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今月号の主な内容

◆ 第５回役員会を開催
◆ 建退共制度説明会を開く

OCA

◆ 高校生現場見学を開催
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適正工期設定で週休２日実現へ
第５回役員会を開催

審議案件を全会一致で承認した

平成30年度第５回役員会を９月10日、建労セン
ターで開催した。
開会のあいさつで下地米蔵会長は、県へ土木・
建築専攻の正規職員採用拡大と離島地域への土
木･建築科設置などの要請を行ったことにふれ、
将来における人材の確保は重要であると強調。働
き方改革における週休２日制などは若年者の入職
促進には必要な施策だとして、週休２日制実現の
ため、発注者側へ適正な工期設定や必要経費（予
算）の確保などを要請し、若年者が入職しやすい
職場環境づくりをしていこうと呼びかけた。
議事では、会員資格承継１件と退会届１件を審
議し、全会一致で承認。その他事項では、障害者
の雇用促進について、県および県教育庁、沖縄労
働局、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構から
建産連あてに要請があったことを報告。県内にお
ける民 間 企 業 の 障 害 者雇 用 数は 過 去 最 高 の
3,976人で、実雇用率も2.43％となり６年連続で法
定雇用率を上回っている。障害者の雇用状況は
年々改善されているとした上で、今後も積極的な
取り組みをお願いした。建設業界においては、格
付け審査の評価で法定の基準を満たしている場
合にプラス５点となり、さらに雇用人数に応じて

開会のあいさつをする下地会長

加点される。また、法定基準を満たしていない場合
は減点となる。
次に、９月２日に行った内閣官房長官あて国直
轄工事等に係る県内業者優先活用の要請につい
て報告。主な要請内容は、①那覇空港滑走路増設
事 業で適用されている県内建 設 業の出資比 率
25％を今後全ての工事に拡大②31年度の国直轄
工事等における県内建設関連企業の受注機会拡
大③受注金額ベースの拡大確保̶の３点。また、８
月には県へ平成31年度沖縄振興予算について要
請活動を行った。要請では、公共関係事業費の安
定的確保と均衡ある地域配分を訴え、県内建設産
業振興と将来の建設産業に必要な施策・対策を
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土木委員会報告をする仲程副委員長

建築委員会報告をする比嘉委員長

要望した。県教育庁には、県内建設産業振興に係
る人材育成確保対策として、土木・建築専攻科の
正規職員の採用拡大と学生が平等に学ぶ機会の
確保として既設学科（土木・建築科）の増設と離
島地域への建築科設置を求めた。
このほか、８月に行われた九州建設業協会土木
委員会及び建築委員会について報告。土木委員
会に関して仲程俊郎建設副委員長から、沖縄側
から議題提案した現場環境改善費（旧イメージ
閉会のあいさつをする新里副会長
アップ経費）について、他県ともおおむね適切に計
閉会のあいさつで新里英正副会長は、台風21号
上されているが、発注者の判断による事例もあっ
による関西空港の連絡橋損傷や、北海道地震な
たことから、対象工事においては適切に計上する
ど甚大な被害をもたらしている自然災害について
よう要請するとともに、対象工事（農林関係）の拡
大を要望していく必要があるとの意見を紹介し 「想定外の災害がいくつも起こっている」と指摘
し、今後は「想定外」を「想定内」に取り込んで対応
た。
していかなければならないと強調した。
建築委員会については、比嘉正敏建設委員長
が、大分県側から提案された総合評価落札方式
○議事
における民間工事の評価について、
「 発注件数が
１、会員資格承継について：
【宮古支部】㈲仲宗根
少ない建築工事では、実績を積めない状況がある
土建（代表取締役仲宗根宏幸）
ことから、民間工事の実績も評価対象とすること
２、退会届について：
【北部支部】㈲琉兼重機（代
が必要では」との回答があった一方で、工事の対
表取締役島袋純次）
象規模や実績以外の成績点までを含めた議論が
必要との意見が上がったと報告した。なお、沖縄
県は、評価対象となっているが、点数はつかない。 〇その他事項
１、障害者の雇用促進について（要請）
また、昨年度会議で報告された宮崎県の外国人
２、要請活動報告について
技術者の採用について、採用予定者は本国で約
３、九建協土木委員会報告
１年間、日本語と建設に関する知識を習得した技
４、九建協建築委員会報告
術者で、雇用のためには在留資格並びに技術ビ
５、
「不揃いの木を組む」
ザの許可が必要となり、技術ビザの許可を受ける
〜技を伝え、人を育てる〜 小川三夫氏講演会
ことで帰国をせずに５年ごとの更新が可能となる
などの報告もあった。
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労働者確保育成事業のさらなる充実を
建設雇用改善推進会議を開催

課題や取り組み状況を報告した

沖建協は９月６日、若年労働者の雇用問題につ
いて意見交換する平成30年度第１回建設雇用改
善推進会議を開いた。会議には、沖建協をはじ
め、
（一社）沖縄県電気管工事業協会等の建設関
係団体、沖縄労働局や県学校教育課の担当職員
らが参加して、建設業への入職促進や人材育成に
向けた取り組みや課題、今後の事業計画などにつ
いて意見を交わした。
沖建協からは、29年度建設労働者確保育成事
業について報告。おきなわ建設フェスタの開催や
高校生を対象とした現場見学会、新入社員対象の
実践型人材育成システムなどの実施を紹介した
ほか、宮古・八重山地域への建築科の設置や工業
高校既設学科の増設、専門職員の採用拡大など
の要請活動などを報告。引き続き、技能向上や入
職促進を目的とした研修会の実施など取り組み
の充実を図る方針を示した。
沖縄労働局は、平成30年７月の県内有効求人
倍率が1.14倍と好調に推移している一方、全国の
有効求人倍率1.63倍に対して低い状況にあると

