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◆ 第 3回役員会を開催
◆ 建産連が通常総会開く
◆ 美里工高で鉄筋・型枠実技実習 OCA
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安全管理を徹底し災害のない一年に
第3回役員会を開催

会員資格承継5件を承認

開会のあいさつをする下地会長

　平成30年度第３回役員会を７月10日、建労セン
ターで開催した。
　下地米蔵会長は、７月３日に実施した安全パト
ロールにふれ「労働災害防止に向け各団体、各支部
とも強力に取り組んでいるが、なかなか災害事故に
歯止めがかかっていない」と指摘。人手不足、高齢化
などの影響もあるとし、いま一度、安全管理を徹底
し、災害のない一年にしていこうと呼びかけた。議事
では、会員資格の承継５件を審議し、全会一致で承
認した。
　その他事項では、３日に（公社）沖縄県工業連合
会や建材メーカー等から「県産品の優先使用につい
て」要請を受けたことを報告。県産建設資材などを
積極的に使用するよう会員企業へ周知・呼びかけを
行った。要請の場では協会側から「協会はこれまで、
発注機関などに地元優先活用を要請したり、工事
の際には積極的に県産品を活用している」と伝え、
「各団体の皆さんにおいても発注する際には、ぜひ
県内企業への優先発注を徹底してもらいたい」と提
起したことを報告した。また、県産品優先使用に関
する県の考えた方を示した「県内企業への優先発注
および県産品の優先使用基本方針」について説明
し、県内企業の優先活用と県産品使用の徹底と、
指導を呼びかけた。
　また、６月16日には、日本維新の会沖縄県総支部

政務調査会において、県内建設産業振興に係る支
援について要請したことを報告。沖縄振興予算確保
をはじめ、公共関係事業費の安定的確保や県内建
設企業対象の単独事業創出による受注機会・受注
金額ベースの拡大確保、さらに、直轄事業における共
同企業体の県内建設企業の出資比率を那覇空港滑
走路増設事業と同様に全ての工事で25％に拡大確
保、土木・建築専攻科の正規教職員の採用拡大、学
生の平等に学ぶ機会の確保と離島（宮古・八重山地
域）対策などを支援要請した。特に、学生の平等に学
ぶ機会の確保では、建築士等を志す学生の学ぶ場
の確保の必要性を訴え、工業高校における既設学科
の増設のほか、宮古、八重山地域への建築科の新設
を要望。離島からの進学による家計負担からくる生
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～島の魅力～優秀作品より】

〔人の部　沖縄建設新聞社長賞〕

　　  題　　名： スラー、スラー

　　  撮  影  者：赤崎　幸太郎

　　  撮影場所：宮古島平良港
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活貧困に堕ちうる要因の解消について支援を求め
た。
　続いて、県土木建築部が発注する建設工事に係
る最低制限価格実施要領と低入札価格調査制度要
領が一部改正されたことを報告。従来の予定価格を
基に計算式で算定した最低制限価格の基準額に、
工事の難易度や規模などを考慮して100分の１以内
で減額可能とする方法から、ランダム係数を乗じる
方法に変更すると説明した。協会は県との意見交換
会の中で「最低制限価格の算定式は損益分岐点が
ベースになっていて、100分の１を減ずるのはおかし
い」としてマイナスによる価格調整の廃止を要望。今
回、その結果として、マイナスのみの価格調整は見直
され、「合計額に0.995から1.005の範囲内のランダム
係数を乗じる」内容に改正となった。今年７月１日以
降に指名通知・公告を行う案件から適用される。
　このほか、事務局から６月12日に沖縄コンベンショ
ンセンター展示棟で開催された建設産業合同企業
説明会について報告があった。参加企業76社、うち
会員企業38社。参加学校３校。当日会場に足を運ん
だ学生は650名だった。
　閉会のあいさつで仲本豊副会長は、７月１日から
の安全週間に合わせた各社の安全への取り組み推
進と、台風接近に伴う各社の安全対策を呼びかけ、
「ご安全に」の言葉で会を締めくくった。

○議事
１、会員資格承継：【南部支部】光建設㈱（代表取締
　役徳元猛）、【宮古支部】㈲千代田開発（代表取締
　役洌鎌昌美）、【浦添・西原支部】福山商事㈱（福山
　一郎）、（資）廣組（代表社員下地克哉）、東洋コンク
　リート㈱（代表取締役神山義彦）

○その他事項
１、要請活動報告について
２、県産品優先使用の要請について
３、県土建部が発注する建設工事に係る最低制限
　価格の一部改正について
４、建設産業合同企業説明会の報告について

　沖建協は７月５日、（公社）沖縄県工業連合会や建
材メーカー等から「県産品の優先使用について」の
要請を受けた。要請は７月の県産品奨励月間事業の
一環として毎年実施されているもので、５団体が連
名で、下地米蔵会長に要請書を手渡した。
　呉屋守章要請団長は「地場産業発展の一番の近
道が県産品の愛用。県産品愛用は地域経済の活性
化と地域の雇用に大きく寄与しており、計画の実現
に向けて今まで以上に全県民一体となって取り組む
必要がある」と要望。
　対応した下地会長は「地元企業の優先使用に取
り組んでいるが実状が伴っていないこともある。お
互いに体制を整え、連携して推進していきたい」と強
調した。要請では、同行していた建材メーカー15社の

担当者が自社製品を紹介し、利用拡大を呼びかけ
た。

　沖建協は７月18日と19日に行われた「美ら島レス
キュー2018」（共催：県、陸上自衛隊15旅団）に参加し
た。当日は、本島南東沖で最大震度6強の地震が発
生し、県内各地で建物倒壊や通信障害など甚大な
被害が発生したとの想定で、県や市町村、消防、警
察、在沖米軍など94機関の約750人が参加して、県
庁や那覇市鏡水の陸上自衛隊那覇駐屯地で、災害
発生後の初動対処や相互連携に関する図上訓練、
旅団ファストフォースや海上保安本部、県警などによ
る応急救助訓練などが行われた。
　このうち沖建協は、那覇駐屯地内に設置された
ブースで図上訓練に参加。独自に構築した「災害復
旧支援システム」を活用して、インフラ被害状況の伝
達訓練などを実施した。会員企業社員から送付され
る道路や橋梁などの位置情報付き写真などの情報
を集約し、県内各地のインフラの現況などを確認し

た。今回は会員各自が模擬的に被害レベルを５段階
に設定したうえで写真を送付（クラウド活用）。膨大な
情報が集まるなか、メールを受信した段階で被害の
大きい場所が選別でき、状況把握の迅速化が図られ
た。今後も実践的な訓練を通して、同システムの効率
的な運用を目指す。

　県内の総合工事業者、専門工事業者、設計業者、
資材業者など各種団体で構成される（一社）沖縄県
建設産業団体連合会（下地米蔵会長）の第36回通
常総会が６月29日、那覇市のホテルロイヤルオリオン
で開かれた。
　下地会長は「若手の良い人材が建設業に入職した
くなる魅力ある業界にするために、職場環境を改善
し、頑張れば高い給料がもらえる業界になるよう一
緒に取り組んでいこう」と呼び掛けた。議事では、平
成29年度事業・決算報告、平成30年度事業計画案
や予算案などを審議し、全会一致で原案通り承認し
た。
　今年度事業計画では、「働き方改革」に伴う労働
環境の整備や社会保険未加入対策、若者の建設産
業への入職に係る調査研究及び研修を実施するほ
か、「建設キャリアアップシステム」の活用促進・周知
にも取り組む。また、工業高校等教育機関と連携し
て、必要とされる学科増設による将来の技術者不足
への対応などにも注力する。
　任期満了に伴う役員改選では下地会長の続投を
決定。副会長の中村達氏（（一社）沖縄県電気管工事

