
日 社団法人日本建設大工工事業協会
［型枠大工とは］
鉄筋コンクリート建築の作業工程において、建造物の基本となるコンクリートの形状を決める枠を製作します。
建物の品質の善し悪しを左右する、要の部分を受け持つスペシャリストです。
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新会長に就任して

社団法人 日本建設大工工事業協会

会長　三野輪　賢二

昭和29年生まれ。昭和55年早稲田大学理工学部建築学科
卒業。昭和59年三成建設㈱常務就任。平成4年三成建設
社長就任。平成8年譖日本建設大工工事業協会常任理事、
平成14年同副会長就任

去る５月28日に開催されました、第33回の定時総会

におきまして、第７代目の会長に選任されました。微

力ではございますが、全国会員の皆様の地位向上なら

びに型枠工事業の発展のため、新しい執行部と一体と

なって、その職務に邁進して参りたいと存じます。

さて、近年における建設業界は、毎年毎年削減され

る公共投資額の減少などにより、非常に厳しい状況に

置かれており、この状況は今後も当分の間は続いてい

くものと推測しております。

このような状況下にありまして、行政では種々の施

策を講じて頂いておりますが、平成19年６月に国土交

通省が策定した「建設産業政策2007」には、今後の行

政として取り組むべき建設産業政策の方向性が取りま

とめられ、その中で元・下請関係について、①法令遵

守の徹底、②元・下請間の役割の明確化、③責任分担

の明確化、④コスト構造の透明化を図る――等が挙げ

られ、元・下請間の片務性を是正し、両者の対等な関

係の構築を促進するとなっております。

建設産業の真の推進者は、「施工実務を担当する、

われわれ専門工事業者である」との認識の下、この構

築を推進し、成就するよう働きかけていきたいと思っ

ております。

また、直面しております協会内部の諸問題の中で、

今後、取り組む課題といたしまして、①型枠大工の労

務単価の引き上げや是正推進を図る、②会員拡大への

取組みへの協力を各支部に協力をお願いする、③型枠

基幹技能者の育成に傾注していく――等を集中的に行

い、いかに魅力ある協会にするかを目指して、これら

の事業推進に努めていきたいと念じております。

労務単価の引き上げにつきましては、すでに協会内

部の労務委員会で活動を行っており、概略ほぼまと

まっておりますが、最終的には理事会の承認を経まし

て、また、秋頃までには各地区における検討も進むも

のと思われますので、ある程度の結論が出るものと

思っております。その基本となるものは、職人の年収

ベースを元にして、人間として、また、高度の技術・

技能を修得している職人として、それに相応する

フィーとなるように確立したいと思っております。

会員の拡大については、施工方法の変化に伴う型枠

の仕事量の減少により、型枠専門の企業が相当減少し

てきていると思われますが、一致団結して型枠工事業

を盛り上げていくためにも、より多くの会員の参加が

望まれますので、加入して頂くよう努めて参りたいと

思っております。

型枠基幹技能者に関しましては、その制度化も進み、

本格的に活用して頂くためにも、これからも重要推進

事項として取り組みたいと思います。当協会と致しま

しては、型枠基幹技能者育成計画の作成時には、7000

人の型枠基幹技能者を育成する計画でありましたが、

この１～２年の目標と致しましては、現在まで900人

の認定者を輩出しておりますが、今後は倍の2000人ま

で増やしたいと思っております。また現在、国土交通

省に登録基幹技能者認定機関としての申請を行ってお

り、今年度中には認可が下りるものと思われます。

以上、取り組むべき課題は山積しておりますが、こ

れら問題解決のためには会員の結束が第一と考えられ

ますので、会員の皆様のさらなるご支援とご協力を切

にお願い申し上げます。
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5月28日、第33回定時総会が開催されました。高倉外治会長が退任、新会長に
三野輪賢二氏が就任しました。本稿では定時総会で承認された平成20年度の事業
計画や予算、新役員をご紹介します。

