
建設業における不当要求等に関する実態調査

平成１９年３月

警察庁組織犯罪対策部

Ⅰ 調査概要

１．目的

建設業における暴力団等排除対策の検討に活用するとともに、警察白書等にて暴力団等の活動

の実態を紹介する際の参考データとすること

２．方法

(1) 調査対象

建設業における不当要求防止責任者等 3,000人

※ 不当要求防止責任者講習を建設業者として受講した全国3,000業者に対して、不当要求防止責任者（又は暴

力団等の資金獲得活動に知見のある現場担当者）による回答を依頼した。

(2) 調査方法

郵送法

(3) 調査期間

平成19年2月16日～3月13日

３．回収結果

(1) 回収数

1,820（回収率 60.7％）

(2) 回答者属性

勤務先の業種 回答者数（％） 勤務先の許可区分 回答者数（％）

土木・建築一式工事 1,045（ 57.4） 一般建設業（大臣許可） 105（ 5.8）

土木一式工事 303（ 16.6） 一般建設業（知事許可） 268（ 14.7）

建築一式工事 201（ 11.0） 特定建設業（大臣許可） 791（ 43.5）

その他 267（ 14.7） 特定建設業（知事許可） 625（ 34.3）

無回答 4（ 0.2） 無回答 31（ 1.7）

勤務先の具体的場所 回答者数（％）

本 社 1,270（ 69.8）

支店・支社 362（ 19.9）

営業所 139（ 7.6）

建設現場 23（ 1.3）

その他 18（ 1.0）

無回答 8（ 0.4）
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Ⅱ 調査結果の概要

建設業における暴力団等（暴力団、暴力団の周辺者、暴力団関係企業、エセ右翼、エセ同和など、

組織暴力を背景として違法又は不当な活動を行い、資金の獲得を図る反社会的勢力を広くいう ）。

の不当要求等の実態について、本調査により判明した主な事項は以下のとおりである。

１ 「最近１年間に、自らの勤務先が部外の者から不当要求行為を受けたことがある」と回答した者．

は、約３割（33.7％）であった。また、その不当要求行為を行った者の７割（70.0％）が「同和

等の社会運動団体に所属すると名乗った」との回答を得た ［問３、問４］。

２ 「この５年間くらいの間に、暴力団等と何らかの関係を有する建設業者がいると聞いたことがあ．

る」と回答した者は、約３割（33.8％）であった。また、その回答者の約４割（41.1％）につい

て 「何らかの形で暴力団等に資金を提供し、又は提供させられている建設業者がいると聞いた、

ことがある」との回答を得た ［問７、問９］。

３ 「複数の建設業者が、昔から、暗黙の了解のもと、慣習として暴力団等に資金を提供している．

という話を聞いたことがある」と回答した者は、１割強（14.4％）であった。また、その回答

者の約６割（59.5％）について、そのような資金提供の趣旨が「建設工事に関するトラブルを

解決する見返りとして」であるとの回答を得た ［問13、問14］。

Ⅲ 調査結果の詳細

問１ 最近１年間に、建設工事に関して、あなたの勤務先以外の建設業者が部外の者から不当要

求行為を受けたという話を聞いたことがありますか。

「聞いたことがある」と回答した者は、回答者全体の27.5％（501人）であった。

問２ 問１で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。その建設業者は、あなたの勤務先と

どのような関係にありましたか 【 】。 複数回答可

問１で「聞いたことがある」と回答した者の勤務先と、その不当要求行為を受けた建設業者との関

係については 「取引や資本の関係はなかった」が56.9％（285人）と最も多かった。また、何らかの、

取引・資本関係（下請、元請、親会社、子会社、グループ企業）があったとする回答は、いずれも概

ね10％かそれ以下であった。

27.5% 72.1%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=1820)

聞いたことがある(501人) 聞いたことがない(1313人) 無回答(6人)

11.8

8.0

1.0

0.8

10.2

56.9

17.6

0 20 40 60 80

勤務先の下請だった(59人)

勤務先の元請だった(4人)

勤務先の親会社だった(5人)

勤務先の子会社だった(4人)

勤務先と同じグループ企業だった(51人)

勤務先と取引や資本の関係はなかった(285人)

