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（一社）石川県建設業協会（会長 吉光武志）の常任理事会は、8月3日（木）午後2時から石川県建設総合
センター6階特別会議室において開催された。
会に先立ち石川県土木部監理課念介課長補佐からの行政連絡として「石川県の担い手対策の取り組み」
と題し・本県における建設業就業状況・新規高卒者の建設業就業者数・県としての取り組み等について説
明が行われ、続いて（公財）建設業福祉共済団瀬霜事業推進部長からは「建設共済保険の加入促進について」
と題し・建設業福祉共済団と事業概要・石川県における契約状況等推移・年間完成工事高契約の特徴・建
設共済保険についての説明と質疑応答が行われた。
引き続き、常任理事会が開催され、冒頭吉光会長
から、今年度も早４か月が過ぎたが、工事の発注状
況は昨年に比べ芳しくない状態である。先月の県選
出国会議員及び自民党県連との懇談会には、補正予
算の編成についてお願いをした。また、自民党から
は、党員の拡大について依頼があったと挨拶された。
続いての議題では、
１．4月～6月の会員受注高調べについて
２．今後の主な日程について
３．北陸インフラ投資に関する署名活動について
４．建設業をめぐる最近の話題について
５．各地区協会からの報告について
が事務局より議題として報告され会議を終了した。

常任理事会の開催

���������������������������������������



協 会 報(2) 平成29年9月号

1 はじめに

能登半島地震により、住宅地や商店街で大きな被害

が発生した穴水町の中心市街地において、一日も早い

復興に向けて、街路整備や土地区画整理など、新たな

まちづくりに取組んできました。

その中で、穴水町の目抜き通りであり、復興のシン

ボルとも言える都市計画道路本町線については、無電

柱化を核とした良好な街並みの形成を図るため、平成

19年に街路事業に着手し、平成25年3月に�期区間の
整備を完了させました。

そして、能登半島地震から10年の節目となる本年の

6月には�期区間の整備も完了させました。

整備前 整備後

写真－1 完成写真

2 事業概要（�期区間）
路 線 名：都市計画道路本町線

事業箇所：鳳珠郡穴水町字大町地内

延 長：L=140m

幅 員：W=8m

（車道3.0m×2、路側帯1.0m×2）

3 まちづくり協議会

地元では、能登半島地震により被災した中心市街地の復興による「街並み」や「賑わい」の創出につい

て協議することを目的に、平成20年3月に「穴水町まちなか再生協議会」が設立されました。毎月1回定例

会議で幹線道路を軸としたまちなか活性化策の検討を行っており、これまでに定期市の開催や穴水の歴史

穴水町中心市街地における街路整備について
（都）本町線Ⅱ期区間の完成

石川県奥能登土木総合事務所

最近の完成工事から

図－1 位置図

図－2 標準断面図
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をテーマにしたイベントの開催、子どもが楽しめるイベントの企画、回遊性を高めるまちあるきマップの

作成などに取り組んできました。

また、「穴水町まちづくり協定」を策定し、沿道やその周辺区域が一体となった良好な景観形成を図る

こととしております。

4 完成を祝う会

平成29年7月8日には、「穴水町まちなか再生協議会」主催による「本町線�期区間完成を祝う会」が、
知事、穴水町長など多数の関係者列席のもと、盛大に執り行われました。祝う会では、会場となった防災

広場において、のとキリシマツツジの記念植樹や地元の長谷部太鼓保存会龍組と児童ダンスチームA-Kids

のアトラクションが行われました。さらに、広場隣の駐車場において、地元の特産が並ぶテント市が開か

れ、賑わいを見せました。

写真－2 長谷部太鼓保存会龍組 写真－3 児童ダンスチームA-Kids 写真－4 テント市の開催

5 さいごに

今年度、中心市街地の更なる賑わい創出を図るため、事業区間を延伸し、�期区間として引き続き無電
柱化事業に着手したところであり、地元と連携を図りながら、1日も早い完成に向けて整備促進に努めて

まいります。

図－3 まちあるきマップ
図－4 まちづくり協定
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■工 事 名 二級河川米町川

