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一括有期事業《建設の事業》にかかる年度更新手続きについて 

労災保険料の算定にあたっては、下記の作成上の留意点をよく読んでいただき、適正な申

告をしていただくようお願いします。 

なお、不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署又は秋田労働局労働保険徴収室

へお問い合わせください。 

（注）石綿（アスベスト）健康被害救済のための「一般拠出金」について 

○「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿（アスベ

スト）健康被害者の救済費用に充てるため、すべての労災事業主さまにご負担いただ

くものです。 

 （特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は対象外です。） 

○一括有期事業にかかる「一般拠出金」については、平成１９年４月１日以降に開始し

た事業（工事）を対象として、労働保険料確定申告に併せて申告・納付することとな

っています。 

（平成１９年３月３１日以前に開始した事業（工事）については対象外です。） 

○料率は、業種を問わず、一律「１０００分の０．０２」となります。 

 

 

１ 一括有期事業報告書の作成について 

（１）一括有期事業報告書の報告対象工事について 

① 平成３１年度中（３１．４．１～２．３．３１）に終了した工事であって、請負金額が１億

８,０００万円未満で、かつ、概算保険料が１６０万円未満のすべての元請工事（下請工事

は除く）です。（ただし、Ｈ２７．３．３１以前に開始した工事については、税込１億９，０

００万円未満） 

なお、一括有期事業報告書に記載する元請工事は、平成３１年４月１日以降に開始

された工事は、地域要件が廃止されますので、遠隔地で行われるものも含めて申告す

ることになります。(ただし、平成３１年３月３１日以前に開始された工事は、秋田、

青森、岩手、宮城及び山形の５県内で行われた工事（「機械装置の組立て又は据付け

の事業」は全国）に限ります。) 

② 前年度（平成３１年３月３１日以前開始工事）からの繰越工事で、平成３１年度中

（３１．４．１～２．３．３１）に終了した工事は申告の対象となりますので、申告漏れがな

いように注意してください。 

（２）「一括有期事業報告書」は、「一括有期事業総括表（建設の事業）」の事業の種類ごと

に記入してください。（例：業種番号３５「建築事業」、３７「その他の建設事業」等）  

（３）請負金額５００万円未満（ごく少額な工事でも含まれます。民間、官庁発注工事の別は

ありません。）の工事については、事業の種類ごとに「○○工事外○件」とまとめて記

入して差し支えありませんが、とりまとめた工事の内訳がわかるように資料を保管し



ておいてください。 

（４）「一括有期事業報告書」の請負金額には、消費税を含まない（税抜き）請負金額を記

入してください。(ただし、平成２７年３月３１日以前に開始された工事については、

消費税を含めた額を記入して下さい。) 

  また、変更契約等がある場合は、最終的な請負金額を記入してください。 

（５）建設事業の労災保険料の算定については、次の２つの方法があります。 

  ① 支払賃金による方法 

    当該工事に従事した下請、孫請等すべての労働者に対して支払われた賃金の総額

が、工事ごとに正確に把握できる場合は、その賃金総額（賞与、その他手当等労働の

対価として支払ったものを含みます。）に事業の種類ごとに定められた労災保険率を

乗じて算定します。 

    また、下請、孫請等の関係請負人がいる場合は、賃金の内訳がわかるよう資料を保

管しておいてください。 

    この場合、賞与等の臨時に支払われる賃金の取り扱いは、賞与等の支給が確定した

日又は確定する日（算定基準日）に、当該労働者の従事していた現場又は従事する予

定となっていた現場の支払賃金総額に賞与等の全額を算入しますが、算定基準日に

複数の現場で従事している場合や従事した現場がない場合は、次のとおり取り扱っ

てください。 

    イ 算定基準日に複数の現場に従事していた場合 

      算定基準日に従事していた現場又は従事する予定となっていた主たる現場の

賃金総額に全額を算入します。 

    ロ 算定基準日に従事した現場又は従事する予定となっていた主たる現場が無い

場合 

      当該事業場の既に成立している継続事業〔当該労働者が所属している部署等

（例：保険関係が成立している事務所、資材置場など）〕の支払賃金総額に全額 

     算入します。 

  ② 労務費率による方法（支払賃金について正確に把握できない場合） 

    上記①によって正確な賃金を把握することが困難な場合は、請負金額に事業の種

類ごとの労務費率を乗じて賃金総額を算定します。 

    この場合の請負金額とは、請負代金（消費税を含まない工事請負代金）に注文者か

ら支給を受けた工事用資材等がある場合は、当該資材等の価格相当額・機械器具等の

損料相当額を加算した額です。又告示により特定された工事用物がある場合は、請負

代金から工事用物の額を控除（業種番号３６の「機械装置の組み立て・据付の事業」

の機械装置のみ）します。 

  ③ 工事ごとに①又は②のどちらかで計算をして併用（合算）する方法 

    工事ごとに上記①または②の方法により算定をし、それぞれを合算して申告する

ことを可としています。 

    具体的には、「３２道路新設事業」については①の支払賃金により算定し、「３５建築

事業」については②の労務比率により算定するという方法や、「３７その他の建設事業」

のうち、ある工事については支払賃金により算定し、別の工事については労務比率に

より算定するといった方法となります。 



２ 一括有期事業総括表の作成について 

（１）「一括有期事業報告書」の記入が終わりましたら、「一括有期事業総括表」に事業の種

類別に、請負金額と賃金総額を工事開始時期で区分のうえ転記します。さらに労災保

険率を乗じて事業の種類ごとの保険料を計算し、賃金総額合計と保険料額合計欄へ集

計します。 

（２）一般拠出金の算定について 

   一般拠出金額は、総括表の賃金総額の②欄に一般拠出金率（１，０００分の０．０２）を乗

じて算定し、さらに労働保険料申告書の一般拠出金欄の（へ）へ転記してください。 

（３）支払賃金で申告する場合は、「労務費率」の欄には斜線をしてください。 

（４）平成３０年４月１日に労災保険率の一部改正が行われていますので、平成３０年３月

３１日以前開始の工事と平成３０年４月１日以降開始では労務費率・保険料率が異な

る場合があるため、一括有期事業報告書から転記する際は該当する欄に記入するよう

注意してください。 

（５）メリット制適用事業場の場合の総括表の記載について 

   ① メリット制適用事業場については、秋田局では申告書右側に赤色で平成３１年

度と令和２年度のメリット増減率を表示してあります。 

   ② 令和２年度メリット制適用事業場には、メリット決定通知書を同封しています。

また、平成３１年度メリット決定通知書は前年度の年度更新申告書と一緒に送付

済みです。 

   ③ 平成３１年度メリット制適用事業場の労災保険料率は、「メリット料率」欄に該

当する労災保険率を記入して保険料を算定してください。なお、保険料率は工事開

始日の保険料率を適用しますが、メリット増減率は工事終了日の属する年度の増

減率を適用することになりますので、ご注意ください。 

    （例）工期が平成３０年１２月１日から平成３１年４月１０日の繰り越し工事の場

合で、３０年度適用「メリット＋１０％」、３１年度適用「メリット－３０％」

というように年度によって増減率が異なる場合は、事業の終了した年度の平成

３１年度の増減率「メリット－３０％」を適用します。 

（別添「メリット料率対応表」参照） 

   ④ 労災保険のメリット制は、事業主の負担の公平性と災害防止努力の促進を目的

としているもので、過去の実績からメリット収支率を算出し、その値に応じて、一

定の範囲内で労災保険率を増減します。一括有期事業の令和２年度メリットは、過

去３保険年度（２８・２９・３０年度）連続して確定保険料４０万円以上の事業場

に適用されます。 

（６）元請工事がなく下請工事のみの場合は、「一括有期事業報告書」及び「一括有期事業

総括表」の提出は必要ありません。 

 

３ 労働保険料確定・概算／一般拠出金申告書の記載について 

（１）確定保険料について 

   一括有期事業総括表の作成が終わりましたら、一括有期事業総括表の賃金総額計（千



円未満切捨）を労働保険料申告書の確定保険料申告書⑧の（ロ）へ、又一括有期事業総

括表の保険料額合計を労働保険料申告書の確定保険料申告書⑩の（ロ）へ転記してくだ

さい。 

（２）一般拠出金について 

   一括有期事業総括表の賃金総額の②欄（千円未満切捨）と一般拠出金額を労働保険料

申告書の一般拠出金欄へ転記してください。 

（３）概算保険料について 

   原則として、令和２年度の賃金総額の見込額が平成３１年度確定の賃金総額に比較

して２倍以上又は１／２以下にならない限り、平成３１年度確定保険料と同額の賃金

総額で保険料を算定してください。 

   なお、メリット増減額が異なる場合は、令和２年度のメリット増減率による労災保険

率で算定していただいて差し支えありません。 

（４）概算保険料の延納について 

   令和２年度概算保険料額が２０万円（確定保険料の不足額は含まれません）以上の

場合、延納（３回納付）ができます。延納を希望する場合は、労働保険料申告書の「納

付回数」欄に必ず「３」と記入してください。（記入がない場合、納付回数は１回とし

て処理されますのでご注意ください。） 

   概算保険料額が２０万円未満の場合、１回納付となります。 

（５）「常用労働者数」欄は、主として現場で従事する労働者数を記入してください。 

（必ず記入） 

（６）納付書の金額欄を訂正したものは使用できませんので、最寄りの労働基準監督署又は

秋田労働局労働保険徴収室から納付書の再交付を受けてください。 

 

４ 建設の事業にかかる労災保険率の適用にあたっての留意点 

  建設業における事業の単位は、請負契約の形態及び併せ行われる工事の内容如何にか

かわらず、一つの工作物を完成するまでに行われる場所的、かつ、時期的に相関連する作

業の一体をとらえることとしており、例えば、ビル建築工事において、①造成工事、②ビ

ル本体工事、③電気・給排水等の設備工事等が分割請負によって行われている場合であっ

ても、これらの相関連する工事の一体を一の事業として取り扱う事になります。 

  従って、労災保険料率は、完成されるべき工作物又は主たる事業により事業の種類を

決定し、事業細目表に照らし労災保険料率を適用することになります。 

  誤りやすい事業の種類等について下記に例示していますので、一括有期事業報告書の

作成の際に参考としてください。 

 

