
アンケート調査票は、着色部している回答欄に、回答をお答えください。

：選択肢式の回答欄です。選択肢から回答をお選びください。

：自由記述式の回答欄です。回答をご入力ください。

①工事工程表（当初・変更）

②数量総括表

〔回答者の属性〕

①会社名

②所属・役職名

③回答者名

④メールアドレス

⑤電話番号

アンケート調査にご協力頂きましてありがとうございます。

引き続き、調査票Ａへのご回答をお願い致します。

工事事例D：契約変更（工期等の変更）が行われたため、当初設定した週休・閉所目標を達成できなかった工事

※工事事例を選択いただく際には特異な状況下の工事ではなく、汎用性の高い工事から事例を選定くださいますようお願い
いたします。

アンケート調査票の提出と合わせて、以下の資料について可能な範囲でご提供をお願い致します。

回答者の属性情報等

●●支店◇◇部

建設　太郎

XXXX@XX.co.jp

01-2345-6789（直通）

○○建設会社（株）

※2）休日・閉所状況の分類は、半期の休日・閉所日数を週あたりの休日・閉所日数に換算して判断。
休日・閉所状況の判断 半期26週での目安 通期52週での目安

4週5休・閉所未満

休日・閉所104日以上

週休2日等工事の実態に関するアンケート調査票

本アンケート調査は、民間工事における週休2日等の工事の実態を把握するために実施するものです。

本アンケート調査にご回答いただくご担当者様の情報について、以下の回答欄にご記入ください。

本アンケート調査にご回答いただく際には、国土交通省ホームページにおいて公表しております以下の資料をご
参考としてくださいますようお願いいたします。

・週休２日達成に向けた取組の好事例集

・工期に関する基準

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000178.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000711.html

・対象：民間発注工事のうち、令和2年3月までに完成（竣工）した工事

貴社がこれまで実施した上記対象工事のうち、以下の4つの工事事例について、それぞれ1事例ずつご回答をお願
いします。

工事事例A：契約変更（工期等の変更）は無く、当初設定した週休・閉所目標を達成できた工事

※民間発注工事：住宅・不動産事業、鉄道事業、電力事業、ガス事業等の民間事業において、事
業主・注文主から発注された工事）

工事事例B：契約変更（工期等の変更）が行われたが、当初設定した週休・閉所目標を達成できた工事

工事事例C：契約変更（工期等の変更）は無かったが、当初設定した週休・閉所目標を達成できなかった工事

※1）「契約変更（工期等の変更）」は、軽微な工期や数量等の変更を除く。

※3）本調査では、4週5休・閉所以上を対象とさせていただきます。

休日・閉所33日未満

休日・閉所33～38日

休日・閉所39～45日

休日・閉所46～51日

休日・閉所65日未満

休日・閉所65～77日

休日・閉所78～90日

休日・閉所90～103日

4週5休・閉所

4週6休・閉所

4週7休・閉所

4週8休・閉所以上 休日・閉所52日以上



以下の設問にご回答をお願い致します。

〔事業・工事分野〕

①事業分野

②工事分野

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔工事内容〕

工事内容

〔勤務形態〕

①現場作業従事者

（当初予定） 4週 休

（実績） 4週 休

②現場閉所

（当初予定） 4週 閉所

（実績） 4週 閉所

〔工期〕

①当初工期（年月日） 自： 至：

対象工事事例の情報

対象工事事例の概要ついて下記の設問にご回答ください。

8

8

2019/4/1 2020/2/28

【事業分野について】
① 住宅・不動産工事：住宅・オフィス・複合商業施設等の新築・改修・維持工事
（組合発注の再開発事業も含む）、病院工事：病院の新築・改修・維持工事（国公立などの病院における
工事を除く）、工場工事：工場の新築・改修・維持工事
② 鉄道工事：線路、駅舎等の新築・改良・維持工事
（車両の製作、点検、整備等の車両整備工事を除く）
③ 電力工事：発電、送電施設の新築・改修・維持工事
④ ガス工事：ガス製造施設、供給施設の新築・改修・維持工事
⑤ その他：上記①～④以外の工事

8

8

なお、ご回答頂く前に、別紙『工期に関する基準（令和2年7月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要』をご確認
ください。

