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（２）地域貢献 
平成 22 年度の総合評価方式による入札において、地域・社会貢献の取組

実績がある業者が受注した割合は、88.4％となっています。 

今後、概ねすべての受注者において、地域・社会貢献の取組が行われるこ

とをめざして、平成 27年度の取組目標を 95％とします。 

（みえ県民力ビジョン 県の活動指標） 

 

図２０．地域・社会貢献度の推移と取組目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注） H21 総合評価方式の拡大（簡易型Ⅰ導入）にともない、新たにＢランク企業

が参入。 

 

（３）経営力 
一般競争入札を全ての工事に原則適用した平成 19 年度には落札率が 81％

まで落ち込み、低入札が急激に増加して受注競争が激化しました。 

また、平成 20 年度には、いわゆるリーマンショックに端を発した景気低

迷により、売上高経常利益率の低下がみられ、平成 22 年度の売上高経常利

益率は「－0.18％」となっています。 

建設業は、このような厳しい経営状況におかれていることから、その経営

力を改善するための取組を進め、将来的な目標として売上高経常利益率を

「＋２％」とし、平成 27 年度には、急激な経常利益率の低下が発生する以

前の平成 18年度水準である「＋0.20％」とすることを取組目標とします。 

 

図２１．売上高経常利益率の推移と取組目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※売上高 1億円以上 
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３．取組 
 

「技術力」「地域貢献」「経営力」の 3つのキーワードに対応する 8つの取組を

定め、建設産業の活性化に向けて取り組んでいきます。 

 
（１） 

 

 

 

取組１：継続的な技術力の維持・向上 

１．品質確保のための技術力向上 

２．技術力を持った企業の活用 

３．技術力を持った技術者の活用 

取組２：優れた人材の確保・育成 

１．新規就業者の確保 

２．若手技術者の育成と技術承継 

取組３：受発注者間の連携強化 

１．受発注者間のコミュニケーション向上 

２．ＣＡＬＳ／ＥＣの推進 

 

（２） 

 

 

 

取組４：地域の安全・安心の確保 

１．災害等の緊急対応への取組強化 

２．地域維持型の契約方式の導入 

取組５：地域経済の活性化 

１．地域雇用の確保 

２．地元企業からの資材購入 

取組６：地域に貢献できる企業の存続 

１．地域貢献活動の取組強化 

２．地域企業の活用促進 

３．不良・不適格業者の排除 

 

（３） 

 

 

 

取組７：経営基盤の強化 

１．経営の効率化 

２．経営相談・各種融資制度の活用・支援 

３．企業合併・連携の推進 

４．入札契約制度の改善 

取組８：新分野進出による経営多角化 

１．新分野進出の支援制度・体制の整備 

２．助成金の活用促進 
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三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 技術力 

取 組 １ 継続的な技術力の維持・向上 

め ざ す 姿 

 厳しい経営環境のなか、企業や技術者の技術力の低下が懸念され、

適正な施工や安全、環境に支障をきたすおそれがあるため、継続的な

技術力の維持・向上に取り組む企業・技術者を活用し工事の品質確保

をめざします。 

 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．品質確保のための技術力向上                         
○スキルマップの作成及び活用 

技術の伝承にあたり、熟練者がＯＪＴ等で時間をかけて若年者を育成していくことができ

なくなってきている状況があることから、年齢や経験年数に応じた技術や資格を体系的に表

したスキルマップを作成し、技術者一人ひとりの技術力向上の目標を示すとともに、スキル

マップを活用した教育・研修機会の確保などの環境整備を図ります。 

 

◎受発注者の技術資格取得奨励 

技術力の維持・向上に向けて、技術者の技術資格取得を奨励していきます。なお、企業に

おける建設関係資格試験の受験費用補助や有資格者に対する資格手当などのインセンティブ

の付与などを検討し、導入します。 

 

●研修の充実 

受発注者のニーズを踏まえ、技術力の維持・向上に資するよう、（公財）三重県建設技術

センターにおける研修の充実を支援します。 

 

２．技術力を持った企業の活用                          

●施工実績・工事成績評定点による企業選定 

より高い施工能力を有する業者を選定するため、施工実績、工事成績評定点を工事の内容

に応じて設定をしていますが、公共事業の縮小により受注機会が減少していることから、工

事成績の対象期間を延長するなどの見直しを行います。 

また、総合評価方式においては、今後、企業の努力がより直接的に反映されるように評価

基準を見直していきます。 

 