広域河川改修工事（樋管工その1）

■工 事 分 野 河川・道路構造物工事

■施 工 場 所 羽咋郡志賀町清水今江地内

■工 事 概 要

樋管工 N=1箇所

地盤改良工 N=1箇所

護岸工（大型張りブロック） A=243m2

■工 期 平成27年9月19日～平成28年3月15日

■推 薦 理 由

本工事は軟弱地盤上の工事であったが、新設した樋管

や地盤に変状が生じないよう締切り矢板の引抜きを工夫

し、良好な出来栄えで工事を完成させた。また、工事中

は民地の水田を借地して施工ヤードとして使用していた

が、地権者とこまめに立会を行いながら復旧を実施し、

苦情なく工事を完成させた。

平成28年度 土木部優良建設工事 知事表彰の紹介
vol.8

施工企業名：大和建設株式会社

完成写真右岸正面

完成写真上流側から

計画平面図現場用 護岸計画図
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■現場代理人のコメント
この度、優良建設工事知事表彰を頂き、驚きと共に大きな評価に対し感謝申し
上げます。工事期間中、地元町会には多大な協力を頂きありがとございました。
当工事は、米町川の拡幅とともに樋管施設の構築、及び護岸の安全性確保と機能
維持を目的とした工事でした。
一番注意を払ったことは、周辺地盤の変状に注意し、構造物及び借地に沈下や
すべりの影響が及ばないように施工することでした。重機の振動、ダンプの輪荷
重に耐えるよう施工ヤードを盛土敷き鉄板で養生し、締切矢板引抜時は、バイブ
ロハンマー引抜を油圧引抜に変更し、振動軽減で沈下やすべりの誘発なく完了。
施工ヤードとして借地の水田復旧では、直ちに耕作すべく、漏水や耕作機械沈下
無きよう良質基盤土の入替え転圧、表土返しを行い地権者に返却できました。
最後に、発注者と関連業者との綿密な打ち合わせ協力の元順調な施工工程で無
事故無災害に完了できました事深く感謝いたします。

現場代理人

前田十方氏

護岸工張ブロック施工状況 借地施工ヤード盛土敷鉄板養生状況 借地水田・土剥ぎ取り状況

借地水田復旧 借地水田復旧状況 締切矢板油圧引抜状況遠

締切矢板油圧引抜状況近 樋管工埋戻し前
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見学現場 （株）ヨネモリ、日本通運能美物流センター、佛子園西圓寺

『授業で習った単語を実際に現場で見ることができる喜びを感じることができました。』
金沢市立工業高等学校 建築科 3年 井口ひなた

午前中はヨネモリさんの工場と日本通運さんの倉庫建設現場を見学しました。どちらも初めて見るよう
な規模の大きさで発見が多く、見学するのがとても楽しかったです。
ヨネモリさんの工場では鋼材の製造を真近で見る事ができました。想像以上に長くて大きな鉄骨を人や
機械の力でたくさんの溶接の種類を使いわけながらつくっている事を知れてよかったです。授業で習った
単語が出てくる度に実際に現場で見る事ができる喜びを感じる事ができたし、鉄骨には摩擦係数を出し、
高力ボルトがすべらないためにサビが必ず必要というような新しい知識も身につける事ができてよかった
です。Hグレードの工場を見学できて本当に勉強になりました。
日本通運さんの倉庫建設現場では鉄骨造の倉庫の建設作業を見せていただきました。まだ床が出来てい
ない状態の場所を歩いたり、柱の溶接箇所を真近で見る事ができてよかったです。事務所では大成建設の
現場監督の方々に作業内容の説明などをしていただきました。最近ではタブレットを使って現場の様子を
事務所でも見る事ができる事や3Dの図面を見ながら平面や立面ではわからない問題点を見つけるなど技術
の進歩を感じる事ができました。将来立派な現場監督になるためにたくさんの知識を吸収させていただく
事ができて、社会に出て活躍するのが楽しみになりました。
午後は佛子園さんの西圓寺温泉と授産施設の改修工事を見学しました。元々ある建物の長所を生かしつ
つ、新しい用途の建物をつくり出す事の大変さとやりがいを感じる事ができました。ごちゃまぜなのに統
一感があって、ずっとここに居たいと思わせる西圓寺温泉にこれからも笑顔が溢れると良いなと心の底か
ら思う事ができたし、暖かい気持ちになれました。今回の現場見学で得るものは多かったです。

