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道路建設業中期ビジョン2015

１．  は じ め に
　日本道路建設業協会（以下、「協会」）は、終戦 
直後の 1945 年 11 月、廃墟の中から「日本の再
建は道路網の構築に如かず」の理念を掲げ、荒
廃した国土の復興、その後の高度経済成長を全
力で支え、安全で安心できる快適な社会の実現
に尽力してきた。
　協会設立時の綱領には、①道路建設は戦災都
市復興、根本的国土計画の先駆にして、我々道
路建設業者はその重要性と公共性を深く認識し
てその重大使命を果たすべく技術、能力を琢磨
し、品位を向上し、信用を確保し、以て世の負
託に応えんとする。②道路建設事業は我国政治、
文化、経済等、凡ゆる国民生活向上の先行的事
業たるに鑑み、弘く世にその重要性を周知宣伝
し、道路建設を促進、道路網の整備により資源
の利用及び産業の開発に寄与すべく、その前衛
として道路報国に全力を傾注する。とある。
　戦後 70 年、時代は大きく変わろうとしている。
社会に必要不可欠な道路の整備・管理の一端を
担い、災害時には真っ先に駆けつけ、現場の復
旧・復興にあたる使命を持つ道路建設業が、厳
しい財政状況下、人口減少・高齢化社会の中で、
未来に希望を持って、女性・若者・高齢者が一
緒に楽しく働ける明るい産業に脱皮していくた
め何をなすべきか、今一度、設立当初の理念を
思い起こしてビジョンを取りまとめた。
　3 つの主要な提案とともに５つの理念・目標
を掲げ、11 のテーマ別に協会会員が実行すべき

事項と、関係機関ならびに関係者にご支援を賜
りたい事項を整理した。
　なお、中期ビジョンの目標年は、当面の 10 ～
15年程度とした。以下に主要ポイントを紹介する。

２．  安定成長社会の実現のための３つの
提案

（1） ＧＤＰ、10 年で 600 兆円を実現

　ビジョンを作るにあたっての将来の日本の経
済社会について、長期にわたるデフレ経済から
脱却し、安定的な成長社会を目指すことが少子
高齢化をはじめ様々な困難な課題を解決するう
えでも欠かせないことであり、毎年 2 ～ 3％の
実質成長を実現し、ここ 20 年来 500 兆円台に
とどまる GDP を 10 年後には 600 兆円としてい
くことを前提として宣言させていただいた。

（2） 新しい時代に相応しい道路の質的改造

　道路整備も「量の時代」から「質の時代」と
言われて久しいが、都市のコンパクト化や高齢
化社会におけるモビリティーの確保を図りつつ
地方の活性化を実現するためには、目覚ましく
進歩する ICT 技術を活用した、新しい時代に相
応しい道路交通社会に進化していかねばならな
い。賢く道路を使いこなすためにも、道路のソ
フト・ハード両面にわたる質的な改造を推進し
ていくことを提案する。

（3）  社会資本投資を 10 年で 3 割増を提案

　ここ十数年にわたる公共事業費の削減を受け
て、社会資本ストックの老朽化、疲弊が着実に
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進むとともに、それらを支えてきた道路建設産
業界の高齢化・疲弊も一段と進んでいる。日本
の活力を取り戻し安定的な成長社会を実現する
ためには、社会資本の根幹である道路などへの
投資が必要であり、毎年 3% 程度の伸びは不可
欠であり、10 年で 3 割程度の増加を提案する。

３．5 つの理念・目標
（1）戦略的道路舗装システムの確立

　道路舗装の科学的管理は、道路先進国の米国
をはじめとする欧米はもとより、アジア諸国で
も実践されてきている。
　また、インフラ施設を保有もしくは管理する
組織が、様々なリスクに対応しつつ、効果的、
効率的に管理運営を行うための、「原則、要求
事項、ガイドライン」を規定したアセットマネ
ジメント ISO55000s の世界的標準化が進行して
いる。
　日本でも、再度、舗装の科学的管理による高
い舗装サービスパフォーマンスの実現と、ライ
フサイクルコストの低減を両立させなければな
らない。また、海外へのインフラ輸出の観点か
らも、わが国の維持管理システムや技術を再構
築する必要がある。
　“道路とは、効率的に維持されぬ限り、消耗の
激しい資産であり、今日の支出を延ばすことが、
明日のはるかに大きな支出につながるものであ
る。”と英国で発表され（Marshall Report､1970
年）、以後、世界の先進諸国では道路舗装管理
システムの開発運用が積極的に行われてきた。
　米国の州でも議会に道路補修計画を諮

はか

る必要
があり、10 数年前であったが、路線別、箇所別
の老朽化度合いと補修優先度を整理していた。
また、要補修箇所でも、予算的に対応できない
場合には、現地に注意喚起の標識設置するなど
科学的・合理的な管理システムが構築されてい
た。
　以上のことからも、国レベルの道路舗装デー

タベースの整備と、それに基づく計画的な予防
修繕の舗装管理システムを早急に確立すべきと
きと考え、官民共同して戦略的道路舗装システ
ムを構築することを目標に掲げた。

（2）道路のトータルマネージャーを目指して

　道路建設業は、社会の基幹インフラを扱う中
軸産業である。産業の栄枯盛衰は世の常である
が、人と物のモビリティーを扱う道路産業は、
いつの時代にも不易な産業である。
　また、災害時の道路啓開や救急・救命活動の
ための緊急道路の応急復旧や、復興活動を支え
る地域防災の中核産業であり、全国に 1,000 を
超える合材工場は、地域に根ざす防災資材の重
要拠点である。
　道路建設産業をさらに発展させるため、従来
実施していた事業範囲をさらに広げ、道路の点
検・診断・整備改修計画の立案・実施まで一括
して実施して責任を持つ、総合的なトータルマ
ネージャーとしての役割を担い、道路マネジメ
ント産業に進化させていくことを目標とした。

