2021 年度（令和３年度） 第１回 生産技術委員会 議事録（案）

Ⅰ.日

時

令和３年 ４月 ５日（月）午後 3 時から 5 時まで

Ⅱ.場

所

木住協 6 階会議室及び ZOOM 開催

Ⅲ.出 席 者（敬称略・順不同）、欠席者はアンダーライン

出席者 27 名（※：ZOOM 出席 18 名）

主査：※秋山 哲一（東洋大学）、
委員長：秋本 正人（住友林業（株））、副委員長：佐藤 和男（ﾐｻﾜﾎｰﾑ（株））、
委員： 瀧澤哲也（住友林業（株））、谷口 哲哉（（株）日本ﾊｳｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）、
※楡井 洋（古河林業（株））、 馬場 久尋（住友林業（株））、
高橋 明久（タカノホーム（株））、中村 徹（（株）桧家住宅）、 堀口 晃（ポラテック（株））、
※中藤 栄顕（ポラテック（株））、※渡邊 邦夫（サーラ住宅（株））、 松田 浩司（ニチハ（株））、
遠藤 龍司（ＢＸカネシン（株））、澁谷 佑介（ＹＫＫ ＡＰ（株））、 ※池田昌彦（旭ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ（株））、
須藤 政明（㈱桧家ﾘﾌｫｰﾐﾝｸﾞ）、枝久保 勇人（㈱小田急ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ）、落合貴志（㈱小田急ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ）、
※熊谷 淳一（住友林業ﾎｰﾑﾃｯｸ㈱）、※渡辺 直樹（㈱ｱｷｭﾗﾎｰﾑ）、※内山 岳彦（㈱エー・エス・ディ）、
森川 悠樹（（株）タナカ）、 江原 正也（エバー（株））、池田 啓輔（ミサワホーム（株））、
田生 裕典（ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾑｼｰﾙﾄﾞ（株））、 吉川 誠二（（株）ハウゼコ）、
松本 明美（松本設計ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株））、※鎌田 広道（（株）ｱｰﾙｼｰｺｱ）、
※工藤俊美（近藤建設（株）、※折笠 定勝（（株）エー・エス・ディ）、 ※佐々木直史（（株）ＬＩＸＩＬ）、
岡 文昭（（株）エヌ・シー・エヌ）、 氏居 亮平（新進建設（株））、 小川 泰史（（株）細田工務店）、
大木

勝（住友林業（株））、 原口 誠（住友林業（株））、後上 知之（（株）カナイ）、

※片平 貢丈（ポラテック（株））、 青木 杏子（（株）ユニバーサルホーム）、 ※桜井 聡（ナイス（株））、
山田 渉（ｹｲｱｲｽﾀｰ不動産（株））、柏倉 政紀（（株）一条工務店）、
※北村 忠男（日本住環境（株））、大島 雅貴（（株）ＭＵＪＩ ＨＯＵＳＥ）、楠木 義正（（株）トーコー）、
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：武永 祐嗣（（株）プラネックス）、※川内 一毅（（株）プラネックス）、
※佐々木 徹（住宅保証機構（株））、※手塚 泰夫（住宅保証機構（株））、
大串 豊（㈱地盤審査補償事業）、
事務局：小田嶋良一、松澤ひろ美
【報告・議事事項】
１．委員の交代について
・LIXIL の佐々木様が昨年 12 月より参加され、ご挨拶を頂く。
・小田急ハウジングの枝久保様の退任のご挨拶・新任の落合様のご挨拶がありました。
・旭ファイバーの馬場様に代わり池田様が 4 月より参加され、ご挨拶を頂く。
・住友林業の小坂様に代わり瀧澤様が 4 月より参加され、安全ＷＧのリーダーもお引き受け頂き
ました。
２．前回議事録の確認
・事務局より前回議事録の概要読み上げ、修正等の意見はなし。

・・・資料１

３．
（各種ＷＧ報告）
＜生産管理ＷＧ＞

・・・資料 2-1（佐藤リーダー）

・木造軸組大工技能の基礎コースは 4 名参加で予定通り実施完了。受講生からも高評価だった。
・住宅建築関連技能者の能力評価基準案について報告あり、技能者の評価ルートを、メインルート
とサブルートの案が示される。
・勤務間インターバル制度について説明があり、意見交換をした。
住友林業は 1 年半前より実施している。勤務間を 11 時間空けて勤務するようにしている。
・R3 年度の議事テーマについて、現場の働き方改革と処遇改善について WG で検討しながら推進す
る。
・施工管理チェックポイントマニュアルのセミナーを WEB 化する計画で進めてゆく。
＜リフォームＷＧ＞

・・・資料 2-2（中藤リーダー）

・既存住宅状況調査技術者講習について説明あり。昨年度新規 97 名、更新 370 名、修了者 467 名。
WEB 更新講習の受講者数も 12 月より安定的に申し込みを頂いている。
今年度は新規講習も WEB 化を計画し、今後は WEB 講習を主に計画してゆく。
新規 WEB 講習のフローについて、説明があり、意見交換をした。
・安心 R 住宅の HP の開設、フローや手続きについて示している。4 月中に HP に UP する。
・今年度の成果物としてリフォーム工事版の施工管理チェックポイントマニュアルを作成すること
を考えている。引き続き議論をしてゆく。今後作成にあたり、工事写真等の提供依頼をお願いす
ることもあるので、ご協力をお願いします。
・り推協の書籍等の情報共有、国交省大臣官房官庁営繕部からの写真提供依頼の話があった。
＜建設副産物ＷＧ＞

