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　暑中お見舞い申し上げます
大阪府左官工業組合
　理事長　　邑 智　保 則　　

　夏本番を迎え、毎日暑い日が続きます。組合員、賛助会員の皆様方には
お元気でお過ごしのことと拝察致します。
　日頃は、大阪府左官工業組合の活動に格別のご理解とご協力を頂き誠に
ありがとうございます。

　さて建設業全体では、職人が高齢化して足らなくなると言われていますが、なかなか忙しくならな
い状態が続いております。一方ゼネコン各社の今年の決算を見ると、各社好決算に沸いています。こ
こ数年で、国土交通省の設計労務単価が30％程値上げされましたが、まだまだ専門工事業者には、
10％ぐらい、職人には1,000円ぐらいしか上がってきていないのが現状ではないでしょうか。
　もっと、単価を上げていって、いいのではないでしょうか。若い職人をもっと入職させないと、
職人が極端に減っていきます。若い人を左官という職種に目を向けてもらうためにも、賃金を上げて
いかなければならないのです。
　今我々左官業界はいろいろな問題を抱えております。それを解決するため、今後の組合活動の取り
組みを書かせていただくと、
　１．社会保険未加入問題への取り組み　
　　　まず、標準見積書を必ず出してもらうことから始まります。
　　 　支部会で各社の考え方を聞きながら、自分の会社の現状を分析し、どうしたら法律を遵守出来
るかを、社会保険労務士の先生と相談しながら、自社の方針を決めていく作業を来年４月まで煮
詰めていく作業の手助けを、労務委員会を中心に活動を行っていく予定です。

　２．若年労働者の入職確保に関する問題
　　　今年も出前授業を行います。
　　 　今年の出前授業は、鉄筋組合、躯体組合と合同での工業高校向けと、組合独自での中学校向け
と２つに分けて行いたいと思って降りますので、組合員の皆様のご協力をお願いいたします。

　３．エンドユーザー向けのPR活動
　　 　第２回左官まつりを９月18日弁天町オーク200広場で行います。どうか組合員皆様も、ご家族
共々来ていただき、左官の良さを、みんなでPRして左官の地位を上げようではありませんか！
特に今年はNHK「真田丸」のタイトルバックに左官の壁が使われています。

　　 　その他にも、10月26・27日マイドーム大阪で設計事務所、ゼネコン向けに建設技術展に左官技
術を出展しようと思っております。

　　 　その他にも、左官工法の講習会、足場の講習会等随時組合員の皆様に情報を提供させて頂きま
すのでホームページ、フェイスブック等覗きに行ってください。

　　 　一人では、なかなか解決出来ない問題も、みんな一致団結することで解決することもあります
ので、どうか、支部会にお集まり頂きたくお願い申しあげます。

　　 　終わりに、組合員並びに賛助会員各社のご隆盛と、ご健勝ご多幸をお祈り申し上げます。
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　平成28年度第44回通常総会が、シティプラザ大阪で５月12日に開催され、組合員企業85社のうち

74社（委任状31社含む）が参加して次第事項が決議された。

　役員改選では、邑智理事長の再任が決まり、役員も重任となった。

　また通常総会に先立ち、第25回青年部総会が、中川部長をはじめメンバー30人が出席し開催され、

同じく中川部長が再任された。

　今年度は、総会前に、阿食相談役による「バルセロナ紀行」と題しての記念講演が行われました。

　総会のあとには、懇親会が催され、大阪府建団連北浦会長をはじめ、ご来賓の方々にお祝辞をいた

だき、賛助会員の方々を交え、意見交換がなされた。

第44回　通　常　総　会

邑智理事長の挨拶 𠮷村理事による事業報告

懇親会風景



第 73 号（4）平成 28 年８月１日

第44回　通常総会次第

１．開　会　の　辞
２．理 事 長 挨 拶
３．議　長　選　出
４．議事録作成理事の指名
５．議　　　　　事
　　第１号議案　平成27年度事業報告承認の件
　　第２号議案　平成27年度決算報告書承認の件
　　　　　　　　並びに平成27年度決算監査結果報告の件
　　第３号議案　平成28年度事業計画(案)承認の件
　　第４号議案　平成28年度収支予算(案)承認の件
　　第５号議案　組合員並びに賛助会員の加入、脱退報告の件
　　第６号議案　役員改選の件
　　第７号議案　その他
６．総括的質疑応答
７．議事録作成理事の解任
８．一般社団法人日本左官業組合連合会会長表彰
９．一般社団法人日本左官業組合連合会
　　近畿ブロック会会長表彰
10．一般社団法人大阪府建団連会長表彰
11．大阪府左官工業組合理事長表彰
12．叙勲・大臣表彰受賞者に対する記念品贈呈
13．閉　会　の　辞

新 役 員

理 事 長　　　邑　智　保　則

副理事長　　　舛　谷　祐　之

副理事長　　　一貫坂　　　彰

専務理事　　　大　関　憲　二

専務理事　　　北　谷　𠮷　弘

理　　事　　　𠮷　村　次　郎

理　　事　　　渡　邊　正　樹

理　　事　　　田　村　多喜志

理　　事　　　澤　井　　　溥

理　　事　　　藤　田　廣　志

理　　事　　　佐　藤　道　章

理　　事　　　石　田　英　次

理　　事　　　吉　川　昌　伸

理　　事　　　髙　野　信　夫

監　　事　　　林　田　　　渡

監　　事　　　中　川　博　志

　邑智理事長は、開会挨拶にたち、左官業の現状について、仕上げ屋から下地屋になっているが、
自ら仕上げに関する理解を深め、勉強することが必要であり、更に出前講座や左官まつり等を通じ
て、左官技術を広くアピールしなければならない。
　また、社会保険に関しても「今年は、法定福利費を職人に支払っていくための取り組みを進め、
職人の社会保険加入を進めなければならないが、各社各々に事情が異なり、多面的に方策を考慮する
必要がある」と述べた。

左官業界は、今いろいろな課題に直面しています。我々の明日のために、総会はもと

より支部会・組合主催のあらゆる行事に参加ください。

忌憚ないご意見をいただき、みんなで明日のためにボトムアップをいたしましょう！
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〈相 談 役〉
阿食 更一郎

〈理 事 長〉
邑智　 保則

清谷　　 宏
北谷　 泰夫
安永　 吉雄
石田　 春己
佐藤　 繁夫
山本 日出敏
吉田 　　進

顧　　　問

〈委 員 長〉
石田　 理事

〈副委員長〉
髙野　 理事

〈委　　員〉
田村 多喜志
藤田　 廣司
吉川　 昌伸
渡辺　 寛明

労務委員会

〈委 員 長〉
渡邊　 理事

〈副委員長〉
中川　 監事

〈委　　員〉
吉村　 次郎
林田　 　渡
増田　 裕樹

情報委員会

〈委 員 長〉
田村　 理事

〈副委員長〉
吉川　 理事

〈委　　員〉
澤井　 　溥
髙野　 信夫
品川　 大輔

総務委員会特別委員会

〈委 員 長〉
佐藤　 理事

〈副委員長〉
澤井　 理事

〈委　　員〉
渡邊　 正樹
中川　 博志
須崎　 仁之

技能向上委員会

〈委 員 長〉
𠮷村　 理事

〈副委員長〉
藤田　 理事

〈委　　員〉
佐藤　 道章
林田　　 渡
髙橋　 一郎
藤田　 敦士

・若年労働者確保・
　育成

・単価の動向

・社会保険未加入
　問題

・海外研修生に
　関する事

・安全管理活動に
　関する事
　(足場講習会ほか
　講習）

・ＯＰＡの発行

・ホームページ維持
　管理

・理事会・各委員会
　活動の組合員へ
　の開示

・組合員に役立つ
　情報の取得・開示

・デペロッパー・
　設計事務所への
　左官工法のＰＲ

・支部会活動の
　把握

・総会の実施・運営

・近畿ブロック会
　(ボーリング含む)