業協会会長）、島袋等氏（沖縄県生コンクリート工業
組合理事長）、野原勉氏（（一社）沖縄県建築士事務
所協会会長）、比嘉森廣氏（沖建協副会長）も再任さ
れた。専務理事には、新たに理事に加わった沖建協
の源河忠雄専務理事が就任。このほか、比嘉章博氏
（（一社）日本塗装工業会沖縄県支部支部長）と大城
克哉氏（協同組合沖縄県鉄構工業会代表理事）も新
理事に選任された。総会終了後には、県環境整備課
の担当者が産業廃棄物の処理に対する補助金の交
付について概要を説明し、各団体会員への周知を求
めた。
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閉会のあいさつをする仲本副会長

下地会長（左から３人目）に要請書を手渡す
呉屋要請団長（同２人目）

沖建協ブースの様子

30年度事業計画案などを承認した
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要請を受けた。要請は７月の県産品奨励月間事業の
一環として毎年実施されているもので、５団体が連
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　呉屋守章要請団長は「地場産業発展の一番の近
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担当者が自社製品を紹介し、利用拡大を呼びかけ
た。

　沖建協は７月18日と19日に行われた「美ら島レス
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た。今回は会員各自が模擬的に被害レベルを５段階
に設定したうえで写真を送付（クラウド活用）。膨大な
情報が集まるなか、メールを受信した段階で被害の
大きい場所が選別でき、状況把握の迅速化が図られ
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的な運用を目指す。

　県内の総合工事業者、専門工事業者、設計業者、
資材業者など各種団体で構成される（一社）沖縄県
建設産業団体連合会（下地米蔵会長）の第36回通
常総会が６月29日、那覇市のホテルロイヤルオリオン
で開かれた。
　下地会長は「若手の良い人材が建設業に入職した
くなる魅力ある業界にするために、職場環境を改善
し、頑張れば高い給料がもらえる業界になるよう一
緒に取り組んでいこう」と呼び掛けた。議事では、平
成29年度事業・決算報告、平成30年度事業計画案
や予算案などを審議し、全会一致で原案通り承認し
た。
　今年度事業計画では、「働き方改革」に伴う労働
環境の整備や社会保険未加入対策、若者の建設産
業への入職に係る調査研究及び研修を実施するほ
か、「建設キャリアアップシステム」の活用促進・周知
にも取り組む。また、工業高校等教育機関と連携し
て、必要とされる学科増設による将来の技術者不足
への対応などにも注力する。
　任期満了に伴う役員改選では下地会長の続投を
決定。副会長の中村達氏（（一社）沖縄県電気管工事

業協会会長）、島袋等氏（沖縄県生コンクリート工業
組合理事長）、野原勉氏（（一社）沖縄県建築士事務
所協会会長）、比嘉森廣氏（沖建協副会長）も再任さ
れた。専務理事には、新たに理事に加わった沖建協
の源河忠雄専務理事が就任。このほか、比嘉章博氏
（（一社）日本塗装工業会沖縄県支部支部長）と大城
克哉氏（協同組合沖縄県鉄構工業会代表理事）も新
理事に選任された。総会終了後には、県環境整備課
の担当者が産業廃棄物の処理に対する補助金の交
付について概要を説明し、各団体会員への周知を求
めた。

沖建協に県産品優先使用要請

美ら島レスキュー2018に参加

建産連が第36回総会開催
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閉会のあいさつをする仲本副会長

下地会長（左から３人目）に要請書を手渡す
呉屋要請団長（同２人目）

沖建協ブースの様子

30年度事業計画案などを承認した
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美里工高で鉄筋・型枠実技実習
モデルハウスづくりに挑戦

協力して作業をした（円内は玉城講師）

実習に参加した生徒の皆さん

　６月15日にスタートした県立美里工業高校の
「鉄筋・型枠実技研修」は、７月24日に１学期最後
の実習を行った。講師の１級建築士・１級建築施
工管理技士の玉城保氏の指導のもと、内枠組立
からスラブ型枠支保工の大引設置までの作業を
行った。型枠板の切断やくぎ打ちなどの実習を終
えた生徒らは「計画通りに作業が終えられた。くぎ
の打ち方だけでいろいろな種類があって、斜め打
ちが難しかった」「垂直に板を切断するのが難しく
何度かやり直したが、くぎ打ちは楽しくできた」な
どと話し、悪戦苦闘の末、やり遂げた実習に手ご
たえを感じている様子だった。
　同実習は、沖建協が工業高校に講師を派遣し
て実施している実技指導で、将来建設業を担う
生徒たちの技術・技能の育成をはじめ、担当教諭
の指導力向上にも一役買っている。
　今回は、６月15日から約３カ月間かけて、鉄筋や
桟木、ベニヤ板などを使って原寸大に近いモデル
ハウスづくりを実践した。実習では、安全や工具整
備の指導をはじめ、施工図の読み方、足場の組み

立て、モデル型枠の解体、資材の仕分け、型枠組
み立て、鉄筋の組み方などを学んだ。実習は来年１
月まで実施。建築科の生徒が３班に分かれて、各
班３カ月をかけて指導を受ける。
　沖建協では、建設業への入職促進事業の一環と
して、平成28年度から同実習を実施しており、今年
で３回目。

上原惠子氏が国交大臣表彰に輝く
女性活躍の推進に貢献

国交省での表彰式に参加した上原氏

県庁を訪れ受賞報告した（右から上原部長、上原氏、
源河忠雄専務理事、喜屋武忠理事）

　今年５月に副会長を退任した上原惠子氏（㈱丸
政工務店代表取締役社長）が、平成30年建設事
業関係功労者等国土交通大臣表彰を受賞した。
　上原氏は７月10日に東京都千代田区の国交省
で行われた表彰式に参加し、「今回の受賞はこれ
からも精進するようにとの励ましだと受け止め、今
後も建設業界における女性活躍の先駆者として
頑張っていきたい」と気持ちを新たにした。
　同月17日には、県土木建築部の上原国定部長を
訪ね、受賞報告を行った。上原氏は「周りの方々の
ご理解があって、さまざまな役職や色々な経験を
させていただいた。業界はまだ男性が大多数を占
めているので、女性もしっかり働けるようにしてい
きたい」と女性目線での業界発展に引き続き取り
組む決意を示した。対応した上原部長は「女性が
活躍できる業界にしていただけるようこれからの
益々のご活躍を期待している」と激励した。
　上原氏は、昭和61年に現会長とともに会社を設
立、昭和63年２月に代表取締役社長に就任。本島
北部地区の建設企業として、経営の近代化、合理
化を進め、技術力の向上に力を注ぎ、会社の発展
に貢献した。また、国土交通省が推進するｉ-Con-
structionに向け、社内でＩＣＴ研修や自社が請け
負ったＩＣＴ土工試行工事の現場見学会などを開
催し、ＩＣＴ活用工事の普及にも貢献。新たな技
術への挑戦を行うなど業界にも影響を与えた。県
内建設業界においては、沖建協副会長、能力開発
協会副会長、建設関連団体等の理事・役員とし
て、県内建設業界の地位向上と発展に大きく貢献
した。
　このうち沖建協では、女性代表者として北部地
区初の評議員となり、平成18年４月に副支部長、
平成20年４月に支部長に就任した。その後、平成
24年５月に地方建設業協会でも初めてとなる女性
副会長となり、今年５月の退任まで６年間努めた。
在任中は協会の事業である入札契約制度の改
善、人事確保・育成、雇用改善、防災・減災活動、
建設事業の掘り起し、災害対策空白地帯を無く