第33回 日建大協定時総会が開催
─三野輪新体制がスタート─

社団法人日本建設大工工事業協会の第33回定時総会

は、平成20年５月28日、第一ホテル東京のザ・ローズ

の間において、41人（会員総数495人、うち委任状

454人）の会員の出席の下、開催されました。

神奈川支部の黒沼副会長による開会の挨拶の後、高

倉会長が挨拶。高倉会長は「この４年間の任期中、や

り残したこともありますが、会員の協力により、まず

無事に過ごせたことを感謝します。今、一番大事な時

期に退任することは、淋しいばかりではなく、断腸の

思いです。高年齢でもあり体力的にも問題があり、こ

れからは若い人にやってもらうことが最善ではないか

と信じ、すべてを託すことにしました。就任時には、

協会の長老の方々から直接電話をいただき、また、協

会創立以来初めて行われた副会長会議の席で推挙さ

れ、第６代会長として務めることになりましたが、そ

れでも自問自答の日々でした。しかし、創立30周年の

式典を行い、国土交通省総合政策局長の挨拶の中でも

ございましたとおり、日建大協を大いにＰＲできたこ

とは、今でも印象に残っております。基幹技能者の育

成に当たっては、1000人近くの資格者を輩出したこと

は、これからの型枠工事業にとって、必ずやお役に立

つものと信じております」と語り、任期期間中を振り

返るとともに、新会長をはじめとする新役員陣に期待

を寄せました。

議事では、報告事項を北海道支部の佐藤副会長が、

庶務事項及び決算書に関する報告を事務局が、それぞ

れ行い、出席者全員の承認を得ました。

引き続き、平成20年度の事業計画案について、新潟

支部の五味沢副会長が提案、また、事務局より同計画

案に伴う予算案等の上程が、さらに、新規事業計画案

などに関し審議が行われ、全員の賛同を得て、承認可

決されました。

平成20年度の事業計画

（概要）

本年度も昨年の事業を継続し、会員の経営向上に寄

与すべく、諸問題を積極的に取り上げ、また、各事業

の推進を着実に促進する。その中でも、基幹技能者の

登録制に対する申請を即実行し、認可登録団体として

の体制を確立して、会員の負託に応えていきたい。

公益法人改革に伴う社団法人の取扱いに対しても、

公益社団法人を目指し、協会内に特別対策部会の設置

も必要になるものと推測されることから、準備検討を

行う。

また、本年度は、外国人労働者の受入れ体制の構築

に取り組み、職人不足の解消の一助になるよう、検討

会を設置したい。

これまでの課題として、型枠施工単価の是正問題、

指値や赤伝処理問題、産業廃棄物の問題などをはじめ、

会員の増員により組織の充実に努め、これら諸問題の
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解決のために積極的に取り組んでいく。特に型枠施工

単価の是正問題については、労務委員会において一部

是正に取り組むべき課題の設定を終わり、これらの実

施普及に努めていきたい。

組織拡大については、引き続き会員の増強に努め、

組織の充実を図るとともに、未加入の県に対しては、

再度、積極的に働きかけ、加入を促進していく。

（重点課題）

１．建設業法施行規則第18条の３第１項各号の改定に

より、登録基幹技能者講習の国土交通大臣の登録を

取得する。

２．型枠基幹技能者の研修会の内容の見直しや国土交

通省で提示される諸条件の検討を行う。また、研修

会開催を促進し、型枠基幹技能者の認定を大幅に増

やし、会員企業の経営革新や経営力・施工力強化に

努め、構造改善を図る。

３．組織の充実強化のため、会員の増強を図り、型枠

工事業の発展に寄与するよう努める。

４．型枠工事業の地位の向上と一般社会の認知を高め

るため、各種啓蒙活動を執り行う。

５．専門工事業の経営基盤の確立のため、既存体質か

らの脱却を促進し、自己改革に取り組めるような支

援事業の開発に努める。

６．型枠工事業の新技法の開発、関連資料の収集を行

い、その情報の発信に取り組み、経営及び技術等に

関する講習会を開催する。

７．新規入職の促進を図るため、雇用管理責任者研修

会の検討を推進し、型枠施工技能者の育成、教育、

研修の講習会を実施する。

８．これまでのとおり継続して、建築施工管理技士検

定試験、建設業経理事務士検定試験、型枠施工技能

士検定試験に協力する。

９．継続して、機関誌「日建大協」及び図書「型枠施

工必携」「型枠施工技能検定の受検ハンドブック」

の刊行を行う。

10．その他、関連する事項

第33回 日建大協定時総会が開催

退任のあいさつを行う高倉会長

高倉、三野輪新旧会長
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社団法人　日本建設大工工事業協会

第33回 日建大協定時総会が開催
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第33回 日建大協定時総会が開催
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第33回 日建大協定時総会が開催
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第33回 日建大協定時総会が開催



日 建 大 協 N E W S 日 建 大 協 N E W S

平成20年度の春の叙勲受章者が発表され、当協会関

連では下記の４人の方々が受章の栄誉に浴されました。

謹んでお慶び申し上げます。

春の叙勲受章者
平成20年度

柳沼　次男氏

やぎぬま　つぎお
支 部 名：福島支部
年　　齢：76歳
所属企業：元㈱柳賛建設工業
　　　　　代表取締役

大津山　誠治氏

おおつやま　せいじ
支 部 名：宮城支部
年　　齢：64歳
所属企業：㈱加納工務店
　　　　　職長

泥濘　武雄氏

ぬかり　たけお
支 部 名：埼玉支部
年　　齢：58歳
所属企業：㈱新井工務店
　　　　　職長

渡辺　一男氏

わたなべ　かずお
支 部 名：福島支部
年　　齢：59歳
所属企業：㈲真壁工務店
　　　　　総括職長

旭日双光章

瑞宝単光章

平成20年度の国土交通大臣表彰受賞者が発表され、当協会関連では下記の３人の方々が受賞の栄誉に浴されました。

謹んでお慶び申し上げます。

黒沼　憲之助氏
くろぬま　けんのすけ
支 部 名：神奈川支部
所属企業：井上兄弟建設㈱

長南　佳明氏
ちょうなん　よしあき
支 部 名：千葉支部
所属企業：長南型枠工業㈱

藤川　寛氏
ふじかわ　ひろし
支 部 名：近畿支部
所属企業：㈱藤川工務店

国土交通大臣表彰受賞者
平成20年度
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日 建 大 協 N E W S

