建立後も安心して頂けるように

免震施工といった業界に

バベル）

同協会では発足と同時に会員限定商品として地盤総合
保証サービス『THE LAND BABEL』の取り扱いを開始
している。同商品の特徴は墓地の地盤調査が今までより
低コストで行なえること。その調査により、地盤の改良
が必要となった場合に地盤改良工事を行なうというも
の。調査・工事は専門業者が行なうこととなっている。
この地盤総合保証サービス『THE LAND BABEL』が
定める基準で地盤改良工事をした物件には保証書が発行
され、以下の保証が受けられるようになっている。なお、
地盤の修復費用も保証対象で、登録料・更新料・年間費
も一切かからない。同協会では今後こういった会員限定
サービスを増やしていく予定という。

◆保証対象物：墓石
◆保証期間：基礎着工日に始まり、その該当物件が物件
所有者に渡された日から10年間
◆保証範囲：１mを超える範囲で10/1,000以上の傾斜が
認められた場合
◆保証限度額：一事故500万円

協会・メーカー・商社 なっていく。さらに石材 動し、率先して問題解決 する商社および製造元で

墓石の不同沈下リスクに対応
地盤調査・改良から地盤保証まで
会員限定・地盤総合保証サービス
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品目においては

協会にて取りま

とめ購入を行な
の持つ技術力と信頼性を い、会員価格で供給する。

メーカー・商社等の協

労 働 環 境 も 実 現 し て い よる安全作業を実施し、 ついて

また、社会保障や福利 く。このような取り組み 石材販売業者様が安心し

必要とされる技術開発を

全国組織であるため、 行ない、発信していく。

このほど発足した。代表 よる職人（技術者）の減 う 日 本 の 伝 統 文 化 を 守 けることを目的とする。
足の経緯について次のよ 問題のひとつです。国土 界づくり』の実現に繋げ

、そして『健全な業 ②ネットワークについて
理事の井比宏育氏は、発 少も業界にとって大きな る』

人全国石材施工協会』が 厚生面における不備等に を通して『お墓参りとい て業務を依頼していただ 力を得ながら地盤保証・

で組織する『一般社団法

に行なう法人または個人 があると考えています。

墓石の施工業務を専門 内容を徹底していく必要 徹底すると共に、適切な 高めること。法令遵守に ⑤技術・商品等の開発に

『全国石材施工協会』発足

井比 宏育 代表理事

交通省の通達により、平 ていくべく、墓石施工を 墓地の改葬や解体・改修 ⑥協会発行資格について

「埋葬の多様化や建墓 成 年度には社会保険へ 専門とする業者の全国組 といった幅広い業務を商

うに述べている。

『THE LAND BABEL』
（ザ・ランド

施工専門業者の全国団体
一般社団法人

会員募集開始

・人材支援等を行なう。

下の内容を検討している 社会に貢献する活動を行 当協会へのお力添えと入 たは個人。

確立を目指す。現在、以 る協会づくりを目指し、 同とご協力が必要です。 れる業務を行なう法人ま

お願いします」と呼びか

入会金３万円／年会費

会へのご検討をよろしく 【会費等】

③業務連携について

ず、納骨・お墓参り代行 ト施工技師、○墓石免震

けている。現在、同協会 ３万６千円（施工会員、

全国石材施工協会では では、ホームページの開 賛助会員共に同額）

現在、会員募集中

墓石工事のみに留まら という。○アンカーボル なっていく。

法的な基準が定められて と聞いています。これを した」と話す。
同協会の活動主旨・目

当地区会員へ依頼できる 剤適正施工技師、○墓石
○樹脂舗装施工技師。

動の輪を広げていくべ

を計画しているほか、活 作も進めている。

入会申込書、業務環境

代表理事＝㈱井比石材

西山石芸代表取締役・西

育（千葉県）／理事＝㈲

工業代表取締役・井比宏
施工会員（協会員）

		

機材・商材を製造、販売

一般社団法人全国石材施

【お問い合わせ先】

４１３ ︱０５１４

mail : info@nses-stone.org

法人または個人。資材・ ＦＡＸ 〃

販売店への卸売を行なう ＴＥＬ
０４７ ︱７１１ ︱５３８８

売販売店または石材小売 千葉県松戸市大橋１３０

石材・墓地・霊園の小 工協会 事務局

賛助会員

なう法人または個人。

石材への字彫・彫刻を行 浅誠（千葉県）

注する法人または個人。 石材工業代表取締役・湯

からの施工業務依頼を受 由次（神奈川県）／㈲誠

たる業務であるが、他社 石材㈲代表取締役・片野

たは個人。小売販売が主 隼人（愛知県）／カタノ

注し業務を行なう法人ま クニカ代表取締役・中山

施工業務を他社から受 山昌孝（岡山県）／㈱テ

【入会資格】

入会申し込み内容

発起人理事名（敬称略）

会員・非会員を問わず く、会員を募集している。 総会を開催することを予 員のみ）

また、来年１月に設立 に関する調査票（施工会
⑦その他の活動について

施工方法・施工材料・ ようにし、幅広い受注に クリーニング施工技師、 現在、前述のような事業 設、会員証や販促物の制 【提出書類】

私たち施工業者は、こ 廃材処理といった細部に 対応できるようにする。
メーカー・商社との協

/////////////////////////////////////////////////////////////// 協 会 と し て 積 極 的 に 行 の』の手本となるよう活

『聖域で働くも
おいて『適切』とされる 考えます。適切な施工を を推奨することにより我々 に使用される資材・機材 場合、復興支援活動等も 協会は、

ではなく、全ての工程に めていくことが必要だと 要とされる各種資格取得 議・契約により墓石施工 何らかの災害が発生した 井比宏育代表理事は「当 定している。

ら良い』という低い意識 摯に受け止め、改善を進 なうこと。施工業務に必

されたボンドを使ったか のような現状の課題を真 わたる施工基準作成を行 ④コストダウンについて

たのだから良い』
、
『支給

す。『廃材の処分費を払っ います。

為 な ど も 見 受 け ら れ ま 契機にすべきとも考えて 奨について

といったモラルを欠く行 体としての資質を高める ①施工基準と資格取得推 ・お墓掃除等の業務を担 ・耐震施工技師、○接着

方法や古墓石の不法投棄 えるのではなく、業界全 的は以下の通り。

で不適切と思われる施工 加というデメリットと捉

いるわけではなく、一部 事業所における支出の増

中、墓石施工においては の確保が義務付けされる を発足する運びとなりま 注し、繁忙期の業務支援 行し、適切な施工技術の 安心を与えることのでき いたします。皆様のご賛 材業界の発展に必要とさ

数全体の減少傾向が進む の加入や適切な福利厚生 織『全国石材施工協会』 圏以外でもスムーズに受 監修による協会資格を発 業界だけではなく信頼と に取り組むことをお約束 ある法人または個人。石
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