すために会員加入促進の積極的な支援のほか、工
業高校生への資格取得支援などの人材確保・育成
の推進に積極的に提言してきた。
　建災防沖縄県支部においては、平成18年６月か
ら理事を務め、支部組織の整備拡充、事業活動の
活性化を図り、全国労働安全週間や衛生週間、歳
末労働災害防止強化月間等の趣旨をアピールし、
業界の理解と協力を求め加入の促進に尽力した。
現在は、沖建協相談役のほか、沖縄県労働基準協
会の理事等を務め、業界発展と課題解決に向け精
力的に活動している。
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の実習を行った。講師の１級建築士・１級建築施
工管理技士の玉城保氏の指導のもと、内枠組立
からスラブ型枠支保工の大引設置までの作業を
行った。型枠板の切断やくぎ打ちなどの実習を終
えた生徒らは「計画通りに作業が終えられた。くぎ
の打ち方だけでいろいろな種類があって、斜め打
ちが難しかった」「垂直に板を切断するのが難しく
何度かやり直したが、くぎ打ちは楽しくできた」な
どと話し、悪戦苦闘の末、やり遂げた実習に手ご
たえを感じている様子だった。
　同実習は、沖建協が工業高校に講師を派遣し
て実施している実技指導で、将来建設業を担う
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県庁を訪れ受賞報告した（右から上原部長、上原氏、
源河忠雄専務理事、喜屋武忠理事）

　今年５月に副会長を退任した上原惠子氏（㈱丸
政工務店代表取締役社長）が、平成30年建設事
業関係功労者等国土交通大臣表彰を受賞した。
　上原氏は７月10日に東京都千代田区の国交省
で行われた表彰式に参加し、「今回の受賞はこれ
からも精進するようにとの励ましだと受け止め、今
後も建設業界における女性活躍の先駆者として
頑張っていきたい」と気持ちを新たにした。
　同月17日には、県土木建築部の上原国定部長を
訪ね、受賞報告を行った。上原氏は「周りの方々の
ご理解があって、さまざまな役職や色々な経験を
させていただいた。業界はまだ男性が大多数を占
めているので、女性もしっかり働けるようにしてい
きたい」と女性目線での業界発展に引き続き取り
組む決意を示した。対応した上原部長は「女性が
活躍できる業界にしていただけるようこれからの
益々のご活躍を期待している」と激励した。
　上原氏は、昭和61年に現会長とともに会社を設
立、昭和63年２月に代表取締役社長に就任。本島
北部地区の建設企業として、経営の近代化、合理
化を進め、技術力の向上に力を注ぎ、会社の発展
に貢献した。また、国土交通省が推進するｉ-Con-
structionに向け、社内でＩＣＴ研修や自社が請け
負ったＩＣＴ土工試行工事の現場見学会などを開
催し、ＩＣＴ活用工事の普及にも貢献。新たな技
術への挑戦を行うなど業界にも影響を与えた。県
内建設業界においては、沖建協副会長、能力開発
協会副会長、建設関連団体等の理事・役員とし
て、県内建設業界の地位向上と発展に大きく貢献
した。
　このうち沖建協では、女性代表者として北部地
区初の評議員となり、平成18年４月に副支部長、
平成20年４月に支部長に就任した。その後、平成
24年５月に地方建設業協会でも初めてとなる女性
副会長となり、今年５月の退任まで６年間努めた。
在任中は協会の事業である入札契約制度の改
善、人事確保・育成、雇用改善、防災・減災活動、
建設事業の掘り起し、災害対策空白地帯を無く

すために会員加入促進の積極的な支援のほか、工
業高校生への資格取得支援などの人材確保・育成
の推進に積極的に提言してきた。
　建災防沖縄県支部においては、平成18年６月か
ら理事を務め、支部組織の整備拡充、事業活動の
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プレゼン方法なども学んだ（円内は北野講師）

　会員企業の新入社員を対象にしたＩＴ活用研修
が６月18日～22日と７月９日～13日の全10日間の日
程を終了した。研修では、建設業に必要なＩＴの
基礎知識や技術などを習得したほか、動画編集や
プレゼンテーションの方法などを学び、各社の新
入社員28人が修了した。
　最終日の13日には持ち時間２分、テーマは自由
でパワーポイントを使ったプレゼンを行い、これま
で学習した成果を披露した。参加者らは「建設業
の若者不足について」「筋トレの魅力」など各自個
性あふれるテーマでプレゼン。講師を務めた北野
氏は全員のプレゼンを聞き、一人一人に改善点な
どをアドバイスした。北野氏は「これから仕事をす
る中で、相手にどう伝えるかということをよく考え
てほしい」と呼び掛けた。

　プレゼン後に開かれた修了式で、沖建協の久高
唯和課長は「今回のＩＴ研修で新入社員研修は終
了となる。これまで学んだことを会社に戻って活か
して、建設業界で活躍することを期待している」と
激励した。

真剣な表情で受講する参加者（円内は玉代勢講師）

　沖建協は７月13日、建労センターで原価管理講
習会を開いた。会員企業の担当者約90人が参加
し、原価管理の必要性や原価管理方法について学
んだ。講師は明成建設技術顧問の玉代勢幸雄氏
が務めた。
　講習会では、例示の原価管理ソフトを使って、
精度の高い原価管理方法や実行予算の手引きな
どについて説明。玉代勢氏は「原価管理の目的は
昔は支払業務の確認が主流だったが、現在は一
言でいうと利益管理。これからの時代は現場の原
価管理の仕組みづくりが経営を左右する」と指摘
し「原価管理は現場の予算管理や工程管理と常
に表裏一体。講習会を各社の原価管理ソフトづく
りのたたき台として、また本ソフトからヒントを得て
一層の改善を図っていただきたい」と呼び掛け
た。受講者は、持参したパソコンで原価管理ソフト
の使い方や演習を行い、理解を深めた。
　同講習会は会員企業からの要望を受けて初開

催。多数の申込みがあり、原価管理への関心の高
さがうかがえた。参加者からは「日頃、頭に思ってい
たことが実際にパソコンでできるようになった」
「自社以外の実行予算書を見る機会はあまりない
ので、参考になった」などの感想が聞かれた。８月
には宮古、八重山地域での開催も予定している。