『ヨネモリさんと大成建設さんの見学では、鋼構造で新しく知ることも多く印象に残りました。』
金沢市立工業高等学校 建築科 3年 柿木理世

最初に見学に行ったヨネモリさんでは、見るもの全てのスケールが大きくて驚きました。教科書で見た
鋼構造の部材と直接見るものとは想像していたものとかなり違うものでした。また、ヨネモリさんで作ら
れる柱や梁はt単位で作られていて、tという単位は計り知れませんでした。ですが、その柱や梁が使われ
ているビルの例を見てなるほどなと思いました。そして、沢山の検査や長期に渡るほどの施工は一つ一つ
手と機械で作るオーダーメイド品ならではだと思いました。妥協をせずに作るので、その分の信頼がある
と思いました。
大成建設さんでは、実際にヨネモリさんの部材を使われていて、組み立て方などがわかりました。片方
ずつで使われている部材の会社が違っていて、近い会社と遠い会社では、1階と2階の柱を別々にしなけれ
ばならなかったり、1本そのままでよかったりしたので、現場との距離感も大切だと思いました。
ヨネモリさんと大成建設さんでの現場見学では、鋼構造で初めて
だったので、とても楽しく見学し、新しく知るものが多くあって印
象に残るものが多々ありました。
午後から行った、西圓寺では昔からあるお寺を改修して温泉にし
てあるので、どこか居心地が良く日本の和を感じました。少しレト
ロチックで建物の雰囲気も私は好きだなと思いました。この西圓寺
のコンセプトとして、地域の方に応えるという事に対して、誰か特
定した人だけではなく、多くの人のためにあり続ける建物は素晴ら
しいと感動しました。こういう部分も、ごちゃまぜの一つだと思い
ました。次は見学ではなく、1人の客としてまた訪れたいです。そ
の西圓寺の隣に建てられるものも、人の流れを考えて建てられるの
で地域がより一層活性化するのではないかと思います。こうして、
建物と人との繋りができていくのだと分かりました。

『現場監督の仕事は週休2日になる計画もありどんどん変わっていくと思いました。』
金沢市立工業高等学校 建築科 3年 上出亜弥

1つ目に見学させてもらったヨネモリさんの工場はとっても広くてびっくりしました。17～27の柱を扱っ

雇用改善コーナー

工業系高校生（金沢市立工業高等学校）の現場見学感想文②

（株）ヨネモリの見学
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ていて、その大きさに圧倒しました。作業をしている所を一つ一つ見させてもらって強く思ったのが私達
でも暑いのに、作業をしている方は作業着を着てさらに顔を守るマスクを付けていて暑さと闘いながら、
がんばっているなということです。工期は小さいものだと1ケ月程度、大きいものだと1年程度かかると聞
いてすごい違いだなと思いました。工場を見学させてもらって、外で話を聞いている時、チャイムが鳴っ
て何のチャイムなのか聞くと2時間ごとの休憩の合図として鳴るとおっしゃっていました。そして休憩の時
は、音楽が流れていて心がリフレッシュされて休憩後の仕事もがんばれそうだなと思いました。
2つ目に大成建設さんの現場を見に行きました。倉庫を製作しているとのことですごく大きくて驚きまし
た。使用している鉄骨は、半分ヨネモリさんから取り寄せていて、現場から近い距離にあるため柱を分け
てではなく1本で運べる事で溶接が必要なくて便利ということは、なるほどと思いました。足場の代わりに
クレーン車を使って塗装している姿を見て足場を組む手間が省けるなと思いました。現場監督の仕事は夜
遅くまでという印象だったけど毎日遅くまで仕事をしている訳でもなくて、週に1回は5時に帰宅する日が
あったり5年後には週休2日になる計画も行っていてどんどん変わっていくなと思いました。
最後に西圓寺を見学させてもらいました。元はお寺だった所を地域の方の要望でお風呂に入ったりご飯
を食べたりする所に改造していいなと思いました。色々な人が利用できて人と人との関わりを大切にでき
るなと感じました。そして私はほっこりとした気持ちになりました。それはきっと西圓寺にいる方みなさ
んの気持ちが優しいんだなと思いました。
建築関係の事はもちろん、人の優しさを改めて感じた1日でした。

