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沖建協会報　2021. 10月号

〈表紙写真〉

【青年部会第12回フォトコンテスト
　～島の魅力～優秀作品より】

    〔造の部　優秀賞〕

題　　名：コロナ禍・癒やしの
　　　　  ひととき
撮  影  者：仲地　慶師
撮影場所：伊平屋村野甫大橋

第4回役員会を開催
ワクチン接種の経過など報告

各種議事・事項について審議を行った

挨拶する津波会長

　沖建協は9月14日、那覇市のダブルツリーbyヒル
トン那覇首里城で令和3年度第4回役員会を開催
した。
　議事に先立ち、津波達也会長は「今日の会議で
は協会のコロナワクチン接種について後ほど報告
させていただく。来年度の沖縄振興予算が3000
億円を切る状況で、防衛省の方は堅実な予算編
成となっており、しっかりと対応をしていきたいと
考えている。新たな振興計画については協会か
ら、道路インフラについて防災・減災、高規格道路
や鉄軌道を含めた提言のほか、建設業の高度化
や基地の跡地利用などについても提案をしてい
る。今後も協会として提言を続けていく」と挨拶し
た。
　議事では、会員資格継承（6件）について審議を
行い、承認された。このほか、6月から取り組んでき
た新型コロナワクチン接種についての経過や抗原
検査キットの無償配布について報告が行われた。
　新型コロナワクチン接種の経過及び報告では、
源河忠雄専務理事がこれまでの進捗を報告。協会
として厚生労働省による職域接種（9600人分を申

請）で手続きを進めるなか、6月末に県土木建築部
からエッセンシャルワーカー接種希望調査があり、
「インフラ・災害復旧・建設業者」の区分で6000人
分を要望。土建部からの回答は「100人～200人が
接種可能」で、それでは希望者に接種を提供する
ことができないとのことから、一度、断りを入れ
た。その後、玉城デニー知事が示した「建設業界の
感染事例が多くなっている」とのコメントにより、
建設業界への心証が悪くなっていることから、県
に対して適切なコメントと分析を求めるとともに、
エッセンシャルワーカーとしての優先接種であれ
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那覇支部で検査キットを受け取る担当者

　沖建協が８月から行っていた県のエッセンシャ
ルワーカーワクチン接種が9月10日に最終日を迎え
た。同接種は那覇支部、南部支部の会員を対象
に、8月5日から11日まで那覇市のクルーズターミナ
ルで1回目を実施。8月11日からは浦添・西原支部、
中部支部、北部支部の会員を対象に宜野湾市のコ
ンベンションセンターでも接種が行われた。
　8月26日から那覇会場で2回目接種が始まり、9
月8日からは宜野湾会場でも2回目接種が行われ、
会員ら2500人が接種を受けた。
　今回の接種は、沖建協が県と防災協定・防疫協
定を締結していることから、エッセンシャルワー
カーとして認定・実施された。沖建協では6月から
新型コロナウイルス感染拡大と重症化の防止と熱
中症対策の一環として会員向けのワクチン接種の
実現に向けて会員の意向調査・名簿作成などを実
施。これらの取り組みによって、県のエッセンシャ
ルワーカー認定もスムーズに進み、効率的な接種
を実施することができた。

クルーズターミナルで行われた那覇会場での接種

中部地区での接種最終日の様子

会員企業に抗原検査キットを配布

　沖建協では9月7日から、各支部でコロナ感染拡
大防止に向けた抗原検査キットを配布した。
　エッセンシャルワーカーとなる会員の職場・家庭
等における感染拡大を回避するため、沖縄県が
2000箱（１箱で10回検査分）を提供し、支部を通
して各会員企業に４箱～10箱が配布された。
　検査キットは綿棒を鼻腔に挿入して検体を採取
し、30分程度で簡易判定するもの。有症状者（発
熱など）が検査対象となっている。検査キットは10
月末までの使用期限があり、使用した場合は県に
対する報告が求められている。
　那覇支部で検査キットを受け取った担当者から
は「PCR検査を受けるかどうかの判断に使用でき

