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今月号の主な内容

◆ 第 6 回役員会を開催
◆ 労働安全講習会を初開催
◆ 不当要求防止責任者講習会を開催
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各種講習会・研修会への参加呼びかけ
第６回役員会を開催

議事４件を審議した

平成30年度第６回役員会を10月11日、那覇市の
ザ・ナハテラスで開催した。
開会のあいさつで下地米蔵会長は、県内企業
の利益の低さを指摘し、業界においては依然とし
て人手不足が続いており、ますます厳しい状況に
なっていくとの認識を示した。そのうえで、若手の
入職促進、企業の利益確保のためにも、発注者側
に適正工期･労務単価など働き方改革に対応した
労働環境整備に向けて声を上げていこうと呼び
かけた。
議事では会員資格承継４件を審議し、全会一
致で承認した。その他事項では、九建協労務対策
委員会の報告と、会員企業対象の講習会や研修
会について内容説明と参加呼びかけを行った。
８月23日に行われた九建協労務対策委員会に
は、事務局から源河忠雄専務理事と浦崎直哉経
理課長が出席し、各県が提示した課題等につい
て報告した。このうち労務単価引き上げについて
は引き続き九建協会長会への議題として上程する
ことや、高齢の技術者が増加傾向にあることから
年齢による社会保険適用など将来に向けた対策
を講じ、必要があれば国へ要望するなどの意見を

開会のあいさつをする下地会長

報告。
「夏季工事における熱中症予防対策費用」につ
いては現在、企業努力によって、空調服の支給やミ
スト扇風機等の経費、労働時間の短縮や休憩時
間の増など熱中症予防対策が講じられているが、
これらは作業現場の環境改善による作業者の健
康管理推進につながるものとして、夏場の一定期
間において、経費率の改定が必要ではないかとの
意見を紹介した。
会員企業対象の講習会等では、沖建協主催の
「労働安全講習会」開催や、労務費調査に係る説
明会、建設業経理士１級、２級受験準備講習会、
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30年度防災研修ハイライト版（２日間）の開催につ
いて説明、多くの会員企業の参加を呼びかけた。
このうち、協会主体では初開催となる「労働安
全講習会」について、県内の堅調な経済状況から
工事量の増加がみられるなか、依然として労働災
害に歯止めがかからない状況にあると説明。これ
は、現場における技能者・技術者不足や高齢化、
作業に不慣れな新規参入者の就労などの影響も
あるとして、一層の労働災害防止活動の必要性を
呼びかけた。また、同講習会では、これまで協会
が構築してきた防災システムのノウハウを有効活
用した労働災害防止に向けた業務改善（クラウド
等活用）をテーマに講義する。開催は10月15日〜
19日にかけて県内４カ所で開催予定。
労務費調査に関する該当企業状況調査・説明
会は県内４カ所で10月15日〜19日にかけて、調査
対象となった企業向けに行う。毎年10月に実施さ
れる同調査は、次年度の労務単価に影響するもの
であり、積算単価等、企業経営計画を左右するも
のであることから、対象企業の参加を呼びかけ
た。説明会では調査票記入の留意点等を解説す
る。
平成30年度防災研修ハイライト版（２日）では、
これまで実施してきた防災システムを活用した研
修・訓練の取り組みをハイライト版として実施。約
５年間の取り組みを２日間に凝縮してシステムの
仕組みやクラウドを活用した業務改善などの研修
を行う。新入会員や新規防災担当者をはじめ、会
員企業内で同システムを活用して安全環境向上を
図るためにも、積極的な参加を呼びかけた。この
ほか、平成31年３月予定の建設業経理士の検定
試験に向けた受験準備講習会への参加を呼びか
けた。
閉会のあいさつで比嘉森廣副会長は、台風等
の災害対応について、
「協会が構築した防災システ
ムを発揮して、地域の安全・安心に取り組んでい
こう」と会員企業に協力を呼びかけた。
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閉会のあいさつをする比嘉副会長