平成20年度

平成20年度の優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）受賞者が発表され、当協会関連では下記の５人の方

が受賞の栄誉に浴されました。おめでとうございます。

優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）受賞者

大宗　幸雄氏
おおむね　ゆきお
支 部 名：近畿支部
所属企業：㈱ヤマジ

田中　喜久雄氏
たなか　きくお
支 部 名：近畿支部
所属企業：㈱タカシマ

湯谷　彰氏
ゆたに　あきら
支 部 名：中国支部
所属企業：㈲石富工務店

布野　敏行氏
ふの　としゆき
支 部 名：中国支部
所属企業：㈲渡辺組

菅野　敏和氏
かんの　としかず
支 部 名：東京支部
所属企業：㈱佐野工務所

平成19年度の安全優良職長厚生労働大臣顕彰（セーフティマスター）

受賞者が発表され、当協会関連では右記の１人の方が受賞の栄誉に浴

されました。おめでとうございます。

安全優良職長厚生労働大臣顕彰
（セーフティマスター）受賞者

平成19年度

涌澤　安雄氏
わくさわ　やすお
支 部 名：群馬支部
所属企業：㈲共同技建
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違法伐採問題は、地球規模での環境保全、持続可能

な森林経営の推進にとって極めて重要な課題であり、

わが国としては、これまで、「違法に伐採された木材

は使用しない」という基本的考え方に基づいて、その

対策に取り組んでいます。

具体的には、二国間協力、地域間協力、そして多国

間協力を通じて、違法に伐採された木材を排除するた

めの技術開発や情報交換などに取り組んでいます。

さらに、平成17年のＧ８グレンイーグルス・サミ

ットの成果を踏まえ、グリーン購入法を用い、政府調

達の対象を合法性、持続可能性のある木材とする措置

を平成18年４月に導入しました。林野庁は、それに

先立ち、平成18年２月に「木材・木材製品の合法性、

持続可能性の証明のためのガイドライン」を策定しま

した。

現在、供給側である木材関連業界の自主的取組みに

より、本ガイドラインに基づき、合法性等の証明され

た木材の供給が行われているところです。

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律／平成12年法律第100号）に基づく

「環境物品等の調達に関する基本方針」（以下「基本方

針」という。）の一部変更が平成18年２月28日に閣議

決定され、わが国の政府調達における違法伐採対策が

平成18年４月から導入されることとなりました。具

体的には、国等の機関が調達する木材・木材製品（紙

類、文具類、機器類、インテリア、寝装寝具（ベッド

フレーム）、公共工事で使用される資材）の合法性及

び持続可能性が基本方針に盛り込まれています。

この基本方針の中に、コンクリート型枠合板を盛り

込む方向で、現在、関係方面との調整が行われており

ます。コンクリート型枠合板が、基本方針の中に盛り

込まれると、政府調達における公共工事等においてコ

ンクリート型枠合板を使用する場合、林野庁のガイド

ラインに基づき、合法性等の証明された木材・木材製

品（コンクリート型枠合板等）を使用し、また、事業

者は合法性等の証明された木材・木材製品を使用した

ことを証明しなければなりません。

（１）合法性、持続可能性の定義

合法性の定義としては、伐採に当たって、原木の生

産される国等における森林に関する法令に照らし、手

続きが適正になされたものであること、としていま

ご存じですか、グリーン購入法?

木材・木材製品の合法性等の
証明のための取組みについて

　～違法伐採対策のさらなる推進に向けて～

林野庁 木材貿易対策室

２．グリーン購入法について

１．はじめに

３．ガイドラインの概要
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す。また、持続可能性の定義としては、持続可能な森

林経営が営まれている森林から産出されたものである

こと、としています。

（２）合法性、持続可能性の証明方法

政府調達の対象となるコンクリート型枠合板などの

木材・木材製品の合法性等については、各事業者にお

いて自主的に証明し、説明責任を果たしていただくこ

ととなります。

木材・木材製品の合法性等の証明については、林野

庁が「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明の

ためのガイドライン」を公表しており、この中で、以

下の３つの証明方法を例示しております。

①森林認証※を活用する証明方法

森林認証を取得した森林から生産された木材・木材

製品がCoC認証制度と連結し、認証マークが押印され

た木材・木材製品や伝票等をもって、合法性や持続可

能性の証明を行う方法です。

※ 　森林認証とは、独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な
森林経営や持続可能な森林経営が行われている森林又は経営組織など
を認証し、それらの森林から生産された木材・木材製品へラベルを貼
り付けることにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森
林経営を支援する取組みです。ラベリングした木材・木材製品の流通
のために、流通に関与する者は消費者の手元に届くまでの各段階に
おいて、認証された森林からの木材・木材製品をそれ以外のものと
は区別して取扱う体制になっていることを認証されること（Chain of 
Custody認証：CoC認証）が必要です。