回答にあたって、工事事例を選定する際に、複数の事業分野の工事を受注している場合は、調査業A、B、C、Dの
４種類の調査票のうち、２以上の事業分野が含まれるように事例を記載ください。

週休2日等工事の実態に関するアンケート調査票

住宅・不動産事業

建築

（自由記述）

RC造、地上20階建ての高層マンション建築工事
敷地面積：5,000m3、建築面積：2,000m2、延床面積：40,000m2

調査票Ａ
契約変更（工期等の変更）は無く、

当初設定した週休・閉所目標を達成できた工事に関する調査

本調査票は、「契約変更（工期等の変更）は無く、当初設定した週休・閉所目標を達成できた工事」についてお
伺い致します。



〔工期の設定〕
対象事例の当初工期はどのように設定されましたか。

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔当初の工期設定時に考慮した事項〕

(1)工期全般にわたって考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数選択可）

○ 自然要因

○ 休日・法定外労働時間

－ イベント

○ 制約条件

－ 契約方式

○ 関係者との調整

－ 行政への申請

－ 労働・安全衛生

－ 工期変更

－ その他（具体的な内容を以下に記入）

工事事例の取組内容に関する調査

②：①で選択した項目のうち、重視した項目を最大3つまで選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

（自由記述）

対象工事事例における取組の具体的な内容について下記の設問にご回答ください。

自然要因１項目目：

（自由記述）

発注者から工期の要望を受けて受注者から提案し、双方合意により設定

当初の工期設定時に貴社が考慮した事項について、(1)工期全般にわたって考慮した事項、(2)工程別に考
慮した事項、(3)事業分野別に考慮した事項の各選択項目から、実際に考慮した項目を選び、考慮（検
討）した具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した分野についてご回答ください。

工期が台風襲来シーズンと重なるため、作業不可能日を考慮して全体工期を設定した。

所定労働時間を1日8時間、週40時間で設定し、平日の残業や休日の労働を前提とした工期設定にしないよう
配慮した。

資機材置場が施工場所から離れており、施工効率の低下が想定されたため、ある程度の効率低下を考慮の
上、工事工程を計画した。

２項目目：

３項目目：

（選択肢）

（選択肢）



(2)工程別に考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数回答可）

－ 準備

○ 施工

○ 後片付け

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じた具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

〔当初の週休・閉所目標が達成できた主な要因〕

①：目標達成の要因となった発注者の取組み・工夫等の具体的な内容をご記入ください。

②：目標達成の要因となった受注者の取組み・工夫等の具体的な内容をご記入ください。

調査票Ａの設問は以上です。

引き続き、調査票Ｂへのご回答をお願い致します。

②：①で選択した項目のうち、特に重視した項目を1つ選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

・台風による降雨時期を考慮し、天候に左右されにくいプレキャスト製品を活用する工法を選定した。
・同一形状の躯体工事のサイクル化を行い、不確定要素を無くした工事工程を計画した。

新築の住宅マンションであり、新年度の入居開始に間に合わせる必要があったことから、工期末を変更する
ことが無いように逆算して全体工期を設定した。

事業分野： 住宅・不動産事業

・仕様等の決定を早期に行って頂いた。また、工期末に合わせて各日程を柔軟に調整して頂いた。

対象とした工事事例において目標を達成することができた要因についてご回答ください。

躯体工事についてはコンクリートの打設時期から養生期間を考慮するとともに、プレキャスト製品の活用を
踏まえて工程を組み、全体の効率化を図った。

項目 施工



以下の設問にご回答をお願い致します。

〔事業・工事分野〕

①事業分野

②工事分野

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔工事内容〕

工事内容

〔勤務形態〕

①現場作業従事者

（当初予定） 4週 休

（実績） 4週 休

②現場閉所

（当初予定） 4週 閉所

（実績） 4週 閉所

〔工期〕

①当初工期（年月日） 自： 至：

②変更工期（年月日） 自： 至：

6

8

2017/4/1 2018/1/31

2017/4/1 2018/3/31

契約変更（工期等の変更）が行われたが、
当初設定した週休・閉所目標を達成できた工事に関する調査

週休2日等工事の実態に関するアンケート調査票

対象工事事例の情報

対象工事事例の概要ついて下記の設問にご回答ください。

電力事業

設備

なお、ご回答頂く前に、別紙『工期に関する基準（令和2年7月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要』をご確認
ください。