〇議事
１、会員資格の承継について
【那覇支部】共和産業㈱（代表取締役武富和裕）
【南部支部】㈱総合土木（代表取締役大湾政宗）
【北部支部】㈲玉城電気設備（代表取締役玉城進
一）
【八重山支部】㈱平田建設（代表取締役平田当範）
〇その他事項
１、九建協労務対策委員会の報告について
２、労働安全講習会の開催について
３、労務費調査に係る説明会の開催について
４、建設業経理士１級、２級受験準備講習会につ
いて
５、30年度防災研修ハイライト版（２日）の開催
について
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安全対策の周知徹底を
労働安全講習会を初開催
沖建協は10月15日〜19日にかけて県内４地区
で「労働安全講習会」を開いた。講習会は、工事量
が増加傾向にある県内建設業界において、依然と
して労働災害に歯止めがかからないことから、協
会が主体となって安全対策の周知徹底を図るこ
とを目的に開催。さらに労働災害防止に向けた業
務改善に、協会がこれまで構築してきた災害復旧
支援システムを有効活用する狙いもある。協会主
催の同様の講習会は今回が初めて。
17日に建労センターで開催された講習会には、
那覇、浦添・西原、中部、南部の各支部会員企業
の安全担当者ら約50人が参加。講師は、建設業災
害防止協会の與那嶺茂良専務理事兼事務局長と
ＮＰＯ法人京都情報研修センター理事の北野雅
史氏が務めた。
與那嶺専務理事は、平成29〜30年度の県内の
労働災害発生事例やその対策を説明、クレーンへ
の挟まれ・巻き込まれ事故対策について、①車輪
止めを確実に行う②安全教育の徹底③複数人で
の作業−などの徹底を求めた。
北野氏はこれまで沖建協が運用体制づくりに
取り組んできた沖縄県災害復旧支援システムにつ
いて解説。各企業の情報共有の基盤づくりに、災
害 復旧システムで利用している無料のクラウド
サービスの活用を呼びかけた。
沖建協の源河忠雄専務理事は「労働安全活動
としてはこれまで、各支部で取り組んできた安全
パトロールなどがあるが、それに加え今回から協会
主体の労働安全講習会を開催する」と述べ、協会
が一丸となって労働災害防止活動に取り組む必
要があると強調。
「安全に気を配り、建設業は安全
で魅力ある産業だということをＰＲしていこう」と
呼びかけた。

安全担当者多数が参加した
（17日）

北部地区でも約20人が参加
（15日）

宮古地区では約30人が参加
（18日）

八重山支部では約25人が参加した
（19日）
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暴力団の企業介入防止策を学ぶ
不当要求防止責任者講習会を開催

本島地区の講習会の様子（12日）

沖建協では、建設工事等から暴力団を排除し
建設業の健全な発展向上を目的に不当要求防止
責任者講習会を開催している。講習会は（公財）
暴力団追放沖縄県民会議との共同開催。今年は
10月12日から11月30日にかけて県内各地で開催。
講習会終了後には受講者に受講修了書が交付さ
れる。
10月12日に建労センターで開催された講習会に
は、会員企業から担当者らが参加。県警組織犯罪
対策課暴排対策係の外間完吉氏が反社会勢力
（暴力団）の定義や特徴、企業介入の手口や実例
を紹介した。また、暴力団追放沖縄県民会議の田
場広志専務理事は、県内の暴力団の実態などを
解説。沖縄弁護士会民事介入暴力対策特別委員
会の横井理人弁護士は不当要求の対処法や関係
遮断のための取り組みなどを指南。そのうち契約
の相手が暴力団関係者と分かった場合に、契約
を解除できる暴力団排除条項の重要性を強調、
導入を呼びかけた。
県内では、暴力団の介入に対する警戒感が高
まっており、県土木建築部でも入札参加資格審査
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北部地区での講習会の様子（16日）