②業界団体の認定を得て事業者が行う証明方法

関係団体は合法性、持続可能性の証明された木材・

木材製品を供給するための自主的行動規範（事業者の

証明に関する取組みが適切である旨の認定を行う仕組

み等、違法伐採対策に関する基本姿勢を表明したも

の）を作成・公表します。この規範に基づき、証明に

関する取組みが適切である旨の認定を受けた事業者

は、供給する木材・木材製品の合法性、持続可能性を

証する書類（以下「証明書」という。）の交付を出荷

先の業者へ行います。伐採から納入までのそれぞれの

段階ごとに証明書の交付を繰り返し行うことで、合法

性や持続可能性の証明の連鎖を形成する証明方法で

す。

平成20年３月現在で、全国で団体認定を行ってい

る団体数は約133、認定された事業者数は、6980にの

ぼっています。

例えば、日本建設大工工事業協会（日建大協）等の

業界団体に加盟されている事業者の方々は、まず業界

団体が作成する自主的行動規範、事業者認定実施要領

等に基づき申請することが想定されます。認定事業者

として申請する場合は、事業者が「分別管理及び分別

管理方針書」等を作成の上、業界団体に申請し、審査

を受けることになります。業界団体の認定を得て事業

者が行う証明方法のイメージは図（12ページ）のと

おりです。

コンクリート型枠事業者の場合は、図の流通業者

（問屋）に置きかえて考えて頂ければ良いのではない

でしょうか。

二次加工業者のコンクリート型枠合板等の販売業者

から、合法性の証明された合板を購入し、合法性の証

明されていない合板と分別管理を行いながら、型枠合

板を組み立て、施工したことを発注者（ゼネコンなど）

に証明することになります。型枠合板を再利用される

場合も同様に、分別管理を行いつつ証明して頂くこと

になります。

③事業者の独自の取組により証明する方法

規模の比較的大きな企業等が、独自の取組みによ

って森林の伐採段階から納入段階等に至るまでの流通
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経路等を把握した上で行う証明方法です。納入業者が

伐採から納入までの各段階の事業者と協定を締結する

等の取組みが想定されます。ただし、証明に当たって

は、自主的行動規範の作成・公表、取組み状況の監査

の公表等により②の証明方法と同等のレベルで信頼性

を確保する必要があります。

日本の合法性を証明する多くの木材業界等で取り組

んで頂いている業界団体認定方式（２（２）②）は、

森林認証制度及びCoC認証制度を活用した第三者認証

の審査証明方法に比べると、第三者機関に代わって業

界団体が自らの会員を認定し、各事業者において自主

的に証明する仕組みを基に制度設計されていることか

ら、コスト的にも安く、多くの事業体に参加して頂け

るものとなっています。

一方、この方式は、業界団体の認定を受けた事業者

の責任によって証明の連鎖を行うため、「本当に信頼

性のある合法木材が供給できるのか」と、心配する声

もあります。今後、このような心配には実績をもって

説明していく必要があります。

山元から消費者にいたるまで多くの事業者の手に

委ねられている本方式が、信頼あるものとなるために

は、事業者認定に当たって各認定団体は以下に留意す

る必要があります。

（分別管理）

①伐採時点での合法性が証明された木材（合法木材）

とそれ以外の木材・木材製品を分別して保管するこ

とが可能な場所を有していること。

②入・出荷、加工、保管の各段階において、合法木材

とその他の木材とが混在しないように分別管理の方

法が定められいること。

４．業界団体認定方式の留意点

５ ．信頼性向上のための具体的取組み（団
体認定方式）

図：業界団体の認定を得て事業者が行う証明方法のイメージ
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（帳票管理）