回答にあたって、工事事例を選定する際に、複数の事業分野の工事を受注している場合は、調査業A、B、C、Dの
４種類の調査票のうち、２以上の事業分野が含まれるように事例を記載ください。

本調査票は、「契約変更（工期等の変更）が行われたが、当初設定した週休・閉所目標を達成できた工事」につ
いてお伺い致します。

（自由記述）

鉄塔5基の新設　既設送電線への繋ぎ込み
既設鉄塔2基の補修

8

8

【事業分野について】
① 住宅・不動産工事：住宅・オフィス・複合商業施設等の新築・改修・維持工事
（組合発注の再開発事業も含む）、病院工事：病院の新築・改修・維持工事（国公立などの病院における
工事を除く）、工場工事：工場の新築・改修・維持工事
② 鉄道工事：線路、駅舎等の新築・改良・維持工事
（車両の製作、点検、整備等の車両整備工事を除く）
③ 電力工事：発電、送電施設の新築・改修・維持工事
④ ガス工事：ガス製造施設、供給施設の新築・改修・維持工事
⑤ その他：上記①～④以外の工事

調査票Ｂ



〔工期の設定〕
対象事例の当初工期はどのように設定されましたか。

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔当初の工期設定時に考慮した事項〕

(1)工期全般にわたって考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数選択可）

○ 自然要因

○ 休日・法定外労働時間

－ イベント

○ 制約条件

－ 契約方式

○ 関係者との調整

－ 行政への申請

○ 労働・安全衛生

○ 工期変更

－ その他（具体的な内容を以下に記入）

②：①で選択した項目のうち、重視した項目を最大3つまで選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

１項目目： 自然要因

天候に左右される工種が多いことから、過去の天候状況等から作業不可能日を想定し、余裕を持った工期設
定とした。

２項目目： 関係者との調整

電力事業者との調整協議に要する時間を考慮の上、工期を設定した。

３項目目： 労働・安全衛生

工事箇所が急峻な地形であったことから、現場作業員の安全確保のため、夜間の作業を行わない工事工程を
作成した。

（自由記述）

工事事例の取組内容に関する調査

対象工事事例における取組の具体的な内容について下記の設問にご回答ください。

発注者から工期の要望を受けて受注者から提案し、双方合意により設定

（自由記述）

当初の工期設定時に貴社が考慮した事項について、(1)工期全般にわたって考慮した事項、(2)工程別に考
慮した事項、(3)事業分野別に考慮した事項の各選択項目から、実際に考慮した項目を選び、考慮（検
討）した具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した分野についてご回答ください。



(2)工程別に考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数回答可）

○ 準備

○ 施工

○ 後片付け

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じた具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

〔契約変更〕

(1)契約変更の内容・発生理由

①：契約変更の具体的な内容をご記入ください。

②：契約変更が生じた理由をご記入ください。

(2)下請会社との契約変更について

①：(1)でご回答頂いた発注者との契約変更の内容は、下請会社との契約へ反映しましたか。

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

②：下請会社との契約へ反映した（あるいは反映しなかった）理由をご記入ください。

項目 準備

現場事務所の設置や必要資機材の調達に要する期間を綿密に計画した。

事業分野： 電力事業

既設送電線への繋ぎ込み作業中は給電が停止し他事業者への影響も大きいため、クリティカルポイントとし
て捉え、全体工程を設定した。

工事数量の増加に伴い下請会社の作業員の負担が大きくなったため、作業員を増員するために契約内容（契
約額、作業期間等）を変更した。

鉄塔の新設に加え、同工事内で既設鉄塔2基の補修を行うこととなった。
上記に伴い、工期を2ヶ月延長した。

発注者の都合により、既設鉄塔の補修工事を新規に発注することができなかったため、今回の工事に追加と
いう形となった。

対象とした工事事例において発生した契約変更について、以下の設問にご回答ください。

反映した

（自由記述）

②：①で選択した項目のうち、特に重視した項目を1つ選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。



〔工期変更時に考慮した事項〕

(1)工期全般にわたって考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数回答可）

○ 自然要因

○ 休日・法定外労働時間

－ イベント

－ 制約条件

－ 契約方式

－ 関係者との調整

－ 行政への申請

○ 労働・安全衛生

○ 工期変更

－ その他（具体的な内容を以下に記入）

(2)工程別に考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数選択可）

－ 準備

－ 施工

○ 後片付け

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じた具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

