
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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建設産業の魅力と
活力の回復を目指して

国土交通省 総合政策局

建設市場整備課　課長　松本　大樹

昭和62年　運輸省入省。平成16年　外務省在アメリカ
合衆国日本国大使館参事官、平成19年　内閣官房地域活
性化統合事務局参事官等を経て、平成21年7月より現職

社団法人日本建設大工工事業協会並びに会員の皆様

方におかれましては、ご健勝で新年をお迎えのことと

お慶び申し上げます。また、平素より国土交通行政の

推進に対し、格別のご理解・ご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。

建設産業は、国民生活に不可欠な社会資本の整備や

災害発生時の対応等、地域の経済社会を支える重要な

存在ですが、建設産業を取り巻く環境はかつてないほ

ど厳しい状況にあります。このような中、技術と経営

に優れ、地域に貢献する建設企業がそれぞれの地域で

期待される役割を果たしていけるよう、環境整備を

行っていくことが重要と考えております。また、建設

投資が縮小傾向にある中で、今後はこれまで以上に、

省エネ、耐震改修、社会資本ストックの維持管理といっ

た分野で新たなニーズに応えることや、観光、農林業

等従来の枠を越えた分野へ事業展開を図ることも大切

であると考えております。

このため、国土交通省では、本年も次のような施策

に力を入れることにより、建設産業の活力回復が図ら

れるよう、取り組んで参る所存です。

まず、昨年取りまとめられた「緊急雇用対策」及び「明

日の安心と成長のための緊急経済対策」に盛り込まれ

た施策を迅速に実施して参ります。

具体的には、住宅版エコポイント制度の創設、住宅

金融の拡充・住宅税制の改正や、公共投資の促進のた

めの地方支援により、需要喚起を図って参ることとし

ています。また、緊急保証制度など業種横断的な対策

と併せ、地域建設業経営強化融資制度等により資金繰

り対策を一層推進するとともに、連鎖倒産防止等の観

点から、下請債権の保全を支援していくなどの金融支

援に取り組んで参ります。そのほか、建設企業の成長

分野への展開を進めるため、関係省庁とも連携を図り

つつ支援して参ります。

次に、入札契約手続において、競争性・透明性の向

上、中小建設業者の受注機会の確保、ダンピング対策

の強化等の取組みを促進するなど、取引・契約の対等

化・適正化に一層取り組んで参ります。また、関係省

庁との連携を強化し、将来の人材の確保・育成、技能

の承継を図るとともに、労働環境の改善に努めて参り

ます。

貴協会および会員の皆様におかれましては、これま

で培ってきた経営資源を活用して、社会のニーズや期

待に的確に対応した事業を展開するとともに、登録型

枠基幹技能者講習を実施されるなど、未来を担う優秀

な人材の確保・育成支援を積極的に取り組まれており

ます。本年も引き続き、建設産業の魅力と活力の回復

に貢献されることを期待しております。

終わりに、本年が貴協会及び会員の皆様方にとりま

して素晴らしい年となりますよう、心より祈念いたし

ます。
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　平成20年の国際的金融危機を契機とした経済情勢の悪
化など、建設業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
このような状況を受け現在、国土交通省は様々な対策を講
じています。本稿では、同省が実施する様々な対策について、
同省建設市場整備課の松本大樹課長に解説して頂きました。

　　　建設業を取り巻く最近の状況と　　
　　　　　　 国土交通省の取組みについて

国土交通省 総合政策局 建設市場整備課

課長　松本 大樹

特集

建設業は、国民の生活基盤である社会

資本や住宅の整備を果たしてきた基幹産

業であり、地域経済においても大きな役

割を担ってきました。しかしながら、わ

が国経済社会の構造変化や、政府の財政

事情の悪化を背景として、建設投資は平

成４年度をピークに減少を続けてきてお

ります。このため、建設業の就業者や許

可業者数も、平成９年度・11年度をそれ

ぞれピークに減少しています。今後も、

不透明な経済情勢や公共投資の削減の影

響で、少なくとも当面は建設投資の減少

傾向が続くものと考えられます。

このように、最近の建設業を取り巻く

環境は非常に厳しいものがあります。さ

らに中小企業がほとんどを占める業種と

いうこともあり、経営に行き詰まる企業

も少なくありません。とりわけ、東北や

九州、四国といった地域では、倒産企業

における建設業の割合が高い傾向にあり

ます。

［地域別］全倒産件数に占める建設業の比率建設業の倒産件数の推移

1 建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

2 建設業をめぐる厳しい環境
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平成20年秋の国際的金融危機を契機とした経済情