③合法木材の入・出荷、在庫に関する情報が管理簿等

により把握できること。

④関係書類（証明書を含む）を一定期間（５年間）保

存すること。

（責任者の選任）

⑤本取組みの責任者を選任していること。

これらの取組みについては、「分別管理及び書類管

理方針書」等のような形で文書で明らかにしておく必

要があります。

また、認定事業者の責任者は、以下に留意して証明

する必要があります。

①その認定事業体の「分別管理の方法」に基づき、合

法木材とその他の木材が混在しないように管理する

こと。

②入手した証明書の保管、合法木材の管理簿の記載と

保管、発行した証明書の写しの保管など書類管理を

行うこと。

この２点を行った上で、事業者が販売する製品が合

法木材製品であることを販売先に証明する証明書を発

行することになります。

基本方針において、合法性に係る証明書の発行が開

始されたのは、平成18年10月以降の調達分からとな

っています。このため、合法性が証明された木材・木

材製品の調達量は、18年度については、概ね下半期以

降の調達分からとなっています。このような中、調達

量に含まれた合法性が証明された物品の割合（平成18

年度）は、例えば、製材で62.2%と比較的高い水準と

なっています。

平成19年度の実績については、現在、環境省で集

計中でありますが、農林水産省でも、「グリーン購入

法」に基づき、物品等を調達する場合にはできる限り

環境への負荷の少ない製品を調達するとともに、間伐

材等の木材又は合法性が証明された木材を使用した製

品などを調達しています。

また、都道府県においても、国の基本方針に準じて、

木材・木材製品の調達に係る規定に合法性等の証明さ

れた木材を位置づける等、取り組んでいるところであ

り、今後、合法木材の需要の増大が見込まれています。

このガイドラインは、木材の伐採地で法律に基づく

適切な取り扱いがなされたことを、消費者にきちんと

証明していただくために作成したものです。その中に

一つの方法として提案したものが「業界団体の認定を

得て事業者が行う認定方式」です。

木材の生産現場から消費者までは素材生産、製材、

流通など多段階の経路をたどるため、消費者がすべて

の資材の流通経路を確実にたどることは困難です。そ

こで、ガイドラインでは、消費される木材の合法性を

消費者に証明するため、木材の売買に携わる事業体が

「合法証明の連鎖」にて証明することとしています。

業界団体による認定事業者とは、その証明の連鎖

に参加する資格を持つ信頼のできる事業者の証しであ

り、そのことを自覚し信頼性の向上に努めて頂くよう

な取組みをお願いいたします。

日建大協に加盟されている事業者の皆様には、地

球規模での環境保全や持続可能な森林経営の推進のた

めの取組みにご理解を頂き、ガイドラインに基づく証

明の取組みにご協力を頂きますようお願い申し上げま

す。なお、“合法木材ナビ”（http://goho-wood.jp/）

にて、ガイドラインの詳細及びこれまでのお問い合わ

せのあったものをまとめた“Ｑ＆Ａ”などを公表して

おりますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

６．政府調達等の状況

７．最後に
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（注釈）

①「条件・価額」は、値上がり等を考慮し、各支部

におかれまして見積時の単価を記入して下さい。

②「歩掛数量」は、１㎡の型枠を施工するために必

要な人工または本数等を指しています。

③「歩掛数量」は、分かりにくいため、通常の打ち

合わせで使用する歩掛に換算した数字を入れてみ

ました。

④コンパネ加工時のロスを、３％見込んで1.03とし

ました。

⑤１㎡当たりのコンパネの値段です。900円のコン

パネが２×６で1.08㎡、900円÷1.08㎡＝833円と

いう具合に計算しました。

⑥転用率0.50としたのは、コンパネの全枚数が２回

転用できるものと想定したからです。壁は７回転

用、スラブは３回転用、梁底は２回転用、他共用

部は１回転用として総合的に考慮しました。

⑦１㎡にかかるコンパネの値段のことです。

⑧１㎡の型枠にかかる桟木を２ｍ分とし、すべての

桟木が２回転用できるものと想定しました。

⑨各社の平均より算出しました。アンコ材の転用は

可能ですが、面木、目地棒は消耗が多いため転用

率を0.8としました。

⑩各社の平均より、１㎡に0.37ｍのバタ角が必要と

しました。バタ角のｍ単価＠333円で３回転用＝

転用率0.33としました。

⑪ホームタイは１㎡に６個。10回使用で消耗としま

した。

⑫セパはホームタイの半分で１回消耗としました。

⑬サポートはスラブ、梁、壁の倒れ補強などに使用

します。㎡全体では３㎡に１本の使用と算定し、

歩掛は0.33としました。

⑭パイプは壁を基準とし、２×６のコンパネに縦パ

イプ２本、横締めパイプ６段使用を基準としまし

た。転用率は50回で消耗から0.02としました。

⑮各社の平均より算出し、10回の転用率を基準とし

ました。

⑯各社の平均より算出し、10回の転用率を基準とし

ました。

⑰運搬距離や道路の通行規制状況により変化するた

め、十分な検討が必要です。

⑱残材処分方法は各社により異なるため、検討が必

要です。

⑲通常の会社経営のために必要と思われる経費で

す。10％としました。

今日の  
問
題 

型枠工事単価表について

労務委員会では、型枠工事業を技能労働者が夢と希望を持って生涯を託せ

る魅力ある建設産業に転換させるため、労働環境改善に向けて各方面から検

討を推進することとしています。そのため、型枠工事業における地域別標準単

価の作成を行うことが議決されました。
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今日の問題  

●型枠工事単価表
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支 部 だ よ り 毎号、全国の支部からのニュース、近況報告、楽しいお便りなどを掲載
しています。今回は、東海支部と青森支部にご登場いただきました。