報告。また、今年３月の新規高卒者の就職率につ
いても96.5％と過去最高となったものの、依然、全
国平均とは開きがあると指摘し、引き続きの取り
組み拡大と、県をはじめとした関係機関との連携
強化を呼びかけた。県教育庁県立学校教育課の
担当者は、企業側の採用活動と各学校における生
徒の就職活動の早期化、進路指導体制の充実な
どにより内定率は改善傾向であると報告した。
意見交換では「入職しても１、２年で辞めてしま
う」
「目的意識の低い生徒は就職しても続かない」
と定着率の低さを指摘する声が上がったほか、
「小
中学校のうちから生徒だけでなく教職員や保護者
へのイメージ改善の取り組みが重要」
「普通科高校
と工業高校の教職員同士の情報共有も必要なの
では」
「生徒は給与・休みを重視しているので雇用
の質の改善も大切」など多くの意見があった。
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県などが障害者雇用機会拡大を要請
（一社）沖縄県建設産業団体連合会（下地米蔵
会長）は９月４日、那覇市の沖縄産業支援センター
で、県や県教育委員会、沖縄労働局、
（ 独）高齢・
障害・求職者雇用支援機構らから障害者の雇用
機会拡大について要請を受けた。要請は建産連
のほか、
（一社）沖縄県経営者協会や県商工会議
所連合会など９団体に対して行われた。
県内民間企業での障害者雇用状況は平成29年
６月１日時点で、3,976人と過去最高。実雇用率も
2.43％で６年連続過去最高を更新しているが、依
然障害者を取り巻く環境は厳しく、ハローワーク
では現在、4,700人余りの障害者が求職登録をし
ている。要請では県立島尻特別支援学校高等部
３年の外間貴さんが「就職することで社会に貢献
しているという機会を広げてくれるようお願いした
い」と語った。
その後の意見交換で建産連の源河忠雄専務理

要請を受けた建産連源河専務ら
（右）

事は、
「 建設業は県土木建築部と連携し、入札参
加制度で障害者の雇用で加点する仕組みがあり、
障害者を雇用している企業は多くある」と建設業
界での障害者雇用状況を紹介。
「若年者雇用と同
様、会員に周知して障害のある皆さんの雇用にも
積極的に取り組んでいきたい」と話した。

平成30年西日本豪雨で日赤へ義援金
沖建協の源河忠雄専務理事らは９月20日、那
覇市の日本赤十字社沖縄県支部を訪れ、西日本
豪雨災害の被災地に役立ててもらおうと義援金
30万円を託した。
源河専務は「この一年で数多くの自然災害が発
生し、日赤の皆様が迅速に対応されているのを報
道などで拝見した。７月に発生した豪雨災害はひ
と段落したイメージはあるが、復興に向かってはこ
れからだと思う。会員からの浄財を義援金として
今後の復興に役立てて欲しい」と述べ、義援金を
手渡した。
日赤沖縄県支部の島田勉事務局長は「皆様か
ら頂いた貴重な義援金は責任をもって被災地の
皆様にお届けする」と述べ感謝した。
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義援金を手渡す源河専務
（左から３人目）

県総合防災訓練に参加
県総合防災訓練が９月１日に那覇市の奥武山
公園や各市町村役場で行われた。訓練には県や
市町村のほか、警察、消防、自衛隊など約100機関
が参加。本島南部で最大震度６弱の地震が発生
し、沿岸部の主要道路の浸水や土砂崩れ、広域的
な通信障害や停電などの被害が発生したと想定
し、各機関の連携体制の確認やライフラインの応
急復旧、避難所の開設・運営などを訓練した。
このうち沖建協では、メインの奥武山公園に那
覇支部の会員企業から約30人が集結。重機やス
コップなどを準備して、土砂や瓦礫の撤去等の道
路啓開訓練に備えていたが、直前の大雨により急
きょ中止となった。訓練の開始間際まで、道路啓
開訓練の手順を確認しながら待機していた長山
宏支部長は「スムーズな復旧作業を行うためにも、
迅速な道路啓開が重要となる。今後も会員間で即
座に対応できるよう取り組んでいく」と話した。

道路啓開訓練に参加した那覇支部の皆さん

沖建協では、災害復旧に関する取り組みも建設
業の重要な役割だとして、日常業務の中に災害復
旧支援システムを活用して情報の共有を図るほか、
防災訓練等に参加し、円滑な連絡体制の構築に取
り組んでいる。

１級建築施工管理技術検定の受験対策講習会開催
10月14日に実施される「１級建築施工管理技術
検定実地試験」の受験対策講習会を８月28・29日
の２日間、建労センターで開催した。
講習会は、会員企業の社員を対象に試験の約１
カ月前に実施。受講者のほとんどが仕事と勉強を
両立して行っていることから、効率的に学べるよう
に講師らは過去からの出題傾向を分析し、出題頻
度が高い問題等について解説した。
28日の講習会では、会員企業から18人が参加。
１級建築士の玉城保氏が講師を務め、施工経験
記述や躯体施工、法規などの講義を行った。玉城
氏は「安全管理と仮計画の問題は毎年交互に出
題されている傾向にある。今年は安全管理が出題
される可能性が高い」と予測し、過去問を使って
解答例などを検討した。29日には、玉代勢幸雄氏
が施工管理、施工経験記述について講義。施工経
験記述では、模範となる解答例を示しながらポイ

