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社会保険等未加入対策Ｑ＆Ａ【庁外向け】 
更新日：平成３０年３月２２日 

 
 
【一次・二次以下共通】 
 
Ｑ１ 社会保険等とは何か。 
 
Ｑ２ 社会保険等の適用除外とは、どのような場合か。 
 
Ｑ３ 適用除外の場合、加入と未加入のどちらの扱いと同様か。 
 
Ｑ４ 建設業者としての社会保険等の加入状況を確認するのか、それとも個々 

の労働者の加入状況を確認するのか。 
 

Ｑ５ どのような場合でも、社会保険等に未加入である下請業者（二次下請以 
下を含む。）との契約が禁止されるのか。 
 

Ｑ６ 発注者は、下請業者（二次下請以下を含む。）の社会保険等加入状況をど 
のように確認するか。 
 

Ｑ７ 元請業者は、下請業者の社会保険等加入状況をどのように確認するか。 
 
Ｑ８ 施工体制台帳記載の下請業者の範囲はどこまでか。 
 
Ｑ９ 社会保険等未加入対策の下請業者の範囲はどこまでか。 
 
Ｑ１０ 発注者が施工体制台帳等により社会保険等加入状況を確認し、未加入 

であることが判明した場合、どうするか。 
 

Ｑ１１ 建設工事請負契約約款記載の「当該建設業者と下請契約を締結しなけ

れば工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情のある場合」を記

載した書面（理由書面）の提出期限とは、具体的にどの程度の期間か。 
 
Ｑ１２ 建設工事請負契約約款記載の「特別の事情」が認められるのは、具体的 

にどのような場合か。 
 

Ｑ１３ 建設工事請負契約約款第８条の２第２項第１号に記載の「発注者の指 
定する期間内」とは、具体的にどの程度の期間か。 

    また、「当該事実を確認することのできる書類」とは具体的に何を指 
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すのか。 
 

Ｑ１４ 建設業許可を有していない社会保険等未加入業者との下請契約も禁止 
されるか。 
 

Ｑ１５ 罰則規定はあるのか。また、その内容はどのようなものか。 
 
Ｑ１６ 社会保険等未加入業者に対して、県はどのように指導するのか。 
 
Ｑ１７ 「特別の事情」が認められない場合、下請契約を解除しなければなら 

ないのか。 
 
Ｑ１８ 当初は、社会保険等に「加入」として施工体制台帳等が提出された 

が、その後において、下請業者（二次下請以下を含む。）が社会保険等 
未加入業者であったことが判明した場合、どうするのか。 

 
【二次下請以下の対策強化関係】 
 
Ｑ１９ なぜ、社会保険等未加入対策を二次以下の下請負人まで拡大するのか。 
 
Ｑ２０ 二次以下の下請負人は、地場で小規模な業者が多く、今回の強化策はそ 

うした下請負人にとって過度な負担ではないのか。 
 
Ｑ２１ 二次以下の下請負人と受注者は直接の契約関係にはないにもかかわら 

ず、なぜ二次以下の下請負人の未加入をもって受注者がペナルティを受 
けないといけないのか。 

 
Ｑ２２ 二次以下の下請負人の社会保険等未加入による受注へのペナルティの

具体的な内容は何か。 
 
Ｑ２３ 社会保険等未加入業者が二次以下の下請負人である場合において、確

認書類又は特別事情申請書の提出期間の延長を求める際、「相当の理由」

はどのような場合に認められるのか。また、認められた場合の延長期間は。 
 
Ｑ２４ 平成３０年５月末までに契約が行われ、６月１日以降も施工中である

工事において、二次以下の下請負人に社会保険等未加入業者がいた場合、

ペナルティの適用対象となるか。 
 
 
 
 



3 
 

【一次・二次以下共通】 
 
Ｑ１ 
 社会保険等とは何か。 
Ａ１ 
 雇用保険、健康保険、厚生年金保険を指す。 
 
 
Ｑ２ 
 社会保険等の適用除外とは、どのような場合か。 
Ａ２ 
 雇用保険については、一人親方で被保険者となる労働者がいない場合は、適用

除外になる。 
 また、健康保険及び厚生年金保険については、一人親方や、常時雇用の従業員

が５人未満である個人事業主は適用除外になる。 
健康保険については、法人や５人以上の個人事業主であっても、適用除外の承

認を受け、国民健康保険組合（建設国保等）に加入している場合は、適切な保険

として扱われ、適用除外になる。 
なお、社会保険等において、一人親方等の考え方については、その働き方によ

って総合的に判断されるので、詳細な内容は、年金事務所等に問い合わせいただ

きたい。 
 
 
Ｑ３ 
 適用除外の場合、加入と未加入のどちらの扱いと同様か。 
Ａ３ 
 加入と同様の扱いである。 
 
 
Ｑ４ 
 建設業者としての社会保険等の加入状況を確認するのか、それとも個々の労

働者の加入状況を確認するのか。 
Ａ４ 
 今回の取組は、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法に基づき、加入義務