るので助かる」「事務所や現場に配備したい」など
感染拡大防止に活用するとの声が寄せられた。

ワクチン接種の経過を報告する源河専務

労働災害防止対策について解説する建災防の與那嶺専務

閉会の挨拶をする新里副会長

ば、接種に参加する意向を伝えた。
　県はこの意向に対して、まず、抗原定性検査
キットを無償配布するとの申し出があり、これに
は協力する方針を示した。その後、市町村での接
種が進んだこともあり、協会の接種希望者は3000
人となり、県のエッセンシャルワーカー優先接種を
実施する運びとなったと説明された。なお、厚労省
に申請していた職域接種分は、国土交通省に譲渡
したことも報告された。
　また、建災防沖縄県支部の與那嶺茂良専務理
事が「建設業の労働災害防止対策のポイント」を
配布・説明を行った。與那嶺専務は県内の労働災
害発生状況や死亡災害のなかで建設業が占める
割合を説明したほか、建設業における労働災害は
「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」「飛来・落
下」などが多く、その対策が依然として必要と指摘
した。
　閉会の挨拶をした新里英正副会長は「ワクチン
接種については、事務局を中心に厚労省への申請
や県との調整などで頑張ってもらい、無事に接種
を進めることができた。事務局の労をねぎらうとい
う意味で、今日は拍手で役員会を結びたい」と挨
拶し、理事から事務局に拍手が送られた。

〇議事
１．会員資格の継承について（6件）：【那覇支部】
　㈱沖電工（代表取締役・仲宗根斉）、金秀建設
　㈱（代表取締役・上地千登勢）【浦添・西原支
　部】大畑建設㈱（代表取締役・神里哲哉）、㈱新
　洋（代表取締役・新垣守泰）【中部支部】大永建
　設工業㈱（代表取締役・大城哲也）【北部支部】
　㈲昭建設（代表取締役・金城昭一郎）

○その他事項
１．新型コロナワクチン接種の経過及び報告につ
　いて
２．抗原検査キットの無償配布について
３．建災防沖縄県支部「建設業の労働災害防止
　対策のポイント」別冊

エッセンシャルワーカー接種を完了
会員ら2500人が参加
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建設業のIT活用実践研修会を開催
　沖建協主催による建設業における総合的IT活
用実践研修会が9月8日から10日まで、浦添市の建
労センターで開催された。
　同研修は、会員企業の経営者（事務職員）及び
現場担当者を対象にしたもので11人が参加。広範
なIT知識と実践スキルを習得する内容。特にコロ
ナ禍のなか、リモートワークをはじめとした新たな
業務手法の構築に向けた基本知識やクラウド活
用方法などについて、講師の北野雅史氏（㈱ジー
サクセス）が解説した。
　北野氏は「数年前はマスクをつけることが日常
になるなんて考えられなかったように、建設業でも
当たり前がどんどん変わってきている。その変化
に対して、会社や仕事の仕組みを変えて対応する
ことでチャンスにすることができる」とITを活用し
た業務改善の重要性を指摘した。研修では、クラ
ウド環境の実現に向けたWindowsの基本環境や
各種ファイル管理などを学んだほか、最終日には
クラウドサービスの地図情報を活用したリモート
ワークなどを実践しながら学んだ。

広範なIT知識とスキルを学んだ

効率化・生産性向上について解説する北野氏

高校生の経理事務士3級取得を支援
　沖建協では来年３月に卒業を控えた工業高校3
年生に対して、8月24日から3日間の日程で建設業
経理事務士３級特別講習会を実施した。
　経理事務士特別講習は最終日に行われる検定
試験に向けて、講師がテキストや過去問題などか
らポイントを解説するもの。夏休み期間を活用して
集中的に資格取得を目指す内容で受講料の一部
を沖建協が負担・支援している。8月2、3日に行わ
れた4級特別講習に合格した35人が参加した。
　講師を努めた伊計孔雄氏は「前回の4級と違っ
て、3級試験はしっかりとした準備が必要。経理に
ついて学ぶことは事務職でも現場でも役に立つの
で合格目指して頑張ってほしい。協会の支援で
年々受講者も増えており、合格者が一人でも多くな
るよう指導したい」と述べた。
　受講している生徒からは「試験問題で何を問わ