・近畿地方整備局
　懇親会

・補助金の情報
　収集

・大阪府および市町
　村への要望活動

・建団連の行事

・組合経理諸問題
　対応

・第２回左官まつり
　実行委員会
　委 員 長
　　北谷専務理事
　副委員長
　　中川青年部長

・方策2011問題
　特別委員会
　委 員 長
　　林田監事
　副委員長
　　石田理事

・出前授業
　委 員 長
　　藤田理事
　副委員長
　　佐藤理事

・１･２･３級実技
　試験の計画・
　実施

・実技・学科講習
　会の計画・実施

・各種講習会の
　計画・実施

・登録基幹技能者
　講習会

・伝統工法・現代
　工法の周知および
　講習

・新材料の開発・
　研究
　（竜山石ほか）

・新工法の研究

・新分野・旧分野
　への左官工への
　活用を模索

・デペロッパー・
　設計事務所への
　左官工法のＰＲ

・左官業態の変革

構造改善　　　
活路開拓委員会

〈部　　長〉
中川　 博志

〈副 部 長〉
藤田　 敦士
渡辺　 寛明

〈幹　　事〉
品川　 大輔
須崎　 仁之
増田　 裕樹
髙橋　 一郎

〈会計幹事〉
松崎　 　聡

〈監　　事〉
林田　　 渡

青　年　部

武田　 　潔
山川 美奈子
道木　 成子

事　務　局

特別調査委員会
理　事　長
副 理 事 長
専 務 理 事

平成 28 年度　運 営 体 制 図

〈副理事長〉
舛谷　 祐之

〈副理事長〉
一貫坂　 彰

大関　専務理事北谷　専務理事
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　平素は青年部活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　この度平成28年５月12日に開催された第25回青年部総会

にて引き続き２期目の青年部長をさせていただくことにな

りました。青年部もメンバーが増えて青年部員24名、賛助

会員14名となり、青年部が一丸となって大阪の左官業界の

発展に向けて頑張っていきたいと思っております。

　また平成28年６月10日には第51回日左連青年部定期総会宮城大会に青年部より４名が参加いたしま

た。中屋敷本部長をはじめ新役員になってから初めての全国総会でした。

　35都道府県209名がこの総会に参加致しました。

日左連青年部戦略室では若年層の職人に向けて伝統工

法などを『プロフェッショナル左官の仕事』というカ

リスマ職人からDVDで学ぶことができるように作成

しております。現在では４作品のDVDが製作されて

販売されております。また日本プラスター㈱と茨城県

左官工業連合会とのタイアップによって開発された、

RC造の下地調整から仕上げまでを一貫して左官工事

で行う『RCウォール工法』など日左連青年部での活

動の発表がありました。

　今後とも日左連青年部での活動と色々な全国の左官

業界の情報を我々大阪府左官工業組合にタイムリーに

発信し、我々青年部のメンバーに有益な情報になるよ

うにしていきたいと思っております。

　また青年部ではメーリングリストを開設しております。このメーリングリストを活用して賛助会員

の皆さんの新商品の情報や色々な商品の解説などをいつでも発信できるようにしております。また組

合員からは色々な現場での情報などの水平展開に活用したいと考えております。

青 年 部 だ よ り

大阪府左官工業組合
　青年部長　中 川　博 志　
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　また本年度も昨年に引き続き『第２回上方左官まつり』を平成28年９月18日㈰に大阪市港区弁天町

のオーク広場にて開催いたします。このイベントで多くの人々に左官を広くPRしていくために青年

部が一丸となって活動していきたいと思っておりますので、ご参加ご協力をお願い申し上げます。

昨年の左官まつりより
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　いよいよ社会保険未加入問題についての期限が来年度と迫ってきました。
　平成24年度よりこの方策が国土交通省より提言されてから、５年間の調整期間が終わろ
うとしております。
　まだ、皆様におかれましても、この問題に対して漠然としていて、よくわからないのが
現状では、ないでしょうか？
　｢本当に来年度から？」や「いったい、どうしたらよいの？」と不安でいっぱいでしょう。
　当組合及び委員会としましてもこの問題に対して何らかの方針を打ち出すべきではある
が、いまだ模索しているのが現状です。

　そんな様々な問題があるなか、この度、大関専務理事・𠮷村理事、両名がこの問題に対
し、ご意見を発して頂いております。
　是非、「組合員の声」として、ご紹介したいと思います。

【出してますか？法定福利費外枠計上で！】
 大阪府左官工業組合　大関専務理事

　来年４月より社会保険強制加入がはじまります。

　それを踏まえて組合の総会で議決した事項が「法定福利費外枠計上」です。

　下記はある記事を抜粋して脚色を加えています。

　今、ゼネコン自体は2020年東京五輪に向けた建設ラッシュに加え、相次ぐ首都圏の再開発、東日本
大震災からの復旧・復興工事、老朽化するインフラの更新需要など異例の“繁忙状況”が続き、バブ
ル期以来の好決算に沸いているのは周知の事実で、2016年３月期決算では、ゼネコン各社が続々と過
去最高益を叩き出しています。
　上場スーパーゼネコン４社の決算も５月13日までに出揃い、いずれも純利益で過去最高を更新して
いる状況で、本業の実力を表す営業利益では大成建設が前期比７割増の1,174億円まで伸ばして業界
トップの座を死守、2015年３月期は最下位に落ち込んだ鹿島も、前期比８倍の1,110億円へ膨らみ２
位に急浮上、大林組は前期比2.2倍の1,063億円、清水建設は前期比９割増の946億円と、いずれも高
水準の数字が並んでいます。
　純利益過去最高となった大きな要因は受注環境の好転と工事利益率の大幅改善で長く続いた建設不
況の時代、ゼネコン各社は手持ちの仕事がなくなることを恐れて、とにかく工事の数を１つでも多く
取ることに力を注いだがここ２～３年は、建設需要が急激に増加し、受注段階でゼネコン側が採算の
良い工事を選べる状況に変わった為、４社の売上総利益率平均は、2015年３月期の5.8％から2016年
３月期の11.2％へ、実に２倍近くまで急改善したのである。この背景には、工事発注単価の上昇もあ
る。労働者不足を受け、公共工事の発注額を決める際に用いる労務単価を国土交通省が連続して引き
上げた。この影響で、民間の発注者も単価を引き上げるケースが増加したのである。

情報委員会の窓
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　逆に我々専門工事会社がそれだけのＶ字回復はしていない。なぜなら下がりすぎた単価が若干だけ
元に戻っているにすぎないからである。特に関西圏の新規物件着工件数は伸び悩んでいるのが現状で
せっかく少しアップした単価が逆戻りしていく傾向にあるのは否めない事実である。

　2017年３月期に目を向けると、スーパーゼネコン４社はそろって営業減益予想に傾いている。大成
建設が15％減、鹿島が24％減、大林組が11％減、清水建設が１％減だ。懸念しているのが、深刻化す
る現場の技能労働者不足とそれに伴う労務費の高騰であると予測している。今期は秋以降から都内の
再開発が徐々にピークを迎えるだけでなく、新国立競技場をはじめ東京五輪の関連工事も本格化して
いく。鹿島は「年明けくらいから労務費や資材価格がかなり上がる」と見込み、売上総利益率は、
2016年３月期の11.8％から、2017年３月期8.7％まで下がると予想する。清水建設幹部も労務費に
ついて「下半期は前年同期と比べて２～３％は上がるだろう」とみる。確かに労務費の高騰は避けら
れないだろう。