のある建設業者が各保険に加入していることを確認するものである。 
 なお、個々の労働者でも各保険に加入義務がある場合には、適切に加入させる

必要があることに十分留意すること。 
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Ｑ５ 
 どのような場合でも、社会保険等に未加入である下請業者（二次下請以下を含

む。）との契約が禁止されるのか。 
Ａ５ 
 当該未加入下請業者（二次下請以下を含む。）と下請契約を締結しなければ工

事の施工が困難となる等の特別の事情が存在すると発注者が認めた場合は、発

注者が指定する期間内に当該未加入下請業者（二次下請以下を含む。）が社会保

険等に加入することを条件として、例外的に認められる。 
 
 
Ｑ６ 
 発注者は、下請業者（二次下請以下を含む。）の社会保険等加入状況をどのよ

うに確認するか。 
Ａ６ 
 施工体制台帳の健康保険等加入状況欄により確認する。 
 
 
Ｑ７ 
 元請業者は、下請業者の社会保険等加入状況をどのように確認するか。 
Ａ７ 
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(国土交通省)」を踏まえ、必

要に応じ、保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性

の確保に向けた措置を講ずるよう努めつつ、加入状況を確認する。 

 
 
Ｑ８ 
 施工体制台帳記載の下請業者の範囲はどこまでか。 
Ａ８ 
 対象となる下請業者は、建設工事の請負契約における全ての下請業者（無許可

業者を含む。）を指すので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の

対象となる。 
 一方、建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに

かかる下請業者等については、建設業法上は記載の必要はない。 
 ただし、仕様書等により発注者が記載を求めているときには記載が必要とな

る。 
 なお、「土木工事書類作成マニュアル（技術管理課）」P.13 では、下請業者と

なる警備会社を施工体制台帳に記載するよう求めている。 
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Ｑ９ 
 社会保険等未加入対策の下請業者の範囲はどこまでか。 
Ａ９ 
 対象となる下請業者は、建設業許可を有する業者とする。 
 
 
Ｑ１０ 
 発注者が施工体制台帳等により社会保険等加入状況を確認し、未加入である

ことが判明した場合、どうするか。 
Ａ１０ 
 発注者より、建設・不動産業課契約・審査班へ通報する。 
 その後の事務取扱いについては、「社会保険等未加入対策確認フロー図（一次

下請）（二次下請以下）（建設・不動産業課）」を参照されたい。 
 
 
Ｑ１１ 
 建設工事請負契約約款記載の「当該建設業者と下請契約を締結しなければ工

事の施工が困難となる場合その他の特別の事情のある場合」を記載した書面（理

由書面）の提出期限とは、具体的にどの程度の期間か。 
Ａ１１ 
 下請業者が一次下請の場合は概ね７日間、二次下請以下については３０日以

内（ただし相当の理由が認められる場合には延長が可能：Ｑ２３を参照）である。 
 
 
Ｑ１２ 
 建設工事請負契約約款記載の「特別の事情」が認められるのは、具体的にどの

ような場合か。 
Ａ１２ 
 特殊な技術、機器又は設備等（以下「特殊技術等」という。）を必要とする工

事で、特殊技術等を有する者と下請契約を締結しなければ契約の目的を達する

事ができないことや、その下請業者でなければ目的を達する事が困難となるこ

とが明らかな場合等である。 
加えて、二次以下の下請負人には、社会保険等に加入する意思はあるものの、

経営状況が厳しく直ちには加入できない者がいることが想定される。 
いずれにしても、「特別の事情」に該当するかについては、個々の事案が発生

した際、その内容や背景等を十分に確認した上で、個別に判断するものとする。 
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Ｑ１３ 
 建設工事請負契約約款第８条の２第２項第１号に記載の「発注者の指定する

期間内」とは、具体的にどの程度の期間か。 
 また、「当該事実を確認することのできる書類」とは具体的に何を指すのか。 
Ａ１３ 
 「発注者の指定する期間内」は、概ね３０日間を想定している。（社会保険等

の加入手続きに必要となる期間） 
 「当該事実を確認することのできる書類」は、保険料の領収済通知書等を想定

している。 
 
 
Ｑ１４ 
 建設業許可を有していない社会保険等未加入業者との下請契約も禁止される

か。 
Ａ１４ 
 建設業許可を有していない社会保険等未加入業者との下請契約については、

禁止されていない。 
 
 
Ｑ１５ 
 罰則規定はあるのか。また、その内容はどのようなものか。 
Ａ１５ 
 元請業者に対して、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領別表第１第

４号（契約違反）に基づき、指名停止等を検討する。 
 
 
Ｑ１６ 
 社会保険等未加入業者に対して、県はどのように指導するのか。 
Ａ１６ 
 発注者が施工体制台帳等により社会保険等加入状況を確認し、未加入である

ことが判明した場合、建設業許可担当へ通報し、加入指導をする。 
 
 
Ｑ１７ 
 「特別の事情」が認められない場合、下請契約を解除しなければならないのか。 
 
Ａ１７ 
 下請契約の解除までを求めるものではない。 
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Ｑ１８ 
 当初は、社会保険等に「加入」として施工体制台帳等が提出されたが、その後

