
126 　Vol.41 No.483　2015-10

　国土交通省はこのほど平成２７年

度の優秀施工者国土交通大臣顕彰

（建設マスター）、および青年優秀施

工者土地・建設産業局長顕彰（建設

ジュニアーマスター）に上記の２氏

を選出した。所謂、建設マスター、建

設ジュニアーマスターの顕彰制度

は、わが国の建設産業においては今

後、少子化・高齢化の進展に伴い労

働力不足時代の本格的到来が予想さ

れる中で、直接施工に当たる建設技

能労働者の不足が深刻化することが

危惧されている。そのためには優秀

な人材を確保育成することが良質な

建設生産物を安価で国民に供給して

いくための重要な課題となっている

ことから設けられ制度で、平成４年

度の第１回目の顕彰から平成２６年

度までにのべ８，４１３人が顕彰されて

いる。国土交通省では、建設産業の

第一線で「ものづくり」に直接従事し

ている建設技能者の中から、特に優

秀な技能・技術をもち、後進の指導・

育成等に多大な貢献をしている人を

国土交通大臣が顕彰することにより

「ものづくり」に携わる人の誇りと意

欲を増進させるとともに、その社会

的地位の向上を計ることを目的とし

て、平成４年より実施してきたもの。　

同顕彰式は１０月９日、東京港区のメ

ルパルク東京で行われる。

No.15
10月号

優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）に
中村 勝氏（防水工事／山崎工業㈱・大阪市）、

青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰（建設ジュニアーマスター）に
古市篤史氏（㈱ビケンテック・大阪府）が選ばれる

　当連合会が行う平成２７年度登録

外壁仕上基幹技能者更新講習会の

開催日程は下記の通りと実施されま

す。受講申込みおよび問い合わせ等

は、受講場所によりそれぞれ各地区

ごとになりますので、ご注意下さい。

平成２７年度登録外壁仕上基幹技能者・認定講習の開催日程

地　区

大阪地区

愛媛地区

東京地区

福岡地区

   　 　開催日時

平成 27 年 11 月

7（土）・8 日（日）

時間／ 8:00 ～ 16:00

（受付 8:30 から開始 )

平成 27 年 11 月

14（土）・15 日（日）

時間／ 8:00 ～ 16:00

（受付 8:30 から開始 )

平成 27 年 11 月

28（土）・29 日（日）

時間／ 8:00 ～ 16:00

（受付 8:30 から開始）

未定

     　　　　　　開催場所

日建学院・梅田校

〒530-0014　大阪市北区鶴野町 1-9

梅田ゲートタワー 3 階

℡03-6377-1055

ポリテクセンター愛媛

〒791-8044　愛媛県松山市西垣生町 2184

℡089-972-0329

建学院・新宿校

〒160-0023　東京都新宿区西新宿 7-2-4

新宿喜楓ビル 2 階

℡03-6894-5800

未定

　　　　　受付窓口（問合せ窓口）

近畿外壁仕上業協同組合

〒550-0011 　大阪市西区阿波座 1-7-12

℡06-6533-0768

愛媛県仕上工事業協同組合

〒791-8021　愛媛県六軒家町 3-20 

℡089-926-2067 

東日本外壁仕上業協同組合

〒151-0053 　東京都渋谷区代々木 2-5-1

羽田ビル 502

℡03-3374-398

福岡外壁仕上業協同組合

〒815-0074　福岡県福岡市南区寺塚 1-15-1 

℡092-512-9141　　　
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主催者を代表して挨拶する伊藤 勉・山崎工
業㈱代表取締役社長