真剣に耳を傾けた
（円内左から玉代勢氏、
玉城氏）

ントを解説。
「自身の経験に置き換えて解答するよ
うに」とアドバイスした。
実地試験の合格発表は平成31年２月１日予定。
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加入方法やメリットなど説明
建退共制度説明会を開催

那覇・南部地区での説明会

建設業退職金共済制度（略称・建退共）につい
ての平成30年度説明会を８月28日から31日にかけ
て、那覇・南部地区、中部地区、北部地区、宮古地
区、八重山地区の県内５地区で開催、会員企業の
担当者ら延べ633人が参加した。
建退共制度は、
（独）勤労者退職金共済機構が
運営する建設労働者の退職金制度で、建設労働
者の雇用者（事業主）が同機構に共済金を支払う
ことで、労働者は退職時に建退共から退職金の
支給を受けられる仕組み。期間労働者など一時的
な雇用が多い建設従事者にも、退職金が支給さ
れる。また、建退共制度の履行状況により県の格
付審査で最大５点が加点される。沖建協では、長
期間掛け金を掛けることで、運用利益が増えるた
め加入者のメリットは大きいとして制度加入を呼
びかけている。
昨年度の県内事業実績は、共済契約者数3,251
社、被共済者数５万7,320人で、1,415件に対し総額
10億9,481万円の退職金が支給されている。
29日午後に開催されたコンベンションセンター
の説明会には、会員企業の担当者ら多数が出席、
建退共制度の仕組みや諸手続き、加入方法など
についてメモを取るなど熱心に聞き入っていた。
このほか説明会では、建設業福祉共済団によ
る法定外労災補償制度、西日本建設業保証㈱に
よる前払金制度、県土木建築部の平成31・32年度
入札参加資格審査基準、社会保険未加入対策の
取り組みについての説明が行われた。
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中部地区での説明会

北部地区での説明会

宮古地区での説明会

八重山地区での説明会

土木･建築の魅力を体感、現場の特徴を学んだ
高校生対象の現場見学会を開催
沖建協が主催する高校生対象の現場見学会が9
月11日〜20日にわたって開催された。今回は、美来
工科高校、美里工業高校、南部工業高校の生徒が
参加し土木や建築の魅力を体感、それぞれの現場
の特徴を学んだ。
11日には美来工科高校土木工学科１、２年生72
人が恩納村の安富祖ダムと名護市の県公共関与
産業 廃棄 物最 終 処分場を見学。安富祖ダム（施
工：梅林建設㈱・㈲丸宮組JV）では、ダムの構造や
工事の進捗状況などの説明を受けたほか、測量体
験や間詰めの石にメッセージを書いて法面の石材
の隙間にはめ込んだ。また、最終処分場の現場（㈱
國場組・㈲宮松建設ＪＶ）では、施設概要のほか、
型枠作業などの説明を受けた。
見学に参加した生徒らは、どちらも普段は入れな
い現場だけに「今しか見られない現場で貴重な体
験ができた」
「 今後の進路に活かしたい」と感想を
述べた。
13日には美里工業高校建築科１、２年生72人が
県立具志川職業能力開発校本館建替工事現場と
浦添市西洲で整備が進められている大型商業施
設建設現場を見学。うるま市の具志川職業能力開
発校現場では、建築1工区を担当する㈲大協建設・
㈱沖秀建設JVの仲村将文主任（沖秀建設）が工事
概要や工事の流れなどを説明。また、同校設備工
業科卒業で、㈱太名嘉組（建築2工区担当）の若手
社員として頑張っている安慶名勘さんが「建設業は
何もないところから建物が出来上がり、後世に残
る。やりがいのある仕事」と建設業の魅力を語っ
た。大型商業施設（仮称）サンエー浦添西海岸計画
新築工事現場（㈱竹中工務店・㈱國場組・㈱大城
組・㈱大米建設JV）では、芝田智作業所長が工事
に関わる職種や技能者を説明。生徒からは「塩害
対策はどうしているのか」
「工期が遅れたらどうなる
のか」などの質問があり、現場作業に関心を寄せて
いた。
20日の南部工業高校建築設備科１、２年生51人
も浦添市の（仮称）サンエーの現場のほか、浦添西
原線都市モノレール建設工事（てだこ浦西駅

安富祖ダムで測量体験をする美来工科の生徒ら（11日）

サンエー建設現場で説明を聞く美里工業の生徒ら（13日）

てだこ浦西駅内部を見学する南部工業の生徒ら（20日）

H28）」の現場を見学。てだこ浦西駅は㈱仲本工業・
共和産業㈱・㈱富士建設ＪＶが施工担当で、久貝圭
太作業所長（仲本工業）が「沖縄らしい素材を建築
材料として使っている。ぜひ触れて、見てほしい」と
呼びかけ、担当技術者が工事概要や施設の特徴と
して使われている花ブロックや琉球石灰などを説明
した。生徒らは駅職員しか通れない連絡通路も見
学。１年の瀬名波琉友さんは「普段入れないエリア
にも入れて勉強になった。学校でＣＡＤを習ってい
るので将来仕事に役立てたい」と話した。
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支 部活 動 報 告