 ＜誤りやすい事業の種類等＞ 

 ① 既存道路の路幅拡張工事や路線変更等の改良工事はすべて「３２ 道路新設事業」の

労災保険率が適用されます。 

 ② ビル、家屋等の新築工事に伴う電話、給水給湯、衛生、消火、暖房冷房、換気、塗装

等の設備工事等は、屋内外問わず「３５ 建築事業」の労災保険率が適用されます。 

 ③ 既設建築物の改造、保存、修理、移動、解体、又はその設備の工事で、外部（屋根、



外壁等）における工事が主な場合は「３５ 建築事業」の労災保険率が適用されます。 

 ④ 既設建築物の主に内部において行う設備工事等については「３８ 既設建築物設備工

事業」の労災保険率が適用されます。 

   また、主として外部において高所作業により既設建築物の設備工事を行う事業は、「３

５ 建築事業」に該当します。 

 ⑤ 建築物の基礎工事のみの工事（分割請負）であっても「３５ 建築事業」の労災保険

率が適用されます。 

 ⑥ 道路等の防雪柵（フェンス、ガードレール等を含む）設置工事は、単独の工事として

請負っている限り「３５ 建築事業」の労災保険率が適用されます。 

 ⑦ 水道及び都市ガス等の本管等の布設工事（屋内建物への引込み工事のみの場合を除

く）は「３７ その他の建設事業」が適用されます。 

 ⑧ 橋梁の橋台及び橋脚等の下部工事及び橋梁建築工事に伴う取付道路の建設は「３５ 

建築事業」が適用されます。 

 ＜申告もれ、誤りがみられるもの＞ 

  ① 民間工事、金額の小さい工事、請負契約書の無い工事も、元請工事であればすべて

申告の対象となります。 

  ② 道路等の除雪作業、建築物の雪降ろし、除排雪作業も申告の対象となります。 

    業種は「３７ その他の建設事業」の労災保険率が適用されます。 

  ③ 請負金額に変更があった場合は最終変更後の請負金額となります。 

  ④ 消費税抜きの請負金額で計算します。 

  ⑤ 支払賃金によって保険料を算定している場合、下請の労働者に支給された賞与、臨

時の手当、通勤手当等の把握がされていないもの。 

  ⑥ 共同企業体で受注した工事を代表会社の申告に含めているもの（共同企業体の場

合は、単独有期事業として１工事ごとに別に申告します。）。 

  ⑦ 契約時の請負金額が１億８千万円以上の工事を申告しているもの、またはＨ２７．３．

３１以前に開始した工事の請負金額が税込１億９千万円以上の工事を申告しているも

の（単独有期事業として１工事ごとに別に申告します。）。 

  ⑧ 住宅の建設と販売を併せ行っている事業場（ハウスメーカー）の元請は次のとおり

となります。 

   イ 居住者が決まっており、居住者から注文を受けてハウスメーカーが住宅を建設

する（実際の工事は下請け業者が施行する場合を含む）場合は、ハウスメーカーが

元請となります。 

   ロ 居住者は決まっておらず、住宅建設後に居住者を募集（住宅を販売）する場合

で、ハウスメーカーが住宅建設業者に工事を発注した場合は、ハウスメーカーか

ら直接注文を受けた建設業者が元請となります。 

＜その他＞ 

  ＊建設現場以外の社屋等事務所で事務員を雇用している場合は、この一括有期事業の

労災保険とは別に「建設業の事務所」として労災保険の加入・申告手続きが必要になり

ます。 



労災保険料率適用事業細目の解説（建設事業） 

平成３０年４月１日労災保険率改定 

 この分類には、請負又は直営によって建設工事を施工する事業及びこれらに附帯して行われる事

業が該当する。 

 なお、沈没物の引揚げを行う事業等建設事業の態様をもって行われる事業は、本分類に含まれる。 

 ここで、建設工事とは、現場で行われる次の工事をいう。 

 ① 建築物、土木施設、その他土地に継続的に接着する工作物及びこれらに附帯する設備を新設、

改造、修繕（維持手入れを含む。）、解体、除去又は移設すること。 

 ② 土地、航路、流路等を改良又は造成すること。 

 ③ 機械装置をすえ付け、解体し又は移設すること。 

 また、これらの事業に附帯して行われる事業とは、当該建設事業に附帯する工事用道路、宿舎、

事務所、排土捨場等の建設又は骨材の採取等を行う事業をいう。 

 なお、国、地方公共団体等が発注する長期間にわたる工事であって、予算上等の都合により予め

分割して発注される工事については、分割された各工事を一の事業として保険関係を成立させ、当

該分割工事を含む工事全体において最終的に完成される工作物により労災保険率を適用する。 

〔解 説〕 

   建設工事の企画、調整、測量、監督等を行う事業、および土木建築業者等が金属、非金属、

石灰石および石油または天然ガス等の鉱物を採取するための試掘、坑道掘削、さく井または排土作

業を主として請け負って行う事業は、本分類から除かれる。 

 

３１ 水力発電施設、隧道等新設事業                  １０００分の６２ 

 この分類には、水力発電施設新設事業、高えん堤新設事業および隧道新設事業（内面巻替えおよ

び外巻きの事業を含む）ならびにこれらの事業に附帯して当該事業現場内で行われる事業が該当す

る。 

 ここで、当該事業現場とは、本体施設と付帯施設または付帯施設相互間が連絡されていて 

その間において労働者、資材、骨材等の運送の往復がなされ、全体的に一つの有機的関連を有する

と認められる一帯をいう。 

【事業の種類の細目】 

 ３１０１ 水力発電施設新設事業 

   この分類には、水力発電施設の新設に関する建設事業およびこれに附帯して当該事業現場内

において行われる事業が該当する。 

   なお、発電事業を含む洪水調節、灌漑用水補給等の多目的をもって築造されるえん堤工事の

事業は、本分類に含まれる。 

   また、水力発電施設新設事業現場内において行われる事業のうち、発電所または変電所の家

屋の建築工事、水力発電施設新設事業現場に至るまでの工事資材の運送のための道路、鉄道ま

たは軌道の建設工事、建設工事用機械以外の機械もしくは鉄管の組立てまたはすえ付けを行う

工事および送電線路の建設工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。 

 〔解 説〕 

    堤体、土砂吐、魚道、舟筏路、流水路、仮締切、本締切または仮排水路の新設、水力発電



施設用ずい道または水力発電施設用えん堤（フィルダムを含む）の新設事業、取水口、沈砂

池、吐水または余水路、蓋渠、水そう、土捨場または敷地の造成事業、水力発電施設新設事

業現場内で行われる骨材採取、水力発電施設新設事業現場内で行われる工事用資材の運送の

ための道路、鉄道または軌道の建設、既設の発電所の水路を利用して流水調節等の目的をも

って施工される調整池（貯水池）の新設、建設工事用機械（バッチャープラント、セメント

サイロ、骨材運搬用ベルトコンベア等）の組立てまたは据付け、ならびに水力発電施設新設

事業現場内で行われる索道の建設等の事業は、本分類に含まれる。 

 ３１０２ 高えん堤新設事業 

   この分類には、基礎地盤から堤頂（えん堤の附属物を除いた最も高い所をいう）までの高さ

２０メートル以上のえん堤（フィルダムを除く）の新設に関する建設事業およびこれに附帯し

て当該事業現場内において行われる事業が該当する。 

   なお、基礎地盤から工事を行う既設えん堤（フィルダムを除く）のかさ上げんい関する事業

については、かさ上げ工事後のえん堤の高さが２０メートル以上の場合は、本分類に含まれる。 

   また、高えん堤新設事業現場内において行われる工事のうち、高えん堤新設事業現場に至る

までの工事用資材の運送のため道路、鉄道または軌道の建設工事および建設工事用機械以外の

機械の組立てまたはすえ付けを行う工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分

類される。 

 ３１０３ 隧
ずい

道新設事業 

   この分類には、隧道の新設に関する建設事業および隧道の内面巻替えまたは外巻きを行う事

業ならびにこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。 

   なお、隧道新設事業の態様をもって行われる道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建

設事業（推進工法による管の埋設の事業を除く）および内面巻立て後の隧道内において土圧を

保てるものと認められるコンクリート吹付け工法による巻立てを行う事業は、本分類に含まれ

る。 

   また、内面巻立ての後の隧道内において路面舗装、砂利散布または軌条の敷設を行う事業お

よび建築物の建設を行う事業は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。 

 〔解 説〕 

    シールド工法によるずい道新設事業は、本分類に含まれる。 

    なお、推進工法による管の埋設の事業および開さく工法（オープンカット工法）によるず

い道新設事業は本分類から除かれる。 

 （参 考） 

   １．巻立てとはずい道内部のアーチ・側壁・インバート仕上げ（覆工）することをいい、巻

替えとは既設ずい道内のアーチ・側壁・インバート部分のいずれかを更新することをいう。 

   ２．外巻きとは、ずい道の補強方法として、内巻するだけの余裕がない場合に在来の巻立て

部分を取り壊すことなく、その背面に新しいコンクリートを打って補強する方法である。 

 

 

 

 

 

 

 



 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 発電の目的とともに洪水調整、灌漑用水補給等の多目的をもって築造されるえん堤工事

について（昭２７．７．１４ 基収第３５２８号） 

     洪水調整、灌漑用水補給等の多目的をもって築造され、かつ、発電事業に必要不可欠な

えん堤工事の事業は、「３１ 水力発電施設、隧道等新設事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 電力会社等が行う事務所及び宿舎等の建設事業について（昭２８．８．１２ 基災発第１２８号） 

     水力発電施設等新設事業において、注文者である電力会社等が現地に事務所及び労働者

の宿舎を土木建築業者をして建設せしめる場合は、建設事務所及び宿舎が当該電力会社等

のための施設である限り、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 調整池の新設について（昭２８．１２．２６ 基収第５０４３号） 

     既設水力発電所の水路を利用して調整池（貯水池）を新設する工事は、結果的には発電

能力の増大を計るための土木工事であるから、当該工事を行う事業は、「３１ 水力発電

施設、隧道等新設事業」の労災保険率を適用する。 

     既設発電施設の拡張工事と認められない取水口のみの改良工事は、「３７ その他の建

設事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 隧道の補強工事について（昭３１．６．１４ 基発第３８９号） 