■ ４０年の歴史をもつ全国組織です ■
　日本外壁仕上業協同組合連合会（本部／東京都・
会長／野口陽一：略称ＮＧＳ）は、昭和４２年に日本
建築仕上材工業会の前身である日本防水リシン工
業会の施工部門が独立して設立された建築吹付工
事の専門家組織です。今日、外壁仕上協同組合連
合会所属の会員会社は、吹付・塗装を業務の核と
しながらも、屋根・防水・内装工事など幅広い事
業展開をしており、時代が求める総合リフォーム
のプロ集団へと変貌を遂げつつあります。国土交
通省の行政指導のもと以下の全国５地区に事務所
を置く協同組合の連合体です。活動状況など詳しく
は本部事務局または各組合事務局にお訊ね下さい。
□東日本外壁仕上業協同組合（理事長：池田 稚夫）
□近畿外壁仕上業協同組合（理事長：岩田 紳一）
□愛媛県仕上工事業協同組合（理事長：義野 寛幸）
□福岡外壁仕上業協同組合（理事長：川口 大介）
□中国外壁仕上業協同組合（理事長：稲本 和生）

■ 登録外壁仕上基幹技能者を育成 ■
　登録基幹技能者制度は、建設産業の労働生産性
の向上、品質・性能・安全の確保のために建設２７
業種３５団体で整備された制度です。基幹技能者は、
専門工事業種ごとの高度な専門知識・技能を有す
るだけではなく、建設一般に関する幅広い知識を
有する人材です。それゆえに、現場の実態に応じ
た的確な施工方法を技術者に提案することができ、
関連業種との調整能力も発揮する人材です。
　また、効率的な工事推進のための優れた現場管
理能力・原価管理能力を有し、建設産業の労働生
産性を高めることに資することのできる人材です。
登録外壁仕上基幹技能者は、塗装・吹付分野での
熟練技能者、上級職長に位置付けられます。建設
現場で働く技能者をリーダーシップをもって束ね、
指示・指導しながら、優れた塗装・吹付工事を達
成できるよう努める人材です。登録外壁仕上基幹
技能者になるためには、塗装・吹付分野での１０
年以上の実務経験と３年以上の職長経験が必須と
なります。そのうえで、外壁仕上一級技能者合格
者または国土交通大臣優秀施工顕彰者（建設マス
ター）であるという条件が必要となります。
　当該資格は、吹付塗装の分野における最上位資
格であります。登録基幹技能者を目指すことは、
技能者が段階的にスキルアップしていくための大
きな目標となります。国土交通省は、登録基幹技
能者に対する経営事項審査（経審）の加点について、
Ｚ（技術力）の評価項目の中で、一人当たり一律３
点を加点することを決定しています。国土交通大
臣に登録をした機関が実施する登録基幹技能者講
習を修了し試験に合格した者は、新たに経営事項
審査で加点されることとなります。さらに、大手ゼ
ネコンの協力を得ることを通じて、基幹技能者の
賃金を底上げしていけるような制度も模索されて
おり、基幹技能者への期待は拡大しつつあります。
　日本外壁仕上業協同組合連合会は、国土交通省
令第３号建設業法施行規則の一部を改正する省令

（平成２１年４月２８日付）に基づき、基幹技能者認定
講習会を運営実施する認定団体として登録されま
した。講習は、建設業法施行規則第１８条の３の
６の規定に基づき「登録建設塗装基幹技能者」の認
定を行う講習会であり、当該資格を取得するため
には、この講習を受け、試験に合格する必要があ
ります。吹付・塗装分野に携わっておられる方は、
積極的に登録外壁仕上基幹技能者試験の受験をお
薦め致します。登録基幹技能者の具体的役割は、
建設工事現場の要となる、上級職長等として、以
下の役割を通じて効率的で生産性の高い工事を実
施する者を指します。　
１．現場の状況に応じた施工方法、工程等の提案、
調整等、２．現場作業を効率的に行うための技能
者の適切な役割分担等作業手順の決定、３．他の
技能者の施工に係わる指示、指導、４．前工程・
後工程に配慮した他の職長等との連絡調整。登録
基幹技能者に必要な能力は、１．吹付塗装の技術
に熟達していること、２．吹付塗装の技術に関連
する知識、技術の進展等に対応していく力、３．
現場をまとめ、体系立った効率的な作業を実施す
るための管理能力、４．塗装・吹付に携わる方。