原価管理講習会を初開催

沖縄工業と名護商工の生徒ら現場を体感
高校生対象の現場見学会開催

新入社員向けＩＴ活用研修が修了
自社ＰＲビデオ編集・プレゼンテーションを学ぶ

ＨＰCの施工工程に見入る生徒ら（沖縄工業）

てだこ浦西駅の現場で説明を聞く生徒ら（沖縄工業）

　沖建協は、若年建設従事者の入職促進を目的に
工業高校生を対象とした現場見学会を行っている。
　６月22日には、県立沖縄工業高校建築科１・２年
生の生徒ら76人が南城市にある㈱技建のコンク
リート工場と浦添市の沖縄都市モノレールてだこ浦
西駅工事現場などを見学した。技建のコンクリート
工場では、鉄筋の代りに炭素繊維を緊張材として
使用するハイブリット・プレストレスト・コンクリート
（ＨＰＣ）製造の様子を見学。生徒らは「こんなに弾
性があるコンクリートは初めて見た」などと興味を示
し、工場内でＨＰＣ板に乗って弾性を確認し「県内
でもたくさん普及してほしい」と製品の品質を体感
していた。
　また、てだこ浦西駅の建設現場では、駅のホーム
を施工している様子を見ながら、現場担当者から
駅のデザインコンセプトや施工工程などの説明を
受けた。見学を終えた生徒は「ホームの屋根が筒形
なのが今まで沖縄のゆいレールにないデザインで
面白い」「改札が１階にあるのが斬新で便利だと思
う」などと感想を述べた。
　７月５日には県立名護商工高校の電建システム科
１・２年の生徒51人と教諭５人が参加して、名護市
営球場建築現場と恩納村名嘉真の伊武部ビーチ
に建設しているハレクラニ沖縄のホテル建設現場
を見学した。
　このうち、午前中に見学した市営球場では、㈱屋
部土建の仲村優一現場代理人が「現場見学を通し
て、建設業のさまざまな仕事を体感し、将来建設業
に携わったときにぜひ活かしてください」とあいさ
つ。その後各工区の代理人から工事の進捗状況や
工程などについて説明を受けた。また、同校を卒業
して屋部土建の建設技術者として工事に携わって
いる岸本尚之氏が仕事の内容を説明し「高校生活
で学ぶことはとても重要。より興味を深めて勉強を
頑張ってほしい」とエールを送った。見学を終えた
生徒らは、「面積19万８４６２㎡の広大な敷地で仕
事している姿はかっこいい」と話し、「再来年は建
設会社に入って優秀な社員になりたい」と感想を述
べた。

あいにくの雨のなか、工事概要などの説明を聞く生徒（名護商工）

ハレクラニ沖縄の現場を見学した名護商工高２年生の皆さん
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測量機器の説明に聞き入る生徒（左から２人目は徳元氏）

　沖建協は７月17日、糸満市立糸満中学校から依
頼を受けて、2年生を対象に職業人講話を行った。
講話はキャリア学習の一環で同校ＰＴＡが主催。
建設業界への理解や関心を促すことを目的に開
催。講師は、光建設㈱の徳元猛代表取締役と協会
から我喜屋良成業務課長が務めた。
　徳元代表取締役は、自身が建設業に就いたきっ
かけや同社の業務内容などを説明。「建設業は何
もないところから作り出すことで達成感が味わえ
る。形に残ることで子どもたちに伝えていくことが
できる」と建設業の楽しさ、重要さを語った。また、
生徒らは、実際に機器を使用した測量体験も行っ
た。我喜屋課長は建設業の役割について「建設業
は建物や道路をつくることだけではなく、メンテナ
ンスを行い不具合があれば直し、災害時には道路
をふさぐ大木や車などの撤去を行う道路啓開作業
を行っている。助け、守るといったことも重要な建

設業の役割」と話した。
　生徒からは「思っていた以上に機械の技術が進
んでいて良い印象に変わった」「あまり興味のない
業界だったが、やりがいや建設業の取り組みを聞
いて魅力を感じた」などと感想が寄せられ、業界に
対する関心を深めた様子だった。

建設業の魅力を紹介　糸満中で職業人講話

ハローワークで初めて開いた建設業セミナー

　沖建協と沖縄労働局・ハローワーク那覇は７月
24日、那覇市のハローワーク沖縄で「建設業の仕
事セミナー」を開催した。同セミナーは、一般の求
職者向けに、就業目標の選択肢の一つとなるよ
う、建設業への理解と関心を深めてもらうことを
目的に開いたもので、建設業に特化したセミナー
は初めて。当日は女性も含め約15人が参加、講師
は沖建協の山入端孝信総務部長が努めた。
　セミナーで山入端部長は、建設業の役割と各業
種における仕事内容を説明したほか、福利厚生や
今後の需要などを解説。「資格や経験がなくても
入職して勉強しながら経験を積み、資格が取得で
きる環境がある」と建設に従事する魅力を伝え、
「少しでも興味がある方はぜひ、建設業に入職して
ください」と呼びかけた。
　セミナー終了後には、参加者からの質問などが

寄せられ、建設業への理解を深めた様子だった。
ハローワーク那覇の比嘉均所長は「建設業では高
校生向けのキャリア教育などに励んでおられるが、
今回は一般の働く世代の方々にも建設業の魅力を
広く知って頂けたらと思って開催した。今後も継続
して実施したい」と意欲を示した。

セミナーで働く世代に建設業の魅力ＰＲ　

全国安全週間で官民合同パトロール実施

　建災防北部分会（仲泊栄次分会長）は名護労働
基準監督署(安慶名秀樹署長)と合同で建設現場安
全パトロールを実施。安慶名署長は「名護管内では、
昨年９月以降の９カ月間で建設業において４件の死
亡災害が発生。非常事態だ」と強調。「災害未然防止
の観点からも厳しい目でご指導していただきたい」
と呼びかけた。
　パトロールは３班に分かれ、名護市内の食鳥処理
施設建築工事や世冨慶地区地盤改良事、本部町･今
帰仁村のピータイム本部宿舎新築工事やホテル建

指差し唱和する北部分会の安全指導員ら

支部活動報告支部活動報告

■建災防北部分会（北部支部）

　７月１日から７日の全国安全週間に合せて行われている官民合同建設現場安全パトロールが４日、名
護、宮古、八重山管内の３カ所で行われた。今年は台風の影響を受け、那覇と沖縄管内でのパトロールは
中止となった。建設需要が増加するなか、現場における人手不足などから県内の労働災害発生件数が増
加傾向にあることから、労基署と各分会の安全指導員らは安全管理・安全教育の徹底を呼びかけた。

設現場、熱帯ドリームセンター建築改修工事現場な
どをそれぞれ巡回した。

　建災防宮古分会（長田幸夫分会長）は宮古労働
基準監督署(宮國浩署長)と合同で建設現場パト
ロールを実施。安全指導員らが２班に分かれて宮古
島市内を巡回した。
　長田分会長は「建設従事者の安全衛生教育を積
極的に推進し、労働災害の着実な減少を実現しよ
う」と呼びかけた。宮古管内の昨年の死傷災害は６
件で、今年はすでに４件発生している。
　安全指導員らは今年のスローガン「新たな視点で
みつめる職場、創意と工夫で安心管理、惜しまぬ努

パトロールに参加した宮古分会の皆さん

■建災防宮古分会（宮古支部）

力で築くゼロ災」で指差し呼称し、下地島空港旅客
ターミナル整備の現場などを巡回した。　

　建災防八重山分会（米盛博明分会長）は八重山労
働基準監督署（梅澤栄署長）と合同で建設現場安
全パトロールを実施。八重山管内の労働災害は今年
５月末時点で14件（前年同期３件増）発生、このうち
５件は建設業となっている。出発式で梅澤署長は
「現場における安全対策、安全管理の徹底を行って
ほしい」と呼びかけた。その後、指導員らは建築班と
土木班の２班に分かれて、白保小学校校舎増改築工
事や沖縄銀行八重山支店新築工事、新川第２地区
耕土流出防止対策工事現場などを巡回。作業足場