　このような見込みがある中で単価を下げてでも受注しようとする組合員がいるのは残念で、まして
や「法定福利費」を全く計上していない見積を提出するのはゼネコンの思うツボではないか！

　国内受注が良い方向へ向かっているのも影響して特に民間工事の利益率はさらに改善する見通しも
あり、しかも、手持ち工事は、一般的に利益率が高いとされるトンネルなどの官公庁NEXCO（高速
道路会社）発注の土木工事に加えて、民間の建築工事も採算の良い大型案件が中心という活況。｢土
木工事のさらなる利益率改善はないかもしれないが、民間の建築工事の利益率はさらに高まるだろ
う」と見通すゼネコンもある。また、2018年３月期以降も、ゼネコンが採算性の高い案件を選ぶこと
ができる状況は続くもようで、業界内では少なくとも2019年までは今の好環境が続くという見通しが
大半となっている。とはいえ、人件費を含めたコスト高が進む中で、現在の利益率をキープすること
は難しい。高齢化が進む現場労働者の確保策など課題も多い。工事現場での作業を減らすプレキャス
ト化や人材配置の適正化など、施工効率アップのための取り組みを、高収益に驕ることなく進められ
るかどうかが、今後のゼネコンの優劣を決めることになる。

となっており、プレキャスト化とは左官工事自体の減少を意味するのでは…

　いずれにしても来年４月より施行される「社会保険強制加入」にむけて法定福利費外枠計上は今の
時期にしっかりゼネコンと議論して実施していかないと今まで100％で出していた単価が85％＋15％
(法定福利費）となってしまう恐れがありますよ。

　せっかく歩掛を作成して少し上昇した単価がまた下がる要因となってしまう可能性が…

　組合労務管理委員会ではこの「方策2011問題」に関しての各ゼネコンの動向を知りたいのです。組
合として今後の対応策を協議していかないと本当にコストダウンにつながってしまいます。我々、組
合理事会社だけの問題ではなく組合全体、左官業界全体で考えなければならない問題ですので各組合
員におかれましては、現在の状況と取組方法などアンケート調査を依頼した場合は必ず返答下さいま
すようご協力よろしくお願いします。

　最後になりますが、総会で議決した「法定福利費外枠計上」した見積を提出していない組合員には
厳しい対応も検討せざるを得ない可能性もありますのでご了承願います。
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※ この内容は、大阪府左官工業組合のホームページ「組合員の方へのお知らせ」にて2016年６月
９日に掲載されております。
　｢組合員の方へのお知らせ」を閲覧したい場合は、パスワードが必要です。
　当組合員の方であれば閲覧可能です。是非こまめに見てください。
　組合員に対していろいろと情報を発信しております。よろしくお願い致します。
　尚、パスワードがわからない方は、事務局にお問い合わせください。

【社会保険加入問題が業界衰退に拍車をかける】
 大阪府左官工業組合　𠮷村理事

　消費税増税を２年半延期するにあたり、来年４月からの社会保険未加入業者排除の大看板が揺らい
できています。しかし行政指導なので各ゼネコンは従うでしょうし、下請負業者に福利厚生費計上の
注文書を作成して注文請書を提出させるでしょう。そのことは単価の実質15％【注１（契約に含む純
粋な労務費により％が下がる場合あり）値引きを意味しているのと同じことになります。景気が良
く、仕事量も十分あればあまり問題ではないでしょう、また組合が促進している標準見積書を提出し
て、工事契約金に福利厚生費分を上乗せしてもらえるならなんら問題ではありません、しかしゼネコ
ン側も公共工事では福利厚生費別枠で契約できますが、民間工事は全てが別枠計上とはいきません。
そのなかで全ての下請けに別枠支払するとは考えにくい。また組合員が「組合指導の福利厚生費別枠
計上をしたが、安値の同業者に仕事を受注され仕事がなくなりました」この時に「よっしゃ、組合が
28,000円／１人で雇用するから任せなさい」と言えるのなら、組合の指導方針に安心して従えるで
しょうが、現実には不可能です。やはり最後は今まで通りに各組合員の判断になってきます。またそ
のためのフォローは組合の役割です。
　２年半後の景気はわかりませんが、良くなる可能性は低いと思います（良くなるベースがないた
め）そのなかで、45歳以上の作業員に、｢今から25年掛ければ年金がもらえるから厚生年金加入しな
さい」と薦められるでしょうか？
※年収500万で25年掛けて、概算で119,000円／月
※年収300万で25年掛けて、概算で96,000円／月
　上記※は今現在の算定年金支給額です。
　｢ええ、そんなに少ないの？」｢働かずに生活保護受給のほうがかなり高額ではないか？」等、いろ
んな不平不満が生み出されるでしょう。これ正に「正直者が馬鹿を見る」です。国県市町村の議員定
数、全ての議員歳費を半分以下にし、生活保護費は日本国憲法通り日本国民のみに支給する等、納得
できる前提条件下で初めて、皆が納得するでしょう。弱者救済もいたしかたないが、その前に納税
者・日本国民が胸を張って生きられる社会構築が大切だと思います。
　社会保険を含めて労働三法は、法人会社であれば必ず加入義務があります。義務を守らず、｢我社
を守ってください」とは言えません。左官業界への入職者を増やすためにも各社が責任ある企業へと
脱皮する努力は大切なことで、今すぐにでも実践すべきです。
　では45歳以上の作業員はどのような形で雇用継続すべきかですが、一人親方で逃げるのは、今の作
業内容では確実に違法になる場合がほとんどです。国民健康保険・国民年金に加入させて、少なくて
も雇用保険には加入させ、源泉徴収する必要があります。そのことで労災事故が発生したときに、
自社と雇用契約ある従業員である証明にもなります。
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　いずれにしても、社会保険加入問題が業界の基盤・横のつながりを揺さぶることは各自感じ取って
ほしいものです。そのことで組合にできることがあれば、忌憚ないご意見を拝聴させてください。
　今、非正規労働者・同一仕事同一賃金とよく聞こえてきますが、このことは業界では、当たり前の
ことで、ほとんどが非正規労働者で、ほとんどが同一仕事同一賃金です、「一人常傭単価はなんぼ
や」と昔からの合言葉のように周知の言葉になっています。そのことで文句を言う作業員もなく、経
営者・親方は生計を立て、平和にアウトローの世界を構築してきましたし、お抱えの作業員には労働
三法を掛けてきました。
　社会保険加入問題・若年労働者確保は、単価のUPが一番必要なことで、10年後には家を持ち、幸
せそうな先輩を見せて初めて若年者は付いてきます、老後の安定した生活を送る退職者をみて安心し
て腕を磨くことができた。せっかく単価上昇を実感できて来たのに、景気低迷と福利厚生費計上で実
質単価の下振れが起こってきています、平均年齢の高い業界では、かなり大きなダメージになり、や
る気をそがれる思いです。
　何度も言いますが福利厚生費別計上も大切ですが、15％が独り歩きしています（ゼネコンが行政か
らのペナルティーを避けるために)、実質単価の低下は業界の未来を否定するものになります。
　現状でよい組合員には関係の無い話でしたが、未来ある組合員には死活問題です。前者の組合員各
位には実質単価UPの邪魔をしないように心よりお願いいたします。
　私事ですが、昨日「社長、僕11月に結婚します」と大卒で入社３年目の従業員に告げられました。
「おめでとう」と心より祝福の言葉を伝えましたが、帰宅後この子達家族の将来設計を考えると、仕
事量・年収の確保が浮かび上がり、いつも寝つきがよいのですが、少し脳裏に残りなかなか眠れな
かった。
　岐路に立つ業界です、ゼネコンの１次業者として生き残ることは、難しいことかもしれないが、左
官工事がなくなることは無いと断言できます。但し塗装屋の下請け・タイル屋の下請け・内装屋の下
請け・躯体工事屋の下請け…
　下地屋として生き残るか？仕上げ屋として生き残るか？または多能工として生き残るか？将来ある
経営者であれば、今あえて苦難の道を選んでほしい。水泳の本を読むだけで、すぐに川で泳げませ
ん。学んで実践して、その繰り返しが技術力になると確信しています。来年４月からの問題に正面か
ら向き合っていきましょう、時間は限られています。