●優良施工企業の活用 

工事の施工にあたり困難な条件を克服した企業、災害時等の緊急対応などで地域に大きく

貢献した企業等を表彰するとともに、これらの実績を企業選定の中で活用するなど、建設企

業の意欲と技術力の維持・向上を図ります。 

 

◎ＶＥ提案ができる企業の活用 

コストの縮減や施工期間の短縮などにつながるＶＥ提案については、企業の技術力を表す

ものであり、提案の採用実績を格付けに利用していますが、現在は、その提案件数が少ない

ことから、今後、制度の周知を図るとともに、積極的なＶＥ提案がなされるよう制度を検討

するなどして、技術力を持った企業を活用していきます。 

 

３．技術力を持った技術者の活用                         

●技術者データベースの活用 

国が中心となって整備している技術者に関するデータベースを活用するなどして、資質が

高く技術力を持った優秀な技術者の育成へとつなげていきます。 
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●継続学習制度（ＣＰＤ）に取組む技術者の活用 

建築工事、農業基盤整備等の設計業務の総合評価方式において、技術者による継続学習制

度(CPD)の取組を評価項目としています。今後、建設工事の総合評価方式においても、継続学

習制度(CPD)の評価を導入していくことで、日々技術力の向上に取り組んでいる技術者の活用

を図ります。 

      

      

      
取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．品質確保のための技術力向上 

スキルマップの作成及び活用 建設業界 作成・活用 

   

 

 

受発注者の技術資格取得奨励 
三重県・ 

建設業界 
検討(ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ) 導入 

  

 

 

研修の充実 三重県 実施 

   

 

 

２．技術力を持った企業の活用 

施工実績・工事成績評定点に 

よる企業選定 
三重県 

検討(対象期間) 実施(対象期間) 

  

 

 

実施(直接的評価) 

   

 

 

優良施工企業の活用 三重県 表彰拡大 

 

活用 

 

 

 

ＶＥ提案ができる企業の活用 
三重県・ 

建設業界 
検討(制度) 実施 

  

 

 

３．技術力を持った技術者の活用 

技術者データベースの活用 三重県 検討・周知 活用 

  

 

 

継続学習制度（ＣＰＤ）に取 

組む技術者の活用 
三重県 検討・周知 導入(評価) 

  

 

 

 

 

    は継続実施 



- 22 - 

三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 技術力 

取 組 ２ 優れた人材の確保・育成 

め ざ す 姿 

建設業に入職する若年者が減少する一方、技術者の高齢化が進んで

いることから、技術力が世代を越えて承継されず、建設生産を支える

技術力の喪失も懸念されるため、建設業への新規就業者の確保を図る

とともに、若年者に適切に技術力が承継されることをめざします。 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．新規就業者の確保                              

◎建設業理解のための情報提供 

建設業の役割、最新の土木技術の紹介、防災訓練への参画や災害時の献身的な活動等につ

いて、ホームページや小冊子等を用いた情報発信や、マスメディアの活用により、広く県民

に情報提供するなど、建設業で働くことの意義、やりがいなどが正しく理解されるよう取組

を行います。 

関係機関による三重県若年建設従事者入職促進協議会を開催して意見交換を行い、情報の

共有化等を図ります。 

 

○現場見学会・インターンシップの実施 

地域の教育機関と企業が連携し、現場見学会を開催するなどして、生徒や教員に建設現場

での作業の実態や最新の技術等を紹介することで、建設工事への理解を促し、建設業への就

業につなげる取組を行います。あわせてインターンシップ（就業体験）を積極的に実施して

いきます。 

 

●安全で魅力ある職場づくり 

工事現場等における安全衛生水準の向上を目的にした「労働安全衛生マネジメントシステ

ム」の認証制度について、総合評価方式において評価していくことで、労働災害の低減、安

全で快適な職場環境の形成を促進します。 

 

２．若手技術者の育成と技術承継                         

○育成担当者向け研修の実施 

「若手技術者の意識」と「教育を担当する熟練技術者の意識」との間にかい離が目立ち、

教育・研修の効果が上がらない事例や、最悪の場合には離職につながる事例も見られること

から、効果的な教育・研修の手法や若者意識の理解に資する研修など内容に関する検討を行

い、育成担当者を対象とした研修を実施します。 

 