     既設ずい道の漏水または亀裂による部分のセメント注入（いわゆるグラウト工事といわ

れるもの）等簡易な補強工事と認められるものについては、「３７ その他の建設事業」

の労災保険率を適用する。 

   ○ 送電線路の建設事業について（昭３４．１．１３ 基収第７７６８号） 

     「３１０１ 水力発電施設新設事業」における送電線路の建設を行う事業は、「３５ 建

築事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 水力発電施設新設事業の現場について（昭３７．３．１３ 基発第２０６号） 

     「水力発電施設新設事業現場」とは、発電所家屋、えん堤、水路ずい道等の水力発電施

設新設事業、高えん堤新設事業、ずい道新設事業または取水口、沈砂池、放水路、その他

の一般土木事業等の水力発電施設新設に直接関係のある一連の総合工事が現実に行われ、

または行われる予定の場所をすべて包含する地域をいうが、その判定については、種々の

紛争が起こるものと予期されるので保険関係が成立する時点において予め現場の範囲を判

定の上工事施工業者に周知させること。 

   ○ 高えん堤の取扱いについて（昭４３．１２．５ 基発第７６６号） 

    （１）「３１０２ 高えん堤新設事業」は、「基礎地盤から堤頂までの高さが２０メート

ル以上のえん堤（土えん堤を除く）」の新設事業をいうものであるが、具体的取扱

いは、えん堤構造図（設計書）等に基づき次により決定すること（図１参照）。 

      （イ）基礎地盤 

         基礎地盤にカットオフまたはグラウト圧入部分がある場合には、当該部分を基

礎地盤に含めないこと。 

      （ロ）堤頂 

         えん堤の附属物を除いた最も高いところ、すなわち、砂防えん堤以外のえん堤

にあってはえん堤の天端を、砂防えん堤にあってはえん堤の水通し天端をいう

ものであること。 

    （２） えん堤新設事業が、分割発注により施工される場合の事業の種類の判断は、最終

的に完成されるべきえん堤の高さにより、「３１０２ 高えん堤新設事業」に該当

するか否かを決定すること 



    （３）既設えん堤のかさ上げに関する事業については、その施工方法およびかさ上げ前、

かさ上げ後のえん堤の高さに関係なく、原則として「３７ その他の建設事業」に含

めること。 

       ただし、図２のような新設の態様による施工方法の場合は「３１０２ 高えん堤新

設事業」に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ コンクリート吹付け工法による巻立てについて（昭４４．１．７ 基収第５３５７－２

号） 

     内面巻立て後のずい道内において施工される工事の取扱については、 

     （１）コンクリート吹付け工法による巻立てが、通常施工されているコンクリート巻立

てと同様に、土圧を保てるものと認められる場合は、内面巻立てとして取り扱う。 

     （２）完成までに数年を要するような一つのずい道で、一定区間毎に発注が行われる場

合には必ずしもずい道の全部の巻立てが完成した後をいうものではなく、ずい道の

一定区間における巻立てが、構造図等に基づき最終的に完成されている場合は、当

該区間についての以後の工事は巻き立て後として取り扱う。 

   ○ フィルダムの建設事業について（昭５８．３．２８ 発労徴第１２号、基発第１５６号） 

     土砂、岩等の天然の材料を主たる堤体材料とするえん堤、いわゆるフィルダムの建設事

業については、「３７ その他の建設事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 推進工法による管の埋設の事業について（昭６１．３．３１ 発労徴第１５号、基発第



１８２号） 

     推進工法による管の埋設の事業については、管の内径のいかんにかかわらず「３７ そ

の他の建設事業」の労災保険率を適用する。 

 

３２ 道路新設事業                              １０００分の１１ 

 この分類には、道路の新設事業および道路の改築事業（路幅の拡張または路線変更）ならびにこ

れらに附帯して行われる事業が該当する。 

 なお、道路新設事業においてずい道新設事業または建築事業の態様をもって行われる工事は、除

外事業として「３１０３ 隧道新設事業」または「３５ 建築事業」に分類される。 

〔解 説〕 

   道路新設事業に伴って行われる舗装工事業で、請負契約が道路新設工事とは異なる契約によ

って発注されているものは「３３ ほ装工事業」に分類されるが、道路新設事業と同一の請負

契約によって施工される舗装工事は、本分類に含まれる。 

【事業の種類の細目】 

 ３２０１ 道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業 

   この分類には、道路の新設事業および路幅の拡張の事業ならびにこれらに附帯して行われる

事業が該当する。 

   なお、道路新設工事においてずい道新設工事または建築工事が含まれる場合においては、当

該ずい道新設工事に係る施工経費が１０００万円未満もしくは総請負金額の１０％未満である

ときまたは当該建築工事に係る施工経費が５００万円未満もしくは総請負金額の１０％未満で

あるときは、当該道路施設工事全体が本分類に含まれる。 

   また、道路新設工事または道路改築工事に附帯する道路付属施設工事であっても異なる請負

契約によって施工される場合には、請負金額ごとに該当する事業に分類される。 

 （参 考） 

    ここでいう路幅とは、①車道、②中央帯、③路肩、④停車帯、⑤自転車道、⑥自転車歩行

者道、⑦歩行者道、⑧植樹帯、⑨副道によって構成される道路の横断面の長さをいい、道路付属施

設とは、①待避所、②交通安全施設、③交通管理施設、④駐車場等、⑤防雪施設、⑥除雪、融雪施

設、⑦落石防護施設、⑧のり面保護工、⑨防波施設、防砂施設、⑩排水施設をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 道路新設工事に伴う隧道新設工事等の取扱いについて（昭４１．２．１５ 基災発第７号） 

     道路新設工事に伴うずい道新設工事または建築工事について、「３１ 水力発電施設、

隧道等新設事業」または「３５ 建築事業」に分類する場合の要件は、次のとおりである。 

    （１）ずい道新設事業 

       道路新設工事に係る総請負金額のうち、当該ずい道新設工事に係る施工経費の見積

額が１０００万円以上であって、かつ、当該総請負金額の１０％以上であるとき。 

    （２）建築事業 

       道路新設工事にかかる総請負金額のうち、当該建築工事に係る施工経費の見積額が

５００万円以上であって、かつ、当該総請負金額の１０％以上であるとき。 

   ○ 道路改築工事と道路改修等工事が同一の請負契約によって行われる場合の取扱いについ

て（昭５９．２．１ 発労徴第１２号、基発第５５号） 

     道路改築工事（路線変更、曲線除去または路幅拡張工事）と道路改修等工事（改修、復

旧、維持工事）が同一の請負契約によって行われる場合の労災保険率の適用は、完成され

る工作物により難い場合は、主たる工事、作業内容によること。なお、主たる工事、作業

の判断は、それぞれの工事、作業に係る賃金総額の多寡によること。 

   ○ 路幅の拡張工事について（昭５５．３．１４ 発労徴第１３号、基発第１２９号） 

     路幅の拡張工事に係る取扱いについては、道路新設事業として取り扱うこととする。当

該拡張工事に伴うほ装工事が、事業として独立しているものである場合には、ほ装工事業

として取り扱う。 

 

３３ ほ装工事業                                １０００分の９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この分類には、道路、広場等のほ装または砂利散布を行う事業および広場の展圧または芝張りを

行う事業が該当する 



 ここで、ほ装とは、下層路盤から表層までの一連の作業工程の全部または一部をいう。 

【事業の種類の細目】 

 ３３０１ 道路、広場、プラットホーム等のほ装事業 

   この分類には、道路、広場、プラットホーム等にセメントコンクリートほ装、アスファルト

ほ装または簡易ほ装を行う事業が該当する。 

   なお、道路新設工事、道路改築工事、道路改修工事等に伴うほ装工事は、道路新設工事、道

路改築工事、道路改修工事等と異なる請負契約によって施工される場合、本分類に含まれる。

ただし、道路新設工事または道路改築工事と同一の請負契約によって施工される場合は、「３

２０１ 道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業」に含まれる。 

   また、基体の改修または復旧を伴わない高架道の路面ほ装事業は、本分類に含まれる。 

 ３３０２ 砂利散布の事業 

   この分類には、道路、広場等に砂利散布を行う事業が該当する。 

   ただし、道路、鉄道または軌道の改修または復旧工事に伴い砂利散布を行う事業は、「３７

０３ 道路の改修、復旧又は維持の事業」または「３７０４ 鉄道又は軌道の改修、復旧又は

維持の事業」に含まれる。 

 ３３０３ 広場の展圧又は芝張りの事業 

   この分類には、広場の展圧または芝張りを行う事業が該当する。 

 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 高架道の路面ほ装事業について（昭３６．２．１８ 基発第１２７号） 

     基体の改修または復旧を伴わない高架道の路面舗装事業は、「３３ ほ装工事業」の労

災保険率を適用する。 

   ○ ほ装工事業の取扱いについて（昭５５．３．１４ 発労徴第１３号、基発第１２９号） 

    （１）道路新設工事に伴う舗装工事が道路新設事業とは異なる請負契約により締結されて

いる場合には「３３ ほ装工事業」の労災保険率を適用する。 

    （２）道路新設工事に伴う舗装工事が、道路新設工事と同一の請負契約によって施工され

る場合は「３２ 道路新設事業」の労災保険率を適用する。 

    （３）路幅の拡張工事に伴う舗装工事業が、事業として独立している場合には、「３３ ほ

装工事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 道路改修等工事（改修、復旧、維持の工事）と同一の請負契約によって行われるほ装改