経理事務士の特別講習を受講する生徒

遠隔臨場を実践通して学ぶ
スマートフォンや市販ソフトを活用

遠隔臨場について学ぶ受講者

講師を務めた北野氏

２会場に分かれて遠隔臨場を実践した

　沖建協は９月７日、浦添市の沖縄建設会館・建
労センターで「建設現場の遠隔臨場実践研修」を
実施した。
　同研修は国・県が実施を進めている遠隔臨場
について試行要領や他府県事例などのほか、実際
にパソコンやスマートフォンを活用した実践を通し
て学ぶ内容。講師は㈱ジーサクセスの北野雅史氏
が務め、27人が参加した。　
　研修で北野氏は遠隔臨場導入の目的について
①時間とコストの削減（移動、準備）②日程調整作
業の簡易化③安全性の向上④人手不足対応⑤感
染拡大防止対策の5項目をそれぞれ挙げ、遠隔臨
場及びリモートワークが当たり前になると指摘した。
　研修では参加者が３～４人ずつのグループに分
かれ、グループ内で「発注者」「受注者（事務所）」
「受注者（現場）」の立場で情報共有の方法や機
材・ソフトの使い方などを体験。後半では別室に一
部参加者が移動して、スマートフォンを活用した中
継を行って模擬の遠隔臨場を実践した。参加者は
別室からの中継画面を見ながら画像や音声などの
状況を確認。中継時の画質管理やトラブルを想定

した準備など、実際の遠隔臨場に対して理解を深
めた。

れているのかが分からなくなりそう。先生の解説
でポイントを教えてもらえるのでとても助かる」、「4
級の勉強をした記憶が残っているうちに、3級も合
格して就職でアピールしたい」と合格に向けた決
意を語った。
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　県のエッセンシャルワーカー接種後に、新たに
希望者を募って実施した追加接種が9月15日に那
覇クルーズターミナルで行われた。
　追加接種は県から、沖建協をはじめとした建設
関連団体への呼びかけにより実施されたもの。沖
建協では9月10日までに行われたエッセンシャル
ワーカー接種に参加できなかった会員企業に対し
て、接種希望者の確認を実施。新たに57人が接種
を受けた。
　また、9月13、17日には那覇市医師会で予備接
種が行われた。対象となったのは、8月に行われた
那覇クルーズターミナルでの接種を受けたあと、や
むをえない理由で2回目の接種に参加することが
できなかった12人。
　予備接種に参加した人は「仕事で2回目の接種
に参加できなかった。こうして接種が出来て安心し
ている」と感想を語った。

那覇クルーズターミナルで行われた追加接種の様子

那覇市医師会での接種後に待機する参加者

　北部支部は9月14日、CPDS認定オンラインセミ
ナーを開催した。
　セミナーのテーマは「建設環境の『知識』と『対
策』」で、合同会社クロソイドの戸所俊雄技術顧問
が講師を務めた。
　セミナーでは「環境問題の概要と歴史」「環境基
本法について」「地球規模の環境問題」「建設現場
の典型七公害」の内容で説明が行われた。
　このうち環境問題の概要と歴史では、1950～
60年代にかけては「産業公害の深刻化」、1970年
代は「都市生活型公害の拡大」、1980年代以降の
「地球環境問題への注目」と時代とともに環境問
題に対する捉え方が変化してきたことなどが説明
された。
　また、建設現場の典型七公害として①大気汚

Web形式のセミナーを受講する受講者

コロナワクチンの追加接種を実施
那覇会場の2回目未接種へも対応

染②水質汚濁③土壌汚染④悪臭⑤騒音⑥振動
⑦地盤沈下を挙げ、それぞれの要因や求められる
対策などを紹介した。
　セミナーには支部会員ら40人が参加した。

支部活動報告支部活動報告

■北部支部がCPDSセミナー開催

お 知 ら せ

▼ 月別請負金額、単月・累計前年対比の推移

▼ 概況

沖縄県内の公共工事動向（令和3年8月分）
西日本建設業保証（株）沖縄支店
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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