県内各地で道路クリーン作戦展開
８月の道路ふれあい月間に合わせて、８月30日から31日にかけて県内各地で道路クリーン作戦が展開され
た。県の各土木事務所が主催して行っているもので、今年も沖建協各支部から多数が参加。沿道や植え込みの
除草作業、道路沿いの空き缶やごみ拾いに汗を流した。

■南部支部
南部支部（上原進支部長）は、県南部土木事務所
（我那覇生雄所長）が主催する道路清掃ボランティア
に支部会員多数で参加した。
清掃場所は与那原町東浜地内の県道77号線とそ
の周辺道路。支部会員らは割り当てられた作業場所
に移動し、除草やごみ拾いなどに汗を流した。約１時
間半の作業でごみや草木産廃物4.27㌧、その他廃プ
ラスチックやがれき類530キロを回収した。

沿道の雑草などを刈った

■中部支部、浦添・西原支部
中部支部（手登根明支部長）と浦添・西原支部（知
念章支部長）は、県中部土木事務所（真栄里嘉孝所
長）主催の清掃活動に参加。県道85号線アワセベイ
ストリート（沖縄市海邦町）付近の沿道のごみ拾い
や除草活動を行い、空き缶、ペットボトルなどごみ袋
約40袋分と雑草などパッカー車２台分を回収した。

繁茂する草を刈った

■北部支部
北部支部（仲泊栄次支部長）からは支部会員75人
が参加して、県北部土木事務所（多嘉良斉所長）が
主催する清掃活動に汗を流した。支部会員のほか、
県や名護市職員、地域住民ら総勢174人が参加して、
国道449号沿いの植え込みの草刈りや空き缶拾いな
どを行い約１時間半の作業で草木や空き缶、ごみな
ど約２㌧を回収した。

沿道を清掃する参加者

■八重山建産連（八重山支部）
八重山建産連（米盛博明会長）は30日、県八重山
土木事務所（勢理客武所長）主催の道路清掃活動に
参加。総勢14 4人のうち建設業関係87人が道 路ク
リーン作戦に一役買った。清掃は国道390号から県
道富野大川線、県道石垣空港線、県道石垣港伊原
間線、市道美崎町新栄通りなど広範囲にわたり、約
１時間半の作業で空き缶やペットボトルなど２㌧ト
ラック１台分を回収した。
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草木や空き缶拾いを行った

支 部活 動 報 告
■那覇支部

園児に絵本を贈呈

那覇支部（長山宏支部長）は８月27日、那覇市
立天久幼稚園（あめくみらい幼保園）を訪ね、
「ど
うろこうじのくるま」と「みんなで！いえをたてる」
の２種類の絵本を寄贈した。
当日の贈呈式には、平良修一副支部長をはじめ
黒島一洋副支部長、古波蔵太志協議員、糸数幸
恵監事らが参加。式に同席した那覇市の城間幹子
市長は「絵本は子どもの成長につながるもの。皆さ
んの取り組みは本市の人材育成に寄与している」
と謝辞を述べ、
「将来、建設現場で働く人が出てく
るといいですね」と話した。子どもたちは絵本に大
喜びの様子で、お礼にかわいい歌や踊りを披露し
た。
絵本の贈呈は、建設業のイメージアップを図る

■那覇支部

絵本を手渡した

ため、昨年から行っている活動。今年は本庁地区
と首里地区、真和志地区の幼稚園・保育所等156
施設に合計312冊の絵本を寄贈した。

ＣＣＰＭ工程管理法など学ぶ

那覇支部（長山宏支部長）は９月５日、那覇市の
沖縄県総合福祉センターで第３回ＣＰＤＳ・建築
ＣＰＤ講習会を開催。会員企業の監理技術者や
現場代理人など約40人が参加した。
同講習会は、支部会員企業の技術力向上を目
的に、定期的に開催しているもの。今回は午前の
部で池田豊明氏が「ＣＣＰＭ工程管理と実行予算
の考え方について」、午後の部で川人敏幸氏が
「施工計画書作成」についてそれぞれ講義した。
池田氏は、安全余裕を考慮し、無理なく工期を
短縮することができるＣＣＰＭ工程管理技術につ
いて解説。
「ＣＣＰＭ工程管理では、工程ごとに考
慮した安全余裕を工期最後に集約し、安全余裕
の残量で工事の進捗が把握できるので工事全体
の進捗状況が分かりやすい」と説明し、ＣＣＰＭ
の導入を促した。川人氏は施工計画書作成にあ
たってのポイントなどを解説。受講者らは、真剣な
表情で講義に耳を傾けた。
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ＣＣＰＭ工程管理について学んだ（円内は池田氏）
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■南部支部

コンクリ品質管理法を学ぶ

南部支部（上原進支部長）は９月４日、糸満市
のサザンビーチホテル＆リゾート沖縄で、第３回Ｃ
ＰＤＳ講習会を開いた。
講師は（同）クロソイドの川人敏幸氏が務め、
「概論！コンクリートについて」をテーマに、会員企
業の監理技術 者や現場代理人ら32人が受講し
た。同講習会はＣＰＤＳ対象で受講者は６ユニッ
ト取得できる。
川人氏は、工事成績点向上のために必要なコン
クリートの知識や技術論文の読み方などを解説。
コンクリートの配合試験やポンプ打設時の品質管
理方法について講義したほか、担当した工事が終
わったらＡ４の資料にまとめることが大切だと述
べ、
「経験した工事を大勢の人に伝え、失敗や成
功を共有することが重要」とアドバイスした。