●若手技術者の活用 

現場代理人は若手技術者の配置が比較的容易なことから、総合評価方式において、配置予

定技術者の実績評価で、現場代理人の実績を主任（監理）技術者の実績と同等の評価となる

よう見直しを行い、若手技術者が活用される環境整備を図ることで、その育成につなげてい

きます。 

さらに、技術的難易度の低いものや工事規模の小さい工事等において、技術者としての工

事実績を緩和する総合評価方式を検討して試行するなど、若手技術者の活用を促進する取組

を進めます。 
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取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．新規就業者の確保 

建設業理解のための情報提供 
三重県・ 

建設業界 
検討・実施 

   

 

 

現場見学会・インターンシ 

ップの実施 
建設業界 実施 

   

 

 

安全で魅力ある職場づくり 三重県 実施(評価) 

   

 

 

２．若手技術者の育成と技術承継 

育成担当者向け研修の実施 建設業界 検討(研修内容) 実施 

  

 

 

若手技術者の活用 三重県 

実施(現場代理人評価) 

   

 

 

検討・試行(評価) 

   

 

 

 

 

    は継続実施 
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三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 技術力 

取 組 ３ 受発注者間の連携強化 

め ざ す 姿 

受発注者間における契約の片務性の存在により、企業の技術力発揮に

よる工事の品質確保や適正な施工に支障が生じるおそれがあることか

ら、受発注者間の連携強化を図ることにより、工事の品質確保、施工

の適正化及び効率化をめざします。 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．受発注者間のコミュニケーション向上                     

◎ワンデーレスポンスの取組拡充 

工期短縮によるコスト縮減や工事の品質確保、ひいては、事業効果の早期発現を図るため、

工事現場での問題に対して「現場を待たせない」迅速な対応が求められることから受注者か

らの質疑等に対して発注者が迅速に回答するワンデーレスポンスに取り組みます。 

 

◎工事監理連絡会（三者会議）の拡充 

工事の手戻りを防止することで円滑な工事進捗を図るため、工事着手前に発注者、受注者、

設計者の三者によるコミュニケーションの場を設け、設計思想の伝達や設計図書と現場との

整合性の確認等を行う工事監理連絡会（三者会議）を開催していきます。なお今後、その対

象工事について、設計内容が高度な工事や施工が困難と予想される工事などで、より拡大を

図ります。 

 

●設計変更の適正化 

受発注者が対等な立場で協議し、適正な手続きにより、設計変更を行うことが求められる

ことから、「三重県設計変更ガイドライン」を作成し、その適正化に向けて活用します。 

 

２．ＣＡＬＳ／ＥＣの推進                            

◎ＩＣＴを活用した情報共有の取組 

工事の施工中において受発注者間でやり取りされる情報（協議、指示、承諾、提出など）

を、通信ネットワークを利用して電子データで共有することにより、書類の提出・管理にか

かる時間や労力を縮減し、施工の効率化を図り、品質の向上につなげるため、現在取り組ん

でいる情報共有システムの実証実験を継続するとともに、その実証実験の結果を踏まえ、一

定規模以上の工事において拡大適用していきます。 

 

◎電子化の推進に向けた取組 

公共事業電子調達システムや電子納品等を活用することで、移動コストの削減、電子デー

タ利用による作業の効率化や品質の向上につながることから、これらに関する受注者向けの

研修会を継続して実施するとともに、建設ＩＣＴに関する情報提供などに取り組みます。 

また、経営の効率化に向け、建設ＩＣＴ・ＩＴ環境向上のための調査研究活動を計画的に

実施します。 
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取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．受発注者間のコミュニケーション向上 

ワンデーレスポンスの取組拡 

充 

三重県・ 

建設業界 
試行 試行拡大 実施 

 

 

 

工事監理連絡会（三者会議） 

の拡充 

三重県・ 

建設業界 
試行(対象拡大) 

   

 

 

設計変更の適正化 三重県 検討(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ) 実施 

  

 

 

２．ＣＡＬＳ／ＥＣの推進 

ＩＣＴを活用した情報共有の 

取組 

三重県・ 

建設業界 
実施(実証実験) 実施(対象拡大) 

  

試行 

 

電子化の推進に向けた取組 
三重県・ 

建設業界 

実施(研修会) 

   

 

 

実施(調査研究) 

   

 

 

 

 

    は継続実施 
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三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 地域貢献 