良工事の取扱いについて（昭５９．２．１ 発労徴第１２号、基発第５５号） 

     道路改築工事（路線変更、曲線除去または路幅拡張工事）と道路改修等工事（改修、復

旧、維持工事）が同一の請負契約によって行われる場合の労災保険率の適用は、完成され

る工作物により難い場合は、主たる工事、作業内容によること。なお、主たる工事、作業

の判断は、それぞれの工事、作業に係る賃金総額の多寡によること。 

     なお、「主たる工事、作業の判断」において実際に支払われる賃金総額の把握が困難な

場合にあっては、それぞれの工事、作業に係る請負金額に、それぞれの工事、作業に係る

労務費率を乗じて得た額により判断するものとする。この場合、共通の経費については、

それぞれの工事、作業に係る請負金額の比率により案分し、それぞれの工事、作業に係る

請負金額に加算するものとする。 

   ○ 道路工事以外の建設工事に伴うほ装工事に係る労災保険率の適用について（平３．２．７

発労徴第６号、基発第８９号） 

     舗装工事に係る請負契約が他の建設工事とは異なる発注により締結されている場合は、



当該舗装工事は独立した事業として「３３ ほ装工事業」の労災保険率を適用すること。 

 

３４ 鉄道又は軌道新設事業                       １０００分の９．５ 

 この分類には、鉄道または軌道の新設線の建設を行う事業および複線化工事等新設の態様をもっ

て施工される事業ならびにこれらに附帯して行われる事業が該当する。 

 なお、鉄道または軌道新設事業において隧道新設工事の態様または建築工事の態様をもって行わ

れる工事及び建設工事用機械以外の機械の組立て、またはすえ付けを行う工事は、除外事業として

それぞれ該当する事業の種類に分類される。 

【事業の種類の細目】 

 ３４０１ 開さく式地下鉄道の新設に関する建設事業 

   この分類には、開さく工法により地下鉄道の新設を行う事業およびこれに附帯して行われる

事業が該当する。 

   なお、駅舎（プラットホーム、階段および連絡通路を含む）の内装工事および電気等の設備

工事は、「３５ 建築事業」に含まれる。 

 ３４０２ その他の鉄道又は軌道の新設に関する建設事業 

   この分類には、開さく工法以外の工法により鉄道または軌道の新設を行う事業およびこれに

附帯して行われる事業が該当する。 

〔解 説〕 

   モノレールの建設事業は、跨線式、懸垂式を問わず本分類に含めず、「３５ 建築事業」に

含める。 

 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 鉄道又は軌道新設事業における新設について（昭３７．３．１３ 基発第２０６号） 

     鉄道または軌道新設事業における新設とは、新設線の建設または単線を複線にする場合

等新設の態様をもって施工するもののみをいう。ただし、構内における引込線工事および

増線工事（既成基盤）は除かれる。 

   ○ 開さく式地下鉄道新設事業の取扱いについて（昭５４．１．１１ 基発第１８号） 

    ① 開さく式地下鉄道新設事業は「３４ 鉄道又は軌道新設事業」の労災保険率を適用す

る。ただし、駅舎（プラットホーム、階段および連絡通路を含む）の内装工事および電

気等の設備工事は、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

    ② この場合、駅舎（プラットホーム、階段および連絡通路を含む）のく体工事は「３４

鉄道又は軌道新設事業」の労災保険率を適用する。 

 

３５ 建築事業（（３８）既設建築物設備工事業を除く）         １０００分の１１ 

 この分類には、建築物および橋りょうの新設、改修、復旧、維持等を行う事業およびこれらに附

帯して行われる事業が該当する。 

 なお、建設工事用機械以外の機械の組立てまたはすえ付けの事業は、除外事業として「３６ 機

械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。 

〔解 説〕 

   既設建築物内部において行われる設備工事業およびこれに附帯して行われる事業（室内の塗



装、建具の取付け、床張りおよびその他の内装工事業）は本分類から除かれ「３８ 既設建築

物設備工事業」に分類される。 

   また、分割発注、一括発注を問わず本事業の種類の適用を受ける工作物の基礎工事は本分類

に含まれる。 

   なお、足場、ゴンドラ等の建築の態様をもって、建築物の外部の清掃を行う事業は、本分類

に含まれる。 

 

【事業の種類の細目】 

 ３５０１ 鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの家屋の建設事業（（３１０３）

隧道新設事業の態様をもって行われるものを除く） 

   この分類には、鉄骨造建築物、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物、鉄筋コンクリート造建築物

等の家屋の建設を行う事業および開さく工法により地下道または地下街の建設を行う事業が該

当する。 

   なお、地下道または地下街の建設を行う事業で工事区間に開さく工法および開さく工法以外

の工法が併せ施工される場合、開さく工法以外の工法で施工される部分は、除外事業として「３

１０３ 隧道新設事業」に分類される。 

 ３５０２ 木造、レンガ造り、石造り、ブロック造り等の家屋の建設事業 

   この分類には、木造建築物、レンガ造り建築物、石造り建築物、ブロック造り建築物、土造

り建築物等の家屋の建設を行う事業が該当する。 

 ３５０３ 橋りょう建設事業 

   この分類には、一般橋りょう、道路または鉄道の鉄骨鉄筋もしくは鉄筋コンクリート造りの

高架橋、跨線道路橋、さん橋、モノレール等の新設を行う事業およびこれらの基体の改修、復

旧または維持を行う事業が該当する。 

  <本分類に該当する事業> 

   ・橋りょう橋脚、橋台等の建設事業 

   ・橋りょう補強及び直接的な防護に関する事業 

   ・橋りょう建設工事に伴う取付道路建設事業 

 ３５０４ 建築物の新設に伴う設備工事業（（３５０７）建築物の新設に伴う電気の設備工事業

及び（３７１５）さく井事業を除く） 

   この分類には、建築物の新設に伴って行われる電話の設備、給水、給湯、排水等の設備、衛

生設備、消火設備、暖房または冷房の設備等各種設備の工事を行う事業および土地に定着する

工作物に塗装工事を行う事業が該当する。 

〔解 説〕 

   水洗便所、汚水汚物処理装置、じんかい処理装置等の衛生設備および消火設備の工事を行う

事業は、本分類に含まれる。 

 ３５０７ 建築物の新設に伴う電気の設備工事業 

   この分類には、建築物の新設に伴って行われる電気設備、電気配線、ネオン装置、電灯照明

等の設備工事を行う事業が該当する。 

〔解 説〕 

   道路等の信号機の建設を行う事業は本分類に含めず、「３５０８ 送電線路又は配電線路の

建設（埋設を除く。）の事業」に含める 

 ３５０８ 送電線路又は配電線路の建設（埋設を除く）の事業 

   この分類には、埋設以外の工法により送電線江尾または配電線路の建設を行う事業が該当す



る。 

 ３５０５ 工作物の解体（一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分

を再度使用することを前提に解体するものに限る）、移動、取りはずし又は撤去の事業 

   この分類には、工作物の移動、取りはずし、または撤去を行う事業が該当する。 

   また、工作物を解体する事業であって本分類に含まれるものは、工作物に使用されている資

材を「そのまま用いて」再度当該工作物を組み立てることが可能な状態に解体する事業に限定

される。 

   なお、工作物に使用されている資材を「そのまま用いず」、再資源化等を目的として原材料

として利用することを前提に解体する事業は、本分類に含まず「３７１６ 工作物の解体事業」

に含まれる。 

〔解 説〕 

   工作物の容体が原型をとどめず、かつ、これを構成する材料の全部または大部分が、全くま

たは殆ど原型をとどめない程度に解体する事業は本分類にと含めず、「３７１６ 工作物の解

体事業」に含める。 

   工作物に使用されている資材の大部分を「そのまま用いて」再度使用することを前提として

解体する事業は、本分類に含まれる。 

   仮設舞台・ステージ、サーカス小屋等の解体工事は、使用されている資材を「そのまま用い

て」、当該工作物を再度組み立てることを前提としており、本分類に含まれる。 

   古民家等の移築工事は、基礎部分のみを解体し、躯体部分に使用されている資材を「そのま

ま用いて」、当該工作物を再度組み立てることを前提としており、本分類に含まれる。 

 ３５０６ その他の建築事業 

   この分類には、野球場、競技場等の鉄骨造りまたは鉄骨鉄筋もしくは鉄筋コンクリート造り

のスタンドの建設事業、たい雪覆い、雪止め柵、落石覆い、落石防止柵等の建設事業、鉄塔ま

たは跨線橋（跨線道路橋を除く）の建設事業、煙突、煙道、風洞等の建設事業、やぐら、鳥居、

広告塔、タンク等の建設事業、門、塀、柵、庭園等の建設事業、炉の建設事業、通信線路また

は鉄管の建設（埋設を除く）の事業、信号機または可変式道路情報装置の建設事業、排水池、

プール等の建設等の事業が該当する。 

   なお、し尿処理施設、下水処理施設または汚水処理施設の建設を行う事業および機械装置の

組立てまたはすえ付けを伴う工場の建設を行う事業は、本分類に含まれる。 

〔解 説〕 

   火力発電所、原子力発電所の建設の事業は、本分類に含まれる。 

   電車軌道の送電架線の建設またはほ補修事業は、本分類に含まれる。 

   太陽光発電設備装置の設置工事は、本分類に含まれる。 

 

 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 建築物の新設に伴って行われる工事の取扱について（昭２６．１０．１５ 基災収第１８４２

号） 

     新設建築物の屋内の配管工事に伴って、排水管より敷地内に引き込む給水管の埋設工事

は、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 電車軌道の送電線のみの建設又は補修工事を行う事業について（昭２７．１．２４ 基収第

１７０号） 

     電車軌道の送電架線のみの建設または補修工事を行う事業は、「３５ 建築事業」の労



災保険率を適用する。 

   ○ レールボンド工事について（昭３０．１０．１８ 基収第１９４号） 

     レールボンド工事については、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 鉄骨、鉄筋コンクリート造りの高架道又は高架鉄道の新設の事業について 