　ご両名、貴重なご意見有難うございました。
　この問題については、労務委員会・方策2011年問題特別委員会等にて議論してまいります。
　そして来年度に向け、何らかの方針を打ち出さなければなりません。
　皆様におかれましても、忌憚ないご意見を頂戴したいと思います。
　また、アンケート調査やゼネコンとの接見等にご協力をお願いするかもしれませんがその際は
ご協力よろしくお願い致します。
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　総会に先立ち、大阪府左官工業組合相談役の阿食更一郎様に

ご講演をいただきました。

　阿食様は、昨年12月31日から１月６日まで、スペイン・バル

セロナの旅をされました。

　長年の夢であったスペイン・バルセロナの旅。とりわけこの

地には、著名な建造物に目をみはるものがあり、一度この目で

見てみたいという思いがあったとのことです。

　ご自身で編集、作成された50数ページにわたる立派な冊子を全員に配られ、プロジェクターを使用

しながら、サグラダ・ファミリアやカサ・ミラな

どバルセロナ市内に残るアントニ・ガウディの作

品をわかりやすく解説されました。

　また、｢我が国でも赤坂迎賓館を建てるために

左官職人が、渡欧して施工技術を学んだように、

明治時代の職人が寝食を忘れて努力した形跡があ

る。今の時代にも、そういう職人が育つ事を願っ

ている｡」と締めくくられた。

■ 冊子より

　1970年日本万国博覧会（大阪万博）が開催された年、私は海外視察の機会を得て、アメリカ合衆

国、オランダ、デンマーク、ドイツ、スイス、フランス、イタリアの７ヵ国を訪問し、各国の歴史、

文化を見聞することができました。

　心残りは、日本と古くから交流のあったポルトガル、スペインに立ち寄れなかったことです。

　世界地図を広げ見ますと、スペイン語は中・南アメリカ大陸の多くの国で公用語の一つで、闘牛と

フラメンコ、作家ミルゲ・デ・セルバン作ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャと情熱の国が、私が持

つスペインの印象でした。

　ラ・マンチャと言えば、ドン・キホーテさながらにスペイン独立戦争では、抵抗組織を以て親ナポ

レオン政権と戦ったり、しばしば農民が蜂起した血気盛んな地方のようです。

　陽気で開放的な国民性、民族と国家を死守する気概を感じます。

　1975年11月にフランコ独裁体制が終焉し、王政復古がなされた。1982年NATO、1986年EUに加

入。1992年にはバルセロナオリンピックを開催した。

　バルセロナが頻繁に紹介されるにしたがって、建築に関わる私もガウディの作品を、この目で見た

く願ってきました。

　齢82歳を超え、孫娘に誘われ2016年の新年をスペインで祝う機会を得ました。

講演会「バルセロナ紀行」
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　通訳兼案内役の彼女のお蔭で、戸惑うことなく、スペインでの数日を過ごし、いろいろ知ることが

できた。

　バルセロナでの宿は、文豪ヘミングウェイが“老人と海”を執筆した際に滞在したアベニダ・パレ

ス・ホテルを予約してくれた。

　街を散策すると、堂々とした塔が聳える石積みの建物が並び、通りに面した窓から窺えば、大理石

の床や壁で重厚な趣がある。ゴシック地区の堂々とした教会、レンガ構造での建築様式、この地方

は、良質な石材が豊富に産出するため見るだけでも素晴らしい建築物が多い。

　海運の要衝として発展した街の海岸の通りには、新大陸を発見したコロンブスの像が、彼方の新大

陸を指さし建っている。

　ピカソ記念館には、大勢の見学者が入館待ちの長い列をつくっていたので、残念ながら通り過ぎ

た。日程が許せば、訪れていたいと思っていたドン・キホーテの舞台の地に、思いを馳せながら帰国

の途についた。

 2016年１月24日　　　阿食 更一郎

阿食 更
一郎
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バルセロナ紀行
1. グエル邸
[ 概要 ]　グエル邸の設計には、空間と光の処理の革新的概念と金属、陶器、硝子、石、木材を巧
みに取り入れ組み合わせ、独創的で豊かな装飾細部を演出している。
　後に “ガウディ風美学 ”と称せられる独自の造形美、構造形、それまでの様式概念からの完全な
超越が話題になり、一躍注目を浴びることになった作品に仕上がった。
　主柱はレンガ積みでアーチ状に建ちあがり上部を支えている。
屋上に配された複数の塔（機能的には煙突）は、形状、色彩も様々で、直線と曲線を組み合わせた
レンガ化粧積みとタイル工法の優れた技能を発揮したモザイク貼で仕上がっている。

[ 感想 ]　地下 1階の厩　レンガ積みの独立柱と壁。上階の床を支えている構造は、天井の柱に逆
さにした皿を伏せたようなハンチであろうか。鉄筋コンクリートならば楽々と施工できる今と違い、
当時の工法では大変な工夫があったと推察する。建物全体を支えるのに、レンガ積み、石積みの荷
重は、相当な重量、聞けばバルセロナの地は固い岩盤であるとのこと。
　この建物は、街の中にあり、太陽の光を取り入れることに、ステンドグラス窓の配置にいたるま
で、あちらこちらに工夫がしてある。
廊下では、3本の独立柱の配列に工夫を凝らし、遠近の目の錯覚を計算し、広く大きく見せている
と思う。
　それまでのゴッジック様式から脱し、新しい発想を試した作品であろう。

写真１グエル邸正面
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2. グエル公園
[ 概要 ]　公園からはバルセロナの街が一望できる。　元々は施主のエウセビオ・グエルとガウディの夢が作り上げた分譲住宅で、1900 年から 1914

年の間に建造された。
　しかし、現在と違い交通手段も不便で、事業としては不評で、二人の進みすぎた発想と価値観は、

当時理解されず、買い手はガウディとグエルだけであった。グエルの没後に工事は中断し、市の公

園として寄付された。

[ 感想 ]　テーマパークとして企画、設計、建造されたと言われても納得してしまう観光客がいら

しても、不思議ではない。　ガウディの他の作品同様に、造形美、構造形、装飾、色彩、金属、陶器、硝子、石、木材を用い

た仕上がり、すべてにおいて斬新奇抜の感がある。　広大な敷地を巧みに生かし、傾面にはレンガ積みで天井まで柱を建て、上部に広場を設け、下は

トンネルのような通路になっている。ガウディは、土木工学に至る知識まで熟知していたのであろ

うか。
　点在する建物は、それぞれ異なった形をしており、モザイク、石の野積みを使用し自然との調和

を図っている。
　色彩のコントラスト、モザイクタイルの動物像などが目を楽しませてくれる。
　晩年のグエルは、この地に住み、ガウディも近くに暮らしていた。

写真１グエル公園正面
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3. カサ・ミラ[ 概要 ]　繊維業界の経営者で国会議員でもあったミラが、妻の莫大な資産を投じ、ガウディに託