当支部においても、昨年6月の建築基準法の改正によ

る確認審査の遅れから始まり、アメリカのサブプライム

ローン問題、石油の高騰、鉄材の値上がりと、われわれ

を取り巻く環境がすべてマイナス条件に囲まれ、仕事量

の減少、そしてダンピング問題、それが全国に蔓延して

いる中で、われわれはどの様に対処し生き残れるのか、

先が見えない状況です。

そこで専門業として、国交省との意見交換会を通し、

何か指導的な意見や対応すべき得るものがないかとの思

いで、三度対話させていただきました。

　2月29日・建専連の幹事として森山建政部長以下7人

　5月21日・ 日建大協東海支部単独で森山建政部長以下

9人

　7月 9日・建専連の幹事として佐藤局長以下8人

この意見交換会を通して、専門業、型枠業としての今

の現状を伝えることはできても、私たちに希望や夢など

得るものは何もありませんでした。

それでは、われわれはどの様にして生き延びるのか！

そこが重大なことですが、誰も分からないと思います。

少しずつ改善していくより他に方法がなさそうです。

ところで話は変わりますが、今頃は大相撲・東京九月

場所が始まっていると思いますが、7月の名古屋は、毎

年猛暑の中での大相撲名古屋場所です。支部長の所で

は、阿武松部屋(元関脇・益荒男)を毎年お世話してい

らっしゃいます。宿舎をすべて部屋に貸し出し、25人

の力士（15歳から30歳まで）を親方と一緒に、職人

さんの面倒を見るのと同じようにかわいがっていらっし

ゃいます。相撲の社会も世の中同様、色々な問題が山積

みされており、その中で若い人を育てるのは大変であ

り、それでも国技という特権的なことはありますが、親

方との話では、どんな時でも毎日の積み重ねが大事であ

り、社会環境に文句を言うことなく、その時代の良さを

取り入れ、自分自身を磨かせ、自分なりの生き様をわき

まえさせなければならない。そしてわれわれ自身も前進

しなくてはならないということです。

結論としては、やるべき事はやり、その時代の荒波を

いかに乗り切り、お互いの立場を尊重して思いやりを

持って行動し、勝ち負けが本当の勝負ではないと思いま

す。会員の皆様も、今までにない状況の中ではあります

が、横のつながりを大事に各社頑張って下さい。

国交省中部地方整備局との意見交換会と大相撲
東　海
支 部

南津軽郡田舎館村は「田んぼアート」で有名ですが、

もうひとつ、役場がお城の造りでもあります。

田んぼアートの今年度の絵柄は、七福神「恵比寿様と

大黒様」。七福神は、少しでも福を呼び込んで欲しいと

いう願いから選ばれたと思います。

田んぼをキャンバスに見立てて、稲の濃淡は古代米4

種類の稲を植えて、絵を描きます。絵柄がはっきりと浮

かび上がるのは、6月中旬から10月の初旬まで楽しめ

ます。絶妙に配置された素晴らしい出来映えです。

春の田植え、秋の稲刈りは、県民からの募集で500

人が参加。老若男女、古代の服装をして行います。

津軽の火祭り・ねぷたの勢いで収穫祭と不景気風を吹

っ飛ばしたいものです。

ちなみに、青森支部長は田舎館村出身です。

ふるさと自慢・田んぼアート
青　森
支 部
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この“ひろば”は、日建大協と会員の皆さんをつなぐ憩いのスペースです。皆さんが気軽に参加できるページにした

いと思っています。皆さんの身の回りで起こった楽しい出来事、誌面を通じて聞いてもらいたいご意見、土地のPR、

その他趣味の俳句や写真、絵画など、なんでも構いません。ぜひ事務局までお寄せください。お待ちしています。

東海ブロックでは、平成19年３月30日～４月１日に平成18年度・型枠基幹技能者認定研修が実施され、

26人の方が合格認定を受けられました。

また、関東ブロックでは、平成19年４月14日～４月16日・平成19年度・型枠基幹技能者認定研修が実

施され、21人の方々が合格認定を受けられました。

平成18年度・型枠基幹技能者認定研修において東海ブロックで26人が、
平成19年度・ 型枠基幹技能者認定研修において関東ブロックで21人が

認定を受ける

東海ブロック

大畑　和也
昭和50年11月27日生

㈱鐡重組

門倉　由明
昭和42年８月15日生

㈱鐡重組

加藤　政美
昭和45年１月20日生
㈱協和工務店

山本　正治
昭和34年５月25日生
㈱協和工務店

池戸　利男
昭和31年２月７日生
㈱酒井田工務店
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小澤　栄一
昭和42年１月26日生
㈱千田工務店