勢の悪化のため、建設企業に対する金融機関の融資姿

勢が厳しくなるなど、経営環境がさらに難しくなる懸

念が出てきました。そこで国土交通省としても、建設

企業の資金繰りや経営の支援に取り組んできていま

す。このうち、平成20年度２次補正予算により創設

した「地域建設業経営強化融資制度」は、公共事業の

元請となっている中小建設業への融資を支援するもの

で、平成22年度末までを事業期間としています。

3 地域建設業経営強化融資制度について

建設業を取り巻く最近の状況と
国土交通省の取組みについて

特集
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専門工事業の多くは下請企業であり、運転資金の確

保などで、とりわけ厳しい状況に置かれています。そ

こで、下請企業が有している元請企業に対する債権や

手形の買取りを支援することで、下請企業の資金繰り

の改善を図る「下請資金繰り支援事業」を、平成21

年度１次補正予算において創設しました。

4 下請資金繰り支援事業について
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民間における建設投資の回復には、な

お時間を要する見通しであること、平成

22年度予算において公共事業予算の大

幅削減を進めることなどから、今後も建

設投資の減少傾向が続くことが見込まれ

ます。このことから、下請建設企業の有

する債権の保全に取り組むことで経営の

支援を図るため、「下請債権保全支援事

業（仮称）」を実施することとしました。

具体的には、下請建設企業等が元請企業

に対して有している債権への保証の設定

を支援することにより、債権の保全を図

り、下請建設企業等の経営の安定化を図

ります。今後、補正予算の成立を受けて

年度内に事業を立ち上げ、平成22年度

末まで継続する予定です。

下請債権保全支援事業（仮称）

元請
建設企業

元請
建設企業保証料負担

助成
緊急リスク
軽減

下請建設企業等ファクタリング
会社

基金 国

ご承知の通り、公共工事の予定価格の設定に当たっ

ては、前年度の実勢価格を踏まえて設定した「公共工

事設計労務単価」に基づいて人件費を算出しています。

この労務単価については、市場の動向を出来るだけ適

正に反映したものとなるよう、従来から取り組んでき

ていますが、平成20年度においては「公共工事設計

労務単価のあり方検討会」を開催し、いただいた有識

者等からのご意見も踏まえ、平成21年度単価設定に

際して可能な改善を図ったところです。

平成22年度単価についても、さらに改善を進める

こととしており、例えば、「悪天候による不稼働状況

が、支払われる賃金にどのような影響を与えているの

か」といった点も含めて、現在、調査を進めておりま

す。また、従来は書類不備等が多く見られることか

ら、厚生労働省とも連携して、説明会等で労働関係法

令についての周知を図っております。

5 下請債権保全支援事業（仮称）について

6 公共工事設計労務単価について

建設業を取り巻く最近の状況と
国土交通省の取組みについて

特集
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建設業の抱える深刻な課題として、若

い世代を中心に入職する人数の減少と、

これに伴う建設就業者の高齢化がありま

す。このままでは、長年培われてきた技

能が承継されることなく、すたれてしま

うことも懸念されます。これは、若い世

代においては建設業についてのマイナス

イメージが先行し、ものづくりの面白

さ・やり甲斐が十分に伝わっていないこ

とも一因と考えられます。

そこで、国土交通省においては文部科

学省とも連携し、建設業の担い手となる

ことが期待される工業高校等の生徒に対

して、現場で活躍する技能者が実践的指

導を行うことで、建設業についての理解

を深める取組みを支援しています。平成

20年度は２件、21年度は４件をそれぞ

れ選定しています。

7 建設業人材確保･育成モデル構築支援事業について
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平成22年度予算は政権交代後初めて

編成される予算であり、これまでの予算

を抜本的に見直すとともに、政策転換を

具体化する内容としています。すなわ

ち、今後わが国が迎える人口減少、少

子・高齢化の進展、厳しい財政状況とい

った制約要因を踏まえ、公共事業につい

てはゼロベースでの見直しを行い、主要

先進国並みの水準まで大幅に削減をしま

した。

一方で、国土交通省所管の地方公共団

体向け補助金を一つの交付金にまとめ、

地方公共団体にとって自由度が高く、創

意工夫を生かせる「社会資本整備総合交

付金（仮称）」を創設し、２兆2000億円

を計上しました。これにより、地域の活

力創出や安全安心の実現といった政策目

的実現への取組みを支援します。

建設業を取り巻く環境は引き続き厳しく、人口減少

や少子・高齢化、財政状況といった制約から、国とし

ても、公共事業予算や政策的経費の削減を余儀なくさ

れています。一方で、建設業への国民のニーズは、環

境や省エネ分野での技術の活用、安全安心な暮らしの

実現など、さらに多様化しており、これに適切に対応

できるよう、これまで培ってきた技能の承継や、次世

代の人材育成などを進めていく必要があります。

個々の建設企業におかれては、経営を維持し生き残

るため、今まで以上に自らの経営努力や創意工夫が求

められると考えられますが、国土交通省としても、技

術と経営能力に優れ、意欲にあふれる建設企業が生き

残っていけるよう、力を尽くしていきたいと思ってお

ります。

8 平成22年度国土交通省関係予算について

9 おわりに

建設業を取り巻く最近の状況と
国土交通省の取組みについて

特集
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各種制度の活用で経営の安定を！
──使える支援・融資・助成金制度──

