災害応急対策のためには、建設機械、資機材の調達や労働力の確保な
ど、建設業界等の全面的な協力が不可欠です。
そのため、国土交通省では９月１３日に、建設業者団体１１０団体（※）
へ、地方公共団体等と緊密な連携を図りながら、可能な限り被災地域の
応急対策に取り組んでいただくよう協力要請をいたしましたのでお知ら
せします。
また、本通知等を踏まえ、千葉県内における被災状況に対し、建設業
団体が支援活動を行っていますのでご紹介いたします。
なお、災害関係の支援情報については、お住まいの市町村にお問い合
わせください。

※

建設業者団体

建設業法（昭和二十四年法律第百号）（抄）
（届出）
第二十七条の三十七

建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事

の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業
を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの（以下「建設業者団体」という。）は、
国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土
交通省令で定める事項を届け出なければならない。

国 土 建 第 236 号
令 和 元 年 9 月 13 日
建設業団体等の長

殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

台風第１５号による災害応急対策への協力について（要請）

このたび、台風第１５号の影響により、各地域において、様々な被害が発生しており
ます。
国土交通省においては、警戒体制のもと、災害対応に総力を挙げて取り組んでいると
ころでありますが、災害応急対策のためには、建設機械、資機材の調達や労働力の確保
など、建設業界等の全面的な協力が不可欠であります。
つきましては、貴団体におかれましては、地方公共団体等と緊密な連携を図りながら、
可能な限り被災地域の応急対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