※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が60％、生産性を満たす場合は
　75％となります。

　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、事
業主等が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。
　
～申請の前に～
　事業主は、職業能力開発促進法第８条において、その雇用する労働者の多様な職業能力開発の機会の確保について配慮するものと
する、とされています。職業能力開発促進法では、それら労働者に関する職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われるよ
う、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定を、事業主の努力義務としています。
　人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援するため、この「職業能力開発推進者」の選
任と「事業内職業能力開発計画」の策定をしている事業主等を対象としていますので、訓練実施計画届の提出までに選任・策定を行っ
ていることが必要です。
※選任・策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。
　

〈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カ月前までに提出するようお願いします。（厳守）
　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（閏年は2月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
　の提出期限については、訓練開始日から起算して原則１カ月前です。
※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は、その旨を申し出た上で訓練開始日の前日までに提出して下
　さい。

特定訓練コース 若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い 10 時間以上の特定の訓練や、
「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた訓練を行った場合に支給される助成コースです。各コースの詳しい要件
等は下記・お問い合わせ先にご確認ください。

①労働生産性向上訓練
②若年人材育成訓練
③熟練技能育成・承継訓練
④グローバル人材育成訓練

支給対象となる訓練

特定訓練コース

一般訓練コース

OFF-JT

OJT

OFF-JT

経費助成 賃金助成
（1人1時間当たり）

生産性要件を
満たす場合

生産性要件を
満たす場合

45％
（30％）

̶

30%

60％
（45％）

̶

45%

760円
（380円）

̶

380円

960円
（480円）

̶

480円

OJT実施助成
（1人1時間当たり）

生産性要件を
満たす場合

̶

665円
（380円）

̶

̶

840円
（480円）

̶

…

一般訓練コース 職務に関連した知識・技能を習得させるための 20 時間以上の OFF-JT 訓練を
行った場合（特定訓練コースに該当するもの意外）に支給される助成コースです。

…

OFF-JT
（OFF the Job Training）により行われる訓練

事業活動と切り離して座学などにより行う訓練で、事業内訓練または事業外訓練で計
画する必要があります。

雇用型訓練
OJTとOFF-JT を効果的に組み合わせて実施する訓練

実習併用職業訓練として厚生労働大臣の認定を事前に受
けておく必要があります。

⑤特定分野認定実習併用職業訓練
⑥認定実習併用職業訓練 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

お問い合わせ先

MessageMessage ～後輩たちへ～

地域と共に、未来を築く

私たちは、沖縄県建設業協会会員です。
一般社団法人

Okinawa General Contractors Association
沖縄県建設業協会

Okinawa General 
Contractors 
Association

OCA
あんぜんぼーや

　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。

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」を現場へつれてって！！

沖縄工業高等学校出身
宮城　大輝さん（21歳）
（國幸興發株式会社　工事部）　
みやぎ・たいき／南風原町出身／2018
年3月沖縄工業高校（土木科）卒業／
2020年4月國幸興發株式会社入社
　
入職のきっかけ：親が建築関係の仕事
をしており、僕も物を作る仕事に携わり
たいと思い入職を決意致しました。
　
将来の夢：大きな現場を任せられ、みん
なから信頼のされる技術員になりたい
と思います。
　
趣味：釣り

失敗した数だけ成長
　入社して1年近くになりました。わからないことが沢山あ
り、先輩や職人さんなどに聞くことでわからないことがわか
るようになります。失敗もたくさんしましたが、失敗した数だ
けの成長はあります。失敗を恐れず、積極性を持って仕事に望
む事が大切だと思います。

令和2年度南部国道管内安全施設設置（その2）工事
主に写真管理、安全管理を担当

担当した現場
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建設
雇用改善
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　　  訓練開始日が７月15日である場合、6月15日
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※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は、その旨を申し出た上で訓練開始日の前日までに提出して下
　さい。

特定訓練コース 若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い 10 時間以上の特定の訓練や、
「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた訓練を行った場合に支給される助成コースです。各コースの詳しい要件
等は下記・お問い合わせ先にご確認ください。
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　入社して1年近くになりました。わからないことが沢山あ
り、先輩や職人さんなどに聞くことでわからないことがわか
るようになります。失敗もたくさんしましたが、失敗した数だ
けの成長はあります。失敗を恐れず、積極性を持って仕事に望
む事が大切だと思います。