（3）若者が一生を託せる産業に

　今回ビジョンの最大のテーマである。産業と
しては社会に不可欠な事業であっても、そこに
働く人たちが生き甲斐や誇りを感じ、安心して
働けるようにならなければ、将来を担う若者が
希望を持ってこの産業に入ってこない。
　若者・女性に愛され、生涯を託せる産業にす
るために、道路建設企業のブランド価値の向上
を図らなければならない。創造的な事業活動と
ともに社会貢献している実感、働きがいが感じ
られ、休日の取得や現場の環境を含めた労働環
境や仕事に見合った報酬などの改善を図ること
が大切である。
　また、コンプライアンスを含めた社会的評価
の向上や適正な利潤の確保と安定した経営が極
めて重要である。このため、これらの抜本的改
革を行い、若者が一生を託せる産業を目指すこ
ととした。
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（4）生産性の向上が建設業の活力復活の源泉

　建設業に働く技術者 ･ 技能者の処遇を改善し、
労働環境を改善するためには，他産業に負けな
い生産性の向上が不可欠である。現場条件 ･ 周
辺環境などの異なる多様な条件下での個別注文
生産ではあるが、ICT の導入など更なる効率化
が重要である。生産性が 1990 年代に比べ大幅
に低下している。他の製造業並みにアップする
ため、施工時期の平準化とロットの拡大、施工
の効率化、技術開発などによって、10 年で生産
性を 5 割アップさせることを目標とした。

（5）道路建設技術 ･ 管理技術の開発と展開

　道路舗装は成熟分野ではあるが、より良い品
質・性能を求めて新素材（舗装材料）の開発や
効率的で施工精度の高い施工技術の開発・改善、
良好なサービスを維持する補修技術などの技術
開発が必要である。
　受注産業である、道路建設業の技術開発を促
すには、技術開発の方向に対する発注者と企業
との共通のコンセンサスが必要である。
　また、企業の技術開発のインセンティブを高
めるには、開発した技術が受注につながり、技
術力の高い企業が優先して施工できるような入
札契約制度の積極的な運用が必要である。
　革新的な舗装新技術の開発、普及を推進する
ためには、官民力を合わせて、試験フィールド
を含む共同研究・試験施工などを計画的に実施
することや長寿命舗装（20 ～ 30 年以上）につ
いて、表彰制度を設け、長寿命舗装技術の開発
の促進と舗装業界に対する社会的な認知を図る
ことを目標とした。

４．  テーマ別ビジョンの概要
　テーマ別に 11 の章に分けて記載している。
事業の継続性 ･ 安定性や担い手の確保にとっ
て、国民に道路建設業の役割や使命を理解して
いただくことが極めて重要であり、最初に「道
路建設業の使命」を、次に事業量と人口の推計

から事業の継続性に関する課題を検証するため
に「事業の継続性と安定した企業経営」を、以
下に「メンテナンス時代の戦略的管理」「担い
手確保 ･ 育成」「生産性の向上」の章を。その
後に個別の重要テーマ「事業領域の拡大」「道
路工事の安全対策」「環境を重視した人に優し
い社会の実現」「災害への対応力と地域防災力
の強化」「海外進出」「オリンピック・パラリン
ピック」について記載した。

１章　道路建設業の使命

【豊かで安全・安心な国土形成への貢献】

　今後、本格的な人口減少社会を迎え、また巨
大災害が懸念される中、高度な道路建設・管理
技術を活かし、安全 ･ 安心で快適かつ効率的な
国土を形成し、豊かで潤いのある国民生活の実
現に積極的に貢献していく。
　また、ミッシングリンクの整備など、道路ネ
ットワークの強化とその機能の維持・充実や無
電柱化の推進のため、より効率的な技術開発を
積極的進める。また、災害発生時の道路啓開や
復旧活動などへの対応力を強化するとともに、
災害時の地域防災力を高めるための地域活動に
積極的に参加する。

【コンプライアンスと社会的責任】

　道路建設産業が健全に発展していくために
は、社会的責任を果たすことが基本である。コ
ンプライアンスを徹底し、不正を徹底的に排除
するための内部統制システムを最適化し、確実
に機能するように改めていく。
　協会は、各地の「道の駅」に、AED（自動体
外式除細動器）を寄贈し、東南海地震による被
災が危惧される地方の「道の駅」に「発動発電機」
を寄贈している。
　東日本大震災の発生時には、震災発生直後に
災害対策本部を設置し、東北地方整備局の要請
を受けて、散水車や給水車、生活物資などを提
供した。さらに、テントおよび仮設トイレなど
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の資機材や生活物資を被災地に送るなどの支援
を行った。今後も、地域に根ざした活動を継続
し、道路建設業が真に必要な産業であることを
利用者である国民に訴えていく。

【舗装事業の見える化】

　事業の各段階で、「事業の見える化」を進める。
着工前・施工途中における近隣住民との対話、
現場見学会などのコミュニケーションをさらに
深化させ、各社のホームページの充実やテレビ
番組やコマーシャルなど、多様な媒体を用いた
情報発信を積極的かつ継続的に実施していく。

２章　事業の継続性と安定した企業経営

【事業量の見通し】

　わが国の公共事業は、十数年にわたる削減に
より対 GDP 比においても欧米諸国と同程度と
なった。この間のデフレの影響で、社会資本投
資が 20 年前と比べ諸外国の中で、唯一、減額
となっている。