近藤　隆司
昭和33年６月13日生
㈱千田工務店

大久保　聖人
昭和39年10月３日生
㈱大扇建設

霧島　洋一
昭和27年12月４日生
㈱大扇建設

土田　義勝
昭和38年６月16日生
㈱大扇建設

山闢　浩文
昭和43年１月10日生
鴻明建設㈱

金子　信生
昭和43年11月23日生
鴻明建設㈱

清水　久明
昭和33年５月５日生
細谷工業㈱

中園　勇一
昭和38年７月11日生
加向建設㈱

田口　栄二
昭和50年６月９日生
加向建設㈱

上鶴　利秋
昭和23年12月14日生
加向建設㈱

下野　哲也
昭和51年１月２日生
加向建設㈱

高田　初男
昭和34年11月23日生
加向建設㈱

窪田　修造
昭和41年２月12日生
昭栄建設㈱

新美　行雄
昭和43年４月２日生
昭栄建設㈱

谷田川　勝明
昭和43年６月９日生
昭栄建設㈱
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植村　浩
昭和33年７月２日生
㈱林工務店

朝比奈　順二
昭和36年１月25日生
海津建設㈱

阿部　昭夫
昭和28年１月17日生
細谷工業㈱

瀧上　亨
昭和34年４月５日生
㈱井内工務店

羽田　実
昭和32年９月４日生
㈱井内工務店

徳竹　勝彦
昭和37年10月20日生
㈱井内工務店

五十嵐　厚生
昭和16年11月10日生
㈱井内工務店

関東ブロック

日当　昭美
昭和28年９月27日生
細谷工業㈱

塚本　誠
昭和47年12月15日生
㈱千田工務店

高澤　幸司
昭和26年５月12日生
㈱田澤工務店
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松本　一夫
昭和38年１月６日生
㈲松本建業

沢渡　君夫
昭和28年８月27日生
㈲松本建業

安藤　喜幸
昭和50年10月20日生
㈲松本建業

朝野　繁夫
昭和28年12月９日生

㈱創和

秋田　賢士
昭和21年11月10日生

㈱創和

上野　勝寛
昭和40年３月26日生

㈱創和

桐林　治一
昭和20年３月18日生
㈲富田工務店

富田　英雄
昭和43年８月16日生
㈲富田工務店

池田　袈裟治
昭和36年４月３日生
㈱玉井工務店

小沢　弘幸
昭和44年７月７日生

㈱オザワ

吉田　領
昭和48年12月21日生

㈱オザワ

小沢　由章
昭和49年３月８日生

㈱オザワ

角田　耕一郎
昭和49年７月10日生

㈱オザワ

江嶋　巧
昭和38年３月14日生

㈱江嶋

酒井　繁忠
昭和31年５月17日生
㈲若林工務店

若林　秀雄
昭和31年２月５日生
㈲若林工務店
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平成20年7月1日より、日建大協の広報委員会の委員を拝命致しました。微力な私に勤まるかどうか、自信はありませんが一生懸命努め
たいと存じます。
また、副委員長という大役まで仰せつかり、どうしようかと躊躇しているところに、編集後記の執筆まで回ってきました。そこで、最近、

あまり感動したことのない私ですが、しかし、この事には深く感動し、爽快感さえ覚えましたので、ご披露し編集後記にしたいと存じます。
それは、何事にもすぐ迎合してしまう日本人の中にあって、「意気自如」の姿を見せつけた粋な匠が、日本人の中にいたということです。
皆さんも新聞やテレビ、雑誌でご存知の方もいらっしゃると思いますが、あの砲丸の製作者「辻谷政久」社長の記事であります。辻谷社長は、

アトランタやシドニー、アテネと、過去3大会でいずれもメダリストたちが使った砲丸の製作者として著名な方ですが、この方が「たった一
人のボイコット者」として、欧米のマスコミで取り上げられ、北京オリンピックの開催を阻止しようとしたことです。
平成16年の反日デモ、アジアカップでのサポーターのマナーの悪さ、平成20年のチベット弾圧等に一人で抗議し、北京オリンピックで

の砲丸の製作依頼を拒否したことであります。
利益のため、コンプライアンスも無視して行動を起こす企業人を見聞きする昨今、われわれの日常の経済活動にあって、この姿こそ大いに尊敬すべき姿ではないかと深

く感じ入った次第です。
機関誌「日建大協」編集にも、このような精神の下に取り組む覚悟でございますので、宜しくお願い致します。

広報委員会　副委員長　荻野　優

答え：（２級）Ｑ１．×　Ｑ２．×　Ｑ３．×　（１級）Ｑ１．×　Ｑ２．○　Ｑ３．×

あなたも挑戦 
日建大協 
ク イ ズ  

Q1． 円形の壁付き柱には、ボイド型枠を使用すると便利である。

Q2． 高所作業車は、運搬設備と作業床の両方の機能を持っている。

Q3． 建築基準法によれば、屋外階段は主要構造部である。

Q1． 階高のある建物の型枠用構台（ステージ）は、コンクリート打設時の耐力が必要なので、
型枠解体材の搬出方法は検討しなくて良い。

Q2． 鉄筋コンクリート造では、鉄骨の加工図に先立って型枠のセパレータ穴の位置について
検討する必要がある。

Q3． 鉄筋コンクリート造の梁の貫通孔は、できるだけスパンの端部に設ける方がよい。

以下の問題は、実際に「型枠施工技能検定」に出題された問題です。
いくつか抜粋してみましたので、あなたもちょっと力試ししてみませんか。○×でお答えくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（答えはこのページの右下隅にあります。）