休日数・祝日数を計算し、全体として週休2日を達成できるような作業工程を立案した。

鉄塔工事には資格を有する作業員の配置が必要となるため、作業員を安定して確保できるよう余裕を持った
施工工程計画とした。

２項目目： 工期変更

事業分野： 電力事業

年度内に完了検査を実施するために、検査の候補日を複数用意した上で全体工程を検討した。

工事数量の増加に伴い必要となる施工期間を受発注者間で協議の上、変更工期に反映した。

３項目目： （選択肢）

（自由記述）

項目： 後片付け

②：①で選択した項目のうち、特に重視した項目を1つ選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

工期変更時（設計変更等に伴う工期変更）に貴社が考慮した事項について、(1)工期全般にわたって考慮
した事項、(2)工程別に考慮した事項、(3)事業分野別に考慮した事項の各選択項目から、実際に考慮した
項目を選び、考慮（検討）した具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した項目についてご回答ください。

（自由記述）

１項目目： 休日・法定外労働時間

②：①で選択した項目のうち、重視した項目を最大3つまで選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。



〔当初の週休・閉所目標が達成できた主な要因〕

①：目標達成の要因となった発注者の取組み・工夫等の具体的な内容をご記入ください。

②：目標達成の要因となった受注者の取組み・工夫等の具体的な内容をご記入ください。

調査票Ｂの設問は以上です。

引き続き、調査票Ｃへのご回答をお願い致します。

・現場の閉所予定を示したカレンダーを現場事務所内に掲示し、下請会社の作業員も含め工程管理を徹底し
た。
・タブレット端末を活用して工事関係書類の電子化を行い、最新図面を常に共有することで細かい調整に係
る時間を削減した。

対象とした工事事例において目標を達成することができた要因についてご回答ください。

・発注者が行う立会い検査等の日程について事前に十分な調整を行い、現場作業が停滞しないよう工程に配
慮して頂いた。



以下の設問にご回答をお願い致します。

〔事業・工事分野〕

①事業分野

②工事分野

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔工事内容〕

工事内容

〔勤務形態〕

①現場作業従事者

（当初予定） 4週 休

（実績） 4週 休

②現場閉所

（当初予定） 4週 閉所

（実績） 4週 閉所

〔工期〕

①当初工期（年月日） 自： 至：

【事業分野について】
① 住宅・不動産工事：住宅・オフィス・複合商業施設等の新築・改修・維持工事
（組合発注の再開発事業も含む）、病院工事：病院の新築・改修・維持工事（国公立などの病院における
工事を除く）、工場工事：工場の新築・改修・維持工事
② 鉄道工事：線路、駅舎等の新築・改良・維持工事
（車両の製作、点検、整備等の車両整備工事を除く）
③ 電力工事：発電、送電施設の新築・改修・維持工事
④ ガス工事：ガス製造施設、供給施設の新築・改修・維持工事
⑤ その他：上記①～④以外の工事

週休2日等工事の実態に関するアンケート調査票

対象工事事例の情報

対象工事事例の概要ついて下記の設問にご回答ください。

ガス事業

土木

調査票Ｃ
契約変更（工期等の変更）は無かったが、

当初設定した週休・閉所目標を達成できなかった工事に関する調査

本調査票は、「契約変更（工期等の変更）は無かったが、当初設定した週休・閉所目標を達成できなかった工
事」についてお伺い致します。

なお、ご回答頂く前に、別紙『工期に関する基準（令和2年7月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要』をご確認
ください。

回答にあたって、工事事例を選定する際に、複数の事業分野の工事を受注している場合は、調査業A、B、C、Dの
４種類の調査票のうち、２以上の事業分野が含まれるように事例を記載ください。