政府は緊急経済対策として、「建設企業の成長分野展開を図るため、経営相談窓口におけ

る相談体制の拡充、情報の周知、共有化の促進」図ることとしています。これを受け、国土

交通省などではワンストップサービスセンター事業を拡充しています。本稿では、同セン

ターで提供している支援や融資、助成金など各種制度について、その概要を紹介します。

下請資金繰り支援事業
下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権

（手形を含む）を、ファクタリング会社が買い取る際

に、㈶建設業振興基金が買取りを支援し、下請建設企

業等の資金繰りを改善するものです。

対象企業の要件は、債務者として、中小・中堅（資

本金20億円以下または従業員1500人以下）の下請建

設企業等、債権者として、当該年度または前年度に公

共工事の受注実績のある元請建設企業で、民事再生手

続きなどの申立てのない者です。

中小企業緊急雇用安定助成金

休業や教育訓練、または出向を行った事業主に対

し、休業手当や賃金または出向労働者に係る賃金負担

額の一部を助成するものです。

支給対象事業主は、①雇用保険の適用事業所の中小

事業主、②次のイ、ロのいずれかの生産要件を満たす

事業主（イ、売上高または生産量の最近３カ月間の月

平均値がその直前３カ月または前年同期に比べ５%減

少。ただし、貯金の決算等の経常損益が赤字であれば

５%未満の減少でも可能、ロ、売上高または生産量の

最近３カ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以

上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益

が赤字。ただし、対象期間の初日が平成21年12月１

日から平成22年12月１日までのものに限る）、③次の

いずれにも該当する休業または３カ月以上１年以内の

出向を行う事業主（ａ．対象期間内に実施される、ｂ．

労使協定による、ｃ．事前に管轄都道府県労働局また

はハローワークに届け出たもの――など）。

地域建設業経営強化融資制度

中小・中堅の元請建設企業が、公共工事発注者に対

して有する工事請負代金債権に関し、工事の出来高を

超える部分を含め、流動化を促進する融資制度です。

具体的には、工事の出来高までの部分について、工

事請負代金債権を担保に融資します。また、工事の出

来高を超える部分については、融資債務を保証しま

す。さらに、建設企業の調達金利負担、譲渡担保融資

を行う事業協同組合等の事務経費に対して助成を行い

ます。

同制度の利用条件は、①中小・中堅建設企業であ

る、②対象となる工事が公共工事である、③発注者

（国、地方公共団体等）が債権譲渡を承諾している、

④低入札価格調査の対象となっていない、⑤対象とな

る工事の出来高が２分の１以上である――などです。

建設業新分野教育訓練助成金

中小建設事業主が、建設労働者の雇用を維持しなが

ら、農林業や観光・介護分野など、建設業以外の事業

に従事するために必要な教育訓練（OJTを除く）を

実施した場合、その実施経費の３分の２を助成します。

また、当該教育訓練を行った期間に支払った賃金に

ついて、１人当たり日額7000円を、60日間を限度に

助成します。
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建設業離職者雇用開発助成金

事業主が、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公

共職業安定所（ハローワーク）などの紹介により、継

続して雇用する者として雇い入れた場合に90万円（大

企業は50万円）を支給します。

建設教育訓練助成金（技能実習）

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に、技能実

習を実施、または、受講させた場合に、その要した経

費の一部を助成します。

助成の種類は、受講や実施の経費に対する助成と受

講者の賃金に対する助成の２種類があります。

①第２種（受講経費、実施経費の助成）

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に、自ら技

能実習を行う場合、または、登録教習機関で行う技能

講習等を受講させる場合、その事業主が負担した経費

の一部を助成します。

◆助成率・助成額◆

一つの技能実習について１日13万円または20万円

を限度、かつ20日分を限度とします。また、登録教

習機関で行う技能講習等を受講させた場合、受講料の

70%の額を限度とします。

②第４種（受講者の賃金の助成）

中小建設事業主が雇用する建設労働者（雇用保険の

被保険者）に勤務扱いで技能実習等を受講させる場合、

賃金の一部を助成します。

◆助成率・助成額◆

１人１日当たり5000円を限度かつ20日分を限度と

します（会社全体の平均賃金日額などにより限度額が

異なる場合があります）。

対象となる実習は、①建設工事の作業に直接関連す

る実習（例：電気溶接実習実習など）、②労働安全衛

生法で定める特別教育（例：アーク溶接、小型車両系

建設機械の運転、デリックの運転、玉掛けなど）、③

労働安全衛生法に定める教習及び技能講習（例：クレ

ーン運転実技教習、ガス溶接技能講習、玉掛け技能講

習など）。

なお、他にも対象となる実習があります。また、上

記の実習でも講習の種別や時間数等により対象外とな

る場合があります。

建設教育訓練助成金（認定訓練）

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に、認定訓

練を受講させた場合、要した経費の一部を助成します。

第４種（受講者の賃金の助成）

中小建設事業主が雇用する建設労働者（雇用保険の

被保険者）に勤務扱いで建設関連の認定訓練を受講さ