宮古地区での講習会の様子（22日）

で不当要求防止責任者を配置している企業を加
点対象とするなど取り組んでいる。
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建設マスターに屋比久紀氏
卓越した技術力で後進育成に取り組む
10月５日、東京都港区のメルパルクホールにて
平成30年度優秀施工者国土交通大臣顕彰式典
が執り行われ、沖建協から推薦を受けた比嘉工
業㈱の屋比久紀（おさむ）氏が建設マスター顕彰
を受賞した。
屋比久氏は専門学校を卒業後、昭和54年に比
嘉工業に入社。長年鋼構造物工として新設・修繕
工事などに携わってきた。受賞に際し屋比久氏は
「難易度の高い仕事に挑戦できる環境があったか
らこそ技術を高めることができた。会社のおかげ
で受賞できたのだと思う」と述べ、
「今回建設マス
ターとして選ばれたが、まだまだ未熟。溶接は分野
が広く、多くの技術を身に付ける必要がある。これ
からも若い人たちとともに難しい仕事に挑戦して
いきたい」と気持ちを新たにした。
屋比久氏はその卓越した技術力を活かして、社

建設マスター顕彰を受賞した屋比久氏

内での技術・知識の指導のほか、県立工業高校で
の溶接出前講座や沖縄少年院での溶接の職業指
導など若年層の指導・育成にも取り組んでいる。
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県産品使用やICT活用で最新技術学ぶ
高校生対象の現場見学会を開催
沖建協は県内工業高校生を対象にした現場見学
会を開催した。今年は６月から10月にかけて実施。10
月11日と18日、19日には浦添工業高校と沖縄工業高
校の生徒が参加、県産資材を採用した建築や、普段
は入れない建設現場を訪れ、建設業を身近で体感
した。
このうち、10月11日には浦添工業高校インテリア
科の１年生55人、18日には同２年生69人が、名護市
の万国津梁館と恩納村の沖縄科学技術大学院大
学（ＯＩＳＴ）の現場を見学。日本屈指のリゾート型Ｍ
ＩＣＥ施設の万国津梁館では、沖縄ならではのデザ
インや建物の特長、県産品を使用した調度品など、
気候風土にあった空間づくりを学んだ。同施設は
2000年沖縄サミットの会場として使用されており、
施設の担当者から、琉球石灰や赤瓦、琉球松、サン
ニン（月桃）を使った和紙でつくられたシャンデリア
など、県産品が多く取り入れられていることや、その
建材の特長などの説明を受けた。見学した生徒から
は「県産の資材を活かした建物や調度品の美しさに
驚いた」などの感想が寄せられた。
沖縄科学技術大学院大学では、施設の役割や概
要について説明を受け、センター棟や研究棟の内部
を見学。施設の担当者は、展示ギャラリーを兼ねた
長い廊下（トンネルギャラリー）や研究棟間を結ぶ
連絡通路（スカイウォーク）、屋根に設置した鳥の模
型など、森の中に立地する同施設の自然環境に配慮
した建築デザインを紹介。また施工中の第４研究棟
新営その他工事（西松建設㈱・㈱屋部土建ＪＶ）で
は、断熱材取り付け作業や設備工事などを見学。若
手技術者の屋部土建の大城光司氏と和田佳磨氏が
建物が完成したときの達成感など建設業の魅力を
紹介。
「興味があったらぜひ入職してほしい」と呼び
かけた。
19日は、沖縄工業高校土木科１年生と２年生合わ
せて70人が与那原地区道路改良工事（その２）と安
富祖ダム本体工事の建設現場を見学。道路改良工
事の現場では、㈱豊神建設の現場代理人安谷屋元
樹氏から工事概要の説明を受けたあと、ＩＣＴ建機
の試乗やＴＳ測量の体験を行い最新の技術に触れ
た。今年４月に入社した同社の東風平朝文氏は「き
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万国津梁館の施設概要を聞く浦添工業の生徒ら（11日）