した 6階建ての巨大な住宅ビル。カサ・バトリョ同様、2階の主階がオーナーの住宅で、上階は賃

貸住宅。波を打つような曲面が印象的な外観は海の波であり、それを石化した山の波でもある。

　ガウディは時代の最先端要素を取り入れることがあるが、ここではバルセロナ初の駐車場スペー

スが地下に設けられている。2か所からなる中庭は採光と換気が 1階部分まで行き届くよう配慮さ

れ、ここでは外観と相違し、合理的な建築表現が見られる。月面にも例えられる屋上にはユニーク

な階段塔・水槽塔・換気塔・煙突群のデザインが目を引く。 [ 感想 ]　建物を遠くから見れば、巨大な岩が横になっているかのようである。近づけば、鳥の巣

のようでもあり、鰐の瞳孔のような外窓など、建物と言うより自然の洞窟にも見える。

垂直に積み重ねる施工の概念からは、想像もできない手法に驚く。

　屋上に昇ると、螺旋状の塔、ねじ曲がった形の塔、ワインの瓶を砕きモザイクに仕上げた塔、職

業柄特に興味を引いたのは、砂肌を見せたロウソクの燃えた形あるいは聖火トーチのような形の塔

で、思わず水に濡れた肌を指で触りたい衝動が生まれた。

　1階ロビーから階段を見上げると、曲線に沿った大理石、手摺の飾り金物、左官仕上げによる天

井の飾り物、さながら技の競演の様であった。

写真１カサ・ミラ
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4. サグラダ・ファミリア
[ 概要 ]　サグラダ・ファミリア（聖家族贖罪教会）は、カタロニア・モダニズム建築の最も良く

知られた作品例であり、ガウディの未完作品である。バルセロナ市のシンボルであるこの建物は、

綿密に構成された象徴詩的なシンボロジーと共に、放物線状構造のアーチや、鐘楼に据えられた自

然主義と抽象主義の混在する彫刻などで、大胆な建築様式を誇っている。

　ガウディは子細な設計図を残しておらず、「逆さ吊り模型」や紐と錘の実験装置で構造の安全を

検討した。スペイン内戦でそれらの模型は破片となり、ガウディの構想に基づき弟子たちが作成し

た資料などは大部分が消失した。

　職人による伝承や大まかな外観のデッサンなど残されたわずかな資料を元に、時代毎の建築家が

ガウディの設計構想を推測するといった形で現在も建設が行われている。

[ 感想 ]　実際その場に立つと、構造形の偉大さ凄さが迫ってくる。また、作り込む職人の技の高

さに敬服させられる。まず驚くのは、正面階段から見る壁面の彫刻、人物の数、何をし、何を語っ

ているのか、聖書の教えの表現であろう。

　外周を歩き、裏玄関に廻れば、数本の 15 度以上に傾いた石積み柱が、軒先まで 20 メートルほ

どの高さで独立している。切石面の角度を使い中折れ状に聳えている。

　1階ホールに入れば、高い天井までの柱と空間の広さに圧倒される。柱の先端を見上げれば、自

然の立木の枝のように数本が雲を支えているかのようである。さながら自然の空間のようである。

上りはエレベーターを利用したが、降りは階段を利用した。レンガで積み上げた段々の石を一段一

段あるくと、想像が無限に広がり、神を崇め祈る心になる。

　神の殿堂に相応しい、スペインが誇る名建築である。

写真１サグラダ・ファミリア生誕のファサード
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着工した 1882 年 3 月 19 日から 100 年以上経っているが未だに工

事中である。1926年6月10日にアントニ・ガウディは死去したので、

死去後 100 年の 2026 年完成させる目標で工事が進められている。

サグラダファミリア完成予想図
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5. ゴシック地区
[ 概要 ]　カテドラルを中心としたゴシック地区。石畳の細道が続き中世の建物が立ち並ぶ。バル

セロナで最も古いこのエリアにはカテドラル、市庁舎や王の広場など観光の見どころも多く、散策

して楽しくなるような小道も多くある。ギャラリーやカフェの多い PETRIXOL 通り、アンティーク

ショップが並ぶ PALLA 通り、ショップが並ぶ BANYS　NOUS 通りそして続く AVINYO 通りはピカ

ソのアヴィニョンの娘たちの舞台となった通りである。

　ローマ時代の遺跡も多く残り、城壁も所々に残っている。

　なかでも王の広場裏にある RAMON　BERENGUER 広場からは古代ローマの城壁の上にゴシック

建築が建てられていて、建築の軌跡を実際に見ることができる。またお勧めはバルセロナのカテド

ラルとサン・ジャウマ広場の間の PARADIS 通りにあるアウグストゥス神殿。一見すると他のゴシッ

ク建築と変わらないが、中庭にはローマ時代のアウグストゥス神殿の柱が四本残されている。円柱

の迫力に圧倒され、バルセロナの長い歴史を感じさせられる。

写真１サンタ・エウラリア大聖堂 (1298 年に建設が始まり 150 年後に完成 )
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ワールド・オブ・コンクリート海外視察ワールド・オブ・コンクリート海外視察

副理事長　 一貫坂　 彰

　ワールドオブコンクリート2016が今年もアメリカ、ラスベガスで２月２日～５日にかけてコンベン

ションセンターで開催されました。今年も仕事の合間をみて行ってきました。

　ワールドオブコンクリート（WOC）は40年以上開催されているコンクリート業界の世界最大の歴

史ある展示会です。全世界から、55,000人の来場者が集まり出展社は、1,200社以上あります。

　WOCはコンクリートや石材を用いた建築資材、装飾材、建築機材など建設業界の最新情報を得る

ための貴重な国際見本市といえます。世界中から注目を集める年１回のコンクリート業界のビッグイ

ベントとして、日本からの来場者も年々増えています。

　会場は中央・南・北の各屋内ホールと、屋外では迫力ある展示・デモ会場の様相を呈しています。

　私が、WOCを視察して感じる事は、日本の建築関係の展示会・見本市と比較して規模の大きい事

はもちろんですが、出展社数の多い事、例えば同類の機械研ぎ機のメーカーだけでも大小20社以上も

の企業が出展し毎年新機種が提案され、それぞれ

機械の特徴をアピールしている光景は圧巻です。

また毎回目を引き人気あるイベントとしては、

ブロック・レンガ積み競技です。全米から予選を

勝ち抜いた職人さん達が時間内に何枚ブロックや

レンガ壁を精度よく積めるかの競技です。優勝者

の賞品には、賞金と４輪駆動のトラック１台が与

えられます。終始、来場者を飽きさせることが

屋外展示の様子屋内展示の様子

優勝四輪駆動トラック
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なく、コンクリート業界のテーマパークといっても過言ではありません。

　日本でも、近年床研磨機を使用したコンクリート鏡面仕上げや現場テラゾー仕上げが設計に採用さ

れる事が多くなってきております。又床コンクリートをレイザー誘導で精度良く均す小型ロボット

(ソメロ社・ミニスクリード）が日本にも数台輸入されております。

　これから日本の左官業界を活性化し新しい事業を展開していく為にも、是非一度は、視察して頂け

れば参考になると思います。

ソメロ社ミニスクリード

HTC社研摩機

ブロック積み競技大会
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　７月３日㈰に、大阪市大正区の大阪府港湾教育訓練センターで、平成28年度の技能検定実技試験が