図－ 1　国の公的固定社会資本形成費の推移

図ー 2　一般会計歳出の主要経費予算額推移

　公共事業の削減、建設投資の減少は、国内の
有効需要を減らし、生産が需要を上回る需給ギ
ャップを拡大し、デフレ経済の長期化を招いた
という指摘もある。今後、安全・安心で効率的
な国土を形成していくためには、社会資本整備
費を計画的かつ効率的に増額・確保していくこ
とが極めて重要である。また、道路建設業にと
っては中長期的な事業量の見通しが継続的・安
定的な企業経営に不可欠であり、中長期の道路
整備・補修計画の策定を強く要請する。

【人材の確保育成】

　人口減少社会の到来で、人材の確保は道路建
設業のみならず他産業においても重要な課題と
なっており、道路建設業が他産業と比較して魅
力があり、やりがいのある職業であり、女性にも
選択されるようになることが求められている。
　このため、道路建設業の魅力を高めるための
処遇改善、教育プログラムの充実と人材育成、
就労環境の改善などの取り組みを早急に進め、
担い手を確保 ･ 育成することが最大の課題であ
る。

３章　メンテナンス時代の戦略的道路管理

【予算と補修サイクル】

　舗装補修費は、平成 20 年度頃まで減少傾向
を続け、特に直轄国道は大幅に減少している。

 図－ 3　道路種別補修費の推移

　ここ数年は、その減少傾向に歯止めがかかり
つつあるように見える。一方で、舗装事業費に
占める補修費の割合は、直轄国道を除き極めて
高く、近年 80% 前後に達している。
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図ー 4　舗装補修費の比率

　舗装済み道路延長を年間の補修延長で除算し
求めた推定の補修サイクルは、年々長くなり、
現在では、補助国道および都道府県道では 30 
年に 1 回までの頻度に、直轄国道においては 60 
年を超え、補助国道・都道府県道以下の水準に
なっている。
　交通量や重車両の多さといった交通の質と量
の観点からも、また、提供するサービススピー
ドの観点からも憂慮すべき状況にある。さらに
は、路面サービスの低下とともに、路面の異常
による管理瑕

か し

疵事故が急激に増加している。
　ちなみに米国では、道路種別により補修サイク
ルを 8 年に 1 回（州際道路）、12 年に 1 回（州道）
と定め、管理行っている事例も報告されている。

図ー 6　管理瑕疵件数の推移

　これらの状況を踏まえれば、わが国も適切な
舗装マネジメントの下、必要な予算を確保し、
効率的・効果的な道路舗装の維持管理を進めて
いくことが極めて重要である。

【道路規格に見合ったサービス水準・指標など】

　高速道路から生活道路まで、道路の機能や役
割には大きな差異がある。その置かれた地域、
沿道状況、利用する交通の質と量などにより求
められるサービスの項目や水準は異なってくる。
　幹線道路は、国内の主要な輸送を分担するこ
とからトラックなど大型車が交通量の多くを占
める。このような物流を担う道路は、市場に所
定の時間で到着するために、高速性や定時制が
強く求められ、荷痛みの観点からは、より高い

道路の平坦性が求められる。
さらに、路面に対しても高い
性能が要求される。これらに
しっかり対応するためには、
道路の規格に合わせたサービ
ス水準を決定し、その指標を
明確にし、サービス水準を担
保するための道路管理基準を
定めなければならない。
　また、道路の損傷状況など
を適切な時期に点検・調査し、
適切な時期に補修することが
求められる。
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図ー 5　舗装済み道路延長と補修サイクル
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　このため、交通量、大型車交通量の割合、道
路の幾何的要素など、道路種別、路線特性など
に応じたサービス水準や目標を官民協力して決
定することを提案する。

【舗装データベースの共同開発】

　厳しい財政制約下で膨大な舗装施設を適切に
管理するためには、合理的管理システムが不可
欠であり、官民協力してデータの収集 ･ 管理 ･
活用を図るシステムを構築するとともに、点検・
調査やマネジメント手法について改善・提案を
行っていく。

【管理を考慮した道路構造への転換】

　将来の補修の効率化、安全性の向上のため、
路肩の拡幅などメンテナンスの容易な道路構造
への転換を提案する。

【インフラメンテナンス産業の創出】

　舗装の長寿命化やライフサイクルコストの縮
減に寄与する技術開発など管理コスト低減に寄
与する補修関連の技術開発を推進するとともに、
道路付属物などを含む道路空間全体をマネジメ
ントする総合的メンテナンス産業を創出する。

【専門家資格の認定と舗装診断士資格の創設】

　舗装は、アスファルト、コンクリートなどの
材料の違い、土工部や橋梁部といった施工場所
に応じて必要な施工方法や各種材料の性状の判
断が異なるため、しっかりした技術力と経験が
必要である。
　アスファルト混合物（以下、「合材」）の性状
判断、季節・天候の影響、合材工場からの距離
に応じた綿密な温度管理や工程管理など、適切
な状況判断ができないと長期的な品質の保証が
できない、極めて専門性の高い分野である。
　このため、舗装に関する唯一の専門家資格で
ある舗装施工管理技術者資格を、国として認定
するよう要請する。
　また、舗装施工管理技術者資格を、公共工事
における技術者配置要件として、適用範囲の拡
大を要請する。

　一方、点検・診断には、評価・分析を適正に
できる経験豊富な技術者が必要不可欠である。
舗装施工管理技術者に加え、新たに舗装診断士
資格の創設を提案する。

４章　担い手の確保・育成

【道路建設業の魅力発信】

　人口減少・高齢化が進む中、若年層の取り込
みが各産業間で一層厳しくなることが想定さ
れ、道路建設業の活力ある存続のためには、新
たな人材を積極的に確保していくことが大きな
課題である。そのためには、本産業の就労環境
の改善をはじめ、産業として魅力を高めるとと
もに、その重要性や役割を広く国民一般に発信
していく。
　道路建設業は、道路の整備・管理という通常
事業に加え、災害発生時の緊急道路復旧や雪国
の道路除雪にも対応している。防災・減災、国
土強靱化といった国の施策に貢献し、国民生活
の向上に貢献する重要な産業であることを国民
に理解してもらい、評価していただく。そのた
めに道路建設業の重要な役割や魅力を、産官学
の連携や教育現場とのコラボレーションなどの
多様な手段を駆使して根気よく情報発信する。