その他(88人)

％

総数(n=501)

- 2 -



問３ 最近１年間に、あなたの勤務先は、建設工事に関して、部外の者から不当要求行為を受

けたことがありますか。

「受けたことがある」と回答した者は、回答者全体の33.7％（614人）であった。

問４ 問３で「受けたことがある」と答えた方に伺います。その不当要求行為を行った者は、

自らをどのように名乗っていましたか 【複数回答可】。

問３で「受けたことがある」と回答した者の勤務先に不当要求行為を行った者については 「同和、

等の社会運動団体に所属すると名乗った」が70.0％（430人）と最も多かった。また 「右翼等の政、

治活動団体に所属すると名乗った」が24.8％（152人）であった。

問５ 問３で「受けたことがある」と答えた方に伺います。その不当要求行為は、具体的には

どのようなものでしたか 【複数回答可】。

問３で「受けたことがある」と回答した者の勤務先に対する不当要求行為の内容については 「機、

関誌等の購読」が44.6％（274人）が最も多かった。また 「下請参入」が32.4％（199人 「資材や、 ）、

プレハブの納入」が29.5％（181人 「自動販売機の設置や弁当の販売」が25.9％（159人）など、）、

経済取引を仮装するものが多かった。

33.7% 66.3%総数(n=1820)

受けたことがある(614人) 受けたことがない (1206人)

70.0

24.8

8.3

7.2

6.8

3.1

22.5

4.4

0 20 40 60 80

同和等の社会運動団体に所属すると名乗った(430人)

右翼等の政治活動団体に所属すると名乗った(152人)

個人の立場で来たが、自らが暴力団
と関係があると明示・暗示した(51人)

企業の社員の立場で来たが、その企業が
暴力団と関係があると明示・暗示した(44人)

環境団体、ＮＰＯ等の公的な目的を
掲げる団体に所属すると名乗った(42人)

自らが暴力団の構成員だと名乗った(19人)

１．から６．までに該当しないが、一般人とは
思われない言動や風体であった(138人)

その他(27人)

％

総数(n=614)

44.6

32.4

29.5

25.9

12.4

11.6

10.9

6.2

6.2

3.9

2.4

1.3

8.1

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

機関誌等の購読を強要された(274人)

下請参入を強要された(199人)

資材やプレハブの納入を強要された(181人)

自動販売機の設置や弁当の販売を強要された(159人)

特定の警備員、運送業者、廃棄物処理業者、
清掃業者等の雇用を強要された(76人)

工事に関して因縁を付けられた
(質問状や抗議文を含む)(71人)

挨拶料、寄付金等の名目で
金品の提供を強要された(67人)

損害賠償の名目で金品の提供を強要された(38人)

地域対策を任せるよう強要された(38人)

工事の妨害をされた(騒音、交通妨害、街宣
活動、工事関係者への暴行など)(24人)

熊手・注連飾りの購入を強要された(15人)

入札に関して協力を強要された
(入札辞退、談合など)(8人)

その他(50人)

％

総 数 (n=614)
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問６ 最近１年間に、あなたの勤務先は、暴力団等から直接ではなく、暴力団等の影響下にあ

ると思われる工事発注者や元請を経由して、間接的な不当要求行為を受けたことがあります

か。

「受けたことがある」と回答した者は、回答者全体の5.7％（104人）であった。

問７ この５年くらいの間に、暴力団等と何らかの関係を有する建設業者がいると聞いたこと

がありますか。

「聞いたことがある」と回答した者は、回答者全体の33.8％（615人）であった。

問８ 問７で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。その建設業者は、暴力団等とどの

ような関係にあると聞きましたか 【複数回答可】。

問７で「暴力団等と何らかの関係を有する」とされた建設業者と暴力団等との関係については、

「役員又は従業員が暴力団等と個人的な付き合いをしている」が37.7％（232人）と最も多かった。ま

た 「役員又は従業員が暴力団等の構成員である」が15.1％（93人 「役員又は従業員が暴力団等の構、 ）、

成員の親族である」が12.4％（76人）であった。

5.7% 93.1%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=1820)

受けたことがある(104人) 受けたことがない(1694人) 無回答(22人)