・・・資料 2-4（馬場リーダー）

・石綿含有建材の一戸建住宅の事前調査者講習を木住協で実施できないか検討した結果、
木住協での主催は難しいとの結論となり、断念。ユニバースで実施する講習会の周知、受講者の
集客は木住協でできる。2 日間の講習で受講のハードルは高いが、早めに告知して進めてゆく。
・テキストは 3440 円で建災防にて販売している。
・事前調査シートの帳票、顧客への説明、現場の掲示、工事完了の報告等内容が決まっている。
リフォームの会社は資格が必要になるので、注意が必要。
・環境省より、法改定のマニュアルがあり、３７０ページのボリュームで難しい。
WG で今年度 20 分程度の動画を作成して改訂内容が周知できるようにする。HP で公開する予定。
夏頃には開示する。この後、現場担当者向け、業者向け等分けて作る計画をしている。
・調査用の帳票データの公表も計画している。
＜安全衛生ＣＳ ＷＧ＞

・・・資料 2-3（瀧澤リーダー）

・安全管理実務ﾏﾆｭｱﾙのセミナーについて、WEB で行う内容を議論した。講師は小松様に依頼。
・
「墜転落災害防止策」の DVD を活用してセミナーを行うことになった。5 年前に作った DVD だが今
でも有効な内容。在庫 190 本あり、今年度在庫限りで安く販売する。
～サンプルで視聴したい委員様は、事務局までご連絡をお願いします。

・改定したマニュアルについても販売を計画している。価格は未定。
４．WOODRISE2021KYOTO 参加登録受付開始延期のお知らせ

・・（資料３）

・受付開始が 4/1 から 1 ヵ月程度延期となりました。木住協の団体申し込みについては、受付して
いるので、参加企業様はご連絡をお願いします。
５．木造軸組大工技能の短期講習成果発表について

・・
（資料４）

・開催概要の説明。補助金の決済も無事に完了しました。資料は支部へも配信をして、次年度以降
の取組みの参考にしてゆく。
６．工務店・一人親方向け税制・法改正チラシ

・・（資料５）

・工務店・一人親方への法改正についてまとめたチラシが出来ました。
７．グリーン住宅ポイント制度について

・・（資料６）

・3/29 より受付開始となり、木住協でも受付業務を行っている。
８．休業支援制度について

・・
（資料７）

・厚労省より、事業主あてに協力依頼があり、概要の説明する。
９．とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者について

・・
（資料８）

・解体工事業の技術者要件を満たす技術者について、経過措置が 3/31 から 6/30 まで延長されまし
た。
10．構造用集成材の供給見通し等について

・・（資料９）

・日本集成材工業協同組合からの通知のお知らせ。コロナの関係でアメリカでの景気向上もあり
2×４材の日本出荷が減っている。
・輸入材の価格の高騰があり、上記組合では 5 月以降は 2 割以上の減産を見込んでいる。
・入手が難しく、設計の成り立ちから変更して現場で対応している。
・ポラテックでは集成材の仕様変更について、相談をしている状況。次回 6 月の委員会には、詳細
のご報告できるように準備する。
11．総合住宅展示場来場者組数調査について

・・（資料 10）

・来場者減少について事務局より説明がある。
12．2021.4.1 生産技術委員会（全体）名簿

・・（資料 11）

・委員様の所属部署等に変更のある方は、ご連絡をお願いします。
13．建設業退職金共済制度の電子申請方式について
・電子申請に関する資料を提示。関係者へのご周知をお願いします。

・・（資料 12）

14.その他
秋山主査より以下のご意見を頂いた。
①輸入木材の需給問題については、木住協の問題として取り上げて、生産技術委員会の問題として
上の委員会へお話しして頂き、国へ意見発信して頂きたい。
②住生活基本法の見直しでは、木造住宅の話は少ないので、木造住宅に関するテーマを木住室に問い
合わせて調べて頂きたい。
③静岡の技能者育成について、良い評価で一安心。6 月の委員会までに支部ごとに地方の会員へ入職
者の数を調べ、多い会社へヒアリングをするとか、知恵を出して、工夫した活動をお願いしたい。
（フリートーク）
・ご出席の委員様よりフリートークを頂く。
（今後の予定）
・生産技術委員会

令和 3 年 6 月 3 日（木）15：00～17：00（木住協 会議室）

・生産管理ＷＧ

令和 3 年 6 月 3 日（木）13：00～14：30（木住協 会議室）

・リフォームＷＧ

令和 3 年 6 月 3 日（木）10：15～11：45（木住協 会議室）

・安全衛生ＣＳ ＷＧ

令和 3 年 6 月 1 日（火）15：00～17：00（木住協 会議室）

・建設副産物ＷＧ

令和 3 年 6 月 1 日（火）10：00～12：00（木住協 会議室）

・既存住宅状況調査技術者合否委員会

令和 3 年 5 月ごろ（メールにて書面開催）