令和2年度南部国道管内安全施設設置（その2）工事
主に写真管理、安全管理を担当
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・沖建協「建退共制度説明会（八重山地区）」
（アートホテル石垣島）

・沖建協「建退共制度説明会（北部地区）」
（北部雇用能力総合センター）

・沖建協「建退共制度説明会（南部・中部地区）」
（コンベンションセンター）

・沖建協・建設マニフェスト販売センター「建設廃棄物の適
正処理に係る講習会（宮古地区）」（宮古建設会館）
・沖建協「遠隔臨場実践研修」（建労センター）
・沖建協「雇用改善推進委員会」（ナハテラス）
・沖建協「総合的IT活用研修」～10/29(金)迄

（建労センター）
・沖建協「工業高校生現場見学会（美里工業・建築科）」（那
覇市、豊見城市）

・九建協「地域懇談会、定例懇談会」（沖縄県）

・沖縄県工業教育研究会「沖縄県高等学校ロボット競技大
会」～10/22(金)迄（沖縄市）

その他会議・講習会等沖建協・建産連・土木技士会・青年部会等日　曜

20

21

22

26

27

28

水

木

金
　

火

水

木

2021年9月の動き2021年9月の動き

2021年10月の行事予定2021年10月の行事予定

・沖建協青年部会「役員会」（建労センター）
・沖建協「遠隔臨場実践研修」（建設会館）
・沖建協「総合的IT活用研修」～9/10(金)迄（建労センター）

・沖建協「正副会長会議」
（ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城）

・沖建協「役員会」（ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城）
・沖建協「総務委員会」

（ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城）

【延期】沖建協「工業高校生現場見学会（美里工業・建築
科）」（那覇市）
・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）

・沖建協「建築BIMに関する講習会」（建労センター）
・沖建協「土木CIMに関する講習会」（建労センター）

・磁気探査試験合否判定委員会（那覇市）
・建設業振興基金「監理技術者講習会」（浦添市）
・沖縄県「新型コロナウイルス感染症対策緊急合同会議」

（Web）
【中止】九建協「労務対策委員会」（大分県）

・沖縄県教育委員会「沖縄県産業教育推進のための研究協
議会」（Web）
【中止】沖縄県「美ら島レスキュー2021」～9/10(金)迄

（那覇市 他）
・沖縄県振興審議会「基盤整備部会」（Web）
・九建協「専務・事務局長会議」（Web）
・建設業振興基金「建設業経理士検定試験」（宜野湾市）
・全建「地域CCUS推進委員会」（Web）

・建退共本部「加入促進対策委員会」（Web）
【中止】全建「協議員会」（東京都）

・沖縄県「新型コロナウイルス感染症に係る経済対策関係
団体会議（本会議）」（Web）
・全国建産連「会長会議」（Web）

・九建協「専務・事務局長会議」（Web）
・九建協「会長会議」（Web）

その他会議・講習会等沖建協・建産連・土木技士会・青年部会等日　曜
1

2

3
7
 
8

9 

12
13

14

　
15
　
　
22

25
　
27

28

水
　
木

金
火 
水

木

日
月
　

火
　

　
水

水

土

月

火

・沖建協「総合的IT活用研修」～10/6(水)迄
（八重山建設会館）

・沖建協青年部会「フォトコンテスト最終審査」
（建労センター）

・沖建協「遠隔臨場実践研修」（八重山建設会館）
・沖建協・建設マニフェスト販売センター「建設廃棄物の適
正処理に係る講習会（八重山地区）」（八重山建設会館）
・沖建協・沖縄県・沖総局「建設業法令遵守等講習会」