■中部支部

中部地区労働衛生推進大会に参加

中部支部（手登根明支部長）は９月５日、うるま
市の県工業技術センターで開かれた平成30年度
中部地区労働衛生管理推進大会（主催：
（一社）
沖縄県労働基準協会中部支部・建設業労働災害
防止協会沖縄県支部中部分会・沖縄産業保健総
合支援センター）に参加した。
大会は、
「こころとからだの健康づくり みんな
で進める働き方改革」のスローガンのもと、10月1日
から全国一斉に展開される全国労働衛生週間の
準備期間として、労働衛生の意識高揚を図ること
などを目的に開催。主催者あいさつで労働基準協
会の金 城 稔支部長は「沖 縄県内の有所見率は
64.7％で７年連続全国ワースト１。その中でも沖縄
署管内は66.9％と県内の有所見率を上回る厳し
い状況」と述べ「事業者が率先して労働者の心と
身体両方の健康づくりに取り組む必要がある」と

沖建協会報

講師の説明に耳を傾ける受講者ら
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指差唱和で安全意識を高めた

強調。最後に建災防中部分会安全指導者の新垣
武氏が力強く大会宣言を読み上げ、参加者全員で
大会スローガンを指差唱和した。
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支 部活 動 報 告
■八重山支部

陸自配備で地元優先活用を要請

八重山支部（米盛博明支部長）は８月30日、嘉手納町の沖
縄防衛局を訪れ、市平得大俣地区に計画されている陸上自衛
隊石垣島駐屯地新設工事について、島内の企業を優先的に
活用するよう要請した。
要請には、米盛支部長をはじめ、総務部会長の洲鎌晃規
氏、建築部会長の玉吉秀庸氏、八重山建設産業団体連合会の
嵩原督副会長、比屋根祐副会長らも同行した。
米盛支部長は、道路や港湾などのインフラ整備及び維持管
理をはじめ、災害時における復旧支援等への迅速な対応など
建設業が果たす役割を説明するとともに、地域経済・雇用の
確保にも大きく貢献していると強調。今後予定されている島内
の駐屯地新設工事に関して、島内企業の受注機会の拡大と
島内産の製品の優先活用を要望した。
主な要請内容は、同局発注の工事実績を条件としないこと
や7.4億円以上の大規模工事で島内企業のＪＶ構成員として
の参加、7.4億円未満の一般土木工事で地域評価点をより重
視した配点設定、３億円未満の一般土木工事を島内企業に
限定、さらに資材や作業員宿舎等については島内企業・島内
製品の優先使用など。

■八重山支部

井上主勇調達部長
（右）
に
要請文を手渡す米盛支部長

労働衛生八重山地区大会に参加

八重山支部（米盛博明支部長）は９月６日、石垣市
の市健康福祉センターで開催された平成30年度平
成30年度八重山地区労働衛生大会（主催：
（一社）
沖縄県労働基準協会八重山支部・建設業労働災害
防止協会沖縄県支部八重山分会・港湾貨物運送事
業労働災害防止協会沖縄総支部八重山支部）に参
加した。
「こころとからだ健康づくり みんなで進める働
き方改革」をスローガンに全国一斉に展開される全
国労働衛生週間（10月１日〜７日）を前に、労働衛生
に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労
働衛生管理活動の定着などを目的に開かれたもの
で、各団体企業から145人が参加した。
大会では、日本労働安全衛生コンサルタント会の
中川潔常任理事が「受動喫煙防止対策について」、

全員で指差し唱和した

中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセン
ターの安全管理士・衛生管理士の渡邉康生氏が「ど
うする？ 転倒災害」をテーマに特別講演を行った。
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沖縄労働局

労働基準部長

建設現場における火災による労働災害防止について
平素から、建設業における労働災害の防止については、格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、7月26日に東京都内のビル建設工事現場において火災が発生し、これにより現場で作業に従事し
ていた5名が死亡し、約40名が負傷したところです。
本件災害については、現在所轄労働基準監督署等において調査を行っているところであり、災害発生
原因等は特定されていませんが、報道等を踏まえると現場内での鋼材の溶断作業中に火花が断熱材に引
火したことが原因と推定されるところです。
つきましては、類似の火災による労働災害の発生を防止するため、下記事項について、会員事業場に周
知されるとともに、対策の徹底を図られるようお願いします。

記
1 調査、確認
元方事業者は、新築工事にあっては、可燃性の断熱材（以下単に「断熱材」という）の施工計画の有無、既存建
築物の改修工事等にあっては、断熱材の使用の有無に係る確認を行い、当該作業がある場合には断熱材の種
類、特性について調査をすること。
2 施工計画、作業手順の作成等
元方事業者は、断熱材のある場所において火気を使用しない工事計画を策定すること。また、既存建築物の
改修工事等でやむを得ず断熱材の施工されている場所で火気を使用する作業を行う場合は、火気管理を含む
作業計画を策定すること。
作業を行う事業者は作業手順書の作成及び元方事業者との調整を行うこと。
3 表示
断熱材の使用場所であること及び火気厳禁の表示を行うこと。断熱材の保管場所（仮置き場所を含む）につ
いても同様であること。
4 防火対策
火気作業を行う事業者は、断熱材に対する不燃性シート等による遮蔽の実施、消火のための器具の配置等を
行うこと。
5 整理整頓
作業場所の整理整頓を行い、原材料等を放置しないこと。
6 緊急時の措置
元方事業者は、火災発生等の緊急時の連絡方法、避難方法等についてあらかじめ定め関係事業者に周知する
とともに、訓練を実施するなど、緊急時に備え万全の対策を講ずること。
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お 知 ら せ
沖縄県内の公共工事動向（平成３０年 8月分）
西日本建設業保証（株）沖縄支店