図ー 7　道路建設業の魅力発信のコンテンツ

【就労環境の改善】

① 完全週休 2 日制の達成

　現状を見るとはなはだ厳しい状況にあるが、
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完全週休 2 日制の達成を目指し、現場の土曜閉
所や経年的な年間休日日数の増加について啓蒙
を図ると同時に、永年勤続休暇、計画年休付与、
半日休日付与、フレックスタイムなどの多様な
休暇・就業制度の導入を進める。

 図－ 8　工事部門の土曜閉所率

　工事現場の土曜閉所が進んでいない実態を踏
まえ、第１ステップとして、道路建設業におい
て統一閉所日と設定している第 2 土曜日の閉所
活動を強力に推進する。
　併せて、適切な工事原価 ･ 工期設定の見直し
による施工時期の平準化を強く要請する。
② 建設技能労働者賃金の年収 3 割アップ

　平成 25 年度賃金構造基本統計調査結果によ
れば、建設業男性生産労働者の年収（395 万円）
に対し、製造業男性生産労働者の年収（445 万円）
は 1.13 倍、全産業男性労働者の年収（524 万円）
は 1.33 倍となっている。建設技能労働者賃金の
年収 3 割アップ（全産業男性労働者の平均水準）
を目指し、仕事に見合った適切な賃金水準の確
保に取り組む。

 図ー 9　建設技能労働者の労務賃金の推移

③ 社会保険への加入促進

　すべての下請会社の社会保険 100％加入を目
指して、対策を推進する。

【女性の活躍推進】

① 女性技術者・技能者の 5 年以内倍増

　生産年齢人口が減少していく中で、人材確保・
育成策の柱の 1 つとして、女性技術者 ･ 技能者
を 5 年以内に倍増することを目指し、道路建設
業を挙げて女性を積極的に受け入れるという強
い姿勢を、明確なトップメッセージとして発信す
るとともに、目標や行動指針を具体的に設定する。
②   子育てや保育を支援するサポート制度の　　

導入・活用

　ライフステージに応じた柔軟な働き方を支援す
るため、産休制度、育休制度、子供の看護休暇
制度、短時間勤務制度、育児期間に利用できるフ
レックスタイム制度、妊娠・育児中の一時的な配
置転換制度、産休・育休などによる一時離職後の
職場復帰のサポート制度、女性にハンディとなら
ない人事評価制度などを導入・活用する。
③ 工事現場の環境改善

　女性が安心して働ける職場環境を提供するた
め、現場のトイレ ･ 更衣室などの整備、長時間
労働の縮減、計画的な休暇取得、ワーク・ライフ・
バランスへの理解促進など、工事現場の受け入
れ体制をハード・ソフト両面から充実する。
④ 女性活躍の情報発信

　活躍する女性・若手の姿、現場の声などの情
報を一元的に発信するサイトを創設するなど、
女性の活躍を支える地域ネットワークの取り組
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出所：道路建設産業労働組合協議会「2014年6月土曜閉所運動アンケート結果」
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 （単位：人、％）

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率

25歳以下 1,087 18 1.6% 215 134 38.4% 1,302 152 10.5%

26～30歳 786 16 2.0% 191 121 38.8% 977 137 12.3%

31～35歳 741 3 0.4% 119 121 50.4% 860 124 12.6%

36～40歳 1,533 8 0.5% 228 142 38.4% 1,761 150 7.8%

41～45歳 1,831 9 0.5% 549 193 26.0% 2,380 202 7.8%

46～50歳 1,362 2 0.1% 474 117 19.8% 1,836 119 6.1%

51～55歳 1,217 2 0.2% 345 88 20.3% 1,562 90 5.4%

56～60歳 1,128 0 0.0% 410 63 13.3% 1,538 63 3.9%

61歳以上 731 0 0.0% 354 16 4.3% 1,085 16 1.5%

計 10,416 58 0.6% 2,885 995 25.6% 13,301 1,053 7.3%

出所：日本道路建設業協会「会員19社の女性在職状況調査結果」

全　体事務職技術職・技能職

　※道路建設産業における女性比率は、事務職で２５．６％を占めるが、技術職・技能職では０．６％にとどまる。
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（対建設業１．３３倍）

（対建設業１．１３倍）

（建設業１．００）
建設業 男性生産労働者

全産業 男性労働者

製造業 男性生産労働者

表ー 1　道路建設業の女性技術者・技能者の現状
（会員 19 社の平成 26 年度期首）



63道路建設　27／ 11

みを支援し、地域の道路建設業で働く女性向け
に独自の情報を発信する。

【若手の早期活躍】

① 若手技術者・技能者の育成充実

　OJT 教育に加え、入社後の年次に応じたスキ
ルアップ研修、経験豊富な高齢者を活用した若
手への教育指導や技術の継承・伝承、舗装施工
管理技術者資格の取得など、若手技術者・技能
者の能力向上のための教育システムを充実する。
② 若手の早期登用とキャリアに応じた処遇

　若手の技術者 ･ 技能者に能力を発揮する場を
分け隔てなく与え、優秀な若手を中核的な技術
者・技能者として早期登用する。また、若手技
術者の配置や実績要件の緩和を取り入れた工事
発注や監理技術者などの個人評価のウェイトを
下げた評価制度など、早期登用が可能な契約制
度への改善を要請する。

