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東日本外壁仕上業協同組合で平成２９年度通常総会開催
東日本外壁仕上業協同組合（高橋

開催された。懇親会の席上挨拶に

敦也理事長）は５月２６日、東京・千

立った高橋理事長は、「ご存知の通

代田区のアルカディア市ヶ谷にお

り昨年の総会で私は前理事長から現

いて、平成２９年度通常総会を開催し

職を引き継ぎました。この一年、諸

た。

事業に取り組む中で組合経営の厳し

議案審議では、平成２８年度事業報

さ、難しさを痛感させられて参りま

告書および決算報告書承認の件、平

した。社会保険未加入問題に関して

成２９年度事業計画案および収支予

も、今年度を限度に加入の義務化が

算案承認の件、経費の賦課および徴

決定するなど大変厳しいものとなり

懇親会は、
ＮＰＯ法人湿式仕上技術

収方法の件が審議され、いずれも原

ました。一方、会員増強についても

センター・小俣一夫顧問が「人材不

案通り承認・決定された。新年度の

努力してはいますが、中々思い通り

足の解決策の一つとして皆様の会社

重点事業としては、基幹技能者・一

の成果を上げるまでに至っておりま

に託児所を作るなどし、子育て支援

級技能者講習会等を内容とした技能

せん。登録基幹技能者の講習も昨年

をすることが有能な社員、特に女性

者育成に関する事業、長期性能保証

同様しっかり取り組んで参ります。

社員の確保に繋がるのではないか」

制度事業の拡大、建設技能労働者の

同基幹技能者は国交省としても主任

と革新的な提案を行い、同氏の発声

人材確保・育成の促進および社会保

技術者要件として位置付ける方針で

で乾杯し開宴となった。挨拶の中で

険未加入問題などの改善、さらには

あり、キャリアアップのためには魅

同氏は日本建築仕上材工業会専務理

ホームページによる外壁仕上に関す

力溢れた資格です。当組合はこの一

事の井上照郷氏を「アスベスト問題

る啓蒙普及と情報提供、
『ＮＧＳ通信』

年、若い組合経営者が抱える諸問題

に関する第一人者」として紹介。席

による組合活動の広報などが挙げら

をフォローアップできる頼りがいの

上、同専務理事も昨年４月に国が策

れた。議事終了後には、西川岳人常

ある団体を目指したいと考えており

定した内外壁改修時および解体時お

務理事による
「外国人技能実習生受

ます。役員をはじめ組合員各位には

けるアスベスト含有仕上塗材の処理

入制度とその実情について」の講演

引き続きご支援ご協力をいただきま

技術指針などについて要約を紹介し

が行われた。

すよう、改めてお願い申し上げます」

た。宴会は７時過ぎ、盛会のうちに

と挨拶した。

散会した。

総会終了後の５時より懇親会が

挨拶する高橋理事長

近畿外壁仕上業協同組合が第４２回通常総会開催
近畿外壁仕上業協同組合（神農竹

いずれも原案通り承認決定した。

目指し、組合員各位に役立てる組合

夫理事長）は５月２９日、大阪市北区

その結果、平成２９年度事業として

づくりに向け役員一同頑張っていき

の「リーガロイヤルホテル」にて第

は「昨年まで推進してきた諸事業を

たい」
（ 神農理事長）との事業方針の

４２回通常総会を開催した。総会で

積極的に展開していきたいとし、特

もとで、活路開発委員会、運営調査委

は①平成２８年度事業報告承認に関

に『登録外壁仕上基幹技能者』につい

員会、
ＩＴ・福利委員会、技能開発委員

する件、②同年度収支決算および剰

ては建築業法上『主任技術者』との位

会、総務企画委員会、青年部会、事務

余金処分案に関する件、③平成２９年

置づけられる見込みであり、その評

局の

度事業計画案承認に関する件、④同

価も高まる機運にあること等からさ

が一丸となって目標（事業計画）達成

年収支予算案承認に関する件⑤その

らに推進していく。
『生き残るだけの

に努力していくこととなった。総会

他の事項─の５案件について審議、

組合』ではなく、『勝ち残る組合』を

終了後の５時より別会場に来賓など
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NGSの概要
■ ４０年の歴史をもつ全国組織です ■