（自由記述）

パイプライン新設のためのシールド工事
シールド外径：2.0m　泥水式シールド
発進立坑・到達立坑築造　シールド延長1,500m

6

5

6

5

2017/8/1 2020/3/31



〔工期の設定〕
対象事例の当初工期はどのように設定されましたか。

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔当初の工期設定時に考慮した事項〕

(1)工期全般にわたって考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数選択可）

－ 自然要因

○ 休日・法定外労働時間

－ イベント

－ 制約条件

○ 契約方式

○ 関係者との調整

－ 行政への申請

－ 労働・安全衛生

－ 工期変更

－ その他（具体的な内容を以下に記入）

（自由記述）

当初の工期設定時に貴社が考慮した事項について、(1)工期全般にわたって考慮した事項、(2)工程別に考
慮した事項、(3)事業分野別に考慮した事項の各選択項目から、実際に考慮した項目を選び、考慮（検
討）した具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した分野についてご回答ください。

②：①で選択した項目のうち、重視した項目を最大3つまで選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

１項目目： 休日・法定外労働時間

日曜日・祝日は現場閉所とすることを前提に工程を作成した。また、1日の勤務時間は8時間で設定した。

２項目目： 契約方式

分離発注であったため、他工事の影響を考慮し工事間調整を行った上で全体工期を設定した。

３項目目： 関係者との調整

施工前の住民説明会に掛かる期間や地元住民から理解を得るために要する期間を考慮した。

工事事例の取組内容に関する調査

対象工事事例における取組の具体的な内容について下記の設問にご回答ください。

発注者が受発注者の合意無く設定

（自由記述）



(2)工程別に考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数回答可）

○ 準備

○ 施工

－ 後片付け

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じた具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

項目 準備

設計成果から追加でボーリング調査が必要な箇所を協議し、事前調査の期間を考慮の上、全体工期に反映さ
せた。

事業分野： ガス事業

ガス管新設のためのシールド工事であり、電力・NTT等の他の地下埋設管路の工事時期を考慮して工期を設
定した。

②：①で選択した項目のうち、特に重視した項目を1つ選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。



〔当初の工期設定時に考慮すべきであった事項〕

(1)工期全般にわたって考慮すべきであった事項

①：考慮すべきであった項目を1つ選択し、具体的な内容を記入してください。

(2)工程別に考慮すべきであった事項

①：考慮すべきであった項目を1つ選択し、具体的な内容を記入してください。

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じて考慮すべきであった内容があればご記入ください。

〔当初の週休・閉所目標が達成できなかった主な要因〕

①：目標未達成となった主な要因をご記入ください。

調査票Ｃの設問は以上です。

引き続き、調査票Ｄへのご回答をお願い致します。

対象とした工事事例において目標を達成することができなかった要因についてご回答ください。

発注が遅れ、週休2日を想定した工程では2019年度内の完成ができなかったため。

対象工事事例の経験から、当初の工期設定時に貴社が考慮すべきであったと感じる事項について、(1)工
期全般にわたって考慮すべきであった事項、(2)工程別に考慮すべきであった事項、(3)事業分野別に考慮
すべきであった事項の各選択項目から1つ選択し、具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した分野についてご回答ください。

項目： 自然要因

降雨により作業不可能となる日が発生し、当初閉所予定であった期間に作業員を確保しなければならなく
なったため、過去の気象データ等を考慮して作業計画を立てるべきであった。

項目： 施工

シールドマシンの製作に掛かる時間はメーカーによって異なっており、当初想定よりも時間を要してしまっ
たため、余裕を持った製作期間を考慮すべきであった。

事業分野： ガス事業

冬期はガスの需要が高まることからガス工事全体の工程上クリティカルとなるため、冬季の高需要をより考
慮して早期完成の工程を組むべきであった。



以下の設問にご回答をお願い致します。

〔事業・工事分野〕

①事業分野

②工事分野

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔工事内容〕

工事内容

〔勤務形態〕

①現場作業従事者

（当初予定） 4週 休

（実績） 4週 休

②現場閉所

（当初予定） 4週 閉所

（実績） 4週 閉所

〔工期〕

①当初工期（年月日） 自： 至：

②変更工期（年月日） 自： 至：

8

6

2016/5/19 2018/12/28

2016/5/19 2019/2/28

6

週休2日等工事の実態に関するアンケート調査票

対象工事事例の情報

対象工事事例の概要ついて下記の設問にご回答ください。

鉄道事業

なお、ご回答頂く前に、別紙『工期に関する基準（令和2年7月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要』をご確認
ください。

回答にあたって、工事事例を選定する際に、複数の事業分野の工事を受注している場合は、調査業A、B、C、Dの
４種類の調査票のうち、２以上の事業分野が含まれるように事例を記載ください。