図－ 10　建設業における若年入職者の減少（入職率の低下）

③ 大学への舗装の寄附講座の開設検討

　土木教育現場の減少を踏まえ、将来の社会基
盤整備を担う土木系の学生の育成を図るため、
大学で道路舗装などを学ぶ機会を提供する寄附
講座の開設を検討する。

【高齢者の活躍】

① 高齢者の特性に対応した職場環境の整備

　高齢者は豊富な経験や知識を有し、道路建設
業の重要な担い手であるが、身体機能や体力、
就業に対する考え方の面で個人差がある。
　高齢者の健康、体力や就業ニーズを的確に把

握し、短時間勤務や短日数勤務などの柔軟な勤
務形態や身体能力に応じた作業分担、屋外作業
や重労働の負担を軽減する作業方法の開発やサ
ポート器具の導入など、高齢者の特性に対応し
た職場環境の整備を推進する。
② 高齢者の豊富な経験や知識の承継

　高齢者には、現場の戦力としての活躍だけで
なく、舗装に関する専門性の高い知識や技能を
若手に承継していく、指導・教育者としての活
躍を促進する。これに伴い、高齢者に対しても、
新しい機械や技術に対応できる技能を習得する
ための能力開発を継続するとともに、それまで
に培った技術・経験 ･ ノウハウの体系化や指導・
教育力の強化など、指導 ･ 教育者としての能力
開発を強化する。

【下請企業の人材確保・育成】

① 下請企業の人材確保の支援

　産業としてのイメージアップを図り、品質の
良い成果を提供し続けるため、元請企業は、下
請企業が行う若者向けの情報発信や工業高校な
どからのインターンシップ受け入れを支援する
など、下請企業の人材確保に向けた取り組みを
積極的に支援する。
　また、元請企業が将来世代（子供～学生）向
けに企画する現場見学会や出前講座を、下請企
業と共同して開催するなど、下請企業が体験学
習の場を通じて若者と接する機会を増やせるよ
う積極的に支援する。
② 下請企業の人材育成の充実

　元請企業は、下請企業の人材育成のため、下
請企業などで構成する協力会組織や安全衛生協
議会などを利用して、建設業法や労働安全衛生
法の勉強会、道路舗装技術の講習会、情報化施
工の現場実習を行うなど、下請企業の教育機会
の増大と教育内容の充実を図る。
　また、複数の企業や教育訓練機関などがネッ
トワークを形成し、企業間の OJT や OFF-JT
の共同企画、人材交流の実施など、元請企業が

 

443

5.7%

4.4%
4.9%

6.4%

5.3%

3.6%

2.4%
363

429

629

445

262

155

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

200

400

600

800

1,000

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

（％）（千人）

出所：建設経済研究所「建設就業者数の将来推計」
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連携して下請企業のスキルアップを図る、新た
な取り組みを促進する。

【外国人労働者への対応】

　わが国経済の発展や一層の国際化を図り、道
路建設業の海外進出を促進する観点から、専門
的・技術的分野の外国人労働者の受け入れを推
進する。
　ただし、いわゆる単純労働者の受け入れにつ
いては、国内労働市場への影響をはじめ、わが
国の経済社会と国民生活に多大な影響を与える
ことから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、
慎重に対応する。

５章　生産性の向上

【労働生産性の５割アップ】

　1990 年代当初、建設業の労働生産性は全産業
の平均を超えていたが、この 20 年間で全産業
平均の 6 割程度と大幅に低下している。この結
果、賃金の低下や就労環境の悪化により、就業
者数の減少や若者の業界離れといった負のスパ
イラルを招いてきた。
　労働環境を改善し、この循環を良い方向に回
転させるには、生産性の向上が最重要課題であ
り、業界はもとより発注者も含めて、この課題
に取り組む必要がある。
　労働生産性を全産業平均レベルまで引き上げ
るため、10 年で最低でも 5 割アップを目標とする。

図－ 11　労働生産性の推移

【現場の省力化・効率化と施工の平準化】

　社会資本整備の効率化に不可欠な生産性の向
上は、官民の役割を明確にして連携しながら推

進する必要がある。
　建設業の生産性を改善するためには当然のこ
とであるが、生産活動を行っている現場におい
て、ICT の活用などにより施工の省力化・効率
化、書類の簡素化を進める。なお、省力化・効
率化を強力に推進するためには、発注ロットの
大型化や施工時期の平準化が特に重要であり、
発注者に強く要請する。

図－ 12　平成 25 年度竣工工事における発注時期および竣工時期

【新技術・新工法の開発】

　現場だけで省力化を進めることは限界がある
ので、新技術・新工法の開発、活用を促進する
必要がある。しかし、建設業の研究費は他産業
に比べて極めて少ない。他産業と比較して研究
費が少ない理由は、新技術や新工法がなかなか
採用されないことと、研究費をかけなくても経
営が成り立つからである。
　しかし、その結果として、他産業と比較した
生産性の低さや、若い人から古い体質の業界で
あると思われ、入職者が減少するなどの弊害が
生じてきている。明るい未来のため、研究開発
投資を強化する。

 図ー 13　研究費対売上高比率の推移

出所：内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、

　　　　厚生労働省「毎月勤労統計調査」
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【施工体制・請負構造の改善】

　重層化構造による経費の増大は建設業者の利
益を圧迫するものであり、施工における責任も
不明確になる可能性があるので、施工力のある
下請け企業を選定し、行き過ぎた重層化を回避
するために、下請けは 2 次までを原則とし、施
工体制や請負構造の改善を図る。

６章　事業領域の拡大

　社会インフラの整備が新規建設から維持管理
へと移行し、さらには様々な社会情勢の変化を
想定すれば、事業量の大幅な拡大は望み得ない。
そのため、道路事業で培った技術やノウハウを
活用し、周辺分野や新規分野を慎重に見極めた
上で、事業領域を拡大していく必要がある。