建築物の新設に伴って行われる機械の組立て又はすえ付けの事業について（昭３６．２．１

８ 基発第１２７号） 

    （１）鉄骨、鉄筋コンクリート造りの高架道または高架鉄道の新設またはその基体の改修

復旧もしくは維持に関する事業は、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

    （２）建設工事用機械以外の機械の組立てまたはすえ付けの事業のうち、建築物の新設に

伴って行われるエレベーター、エスカレーター、冷凍機、空気調節機、ボイラー等の

機械のすえ付け事業は、「３６ 機械装置の組立て又はすえ付けの事業」の労災保険

率を適用する。 

   ○ モノレールの建設の事業について（昭３７．３．１３ 基発第２０６号） 

     モノレール（跨線式、懸垂式を問わず）の建設を行う事業は、「３５ 建築事業」の労

災保険率を適用する。 

   ○ し尿処理施設建設事業について（昭４０．２．１８ 基発第１７５号） 

     し尿処理施設事業は、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

     なお、この場合、建設工事用機械以外の機械の組立てまたはすえ付けの事業は、除外す

る。 

   ○ 開さく工法による地下道等の建設事業について（昭４４．７．２１ 基収第３２７９号） 

    （１）開さく工法（オープンカット工法）により地下道（専ら歩行者の通行の用に供する

ことを目的とする地下道、たとえば道路横断地下道、駅構内地下道および建築物間の

地下道等）の建設を行う事業は、「３５ 建築事業」の労災保険率を適用する。 

    （２）開さく工法以外の工法で施工される地下道の建設を行う事業は、「３１ 水力発電

施設、隧道等新設事業」の労災保険率を適用する。 

    （３）地下道の建設を行う事業で、工事区間に前記（１）および（２）の工法が合わせ施

工される場合は、それぞれ「３５ 建築事業」および「３１ 水力発電施設、隧道等

新設事業」の労災保険率を適用する。 

   ○ 太陽光発電設備装置の設置工事に係る労災保険率の適用について（平２６．６．５ 基労

管発０６０５号第１号、基労徴発０６０５第１号） 

     太陽光発電設備装置の設置工事を行う事業は、その規模等にかかわらず「３５ 建築事

業」の労災保険率を適用する。この場合の事業の種類は、「３５０６ その他の建築事業」

とする。 

 

３８ 既設建築物設備工事業                        １０００分の１５ 

 この分類には、主として既設建築物内部において各種設備工事を行う事業および室内の塗装、建

具の取付けその他の内装工事を行う事業が該当する。 

 なお、主として外部において高所作業により既設建築物の設備工事を行う事業は、「３５０６ そ

の他の建築事業」に含まれる。 

〔解 説〕 

   建築物の新設に伴う内部設備工事業または内装工事業は、たとえ分割発注であっても本分類



から除かれ、「３５ 建築事業」に含まれる。 

   なお、主として既設建築物内部において行われる工事は、躯体の改造を伴う場合を除き、一

般的に本分類に含まれる。 

 

【事業の種類の細目】 

 ３８０１ 既設建築物内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われ

る事業（建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業、（３８０２）既設建

築物の内部において主として行われる電気の設備工事業及び（３７１５）さく井事業を

除く） 

      イ 電話の設備工事業 

      ロ 給水、給湯等の設備工事業 

      ハ 衛生、消火等の設備工事業 

      ニ 暖房、冷房、換気、乾燥、温湿度調整等の設備工事業 

      ホ 工作物の塗装工事業 

      ヘ その他の設備工事業 

   この分類には、主として既設建築物内部において行われる電話の設備、給水、給湯、排水等

の設備、衛生設備、消火等の設備、暖房または冷房の設備等の各種設備の工事を行う事業およ

び工作物等の塗装工事を行う事業が該当する。 

   なお、これらの事業において、建設工事用機械以外の機械の組立てまたはすえ付けを行う工

事は、除外事業として「３６０１ 機械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。 

〔解 説〕 

   既設建築物の内部において行われる設備工事において、機械装置の組立てまたはすえ付けか

ら一貫して行う設備工事の場合、及び機械装置以外の設備工事を行う場合は本分類に含まれる

が、機械装置（本体、付属装置、付属品）の組立てまたはすえ付けの工事を行う場合は、「３

６ 機械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。 

   例えば、暖房設備工事において、ボイラー装置以外の設備工事（各室へのパイプの取付け、

取替え等）を行う場合、またはボイラー装置のすえ付けから一貫して行う設備工事の場合は本

分類に含まれる。 

   ただし、ボイラー装置のすえ付けを行う工事は、除外事業として「３６ 機械装置の組立て

又はすえ付けの事業」に分類される。 

 ３８０２ 既設建築物内部において主として行われる電気の設備工事業 

   この分類には、既設建築物の屋内または屋側の電気配線、電燈照明等の設備工事を行う事業

が該当する。 

 ３８０３ 既設建築物における建具の取付け、床張りその他の内装工事業 

   この分類には、既設建築物内部において建具の取付け、床張り、壁張り、間仕切り、階段の

改修等の工事を行う事業が該当する。 

 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 既設のボイラー設備工事について（昭５９．２．１ 発労徴第１１号、基発第５３号） 

     既設のボイラー設備に対するパイプの取替工事等の設備工事は、「３８ 既設建築物設

備工事業」の労災保険率を適用する。 

 

  



 

３６ 機械装置の組立て又はすえ付けの事業             １０００分の６．５ 

 この分類には、各種機械装置の組立てまたはすえ付けを行う事業およびこれに附帯して行われる

事業が該当する。 

 なお、建設工事において、当該建設工事に使用するための機械の組立てまたはすえ付けを行う事

業は、当該建設工事に附帯する事業として取り扱う。 

 

【事業の種類の細目】 

 ３８０１ 各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業 

   この分類には、エレベーター、エスカレーター、冷凍機、空気調節機、ボイラー、起重機、

石油精製装置、パルプ製造装置等の組立てまたはすえ付けを行う事業およびこれに附帯して機

械装置の基礎台の建設を行う事業が該当する。 

   なお、機械装置の組立てまたはすえ付けを伴う修繕および部分品の取替えは、本分類に含ま

れる。 

〔解 説〕 

   例えば、建設事業の態様をもって行う、ボイラー装置（本体、附属装置、附属品）の修繕お

よび部分品の取替えは本分類に含まれる。 

   ただし、既設建築物の内部において行われる、ボイラー装置以外の設備（各室へのパイプの

取付け、取替え等）工事は、「３８ 既設建築物設備工事業」に分類される。 

   なお、原子力発電所の定期検査工事等の取扱いについても、本体、附属装置、附属品の取替

え、修繕に係るものは本分類に含まれる。 

 ３６０２ 索道建設事業 

   この分類には、索道の建設を行う事業が該当する。 

〔解 説〕 

   索道とは、鉄道事業法施行規則第４７条に規定されているものを指し、大きくは普通索道（ロ

ープウェイ、ゴンドラリフト）と特殊索道（リフト）に分類される。 

   なお、水力発電施設新設事業現場内および高えん堤新設事業現場内で行われる索道の建設事

業は本分類に含めず、「３１ 水力発電施設、隧道等新設事業」に含める。 

 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ○ 機械装置製造業者が行う組立て又はすえ付け事業に対する労災保険法の適用について 

     機械装置製造業者が各種機械装置の組立て又はすえ付け事業を行うにあたり、下請を使

用する場合であっても、製造業者の工場等既に継続事業として保険関係の成立している事

業場から派遣する労働者および機械製造業者が現場で臨時に雇入れた労働者は、次の場合

を除き、当該継続事業の出張として取り扱う。 

     製造業者が工事を直営で施工する場合で、現地で臨時に相当数（延３００人以上）の労

働者を雇い入れる場合は、臨時労働者につき、有期事業とし、別個に保険関係を成立させ

る。 

     なお、下請部分については、法第８条第２項の規定による保険加入の承認を受けた場合

を除き、元請負人において別個に有期事業として保険関係を成立させることになる。 

 

  



 

３７ その他の建設事業                           １０００分の１７ 

 この分類には、隧道、道路、鉄道または軌道の改修、復旧または維持を行う事業、沈没物の引揚

げの事業等他に分類されない建設事業およびこれらの事業に附帯して行われる事業が該当する 

 なお、大規模造成工事に関連して一定の目的を有すると認められる各種建築工事等を行うことが

一般的であると考えられるスキー場、ゴルフ場およびこれらをはじめとする施設の集合体と認めら

れる総合リゾート施設の建設の事業ならびに飛行場の建設の事業については、土地の造成を主たる

目的とする事業として「３７ その他の建設事業」の労災保険率を適用するが、これらの事業が分

割発注で施工される場合にあっては、次に掲げる建設の事業につき、各々に定める工作物ごとに労

災保険率決定上の適用単位とし、当該完成されるべき工作物により労災保険率を適用する。 

 ①スキー場の建設の事業 

   ホテル、マンション、ロッジおよびこれらに準じた建築物ならびに索道 

 ②ゴルフ場の建設の事業 

   クラブハウス、ホテルおよびこれらに準じた建築物ならびに施設管理等の機械装置 

 ③総合リゾート施設の建設の事業 

   スキー場（この範囲において①を適用）、ゴルフ場（この範囲において②を適用）、ならび

にホテル、マンション、ロッジおよびこれらに準じた建築物 

 ④飛行場の建設の事業 

   管制塔、ターミナルビル、格納庫およびこれらに準じた建築物 

 