（Web）
・沖建協「ICT建機講習会」～10/15(金)迄（沖建協中部支部）
・沖建協「工業高校生現場見学会（沖縄工業・土木科）」

（那覇市）

・沖建協「建退共制度説明会（宮古地区）」
（ホテルアトールエメラルド宮古島）

・建災防「全国大会」～10/8(金)迄（京都府）
・建設物価調査会「土木工事積算実務講習会」（那覇市）

・労働局等「経済団体に対する障害者雇用の要請」（那覇市）

その他会議・講習会等沖建協・建産連・土木技士会・青年部会等日　曜

4

5
 
7

 
8

 
12

15
 
19

月

火
　
木

　
金
　

　
火

金　
火

代表者･所在地･組織 等

会社名 変更事項 変更前 変更後支部名ページ

那覇

那覇

浦西

浦西

中部

北部

㈱沖電工

金秀建設㈱

大畑建設㈱

㈱新洋

大永建設工業㈱

㈲昭建設

代表者

代表者

代表者

代表者

代表者

代表者

大嶺　克成

宮城　理

畑井　勝治

大山　隆

大城　次男

金城　建昭

仲宗根　斉

上地　千登勢

神里　哲哉

新垣　守泰

大城　哲也

金城　昭一郎

P17

P17

P27

P28

P32

P37
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I . 退職金の予定運用利回り掛金日額の変更について

　新型コロナウイルス感染症拡大に端を発する金融市場の大幅な変動等により、建設業退職金共済制度の累積余

剰金が減少し、今後も厳しい状況が見込まれていることから、中小企業退職金共済法第 85条において検討するこ

ととされている、建設業退職金共済制度の退職金額に係る予定運用利回りの見直し等について、労働政策審議会勤

労者生活分科会中小企業退職金共済部会において検討されました。

　そこで、運用利回りの見直しについては、制度の魅力を維持しながら、できるだけ制度の安定的な運営を図るべ

く、予定運用利回りを現行の 3.0％から 1.3％に引き下げることとなり、その際、制度の魅力を損なわないように掛

金日額を 10円引き上げて 320 円とすることも併せて決定されました。
　

Ⅱ . 公共工事における建退共制度の履行確保について

１．電子申請方式の推進

　電子申請方式は、掛金の納付状況が共済契約者及び労働者ごとに毎月正確に把握できるため、掛金の納付実態が

透明化され、適正な掛金納付の推進に寄与するものであることから、電子申請方式の普及及び利用促進を図る。
　

２．建退共対象労働者の的確な把握と対象労働者に対する確実な掛金充当の推進

　共済契約者が建退共対象労働者数を的確に把握するため、従来実務上使用される例のあった「辞退届」に代わる

ものとして、機構が「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」の様式を定める。
　

３．履行確認の強化等

(1) 受注者は、掛金収納書の提出用台紙（新設）に当該工事における共済証紙購入の考え方を記載し、発注者に提出

　 するものとする。

(2) 受注者は、工事完成後、労働者延べ就業日数、建退共の掛金充当日数等を示す「建設業退職金共済制度掛金充当

　 実績総括表」（新設）を発注者に提示するものとする。

(3) 受注者は、工事完成後 1年間、次の①、②及び③の資料を事務所に備え付けるものとする。資料の事務所への備

　 え付けは、電磁的記録をもって行うことができるものとする。

　①建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表

　②建退共の掛金充当状況を示す資料

　　イ　電子申請方式の場合：機構が発行する掛金充当書

　　ロ　証紙貼付方式の場合：工事別共済証紙受払簿（新設）並びに建退共制度に係る被共催者就労状況報告書及

　　　   び建設業退職金共済証紙貼付状況報告書

　③労働者の就労状況を示す資料

　　作業員名簿（ＣＣＵＳを活用すれば、作業員名簿は容易に作成可能）
　

４．実施時期

　履行確認の強化等については、令和 3年 4月以降に発注される公共工事から実施する。なお、工事別共済証紙受

払簿（新設）については、令和 3年度内においては、受注者の準備が整い次第実施する。

国の制度　　つの特長
1

6
国の制度なので安全確実かつ簡単

3 国が掛金の一部を補助

5 経営事項審査で加点

2 退職金は企業間を通算して計算

4 掛金は損金扱い

6 電子申請で手続き可能

　この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制

度です。

　事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が

建設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
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沖建協会報
今月号の主な内容

令和3年

10
月号

No.617

http://www.okikenkyo .or . jp/

◆ 第 4 回役員会を開催
◆ エッセンシャルワーカー接種を完了
◆ 抗原検査キットを配布 OCA

あんぜんぼーや