せ、キャリア形成促進助成金の支給を受けた場合、賃

金の一部を助成します。

◆助成率・助成額◆

１人１日当たり4400円または7000円を限度としま

す（訓練の種類や会社全体の平均賃金日額などにより

限度額が異なります）。

対象となる実習は、職業能力開発促進法第27条第

１項に規定する準則訓練及び指導員訓練のうち機構が

別に定める建設関連の訓練です。

建設事業主雇用改善推進助成金

中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための計

画を作成し、その計画に沿って雇用改善の取組みを実

施した場合、事業に要した経費及び賃金の一部を助成

します。

◆助成率・助成額◆

一事業年度当たり200万円を限度とします（すべて

の事業の助成額を合計した全体の限度額）。ただし、

事業の内容や種類、対象費用の種類によって、別に定

める限度額があります。

対象となる事業の例と対象費用は、①従業員に雇用

管理研修を勤務扱いで受講させる→受講した従業員の

賃金、②従業員募集パンフレットを作成する→印刷

費、③新規学卒者等を対象とした事業所（現場）見学

会を実施する→バス借上げ料等、④建設業に入職予定

の若年内定者に教育訓練を受講させる（実施する）→

受講参加料（実施する場合は部外講師謝金等）、⑤就

業規則や賃金体系、退職金制度、週休２日制度、再雇

用制度、育児・介護休業制度等の導入や見直しのため

に社会保険労務士等のコンサルティングを受ける→コ

ンサルティング料、⑥作業員施設（休憩室、トイレ、

シャワー室など）を賃借する→施設借上費（賃借料）、

⑦１ヶ月以上１年未満期間雇用する建設労働者に健康

診断を実施する→健康診断費――など。
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Ｑ1　建設業の許可が必要な工事とは？

建設工事を請け負おうとする者は、“軽微な工事”

だけを請け負う者を除き、すべて建設業の許可を受け

なければなりません。この許可を必要としない軽微な

工事とは、①工事1件の請負代金の額が、建築一式工

事の場合は1500万円（消費税を含む）に満たない工事、

②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、③建築

一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たな

い工事――です。

要するに専門工事者として下請工事のみを行う際、

500万円未満の工事だけを請け負うのであれば建設業

の許可は必要はありませんが、500万円以上の工事を

１件でも請け負う場合には、必ず建設業の許可が必要

になります。

Ｑ2　下請だけなら一般建設業の許可でＯＫ？

「一般建設業」の許可と「特定建設業」の許可は、

下請代金の額によって区分されます。

“発注者から直接請け負った”１件の建設工事が

3000万円（建築工事業は4500万円）以上となる工事を

“下請負人に施工させようとする者”は、特定建設業

の許可を受けなければなりません。逆にこれに該当し

ない建設業者は、一般建設業の許可のみが必要です。

したがって、下請工事を専門に行っている建設業者

は、一般建設業の許可のみで構いません。

Ｑ3　工事現場に必要な技術者とは?

建設業法の定めにより、一般建設業者は工事現場ご

とに、建設工事の技術上の管理をつかさどる者として

主任技術者を配置しなければなりません。

主任技術者を配置しなければならないのは、「一般

建設業者」と「監理技術者を配置しなければならない

特定建設業者以外の特定建設業者」です。これらの者

は、元請、下請の如何を問わずすべての工事現場に主

任技術者を配置しなければなりません。

Ｑ4　主任技術者の資格は?

工事現場に配置しなければならない主任技術者にな

るための資格と、一般建設業者が営業所ごとに置かな

ければならない技術者の資格要件は同一内容です。

なお、公共施設や公共性のある工作物または多数の

者が利用する施設など国が指定する重要な建設工事に

配置する主任技術者は、その工事ごとに「専任の者」

でなければなりません。

公共性のある重要な工事とは、下に示す建設工事

で、工事一件の請負代金の額が2500万円（建築一式

工事の場合は5000万円）以上のものをいいます。

【公共性のある重要な工事】

①　国または地方公共団体が注文者である工作物に関

する工事

②　鉄道、道路、上下水道等の公共施設に関する工事

③　電気事業用施設、ガス事業用施設に関する工事

④　学校、図書館、工場等公衆または「多数の者が利

用する施設」

なお、公共性のある重要な工事のうち“多数の者が

利用する施設”には、民間工事の「ホテル、旅館、マ

今日の
問
題

専門工事業のための建設業法Q&A

建設業法の正しい理解で
コンプライアンスの徹底を！

建設業を営む者にとって、建設業法の正しい理解は不可欠。特に昨今、法令遵

守（コンプライアンス）が声高に叫ばれ、行政、元請ともに、その要請は強まっ

ています。本稿では、特に専門工事業者に関係の深い建設業法について考えます。
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今日の問題

ンション、アパート、娯楽施設、飲食店、事務所、寄

宿舎、運動施設、その他の商業施設」なども該当しま

す。したがって、民間工事であっても、個人住宅を除

き、多数の者が利用する施設の工事は、公共性のある

重要な工事に該当することになります。

Ｑ5　技術者の専任とは?

専任で工事現場に主任技術者を配置しなければなら

ない場合の「専任」とは、他の業務との兼務を認めな

いことをいい、次の状態にあることをいいます。

イ　他の工事現場の主任技術者または監理技術者と兼

務をしないこと

ロ　常時継続的にその工事現場で勤務しなければなら

ないこと

Ｑ6　下請施工でも専任が必要?

