として長時間労働の常態

っており、若年者が就職先

ともに、新たに九〇万人の建設技能者

向けて一〇％の生産性の向上を図ると

建設需要を満たすには、二〇二五年に

あると提言しました。今後予想される

保が建設業の最も重要な課題の一つで

とめ、その中で建設技能者の担い手確

は二〇一四年に長期ビジョンを取りま

が働き易く、そして社会的

週休二日が当たり前、誰も

は望むべくもありません。

いては、新規入職者の増加

劣っている状況が続いて

べて基本的な労働条件で

業がこのまま他産業に比

するとは思えません。建設

亘

一般社団法人 日本建設業連合会 常務執行役

山本

建設現場における週休二日の
実現に向けて

担い手確保に不可欠な週休二日

の入職が必要となります。このままで

に意義ある仕事という業

化する業界を好んで選択

はやがて本格化する建設技能者の大量

界イメージを社会的に定

厚生労働省「労働市場分析レポート」第81号（2017.10.31）

図２．学生（工業高校３年生）の建設業に対するイメージ

日本建設業連合会︵以下「日建連」
︶

離職を補うことは極めて難しいと言わ

着させることに、業界を挙
げて取り組まなければな

ざるを得ません〈図１〉
。
一方、将来の担い手となる若い世代

建設業界の働き方改革の推進

りません。
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の職業観をみると、
〈図２〉のとおり、
休日や時間外労働に対する意識が高ま

特

図１．日本建設業連合会 長期ビジョン「再生と進化に向けて」（2014年度）

休二日が定着する業界のイメージを広

曜を閉所の対象日としているのは、週

行動計画」を策定しました。土曜・日

ることを目標に掲げた「週休二日実現

八閉所を二〇二一年度末までに実現す

原則土曜・日曜に現場を閉所する四週

上げるとともに、
建設現場の週休二日、

と考え、
「週休二日推進本部」を立ち

日の実現が働き方改革の一丁目一番地

た。これを受けて日建連では、週休二

が本格的に進められることとなりまし

計画が定められ、建設業の働き方改革

府の「働き方改革実現会議」にて実行

こうした状況の中、二年ほど前に政

民間工事でも四週八閉所が定着すると

共工事での取組みが牽引役となって、

て突っ込んだ議論がなされました。公

その実現に向けた具体的な課題につい

年度も週休二日を主要テーマに掲げ、

換会」においても、昨年度に続いて今

る「公共工事の諸課題に関する意見交

地方整備局と日建連で毎年実施してい

いるものと考えられます。国交省の各

対する積極的な取組みの効果が表れて

省を中心とした発注者側の週休二日に

も高い状況となっています。国土交通

は土木の現場での閉所実績が建築より

なっています。また、土木／建築別で

施率が下半期よりもやや高めの数値と

ウイークや夏季休暇のある上半期の実

たりで換算しているので、ゴールデン

閉所日の増加に大きく寄

きれば、生産性が高まり

て工事を進めることがで

者など関係者の理解を得

ングなど、発注者や設計

変更、フロントローディ

リートの導入、構工法の

す。プレキャストコンク

を確保する努力が重要で

を得ながら、適正な工期

が、発注者の理解や協力

て容易ではありません

基準を変えることは決し

た。深く浸透した意識や

という時期もありまし

を発注者に提示して来た

のために時として短工期

施工会社自身が受注獲得

初年度、四週六閉所以上が六割

く社会にアピールするためです。そし

いう構図が期待されるところです。

与するものと思われます。

て、二〇一八度からは半年毎に会員各
社の実施状況のフォローアップ調査を
推進初年度となる二〇一八年度の閉

つが、
「適切な工期設定」という項目

さて、この意見交換会での議題の一

多く耳にするようになりました。以下

よって閉所を実施しようとする事例も

要があります。清水建設㈱では日建連

その工程を念頭に置いた交渉を行う必

約をするには、営業段階から発注者と

一方で、現場を中心と

所状況を総括すると、〈図３〉
のとおり、

です。契約時あるいは設計変更時に、

本稿では、日建連会員企業の取組み事

の
「建築工事適正工期算定プログラム」

日建連会員各社の事例紹介

四週六閉所以上を実現した現場が全体

週休二日を考慮した工期を設定するた

例をいくつか紹介したいと思います。

行っています。

の六割強、四週八閉所以上の現場が約

めの具体的な課題について、発注者・

■事例１：営業担当者が工程表作成

のプログラムは施設用途、規模、構造

の工程表の作成を試行しています。こ

した施工側の自助努力に

二五％という数字になっています。閉

施工者双方で解決策の検討が行われて
無理のない週休二日の工程で工事契

を用いて、営業担当者による週休二日

所のカウントについては、土日に限ら

これに対して民間工事においては、

います。

て、半期二六週での閉所日数を四週当

ず祝日や長期休暇時の閉所も合計し

図３．日本建設業連合会 週休二日実現行動計画 フォローアップ調査結果（2018年度）
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担当者が協議を重ね、実情に合わせた