取 組 ４ 地域の安全・安心の確保 

め ざ す 姿 

地域の建設業の疲弊により、災害等の緊急対応に当たる機動力のあ

る建設企業が不在となる災害対応空白地域や社会資本等の最低限の維

持管理が困難となる地域の発生などが懸念されているため、地域の安

全・安心の確保に向けて、持続的に災害等の緊急対応、地域の維持管

理が行われることをめざします。 

 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．災害等の緊急対応への取組強化                        
◎災害等の緊急時における安全・安心の確保 

地震・津波・風水害等の緊急時には、地域の孤立、公共土木施設の被災等に緊急に対応す

ることが求められ、県と建設業界の間で締結した「地震・津波・風水害等の緊急時における

基本協定」により、地域の建設業者において施設の応急復旧等の作業を行うこととしていま

す。地域の安全・安心の確保のために、緊急時の連絡体制を確保、強化することが不可欠で

あり、道路啓開計画に基づいた、衛星携帯電話等を活用した合同訓練（国、県、市町、建設

企業等）を実施するなどの取組を行います。 

なお、こうした基本協定に基づく緊急時に備えた訓練等への参加実績については、総合評

価方式の中で評価しており、今後も見直しを行いながら評価していきます。 

また、地震・津波・風水害等の緊急時に最も必要とされるブルーシート・土のう袋・非常

用食料や飲料水・燃料（ガソリン、軽油、灯油等）の備蓄について、企業と県が連携して取

り組みます。 

 

◎家畜伝染病発生時の安全・安心の確保 

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生時には、県と建設業界の間で締結

した「家畜伝染病発生等の緊急時における家畜処分の基本協定」により、地域の建設業者に

おいて埋却処分等の作業を行うこととしています。地域の安全・安心の確保のために、家畜

伝染病の発生に備え、作業の実施訓練や研修会を行うなどの取組を行います。 

また、こうした基本協定に基づく訓練・研修会への参加実績について、今後、総合評価方

式の中で評価していきます。 

 

○事業継続計画（ＢＣＰ）の取組 

地震・津波・風水害等の緊急対応への取組を強化するため、その準備に取り組むとともに、

地域の建設企業が被災した場合でも迅速に対応することができるよう「事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）」に関する調査研究を行います。 

 

２．地域維持型の契約方式の導入                        

●地域維持型の契約方式による維持管理体制の確保 

持続的に社会資本等の維持管理が行われることで、地域の安全・安心の安定を確保するた

め、地域の実情に応じた包括的な発注（小規模・除草・雪氷などの一括契約、市町の維持業

務との一括契約、地域ブロックの統合化、または通年（複数年）契約）や、地域精通度の高

い建設企業、地域維持型ＪＶ（地域精通度の高い建設企業で構成される建設共同企業体）等

を活用する地域維持型の契約方式の導入を行います。 

 

●適正な維持管理費用の計上 

維持管理業務について、実際に要している経費が十分に反映されておらず、収益性が低い

ことから受注意欲が低下しているとの指摘もあることから、業務の実施に要する経費の実態

調査を行い、経費の積算において適切に費用計上していきます。 
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取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．災害等の緊急対応への取組強化 

災害等の緊急時における安全 

・安心の確保 

三重県・ 

建設業界 

実施(合同訓練) 

実施(評価) 

検討(備蓄) 

   

 

 

   

 

 

実施(備蓄) 

  

 

 

家畜伝染病発生時の安全・安 

心の確保 

三重県・ 

建設業界 

実施(訓練・研修会) 

導入(評価) 

   

 

 

   

 

 

事業継続計画(ＢＣＰ)の取組 建設業界 検討(調査研究) 実施(順次策定) 

  

 

 

２．地域維持型の契約方式の導入 

地域維持型の契約方式による 

維持管理体制の確保 
三重県 試行導入 試行拡大 

  

 

 

適正な維持管理費用の計上 三重県 調査・検討 実施 

  

 

 

 

 

    は継続実施 
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三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 地域貢献 

取 組 ５ 地域経済の活性化 

め ざ す 姿 

地域の建設業は、公共事業を含む建設投資の減少や受注競争の激化

により活力をなくしてきており、地域経済への影響が懸念されること

から、雇用や資材調達を地域で行うことにより、建設関連産業を含め

た地域経済の活性化をめざします。 

 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．地域雇用の確保                                 

◎雇用改善等への取組 

三重労働局が所管する建設雇用改善事業に係る助成金（建設教育訓練助成金、建設雇用改

善推進助成金など）を活用し、認定職業訓練や技能実習など建設事業主等が建設労働者に行

う職業能力開発や、建設現場見学会の開催や若年者の入職促進など建設労働者の募集・採用

を円滑に行うための新たな取組などを支援することで、建設労働者の雇用改善に向けて取り

組みます。 

また、地域経済の活性化に向けて、原則として地元人材を雇用していきます。 

 