公共性のある重要な工事のうち、工事一件の請負代

金の額が2500万円（建築一式工事の場合は5000万円）

以上となるものについては、専任の主任技術者を置か

なければなりませんが、これらの工事は発注者から直

接請け負った者だけでなく、「下請として施工する場

合」も技術者の専任が必要です。

したがって、元請の立場で工事を施工するか、下請

の立場で施工するかを問わず、自社の請負代金の総額

が2500万円以上になる公共性のある工事に配置する

主任技術者は、以下の例外基準に該当する場合を除き

専任でなければなりません。

【専任義務の例外】

○主任技術者は近接した工事なら兼務も可能

公共性のある工事に配置する専任の技術者であって

も、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者

が、同一の場所または近接した場所で施工する場合

は、同一の主任技術者がこれらの工事を併せて管理す

ることができます。

○営業所専任の技術者の兼務

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して

職務に従事しなければなりませんが、特例として、そ

の営業所において請負契約が締結された建設工事であ

って、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所

の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接

し、営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあるも

のについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇

用関係にある場合に限り、その工事の「専任を要しな

い」主任技術者となることができます。

○公共性のない工事なら兼務してもいい

公共性のある工事以外の工事に配置する主任技術者

には専任義務がないため、職務を適正に遂行できる範

囲において、他の工事現場の主任技術者を兼ねること

ができます。また、営業所ごとに置く技術者との兼任

も可能です。

Ｑ7　下請ならば自社の施工期間だけの専任でＯＫ?

下請工事の場合は、施工が断続的に行われることが

多いため、技術者の専任が必要な期間は、下請業者が

自ら工事の施工に携わる期間内で構いません。

Ｑ8　専任の技術者の身分は?

建設工事現場に専任で配置しなければならない主任

技術者は、工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常

的な雇用関係になければなりません。

「直接的な雇用関係」とは、技術者と所属建設業者

との間に第三者の介入する余地のない雇用関係にある

ことをいいます。

つまり、専任の技術者は会社に直接雇われている者

でなければならないということです。

｢恒常的な雇用関係 ｣とは、その会社に勤務し日々

一定の時間以上職務に従事になければならない者をい

います。具体的には、国、地方公共団体等が発注する

公共工事で、発注者から直接請け負った建設業者の専

任の主任技術者または監理技術者は、所属建設業者か

ら入札の申込みのあった日（指名競争で入札の申込み

を伴わないものは入札の執行日、随意契約の場合は見

積り書の提出のあった日）以前に、３カ月以上の雇用

関係にあることが要求されます。

さらに恒常的な雇用関係と判断されるためには、入

札申込み以前に３カ月以上の雇用関係にあるだけでな

く、工事の施工中はもちろんのこと、工事が完了した

後も継続して雇用されていることが必要です。

なお、直接的・恒常的な雇用関係にあるかどうかの

確認は健康保険被保険者証の交付年月日などによって

行われます。



日 建 大 協 N E W S

大久保　安夫氏

おおくぼ　やすお
支 部 名：埼玉支部
所属企業：大幸建設㈱

平成21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、当協会関連では下記の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21年度
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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、埼玉支部にご登場いただきました。

2009（平成21）年8月30日の総選挙で自由民

主党は大敗し、民主党が大勝しました。その結果、自

民党は政権交代により野党に転落することになりまし

た。長い間、野党であった民主党が政権を取り、選挙

で公約したマニフェストを実行しようと色々と動き始

め、まず、全国の施工中のダム、道路、箱物工事等を

中止、凍結、見直しと、次から次へと実行しようとし

ています。

それでなくても、2008年9月のリーマンショック

以降、世界的不況色が漂う中で、特に外資系の会社が

こぞって日本から撤退し、それによりデベロッパー、

ゼネコン、それに伴う多くの下請企業が倒産し、その

後遺症がいまだ続く中、多くのマンションが売れ残り、

マンションの新築物件の着工が激減しております。

私ども埼玉支部においても、11月いっぱいで仕事

が切れ、先の着工現場の見通しもなく、他社への応援

もなく、多くの会社が廃業、事業の停止、倒産を考え

ざるを得ない状況まできています。多くの型枠大工が

この業界に見切りをつけ、転職・廃業しております。

しかし、転職・廃業できる方はまだいい方で、年齢の

高い方はどうしようもないのが現状です。

また、物件があったとしても、とてつもない単価を

提示され、会社の経費どころではありません。安値で

の受注は控えるように話し合いはしていますが、具体

的な策がございません。このような業界に若い人が魅

力を感じるわけもなく、この先、建設、土木業界はど

うなるのでしょうか──。今後、多くの建設、土木で

働く方の失業者が出るのではないかと杞憂しています。

建設土木業界に未来はあるのか?

