実
施したことがあります。
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調査に臨むとき ◎調査会場では

　ただし、どうしても事情がある場合は、事前に事務局（又は各地方の担当者）に連絡してください。

A.�基本的に審査会場の変更は難しいです。

Q.5� 札幌の事業者ですが、調査地（例：釧路・東京等）が遠い場合は
　　　　　� 調査会場を変更できないでしょうか？

　ただし、提出する調査票の修正等を求められる場合がありますので、修正内容について対応で
きる方が出席してください。

注）元請会社は調査対象工事に従事した労働者がいない場合でも、必ず協力会社と一緒に審査会場に来てください。

Q.1��調査会場へは誰が行けばいいのでしょうか？
A.��調査対象工事の現場責任者等の現場の状況に精通している技術者・現場
担当者、賃金の管理に詳しい実務担当者など。

Q.2��調査員から修正を求められた場合には、応じなければなりませんか？

　ただし、調査員の説明に同意できる場合は修正に応じてください。

A.��単純な記入ミス（転記誤り、計算誤り、集計誤り等）、明らかに誤っている場
合を除き、修正の必要はありません。

　最初から長めに予定してください。

Q.3� 待ち時間が長く、長時間拘束されることがありますが
　　　　　� 解決策はありますか？

A.��調査時間が指定されますが、あくまでも目安であり進行状況によって待ち
時間が長くなることがあります。

Q.7��会場に賃金台帳を持参するのを忘れました。どうなりますか？
A.��後日、FAXで送ったり又は最寄りの別の審査会場において審査を受けるな
ど、別途指示されます。

　発注機関が異なる場合は、元請会社に相談してください。

Q.4� 協力会社として調査を受けますが、同一時間に調査が重なり
　　　　　� 会社として対応できないことがあります。どうしたらよいでしょうか？

A.��同一の発注機関で、調査を受ける最初のテーブルの担当者に複数工事の調
査を受ける旨を申し出て、全ての調査対象工事の審査を実施していただくよ
う依頼してください。

Q.6� 協力会社で不慣れなため、調査の時に
　　　　　� 元請会社も同席して欲しいのですが？

A.��調査時に提出・提示する書類は、各企業の重要機密に属する書類であり労働
者個々の賃金に関するデータは極めて重要な個人情報ですので、元請会社と
調査対象となった協力会社は同席することができません。
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特殊作業員 普通作業員 軽 作 業 員 と び 工 鉄 筋 工 運転手（特殊）

平成�９�年度 19,700 15,900 12,500 19,700 21,100 20,200

平成�10�年度 19,700 16,100 12,700 19,500 20,000 20,500

平成�11�年度 19,600 16,000 12,600 19,300 19,900 19,900

平成�12�年度 16,400 13,300 11,200 14,800 15,500 16,200

平成�13�年度 16,400 13,300 10,800 17,300 15,800 16,800

平成�14�年度 16,100 13,100 10,300 17,400 15,600 16,900

平成�15�年度 15,200 12,600 10,100 16,400 14,700 15,900

平成�16�年度 14,500 12,100 9,700 15,600 14,000 15,100

平成�17�年度 14,300 11,800 9,600 15,100 13,600 14,900

平成�18�年度 14,000 11,500 9,400 14,800 13,600 14,600

平成�19�年度 13,700 11,300 9,300 14,500 13,300 14,300

平成�20�年度 13,300 11,000 9,000 14,000 12,900 13,800

平成�21�年度 13,100 11,000 8,900 13,800 13,000 13,600

平成�22�年度 13,100 10,800 8,900 13,500 13,200 13,200

平成�23�年度 13,400 10,700 9,000 13,200 13,100 13,300

平成�24�年度 13,400 11,000 9,200 13,400 13,600 13,300

平成�25�年度 15,400 12,700 10,600 15,700 16,000 15,300

平成�26�年度 16,400 13,500 11,300 17,100 17,400 16,300

平成�27�年度 16,700 13,800 11,500 18,200 18,600 16,600

平成�28�年度 18,000 14,900 12,400 19,600 20,000 17,900

平成�29�年度 18,700 15,400 12,800 20,800 21,300 18,500

平成�30�年度 19,800 16,300 13,500 21,700 22,200 19,500

令和�元�年度 20,500 16,900 14,000 22,600 23,100 20,200

令和�２�年度 21,100 17,300 14,400 23,700 24,200 20,700

北海道の公共工事設計労務単価（主要12職種）の推移
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運転手（一般） 型 枠 工 大 　 工 左 　 官 交通誘導員A 交通誘導員B

平成�９�年度 17,300 21,700 21,200 20,300 9,600 −

平成�10�年度 17,100 21,700 21,100 20,900 9,300 −

平成�11�年度 16,200 21,500 20,700 19,100 9,200 −

平成�12�年度 13,400 16,200 17,400 18,900 8,900 −

平成�13�年度 13,700 16,700 17,400 16,900 8,000 −

平成�14�年度 13,400 16,800 16,600 16,100 8,000 −

平成�15�年度 13,000 15,800 15,700 15,200 7,800 −

平成�16�年度 12,400 15,000 14,900 14,700 7,400 −

平成�17�年度 12,000 14,500 14,400 14,900 7,500 −

平成�18�年度 11,800 14,200 14,300 15,100 7,400 −

平成�19�年度 11,600 13,900 14,500 14,800 7,900 7,400

平成�20�年度 11,300 13,500 14,100 14,300 7,900 7,100

平成�21�年度 11,200 13,300 13,900 14,700 8,100 7,300

平成�22�年度 11,100 13,100 13,500 14,300 8,200 7,200

平成�23�年度 11,200 12,800 13,400 14,000 8,000 7,200

平成�24�年度 11,100 13,100 14,000 14,000 7,900 7,100

平成�25�年度 12,800 15,400 16,500 16,500 9,100 8,300

平成�26�年度 13,700 16,800 18,000 18,000 9,900 8,900

平成�27�年度 14,000 17,900 19,200 19,200 10,600 9,100

平成�28�年度 15,200 19,300 20,700 20,700 11,500 9,800

平成�29�年度 15,700 20,500 22,000 22,000 12,300 10,400

平成�30�年度 16,600 21,400 23,000 23,000 12,700 10,800

令和�元�年度 17,200 22,300 23,900 23,900 13,700 11,600

令和�２�年度 17,600 23,300 25,100 25,100 13,900 11,800

は最低額　　 は最高額　　（単位：円）