【PPP ／ PFI、CM など川上領域に参画】

　公共建築物を主な対象として PFI 手法の活用
が進められてきたが、今後、道路・上下水道な
どの社会インフラ施設に活用の対象が拡大する
ことが見込まれる。
　公共インフラ整備に関する PPP ／ PFI、CM
など川上領域に進出し、設計業務、ならびに施
工業種の拡大に挑み、効率的かつ経済的なイン
フラ維持管理を推進し、自治体のホームドクター 
を目指す。
　官と民が真の意味でのパートナーとなるスキ
ームづくりに取り組む。

【インフラメンテナンス産業の創出】

　道路空間全般における路面維持補修に加え
て、上下水道･ガス･電気･通信などの地下埋設・
架空構造物および道路付帯構造物などのメンテ
ナンス分野への人材投入・育成や設備の投資を
行い、安全・工程・品質・経済的に優れた総合
的なメンテナンス企業を目指す。また、包括発
注による効率的な維持管理の導入を提案する。

【環境・エネルギー分野への進出】

　道路建設業は、環境に配慮しつつ新たな豊か
さを創出するため、地域社会の一員として、低

炭素社会の形成、循環型社会の構築、自然共生
社会の保全という、3 つの環境対策に取り組ん
でいる。なお、舗装自体の CO2 対策としての中
温化合材の活用については後ほど述べる。
① 低炭素社会の形成

　太陽光発電、バイオマス燃料などの再生可能
エネルギーに対する事業化を図り、自立分散型
エネルギー供給体制として、アスファルト合材
工場などにおける自然エネルギーの採用に積極
的に取り組む。

図ー 14　わが国の再生エネルギー導入割合

　また、これらの取り組みに加え、道路空間を
有効利用した自然エネルギーの活用、歩行者・
車両の振動エネルギーによる電気エネルギーの
創出など、道路空間を積極的活用し、新しいエ
ネルギーを創出することを提案する。
② 土壌汚染・地下水汚染対策

　重金属類などの土壌汚染対策や、揮発性有機
化合物（VOC）汚染対策、油汚染対策などの土
壌汚染対策を一層強力に推進し、プラント事業
地・工場跡地などの浄化工事に取り組む。廃棄
物処理に伴う環境への負荷を低減して自然共生
社会の保全につなげていくことで、循環型社会
の定着が実感できるよう取り組む。

【農業などの異業種分野と連携】

　我々が培ってきた技術力・経験・ノウハウを
活用して、農業などの異業種分野と連携し、事
業領域の拡大を図る。

出所：資源エネルギー庁　「相互資源エネルギー調査会資料」
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７章　道路工事の安全対策

　道路工事における事故は、近年大幅に減少し
てきているが、他産業に比べて事故が多く危険
な職場と認識されている。中でも夜間工事や現
道上工事が多く、新たな担い手が躊躇する大き
な原因の一つとなっている。安全で魅力ある産
業にしていくために、抜本的な対策を実施する。

【多発する車両・機械の事故対策】

　人間はミスをするという考えのもと、車両・
建設機械の安全装置（フェイルセーフ）の開発
採用を目指す。
　また、これらの対策のための事故対策費の積
算計上や建設機械メーカーへの更なる開発を要
請する。

 図ー 15　起因別労働災害発生件数推移

【現道でのもらい事故対策】

　通行車線を確保しながらのメンテナンス工事
は危険と隣り合わせで、もらい事故が突出して
多い工種である。工事車両と一般車両との接触
事故とともに、前方不注意や居眠り運転による
重大事故が発生する可能性がある。
① 道路規制先端の無人化

　道路規制の先端では、注意喚起のロボット化
や LED 電光掲示板の採用により無人化が進め
られてきた。走行車線に設置する体感マットや
通過車両を検知して音声発信による注意喚起技
術を駆使し、更なる無人化を目指す。
② 飛び込み事故回避装置の開発

　現道上の道路工事は、一般車との離隔がカラ

ーコーンひとつで区切られている。これまで監
視員による一般車監視によって、作業帯内に危
険を知らせる方法がとられてきた。これからは、
注意喚起のためのセンサー機器開発や飛び込み
が起こってもドライバーにも作業員にも優しい
クッション設備・分離柵設備などの開発を行う。
　なお、現場の特異条件に見合った安全対策費
用を積算上で配慮することを要請する。

 

図－ 16　工事ごとの災害事故の特色

【技術者・技能者不足に起因する事故対策】

① リスクアセスメントによる先取り教育

　道路建設業は他の建設業と同じく、現地一品
生産で作業に応じた協力会社が出入りする重層
構造である。人手不足により、未熟練工が知識
もなくいきなり現場に従事することが増えてい
る。自社技術者はもとより、協力会社技術者・
作業員に対してリスクアセスメントによる先取
り教育を採用し、リスクの大小による安全対応
策の選定や、短期で熟練作業員並みの安全知識
を身につけられる教育システム（新規入場教育
の充実・外部教育機関の利用）を構築する。
② 危険産業からの脱却とイメージアップ

　会員企業は、沿道住民に認められる安全管理
を行い、生活が便利になりつつある様子を現場
見学会や現場アピール活動を通して自信を持っ
て発信する。
③ 舗装技能士の創設

　道路建設業は、その作業の過酷さから 3K の

(一社)日本道路建設業協会　労働災害発生状況調査結果
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イメージを払拭できていない。作業員の社会的
地位向上、技能伝承、安全知識の吸収を目的に
舗装技能士の創設を提案する。職業訓練施設で
の教育や技能五輪に参加できるような種目が生
まれることで、道路建設業の認知、安全への認
識を高めていく。