８０余名を招き、懇親会を開催した。
懇親会の冒頭、神農理事長は「昨年
の総会で理事長を拝命し、皆様のご
支援ご協力のもとで課題に取り組
み、本日皆様にお会い出来ましたこ
とに感謝いたします。５月の総会
シーズンですが、建設業界団体の会
合に参加させていただくことが多く

懇親会で挨拶する神農竹夫理事長

ございます。そんな席で大手ゼネコ

司・大阪府中小企業団体中央会事務

ンさんはバブル期を凌ぐ空前の利益

局長が挨拶した。

を上げているとの話を耳にします。

来賓および新入会員の紹介があり、

しかしながら我々にはその恩恵が伝

賛助会員を代表して小林利禎・小林

わらず、複雑な気持ちを抑えること

塗料産業㈱代表取締役が乾杯の発声

がで出来ません。業界は今、少子化

を行ない宴会となった。懇親会には

時代を迎え、さらに高齢化社会の到

来賓として横田荘司・大阪府中小企

来で若い人たちの入職が厳しくなっ

業団体中央会事務局長、廣瀬真治・

ています。我々は若い人たちに魅力

日本建築仕上材工業会大阪支部長、

ある団体や会社にして行かなくては

磯部明良・大阪府塗装工業協同組合

なりません。基幹技能者についても

理事長、福田康仁・近畿マスチック

国は主任技術者要件として位置付け

事業協同組合副理事長、大槻喜八郎・

ることを決定したようです。こうし

大阪塗装協同組合理事長、岡本森廣・

た信用ある資格者が多くいる企業に

公益社団法人大阪府建築士会会長、

したいと考えております。本年も諸

松山

課題が山積する本組合ですが、変わ

ター理事長、久保賢次・㈱工文社社

功・ＮＰＯ集合住宅改善セン

らぬご支援ご協力をお願い申し上げ

長ほか報道関係者が１２名が出席し

ます」と挨拶した。

た。懇親会は７時前、後藤大輔理事

このあと、来賓を代表して横田荘

の中締めで盛会裡に散会した。

平成２９年度外壁仕上一級技能者
認定講習の開催日程
当連合会が行う平成２９年度外壁

および問い合わせ等は、受講場所に

仕上一級技能者講習の開催日程は下

よりそれぞれ各地区ごとになります

記の通り実施されます。受講申込み

ので、ご注意下さい。

地

区

開催日時

開催場所

受付窓口（問合せ窓口）
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
℡03-3374-3981

東京地区
（認定）

平成 29 年 7 月 15 日㈯
時間／ 8:30 ～ 17:00
（受付 8:30 から開始）

アイワテック㈱
〒116-0003
東京都荒川区南千住 6-58-4
℡03-3799-6011

東京地区
( 更新 )

平成 29 年 7 月 22 日㈯
時間／ 8:30 ～ 17:00
（受付 8:30 から開始）

明新工業㈱
〒332-0001
埼玉県川口市朝日 3-2-15
℡048-299-7377

大阪地区

平成 29 年 7 月 8 日㈯
時間／ 8:30 ～ 17:00
（受付 8:30 から開始）

㈱フジペック紀陽営業所
〒577-0016
大阪府東大阪市長田西 3-1-6
℡03-6745-3671

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

福岡地区

平成 29 年 7 月 29 日㈯
時間／ 8:30 ～ 17:00
（受付 8:30 から開始）

㈱ニシイ
〒812-0007
福岡市博多区恵比寿 3-4-6
℡092-415-4518

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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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：高橋 敦也）
□近畿外壁仕上業協同組合
（理事長：神農 竹夫）
□愛媛県仕上工事業協同組合
（理事長：池田 貞伸）
□福岡外壁仕上業協同組合
（理事長：川口 大介）

■ 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。
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