施工中のOIST第４研究棟を見学する浦添工業の生徒ら
（18日）

ＴＳ測量を体験する沖縄工業の生徒ら（19日）

つい時もあるが、とてもやりがいのある仕事。学校の
勉強をしっかりしてほしい」とアドバイスした。
午後は恩納村の安富祖ダム（施工：梅林建設㈱・
㈲丸宮組ＪＶ）を訪ね、安富祖ダム作業所の黒岩丈
二副所長からダムの構造や工事の進捗などの説明を
受けたほか、測量体験や堤体の石積みの隙間に石
を置く間詰作業を行った。生徒からは「ダムが完成し
たら訪れることのできない現場なので貴重な体験が
できた」
「 ダムの大きさに圧倒された。今日の経験を
これからの進路に役立てたい」と感想を述べた。
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青年部会が徳島青年部と意見交換会
週休２日制や担い手確保などで議論

沖建協青年部会の皆さん

徳島建協青年部の皆さん

青年部会（黒島一洋部会長）は10月26日、那覇
市の沖縄産業支援センターで徳島県建設業協会
青年部（藤井傑部会長）との意見交換会を開い
た。沖建協からは黒島部会長をはじめ35人、徳島
建協からは藤井部会長ら29人が参加。今回は、国
土交通省土地・建設産業局の伏原洸課長補佐と
（一財）建設業振興基金経営基盤整備支援セン
ターの川浪信吾部長、太田絵里奈氏を来賓に迎
え、建設業界の現状や動向、青年部会の活動など
を紹介したほか、入札制度や週休２日制、人材確
保、担い手確保・育成について活発な意見を交わ
した。
冒頭、黒島部会長は「発注者や他県の活動や取
り組みを情報交換することで今後の取り組みに
活かしたい。忌憚ない意見をお願いします」とあい
さつ。徳島建協の藤井部会長は「今回の意見交換
が担い手確保・育成など山積する業界の課題解
決に活かせるよう有意義なものにしたい」と述べ
た。
入札・契約制度について徳島側は、今年５月に
改正・運用開始した徳島県入札・契約制度につい
て、①建設企業の適正な評価②建設企業の働き
方改革③建設現場の生産性向上④企業の立場
に立った執行⑤県内企業の活用推進と負担軽減
−をポイントに挙げた。企業の適正な評価では、
解体工事に係る独立した格付け基準の設定や、
建築一式工事で「手持ち工事数」評価の対象拡
大、企業負担軽減の観点から「地域貢献度」評価

項目の見直しなどを説明した。沖縄側からは、最低
制限価格と低入札基準の見直しについて報告。週
休２日制では、導入が厳しい状況にあるとした徳
島に対して、沖縄では、今年10月から県発注の土
木工事において週休２日試行工事を実 施してお
り、４週８休を達成できた業者には工事成績評定
において加点対象になると説明した。
また、担い手確保に向けた取り組みでは、徳島
側は子ども重機体験など建設業を身近に感じても
らうイベントを実施していると報告。沖縄側からは
保育園への建設業に関する絵本の贈呈などを紹
介した。このほか、土地・建設産業局の伏原課長
補佐が国交省施策について説明したほか、建設業
振興基金の川浪部長が建設業振興基金の事業概
要と、太田氏が同基金の取り組みなどを紹介し
た。
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支 部活 動 報 告
■那覇分会・南部分会（那覇支部・南部支部）合同パトロール
建設業労働災害防止協会沖縄県支部那覇分会
（長山宏分会長）と同南部分会（上原進分会長）
は10月26日、合同で安全パトロールを実施した。
当日は安全指導員ら10名が参加して、管内の建
設現場を巡回、安全対策の徹底などを呼び掛け
た。
パトロールは３班に分かれ、各現場で足場や資
材の整理状況などを確認し、安全指導員が対策な
どを指導した。大里北小学校改築工事現場を巡
回し、班長を務めた呉屋忠男氏（金秀建設㈱）は
「建設業の労働災害で多いのは転落事故。足場の
開口部の養生をしっかり行ってほしい」など担当
者にアドバイスした。また立入禁止などの注意表
示の徹底も呼び掛けた。