現場の安全確認をした

■建災防八重山分会（八重山支部）

の手すりや筋交い、幅木、ネット設置など転落・墜落
防止や熱中症予防などの対策等を点検・確認した。
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支部活動報告支部活動報告

　那覇支部（長山宏支部長）は７月７日、豊見城
市の瀬長島野球場で毎年恒例のソフトボール大会
を開催した。今年で38回目。前日まで台風の影響
が心配されたが、当日は晴天に恵まれ、15チーム
が参加し、白熱した試合を繰り広げた。
　開会式で長山支部長は「この大会は支部会員
の交流を深めるために行っているが、試合は本気
を出して全力で闘ってほしい」と選手を激励した。
　大会の結果は、２連覇がかかる金秀建設㈱が
㈱豊神建設と㈱金秀沖縄ピーシー㈱を下して決勝
戦に進出。決勝戦では、大鏡建設㈱と先嶋建設
㈱、大晋建設㈱を下して勝ち上がった㈱國場組Ａ
と対戦、14対３で快勝して連続優勝を飾った。

　団体・個人の結果は次の通り(敬称略）。
△団体の部
優勝＝金秀建設㈱
準優勝＝㈱國場組Ａ
△個人の部
打撃賞＝１位・伊敷和樹（㈱國場組Ａ）、２位・久高
将一郎（㈱國場組Ａ）、３位・赤崎尋(金秀建設㈱）

優勝した金秀建設の皆さん

支部会員多数が参加した

敢闘した國場組Ａの皆さん

　那覇支部（長山宏支部長）は７月18日、那覇市
の県総合福祉センターで監理技術者や現場代理
人を対象とした技術講習会を開き、会員企業から
約50人が受講した。講習内容は主に工事成績評
定向上について。講師は午前の部が㈱ビーイング
の池田豊明氏、午後の部はＣＩＣの川人敏行氏が
務めた。
　池田氏は、施工計画書通りに施工することや工
程などを写真や書面で記録を残すことが成績向
上につながると指摘。そのうえで考査項目別運用
表の要点をつかみ、施工プロセスチェックリストを
活用することなどを呼びかけた。そのほかＣＣＰＭ
の考え方や工程表の作成方法などを紹介した。
　川人氏は、工事成績評価点アップの秘訣とし

て、工事成績評定の採点方法のほか、発注者との
コミュニケーションの取り方や施工プロセスの考え
方などを紹介した。

支部活動報告支部活動報告

■那覇支部　恒例のソフトボール大会開催

■那覇支部　工事成績評定向上と工程管理を学ぶ

講師の話を聞く参加者

 　南部支部（上原進支部長）は７月20日、糸満市
のサザンビーチホテル＆リゾート沖縄で、ＣＰＤＳ
講習会を開き、約40人が参加した。講習会では、
講師の川人敏幸氏が安全・熱中症対策とリスクア
セスメントについて解説。安全確保には仕組みづ
くりが重要と指摘した。またリスク要因の発見方
法として①日ごろから組織で「不」と改善を行う②
勇気ある個人のヒヤリハット③安全パトロールによ
る指摘－の３項目を挙げた。
　川人氏は実際に発生した事故事例を紹介しな
がら、対策などを説明。崖地で測量していた技術
者が墜落した事例で、直接原因は命綱未使用だ
が、潜在的な原因もあると指摘、足場未整備、職
員の過信、測量計画の不備などを挙げ、潜在的原
因をなくす対策が必要と強調。「原因にも強弱があ
り、重要な原因をピックアップすることが必要」と
呼び掛けた。

　熱中症予防では、暑さ指数の計測と周知・低
減、作業時間の短縮、水分・塩分の摂取、健康状
態自己チェックシートの活用などを紹介。現場でで
きる対策として朝礼前のラジオ体操、休憩時のスト
レッチ体操、適度な休憩時間の確保などを挙げ
た。

■南部支部　安全・熱中症対策講習会開く

義援金を手渡す知念支部長（右から２人目）ら

　浦添・西原支部（知念章支部長）は７月19日、那
覇市の沖縄タイムス社を訪れ、会員企業で募った
西日本豪雨への義援金33万円を瑞慶山秀彦専務
に託した。
　義援金は同支部会員33社から集めたもので、
義援金のほかに未使用のタオルや雑巾など1550
枚も寄付。沖縄タイムス社は義援金を岡山県、広
島県、愛媛県などの地域に寄付する。
　知念支部長は「被災地のためにできることがな
いかと会員企業に声かけると、皆さんが賛同してく
れた。日頃から支部のチームワークが取れており、
迅速に対応することができた。少しでも被災され
た人の助けになれば」と話した。

■浦添・西原支部　平成30年7月豪雨の被災地へ義援金

レディース賞＝金城可奈子（金秀建設㈱）、玉城
祐美（㈱國場組Ａ）
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　中部支部（手登根明支部長）は６月27日、沖縄
市のドラゴンボウルで第８回ボウリング大会を開催
した。会員の懇親を目的に毎年開催しているもの
で、今回は会員企業から16チーム・54人が参加、熱
戦を繰り広げた。
　試合は２ゲーム行われ、団体の部では１チーム４
人でチームの合計点、個人の部では個人合計得点
を競った。結果は団体の部で光南建設㈱が優勝、
個人の部では津波古真也氏（光南建設㈱）が１位
に輝いた。
　表彰式で手登根支部長は「忙しい時間帯にもか
かわらず、多くの方に参加していただき感謝してい
る。支部活動は会員の皆さんの力なくして行うこ
とはできない。今後も中部支部一丸となって頑
張っていこう」と呼び掛けた。
　大会の主な結果は次の通り（敬称略）。
【団体の部】
優勝：光南建設㈱（1,361点）、準優勝：㈲大協建

手登根支部長（左から２人目）と優勝した光南建設の皆さん

設（1,350点）、３位：㈱大興建設（1,335点）
【個人の部】
１位：津波古真也（光南建設、403点）、２位：徳里
偉織（大興建設、392点）、３位：祖慶祐司（光南建
設、389点）

支部活動報告支部活動報告

■中部支部・北部地区　恒例のボウリング大会開催

　北部支部（仲泊栄次支部長）は７月20日、名護
市の名桜ボウルで支部主催のボウリング大会を開
いた。会員企業の親睦を兼ねて開催しているもの
で、当日は、17チームが出場し、プレーヤーや応援
者ら多数が駆けつけ、熱戦を展開した。
　大会の結果、団体の部は㈱東開発Ａが優勝。個
人の部は仲宗根亮太氏（㈱東開発Ａ）と宮城ゆき
の氏（㈱東開発Ａ）が１位に輝いた。
　支部では、清掃などのボランティア活動などを
実施して地域へ貢献しているほか、災害時に応急
・復旧作業への対応が必要となることから、ボウリ
ング大会などを通して、支部会員同士の親睦を図
り、コミュニケーションを深めることで支部活動の
強化につなげている。
　結果は次の通り（敬称略）。
【団体の部】
１位：㈱東開発Ａ（1,812点）、２位：㈲北勝建設Ａ
（1,636点）、３位：㈱山口建設Ａ（1,476点）

仲泊支部長（右）から優勝楯が贈られた

【個人の部（男子）】
１位：仲宗根良太（㈱東開発Ａ、694点）、２位：親
田真樹（㈲北勝建設Ａ、681点）、３位：名嘉猛（㈲
北勝建設Ａ、630点）
【個人の部（女子）】
１位：宮城ゆきの（㈱東開発Ａ、507点）、２位：上原
幸子（㈱屋部土建Ｂ、480点）、３位：平良久美子
（㈲安護建設工業、445点）