▼概況

▼ 月別請負金額、単月・累計前年対比の推移
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お 知 ら せ
次の発注者で中間前金払制度が新規採用されました！
！
ご受注の際は是非ご利用下さい！
！
【中間前金払制度とは】
◆ 請負金額の４０％に相当する前払金に加え、工期と出来高が１／２を超えた時点で、
追加で請負金額の２０％を受領できる制度です。

〈中間前金払制度を新規採用した発注者〉
10月１日付

沖縄市

今後も採用が決定した
市町村は随時ご案内致します！

請負金額：1,000万以
工期：120日以上

例えば、請負金額 5,000万の場合‥‥

1,000万円 が利用可能！ 保証料はわずか 6,500円！
中間前金払制度の導入状況（平成30年10月１日現在） 34／41市町村 導入
発注者

対象金額

対象工期

発注者

対象金額

対象工期

発注者

対象金額

対象工期

沖縄県

１千万円以上 120日以上

浦添市

１千万円以上 120日以上 大宜味村

１千万円以上 120日以上

那覇市

１千万円以上 120日以上

竹富町

500万円以上

60日以上 伊平屋村

１千万円以上 120日以上

名護市

１千万円以上 120日以上 久米島町 150万円以上

60日以上 南大東村

150万円以上

うるま市 １千万円以上 120日以上
沖縄市

１千万円以上 120日以上 与那原町

宜野湾市 １千万円以上 120日以上
糸満市

５０万円以上

豊見城市 １千万円以上
南城市

北谷町

90日以上

西原町

１千万円以上 120日以上 嘉手納町
130万円以上

１千万円以上 120日以上

恩納村

１千万円以上 120日以上

１千万円以上 120日以上

読谷村

１千万円以上 120日以上

150万円以上

伊江村

１千万円以上 120日以上

90日以上 南風原町 150万円以上

宮古島市 １千万円以上 120日以上
石垣市

本部町

中城村

60日以上 北中城村
国頭村

宜野座村

130万円以上

伊是名村

150万円以上

１千万円以上 120日以上 北大東村

150万円以上

100万円以上
150万円以上

東村

１千万円以上 120日以上 渡嘉敷村
１千万円以上 120日以上

粟国村

90日以上

１千万円以上 120日以上
50万円以上
150万円以上

※沖縄市水道局は以前から中間前金払制度を導入済。
※表に掲載のない市町村は中間前金払制度を導入されておりません。

お申し込み・お問い合わせは下記までお願いします。
西日本建設業保証株式会社 沖縄支店（担当：小倉、濱岡）

TEL：098−876−1981

FAX番号：098−876−1985
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建設
雇用改善
コーナー

人材開発支援 助 成 金 の 案 内

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用
する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。企業の人材育成と労働者の職業能力開発のために、ぜひ、ご活用ください。
〈平成 30 年 4 月１日からの主な改正内容〉
１．キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開
発助成金を統合し、助成メニューを７類型（特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース、教育訓練休暇付与コース、建設
労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コース）に整理統合しました。
２．労働生産性が向上している企業について支給する割増助成分について、特定訓練コースのみ、訓練開始日が属する会計年度の前
年度とその３年度後の会計年度と比較する成果主義へ変更しました。
３．制度導入助成について、教育訓練休暇付与コースを新設するとともに、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導
入コースについては、平成29年度限りで廃止いたしました。
その他詳細はＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html）な
どでご確認ください
〈各コースの申請期限〉
○訓練実施計画（訓練様式第１号）
→訓練開始日から起算して１カ月までに提出するようお願いします。
例：訓練開始日が７月１日である場合、6月１日が提出期限
訓練開始日が７月15日である場合、6月15日
訓練開始日が７月31日である場合、6月30日（6月31日がないためその前日）
訓練開始日が９月30日である場合、8月30日（前月の同日が期限）
訓練開始日が３月29日、30日、31日である場合、いずれも2月28日（2月29日まである場合は29日）
※新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした訓練等雇い入れ日から訓練開始日までが１カ月以内である訓練等の訓練実施計画届
の提出期間については、訓練開始日から起算して原則１カ月前に提出するようお願いします。
※訓練実施計画届提出時において、提出が困難な添付書類がある場合には当該添付書類について訓練開始日の前日までに提出する
ようお願いします。
※申請期限について平成29年度と取り扱いが異なるのでご留意ください。

人材開発支援助成金
・労働生産性の向上に係る訓練
・雇用型訓練
・若年労働者への訓練
・技能継承等の訓練
・グローバル人材育成の訓練

特定訓練コース
一般訓練コース

上記以外の訓練

教育訓練休暇付与コース

・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

特別育成訓練コース

・一般職業訓練

・有期実習型訓練

・中小企業等担い手育成訓練

建設労働者認定訓練コース ・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練
・安衛法に基づく教習及び技能講習や特別教育
建設労働者技能実習コース ・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録機関技能者講習
障害者職業能力開発コース

など

・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等
・障害者職業能力開発訓練運営費（人材費、教材費等）