33.8% 66.0%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=1820)

聞いたことがある(615人) 聞いたことがない(1202人) 無回答(3人)

37.7

15.1

12.4

5.5

48.0

3.6

0 20 40 60 80

役員又は従業員が暴力団等と個人

的な付き合いをしている(232人)

役員又は従業員が暴力団等の構成員である(93人)

役員又は従業員が暴力団等

の構成員の親族である(76人)

暴力団等が出資や融資をしている(34人)

詳しくは知らない(295人)

その他(22人)

％

総数(n=615)
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問９ 問７で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。そのような暴力団等と関係を有す

る建設業者の中に、何らかの形で暴力団等に資金を提供し、又は提供させられている建設業

者がいると聞いたことがありますか。

「聞いたことがある」と回答した者は、問７で「暴力団等と何らかの関係を有する建設業者がいる

と聞いたことがある」と回答した者の41.1％（253人）であった。

問10 問９で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。何らかの形で暴力団等に資金を提

供し、又は提供させられている建設業者は、あなたの勤務先の所在地（都道府県）における

建設業者全体の何％程度だと感じますか。

問９で「何らかの形で暴力団等に資金を提供し、又は提供させられている建設業者がいると聞いた

ことがある」と回答した者において、そのような建設業者が自らの勤務先の都道府県における建設業

者全体に占めていると感じる割合については 「０％超10％未満」が32.8％（83人 「10％以上20％、 ）、

未満」が12.3％（31人 「20％以上30％未満」が5.1％（13人）であった。）、

問11 問９で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。10年くらい前と比較して、何らか

の形で暴力団等に資金を提供し、又は提供させられている建設業者は増えたと感じますか。

問９で「何らかの形で暴力団等に資金を提供し、又は提供させられている建設業者がいると聞いた

ことがある」と回答した者において、10年くらい前と比較してそのような建設業者が増えたと感じる

かどうかについては 「減った」が31.2％（79人）と最も多かった。ただし 「増えた」が19.8％（50、 、

人 「変わらない」が18.6％（47人）であり、以前と同じかそれ以上に増えたという回答が４割近く）、

あった。

41.1% 56.9%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=615)

聞いたことがある(253人) 聞いたことがない(350人) 無回答(12人)

19.8% 18.6% 30.4%31.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=253)

増えた(50人) 変わらない(47人) 減った(79人) 分からない(77人)

32.8% 5.1% 45.8%12.3%
3.6%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=253)

0％超10％未満 (83人)

10％以上20％未満(31人)

20％以上30％未満(13人)

30％以上100％未満(9人)

100％(1人)

分からない(116人)
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問12 問９で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。何らかの形で暴力団等に資金を提

供し、又は提供させられている建設業者の中に、あなたの勤務先は含まれますか。

「含まれる」と回答した者は、問９で「何らかの形で暴力団等に資金を提供し、又は提供させられ

ている建設業者がいると聞いたことがある」と回答した者の15.4％（39人）であった。

問13 複数の建設業者が、昔から、暗黙の了解のもと、慣習として暴力団等に資金を提供して

いるという話を聞いたことがありますか。

「聞いたことがある」と回答した者は、回答者全体の14.4％（262人）であった。

問14 問13で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。その資金提供は、どのような趣旨

で行われていると思いますか 【複数回答可】。

問13で「複数の建設業者が、昔から、暗黙の了解のもと、慣習として暴力団等に資金を提供してい

るという話を聞いたことがある」と回答した者が認識している資金提供の趣旨については 「建設工、

事に関するトラブルを解決する見返りとして」が59.5％（156人）と最も多かった。また 「建設工事、

の受注を建設業者に割り振る見返りとして」が13.0％（34人 「建設業者による談合を維持・容認す）、

る見返りとして」が12.6％（33人）であった。

15.4% 83.8%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=253)

含まれる(39人) 含まれない(212人) 無回答(2人)

14.4% 85.2%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=1820)

聞いたことがある(262人) 聞いたことがない(1550人) 無回答(8人)

59.5

13.0

12.6

24.4

8.4

0 20 40 60 80

暴力団が建設工事に関するトラブル

を解決する見返りとして(156人)