お 知 ら せ
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北勝建設Ａ、630点）
【個人の部（女子）】
１位：宮城ゆきの（㈱東開発Ａ、507点）、２位：上原
幸子（㈱屋部土建Ｂ、480点）、３位：平良久美子
（㈲安護建設工業、445点）

お 知 ら せ
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▼ 概 況

▼ 月別請負金額、単月・累計前年対比の推移

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

※沖縄市は水道局発注工事のみの適用となっております。
※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。

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！

沖縄県
那覇市
名護市
うるま市
沖縄市※
宜野湾市
糸満市
豊見城市
南城市
宮古島市

１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上
５０万円以上
１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上

120日以上
120日以上
120日以上
120日以上
120日以上
120日以上
　90日以上
　90日以上
120日以上
120日以上

石垣市
浦添市
竹富町
久米島町
本部町
与那原町
北谷町
南風原町
西原町
中城村
北中城村

130万円以上
１千万円以上
500万円以上
150万円以上
１千万円以上
１千万円以上
150万円以上
150万円以上
100万円以上
150万円以上
１千万円以上

　60日以上
120日以上
　60日以上
　60日以上
120日以上
120日以上

120日以上

国頭村
大宜味村
伊平屋村
南大東村
恩納村
読谷村
伊江村
宜野座村
伊是名村
北大東村
東村

１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上
150万円以上
１千万円以上
１千万円以上
１千万円以上
130万円以上
150万円以上
150万円以上
１千万円以上

　120日以上
120日以上
120日以上

120日以上
120日以上
120日以上
　90日以上

120日以上

中間前金払制度の導入状況（平成30年8月１日現在）
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

31／41市町村導入

お 知 ら せ お 知 ら せ

沖建協会報　2018. 8月号 沖建協会報　2018. 8月号

沖縄県内の公共工事動向（平成３０年6月分）
西日本建設業保証（株）沖縄支店

【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。

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。

【お手続きの流れ】【お手続きの流れ】

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！

便 利！便 利！
・現金一括で払出可能！
・入金後すぐ利用可能！

安 い！安 い！
・保証料率 0.065％！
・借入利息より断然
　安い！

簡 単！簡 単！
・簡便な出来高認定！
・煩雑な資料作成不要！

3つのメリット
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▼ 月別請負金額、単月・累計前年対比の推移
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※沖縄市は水道局発注工事のみの適用となっております。
※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。

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！
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120日以上
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【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。

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。

【お手続きの流れ】【お手続きの流れ】

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！

便 利！便 利！
・現金一括で払出可能！
・入金後すぐ利用可能！

安 い！安 い！
・保証料率 0.065％！
・借入利息より断然
　安い！

簡 単！簡 単！
・簡便な出来高認定！
・煩雑な資料作成不要！

3つのメリット
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［助成額・助成率］　（　）内は中小企業以外の助成額・助成率

①

②

③教育訓練休暇付与コース 30万円 36万円

MessageMessage ～後輩たちへ～

沖建協会報　2018. 8月号 沖建協会報　2018. 8月号

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を30％→45％、45％→60％、
　60％→75％へ引き上げます。

　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、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/koyou_roudou/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。

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

・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

　上記以外の訓練

・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

・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

・安衛法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・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　　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）

・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練

※

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

在沖米軍施設内の港湾岸壁補修工事。主に現場での測量
やコンクリート管理および安全監理を担当しました。

よこだ・えいご／那覇市出身／2015
年３月沖縄工業高校土木科卒業／
2017年３月東海工業専門学校金山
校測量設計科卒業／2017年４月㈱
太名嘉組入社
　
将来の夢：いろいろな資格を取得し
て、必要な知識を身に着け、社会に
貢献できる現場代理人・監理技術者
になりたい。

現場が徐々に出来上がっていく様は感動です！！
　社会人になると仕事に責任が伴い、プレッシャーを感
じるときもありますが、やりがいを感じる場面もそれ以
上にたくさんあります。現場が徐々に出来上がっていく
のはうれしいし、感動します。先輩方との仕事あとのコ
ミュニケーション(飲み会)も楽しいです。どの仕事も大変
なので、やりがいや楽しみを見つける事が大事だと思い
ます。 沖縄工業高等学校出身

横田　永悟さん（21歳）
（株式会社太名嘉組　土木部）　

球陽高等学校出身
普久原　朝秀さん（24歳）
（株式会社國場組　設備部）　
ふくはら・ともひで／宜野湾市出身
／2012年３月球陽高校国際英語科
卒業／2015年３月沖縄職業能力開
発大学校電気エネルギー制御科卒
業／2017年３月沖縄職業能力開発
大学校生産電気システム技術科卒
業／2017年４月㈱國場組入社
 
将来の夢：施工管理等の資格を取り
現場での経験を重ねてたくさんの知
識と知恵を身に付けて、現場代理人
になること

達成感が大きくやりがいを感じる！！
　父も祖父も建築関係の仕事で、忙しいながらイキイキ
と働く父と祖父のような仕事がしたいと思い入職を決め
ました。現場監督の仕事は大変なことも多いですが、工
事が終わったときの達成感が大きくとてもやりがいのあ
る仕事です。建築業に興味があり、現場監督という職業
に少しでも興味があるのであれば、是非チャレンジして
欲しいです。

現在携わっている現場「合人社那覇松山ビル改修工事」に
て、屋外スロープ部分の測量を行っているところです。
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沖建協会報　2018. 8月号 沖建協会報　2018. 8月号

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を30％→45％、45％→60％、
　60％→75％へ引き上げます。

　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、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/koyou_roudou/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。

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

・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

　上記以外の訓練

・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

・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

・安衛法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・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　　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）

・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練

※

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

在沖米軍施設内の港湾岸壁補修工事。主に現場での測量
やコンクリート管理および安全監理を担当しました。

よこだ・えいご／那覇市出身／2015
年３月沖縄工業高校土木科卒業／
2017年３月東海工業専門学校金山
校測量設計科卒業／2017年４月㈱
太名嘉組入社
　
将来の夢：いろいろな資格を取得し
て、必要な知識を身に着け、社会に
貢献できる現場代理人・監理技術者
になりたい。

現場が徐々に出来上がっていく様は感動です！！
　社会人になると仕事に責任が伴い、プレッシャーを感
じるときもありますが、やりがいを感じる場面もそれ以
上にたくさんあります。現場が徐々に出来上がっていく
のはうれしいし、感動します。先輩方との仕事あとのコ
ミュニケーション(飲み会)も楽しいです。どの仕事も大変
なので、やりがいや楽しみを見つける事が大事だと思い
ます。 沖縄工業高等学校出身

横田　永悟さん（21歳）
（株式会社太名嘉組　土木部）　

球陽高等学校出身
普久原　朝秀さん（24歳）
（株式会社國場組　設備部）　
ふくはら・ともひで／宜野湾市出身
／2012年３月球陽高校国際英語科
卒業／2015年３月沖縄職業能力開
発大学校電気エネルギー制御科卒
業／2017年３月沖縄職業能力開発
大学校生産電気システム技術科卒
業／2017年４月㈱國場組入社
 