本調査票は、「契約変更（工期等の変更）が行われたため、当初設定した週休・閉所目標を達成できなかった工
事」についてお伺い致します。

土木

（自由記述）

こ線橋新設工事
橋台2基（φ1000）、鋼床版箱桁橋（L=55.5m）

8

【事業分野について】
① 住宅・不動産工事：住宅・オフィス・複合商業施設等の新築・改修・維持工事
（組合発注の再開発事業も含む）、病院工事：病院の新築・改修・維持工事（国公立などの病院における
工事を除く）、工場工事：工場の新築・改修・維持工事
② 鉄道工事：線路、駅舎等の新築・改良・維持工事
（車両の製作、点検、整備等の車両整備工事を除く）
③ 電力工事：発電、送電施設の新築・改修・維持工事
④ ガス工事：ガス製造施設、供給施設の新築・改修・維持工事
⑤ その他：上記①～④以外の工事

調査票Ｄ
契約変更（工期等の変更）が行われたため、

当初設定した週休・閉所目標を達成できなかった工事に関する調査



〔工期の設定〕
対象事例の当初工期はどのように設定されましたか。

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

〔当初の工期設定時に考慮した事項〕

(1)工期全般にわたって考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数選択可）

○ 自然要因

○ 休日・法定外労働時間

○ イベント

○ 制約条件

○ 契約方式

－ 関係者との調整

○ 行政への申請

－ 労働・安全衛生

－ 工期変更

－ その他（具体的な内容を以下に記入）

②：①で選択した項目のうち、重視した項目を最大3つまで選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

１項目目： イベント

工事期間中にマラソン大会の実施により交通規制が発生するため、交通規制期間を考慮した全体工程を計
画した。

２項目目： 制約条件

工事場所の近くに小学校があり、登下校の時間帯はダンプによる搬入・搬出が不可となる点や騒音・振動
の発生を考慮した。

３項目目： 行政への申請

施工ヤードの確保に当り、交安協議や道路使用許可申請等が必要となるため、手続き期間を考慮して余裕
のある工期を設定した。

（自由記述）

工事事例の取組内容に関する調査

対象工事事例における取組の具体的な内容について下記の設問にご回答ください。

その他

複数の企業に設定工期に関する事前ヒアリングを行い、発注者
が工期を設定した。

当初の工期設定時に貴社が考慮した事項について、(1)工期全般にわたって考慮した事項、(2)工程別に考
慮した事項、(3)事業分野別に考慮した事項の各選択項目から、実際に考慮した項目を選び、考慮（検
討）した具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した分野についてご回答ください。



(2)工程別に考慮した事項

①：考慮した項目を選択してください。（複数回答可）

○ 準備

○ 施工

○ 後片付け

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じた具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。