■浦添・西原支部

てだこまつりに寄付金贈呈

浦添・西原支部（知念章支部長）は10月１日、浦
添市役所に松本哲治市長を訪ね、10月27日、28日
の日程で開催された「第41回浦添てだこまつり」
への寄付金を贈呈した。知念支部長は「てだこま
つりの運営資金として活用してほしい」と述べ、松
本市長に寄付金50万円を手渡した。
松本市長は「毎年寄付金をいただき感謝してい
る。祭り当日も設営などで協力していただいてい
る」などと謝意を示し「趣向を凝らし市民が楽しめ
る祭りにしたい」と述べた。
同支部は、てだこまつり開催に当たり会場テン
トの設営やごみ集積所、灯火台設置など運営面で
もサポートしている。てだこまつりは例年、夏に開
催されていたが、今年は10月開催となる。
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パトロールに参加した皆さん
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寄付金を手渡す知念支部長（左から３人目）ら

支 部活 動 報 告
■中部支部

安全パトロール実施

中部支部（手登根明支部長）は10月24日、支部
主催の建設現場安全パトロールを実施した。パト
ロールは「沖縄県建設業Ｓａｆｅ−Ｗｏｒｋ運動」
の推進や、
「 労働安全衛生活動」の一環として行
われたもので、手登根支部長をはじめ、支部会員
企業の安全指導者ら13人が参加、沖縄市泡瀬市
営住宅建替工事現場や、宜野湾市屋外運動場新
築工事現場などを巡回。保護具の適切な着用や
資材の整理整頓状況など現場の安全対策が確実
に行われているかを確認した。
このうち、泡瀬市営住宅建替工事現場（施工：
仲本建設㈱・㈱丸松建設・㈲三基土木ＪＶ）では、
足場の手すりやつまずき箇所などで適切な対策
が講じられているかなどを点検。パトロール後に行
われた講評で手登根支部長は「階段や手すりに

■北部支部

パトロールに参加した皆さん

トラ柄のセーフティクッションが巻かれ、危険を見え
る化するなど創意工夫がなされていて、会社に持
ち帰って実践したいことばかり。今後も安全で快
適な現場づくりに努めてほしい」と話した。

単独安全パト実施

北部支部（仲泊栄次支部長）は10月12日、支部
単独の安全パトロールを行った。当日は安全指導
員ら７人が２班に分かれて、名護市内を中心に施
工中の建設現場10カ所を巡回、安全対策の実施
状況を点検・指導するとともに、事業場における安
全管理徹底を呼びかけた。
巡回先は、名護市の喜瀬橋橋梁補修工事現場
や食鳥処理施設建築現場、沖縄トヨタ自動車名
護支店新築工事、本部町の本部港（本部地区）岸
壁工事や幼保連携一体化施設新築工事現場な
ど。
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指差し唱和する指導員ら
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支 部活 動 報 告
■宮古支部

排水路清掃活動を実施

宮古支部（長田幸夫支部長）は22日〜24日にか
けて、城辺加治道地区比嘉排水路の清掃活動を
行った。台風や大雨により水路内で雑木やがれき
などが堆積し、氾濫する恐れがあることから、地域
住民の安全・安心を図るため、水路の清掃活動を
実施した。
作業には支部会員約10人が参加して、重機４
台、ダンプ３台を使って雑木や土砂などを運び出
す作業を行った。長田支部長は「被害にあわれた
農家の皆さんが困っているのに見て見ぬふりはで
きない。協会として出来ることは協力していきた
い」と話した。
約22年前に整備された比嘉排水路は、現在は
雑木が生い茂り水路内に土砂やがれき類、生活ご
みなどが投棄された状況で、７月〜９月の大雨や台