工程表をベースに、営業担当者と工事

慮しなければならないので、作成した

もちろん実際の工事での諸条件を考

ステムとなっています〈図４〉
。

素人でも簡単に工程表が作成できるシ

などの基本的な条件を入力するだけで

者の知識の向上を図っています。

期短縮の勉強会などを通じて営業担当

とともに、最新技術や新工法による工

要性などをまとめた解説書を作成する

当者向けに週休二日に関する経緯や必

りません。そのため、同社では営業担

発注者の理解を得ることは容易ではあ

しかし、工期を一方的に提示しても

図る重要な「儀式」と言えます。しか

業に向けての意識の高揚と情報共有を

朝礼は一日の始まりであり、安全作

うちの一社です。

す。㈱長谷工コーポレーションもその

時短に取組む会社が増えつつありま

でしょうか。しかし、最近では朝礼の

を行っている建設現場が殆どではない

いるモニターで確認できるようにする

報は休憩室など複数箇所に設置されて

ストレッチ体操に変更する、必要な情

に伴い、現場で対処すべき業務の内容

すが、近年では社会的な要求の高まり

ＣＤＳ︵品質・コスト・工期・安全︶で

現場のコアとなる業務と言えば、Ｑ

■事例３：現場支援の専門部隊

などの工夫を重ね、朝礼時間を一〇分

ションなどＢ Ｃの側面を有する現場

たという意識が広がるという効果も見

短に取組んだ結果、現場が変わり始め

部には抵抗感もあったようですが、時

がら、これらの業務を現場の限られた人

務が極めて重要となります。しかしな

などでは、購入者に向けたサービス業

のづくりに支障をきたしかねません。

数の職員が実施していては、本来のも

建設業界の働き方改革の推進

られたそうです。

長年の慣習を変えることに社内の一

が多様化しています。特に、分譲マン

写真１．朝礼時短のため、ラジオ体操からストレッチ体操へ

間に短縮できました〈写真１〉
。

相当します。同社では、ラジオ体操を

時間／日、一个月換算で一五〇人工に

の現場での一〇分の時短は、延べ五〇

てられます。例えば、作業員三〇〇人

できれば、浮いた時間を作業時間に充

し、ＩＣＴ技術などを活用して効率化

計画を検討していきます。営業担当が
こうしたプロセスを自ら経験すること

■事例２：朝礼時短
毎朝三〇分をかけてしっかりと朝礼

集
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to

で、根拠を持って受注の交渉に取り組
めるというメリットがあります。

特

図４．建築工事適正工期算定プログラム

るようになったといいます。この現場で

慮したり、職長までもが支援したりす

業務を早く終えるように他の職員が配

いた旗を掲示するようにしたところ、

の机上に「今日は早く帰ります」と書

ある現場では、残業の多い現場職員

電話や携帯メールはもちろん、現在は

ルが急速に浸透して来ています。携帯

連絡や情報共有を効果的に行えるツー

また、近年では建設現場においても

とです。

ので打合せが非常に効率化するとのこ

業者の職長も予め考えをまとめて臨む

きます。現在、この所長は再開発の大

は週一回にノー残業デーを設けており、

企業内ＳＮＳなどを活用してテキスト

入して誰もが分かるように掲示するこ

その日は十八時になると所長が強制的

や写真で情報共有する現場も珍しくあ

」と
真 ２〉
。
「 ア ン ド ン 」 は「 Andon
して製造業の世界では国際的に知られ

三井住友建設㈱では、現場でのコア

に現場事務所に鍵をかけるようにした

りません。そうした中で、敢えて旧来

る日本式生産システムの重要な要素

現場担当となりましたが、五〇人を超

ところ、時間に対する各自の意識が高

のトランシーバーを併用する現場もあ

で、生産ラインに何かトラブルがあれ

とで、現場職員や作業員がプライベー

ンするという方式を採用しています。

まり、現場全体で業務の優先順位を常

ります。現場職員と職長の全員が終日

ば、ラインをすぐにストップしてその

業務ではないものの、付加価値の高い

同グループの業務はこれまでの施工管

に考える癖がついたそうです。このよ

トランシーバーから流れる会話を耳に

場で原因を究明するというしくみで

える規模の現場事務所でも同様のスタ

理とは異なる、新しい技術者が活躍で

うに、業務の状況を見える化して共有