〔契約変更〕

(1)契約変更の内容・発生理由

①：契約変更の具体的な内容をご記入ください。

②：契約変更が生じた理由をご記入ください。

(2)下請会社との契約変更について

①：(1)でご回答頂いた発注者との契約変更の内容は、下請会社との契約へ反映しましたか。

「その他」を選択した場合、その内容を以下にご記入ください。

②：下請会社との契約へ反映した（あるいは反映しなかった）理由をご記入ください。

線路閉鎖工事等の鉄道特有の工事が夜間に行われるため、他工事との調整・作業不可能日等を考慮して工
期を設定した。

発注者との契約において必要な費用を十分に見てもらえず全体として赤字となったため、下請会社に追加
で支払う分の費用を確保できなかった。

対象とした工事事例において発生した契約変更について、以下の設問にご回答ください。

地盤改良工の追加、杭長の計画変更等
上記による工期延長

当初の設計の想定よりも現地地盤が緩く、橋脚杭の安定性を確保できないと判断されたため、計画の見直
しが発生した。

反映していない

（自由記述）

項目 施工

大型の機械を使用する工種もあり、機械の搬入出・分解組立に要する時間を十分確保するように工事工程
を計画した。

事業分野： 鉄道事業

②：①で選択した項目のうち、特に重視した項目を1つ選択し、
　　具体的な考慮事項（検討内容）をご記入ください。



〔契約変更時に考慮すべきであった事項〕

(1)工期全般にわたって考慮すべきであった事項

①：考慮すべきであった項目を1つ選択し、具体的な内容を記入してください。

(2)工程別に考慮すべきであった事項

①：考慮すべきであった項目を1つ選択し、具体的な内容を記入してください。

(3)事業分野別に考慮した事項

①：事業分野の特性に応じて考慮すべきであった内容があればご記入ください。

〔当初の週休・閉所目標が達成できなかった主な要因〕

①：目標未達成となった主な要因をご記入ください。

アンケートは以上です。

ご協力頂きまして誠にありがとうございました。

事業分野： 鉄道事業

（自由記述）

対象とした工事事例において目標を達成することができなかった要因についてご回答ください。

当初の設計図書に示された条件と現場条件が異なっており、計画の見直しが発生したが、工期末日が決定
しており十分な工期に設計変更できなかったため、土日に作業せざるを得ない状況であった。

竣工検査・引渡し前の後片付けに想定よりも時間がかかり、工事工程を圧迫したため、施工終了後の期間
を十分に確保するような工期設定を行うべきであった。

対象工事事例の経験から、契約変更時に貴社が考慮すべきであったと感じる事項について、(1)工期全般
にわたって考慮すべきであった事項、(2)工程別に考慮すべきであった事項、(3)事業分野別に考慮すべき
であった事項の各選択項目から1つ選択し、具体的な内容を自由記述欄に記入してください。
※「事業分野別に考慮した事項」は上記で選択した分野についてご回答ください。

項目： 工期変更

追加工事の内容や設計変更の内容を受発注者で協議の上、必要となる期間を鑑みた工期の延長を考慮すべ
きであった。

項目： 後片付け



工期に関する基準（令和２年７月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
（１）自然要因

降雨日・降雪日、河川の出水期における作業制限 等

（２）休日・法定外労働時間
改正労働基準法に基づく法定外労働時間

建設業の担い手一人ひとりが週休２日（４週８休）を確保

（３）イベント
年末年始、夏季休暇、GW、農業用水塔の落水期間 等

（４）制約条件
鉄道近接・航空制限などの立地に係る制約 等

（５）契約方式
設計段階における受注者（建設業者）の工期設定への関与、分離発注 等

（６）関係者との調整
工事の前に実施する計画の説明会 等

（７）行政への申請
新技術や特許公報を指定する場合、その許可がおりるまでに要する時間 等

（８）労働・安全衛生
労働安全衛生法等の関係法令の遵守、安全確保のための十分な工期の設定 等

（９）工期変更
当初契約時の工期の施工が困難な場合、工期の延長等を含め、適切に契約条件の

変更等を受発注者間で協議・合意

（１０）その他
施工時期や施工時間、施工法等の制限 等

第１章 総論

（１）背景
（２）建設工事の特徴
（ⅰ）多様な関係者の関与 （ⅱ）一品受注生産 （ⅲ）工期とコストの密接な関係

（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（ⅰ）公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方 （ⅱ）公共工事における考え方 （ⅲ）下請契約

（４）本基準の趣旨
（５）適用範囲
（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項
（１）準備
（ⅰ）資機材調達・人材確保
（ⅱ）資機材の管理や周辺設備
（ⅲ）その他

（２）施工
（ⅰ）基礎工事 （ⅱ）土工事 （ⅲ）躯体工事
（ⅳ）シールド工事 （ⅴ）設備工事
（ⅵ）機器製作期間・搬入時期 （ⅶ）仕上工事
（ⅷ）前面及び周辺道路状況の影響 （ⅸ）その他

（３）後片付け
（ⅰ）完了検査 （ⅱ）引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
（ⅲ）原型復旧条件

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について

働き方改革に向けた意識改革や事務作業の効率化、工事開始前の事前調
整、施工上の工夫、ICTツールの活用等について、他の工事現場の参考
となるものを優良事例として整理 ※詳細は別紙に整理

第６章 その他
（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応

駆け込みホットラインの活用

（２）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定
受発注者間及び元下間において、協議を行い、必要に応じて適切に契約変更

（３）基準の見直し
本基準の運用状況等を踏まえて、見直し等の措置を講ずる

第４章 分野別に考慮すべき事項

（１）住宅・不動産分野
（２）鉄道分野

（３）電力分野
（４）ガス分野

⚫本基準は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であ
り、建設工事において適正な工期を確保するための基準である。