暴力団が建設工事の受注を建設

業者に割り振る見返りとして(34人)

暴力団が建設業者による談合を

維持・容認する見返りとして(33人)

趣旨が全く分からない(64人)

その他(22人)

％

総数(n=262)
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問15 問13で「聞いたことがある」と答えた方に伺います。１回当たりの資金提供の金額は、

どのように決まりますか 【複数回答可】。

問13で「複数の建設業者が、昔から、暗黙の了解のもと、慣習として暴力団等に資金を提供してい

るという話を聞いたことがある」と回答した者が認識している１回当たりの資金提供の金額の決め方

については 「特に決められていない」が17.2％（45人 「工事受注額の一定割合」が16.0％（42人）、 ）、

であり、ほぼ同数であった。一方 「一定の金額」は4.2％（11人）であった。、

。問16 問15で「工事受注額の一定割合」と答えた方に伺います。工事受注額の何％でしょうか

問15で「工事受注額の一定割合」と回答した者が認識している「一定割合」については 「３％」、

が42.9％（18人）と最も多かった。そして、｢５％｣と｢２％」がともに14.3％（6人 「１％」が7.1％）、

（3人）であった。

問17 近年、入札の透明性が強い社会的要請となり、昨年には知事が関与する談合が複数摘発

されました。今後、公共工事をめぐる談合において、暴力団の関与はどうなると思いますか。

「分からない」と回答した者が、回答者全体の50.6％（921人）と過半数を超えた。また 「減る」、

が28.1％（512人 「同程度のまま残る」が15.9％（290人 「増える」が4.5％（81人）であった。）、 ）、

28.1% 15.9% 50.6%4.5%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=1820)

暴力団の関与は減る(512人) 同程度のまま残る(290人) 増える(81人) 分からない(921人) 無回答(16人)

17.2

16.0

4.2

63.4

1.1

0 20 40 60 80

特に決められていない(45人)

工事受注額の一定割合(42人)

一定の金額(11人)

詳しくは知らない(166人)

その他(3人)

％

総数(n=262)

14.3% 4.8% 16.7%7.1% 42.9% 14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(n=42)

1％(3人) 2％ (6人) 3％ (18人) 5％(6人) 6～10％ (2人) その他 (7人)
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問18 建設業における暴力団等の資金獲得活動を阻止するためには、どのような対策が有効で

しょうか。警察に対する御意見を含め、自由に御記入をお願いします。

建設業における暴力団等の資金獲得活動を阻止するための対策として寄せられた意見等について、

①建設業者、②警察・暴力追放運動推進センター、③発注者（国、地方自治体等）の３つの観点で整

理した。

① 建設業者による対策としては、

・ 不当要求行為には絶対に応じないという姿勢の徹底

という原則どおりの対応を強調するものが多かった。

また、

・ 不当要求行為があれば、直ちに警察・暴力追放運動推進センターに連絡・相談

など、建設業者と警察・暴力追放運動推進センターの連携の重要性を指摘するものが多かった。

② 警察・暴力追放運動推進センターによる対策としては、

・ 暴力団等に対する取締りの強化

を訴えるものが多かったほか、

・ 暴力団等の最近の動向、手口等の紹介

・ 不当要求防止責任者講習のような講習会の広範な開催（回数の増加、対象者の拡大）

など、情報のより一層の積極的な発信を求めるものが多かった。

また、

・ 気軽に相談・連絡できる窓口の設置

など、地元警察署や各暴力追放運動推進センターは、その連絡先が十分に周知されていないか、

未だに敷居が高い存在であることを暗示するものが多かった。

さらに、

・ 建設業者から連絡を受けた後の素早い対応

を求めるとともに 等の問題点を指摘するもの、「警察に相談したが、対応が消極的であった」

があった。

③ 発注者による対策としては、

・ 暴力団関係企業に対する指名停止

など、受注そのものからの排除を求めるものが多かった。

また、

・ 発注者による暴力団等に対する強い拒否の徹底

「公共工事を受注した建設業者に関する情報管理に問題がある 「役所のを訴えるとともに、 、」

等の問題点を指摘するものが少なからずあった。担当者が逃げ腰である」

調査実施 警察庁刑事局組織犯罪対策部企画分析課
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