において、下請業者（二次下請以下を含む。）が社会保険等未加入業者であった

ことが判明した場合、どうするのか。 
Ａ１８ 
 元請業者が施工体制台帳作成時に下請業者（二次下請以下を含む。）の社会保

険等の加入状況をどのように確認したのか調査を行うこととする。 
 その調査により、故意に虚偽の記載を行ったことが判明した場合は、元請業者

は施工体制台帳の虚偽記載に基づく処分の対象となる場合がある。 
 
 
【二次下請以下の対策強化関係】 
 
Ｑ１９  
なぜ、社会保険等未加入対策を二次以下の下請負人まで拡大するのか。 

Ａ１９ 
千葉県においては、公平で健全な競争環境を構築するため、平成２９年１月か

ら受注者と一次下請に対して、社会保険等未加入業者の排除に取り組んできた

ところである。 
対策開始からこれまでの期間で、千葉県発注工事の受注者と一次下請のほぼ

全ての業者が社会保険等に加入していることが確認できており、着実に対策の

成果が上がっているものと認識している。 
一方で、二次以下の下請負人についても、より公平で健全な競争環境を構築す

る観点から、対策を二次以下まで拡大することとした。 
 
 
Ｑ２０  
二次以下の下請負人は、地場で小規模な業者が多く、今回の強化策はそうした

下請負人にとって過度な負担ではないのか。 
Ａ２０ 
千葉県発注工事においては、全ての下請負人分も含めた事業主負担分の法定

福利費相当額について、予定価格に反映されるような措置を既に講じていると

ころであり、また、真に公平で健全な競争環境を構築するためには、千葉県発注

工事に従事する全ての建設業者が社会保険等に加入する必要があると考えてお

り、今回、対策を強化したところである。 
一方で、業者にとって過度な負担とならないよう配慮することも重要と考え

ており、未加入業者が加入するまでの猶予期間を設定するとともに、相当な理由

がある場合にはその期間を延長することを可能とした。 
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Ｑ２１  
二次以下の下請負人と受注者は直接の契約関係にはないにもかかわらず、な

ぜ二次以下の下請負人の未加入をもって受注者がペナルティを受けないといけ

ないのか。 
Ａ２１ 
発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を

締結しており、合意した契約内容に違反した場合には、契約解除や違約金を支払

うことなどを規定している。 
一方で、受注者は、二次以下の下請負人とは直接の契約関係はないものの、建

設業法上、当該建設工事に係る全ての下請負人が労働関係法令に違反しないよ

う、指導に努めることが求められており、受注者は社会保険等の加入指導を行う

べき立場にあると考えられる。 
こうしたことから、今般、契約条項を改正し、発注者からの受注者に対する加

入指導要請にもかかわらず、二次下請以下の未加入業者が猶予期間内に社会保

険等に加入せず、かつ当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければなら

ない特別の事情が認められない場合についても、受注者に対してペナルティを

求めることとしたところである。 
 
 
Ｑ２２ 
二次以下の下請負人の社会保険等未加入による受注へのペナルティの具体的

な内容は何か。 
Ａ２２ 
発注者からの受注者に対する加入指導要請にもかかわらず、二次下請以下の

未加入業者が猶予期間内に社会保険等に加入せず、また、当該社会保険等未加入

業者を下請負人としなければならない特別の事情が認められない場合は、受注

者に対するペナルティとして、指名停止等の検討を行うこととしている。 
 
 
Ｑ２３ 
社会保険等未加入業者が二次以下の下請負人である場合において、確認書類

又は特別事情申請書の提出期間の延長を求める際、「相当の理由」はどのような

場合に認められるのか。また、認められた場合の延長期間は。 
Ａ２３ 
受注者が当該未加入業者に対して、未加入の社会保険等について適切に加入

指導を行っていたことを、 
①指導を行った際に未加入業者に交付した書面 
②指導を行った日時や内容を記録した打ち合わせ簿 
③受注者が加入指導を行ったことを発注者に対して誓約する書面 
等によって確認できる場合等には、期間の延長を認める相当な理由があるも

のとして取り扱うことが考えられる。 
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※ 確認書類の提出期間（猶予期間）の延長 
  以下の期間内で、確認書類の提出に必要な期間を受発注者協議の上、設定。 

二次下請   ： 最長３０日間延長 （延長後の提出期間 最長６０日間） 
  三次下請以下 ： 最長６０日間延長 （延長後の提出期間 最長９０日間） 
  
 
Ｑ２４  
平成３０年５月末までに契約が行われ、６月１日以降も施工中である工事に

おいて、二次以下の下請負人に社会保険等未加入業者がいた場合、ペナルティの

適用対象となるか。 
Ａ２４ 
今回のペナルティの適用対象となるのは平成３０年６月１日以降に入札契約

手続が開始される（＝入札公告が行われる）工事となり、設問のケースでは、受

注者はペナルティの適用対象とはならない。 

【問い合わせ先】 

千葉県 県土整備部 

建設・不動産業課 契約・審査班 

電話：０４３－２２３－３１１６ 