【事業の種類の細目】 

 ３７０１ えん堤の建設事業（（３１０２）高えん堤新設事業を除く。） 

   この分類には、フィルダムの新設に関する建設事業および基礎地盤から堤頂までの高さが２

０メートル未満のえん堤の建設、改修、復旧または維持を行う事業が該当する。 

   ただし、基礎地盤から工事を行う既設えん堤（フィルダムを除く）のかさ上げの事業は、か

さ上げ後のえん堤の高さが２０メートル以上の場合には「３１０２ 高えん堤新設事業」に含

まれる。 

 ３７０２ 隧道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工法による管の埋設の事業（（３１０

３）内面巻替えの事業を除く。） 

   この分類には、隧道の改修、復旧または維持の事業および推進工法による管の埋設の事業が

該当する。 

   また、内面巻替えまたは外巻きを行う事業および内面巻立後の隧道内において土圧を保てる

と認められるコンクリート吹付け工法による巻立てを行う事業は、「３１０３ 隧道新設事業」

に含まれる。 

 ３７０３ 道路の改修、復旧又は維持の事業 

   この分類には、道路の改修、復旧または維持を行う事業が該当する。 

   なお、道路の災害復旧工事で、既存の路線および路幅に復旧するものは、本分類に含まれる。 

   また、路面標識等の表示を行う事業（路面表示業）は、道路付属施設を設置する工事として

本分類に含まれる。 

〔解 説〕 

   路面標識等の表示を行う事業は、本分類に含まれる。 

 ３７０４ 鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業 



   この分類には、鉄道または軌道の改修、復旧または維持を行う事業が該当する。 

   なお、構内において既成基盤の上で行う引込線工事および増線工事は、本分類に含まれる。 

〔解 説〕 

   砂利の散布のみを行う事業は本分類に含めず、「３３０２ 砂利散布の事業」に含める 

   軌条の撤去のみを行う事業は本分類に含めず、「３５０５ 工作物の解体（一部を解体する

もの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するも

のに限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業」に含める。 

 ３７０５ 河川又はその附属物の改修、復旧又は維持の事業 

   この分類には、堤防、水制工、併行工等の建設、改修、復旧または維持を行う事業が該当す

る。 

〔解 説〕 

   水門、樋門等の建設を行う事業は本分類に含めず、「３７０８ 水門。樋門等の建設事業」

に含める。 

 ３７０６ 運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設事業 

   この分類には、運河もしくは水路またはこれらの附属物の建設を行う事業が該当する。 

   ただし、隧道新設事業の態様をもって行われる運河もしくは水路またはこれらの附属物の建

設を行う事業は、「３１０３ 隧道新設事業」に含まれる。 

 ３７０７ 貯水池、鉱毒沈殿池、プール等の建設事業 

   この分類には、地表を掘り下げて貯水池、」鉱毒沈殿池、プール等の建設を行う事業が該当

する。 

〔解 説〕 

   地上に構築される配水池、プール等の建設を行う事業は本分類に含めず、「３５０６ その

他の建築事業」に含める。 

 ３７０８ 水門、樋門等の建設事業 

   この分類には、水門、樋門等の建設を行う事業が該当する。 

 ３７０９ 砂防設備（植林のみによるものを除く。）建設事業 

   この分類には、砂防設備の建設を行う事業が該当する。 

   ただし、えん堤による砂防設備の建設を行う事業および植林のみによる砂防設備の建設を行

う事業は、それぞれ該当する事業の種類に含まれる。 

 ３７１０ 海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設事業 

   この分類には、海岸または港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設を行う事業が該

当する。 

 ３７１１ 湖沼、河川又は海面の浚渫、干拓又は埋立ての事業 

   この分類には、湖沼、河川（運河を含む）または海面の浚渫、干拓または埋立てを行う事業

が該当する。 

 ３７１２ 開墾、耕地整理又は耕地若しくは広場の造成の事業（一貫して行う（３７１９）造園

の事業を含む。） 

   この分類には、開墾または耕地整理を行う事業および墓地、公園、飛行場、ゴルフ場、競馬

場、競技場等の敷地または広場の造成を行う事業が該当する。 

   なお、公園等の造成から造園まで一貫して行う事業は、本分類に含まれる。 

〔解 説〕 

   広場の展圧または芝張りのみを行う事業は本分類に含めず、「３３０３ 広場の展圧又は芝

張りの事業」に含める。 



 ３７１９ 造園の事業 

   この分類には、重機を用いて行う土木工事を伴い、墓地、公園、飛行場、ゴルフ場、競馬場、

競技場等の敷地または広場の造園を行う事業が該当する。 

〔解 説〕 

   重機を用いるなど土木工事の態様を伴う造園工事を行う事業は、本分類に含まれる。土木工

事の態様を伴わず、刃物または手工具等のみを用いて植物の栽培管理、ガーデニング等を行う

造園事業は、「９５０１ 土地の耕作または植物の栽植、栽培若しくは採取の事業その他の農

業」に含まれる。 

   なお、「刃物または手工具等」とは、「６３０１ 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造

業（５５ めっき業を除く。）」に掲げる刃物、手工具等を指す。 

 ３７１３ 地下に構築する各種タンクの建設事業 

   この分類には、地下に構築され、かつ、埋設される原油槽、汚油洗浄装置における液化槽、

ろ過槽、酸化槽等の各種タンクの建設を行う事業が該当する。 

 ３７１４ 鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業 

   この分類には、隧道新設事業以外の態様をもって行われる鉄管、コンクリート管、ケーブル、

鋼材等の埋設の事業が該当する。 

   ただし、隧道新設事業の態様をもって行われる鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の

埋設の事業は、「３１０３ 隧道新設事業」に含まれる。 

 ３７１５ さく井事業 

   この分類には、さく井を行う事業が該当する。 

   ただし、石油または天然ガスの採掘のためにさく井を行う事業は、「２４０１ 原油鉱業」

または「２４０２ 天然ガス鉱業又は圧縮天然ガス生産業」に含まれる。 

 ３７１６ 工作物の解体事業 

   この分類には、各種工作物の解体を行う事業が該当する。 

   なお、解体する工作物に使用されている資材を「そのまま用いて」当該工作物を再度組み立

てることが可能な状態に解体する事業は、「３５０５ 工作物の解体（一部分を解体するもの

又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに

限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業」に含まれる。 

〔解 説〕 

   工作物の容体が原型をとどめず、かつ、これを構成する材料の全部または大部分が、全くま

たは殆ど原型をとどめない程度に解体する事業は、本分類に含まれる。 

   工作物に使用されている資材の大部分を、再度使用しないこと又は再生して再度利用するこ

とを前提として解体する事業は、本分類に含まれる。 

   また、沈没船の解体工事を行う事業は、本分類に含まれる。 

（注） 

   従来の「３７１６ 工作物の破壊事業」から名称のみを変更したものであり、該当する事業

の内容および範囲に変更はない。 

 ３７１７ 沈没船の引揚げ事業 

   この分類には、沈没船の引揚げ等潜水によって行われる事業が該当する。 

   ただし、引き揚げられた爆発物の解体処理を行う事業は「５４０１ 金属製品製造業又は金

属加工業（その他金属製品製造業又は金属加工業）」に、沈没船の解体スクラップ化を行う事

業は「３７１６ 工作物の解体事業」に含まれる。 

   なお、水難救助の事業および潜水によって行われる海底測量、調査等の事業は、本分類に含



まれる。 

 ３７１８ その他の各種建設事業 

   この分類には、他に分類されない建設事業およびこれらの事業に附帯して行われる事業が該

当する。 

   なお、除雪の作業を行う事業は、本分類に含まれる。 

 

 ≪参考通達要旨≫ 

   ・沈没船の引揚げとその解体処理について（昭２７．１．２９ 基災収第３４５９号） 

     沈没した爆発物を引揚げ、薬きょうと火薬を別々に解体する事業は、沈没物の引揚げ事

業と解体処理の事業とに区分し、沈没物の引揚げ事業については、「３７ その他の建設

事業」、解体処理の事業については、「５４ 金属製品製造業又は金属加工業」の労災保

険率を適用する。 

   ・フィルダムの建設事業について（昭５８．３．２８ 発労徴第１２号、基発第１５６号） 

     土砂、岩等の天然の材料を主たる堤体材料とするえん堤、いわゆるフィルダムの建設事

業については、「３７ その他の建設事業」の労災保険率を適用する。 

   ・隧道の補修工事について（昭３１．６．１４ 基発第３８９号） 

     既設ずい道の漏水または亀裂による部分のセメント注入（いわゆるグラウト工事といわ

れるもの）等簡易な補修工事と認められるものについては、「３７ その他の建設事業」

の労災保険率を適用する。 

   ・推進工法による管の埋設事業について（昭６１．３．３１ 発労徴第１５号、基発第１８２号） 

     推進工法による管の埋設を行う事業については、「３７ その他の建設事業」の労災保

険率を適用する。 

   ・ケーソン（函塊）製作工事について（昭４４．３．２４ ４３基収第５９９７号－２） 

     ケーソン（函塊）製作工事は、防波堤あるいは岩壁建設工事等のために行うものである

から、「３７ その他の建設事業」の労災保険率を適用する。 

   ・建設業者が廃土等の輸送を行う場合について（昭４０．２．１７ 基発第１７２号） 

     建設工事における廃土、残土等の輸送については、その実態にかんがみ、昭和４０年度

から次のとおり取り扱うこととする。 

    （１）建設工事を行っている事業の事業主が、廃土等の輸送も併せ行っている場合には、

建設工事の保険関係に含めて取り扱う。 

       なお、下請人が土砂等の掘さく作業と、廃土等の輸送とを一括して下請している場

合についても、上記により取り扱う。 

    （２）貨物取扱事業として、保険関係の成立している事業が、建設工事における廃土等の

輸送を行っている場合には、当該保険関係に含めて取り扱う。 

   ・建設機械等の賃貸とその運転業務を併せ行う事業について（昭６１．３．２５ 発労徴第１３号

基発第１６３号） 

     建設事業以外の事業に対して建設機械等の賃貸とその運転業務を併せ行う事業について

は、当該賃貸先事業に係る労災保険率を適用する。 

     また、賃貸先事業が建設事業である場合には、従来どおり継続事業として取り扱い、「３

７ その他の建設事業」の労災保険率を適用する。 

     なお、賃貸先が複数の場合には主たる業種の労災保険率を適用する。 

   ・路面標識等の表示を行う事業について（平元．３．６ 発労徴第１４号、基発第１０３号） 

     路面標識等の表示を行う事業（路面表示業）は、道路付属施設を設置する工事として建



設事業として取り扱い、「３７ その他の建設事業」の労災保険率を適用する。この場合

の事業の種類の細目は「３７０３ 道路の改修、復旧又は維持の事業」に分類する。 

   ・生コンクリートの圧送を行う事業について（昭６０．１．３０ 発労徴第５号、基発第４６号） 

     生コンクリートの圧送を行う事業の労災保険率は「３７ その他の建設事業」を適用し

ているところがあるが、昭和６０年４月１日から次により取り扱うこととする。 

    （１）建設事業の一部を請負っている生コンクリートの圧送を行う事業は建設事業として

取り扱う。 

    （２）したがって、生コンクリートの圧送を行う事業主が下請負人となる場合は、当該建

設事業に係る元請負人を事業主として保険関係を成立させる。 

    （３）また、生コンクリートの圧送を行う事業主が建設事業の元請人となる場合は、当該

建設事業を独立した事業（有期事業または一括有期事業）として保険関係を成立させ

るものとする。 

       なお、この場合の労災保険率は完成される工作物により決定する。 

   ・東日本大震災による被災地における災害復旧を目的とする事業に係る労災保険の適用に 

    ついて（平２３．４．１１ 基労発０４１１第１号） 

     地方自治体、主管行政庁、業界団体等からの依頼を受けて、災害の復旧を目的として、

事業主の指揮・命令により労働者を被災地へ赴かせて行う事業（以下「災害復旧事業」と

いう）のうち、事業の種類が明らかに建設の事業であると認められるものについては、こ

れを有期事業として取り扱う。 

     災害復旧事業の種類が建設の事業以外の場合は、当該事業において既に成立している保

険関係からの出張労働者として取り扱う。 

     主たる作業内容が「がれきの撤去」である場合は、「３７１８ その他の各種建設事業」

を適用する。 

 