　 ■ 受験資格・手続き・経営審査 ■
　平成１４年〜２０年に外壁仕上基幹技能者に合格
された旧基幹技能者の方は、制度が登録外壁仕上
基幹技能者になるにあたり、特例講習を受講する
必要があります。特例講習の実施は、２１年１０月
から２４年３月までで完了となりました。

NGSの概要

　当連合会の理事会社である山﨑工

業㈱（山﨑睦治代表取締役会長、伊藤

勉代表取締役社長）／本社・大阪）は、

９月２８日午後４時より大阪市北区

の「ホテル阪急インターナショナル」

にて「設立５０周年記念式典・講演会・

祝賀会」を開催した。

　記念式典では冒頭、伊藤勉社長が

挨拶。同社長は「皆様と縁を大切に

しながら信頼される企業として次の

６０年、７０年、１００年に向け、自己研鑽

し努力して参ります。変わらぬご支

援を重ねてお願い申し上げます」と

述べた。このあと、来賓を代表して

森田敏晴・旭化成リフォーム㈱代表

取締役社長ら３氏が挨拶した。

　表彰式では永年勤続者４名に対し

表彰状が授与されたほか、協力業者

５社にも感謝状が贈られた。休憩を

挟み５時１０分より「今だから言える

話」と題し、元阪神タイガースの金本

知憲氏と元関西テレビのアナウンサー

梅田淳氏のトークショーがあった。

　６時３０分から祝賀会が開催され

山﨑工業が設立５０周年記念式典および祝賀会を開催

た。祝賀会では岩田紳一・近畿外壁

仕上業協同組合理事長が挨拶と乾杯

の発声を行った。歓談のあと、山﨑

睦治・同社代表取締役会長が登壇。

同氏は「本日はご多用の中、当社の設

立５０周年記念式典および祝賀会に

ご出席いただき、誠に有難うござい

ました。これからも社員が夢を語れ

るような会社にすべく、伊藤社長と

ともに全社で精進して参りますの

で、これからも山﨑工業をよろしく

お願い申し上げます。本日は有難う

ございました」と謝辞を述べた。祝

賀会には同社の取引先等２００余名が

出席。８時３０分過ぎ、盛会裡にお開

きとなった。

■訃報　

高橋　修氏（本連合会理事で㈱ワー

ルド工業代表取締役 高橋敦也氏の

ご尊父）は９月２３日逝去されまし

た。通夜は２６日午後６時より、告別

式は２７日午前１０時より埼玉県草加

市の谷塚斎場にて厳かに執り行われ

ました。喪主は長男の敦也氏。

　本連合会の友好団体である「日本建築

仕上材工業会」は、昭和４０年６月１０日に

「防水リシン工業会」として発足、翌月７

月に同名の団体を設立した。同月の７

月１２日、製造業者１２社、施工業者７社で

設立総会を開催した。昭和４２年にこの

「防水リシン工業会」の専門吹付施工会

社は、全国組織「日本吹付施工協会」を立

ち上げた。本連合会の初期団体である。

一方、製造会社は昭和４４年１２月に「日本

湿式建材工業会」と改称し、さらに４８年

には「日本建築仕上材工業会」と改称、昭

和５５年１月に現在の「日本建築仕上材

工業会」となった。防火認定の通則認定

団体として、また仕上材料の基幹団体と

して活発な活動を展開している。同工

業会は今春、創立５０周年を迎え、明治記

念館で盛大に祝賀式典を開催したこと

は会員各位もご存知のとおり。同工業

会はこの７月、機関誌「ＮＳＫ会報」で創

立５０周年記念特集号を組んだ。文中、

同工業会設立時より中心的存在として

知られる小俣一夫氏の「吹付けの歩んだ

道」、および本連合会の初代会長の山室

賢太郎氏の「ＮＳＫ５０周年に寄せて」は業

界の歴史を学ぶ上で貴重な文章と言え

よう。一読をお薦めしたい。

ＮＳＫが、機関誌「ＮＳＫ会報」で創立５０周年記念特集