埼　玉
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。

　九州ブロックでは第37回、東海ブロックでは第38回、中国ブロックでは第39回の型枠基幹技能者認定

研修が開催され、以下の方々が合格認定を受けられました。

平成20年度・型枠基幹技能者認定研修において合格された方々

第37回　九州ブロック
（開催日：平成20年4月18日～4月20日、認定者数：84人）

吉牟田　正俊
昭和24年２月23日生

㈱タシロ

徳田　俊光
昭和30年10月10日生
㈱寺田建設

波多江　良一
昭和44年２月16日生
㈱寺田建設

外囿　満
昭和39年４月24日生
㈱堀之内工務店

上加世田　光昭
昭和32年11月29日生
㈱堀之内工務店

神近　義治
昭和43年２月19日生

㈱タシロ

田代　政勝
昭和41年４月23日生

㈱タシロ

志田　義信
昭和36年３月７日生

㈱タシロ

溝口　隆治
昭和44年１月３日生

㈱タシロ

新郷　正徳
昭和42年７月15日生

㈱タシロ
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西村　保
昭和50年12月９日生

㈱タシロ

坂本　幸輝
昭和52年５月22日生
日髙建設㈱

飛田　美治
昭和25年３月５日生
大益建興㈱

椎葉　末廣
昭和20年４月２日生
㈱国工務店

永田　正則
昭和23年９月21日生
㈱国工務店

新門　勇一
昭和24年７月24日生
㈱国工務店

毎床　福美
昭和23年10月18日生
㈱国工務店

島田　正勝
昭和32年11月１日生
大益建興㈱

田浦　剛志
昭和46年11月20日生
㈱伊佐工務店

宮本　亀鶴
昭和38年４月16日生
㈱朝日工務店

原村　慶二郎
昭和39年６月25日生
赤星建設㈱

高橋　明
昭和43年10月４日生
日髙建設㈱

田村　武
昭和43年８月15日生
㈱中司建設

増山　博文
昭和24年８月28日生
㈱野副建設

塚本　浩信
昭和41年１月23日生
㈱野副建設

梶原　孝広
昭和41年７月23日生

㈱タシロ

宮下　健児
昭和51年12月22日生

㈱タシロ

森永　辰朗
昭和42年６月６日生

㈱タシロ

鳥井　忠幸
昭和46年１月21日生

㈱タシロ

池﨑　繁幸
昭和22年12月６日生

㈱タシロ
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岡部　修二
昭和37年２月３日生
㈲山貞工務店

浦川　俊一郎
昭和47年10月24日生
㈱前田工務店

田中　文人
昭和44年１月１日生
㈱藤田工務店

蒲原　一正
昭和23年９月29日生

㈱タシロ

荒島　正明
昭和38年10月14日生

㈱タシロ

白水　正規
昭和23年10月28日生

㈱タシロ

原　一弘
昭和46年９月５日生

㈱タシロ

中川　輝俊
昭和55年７月15日生

㈱タシロ

平川　計
昭和27年11月19日生
㈱前田工務店

平川　雅一
昭和29年11月13日生
㈱前田工務店

山口　正人
昭和47年３月13日生
㈱前田工務店

山田　勝善
昭和32年12月８日生
㈱前田工務店

仲原　俊介
昭和52年９月17日生
㈱仲原建設

坂元　智司
昭和53年１月31日生
㈱仲原建設

十時　鉄兵
昭和52年４月９日生
㈱川口建設

柳井　修
昭和52年６月７日生
㈱川口建設

本田　光志
昭和35年６月17日生
㈲山貞工務店

本田　英樹
昭和40年８月９日生
㈲山貞工務店

吉次　光信
昭和31年１月28日生
㈲山貞工務店

古島　賢二
昭和24年12月13日生
㈲山貞工務店
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難波　万雅
昭和28年11月12日生
氷川建設㈱

喜々津　清隆
昭和32年６月29日生
㈱協栄工務店

松永　憲次
昭和28年４月16日生
㈲松永建設

又野　明義
昭和32年５月18日生
㈲山貞工務店

野口　義美
昭和24年４月３日生

㈲桑原組

松本　博
昭和34年７月21日生
㈲二松建設

松谷　務
昭和47年３月９日生
㈲二松建設

濱田　昭雄
昭和23年11月17日生
㈲二松建設

森　若松
昭和27年11月11日生
㈲松永建設

森 　保弘
昭和39年８月30日生
㈲松永建設

中野　正敏
昭和35年11月７日生
㈲松永建設

大道　守
昭和42年５月８日生
㈲松永建設

尾下　末則
昭和31年１月12日生
㈱協栄工務店

小田　英憲
昭和29年２月28日生
㈱協栄工務店

増丸　義明
昭和30年11月18日生
㈱協栄工務店

髙島　政則
昭和27年１月19日生
㈱協栄工務店

城谷　栄光
昭和31年８月18日生
氷川建設㈱

北島　康久
昭和35年８月31日生
氷川建設㈱

八谷　純治
昭和27年２月20日生
氷川建設㈱

高比良　政男
昭和25年11月23日生
氷川建設㈱
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甲斐　直志
昭和33年３月９日生
㈱崎田工務店