『私も将来西圓寺のように人に愛される建物をつくりたいです。』
金沢市立工業高等学校 建築科 3年 木村葉々

午前中はヨネモリさんを見学させてもらいました。工場を見学する機会はあまりないし、しかもスケー
ルがとても大きくてすごいと思いました。10メートル以上10トン以上もあるものを人の手で溶接したりし
ていて本当にすごいと思いました。見たことがないような機械があったり、ロボットが溶接をしていたり
見たことがないものがたくさんありました。日本のいろいろな建物に使われる柱や梁が石川県の工場でつ
くられているのがすごいと思いました。
次に日本通運さんの倉庫を見に行きました。この現場ではヨネモリさんでつくられた柱が使われていま
した。17メートルくらいある柱がすごく迫力がありました。まだ屋
根がかかっていない部分が多くて現場の中に光がたくさん入ってい
て、細かいところまで見えました。2階の足ばが不安定で歩くのが
こわかったです。でも職人さんはそんな場所をスイスイ歩いていて
すごいと思いました。
午後から西圓寺に行きました。まず引きやをしている民家を見ま
した。引きやは見たことあったけれどどのように直しているか聞い
たのは初めてだったので引きやについて知ることができました。基
礎は古いものの内側に新しいものをつくっていたり、吊木は横に新
しいものをつけたりしているとわかりました。次に西圓寺の中を見
ました。温泉が天井や壁に木が使われていてとても温かみがありま
した。お寺をそのままの形で使っているのに、お年よりや多人数の
人が楽しく使っていてすごいと思いました。廊下がせまかったり段 日本通運能美物流センターの見学
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平成29年 ～交通マナーアップいしかわ～

秋の全国交通安全運動実施要綱秋の全国交通安全運動実施要綱秋の全国交通安全運動実施要秋の全国交通安全運動実施要綱秋の全国交通安全運動実施要綱秋の全国交通安全運動実施要綱秋の全国交通安全運動実施要綱
期間 9月21日（木）～ 9月30日（土）
9月30日は全国統一の「交通事故死ゼロを目指す日」

● 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
● 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
● 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの
 正しい着用の徹底
● 飲酒運転の根絶

（一社）石川県建設業協会は参加企業256社、参加チーム568チーム（参加ドライバー2827人）による

　「平成29年度　けんせつセーフティードライブ・コンテスト」 平成29年6月1日～平成30年2月28日
を実施中です。制限速度の遵守・同乗者も含めたシートベルトの着用・運転中の携帯電話の使用禁止等
のルールを守り１人でも多くの方の無事故・無違反の達成をお願い致します。

広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と
正しい交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を図る
ことを目的に実施されます。

運
動
の
重
点

差があったりしても、自分で気をつけるきっかけになったり、すれちがうときに会話がうまれたり良いよう
に利用していてすごいと思いました。私も将来このように人に愛される建物をつくりたいです。

『今回現場見学をして、現場は魅力的で興味があると実感させられました。』
金沢市立工業高等学校 建築科 3年 小谷菜緒

今日は初めて鉄骨の工場に行きました。私の通学路にも鉄骨の工場があって、作業している姿が見える
のでいつも見ていたけど、今日行った株式会社ヨネモリさんはスケールが違いすぎてビックリしました。
工場の中に入ると、とてつもなく大きな鉄骨が沢山あって、その鉄骨を加工しているのがロボットだと
いうことにとても驚きました。もちろん人の手で加工する部分もありましたが、ロボットがロボット自身
で動いて加工している姿に感動しました。そして、工場では洋楽が流れていて、シーンとしているより、
音楽があった方が良いと思いました。
次に行ったのは大成建設さんの現場で、株式会社ヨネモリさんが作業しているということで見学に行き
ました。そこでは、物流センターを作っていてとても大きかったです。その建物のうち、AとBがあって、
Bをヨネモリさんが担当していて、Aの担当している会社には出来ない、17、8メートルの1本の柱を使っ
ていて、現場が工場から近いからといい、すごい事だと思いました。この現場には、鳶の仕事をしている
方たちがちょうどいて、先生に鳶の仕事はどれだけ危ないことをし
ているか聞いて、私のおじさんが鳶の仕事をしているのもあり、怖
い面、逆に今までより興味が湧きました。
最後に、西圓寺ウェルネスさんとその隣で作っている現場に行き
ました。お寺をそのまま残して中だけ変えたと聞いていてどんなん
だろうと楽しみにしていました。行ってみると、元々、厨房だった
ところが温泉になっていたり、カフェがあったり、テレビを見てく
つろぐ空間があったりして、そこで障害者や子供や高齢者が自由に
過ごしていてとても優しい場所でした。足湯も最高でした。
今回現場見学をして、やっぱり現場は魅力的で興味があると実感
させられました。自分にはどんな仕事が合うのか今まだ分かってな
いけど、何でもチャレンジしてみたいと思いました。 佛子園西圓寺の見学