【増加するライフライン損傷事故対策】

　ライフラインが集中する道路工事では、損傷
事故が後を絶たない。埋設管探査技術の採用や
情報化施工の促進で事故根絶を目指す。発注者
には埋設管の条件明示や試掘費用明確化を求め
る。埋設管の 3D データ化技術を提案する。

８章　環境を重視した人に優しい社会の実現

【地球温暖化への対応】

① 合材製造における CO２排出量削減

　道路建設業では、CO2 排出量のほとんどはア
スファルト合材などの製造に起因するが、通常
のアスファルト合材よりも製造温度を低減可能
な中温・常温合材によって燃料などの消費量を
抑えることで、合材製造時の CO2 排出量の削減
を進めていく。
　中温化合材は、2010 年にグリーン購入法に基
づく特定調達品目に追加されたが、通常のアス
ファルト合材よりもコスト高であることとが普
及の足かせとなっている。また、合材の 8 割弱
のシェアを占める再生合材の中温化は、グリー
ン購入法の適用外であることの影響も大きい。
このため、中温化合材の本格的な普及に向けて、
更なるコスト削減に取り組むとともに再生合材
への適用について検討を進める。
② 工事施工における CO２排出量削減

　中温化合材の導入は、舗設時間の短縮や早期
交通開放による工事渋滞の緩和などに大きな効
果が見込まれる。
　また、夏期のアスファルト舗装工事では作業
員が過酷な熱環境下での作業を行っているた
め、熱中症対策などの人的対策として、作業時

の熱環境を改善する効果もある。アスファルト
合材の中温化技術の活用などにより CO2 排出量
を削減し、低炭素化を推進する。
　そのため、グリーン購入法の特定調達費目で
ある中温化合材の使用推進を、全国レベルで拡
大することを要請する。

 図ー 17　道路建設業の CO ２排出量（推定）

【都市環境対策】

① ヒートアイランド対策

　近年、都市部を中心に顕在化しているヒート
アイランド対策として、水の気化熱を利用する
保水性舗装や太陽光を反射する遮熱性舗装は、
路面温度の上昇を抑制することで都市の熱環境
改善に寄与する。
　遮熱性舗装は、平成 21 年度をピークに減少
傾向にあり、地域圏別では首都圏が 70% と偏り、
他地域では普及が進んでいない。
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 図ー 18　遮熱性舗装施工面積（H14 年度～ H25 年度）

図ー 19　路面温度上昇が子供に与える影響
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　保水性舗装の例では、ベビーカーに乗った幼
児の高さに相当する 50cm の位置で、2℃程度の
気温低下が見込まれ、幼児に対しても優しい舗
装といえ、積極的な採用を要請する。

【循環型社会への対応】

　道路建設業の建設副産物の再資源化率は、ア
スファルトコンクリート塊で 99.5% と極めて高
い水準にあるが、今後も再生舗装技術をさらに
向上し、高い再資源化率を維持する。
　なお、高再生率の再生合材や他分野広域にわ
たる再生資源の適用範囲拡大を要請する。

【人に優しい沿道・道路空間づくり】

　急速に進む高齢化に対応したユニバーサルデ
ザインの導入推進や、景観・防災などの観点か
ら期待される無電柱化を効率的に進めるための
技術開発、低コスト化を推進する。

９章　災害への対応力と地域防災力の強化

　わが国は「関東大震災」から 92 年が経過し、
2011 年 3 月 11 日には国難と言われた「東日本
大震災」を経験した。東日本大震災では当協会
会員や、アスファルト合材製造工場も被災した
中で、昼夜を徹して復旧作業に対応したことは
記憶に新しい。
　今後は、「首都直下地震」「南海トラフ地震」「異
常な天然現象」の発生が懸念されており、道路
建設業としては災害時の対応力と地域防災力の
強化を図る。

【災害時の体制と対応力の強化】

① 災害発生時の行動指針策定

　「人命救助」のための救援、救助活動に必要
な輸送路の確保をはじめとする道路建設業の災
害発生時の行動指針を策定する。
② 迅速な出動と初動体制の確保

　災害協定に基づき迅速に出動するため、緊急
時に出動できる人材、機材、資材を把握してお
くことはもちろん、平時から緊急時の出動・行
動・安全訓練を実施するとともに、衛星電話回

線などを利用した緊急連絡網を整備する。
　現在の災害協定締結状況は、各地方整備局に
おいては 100％、高速道路各社とは北海道・沖
縄を除く各支部において締結済みである。
　各支部会員各社においても、国道事務所、都
道府県、市町村と災害協定を締結している企業も
みられ、また災害協定のほかに、降雪・凍結時の
除雪協定をも締結している企業もみられる。
　道路建設業を含む建設業関連の災害復旧に関
する協定は、近年増加傾向にあるが、それでも
71.3% で十分とはいえない。

 

図ー 20　企業などと災害協定を締結している市町村の割合

　課題は、各企業が複数の管理者と災害協定を
締結しているため、重複要請により十分機能し
ない事態が想定される。一定の地域ごとに優先
順位などを明確にして、復旧に混乱が生じるこ
とがないよう、また情報の共有化、伝達のスピ
ードアップを図るため地域単位での災害協定の
締結を提案する。
③ 災害時の復旧に関する契約方式のあり方

　先の東日本大震災を教訓として、発注者・受
注者の双方の被災までをも想定した緊急時の契
約方式が求められる。
　復旧においてはスピードが命である。災害時
に対応できる企業を迅速に評価し、契約までの
期間を短縮するなど弾力的な契約方式のあり方
の検討を要請する。
④ 合材供給の広域化と耐震機能強化工法の開発