するので、どこで何が起きているか、

す。トラブルを放置するとさらに不良

トな予定を立て易くなったり、協力業

きる領域でもあるため、同社では女性

する効果は少なくありません。

どんな問題が発生したかを誰もが把握

が生じて結果的に問題が大きくなるた

重要な業務を専門に行う部隊として

や外国人を配置して各現場への支援を

会議を見える化する事例もありま

できます。この現場のさらに重要なル

め、敢えて作業を中断して手戻りを防

イルで運営しています。数十人に囲ま

行っています。

す。
〈図５〉のように、現場事務所の

ールは、何か問題が発生した際、ある

止するのです。

者の配員計画を円滑にできたりという

■その他の事例：現場内の情報共有

中央に打合せテーブルを設置して、そ

いは段取を変更する必要を誰かが訴え

「インフィルグループ」を組成し、多

業務改善を図るには、「情報共有︵見

れを取り囲むように一〇人ほどの職員

た場合などは、関係する職種の作業は

れて打合せをする緊張感もあり、協力

える化︶
」と「相互支援」が不可欠な

の机を配置したという例です。打合せ

全てストップし、現地に全員が集合し

週休二日に挑戦する現場を見学させ

効果が得られます。

要素と言えます。
建設現場においても、

の内容は誰もの耳に入るので、周囲か

てその場で話し合い、問題解決を図る

ていただくと、様々な新しい取り組み

くの現場に乗り込んでコラボレーショ

竣工までの休日予定をカレンダーに記

ら別の担当者がいつでも口を挟めま

というものです。所長はこれを「建設

に驚くことが少なくありません。週休

トップの意思が何かを変える
す。
すぐその場で関係者の調整が付き、

版アンドン方式」と呼んでいます〈写

写真２．建設版アンドン方式

打合せも短時間で終了させることがで

図５．会議を見える化したテーブルの配置
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クピットのような設えにして、訪れる

ンネルの制御室を宇宙船の巨大なコッ

最近訪問した現場では、シールドト

は改正建設業法が施行され、民間工事

業にも適用されます。また、来年度に

罰則付き時間外労働の上限規制が建設

ません。ご存知のとおり、五年後には

る以外に方策はないものと思われま

見学者に驚きとワクワク感を提供して
においても適正な工期での契約が求め

二日の実現には直接的な効果が期待で

いました。また、別の現場ではヒト型
られるようになります。こうしたフォ

す。これまで当たり前と考えていた仕

ロボットのペッパー君が見学者対応

ローの風を受け、週休二日、働き方改

きなくても、例えば現場で働く人のモ

や、日々の新規入場者教育を行ってい

革の機運がいよいよ盛り上がる中で、

事の進め方の常識、現場の慣習などを

ました。いずれも現場所長が将来の理

建設現場に従事される皆様にも様々な

チベーションが少しでも高まるような

想的な現場のあり方を真剣に考え、や

対応が求められます。冒頭に申し上げ

今一度疑ってみる必要があるかもしれ

れることは何でもやってみるという意

たように、産業間の競争に勝ち抜くた

面白いことに挑戦しているのです。

識や気概に溢れていました。

なお、ここにご紹介した事例のいく

めにも、多くの知恵を結集・展開して

える化して、会社全体の生産性を高め

つかについては、日建連ホームページ

さらに、従業員二〇〇名ほどのゼネ

る取組みに着手しています。このよう

の 週 休 二 日 ペ ー ジ 内「 Work Style

業界全体で前進するよう日建連として

なトップの強い意志の力があってこそ、

コンの社長は、全社員の業務状況を最

組織に活力が生まれると実感しました。

」のコーナーに掲載しています〈図
Lab
６〉
。今後も働き方改革に関する様々

全力を尽くしたいと考えます。

工程が厳しい現場で週休二日を実現

な事例を追加していく予定ですので、

新のＡＩシステムを導入して分析・見

する特効薬はありません。小さな取組

建設業界の働き方改革の推進

どうぞご参考とされてください。

集
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みの積み重ねを関係者が地道に実施す

特

図６．日本建設業連合会 建設業界の働き方改革を伝えるサイト「Work Style Lab」