２．地元企業からの資材購入                             

◎県内産資材の優先使用等 

県が発注する公共工事の特記仕様書において、県内産資材の優先使用や県内取扱企業から

の調達に努めるよう規定しており、県内産資材や県内取扱企業からの調達を促進します。 

また、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づき、県内の工場や事業所において生産さ

れたリサイクル製品を認定し、県の行う工事等において、その認定リサイクル製品を使用す

るよう求めており、今後も、使用実態の把握、検証を行いながらその利用を推進していきま

す。 

総合評価方式においても、県内産資材の使用を評価しており、今後も評価結果の検証をも

とに、必要に応じて見直しを行いながら、県内産資材の活用促進を図ります。 
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取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．地域雇用の確保 

雇用改善等への取組 
三重県・ 

建設業界 

実施(雇用改善) 

   

 

 

実施(地元人材) 

   

 

 

２．地元企業からの資材購入 

県内産資材の優先使用等 
三重県・ 

建設業界 
実施(優先使用) 

   

 

 

 

 

    は継続実施 



- 30 - 

三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 地域貢献 

取 組 ６ 地域に貢献できる企業の存続 

め ざ す 姿 

機動力のある一定規模の企業が存続することは、地域の安全・安心

を確保し、地域経済への影響を縮小することができるため、地域・社

会貢献に取り組む一定規模の優良な企業が、地域ごとに存続している

ことをめざします。 

 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．地域貢献活動の取組強化                           

●地域貢献活動の適切な評価 

建設業者の地域貢献活動を総合評価方式による入札において適切に評価することにより、

地域貢献の取組を強化し、公共事業を受注する概ねすべての建設業者が地域貢献活動に取り

組むことをめざします。 

また、水防活動を含む消防団活動は、地域の防災面において不可欠な地域貢献活動となる

ことから、消防団活動に協力する企業についても、新たに評価項目として導入します。 

 

○消防団活動等の地域貢献活動の取組強化 

建設業界として、従業員が消防団活動に参加することを支援することとし、各企業におい

て、勤務時間中の出動や訓練への参加を認め、公休扱いにする等の配慮を行います。 

また、地域貢献活動の一環として、地元企業による地域の祭り、盆行事、正月行事等への

参加、協力を継続していきます。 

 

◎建設企業の地域貢献活動のＰＲ 

災害等の緊急対応において、各地域の建設企業の活動がなければ、迅速な対応が不可能で

あるにもかかわらず、これまでの活動が広く県民に認知されていない状況にあります。 

優れた社会資本の整備をはじめ、災害時の緊急対応やボランティア活動等の実態等の地域

貢献活動を紹介するビデオやパネルを作成するなどして、建設業の必要性について広く県民

の理解が進むよう、公共事業の必要性とともにＰＲしていきます。 

 

２．地域企業の活用推進                               
●県内（地域）企業への優先発注 

県発注の公共工事においては、従来から県内の建設企業を育成する観点から、発注金額、

工事内容に応じて地域要件を設定しており、今後さらに、県内企業でできるものは県内企業

に発注することにより、県内企業の受注機会を拡大していきます。 

また、地域に貢献し災害等の緊急時に対応できる体制を確保するため、地域で競争性が十

分確保できる場合は、地域の実情に応じて入札参加条件を地域に限定するなど発注方法を見

直します。 

さらに、地元情勢に精通している企業を活用することが有効な工事において、地域の実情

に応じ、地域企業の活用を図る総合評価方式を検討し、導入します。 

 

●国等の発注機関への要望（県内企業の活用） 

県として、国、NEXCO中日本等の発注機関に対し県内企業の積極的な活用を申し入れていき

ます。 
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３．不良・不適格業者等の排除                          

●不良・不適格業者等への対応 

技術者の不適正配置を行っている企業の排除を徹底するため、これまで建設業法違反の監

督処分基準の策定や建設業法関係法令等の知識の普及のための講習会等を行っており、今後

も経営事項審査の強化、施工体制の確認や立入調査の充実等を図ります。 

建設業許可更新時、経営事項審査時において、社会保険の加入状況のチェックや指導監督

を行うなど、保険未加入企業の排除に取り組みます。 

また、建設工事からの暴力団等の反社会的勢力の排除にも引き続き取り組みます。 

 