［助成額・助成率］ （ ）内は中小企業以外の助成額・助成率

①

お問い合わせ先
沖縄労働局職業安定部
職業対策課 助成金センター
TEL：098-868-1606
FAX：098-868-1612

※

②
③ 教育訓練休暇付与コース

30万円

36万円

※認定実習併用職業訓練において、建設業、製造業、情報通信業の分野（特定分野）の場合は経費助成率を30％→45％、45％→60％、
60％→75％へ引き上げます。

沖建協会報

2018. 10月号

−16−

Message

～後輩たちへ～

疑問は一つずつ解決して理解することが大切！
！
インターンシップで現場の雰囲気や仕事などいろいろ
学ぶことができたことが入社のきっかけです。１年目は分
からないことだらけ。まずは自分で考え、それでも分から
ないときは、下請けさんや先輩、いろんな人に聞いて疑問
などを一つずつ解決し、工事の内容、工程などを理解し
て覚えていくことが大切だと思います。

美来工科高等学校出身
大前 凌馬さん（22歳）

（旭建設株式会社

土木工事部）

おおまえ・りょうま／うるま市出身／
2015年３月美来工科高校都市環境
科卒業／2017年３月東海工業専門
学校金山校工業専門課程測量設計
科卒業

初めて携わった現場で道路を新設する工事現場。路床か
ら滑り止め舗装までの工程に携わることができ、とても勉
強になりました。

将来の夢：一日でも早く一人で現場
を任せてもらえるようになること。そ
のために取得できる資格は確 実に
取っていきたいです。

沖建協「見える化」
イメージアップキャラクター

あんぜんぼーや 誕生！！
地域と共に、未来を築く

Okinawa General
Contractors
Association
あんぜんぼーや

OCA
私たちは、沖縄県建設業協会会員です。
一般社団法人

沖縄県建設業協会

建設業界のイメージアップと沖縄県
建設業協会会員の「見える化」を図る
ため、協会のイメージアップキャラク
ター「あんぜんぼーや」のシールを作
成しました。
（A4サイズ、A3サイズ）
協会会員が施工する建設現場の出
入り口など人目に触れる機 会の多い
場所に貼って、協会会員であることを
示すＰＲ活動に使用してください。
追 加で必要な場合は、所属支部窓
口で配布します。

Okinawa General Contractors Association
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平成30年9月の動き
日

曜

3

月

4

火

5

水

6
9

木 ・沖建協「建設雇用改善事業推進会議」
（建労センター）
日

10

月

11

火

13

木

19

水

20

木

21
25

金
火

26

水

27

木

28

金

1

土

沖 建 協・建 産 連・土 木 技 士 会・青 年 部 会 等

・沖建協青年部会
「事業委員会」
（建労センター）

その 他 会 議・講 習 会 等

・沖縄県
「平成30年度沖縄県総合防災訓練
（実働訓練）
（那覇市）
」
・おきなわ技能五輪・アビリンピック2018推進協議会「選手育成
専門委員会」
（那覇市）
・建設業振興基金「建設業経理事務士特別研修3級」〜9/6（木）
迄
（浦添市）
・沖縄労働局・県商工労働部「経済団体に対する障害者雇用の要
請」
（那覇市）
・建設業企業年金基金
「資産運用委員会」
（浦添市）
・生コンクリート品質管理監査会議
「生コン工場立入監査」
（沖縄市）

・建設業振興基金
「建設業経理士検定試験1・2級」
（宜野湾市）
・物産公社
「優良県産品推奨事業選定審査会」
（那覇市）
・沖建協「正副会長会議」
（建労センター）
・沖建協「役員会」
（建労センター）
・沖建協「総務委員会」
（建労センター）
・全国建産連
「全国会長会議」
〜9/12
（水）
迄
（福島県）
・沖建協「高校生現場見学会
【美来工科・土木工学科】
」
（産業廃棄物最終処分場、
安富祖ダム）・おきなわ技能五輪・アビリンピック2018推進協議会「沖縄県選
手団結団式」
（那覇市）
・沖建協青年部会
「役員会」
（沖建協委員会室）
・環境整備センター
「取締役会」
（那覇市）
・沖建協「高校生現場見学会
【美里工業・建築科】
」
（サンエーパルコ、
職業能力開発校本館）
・未来の人材育成事業
「職業人講話」
（名護市）
・
「沖縄の持続的な発展を支える防災対応推進会議」
（那覇市）
・沖縄しまたて協会「建設産業ビジョン推進委員会・実施団体合
同会議」
（那覇市）
・建災防
「全国建設業労働災害防止大会」
（神奈川県）
・沖建協「高校生現場見学会
【南部工業・建築設備科】
「秋の全国交通安全運動開始式」
（那覇市）
（サンエーパルコ、
てだこ浦西駅）・交通安全推進協議会
・沖建協「平成30年7月豪雨災害義援金贈呈」
（日本赤十字社）
・全建
「協議員会」
（東京都）
・沖建協青年部会
「フォトコンテスト一次審査会」
（建労センター）
・経済団体会議
「幹事会」
（那覇市）
・職業能力開発協会「若年技能者人材育成支援等事業に係る連
携会議」
（那覇市）
・建設業振興基金
「監理技術者講習」
（浦添市）
・県土木建築部建築指導課「平成30年度違反建築防止週間連絡
会議」
（那覇市）
・九建協
「専務・事務局長会議、
会長会議」
（福岡県）
・おきなわ建設フェスタ実行委員会
「幹事会」
（那覇市）