2
級

1
級

以下の皆さんが、新たに日建大協に加入されました（平成20年4月～7月）。今後のご活躍をご期待申し上げます。

新会員のご紹介

宮城支部
㈱藤井工務店
（藤井　公人）

宮城支部
㈱古城工務店
（齋藤　明）

東京支部
日本環境製造㈱
（鎌田　義雄）

中国支部
㈲豊建

（角森　年幸）

東海支部
㈲大東技建
（吉山　治利）

東海支部
サクラ工業㈱
（福園　稔）

中国支部
㈱片岡興業
（片岡　勇幸）

九州支部
㈱石和総建
（石橋　京介）

九州支部
㈱さきがけ
（吉田　仁）

九州支部
筑後型枠

（鎌田　紘一）

九州支部
松岡建設㈱
（松岡　一夫）

九州支部
㈲山中工務店
（山中　勲）











社団法人 日本建設大工工事業協会

政府労災上乗せ 共済制度のご案内
制度の特色

●国内すべての現場（事業所）において、業務

上の災害または通勤災害を被った場合に補償

●年齢、性別に関係なく無記名で簡単な手続き

で加入可能●掛け金は、損金計上●大規模団体

として掛金が割引となっており、一般加入より有

利●特約の付帯により、補償がワイド

対象となる事故：政府労災で業務上災害または通

勤災害と認定された事故が対象。政府労災保険

の給付にプラスして死亡補償・後遺障害補償をい

たします。

加入対象者：①加入会社の全従業員（臨時雇い

を含む）②加入会社の協力会社の全従業員（臨

時雇いを含む。ただし、事業主及び一人親方につ

いては政府労災に特別加入している場合に限る）

社団法人 日本建設大工工事業協会

（注）当該掛金は、（社）日本建設大工工事業協会を契約者とする労働災害総合保険団体契約に関わる損害保険料相当額および共済会運営
費にて構成されています。プランごとの詳細な掛金の内訳は、（社）日本建設大工工事業協会事務局までお問い合わせ下さい。

〒105-0004 東京都港区新橋2-10-3 岩城ビル７階
事務局　Tel 03-3591-1098　Fax 03-3591-1562

お問い合わせ先

死　亡　100万円
後遺障害　1～3級：25万円　4～7級：15万円

補償内容および月払掛金
タ イ プ
障 害 区 分
死 亡
後遺障害 1級

2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
12級
13級
14級

災害付帯費用

月 払 掛 金
（ 1 名 ）

1 型
保険金額
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
800万円
600万円
400万円
150万円
100万円
60万円
40万円
20万円
10万円
10万円
10万円

450円

2 型
保険金額
1,500万円
1,500万円
1,500万円
1,500万円
1,200万円
900万円
600万円
225万円
150万円
90万円
60万円
30万円
15万円
15万円
15万円

660円

3 型
保険金額
2,000万円
2,000万円
2,000万円
2,000万円
1,600万円
1,200万円
800万円
300万円
200万円
120万円
80万円
40万円
20万円
20万円
20万円

870円

4 型
保険金額
3,000万円
3,000万円
3,000万円
3,000万円
2,400万円
1,800万円
1,200万円
450万円
300万円
180万円
120万円
60万円
30万円
30万円
30万円

1,290円



〒604－8381  京都市中京区西ノ京職司町67番地72







 
  

 
 

 

 

 

 

                        
 

 

 

                                    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

                      



 

 

 

     

     



E－パネット NEWS-特別編集

型枠業界の新時代に貢献！
日本環境製造譁は、型枠工事に高耐食性メッキ鋼板
Ｅ－パネットを採用した「Ｅ－パネット工法」を提唱します！

「Ｅ－パネット工法」は、品質・コスト・工期・安全衛生・環境面に優れた
効果をもたらす革命的工法です。
「Ｅ－パネット工法」は、建て込み中心の施工になりますので、型枠業界の
人手不足・熟練工不足に威力を発揮します。

日本環境製造譁は、「Ｅ－パネット懇話会」を通じ
型枠施工会社様と型枠大工さんを陰ながら支え続けていきます。

東京都港区浜松町2丁目4番25号
〒105-0013　松下ビル4F

電話　03（5733）0011
ＦＡＸ　03（3436）0025　Email:tsuji@nks-e-panet.com

ホームページをご覧ください

http://www.nks-e-panet.com

朗報です

「Ｅ－パネット懇話会」開催！

「Ｅ－パネット懇話会」
発会式

第2回「Ｅ－パネット懇話会」
「Ｅ－パネット工法」で
型枠業界の大同団結へ

「Ｅ－パネット
マイスター」
認定者も増えて
きました。
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