●低入札対策の強化 

低入札調査基準価格(最低制限価格)については、中央公契連モデルを採用しており、当該

モデルが改正された場合は速やかに改正を行います。 

また、総合評価方式においては、「品質確保の実効性」、「施工体制の確保」の観点から

審査を行う施工体制確認型を導入したことで、低入札による契約が減少していますが、低入

札の発生状況等の入札結果を検証したうえで、手持ち工事量の中に低入札で契約した工事が

ある場合には評価を下げるなど、引き続き低入札対策を強化します。 

      

      

      
取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．地域貢献活動の取組強化 

地域貢献活動の適切な評価 三重県 
実施(評価) 

周知(消防団評価) 

   

 

 

実施 
  

 

 

消防団活動等の地域貢献活 

動の取組強化 
建設業界 検討・実施 

   

 

 

建設企業の地域貢献活動の 

ＰＲ 

三重県・ 

建設業界 
検討・実施 

   

 

 

２．地域企業の活用推進 

県内（地域）企業への優先 

発注 
三重県 検討(制度) 実施 

  

 

 

国等の発注機関への要望 

（県内企業の活用） 
三重県 実施(申し入れ) 

   

 

 

３．不良・不適格業者等の排除 

不良・不適格業者等への対 

応 
三重県 

実施(件数拡大) 

検討(保険未加入) 

   

 

 

実施 

  

 

 

低入札対策の強化 三重県 検証・実施 

   

 

 

     は継続実施 
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三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 経営力 

取 組 ７ 経営基盤の強化 

め ざ す 姿 

建設業は過剰供給構造の状況にあり、経営基盤が脆弱となっている

ため、建設企業の経営の効率化に向けた自助努力とともに、小規模企

業の企業合併・連携を推進し、経営基盤の強化をめざします。 

 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．経営の効率化                                
○原価管理の徹底等経費削減 

原価管理においてもマネジメントの視点を盛り込み、予算設定→目標原価率設定→施工中

の月次・週次損益の把握→変更協議への積極対応→竣工後の振返り→歩掛りの見直しなどの

サイクルを確実に実施できるよう取り組み、原価管理の徹底など経費の削減に積極的に取り

組みます。 

また、棚卸資産の削減、前払金制度の活用、地域建設業経営強化融資制度（下請セーフテ

ィネット債務保証制度）の活用、売掛金・買掛金のバランスコントロール、遊休資産の処分

などを行い、キャッシュフローの改善に取り組みます。 

 

○職員の多能工化 

建設投資の減少を考慮すると、技術者・技能者が単一職種の作業のみを行うことは非効率

であることから、多能工化についての調査研究を行うとともに、その実施により生産性向上

を図ります。 

 

２．経営相談・各種融資制度の活用・支援                     
◎経営相談の活用・支援 

中小・中堅企業の新事業展開、事業継承、企業再編・廃業などの建設企業が抱える経営上

の課題を広く受け付けるため設置された「経営戦略相談窓口」を利用するとともに、各分野

の専門家から構成される「建設経営戦略アドバイザー」によるアドバイスを国と連携して実

施します。（建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業・国） 

また、新たに県において関係機関と連携しながら、地域の建設企業が抱える課題等に対し

て専門家の診断・助言を行うとともに、経営基盤の確立を図るために専門家を派遣するなど、

問題解決に向けて支援を行います。 

 

◎各種融資制度の活用・支援 

建設投資の減少や競争が激化する中、建設企業の経営の安定化や経営基盤の強化等は重要

性を増しています。このため、必要な事業資金について、各種融資制度や保証制度の周知を

図り、資金調達の円滑化を推進します。 

 

３．企業合併・連携の推進                            
◎企業合併・連携への優遇 

経営の効率化及び経営基盤の強化等のため、小規模企業の企業合併･連携により経営力強化

に取り組む企業について、入札制度において優遇措置を検討し、実施します。 

 

◎経常建設ＪＶ制度の運用 

中小建設企業が継続的な協業関係を確保して入札に参加する経常建設ＪＶ制度の運用によ

り、企業の経営力、施工力の強化を図るとともに、入札制度における優遇措置を検討し、実

施します。 
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４．入札契約制度の改善                             
●入札参加資格者の区分である格付けの見直し 