■八重山支部

風により水路内の流れが滞り、周辺の畑に逆流し
冠水する原因となっていた。

石垣市と意見交換

八重山支部（米盛博明支部長）は９月21日、石
垣市水道庁舎で石垣市との意見交換会を行った。
意見交換には、米盛支部長をはじめ、東宇弘副
支部長、上里直史土木部会長、玉吉秀庸建築部
会長のほか、八重山建産連メンバーも出席、市か
ら漢那政弘副市長らが参加した。
冒頭、漢那副市長は「発注者と受注者は情報の
共有が必要。今日の意見交換はそのよい機会にな
る」とあいさつ。米盛支部長は「建設産業界は若
い人材が不足している。地元高校で建設系の専門
分野を学び、即戦力として地域産業の担い手と
なってもらえる人材が必要」と述べ、地元高校に建
築系学科を新設するよう県へ進言することを要望
した。市は八重山市町会で検討し、教育長へ要望
する考えを示した。このほか会議では、旧石垣空
港跡地利用計画や石垣港（新港地区）第２橋梁計

沖建協会報
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今後の石垣市の将来像について意見を交わした

画、石垣小学校建て替え計画など市の公共事業
内容や進捗状況、今後の事業計画などについて意
見を交わした。
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メッセージボード

11月は

トップが決意を持って、
長時間労働の削減に向けた取組を推進しましょう。

「過重労働解消キャンペーン」期間です。
平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11月は「過労死等防止啓発月
間」とされています。このため、厚生労働省では、同月間において、過労死等の一つの要因である長
時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャ
ンペーン」を実施します。
労働時間等の現状
労働時間の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向で
あるものの、いまだ長時間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給決
定件数についても依然として高い水準で推移するなど、過重労働による健康障害も多い状況
にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶たないところです。

過重労働と健康障害の関連性
長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因です。具体的には時間外・
休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強まります。

過重労働による健康障害等を防止するためにも、労働時間を適正に把握 ※1し、次の措置を講じましょう。
過重労働による健康障害の防止するために ※2
①時間外・休日労働時間を削減しましょう。
■36協定（時間外労働・休日労働に関する協定）で定める延長時間は、限度基準 ※3 に適合したものとす
る必要があります。
■特別条項付き協定 ※4 により月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、実際の時間外労働は月
45時間以下とするよう努めましょう。
■休日労働についても削減に努めましょう。

②年次有給休暇の取得を促進しましょう。
■年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用などにより、年次有給休暇の取
得促進を図りましょう。
③労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう。
■健康管理体制を整備するとともに、健康診断を実施しましょう。
■長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等を実施しましょう。

賃金不払残業の解消するために ※5
①職場風土を改革しましょう。
②適正に労働時間の管理を行うシステムを整備しましょう。
③労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化しチェック体制を整備しましょう。
※1「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成29年1月、厚生労働省）
※2「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」（平成18年3月、厚生労働省）
※3「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」（平成10年労働省告示第154号）
※4「臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、特別条項付き協定を
結べば、1年の半分を超えない範囲で、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
※5「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」（平成15年5月、厚生労働省）

（月〜金 17:00〜22:00、土・日 10:00〜17:00）
※厚生労働省の
「過重労働解消キャンペーン」
のパンフレットから抜粋
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11月1日〜11月30日

11月は建設業取引適正化推進月間です
平成 30 年度「建設業取引適正化推進月間」の取組みについて
〜みんなで守る適正取引〜
1. 趣旨
毎年 11 月は、
「建設業取引適正化推進月間」として、国土交通省及び都道府県において、建設業
の取引の適正化を強力に進めるため、建設業法等の法令遵守に関する活動を集中的に行います。
その活動の一環として、沖縄総合事務局開発建設部では、建設業者等を対象とした法令講習会
の開催や建設会社への立入検査を行い、請負契約内容や下請取引の実態調査等を実施し、建設業
の健全な発達を促進します。
2. 期間
平成 30 年 11 月 1 日（木）〜11 月 30 日（金）
3. 主催
内閣府沖縄総合事務局、沖縄県
4. 実施内容
⑴ポスター掲示による広報
沖縄総合事務局（本局、事務所）、沖縄
県、市町村等において掲示します。
⑵ホームページを通じた広報
取引の適正化に関する普及啓発のた
め、ホームページを活用し広報を行い
ます。
⑶立入検査
本月間中に、建設業許可業者の法令
遵守等に関する立入検査を実施しま
す。また、立入検査を実施する際は、各
種相談窓口についての周知も併せて行
います。
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お 知 ら せ
沖縄県内の公共工事動向（平成３０年 9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