平成30年10月の行事予定
日
2
4
7

11

12

15

16
17

曜

沖 建 協・建 産 連・土 木 技 士 会・青 年 部 会 等

その 他 会 議・講 習 会 等

火
・全国土木技士会「企画運営委員会」
（東京都）
（宮古建設会館）
木 ・沖建協「不当要求防止責任者講習【宮古地区】」
・全国建設研 修センター「1級 土木施工管理技術検 定試験（実
日
地）」
・沖建協「高校生現場見学会【浦添工業・インテリア科】」
・九州土木技士会連合会「事務局長会議」
（福岡県）
（沖縄科学技術大学院大学、万国津梁館）
木
・沖建協「正副会長会議」
（ザ･ナハテラス）
・沖建協「役員会」
（ザ･ナハテラス）
・沖建協「不当要求防止責任者講習【本島内地区】」
金
（建労センター）
・沖建協「労務費調査説明会【那覇・南部地区】」
（建労センター）
・沖建協「労働安全講習会【北部支部】」
（北部会館）
月
・沖建協「労務費調査説明会【浦添・西原・中部地区】」
（建労センター）
・沖建協「不当要求防止責任者講習【北部地区】」
（北部会館）
・九建協「建退共ブロック支部事務担当者会議」
（福岡県）
火
・沖建協「労務費調査説明会【宮古地区】」
（宮古建設会館）
・沖建協「労務費調査説明会【八重山地区】」
（八重山建設会館） ・県土木建築部建築指導課「平成30年度違反建築防止週間『パト
水
・沖建協「労働安全講習会【本島内支部】」
（建設会館展示室）
ロール』」
（県内各地）

沖建協会報

2018. 10月号

−18−

日

曜

17

水

18

木

19

金

21
23
24

日
火
水

25

木

26

金

平成30年10月の行事予定

沖 建 協・建 産 連・土 木 技 士 会・青 年 部 会 等

その 他 会 議・講 習 会 等

・九州・沖縄建産連「専門工事業委員会九州・沖縄ブロック会議」
（福岡県）
・建設業振興基金
「監理技術者講習」
（浦添市）
・沖建協「高校生現場見学会【浦添工業・インテリア科】」
（沖縄科学技術大学院大学、万国津梁館）・全国道路利用者会議「全国大会及び道路視察」〜10/19（金）迄
（京都府）
・沖建協「労働安全講習会【宮古支部】」
（宮古建設会館）
・沖建協「高校生現場見学会【沖縄工業・土木科】」
（与那原地区道路改良工事、安富祖ダム）
・沖建協青年部会「フォトコンテスト最終審査会」
（建労センター）
・沖建協「労働安全講習会【八重山支部】」
（八重山建設会館）
・沖建協「労務費調査説明会【北部地区】」
（北部会館）
・建設業振興基金
「1級建築施工管理技術検定試験
（実地）
」
・沖縄平和賞委員会
「授賞式」
（那覇市）
・九建協
「地域・定例懇談会」
(熊本県)
・社会福祉協議会
「沖縄県社会福祉大会」
（宜野湾市）
・沖建協青年部「徳島県協会青年部会との意見交換会」
（産業支援センター）

［10月号会員の異動］
新入会員
支 部 名

宮古支部

会 社 名

㈲宮古電水土木

代表者名

砂川

設

昭和49年7月1日

立

一範

入 会 日

平成30年9月18日

郵便番号
所 在 地

〒906-0015
宮古島市平良字久貝1060-7

T

E

L

0980-73-2651

F

A

X

0980-72-1237

代表者･所在地･組織 等
ページ

支部名

会社名

変更事項

P44

宮古

㈲仲宗根土建

代表者

退

北部

沖建協会報
発

行

仲宗根

宏

仲宗根

宏幸

会

ページ 支部名
P40

変更後

変更前

人

会社名
㈲琉兼重機

代表者名
島袋

2018年 10月号（第581号）
平成30年 10月 1 日 発行
源河 忠雄

純次

発

行

編
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所
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一般社団法人 沖縄県建設業協会
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-6-8
TEL.098（876）−5211
FAX.098（870）−4565
株式会社沖縄建設新聞
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お知らせ
中小企業退職金共済法の一部改正などに伴い、平成28年4月1日から建退共の制度が下記
のとおり変更となりました。
I . 退職金の予定運用利回りの変更について
中小企業退職金共済法に基づき5年に1度検討を行うこととされており、今回、検討の結果、建退
共の退職金の予定運用利回りが2.7%から3.0%に引き上げられました。
このため、退職金の額に関する政令が改正されました。
※平成15年10月1日以降の掛金納付があり、かつ平成28年4月1日以降に退職金請求事由が発生される者
については、平成15年10月1日以降の掛金納付分についても3.0%の予定運用利回りが適用されます。
※掛金納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額の3〜5割程度の額となります。
Ⅱ. 退職金の支給要件緩和について
これまで、掛金納付月数が24月未満の場合については退職金の不支給期間となっておりました
が、これが12月未満に緩和されました。(死亡による場合は12月未満で変更ありません。)
※平成28年3月31日以前に退職金請求事由が発生する方は従来通りとなります。
Ⅲ . 被共済者による移動通算の申出期間の延長について
建退共制度と中退共制度、清退共制度及び林退共制度との間を移動した場合、退職後2年以内で
あった通算の申出期間が3年以内まで延長されました。
Ⅳ . 移動通算できる退職金額の上限撒廃について
これまで、移動通算できる額の上限を超える金額は差額給付金として被共済者に支給しており
ましたが、その上限が撤廃され、全額が移動先の制度に移換できるようになりました。
※詳細については、建退共ホームページに掲載しております。

国の制度
つの特長
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