行われました。当組合は、実技試験に向けて下記のとおり事前実技講習会及び実技講習会を開催いた

しました。事前実技講習会は、実技講習会のより一層の効果を目指し、実技試験の合格率を高めるた

めに、一昨年より実施しております。

事前実技講習会
　１．日　　時　　平成28年５月27日㈮　14：30～17：00

　２．場　　所　　建団連会館　８階　会議室

　講習会の前に、インストラクター会議を開催し、実技講習会の担当インストラクターを決め、指導

内容等の打合せを行いました。その後、受講生に対し事前実技講習会を開催いたしました。講習は、

技能検定教材ビデオを参照しながら、技能向上委員会の委員、インストラクター等が、適宜助言や

指導を加えました。

実技講習会
　１．日　　時　　平成28年６月２日㈭～10日㈮

　２．場　　所　　㈱友定建機工場敷地（東大阪市高井田３－４－20）

　３．参 加 者　　技能検定実技試験受験予定者28人

　４．講　　師　　当組合インストラクター　竹内紀雄氏、川村敏美氏、中田正起氏

実技試験
　１．日　　時　　平成28年７月３日㈰　８：30～17：00

　２．場　　所　　大阪府港湾教育訓練センター（大阪市大正区鶴町２－20－21）

　３．受 験 者　　１級受験者　３２人

　　　　　　　　　２級受験者　　５人

　　　　　　　　　３級受験者　　５人　　　　　合計　４２人

　大阪で３級の実技試験を実施したのは、今年度が

初めてですが、建設専門学校の学生を含む５人が果

敢に挑戦されました。

　実技試験の合格発表は、学科試験の結果と併せ

て、３級が８月26日㈮、１・２級が９月30日㈮に

発表されます。

技能検定実技講習及び実技試験

実技試験の様子
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平成28年組合上期事業報告

１．１月12日㈫　　新年互礼会（シティプラザ大阪）

２．２月12日㈮　　出前講座（八尾市立上之島中学校）

３．２月25日㈭　　日左連近畿ブロック会役員会

４．２月28日㈰　　四国化成工業㈱、フジワラ化学㈱合同講習会（北大阪高等職業技術専門校）

５．３月22日㈫　　大阪府左官業人材育成協議会

６．５月12日㈭　　組合通常総会、青年部総会、懇親会

７．５月12日㈭　　阿食相談役講演「バルセロナ紀行」～ヨーロッパにおける建築事情～

８．５月24日㈫　　日左連定時総会（北海道）

９．５月27日㈮　　インストラクター会議、事前実技講習会

10．６月１日㈬　　日左連近畿ブロック会総会

11．６月２日㈭～10日㈮
　　　　　　　　　技能検定実技講習会（於：㈱友定建機）

12．６月５日㈰　　組合主催講習会（デコリエライセンス認定講習会及びミダスメタル講習会）

13．６月10日㈮　　日左連青年部定時総会（宮城県）

14．７月３日㈰　　技能検定１・２・３級実技試験（大阪府港湾教育訓練センター）

15．７月21日㈭　　近畿地方整備局幹部との意見交換会

デコリエライセンス認定講習会及びミダスメタル講習会の風景
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新 入 組 合 員 紹 介

新入賛助会員紹介

○ 平成28年４月度加入
事業所名　　有限会社アートプラスターオザキ
代表者名　　代表取締役　尾　崎　晃　洋
所在地名　　〒571-0007　門真市北岸和田３－３－８
コメント
　新組合員に平成28年4月推薦いただきました。
　左官工業組合の事業活動に協力していきたいと思います。
　今後ともよろしくお願い致します。

事業所名　　株式会社中村フロアー
代表者名　　中　村　　　奨
所在地名　　〒661-0961　尼崎市戸ノ内町３－17－11
コメント
　会員各位様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。
　この度、本会員に入会させて頂きました㈱中村フロアーと申します。
　弊社は皆さまと連携を図りながら、社会保険加入促進や処遇改善、一人でも多くの入職者を
推進させるためにも本事業活動に協力させて頂きたい所存でございます。

○ 平成28年２月度加入
事業所名　　日本プラスター株式会社　西日本営業所
代表者名　　新　里　武　彦
所在地名　　〒604-8305　京都市中京区市之町170
コメント
　この度、賛助会員に入会させて頂きました日本プラスター㈱です。
　弊社は、漆喰・モルタルの製造販売を行っております。漆喰におきましては新しい機能性を持
ち合わせた漆喰や色数が豊富な漆喰などございます。会員様に安心して、喜ばれるものつくりを
行ってまいります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

事業所名　　吉野石膏株式会社　大阪支店
代表者名　　上　森　一　郎
所在地名　　〒550-0001　大阪市西区土佐堀１－３－７
コメント
　この度、１年ぶりに賛助会員として再入会させていただきました。しっくい調フラット仕上げ
が可能な新製品「タイガーケンコートＮ」など、新たなご提案で組合員様のお役に立ちたいと
考えております。改めまして何卒宜しくお願い申し上げます。
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有村工業株式会社

代表取締役

有　村　政　治

〒574-0045 大東市太子田１丁目６－８
電話 072-871-8580　　FAX 072-870-0712

株式会社 石田工業

代表取締役

石　田　英　次

〒534‒0016 大阪市都島区友渕町２－７－25
電話 06-6928-2932　　FAX 06-6921-3207
E-mail hide@ishida-kg.com

株式会社 イスルギ

執行役員大阪支店長

藤　田　廣　司

〒530‒0043 大阪市北区天満３丁目８番13号
電話 06-6351-5857　　FAX 06-6351-5864
URL http ://k-isurugi. co. jp

株式会社 植木組

代表取締役

北　谷　𠮷　弘

〒553‒0004 大阪市福島区玉川３丁目６番16号
電話 06-6443-2886　　FAX 06-6443-2888

株式会社 石橋工業

代表取締役

石 橋 　 渡

〒579-8003 東大阪市日下町７－７－33
電話 072-982-1737　　FAX 072-985-2310

有限会社 アートプラスターオザキ

代表取締役

尾 﨑 晃 洋

〒571-0007 門真市北岸和田３丁目３番８号
電話 072-884-4174　　FAX 072-884-4175

正会員（50音順） 暑 中 お 見 舞 い

　事務局長就任のご挨拶
大阪府左官工業組合
　事務局長　　武 田　　潔　　

　初めまして、４月から事務局長に就任しております武田潔です。昭和26年
生まれ、О型のさそり座です。高校卒業後41年間、地方公共団体の職員（役
人）として勤務し、その後、とある公益財団法人で働いておりましたが、
ご縁があって４月から大阪府左官工業組合にお世話になっております。

　この業界でお世話になるのは初めての経験ですので、｢聞く事、やる事、会
う人」すべてが未経験ですので、この４か月間は私の人生の中でも文字通り「激動の４か月間」と言
っても過言ではないと思います。

　４月からお世話になる事が決まってから、遅ればせながら「左官」の事をインターネットや組合の
ホームページ等で少し勉強しました。左官という職業・職種がある事は以前から知っていましたが、
平安時代から宮殿の建築や宮中を修理する職人を「属

さかん

」と呼んで、出入りを許可されていたという事
を初めて知り驚きました。

　いずれにしましても、左官という名称が伝統のあるものに変わりはありませんし、近年は健康ブー
ムともあいまって、左官という技術や職能集団に、少しずつではありますが、光が当たってきている
という事実は、この業界にとって嬉しい事であり、その世界で働ける私自身にとっても身の引き締ま
る思いがします。

　まだまだ未熟な一年生でありますので、今後とも、ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、ご挨拶
に代えさせていただきます。

　よろしくお願い申し上げます。
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株式会社 邑智組

代表取締役

邑　智　保　則

〒554‒0021 大阪市此花区春日出北１丁目12番11号
電話 06-6463-2781　　FAX 06-6461-7635

株式会社 亀井組

取締役本店長

吉　川　昌　伸

〒530‒0016 大阪市北区中崎２丁目１番17号
電話 06-6371-1871　　FAX 06-6371-1886
E-mail info@kameigumi. co. jp