建設業が過剰供給構造、過当競争にあるなか、需給バランスを考慮しつつ、入札参加資格

者の区分である格付け基準の点数と入札参加可能範囲を見直します。 

 

●適切な積算による入札 

入札参加者が適切な見積ができるように、発注者積算の諸条件を明確に示した発注者積算

参考資料を公表します。 

適切な見積を行うことなく入札に参加する企業もいることから、入札時に提出する工事費

内訳書について明細書の提出を義務付けて審査を強化することにより、建設企業における適

切な見積による入札参加を促します。 

また、予定価格の事前公表により適切な見積を行わずに入札を行った建設企業が受注する

といった弊害も指摘されていることから、予定価格の公表時期についても検証していきます。 

   

   

   

取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．経営の効率化 

原価管理の徹底等経費削減 建設業界 検討・実施 

   

 

 

職員の多能工化 建設業界 検討 実施 

  

 

 

２．経営相談・各種融資制度の活用・支援 

経営相談の活用・支援 
三重県・ 

建設業界 
実施(相談会) 

   

 

 

各種融資制度の活用・支援 
三重県・ 

建設業界 
周知・活用 

   

 

 

３．企業合併・連携の推進 

企業合併・連携への優遇 
三重県・ 

建設業界 
検討(制度) 実施 

  

 

 

経常建設ＪＶ制度の運用 
三重県・ 

建設業界 
検討(制度) 実施 

  

 

 

４．入札契約制度の改善 

入札参加資格者の区分である 

格付けの見直し 
三重県 検討 周知 実施 

 

 

 

適切な積算による入札 三重県 

実施(積算参考資料) 

   

検討・実施 
(工事費内訳書) 

   

 

検証(公表時期) 

   

 

     は継続実施 
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三重県建設産業活性化プラン・取組 

キーワード 経営力 

取 組 ８ 新分野進出による経営多角化 

め ざ す 姿 

建設業は過剰供給構造の状況にあり、経営基盤が脆弱となっている

ことから、林業や農業等の分野への事業展開など経営多角化に取り組

むことにより経営力の強化をめざします。 

 

 

取組項目  ○は建設業界、●は三重県、◎は両者が共に取り組む項目 

１．新分野進出の支援制度・体制の整備                      
◎経営相談指導や販路開拓の支援 

建設市場において成長が見込まれる分野としては、維持管理・リフォームがあり、また、

指定管理者制度による施設の管理等に建設企業が参加することなども考えられますが、建設

企業には必ずしも新事業展開に向けたノウハウが十分に蓄積されていない現状があります。 

こうした経営の多角化を支援するために、関係機関等と連携を図りながら、相談会を開催

し、さらに専門家を派遣するなどして、経営力の強化に取り組みます。 

また、新分野進出企業のアンケート調査等では、参入よりも参入後の販路開拓などに苦労

している事例が多いことから、販路開拓の相談なども支援していきます。 

 

◎各種分野への参入・支援 

①林業分野においては、建設企業の新規参入を促進するための林建連携の取組を実施しま

す。 

・建設企業を対象に作業路の開設等に関する研修を実施し、建設業の林業への新規参入

を促進します。 

・中山間等を中心とした建設企業を対象に実施した、林業への参入経験や参入に対する

関心等のアンケートについて、追跡調査を行い、その後訪問や聞き取り調査により内

容を分析し、新規参入の促進を図ります。 

・各地域の森林組合等林業事業体と建設企業による林建協働協議会を開催し、建設業の

林業への新規参入について働きかけを行います。 

 

②農業分野においては、農業者の高齢化に伴い担い手不足が深刻化していることから、関

係機関の連携強化とこれらの活動の体系化を図り、就農希望者への情報発信、就農支援

活動などを実施し、新たな担い手として建設企業を始めとする企業に対する農業参入の

促進・支援を行います。 

また、（財）三重県農林水産支援センターに開設している総合相談窓口において、企

業の参入・就農についてのニーズや計画にあわせて、就農から営農定着までの一貫した

支援に取り組みます。 

 

③福祉分野においては、高齢化社会の進展に伴い市場は拡大していることから、介護・福

祉分野への進出について相談に応じ、内容によって専門家を派遣するなどの支援を行い

ます。 

 

２．助成金等の活用促進                             

◎新分野進出等経営多角化 

新分野進出に関する各種助成・支援策について、その周知を図るとともに、これらを活用

して経営の多角化を支援します。 

①経営革新支援等 

中小企業が、他とは異なる高付加価値の商品・サービスの開発や提供、新たな生産方

式・サービスの提供方式の導入などに取り組むことで、経営の革新・向上を図る場合に、

気運醸成から計画作成を支援し、目標達成のためのフォローを行います。 
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②新商品・新技術の研究開発支援等 