青木　正人
昭和38年10月17日生
㈱中條工務店

松﨑　政司
昭和28年３月４日生
㈱国工務店

釜　伸幸
昭和34年１月15日生
㈱国工務店

中沢　孝之
昭和41年９月28日生
㈱中條工務店

浜野　善憲
昭和27年５月９日生
㈱中條工務店

田口　喜一
昭和35年２月５日生
㈱中條工務店

佐伯　崇
昭和52年８月２日生
㈱中條工務店

原　和宏
昭和44年３月９日生
㈱中條工務店

藤芳　洋次
昭和47年９月19日生
㈱中條工務店

濱田　正昭
昭和46年９月５日生
㈲二松建設

曽根﨑　勝喜
昭和52年10月４日生
㈱長瀬建設

田村　啓治
昭和30年２月27日生
㈱長瀬建設

成枝　信隆
昭和33年４月19日生
㈱長瀬建設
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松野　克佳
昭和47年３月12日生
㈱大扇建設

入月　守
昭和32年12月２日生
㈱入月建設

島本　寿俊
昭和28年12月20日生

㈱平本組

松下　望
昭和30年９月22日生

㈱平本組

藤安　正浩
昭和43年２月28日生

㈱平本組

土橋　正夫
昭和24年７月12日生
㈱入月建設

山口　恭史
昭和32年１月27日生
㈱入月建設

長谷　誠
昭和27年１月14日生
㈱大扇建設

神谷　龍二
昭和46年11月29日生
㈱大扇建設

長谷　芳樹
昭和31年12月23日生
㈱大扇建設

加藤　友宏
昭和44年６月15日生
㈱大扇建設

林　泰臣
昭和49年８月８日生
㈱林工務店

清水　正幸
昭和55年10月29日生
㈱林工務店

佐藤　弘信
昭和50年11月19日生
㈱協和工務店

竹川　徹也
昭和47年２月13日生
㈱協和工務店

第38回　東海ブロック
（開催日：平成20年5月16日～5月18日、認定者数：82人）
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加藤　裕之
昭和45年10月28日生
加向建設㈱

江越　雅彦
昭和50年１月20日生
加向建設㈱

土谷　光男
昭和40年９月13日生
鴻明建設㈱

菰田　竜司
昭和50年４月３日生
鴻明建設㈱

増田　浩志
昭和45年３月12日生
細谷工業㈱

矢野　義孝
昭和40年11月11日生
細谷工業㈱

岩﨑　正和
昭和48年７月26日生
㈱サン・ケン

本間　孝三
昭和38年11月17日生
加向建設㈱

中島　常三郎
昭和33年６月６日生
加向建設㈱

原田　正近
昭和42年２月21日生
加向建設㈱

高見　幸男
昭和23年９月21日生
加向建設㈱

鈴木　雄二
昭和49年３月５日生
加向建設㈱

岡田　泰昌
昭和43年６月28日生
昭栄建設㈱

加藤　信康
昭和44年11月24日生
昭栄建設㈱

公文　孝
昭和49年２月18日生
昭栄建設㈱

瀬戸山　広志
昭和45年11月29日生
㈱協和工務店

倉本　孝治
昭和41年３月29日生
㈱タイセイ工務店

北田　好民
昭和39年８月25日生
鴻明建設㈱

淺野　浩市
昭和33年３月５日生
鴻明建設㈱

柴山　由忠
昭和41年１月24日生
鴻明建設㈱
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速水　勝広
昭和39年５月25日生