将来の夢：施工管理等の資格を取り
現場での経験を重ねてたくさんの知
識と知恵を身に付けて、現場代理人
になること

達成感が大きくやりがいを感じる！！
　父も祖父も建築関係の仕事で、忙しいながらイキイキ
と働く父と祖父のような仕事がしたいと思い入職を決め
ました。現場監督の仕事は大変なことも多いですが、工
事が終わったときの達成感が大きくとてもやりがいのあ
る仕事です。建築業に興味があり、現場監督という職業
に少しでも興味があるのであれば、是非チャレンジして
欲しいです。

現在携わっている現場「合人社那覇松山ビル改修工事」に
て、屋外スロープ部分の測量を行っているところです。



沖建協会報
　 　
発　行　人

2018年 8月号（第579号）
平成30年 8 月  1 日  発行
源河　忠雄

発　行　所

編 　 　 集

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

－19－

［8月号会員の異動］

平成30年7月の動き平成30年7月の動き

平成30年8月の行事予定平成30年8月の行事予定

－18－沖建協会報　2018. 8月号 沖建協会報　2018. 8月号

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

南部

浦添・西原

浦添・西原

浦添・西原

宮古

光建設㈱

東洋コンクリート㈱

(資)廣組

福山商事㈱

㈲千代田開発

P24

P28

P28

P28

P42

代表者

代表者

代表者

代表者

代表者

徳元　直光

新垣　一明

下地　廣

福山　保

与那覇　一輝

徳元　猛

神山　義彦

下地　克哉

福山　一郎

洌鎌　昌美

・沖建協「高校生現場見学会【名護商工・電建システム科】」
（名護市営球場、ハレクラニ沖縄）

・沖建協「防災研修エキスパート版【未受講者対象】」
（八重山建設会館）

・土木技士会「沖縄総合事務局との意見交換会」（沖縄総合事務局）
・沖建協「防災研修エキスパート版【未受講者対象】」

（宮古建設会館）
・沖建協「新入社員IT活用研修」～7/13（金）迄（建労センター）
・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「原価管理講習会」（建労センター）
・沖建協青年部会「事業委員会」（建労センター）

・沖建協「建設業経理事務士3級特別研修【名護商工】」～7/25（水）
迄（名護商工高校）
・沖建協「建設業経理事務士4級特別研修【沖縄工業・浦添工業】」～
7/26（木）迄（沖縄工業高校）
・沖建協「建設業経理事務士4級特別研修【美里工業・美来工科】」～
7/26（木）迄（美里工業高校）
・沖建協「建設委員会」（沖建協委員会室）
・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【名護商工】」～
7/27（金）迄（建設業安全衛生技術センター）
・沖建協「労務対策委員会」（沖建協委員会室）
・沖建協青年部会「研修委員会」（建労センター）
・沖建協青年部会「役員会」（沖建協委員会室）
・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【美来工科】」～
7/29（日）迄（建設業安全衛生技術センター）

・全国建設研修センター「1級土木施工管理技術検定（学科）試験」
・建災防「安全パトロール」
・建設業振興基金「建設業経理事務士特別研修4級」～7/4（水）迄
・県産品奨励月間実行委員会「県産品優先使用の要請行動」

（浦添市）
・県物産公社「『沖縄県優良県産品奨励事業』商品力審査会」（那覇市）
・沖縄しまたて協会「技術開発支援選定委員会」（浦添市）
・建設業福祉共済団「全国事務担当者会議」（東京都）
・県総合防災訓練「ライフライン部会（インフラ復旧）」（那覇市）
・那覇空港拡張整備促進連盟「総会」（那覇市）

・国土交通省「平成30年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰
式」（東京都）
・土木学会西部支部沖縄会「運営委員会・総会」（那覇市）
・県防災危機管理課「美ら島レスキュー2018全体説明会」（那覇市）
・「美ら島レスキュー2018」～7/19（木）迄（那覇市）
・防衛協会「美ら島レスキュー2018（防災訓練）研修」～7/19（木）迄

（那覇市）
・沖縄受信環境クリーン協議会「定期総会」（那覇市）
・県警本部交通部・西日本高速道路「高速道路における落下物対策
連絡会」（浦添市）
・生コンクリート品質管理監査会議（那覇市）
・全建「建設業社会貢献活動推進月間中央行事」（東京都）
・九州土木技士会「通常総会」（福岡県）

・経済団体会議「平成31年度沖縄振興税制改正要望活動」～7/26
（木）迄（東京都）
・建設業企業年金基金「代議員会」（那覇市）
・緑化推進委員会「定時総会」（那覇市）

・経済団体会議「幹事会」（那覇市）

・おきなわ建設フェスタ実行委員会「幹事会」（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
1

3

5

6

　
9
 
10

12
13

　
18

　
19
　
20

23

25

26
　
27
　
28

30

日

火
　

木

金

月

火

木
金
　

水
　

木
　
金

月
　

水

木

金

土

月

・沖建協「役員会」（建労センター）
・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【沖縄工業】」～8/15
（水）迄（建設業安全衛生技術センター）
・沖建協「建設業経理事務士3級特別研修【美里工業・美来工科】」～
8/16（木）迄（美里工業高校）
・沖建協「地域別産学懇談会【名護管内】」（北部建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【沖縄管内】」（中部建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【宮古管内】」（宮古建設会館）
・沖建協「原価管理講習会【八重山地区】」（八重山建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【八重山管内】」（八重山建設会館）
・沖建協「建設業経理事務士3級特別研修【沖縄工業・浦添工業】」～
8/22（水）迄（沖縄工業高校）
・沖建協「1級土木施工管理技術検定試験（実地）受験準備講習会」
～8/22（水）迄（建労センター）

・沖建協「1級建築施工管理技術検定試験（実地）受験準備講習会」
～8/29（水）迄（建労センター）
・建退共「建退共制度説明会【那覇・南部地区】」

（サムシング・フォー西崎）
・建退共「建退共制度説明会【中部地区】」

（沖縄コンベンションセンター）
・建退共「建退共制度説明会【北部地区】」

（北部雇用能力総合センター）
・建退共「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）

・建退共「建退共制度説明会【八重山地区】」（八重山建設会館）

・沖縄県物産公社「『沖縄県優良県産品推奨事業』商品力審査会」
（那覇市）

・全国建産連「総務委員会」（東京都）

・磁気探査協会「磁気探査技士試験合否判定部会」（浦添市）
・九建協「労務対策委員会」（佐賀県）

・県保健医療部健康長寿課「健康長寿おきなわ復活県民会議」
（那覇市）

・建退共本部「建退共制度に関する支部事務局長・担当者意見交換
会」（東京都）
・九建協「専務・事務局長会議」（熊本県）

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
13

　
14

　
15
16

17

20

21　
22
23

28

　

29

　

30

31

月

火
　
　
水
木　
金

月

火
水
木

火

水

　

木

　
金

・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【宮古地区】」～8/2
（木）迄（宮古総合実業高校）

・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【八重山地区】」～
8/8（水）迄（八重山農林高校）

・沖建協「原価管理講習会【宮古地区】」（宮古建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【那覇管内】」（建労センター）
・沖建協「正副会長会議」（沖建協委員会室）

・経済団体会議「本会議」（那覇市）
・沖縄空手国際大会「開会式」（那覇市）
・めんそーれ沖縄県民運動推進協議会「総会・表彰式」（那覇市）
・建設業振興基金「監理技術者講習」（浦添市）
・防衛協会「災害派遣活動報告会」（那覇市）
・全建「建設生産システム委員会」（東京都）
・沖縄空手国際大会「閉会式・表彰式」（那覇市）