　アスファルト合材工場の耐震化を進めるのは
もちろんであるが、自社工場の被災なども想定

は締結率の最低・最高を示す        ↓建設業は主にここ（道路建設業含む） 
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出所：消防庁「消防防災・震災対策現況調査」をもとにした内閣府作成資料
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し、非常事態に備えた会員各社の協力体制とア
スファルトの供給体制も整備しておき、それら
が一目でわかるような工場位置図の作成と、関
係者への配布を行う。
　また、運搬が容易で復旧（施工）に適応でき
る合材、または合材以外の代替品・簡易な製品
の開発を行う。
　さらに、被災に強く、震災の被害軽減に資す
る舗装、いわゆる耐震機能強化を有する製品、
技術の開発研究にも取り組む。
⑤ 道路啓開作業への対応

　昨年施行された災害対策基本法の一部改正に
よる「道路啓開」に関する新たな災害協定を締
結する際には、道路管理者と実施内容を協議し、
緊急時の出動に備える。また、現地を確認する
ことはもちろん、机上でのシミュレーションも
重要であり、定期的に訓練を実施する。

【地域防災力の強化】

　阪神・淡路大震災や東日本大震災を通じて、
行政自体が被災し「公助の限界」が明らかとな
った。国民の意識調査では、バランスの良い自
助・共助・公助が求められており、共助の中で
も特に地域防災力の強化が求められている。
　企業も、災害や事故などの不測の事態を想定
し、事業継続計画（BCP）の策定はもちろんの
こと、「共助」としての地域防災活動への参加
を図り、より地域に密着した活動を行う。
　また、防災活動の参加も必要であるが、日頃
から地域コミュニティにいかにかかわっている

かも地域にとって重要な条件である。
　さらに、災害復旧に携わる道路建設業として、
災害時に積極的にボランティア活動に参加する
と同時に、企業もボランティア休暇などを創設
する。また、企業がボランティア活動に参加し
やすい仕組みづくりを要請する。

10章　海外進出

　わが国の建設業は、長期的にみれば横ばい、
または減少傾向となることが予測され、健全な
企業経営のためにも、新興国などにおける旺盛
な交通インフラ整備や都市開発市場への参入を
図り、世界規模での成長を取り込むことが重要
と考える。

【舗装事業の海外展開の推進】

　日本の優れた舗装技術を活用し、アジアを中
心とする新興国などのインフラ整備事業への参
画を積極的に行っていく。そのため設計段階か
ら、舗装施工業者のプロジェクト参画を要請す
るとともに舗装技術を世界にアピールする機会
の増加を要請する。

 

図ー 21　国内および新興国における建設需要予測
（2005 ～ 2020 年）　　　　　

 

出所：Global Construction Perspectives and Oxford Economics（2011）
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単数回答：H21年度ｎ＝1，018、H23年度ｎ＝1，634、H25年度ｎ＝2，196 
H25年度の策定率の低下はサンプリング数の増加によるもの 

出所：内閣府『企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査』 
 

  

表ー 2　業種別事業継続計画（BCP）の策定状況
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【海外事業への支援活動】

　海外建設事業においては、リスク管理の徹底
が不可欠である。リスクを含めた現地環境情報
の提供と人的ネットワークの構築、グローバル
な人材の育成、海外勤務経験者などのデータバ
ンクの構築を行う。
　そのため海外舗装団体などとの人的交流の支
援、留学支援制度の整備・充実を要請する。

【国際競争力の強化】

　国際展開に関しては、民間のみではなく、官
民一体となった推進が必要である。海外進出に
あたり、国など公的な機関との協力・活用を積
極的に進めるとともに、日本の舗装技術の紹介
を行い、東南アジアをはじめとする海外プロジ
ェクトへの日本の仕様のスペックインを目指す。
　そのため、進出予定国のプロジェクトに関す
る情報の提供システムの構築や、日本の舗装技
術の仕様を ODA 道路案件に導入することを要
請する。

11章　オリンピック・パラリンピック

【舗装技術を世界へ情報発信】

　日本の優れた舗装技術を、世界に情報発信す
る。真夏のオリンピック開催のため、暑さ対策
として遮熱性舗装、保水性舗装など、温度低減
効果のある舗装を実施し、世界に類を見ない日
本の技術を紹介する。
　競技会場周辺や選手村では、歩行空間のユニ
バーサルデザインに配慮した、段差・傾斜・勾
配の改善、ゴム弾性舗装、土・木質系舗装、緑

化系舗装（天然芝・人工芝）など、人に優しい
特色のある各種舗装を採用していただき、世界
にアピールしたい。
　オリンピックに向けて、無電柱化が積極的に
推進される。技術開発を進め、積極的に参画し
ていく。

【首都強靭化によるおもてなし】

　自然災害時の避難施設や救助機関の活動拠点
として、競技場や選手村の近傍には平時は潤い
のあるエリアを併設し、災害発生時はこのエリ
アが避難場所になる施設や、多言語対応の道路
標示板を提案する。
　また、災害が発生した場合などの事態に適切
に対応し、必要な人員・物資などを被災地に供
出できるよう、会員各社の協力体制構築を図る。

５．お わ り に
　ビジョン作成に当たって、多くの方々から貴
重なご提言やご意見をいただいた。ご協力いた
だいた関係機関や関係者に深く感謝申し上げる
次第である。
　国においても担い手 3 法の制定をはじめ、革
新的な改革が進められている。これらの思想が
各機関、各現場に浸透し、適切な運用が進むこ
とを大いに期待している。
　協会設立の理念に沿い、担い手の確保 ･ 育成
や生産性の向上などに努め、道路建設業の重要
性や役割を国民に理解していただく努力を継続
的に実施していく。　
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一般社団法人  日本道路建設業協会

ー 道路建設業中期ビジョン 2015のご案内 ー

※購入ご希望の方は（一社）日本道路建設業協会 広報・技術部までご連絡下さい。TEL：03-3537-3056

定価　1,080 円（送料別）
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