㈱鐡重組

奥津　次男
昭和27年８月21日生

㈱鐡重組

亀山　博明
昭和47年３月３日生
㈱酒井田工務店

鶴田　博之
昭和40年３月20日生
昭栄建設㈱

田中　雄二
昭和42年１月８日生
㈲大久保工務店

池水　常夫
昭和23年10月28日生
㈲大久保工務店

栫　幸一
昭和23年10月１日生
㈲大久保工務店

永田　清信
昭和22年２月22日生
㈲大久保工務店

長島　幹兼
昭和46年10月27日生
㈱酒井田工務店

松井　秀之
昭和44年11月15日生
サクラ工業㈱

石田　信弥
昭和48年３月24日生

㈱鐡重組

上野　純一
昭和31年４月３日生

㈱鐡重組

竹原　良一
昭和30年12月３日生

㈱鐡重組

楯　良平
昭和50年11月19日生

㈱鐡重組

坊野　慎一
昭和40年２月19日生

㈱鐡重組

吉山　佐人規
昭和43年３月12日生

㈱鐡重組

内田　幸夫
昭和47年５月12日生
㈱加納工務店

青海川　剛
昭和51年９月７日生
㈱加納工務店

西村　昌師
昭和52年８月30日生
海津建設㈱

吉山　治利
昭和45年８月30日生
㈲大東技業



Nikken Daikyo・2010.1｜ 21

今井　高行
昭和32年１月16日生
海津建設㈱

竹田　長正
昭和40年３月９日生
㈱千田工務店

伊丹　忠司
昭和34年10月７日生
並松工業㈱

尾﨑　行雄
昭和15年３月25日生
㈲大東技業

赤星　信二
昭和46年６月20日生
㈲大東技業

柏田　賢一
昭和40年９月11日生
㈲大東技業

飯星　季夫
昭和26年12月６日生
並松工業㈱

窪田　浩重
昭和35年９月19日生
並松工業㈱

斎藤　正人
昭和28年７月28日生
並松工業㈱

須原　孝二
昭和36年11月18日生
並松工業㈱

出口　和政
昭和42年４月21日生
並松工業㈱

竹之内　利幸
昭和29年１月１日生
並松工業㈱

本多　真一
昭和46年６月９日生
㈱千田工務店

西口　英希
昭和44年４月25日生
㈱千田工務店

山王　忠成
昭和28年２月５日生
昭栄建設㈱

佐竹　靖幸
昭和36年２月３日生
昭栄建設㈱

大澤　貴
昭和37年11月14日生
海津建設㈱

髙野　茂美
昭和33年10月７日生
海津建設㈱

成瀬　政幸
昭和42年12月２日生
海津建設㈱

山本　景一
昭和41年８月４日生
海津建設㈱
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大窪　一弘
昭和36年11月３日生
㈱Kワークス

植野　光弘
昭和27年２月６日生

㈱里組

稲葉　文彦
昭和47年３月27日生
㈱加納工務店

第39回　中国ブロック
（開催日：平成20年6月6日～6月8日、認定者数：21人）

登坂　国光
昭和50年３月10日生
㈱加納工務店

藤澤　将則
昭和47年10月２日生
㈱加納工務店

児玉　康仁
昭和44年８月９日生
昭栄建設㈱

渡邉　安英
昭和50年11月17日生

㈱里組

花川　貴司
昭和28年11月10日生

㈱里組

河村　都史郎
昭和34年１月24日生
中村建工㈱

岡田　浩二
昭和42年７月１日生
㈲石富工務店

鍋島　誠勤
昭和50年１月５日生
㈲石富工務店

竹下　貴洋
昭和49年６月10日生
㈲石富工務店
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近野　亮之
昭和47年12月15日生
古谷建設㈱

林　郁治
昭和47年７月27日生
チューケン㈱

加藤　一也
昭和38年４月24日生
福井建設㈱

藤井　勝
昭和40年３月19日生
㈲松原工務店

野稲　孝信
昭和32年６月４日生
㈲松原工務店

坂口　元信
昭和25年１月８日生
㈲松原工務店

馬越　菊司
昭和34年11月14日生
福井建設㈱

林　俊紀
昭和45年７月３日生
福井建設㈱

広瀬　彰
昭和33年５月30日生
古谷建設㈱

河野　忍
昭和38年４月５日生
チューケン㈱

山本　豊
昭和37年２月16日生
チューケン㈱

松尾　洋
昭和42年７月４日生
チューケン㈱

鳥上　扶佐男
昭和34年12月５日生
チューケン㈱

池田　正則
昭和40年１月９日生

㈱広松

深水　信美
昭和55年３月26日生

㈱広松

玉井　雄太
昭和46年６月19日生
古谷建設㈱



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．コンクリートブロックの1日の積上げ高さは、1.6mまでとする。

Q2． 型枠解体用のスラブの開口の広さは、450㎜×450㎜程度が適当である。

Q3．足場を躯体に固定する足場つなぎは、押し引き両方の働きが必要である。

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

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、政権交代に代表されるように大いなる変化の年となりましたが、我々建設業界に携わる者にとって

は業況が悪化の一途を辿る厳しい一年であったと痛感しております。
この平成22年を好転の機とするためには、景気の動向に左右されるのも勿論ですが、会員皆様方が一致団

結し、強固な協力体制を敷き、その輪を更に拡げていくことが不可欠かと思います。
今後とも、皆様方の経営の一助となる機関誌を目指し改善に努めてまいりますので、ご意見ご要望等ござい

ましたらご連絡を宜しくお願い申し上げます。
 広報委員　榊　仁

Q1． 抱き足場とは、1列に配列した建地を、2本の布ではさんだ足場をいう。

Q2． 鉄筋コンクリート造は、鉄骨鉄筋コンクリート造より構造耐力上のねばりが期待できる。

Q3．建築基準関係法令によれば、主要構造物とは、壁、柱、床、梁、屋根または階段をいう。
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新会員のご紹介
以下の皆さんが、新たに日建大協に加入されました。今後のご活躍をご期待申し上げます。

●平成21年11月より入会

千葉支部

㈱紺野工務店
（紺野　浩幸）

神奈川支部

㈲井定工務店
（井上　定雄）

●平成21年10月より入会

四国支部

㈲西川組
（西川　均）

四国支部

㈱武林組
（武林　美枝）

四国支部

㈱四国建工
（岡田　春義）

四国支部

㈱山の内建設
（山内　一繁）

栃木支部

㈲和晃建設
（長谷川　正行）













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）

（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。

社団法人 日本建設大工工事業協会 〒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

4月から掛金が変わります。



〒604－8381  京都市中京区西ノ京職司町67番地72
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