・九建協「土木委員会」（佐賀県）
・琉球大学工学部後援会「総会」（那覇市）
・九建協「前会長会」（佐賀県）
・県防災危機管理課「沖縄県総合防災訓練第2回全体会議」（那覇市）
・九建協「建築委員会」（佐賀県）

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 

5

7

8

9

10
13

水

木

金

日

火

水
　
木

金

月
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南部

浦添・西原

浦添・西原

浦添・西原

宮古

光建設㈱

東洋コンクリート㈱

(資)廣組

福山商事㈱

㈲千代田開発

P24

P28

P28

P28

P42

代表者

代表者

代表者

代表者

代表者

徳元　直光

新垣　一明

下地　廣

福山　保

与那覇　一輝

徳元　猛

神山　義彦

下地　克哉

福山　一郎

洌鎌　昌美

・沖建協「高校生現場見学会【名護商工・電建システム科】」
（名護市営球場、ハレクラニ沖縄）

・沖建協「防災研修エキスパート版【未受講者対象】」
（八重山建設会館）

・土木技士会「沖縄総合事務局との意見交換会」（沖縄総合事務局）
・沖建協「防災研修エキスパート版【未受講者対象】」

（宮古建設会館）
・沖建協「新入社員IT活用研修」～7/13（金）迄（建労センター）
・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「原価管理講習会」（建労センター）
・沖建協青年部会「事業委員会」（建労センター）

・沖建協「建設業経理事務士3級特別研修【名護商工】」～7/25（水）
迄（名護商工高校）
・沖建協「建設業経理事務士4級特別研修【沖縄工業・浦添工業】」～
7/26（木）迄（沖縄工業高校）
・沖建協「建設業経理事務士4級特別研修【美里工業・美来工科】」～
7/26（木）迄（美里工業高校）
・沖建協「建設委員会」（沖建協委員会室）
・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【名護商工】」～
7/27（金）迄（建設業安全衛生技術センター）
・沖建協「労務対策委員会」（沖建協委員会室）
・沖建協青年部会「研修委員会」（建労センター）
・沖建協青年部会「役員会」（沖建協委員会室）
・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【美来工科】」～
7/29（日）迄（建設業安全衛生技術センター）

・全国建設研修センター「1級土木施工管理技術検定（学科）試験」
・建災防「安全パトロール」
・建設業振興基金「建設業経理事務士特別研修4級」～7/4（水）迄
・県産品奨励月間実行委員会「県産品優先使用の要請行動」

（浦添市）
・県物産公社「『沖縄県優良県産品奨励事業』商品力審査会」（那覇市）
・沖縄しまたて協会「技術開発支援選定委員会」（浦添市）
・建設業福祉共済団「全国事務担当者会議」（東京都）
・県総合防災訓練「ライフライン部会（インフラ復旧）」（那覇市）
・那覇空港拡張整備促進連盟「総会」（那覇市）

・国土交通省「平成30年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰
式」（東京都）
・土木学会西部支部沖縄会「運営委員会・総会」（那覇市）
・県防災危機管理課「美ら島レスキュー2018全体説明会」（那覇市）
・「美ら島レスキュー2018」～7/19（木）迄（那覇市）
・防衛協会「美ら島レスキュー2018（防災訓練）研修」～7/19（木）迄

（那覇市）
・沖縄受信環境クリーン協議会「定期総会」（那覇市）
・県警本部交通部・西日本高速道路「高速道路における落下物対策
連絡会」（浦添市）
・生コンクリート品質管理監査会議（那覇市）
・全建「建設業社会貢献活動推進月間中央行事」（東京都）
・九州土木技士会「通常総会」（福岡県）

・経済団体会議「平成31年度沖縄振興税制改正要望活動」～7/26
（木）迄（東京都）
・建設業企業年金基金「代議員会」（那覇市）
・緑化推進委員会「定時総会」（那覇市）

・経済団体会議「幹事会」（那覇市）

・おきなわ建設フェスタ実行委員会「幹事会」（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
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・沖建協「役員会」（建労センター）
・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【沖縄工業】」～8/15
（水）迄（建設業安全衛生技術センター）
・沖建協「建設業経理事務士3級特別研修【美里工業・美来工科】」～
8/16（木）迄（美里工業高校）
・沖建協「地域別産学懇談会【名護管内】」（北部建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【沖縄管内】」（中部建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【宮古管内】」（宮古建設会館）
・沖建協「原価管理講習会【八重山地区】」（八重山建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【八重山管内】」（八重山建設会館）
・沖建協「建設業経理事務士3級特別研修【沖縄工業・浦添工業】」～
8/22（水）迄（沖縄工業高校）
・沖建協「1級土木施工管理技術検定試験（実地）受験準備講習会」
～8/22（水）迄（建労センター）

・沖建協「1級建築施工管理技術検定試験（実地）受験準備講習会」
～8/29（水）迄（建労センター）
・建退共「建退共制度説明会【那覇・南部地区】」

（サムシング・フォー西崎）
・建退共「建退共制度説明会【中部地区】」

（沖縄コンベンションセンター）
・建退共「建退共制度説明会【北部地区】」

（北部雇用能力総合センター）
・建退共「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）

・建退共「建退共制度説明会【八重山地区】」（八重山建設会館）

・沖縄県物産公社「『沖縄県優良県産品推奨事業』商品力審査会」
（那覇市）

・全国建産連「総務委員会」（東京都）

・磁気探査協会「磁気探査技士試験合否判定部会」（浦添市）
・九建協「労務対策委員会」（佐賀県）

・県保健医療部健康長寿課「健康長寿おきなわ復活県民会議」
（那覇市）

・建退共本部「建退共制度に関する支部事務局長・担当者意見交換
会」（東京都）
・九建協「専務・事務局長会議」（熊本県）

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
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30

31

月

火
　
　
水
木　
金

月

火
水
木

火

水

　

木

　
金

・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【宮古地区】」～8/2
（木）迄（宮古総合実業高校）

・沖建協「高校生小型車両系建設機械特別教育【八重山地区】」～
8/8（水）迄（八重山農林高校）

・沖建協「原価管理講習会【宮古地区】」（宮古建設会館）
・沖建協「地域別産学懇談会【那覇管内】」（建労センター）
・沖建協「正副会長会議」（沖建協委員会室）

・経済団体会議「本会議」（那覇市）
・沖縄空手国際大会「開会式」（那覇市）
・めんそーれ沖縄県民運動推進協議会「総会・表彰式」（那覇市）
・建設業振興基金「監理技術者講習」（浦添市）
・防衛協会「災害派遣活動報告会」（那覇市）
・全建「建設生産システム委員会」（東京都）
・沖縄空手国際大会「閉会式・表彰式」（那覇市）

・九建協「土木委員会」（佐賀県）
・琉球大学工学部後援会「総会」（那覇市）
・九建協「前会長会」（佐賀県）
・県防災危機管理課「沖縄県総合防災訓練第2回全体会議」（那覇市）
・九建協「建築委員会」（佐賀県）

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
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お知らせお知らせ

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。

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。　

国
の
制
度

　
　
　つ
の
特
長
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沖建協会報
今月号の主な内容

平成30年

8
月号

No.579

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

◆ 第 3回役員会を開催
◆ 建産連が通常総会開く
◆ 美里工高で鉄筋・型枠実技実習 OCA

あんぜんぼーや