  



道路関連工事における労災保険率の適用概略図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路改修等工事 

道路改築工事が 

主たる場合 
一の工事に道路改 

築工事と道路改修 

等工事がある場合 道路改修等工事 

が主たる場合 

（イ）道 路 の 

    建設工事 

道路新設工事 

道路改築工事 

「32 道路新設事業」 

「32 道路新設事業」 

「32 道路新設事業」 

完成される工作物による 

「37 その他の建設事業」「35 建築 

事業」「33 ほ装工事業」「31 水力発 

電施設、隧道等新設事業」 

完成される工作物による 

「37 その他の建設事業」「35 建築 

事業」「33 ほ装工事業」「31 水力発 

電施設、隧道等新設事業」 

道路新設工事又は 

道路改築工事とほ 

装工事との請負契 

約が同一のとき 

「32 道路新設事業」 

道路新設工事又は 

道路改築工事に伴 

う場合 道路新設工事又は 

道路改築工事とほ 

装工事との請負契 

約が異なるとき 

「33 ほ装工事業」 

道路改修等工事と 

ほ装工事との請負 

契約が同一のとき 

道路改修等工事と 

ほ装工事との請負 

契約が異なるとき 

「33 ほ装工事業」 

道路改修等工事に 

伴う場合 

完成される工作物による 

「37 その他の建設事業」「35 建築 

事業」「33 ほ装工事業」「31 水力発 

電施設、隧道等新設事業」 

（ロ）ほ装工事 

「33 ほ装工事業」 

道路新設工事又は 

道路改築工事と道 

路付属施設工事と 

の請負契約が同一

のとき 

道路新設工事又は 

道路改築工事と道 

路付属施設工事と 

の請負契約が異な

るとき 

完成される工作物による 

「37 その他の建設事業」「35 建築 

事業」「33 ほ装工事業」「31 水力発 

電施設、隧道等新設事業」 

道路新設工事又は 

道路改築工事に伴 

う場合 

道路改修等工事に 

伴う場合 

完成される工作物による 

「37 その他の建設事業」「35 建築 

事業」「33 ほ装工事業」「31 水力発 

電施設、隧道等新設事業」 

（ハ）道路付属 

   施設工事 



道 路 付 属 施 設 
 

道路付属施設を例示すると、次のとおりである。 

（１）待避所 

（２）交通安全施設 

  イ 立体横断施設 

     横断歩道橋、地下横断歩道 等 

  ロ 防護柵 

     ガードレール、ガードパイプ、ボックスビーム、ガードケーブル 等 

  ハ 照明施設 

  ニ 視線誘導標 

     デリニエーター、スノーボール 等 

  ホ 道路反射鏡 

（３）交通監理施設 

  イ 道路標識 

  ロ マーキング      

     路面表示、垂直面表示 等 

  ハ 非常電話         〔参考図〕 

  ニ 道路情報提供装置 

  ホ 気象観測装置 

  ヘ 車輌監視装置 

  ト 車輌諸原計測施設 

  チ 料金所 

  リ 交通信号機 

（４）駐車場等 

  イ 自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所 等 

  ロ 休憩施設、緊急避難所 等 

（５）防雪施設 

  イ 吹きだまり防止施設 

     スノーシェルター、防雪柵、防雪林 等 

  ロ なだれ防止施設 

     なだれ防止林、予防杭、予防柵、防護柵、防護擁壁 等 

（６）除雪、融雪施設 

    流雪溝、除雪基地 等 

（７）落石防護施設 

    吹付け工、ロックアンカー工、落石防止網、落石防止擁壁、落石覆工 等 

（８）のり面保護工 

    植生工、石張工、枠工 等 

（９）防波施設、防砂施設 

（10）排水施設 

    側溝、集水ます、カルバート 等 



既設の各種設備の取扱工事にかかる分類 
 

既設の各種の取扱工事については、取替、修繕（建設業の態様があるもの）、修理、保守・点検

の四段階に分けて適用される。 

工事の程度 

 工事の範囲 
取   替 修   繕 修 理 保守・点検 

① 本 体 「３６」 「３６」 該

当

す

る

製

造

業 

（
５
４
・
６
１
…
等
） 

「９４」 

② 付 属 装 置 「３６」 「３６」 「９４」 

③ 付 属 品 「３６」 「３６」 「９４」 

④ ①～③以外の施設 「３８」注（３５） 「３８」注（３５）   

⑤ ①～④を一貫して 

  行う事業 

原則「３８」「３６」 

の部分は除外事業 

原則「３８」「３６」

の部分は除外事業 
  

 

（注）（ ）内に該当する場合もある。 

（イ）取 替・・・・・・・・本体、付属装置、付属品等の例示されているもの及びこれに準ずるものを交

換する場合がある。 

（ロ）修 繕・・・・・・・・修理との違いを明確にするため「建設業の態様があるもの」と定義し、足場

を組む等、大がかりに直す場合が該当する。 

（ハ）修 理・・・・・・・・取替、修繕と比較して、小規模の形態のものであり、該当する作業の種類で製造業

のいずれかに該当する。 

（ニ）保守・点検・・・日常の維持管理に係る修理以上のものを伴わないものであり、前記（イ）、（ロ）、（ハ）

を必要とするかどうかを判断するため等の軽微な作業が該当する。 

 

【機械装置製造業者の工場等からの出張者の取扱い】 

  機械装置製造業者が各種機械装置の組立て又はすえ付け事業を行うにあたり、下請を使用する

場合であっても、製造業者の工場等既に継続事業として保険関係が成立している事業場から派遣

する労働者及び機械製造業者が現場で臨時に雇入れた労働者は、次の場合を除き当該継続事業の

出張者として取り扱う事になります。 

  製造業者が工事を直営で施工する場合で、現地で臨時に相当数（延３００人以上）の労働者を

雇い入れる場合は、臨時労働者につき有期事業とし別個に保険関係を成立させる必要があります。 

  なお、下請け部分については、元請負人において別個に有期事業として保険関係を成立させる

必要があります。 

 



請負金額 

組立て又は 

すえ付け工 

事に要する 

費用 

機械装置 

の 価 格 

 

機 械 装 置 の 範 囲 
 

 

 

            １ 直接労務費 

             （例）①荷降し・場内運搬、②基礎工事、③足場架設、④付属品取付 

                ⑤清掃、⑥試験・検査、⑦試運転助勢 

            ２ 関節労務費 

             （例）①責任者、②監督者、③安全担当 

            ３ 工事用機工具費 

             （例）①揚重機・車両・機械費、②損料、③運搬費 

            ４ 副資材費 

             （例）①セメント、②砂利、③足場材料 等 

            ５ 消耗品費 

             （例）①酸素、②アセチレン、③溶接棒、④といし 等 

            ６ 仮設費 

             （例）詰所、②倉庫、③仮設電源、④給排水設備 

            ７ 現地運営費 

             （例）①光熱費、②通信費、③マイクロバス運転費・事務員・賄婦 

            ８ 交通費 

             （例）①旅費、②宿泊費 

            ９ 安全対策費 

             （例）①安全設備装備品、②建設労災補償共済掛金、③安全標語板 等 

            10 その他（工事設計費、その他機械装置の費用に含まれないもの） 

 

 

            （１）機械装置本体の価格 

            （２）付属装置の価格 

            （３）付属品の価格 

ダクト、パイプ、配線・配管材料、専用工具、保温材 

 

 

  

請 
 

負 
 

代 
 

金 



事
業

の
種
類 

の

分

類 

労務費率表（徴収則第１３条関係） 
 

  請  負  金  額  に  乗  ず  る  率 

平成１３年４
月１日以降
に事業が成
立したもの 

平成１８年４
月１日以降
に事業が成
立したもの 

平成２１年４
月１日以降
に事業が成
立したもの 

平成２４年４
月１日以降
に事業が成
立したもの 

平成２７年４
月１日以降
に事業が成
立したもの 

平成３０年４
月１日以降
に事業が成
立したもの 

建 
 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 
 

事 
 
 
 
 
 

業 

水力発電施設、ずい道
等新設事業 ２０％ １９％ １９％ １８％ １９％ １９％ 

道路新設事業 ２１％ ２１％ ２１％ ２０％ ２０％ １９％ 

ほ装工事業 ２０％ ２０％ １９％ １８％ １８％ １７％ 

鉄道又は軌道新設事業 ２３％ ２３％ ２４％ ２３％ ２５％ ２４％ 

建築事業（既設建築物 
設備工事業を除く。） ２１％ ２１％ ２１％ ２１％ ２３％ ２３％ 

既設建築物設備工事業 ２１％ ２１％ ２２％ ２２％ ２３％ ２３％ 

機械装置の組立て又は 
据付けの事業 

 

組立て又は据付けに
関するもの ４１％ ４０％ ４０％ ３８％ ４０％ ３８％ 

その他のもの 
(基礎台の建設事業) ２１％ ２１％ ２２％ ２１％ ２２％ ２１％ 

その他の建設事業 ２４％ ２４％ ２４％ ２３％ ２４％ ２４％ 

 

  

事 業 の 種 類 
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平成  年  月  日 

                殿 

 労働保険特別会計歳入徴収官          

                                秋田労働局長 

労 災 保 険 率 決 定 通 知 書 

 貴事業場における令和 ２ 年度の労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に 

関する法律第 12条第３項及び同法第 12条の２の規定に基づき、下記のとおり決定 

されたので通知します。 

 