株式会社 木下工業

代表取締役

澤 　 井 　 　 溥

〒564‒0023 吹田市日の出町12の６
電話 06-6170-7490　　FAX 06-6170-7492

株式会社 北平組

代表取締役

北 平 勝 彦

〒666-0112 川西市大和西４－15－６
電話 072-747-4411　　FAX 072-747-5759

株式会社 佐藤組

代表取締役

佐　藤　道　章

〒569‒0087 高槻市千代田町30－１
電話 072-671-1405　　FAX 072-675-5856

株式会社 サトージイエル

代表取締役会長

佐 藤 繁 夫

〒569-0844 高槻市柱本１丁目20－３－103
電話 072-678-4080　　FAX 072-678-4880

株式会社 島田工作所

代表取締役

嶋 　 田 　 　 聡

〒652‒0804 神戸市兵庫区塚本通３丁目１－25
電話 078-575-5822㈹　FAX 078-575-5864

進濃工業株式会社

代表取締役

一 貫 坂 　 　 進

〒572‒0025 寝屋川市石津元町13－30
電話 072-815-0700　　FAX 072-815-0701

株式会社 伸和工業

代表取締役

水　﨑　義　和

〒561‒0813 豊中市小曽根５丁目６番12号
電話 06-6152-6112　　FAX 06-6152-6114
E-mail kksinwa@themis. ocn.ne. jp

株式会社 須崎組

代表取締役

須　崎　仁　之

〒661‒0953 尼崎市東園田町９丁目39－４
電話 06-6494-1818　　FAX 06-6494-1844
E-mail suzakigumi@hcc5.bai.ne. jp

セトウチ工業株式会社

代表取締役

福　富　喜三郎

〒590‒0907 堺市堺区緑町１丁20番地
電話 072-228-1558　　FAX 072-228-1567

正会員（50音順）

株式会社 海原工業

専務取締役

増 田 裕 樹

〒530‒0041 大阪市北区天神橋３－７－18
電話 06-6351-8597　　FAX 06-6358-3884
URL http ://www.kaibarakogyo.co. jp/

上田工業株式会社

代表取締役

上 田 清 治

〒593‒8303 堺市西区上野芝向ヶ丘１丁15－15
電話 072-277-8950　　FAX 072-277-0519

前進テック株式会社

代表取締役

前 田 大 輔

〒661‒0013 尼崎市栗山町１丁目22－39－2F
電話 06-6421-7131　　FAX 06-6421-7132

暑 中 お 見 舞 い

株式会社 大栄左官工業所

代表取締役

𠮷　村　次　郎

〒661‒0022 尼崎市尾浜町１丁目４番８号
電話 06-6429-0233　　FAX 06-6426-3380
E-mail y-jiro55@sage.ocn.ne. jp
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有限会社 髙橋組

代表取締役

髙　橋　一　郎

〒541‒0047 大阪市中央区淡路町２－１－10　
ユニ船場702

電話 06-6233-0006　　FAX 06-6233-0007

田村左官工業株式会社

代表取締役

田　村　多喜志

〒569‒0065 高槻市城西町４番11号
電話 072-676-2012　　FAX 072-675-2651
URL http ://www.tamura-sakan.com

株式会社 中村フロアー

代表取締役

中 村 　 奨

〒661‒0961 尼崎市戸ノ内町３丁目17－11
電話 06-6435-9858　　FAX 06-4981-4963
E-mail happy1015stkan@watch.ocn.ne. jp

株式会社 浪花組

顧　問

舛　谷　祐　之

〒542‒0083 大阪市中央区東心斎橋２丁目３番27号
電話 06-6211-1501　　FAX 06-6212-1694
URL http ://naniwagumi. co. jp

南晃工業株式会社

代表取締役

一 貫 坂 　 　 彰

〒571‒0065 門真市垣内町16－21
電話 06-6901-1381　　FAX 06-6901-1580

阪神左官工業株式会社

代表取締役

大　関　憲　二

〒661‒0012 尼崎市南塚口町２－20－30
電話 06-6426-1301　　FAX 06-6426-1385

株式会社 藤田工業

代表取締役

藤 田 敦 士

〒571-0016 門真市島頭３－12－５
電話 072-884-2505　　FAX 072-881-1616

株式会社 ホウショウ

代表取締役

林 　 田 　 　 渡

〒595‒0012 泉大津市北豊中町３丁目６－21
電話 0725-45-7755　　FAX 0725-45-7855

株式会社 丸己工業所

代表取締役

伊 藤 　 満

〒566‒0047 摂津市浜町９番20号
電話 06-6195-1157　　FAX 06-6195-1158
URL http ://www.marumi75. co. jp

株式会社 ヨシケン

代表取締役会長

吉 　 田 　 　 進

〒543‒0072 大阪市天王寺区生玉前町４－19
電話 06-6772-1781　　FAX 06-6772-1771
URL http ://www.yoshiken-net. jp/aboutus/index.html

吉野工業株式会社

代表取締役

吉　野　博　幸

〒535‒0022 大阪市旭区新森７丁目８番11号
電話 06-6954-5464　　FAX 06-6954-5295

正会員（50音順）

株式会社 中川組

代表取締役

中　川　哲　男

〒583‒0856 羽曳野市白鳥２丁目８番１号
電話 072-958-8500　　FAX 072-956-1288

株式会社 フロッツワークス

代表取締役

山　口　勘太郎

〒560-0031 豊中市蛍池北町１丁目９番20号
電話 06-6855-3535　　FAX 06-6857-3807
URL http ://www.eonet.ne. jp/̃flotz/

株式会社 松崎工業

代表取締役

松 崎 秀 喜

〒546‒0022 大阪市東住吉区住道矢田４－18－９
電話 06-6701-0922　　FAX 06-6701-0924

株式会社 山本工業

代表取締役

髙　野　信　夫

〒598‒0021 泉佐野市日根野288－１
電話 072-468-0605　　FAX 072-467-1961
E-mail yamamoto-kogyo@ninus.ocn.ne. jp

暑 中 お 見 舞 い
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株式会社 渡辺組

代表取締役

渡　邊　正　樹

〒661‒0026 尼崎市水堂町４－20－11
電話 06-6438-2012　　FAX 06-6431-9716
E-mail watanabegumi@cube.ocn.ne. jp

青野産業株式会社

代表取締役

渡　邊　健　一

〒590‒0063 堺市堺区中安井町３－４－10
電話 072-233-7521　　FAX 072-233-7527
URL http ://www.aono-sangyo.co. jp

宇部興産株式会社
建設資材カンパニー大阪建材支店

大阪建材支店長

小　西　正　宣

〒530‒0003 大阪市北区堂島１丁目６番20号
電話 06-6346-1403　　FAX 06-6346-0199
URL http ://www.ube.co. jp

AGCコーテック株式会社

代表取締役

篠 崎 久 徳

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町２－９
電話 03-5217-5100
URL http ://www.agccoat-tech. co. jp

岡三機工株式会社

代表取締役

川 　 　 　 守

〒554‒0012 大阪市此花区西九条２丁目８番14号
電話 06-6464-0570　　FAX 06-6462-0670
URL http ://www.okasankikou.co. jp

関西ペイント販売株式会社

大阪販売部長

前　川　克　彦

〒541‒0042 大阪市中央区今橋２－６－14
電話 06-6203-5701　　FAX 06-6203-5603
URL http ://www.kansai. co. jp