建設業界で話題沸騰の中間前金払制度！
御社でも是非ご活用下さい！
【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。
【お手続きの流れ】

便 利！

①発注者へ「認定請求書等」
を提出して下さい。
∇
②発注者より
「認定調書（通知書）」が交付されます。
∇
③保証会社へ中間前払金の保証申込みをお願いします。
∇
④「中間前払金の保証証書」
を発注者へ提出して下さい。
∇
⑤発注者より中間前払金が入金になります。現金一括で
払い出し可能です。

・現金一括で払出可能！
・入金後すぐ利用可能！

3つのメリット
簡 単！

安 い！

・簡便な出来高認定！
・煩雑な資料作成不要！

・保証料率 0.065％！
・借入利息より断然
安い！

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
沖縄県

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

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

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

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

１千万円以上 120日以上

１千万円以上 120日以上

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

※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. 11月号

−16−

Message

～後輩たちへ～

家づくりを通して幸せのお手伝いをしたい！
！
家づくりを通してそこに暮らす人々の幸せのお手伝い
をしたいというのが入社のきっかけです。建設業界は常
に勉強、勉強の連続で、きつい仕事かもしれませんが、
建物が完成したときの達成感はとても気持ちがいいで
す！「この仕事に関われた」という誇りも生まれてきま
す。他の仕事では経験することのできないことが多く、人
として成長できる仕事です。

名護高等学校出身
伊藤 佑太さん（27歳）

（有限会社くくる

工事部）

い と う・ゆ う た ／ 名 護 市 出 身 ／
2009年３月名護高校普通科卒業／
2011年３月沖縄国際大学経済学部
経済学科卒業／2011年３月㈲くくる
入社
将来の夢：まずは一級建築施工管理
技士の資格取得。

名護市営球場建築工事(Ｂ工区)。長期にわたる現場です
が、初めての工種や工法が経験できて毎日楽しいです。

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

−17−

沖建協会報

2018. 11月号

平成30年10月の動き
日

曜

2

火

3

水

4

木

7

日

11

木

12

金

14

日

15

月

16

火

17

水

18

木

19

金

22
23

月
火

24

水

25

木

26

金

30

火

31

水

その 他 会 議・講 習 会 等

沖 建 協・建 産 連・土 木 技 士 会・青 年 部 会 等

・全国土木技士会
「企画運営委員会」
（東京都）
・沖縄子どもの未来県民会議
「地域円卓会議」
（那覇市）
・経済団体会議
「本会議」
（那覇市）
・沖縄建設新聞
「取締役会」
（那覇市）
・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
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）
・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】
」
（建労センター）
・建設業振興基金
「1級建築施工管理技術検定試験
（実地）
」
・沖建協「労務費調査説明会
【那覇・南部地区】
（建労センター） ・おきなわ建設フェスタ
」
「幹事会・出展者説明会」
（那覇市）
・沖建協「労働安全講習会
【北部支部】
（北部会館）
」
・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）
・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） ・
」
「土木の日」
沖縄地区実行委員会
（那覇市）
・沖建協「労働安全講習会
【本島内支部】
（建労センター）
」
・県建築指導課
「違反建築防止週間
『パトロール』
（県内各地）
」
・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）
・沖建協「高校生現場見学会
【浦添工業・インテリア科】
」
・建設業振興基金
「監理技術者講習」
（浦添市）
（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
・沖建協「労働安全講習会
【宮古支部】
（宮古建設会館）
」
（京都府）
・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）
」
・沖建協「不当要求防止責任者講習
【宮古地区】
」
（宮古建設会館） ・沖縄しまたて協会
「
『しまたてぃ』
編集委員会」
（浦添市）
・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)
・経済団体会議
「幹事会」
（那覇市）
・社会福祉協議会
「沖縄県社会福祉大会」
（宜野湾市）
・職業能力開発協会「技能者の活用並びにIT活用に取組む企業の
好事例発表及び意見交換会」
（那覇市）
・沖建協青年部会
「徳島県協会青年部との意見交換会」
（産業支援センター）
・おきなわ建設フェスタ
「実行委員会」
（那覇市）
・ケイオーパートナーズ
「職業人講話」
（西原町）
・沖縄労働局「過重労働防止キャンペーンに伴う要請書の交付」
（那覇市）