記 

１．建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業（継続事業）
特例メリット制
適　　　　用

有　　無

 ②  ③ ④  ⑤ 　⑥ ⑦改定労災保険率

府県 所掌
管轄
（1）

基幹番号 枝番号
業　種
番　号

メリット
収 支 率

ﾒ ﾘ ｯ ﾄ
増減率

業務災害
に係る率

非 業 務
災 害 率

（メリット料率）
（⑤＋⑥）

％ ％  1000分の  1000分の  1000分の

0.60 

２．建設の事業及び立木の伐採の事業（一括有期事業）

 ② ③ ④ 　⑤ 　⑥ ⑦改定労災保険率

府県 所掌
管轄
（1）

基幹番号 枝番号
業　種
番　号

メリット
収 支 率

ﾒ ﾘ ｯ ﾄ
増減率

業務災害
に係る率

非 業 務
災 害 率

（メリット料率）
（⑤＋⑥）

％ ％ （⑦－⑥）  1000分の 下表「＊」

0.60 のとおり

①　労　働　保　険　番　号

①　労　働　保　険　番　号

増減率　 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 ±０ +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40

事業の種類　　　　　　　適 　用　

31 水力発電施設、 ずい道等新設事業 37.440 40.510 43.580 46.650 49.720 52.790 55.860 58.930 62 65.070 68.140 71.210 74.280 77.350 80.420 83.490 86.560

32 道 路 新 設 事 業 6.840 7.360 7.880 8.400 8.920 9.440 9.960 10.480 11 11.520 12.040 12.560 13.080 13.600 14.120 14.640 15.160

33 舗 装 工 事 業 5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

34 鉄 道 又 は 軌 道 新 設 事 業 5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9.0 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

35 建 築 事 業 5.940 6.385 6.830 7.275 7.720 8.165 8.610 9.055 9.5 9.945 10.390 10.835 11.280 11.725 12.170 12.615 13.060

38 既 設 建 築 物 設 備 工 事 業 7.440 8.010 8.580 9.150 9.720 10.290 10.860 11.430 12 12.570 13.140 13.710 14.280 14.850 15.420 15.990 16.560

36 機械装置の組立て又は据付けの事業 4.140 4.435 4.730 5.025 5.320 5.615 5.910 6.205 6.5 6.795 7.090 7.385 7.680 7.975 8.270 8.565 8.860

37 そ の 他 の 建 設 事 業 9.240 9.960 10.680 11.400 12.120 12.840 13.560 14.280 15 15.720 16.440 17.160 17.880 18.600 19.320 20.040 20.760

０２
又は
０３

林 業 39.210 42.180 45.150 48.120 51.090 54.060 57.030 60 62.970 65.940 68.910 71.880 74.850 77.820 80.790

改
定
労
災
保
険
率
（

×
一
〇
〇
〇
分
の
一
）

 

（注） １．貴事業場の特例メリット制の適用は、 「特例メリット制適用」 欄の、 「＝」 で消去されていない方が該当します。 

    ２．「適用」 欄に 「＊」 印で表示された改定労災保険率が、貴事業場に係る労災保険率です。 

    ３．本表の改定労災保険率は、非業務災害率（1000分の 0.6）を含みます。 

    ４．立木の伐採の事業は事業の種類 「02又は 03林業」 に該当します。 

    ５．徴収法施行規則第 20条に規定する「労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表」及び同規則第 20条 

の６に規定する 「労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表」 は裏面のとおりです。 

印 



○基本料率は事業開始時期の料率を適用しますが、増減率は

工事終了日の属する年度の増減率を適用します。

（例）　27年度メリット－30％　業種31、平成27年3月31日以前事業

開始の場合、増減率は工事終了日の属する年度の増減率－３０％

の料率1000分の62.480を適用します。

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 基準 5 10 15 20 25 30 35 40

平成27年3月31日
以前のもの 18 53.640 58.060 62.480 66.900 71.320 75.740 80.160 84.580 89 93.420 97.840 102.260 106.680 111.100 115.520 119.940 124.360

平成27年4月１日
以降のもの 19 47.640 51.560 55.480 59.400 63.320 67.240 71.160 75.080 79 82.920 86.840 90.760 94.680 98.600 102.520 106.440 110.360

平成30年4月１日
以降のもの 19 37.440 40.510 43.580 46.650 49.720 52.790 55.860 58.930 62 65.070 68.140 71.210 74.280 77.350 80.420 83.490 86.560

平成27年3月31日
以前のもの

9.840 10.610 11.380 12.150 12.920 13.690 14.460 15.230 16 16.770 17.540 18.310 19.080 19.850 20.620 21.390 22.160

平成27年4月１日
以降のもの

6.840 7.360 7.880 8.400 8.920 9.440 9.960 10.480 11 11.520 12.040 12.560 13.080 13.600 14.120 14.640 15.160

平成30年4月１日
以降のもの 19 6.840 7.360 7.880 8.400 8.920 9.440 9.960 10.480 11 11.520 12.040 12.560 13.080 13.600 14.120 14.640 15.160

平成27年3月31日
以前のもの

6.240 6.710 7.180 7.650 8.120 8.590 9.060 9.530 10 10.470 10.940 11.410 11.880 12.350 12.820 13.290 13.760

平成27年4月１日
以降のもの

5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

平成30年4月１日
以降のもの 17 5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

平成27年3月31日
以前のもの 23 10.440 11.260 12.080 12.900 13.720 14.540 15.360 16.180 17 17.820 18.640 19.460 20.280 21.100 21.920 22.740 23.560

平成27年4月１日
以降のもの 25 5.940 6.385 6.830 7.275 7.720 8.165 8.610 9.055 9.5 9.945 10.390 10.835 11.280 11.725 12.170 12.615 13.060

平成30年4月１日
以降のもの 24 5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

平成27年3月31日
以前のもの 21 8.040 8.660 9.280 9.900 10.520 11.140 11.760 12.380 13 13.620 14.240 14.860 15.480 16.100 16.720 17.340 17.960

平成27年4月１日
以降のもの 23 6.840 7.360 7.880 8.400 8.920 9.440 9.960 10.480 11 11.520 12.040 12.560 13.080 13.600 14.120 14.640 15.160

平成30年4月１日
以降のもの 23 5.940 6.385 6.830 7.275 7.720 8.165 8.610 9.055 9.5 9.945 10.390 10.835 11.280 11.725 12.170 12.615 13.060

平成27年3月31日
以前のもの 22 9.240 9.960 10.680 11.400 12.120 12.840 13.560 14.280 15.720 16.440 17.160 17.880 18.600 19.320 20.040 20.760

平成27年4月１日
以降のもの 23 9.240 9.960 10.680 11.400 12.120 12.840 13.560 14.280 15.720 16.440 17.160 17.880 18.600 19.320 20.040 20.760

平成30年4月１日
以降のもの 23 7.440 8.010 8.580 9.150 9.720 10.290 10.860 11.430 12 12.570 13.140 13.710 14.280 14.850 15.420 15.990 16.560

平成27年3月31日
以前のもの 38 4.740 5.085 5.430 5.775 6.120 6.465 6.810 7.155 7.5 7.845 8.190 8.535 8.880 9.225 9.570 9.915 10.260

平成27年4月１日
以降のもの 40 4.140 4.435 4.730 5.025 5.320 5.615 5.910 6.205 6.5 6.795 7.090 7.385 7.680 7.975 8.270 8.565 8.860

平成30年4月１日
以降のもの 38 4.140 4.435 4.730 5.025 5.320 5.615 5.910 6.205 6.5 6.795 7.090 7.385 7.680 7.975 8.270 8.565 8.860

平成27年3月31日
以前のもの 23 11.640 12.560 13.480 14.400 15.320 16.240 17.160 18.080 19 19.920 20.840 21.760 22.680 23.600 24.520 25.440 26.360

平成27年4月１日
以降のもの 24 10.440 11.260 12.080 12.900 13.720 14.540 15.360 16.180 17 17.820 18.640 19.460 20.280 21.100 21.920 22.740 23.560

平成30年4月１日
以降のもの 24 9.240 9.960 10.680 11.400 12.120 12.840 13.560 14.280 15 15.720 16.440 17.160 17.880 18.600 19.320 20.040 20.760

36

機械装置の
組立て又は
すえ付けの
事 業

15

そ の 他 の
建 設 事 業

37

35 建 築 事 業

38
既設建築物
設備工事業

20

18

水力発電施
設、 ずい道
等新設事業

道 路
新 設 事 業

舗装工事業

鉄道又は軌
道新設事業

31

32

33

34

メ リ ッ ト 料 率 対 応 表

業種
番号

事業の種類 事業開始時期
労務
費率

増　　　　　　　　　　　　　　　減　　　　　　　　　　　　　　率

 

  



 

 

 

 

  秋田労働局 労働保険徴収室  秋田市山王６－１－２４ 

（山王セントラルビル６階） 

    ☎：０１８－８８３－４２６７  ＦＡＸ：０１８－８００－９５３６ 

 

  秋田労働基準監督署  秋田市山王７－１－４（秋田第二合同庁舎２階） 

    ☎：０１８－８０１－０８２３  ＦＡＸ：０１８－８６５－３７８５ 

 

  能代労働基準監督署  能代市末広町４－２０（能代合同庁舎３階） 

    ☎：０１８５－５２－６１５１  ＦＡＸ：０１８５－５２－６１５５ 

 

  大館労働基準監督署  大館市字三ノ丸６－２ 

    ☎：０１８６－４２－４０３３  ＦＡＸ：０１８６－４２－４０１０ 

 

  横手労働基準監督署  横手市旭川１－２－２３ 

    ☎：０１８２－３２－３１１１  ＦＡＸ：０１８２－３２－３１３２ 

 

  大曲労働基準監督署  大仙市大曲日の出町１－３－４ 

                   （大曲法務合同庁舎１階） 

    ☎：０１８７－６３－５１５１  ＦＡＸ：０１８７－６３－５１４１ 

 

  本荘労働基準監督署  由利本荘市給人町１７（本荘合同庁舎） 

    ☎：０１８４－２２－４１２４  ＦＡＸ：０１８４－２２－７８１２ 

 

 

 