中小企業が自らの経営戦略に基づいて取り組む、新商品・新技術等の研究開発等を支援

していきます。 

③第２創業支援等 

中小企業の新分野進出（第２創業）を進めるため、経営人材の育成やビジネスプランの

実現を支援します。 

④新規ビジネスの創出支援等 

「みえ地域コミュニティ応援ファンド」及び「みえ農商工連携推進ファンド」を活用し、

地域課題の解決や地域資源を活用した新たなビジネスの創出に支援を行います。 

⑤健康、環境分野等への進出に向けた支援 

新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に該当する事業への

新分野進出（創業、異業種への進出）をめざすため、中小企業事業主が、知事による改

善計画の認定を受け、その改善計画に基づき、新分野進出に必要な中小企業者の経営基

盤の強化に資する人材を新たに雇い入れた場合に、中小企業基盤人材確保助成金（厚生

労働省の助成金）により支援します。 

⑥経営革新関連保証の活用による支援〔実施者：三重県信用保証協会〕 

知事の認定を受けた経営革新計画に基づき、新たな商品の開発又は生産、新たな役務の

開発又は提供等の事業活動を行うことにより経営革新を図る建設企業に対し、信用保証

を行うことで支援します。 

      

      

      

取組スケジュール 

項  目 取組者 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 

１．新分野進出の支援制度・体制の整備 

経営指導や販路開拓の支援 
三重県・ 

建設業界 
実施(相談会) 

   

 

 

各種分野への参入・支援 
三重県・ 

建設業界 

林業参入実施(林建連携) 

   

 

 

農業参入実施(支援) 

   

 

 

福祉参入実施(支援) 

   

 

 

２．助成金等の活用促進 

新分野進出等経営多角化 
三重県・ 

建設業界 
周知・活用 

   

 

 

 

 

    は継続実施 
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［資料編］ 
 

１．三重県建設産業活性化プラン検討会議 
 
（１）設置要領 
 
（設置） 
第１条 三重県の地域における建設業のあるべき姿を実現するための施策をま

とめた「三重県建設産業活性化プラン」（以下「プラン」という。）を策定する

にあたり、有識者で構成する「三重県建設産業活性化プラン検討会議」（以下

「会議」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 会議は、プランの策定に関する事項について、意見を述べるものとする。 

 
（委員の委嘱、任期） 
第３条 委員は、優れた見識を有する者のうちから、知事が委嘱する。 
２ 前項の規定に関わらず、会議が必要と判断した場合においては臨時的に第三

者を委員とすることができる。 
３ 委員の任期は、会議解散時までとする。 
４ 委員は、その職務を遂行するにあたっては公正不偏の立場で検討・議論をし

なければならない。 
 
（委員長） 
第５条 会議に委員長をおき、委員の互選により定める。 
２ 委員長は、会議を代表し、会議を総括する。 

 
（会議） 
第６条 会議は、必要に応じて知事が招集し開催する。 

 
（庶務） 
第７条 会議の庶務は、県土整備部建設業室が行う。 

 
（その他） 
第８条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、知事が

別に定めるものとする。 
 
   附 則 
    １ この要領は、平成２３年６月１５日から施行する。 
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別表 三重県建設産業活性化プラン検討会議 委員名簿 
所  属 分  野 委員職氏名 

国立大学法人 三重大学 学識経験者（経済政策） 名誉教授 渡邉悌爾 

（株）百五経済研究所 シンクタンク 
経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 

主任研究員 
川北晃二 

東日本建設業保証（株） 保証会社 三重支店長 遠山憲幸 

三重県信用保証協会 金融 専務理事 辻村正彰 

財団法人 

三重県産業支援センター 
経営、人材育成 常務理事 片山良夫 

三重県中小企業団体中央会 経営 事務局長 伊藤良夫 

三重県森林組合連合会 林業 代表理事長 青木民夫 

財団法人 

三重県農林水産支援センター 
農業 常務理事 芝田充弘 

三重県建設業協会 建設業関係 会長 山下 晃 

三重県 行政 県土整備部長 北川貴志 

 

 

 

（２）開催状況 

 

第 1回 平成２３年８月２５日 

第 2回 平成２４年２月 ９日 

 