平成30年11月の行事予定
日

曜

1

木

2

金

3

土

5

月

6

火
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その 他 会 議・講 習 会 等

・全建「労働問題連絡協議会」
（東京都）
・九州建設青年会議「役員会・意見交換会」
（福岡県）
・おきなわ技能五輪・アビリンピック2018推進協議会「技能五輪
全国大会及び全国アビリンピック合同開会式典」
（那覇市）
・沖縄県「沖縄県功労者表彰式典」
（那覇市）
・おきなわ技能五輪・アビリンピック2018推進協議会「技能五輪
全国大会及び全国アビリンピック合同閉会式典」
（那覇市）
・県防災危機管理課「沖縄県災害対策本部設置運営訓練（図上訓
練）」
（那覇市）
・産業教育振興会「御下賜金記念産業教育功労者表彰伝達式」
（那覇市）

日

曜

11

日

12

月

13

火

14

水

15

木

16

金

19

月

20

火

21

水

27

火

29

木

30

金

7

木

平成30年11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

・九建協
「技術担当職員研修会」
（福岡県）

・沖建協・建産連「第3回おきなわ建設フェスタ」
（沖縄県総合運動公園）
・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）
・県中央家畜保健衛生所「中南部地域特定家畜伝染病防疫実働
・沖建協・沖縄県共催「沖縄県雇用改善優良事業所表彰式」
（八重瀬町・糸満市）
（県庁） 演習」
・建設業企業年金基金
「資産運用委員会」
（浦添市）
・九建協
「専務・事務局長会議、
保証会社意見交換会」
（鹿児島県）
・沖建協「防災研修ハイライト版【本島内】」〜11/16（金）迄
（建労センター）
・県労働政策課
「沖縄県契約審議会」
（那覇市）
・県消費・くらし安全課
「飲酒運転根絶県民大会」
（南風原町）
・全建
「技術研究発表会」
（東京都）
・沖建協「防災研修ハイライト版【八重山支部】」〜11/20（火）迄
（八重山建設会館）
・全建
「全国会長会議」
（東京都）
・沖建協「防災研修ハイライト版【北部支部】」〜11/22（木）迄
（北部生涯学習推進センター）
・沖建協「防災研修ハイライト版【宮古支部】」〜11/28（水）迄
（宮古建設会館）
・建設業振興基金
「監理技術者講習」
（浦添市）
・沖建協「不当要求防止責任者講習【八重山地区】」
（八重山建設会館）

［11月号会員の異動］
代表者･所在地･組織 等
ページ 支部名

会社名

変更事項

那覇支部

宮古支部

那覇市辻2-7-17

宮古島市平良字下里1556-2

TEL

098-869-1873

0980-72-3036

FAX

098-869-1878

0980-72-1688

支部
所在地
P17

那覇

P17

那覇

共和産業㈱

代表者

下地

武義

武富

和裕

P23

南部

㈱総合土木

代表者

金城

佳孝

大湾

政宗

P38

北部

㈲玉城電気設備

代表者

玉城

精進

玉城

進一

P51

八重山

㈱平田建設

代表者

平田

當弘

平田

当範

沖建協会報
発

㈱川平建設

変更後

変更前

行

人
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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
沖建協会報
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