建設業団体110団体
団

体

名

団

体

名

1

全国管工事業協同組合連合会

56

（一社）日本型枠工事業協会

2

（一社）日本空調衛生工事業協会

57

（一社）全国ダクト工業団体連合会

3

（一社）日本建設機械施工協会

58

日本外壁仕上業協同組合連合会

4

（一社）日本塗装工業会

59

（一社）日本建築大工技能士会

5

（一社）全国建設業協会

60

（一社）四国電気・管工事業協会

6

（一社）日本左官業組合連合会

61

（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会

7

（一社）日本サッシ協会

62

（一社）全国タイル業協会

8

（一社）日本電設工業協会

63

（一社）日本厨房工業会

9

建設工業経営研究会

64

（一社）重仮設業協会

10

（一社）海外建設協会

65

（一社）日本計装工業会

11

（一社）日本道路建設業協会

66

全日本電気工事業工業組合連合会

12

（一社）日本埋立浚渫協会

67

全国圧気工業協会

13

（一社）鉄骨建設業協会

68

（公社）日本エクステリア建設業協会

14

（一社）日本建設組合連合

69

（一社）全国道路標識・標示業協会

15

（一社）全国中小建設業協会

70

（一社）日本金属屋根協会

16

（一社）建設産業専門団体連合会

71

（一社）斜面防災対策技術協会

17

建設業労働災害防止協会

72

（一社）全国建設産業団体連合会

18

（一社）情報通信エンジニアリング協会

73

（一社）日本下水道施設業協会

19

（一社）日本橋梁建設協会

74

（一社）日本内燃力発電設備協会

20

（公社）全国鉄筋工事業協会

75

（一社）日本建築板金協会

21

（一社）プレハブ建築協会

76

消防施設工事協会

22

（一社）全国さく井協会

77

（一社）日本運動施設建設業協会

23

（一社）日本鳶工業連合会

78

全国圧接業協同組合連合会

24

日本室内装飾事業協同組合連合会

79

（一財）中小建設業住宅センター

25

（一社）日本タイル煉瓦工事工業会

80

全国マスチック事業協同組合連合会

26

全日本板金工業組合連合会

81

全国ポンプ・圧送船協会

27

（一社）日本エレベーター協会

82

全国板硝子工事協同組合連合会

28

（一社）情報通信設備協会

83

（一社）日本屋外広告業団体連合会

29

（一社）全国建設産業協会

84

（一社）日本家具産業振興会

30

（一社）全国クレーン建設業協会

85

（公社）全国解体工事業団体連合会

31

（一社）日本造園建設業協会

86

（公社）日本推進技術協会

32

（一社）日本冷凍空調設備工業連合会

87

日本建設インテリア事業協同組合連合会

33

（一社）日本機械土工協会

88

（一社）日本ウレタン断熱協会

34

（一社）全国中小建築工事業団体連合会

89

（一社）日本配管工事業団体連合会

35

（一社）日本シヤッター・ドア協会

90

（一社）ビルディング・オートメーション協会

36

（一社）全国建設室内工事業協会

91

（一社）日本トンネル専門工事業協会

37

（一社）日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会

92

（一社）日本アンカー協会

38

（一社）カーテンウォール・防火開口部協会

93

（一社）日本ツーバイフォー建築協会

39

（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会

94

（一社）日本木造住宅産業協会

40

全国建具組合連合会

95

（一社）日本潜水協会

41

（一社）日本保温保冷工業協会

96

（一社）全国特定法面保護協会

42

（一社）全国基礎工事業団体連合会

97

（一社）日本在来工法住宅協会

43

全国建設業協同組合連合会

98

ダイヤモンド工事業協同組合

44

（一社）日本ウエルポイント協会

99

（一社）日本建設業連合会

45

（一社）日本グラウト協会【旧：（社）日本薬液注入協会】

100

（一社）フローリング協会

46

（一社）日本建設軀体工事業団体連合会

101

（一社）全日本漁港建設協会

47

（一社）日本海上起重技術協会

102

（一社）マンション計画修繕施工協会

48

（一社）日本造園組合連合会

103

（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会

49

せんい強化セメント板協会

104

（一社）全国建行協

50

（一社）日本建設業経営協会

105

（一社）樹脂舗装技術協会

51

全国浚渫業協会

106

(公財）建設業適正取引推進機構

52

（一社）土地改良建設協会

107

（一社）送電線建設技術研究会

53

（一社）全国防水工事業協会

108

日本発破工事協会

54

（一社）日本基礎建設協会

109

（一社）全国中小建設工事業団体連合会

55

（一社）全日本瓦工事業連盟

110

（一社）コンクリートパイル・ポール協会

令和元年 9 月 19 日
土地・建設産業局建設業課

台風１５号による千葉県の被災状況に対する
建設業団体の支援対応について
注）以下に記載する団体からの聞き取り

１

建設業団体による物資支援等について

○（一社）日本建設業連合会
・関東地方整備局の要請により、ブルーシート 132,940 枚、土嚢袋 180,000
袋、ロープ 280,000M、乾電池 12,807 個、懐中電灯 513 個、土嚢用砂 48 ㎥、
配送用トラック 11 台を提供。
うち、ブルーシート 56,000 枚、土嚢袋 100,000 袋、ロープ 150,000M、配送用ト
ラック 11 台を、関東地整船橋防災センターへ搬入

・中部地方整備局の要請により、ブルーシート 6,819 枚、ロープ 5,000M を関
東地整船橋防災センターへ提供。
・北陸地方整備局の要請により、ブルーシート 5,234 枚、土嚢袋 9,100 袋、
ロープ 14,000M を、関東地整船橋防災センターへ提供。
○（一社）全国建設業協会
・関東地方整備局の要請により、千葉県建設業協会が倒木撤去（15 カ所）を
対応。
・千葉県の要請により、千葉県建設業協会が土嚢 1,000 袋を提供。
・千葉県建設業協会本部から各支部あてに、ブルーシート、職人等の確保状
況を確認中。不足支部へ順次応援予定。
・東北地方整備局の要請により、東北連合からブルーシート 8,987 枚、土嚢
袋 30,000 枚、ロープ 32,900M を、関東地整船橋防災センターへ提供。

２

建設職人等の確保支援について

・千葉県建設業協会支部間の派遣等
15 日）・八日市場支部から、館山支部、南房総支部へブルーシート張りに
派遣
16 日）・山武支部から、君津支部、館山支部へブルーシート張りに派遣
17 日）・八日市場支部から、館山支部、北総支部へブルーシート張りに派遣
・香取支部から、君津支部へブルーシート張りに派遣
19 日）・東葛支部、京葉支部及び長生支部から館山支部へ、人員及び物資を
派遣・提供
・関東地方整備局の要請で、17 日に埼玉県建設業協会から南房総市へ派遣

令和元年 9 月 19 日
土地・建設産業局建設業課

・関東地方整備局の要請で、17 日に神奈川県建設業協会から木更津市に
派遣
・関東地方整備局の要請で、18 日に神奈川県建設業協会から袖ケ浦市及び
市原市へ派遣
・全国中小建設業協会から、15 日・16 日に鋸南町のブルーシート張りに
派遣。
・千葉土建一般労働組合（全国建設労働組合総連合の構成団体）は、16
日より、千葉県災害ボランティアセンターへ会員を派遣し、センターに
常駐
・群馬県建設業協会の要請で、利根沼田テクノアカデミーの講師（板金屋
根）訓練生を 18 日から 3 日間の予定で佐倉市に派遣。その他、土工職
人も派遣。
・茨城県板金屋根工事団体の青年部がボランティアで南房総市においてブ
ルーシート張り。
※ 9/15 より、自衛隊もブルーシート張りを支援