ゲーテハウス株式会社
大阪営業所

所　長

﨑 　 山 　 　 剛

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1‒4‒8 堺筋本町ガーデンスクエア12F
電話 06-7711-0690　　FAX 06-7711-0680
URL http ://www.goethe. co. jp

四国化成工業株式会社

近畿・北陸営業部長

藤 﨑 茂 昭

〒564‒0051 吹田市豊津町22－６
電話 06-6339-4111　　FAX 06-6339-4904
URL http://kenzai. shikoku.co. jp

𠀋野建材株式会社

代表取締役

𠀋　野　剛　敏

〒553‒0001 大阪市福島区海老江６丁目２番27号
電話 06-6451-3712　　FAX 06-6451-3714
URL http ://www. jonokenzai. co. jp

株式会社 シンコー

代表取締役社長

吉　成　典　子

〒550‒0015 大阪市西区南堀江４－32－11
電話 06-6541-5759　　FAX 06-6541-8797
URL http ://www.shinko-kenzai. com

株式会社 友定建機

代表取締役社長

前 川 信 治

〒577‒0065 東大阪市高井田中３丁目４－20
電話 06-6784-6571　　FAX 06-6784-6559
URL http ://www.tomosada.co. jp

日鉄住金高炉セメント株式会社

ＳＬ事業部長

永 　 渕 　 　 強

〒530‒0002 大阪市北区曽根崎新地2‒3‒3 桜橋西ビル9F
電話 06-6342-5880　　FAX 06-6342-5883
URL http ://www.kourocement. co. jp/sld/

日本化成株式会社
関西支社

支 社 長

田 中 耕 二

〒530‒0055 大阪市北区野崎町7番8号 梅田パークビル6階
電話 06-6315-1331　　FAX 06-6315-1336
URL http ://www.nihonkasei. co. jp

日本スタッコ株式会社

代表取締役

髙 田 　 泉

〒520‒3114 滋賀県湖南市石部口３－１－１
電話 0748-77-3155　　FAX 0748-77-4501

（旧姓：畠山)

暑 中 お 見 舞 い賛助会員（50音順）

正会員　

日本プラスター株式会社

代表取締役社長

奥 山 浩 司

〒604‒8305 京都市中京区市之町170
電話 075-406-5031　　FAX 075-406-5032
URL http ://www.plastesia. com
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二瀬窯業株式会社

代表取締役

野見山　　　透

〒552‒0002 大阪市港区市岡元町2‒8‒18 ワールドビル2F
電話 06-6583-3310　　FAX 06-6583-3325
URL http ://www. futaseyogyo.co. jp

株式会社 松原建材

代表取締役

松 原 順 子

〒547‒0014 大阪市平野区長吉川辺３－20－３
電話 06-6708-0021　　FAX 06-6708-3101
URL http ://www.kenzaiya. com

吉野石膏株式会社

取締役　大阪支店長

上 森 一 郎

〒550‒0001 大阪市西区土佐堀1‒3‒7(肥後橋シミズビル)
電話 06-6449-1000　　FAX 06-6449-1016
URL http ://www.yoshino-gypsum.com

日本モルタルン株式会社

代表取締役

布　浦　富　夫

〒557‒0063 大阪市西成区南津守２丁目１番78号
電話 06-6658-8411　　FAX 06-6658-6514

富士川商事株式会社

代表取締役

赤　瀬　俊　治

〒663‒8003 西宮市上大市５丁目１－11
電話 0798-54-8775　　FAX 0798-54-8777

株式会社 フジペック

代表取締役

高　橋　慶　司

〒550‒0002 大阪市西区江戸堀２丁目４番７号
電話 06-6443-2021　　FAX 06-6443-0350
URL http ://www. fujipek.co. jp/

暑 中 お 見 舞 い賛助会員（50音順）

公営（市町村）国保より保険料の低い

左官国民健康保険に加入しよう！
１．加 入 資 格
　　左官業に従事していること。
　 　ただし、法人事業所及び従業員５人以上の個人事業所に勤務している方は、｢健康保険被保険者適用
除外承認証」が必要です。
２．保　険　料
　　事業主（一人親方を含む）　　　　　18,500円　　　家　族　１人　　　　　　　　　　　 4,400円
　　従業員　① 4/1現在で満25歳未満　　11,000円　　　介護保険料（40歳～65歳未満）　　　 2,400円
　　　　　　② 4/1現在で満25歳以上　　15,000円
３．保 険 給 付
　　⑴　療　養　費　　組合員・家族　７割　　義務教育就学前　８割
　　　　　　　　　　　70～75歳未満　７割もしくは８割もしくは９割
　　　　　　　　　　　※コルセット等の補装具、あんま、はり、きゅう、マッサージなど
　　⑵　高額療養費　　自己負担限度額
　　　ア．旧ただし書き所得901万円超　　　　　　 ⇒ 252,600円＋(総医療費－842,000円)×１％
　　　イ．旧ただし書き所得901万円以下600万円超　⇒ 167,400円＋(総医療費－558,000円)×１％
　　　ウ．旧ただし書き所得600万円以下210万円超　⇒　80,100円＋(総医療費－267,000円)×１％
　　　エ．旧ただし書き所得210万円以下　　　　　 ⇒　57,600円
　　　オ．非　課　税　　　　　　　　　　　　　　⇒　35,400円
　　　※世帯合算、多数回該当、現物給付制度があります。
　　⑶　前期高齢者の負担割合
　　　　現役並み所得者　３割　　　一　般　２割
　　　　※昭和19年４月１日生まれ以前の方は、特例措置対象者のため１割
　　⑷　出産育児一時金　　45万円
　　⑸　葬　祭　費　　組合員死亡10万円　　　家族死亡７万円
　　⑹　出産手当金　　女性組合員が出産で休んだ場合　産前40日以内及び産後40日以内 １日4,000円
　　⑺　傷病手当金　　組合員が病気やケガなどで仕事を休んだ場合
　　　　　　　　　　　最高１日3,000円×60日　入院の場合は2,000円加算し90日を限度
４．保険事業
　　⑴　生活習慣病予防健康診断　　15,000円を限度に助成
　　⑵　高額医療費の８割貸付
　　⑶　出産育児一時金の支給額の８割貸付
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９月18日　第２回上方左官まつり　ORC200 オーク広場（2Fアトリウム)
（大阪市港区弁天1‒2‒4）

　昨年に引き続き色んな方々に『左官』を見て

触って知ってもらうイベントです。

　昨年同様皆様のご協力をお願いします。

10月中旬～　出前授業
［対象学校］修成建設専門学校、布施工科高等学校、西野田工科高等学校　など
　今年で４年目になる出前講座です。

少しでも多くの学生に『左官』を

知ってもらい体験してもらって将来

の左官を職業に選ぶ学生を増やして

いく活動です。

10月26・27日　建設技術展2016近畿　マイドームおおさか
　関西鉄筋工業組合等と連携しブースを出展して『左官』に関する材料・製品を多数のゼネコン・

コンサル設計等多数の団体にPRを目的とした活動です。

　昨年は２日間で約15,000人が来場されました。

11月16日　OPA親睦ゴルフコンペ　泉が丘カントリークラブ
　組合員並びに賛助会員との親睦をゴルフを通じて深めていく企画です。15組を予定しております

ので多数の方々の参加をお待ちしております。

●その他賛助会員による新製品等のPRを含めて製品の講習会
　賛助会員と組合員との情報交換・品質の向上を目的としております。

今後とも組合活動への積極的な参加
並びに支援を宜しくお願い致します

今後の組合の活動予定今後の組合の活動予定

公式ＨＰを
チェック！

◆公式ＨＰ◆Facebook
大阪府左官工業組合

Facebookで
｢いいね！」