���������������������������������������
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暑かった夏もすぎ、ようやく秋の気配が感じられるようになった今、珠洲市全域を舞台に「奥能登国際
芸術祭」が開催されています。
「奥能登国際芸術祭」は、国内外のアーティスト達が地域住民と共に、奥能登・珠洲の自然や祭り、食
など、その生活文化に根差しながら、過疎化の進行により閉校した小・中学校の校舎や、廃線となった駅
舎、営業を停止した映画館や店舗等々の39箇所で作品を制
作し展開していくイベントです。

会 期 9月3日（日）～10月22日（日）の50日間
会 場 珠洲市全域（39箇所）
自家用車以外でのアクセス＆市内移動情報

・金沢駅⇔珠洲（すずなり）：珠洲特急バス（1日5復）
・地元ガイド付き作品案内バス：すずなり発着4コース
・電動アシスト付き貸自転車：市内4箇所で貸出
作品鑑賞パスポート（全39箇所鑑賞用）
・一 般 2,500円
・高校生 1,000円
・小中学生 500円
パスポートの購入は珠洲市内各所の他、県内コンビニ、プレイガイド、金沢21世紀美術館等で出来ます。

「キリコ祭り」と「ヨバレ料理」
奥能登国際芸術祭が開催される期間には珠洲市内どこかで「キリコ祭り」
が行われ、奥能登が一年で最も活気づく季節です。
芸術祭の現代アートと伝統あるキリコ祭り、そして祭りで振る舞われる「ヨ
バレ料理」を味わいに、能登半島先端珠洲の岬めぐりをお奨めします。お待
ちしています。
○奥能登国際芸術祭期間中の主なキリコ祭り

・9月9日 ・・・・・・寺家
・9月10～11日・・・・蛸島
・9月14～15日・・・・正院
・10月13日 ・・・・・馬緤
○珠洲まつり御膳

珠洲市内の19の加盟店（割烹、食堂、レストラン、民宿、旅館、ホテ
ル）で味わえます（予約が必要です）

詳細は 奥能登国際芸術祭WEBサイト http : //oku-noto.jp

地区協会コーナー

さいはての芸術祭、美術の最先端

「奥能登国際芸術祭2017」開催中
（一社）珠洲建設業協会
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今月の さん
（株）沢野組は和倉温泉にほど近い七尾市津向町に本
拠を置く建設会社です。本日は会社事務所に今月の輝
きさんの山本雅史さんを訪ねました。

－開口一番元気なご挨拶を受け、自身の経歴等につい
て紹介をいただきました。
私は七尾市中島町で生まれ育ち、働きながら七尾市
の定時制の城北高校を卒業しました。社会に出てから
は建設関係の仕事をいくつか転職しましたが、ある時
現在の会社の社長に「俺んとこで働かんか？」と誘わ
れたことがご縁で、平成27年5月から沢野組にお世話
になっています。

－あなたの会社、あなたの仕事について教えてください
会社は土木一式を請け負う総員20名規模の建設会社
です。社長沢野 哲は県建設業協会の役員や七尾鹿島
建設業協会の副会長を務め、協会の活動や地域活動等
にも積極的に努めておられます。男気があって、さば
さばとした方で、私から見れば「男の中の男」といっ
た魅力ある社長です。
私は工事部の社員として、これまで法面工事や下水
道管など埋設工事等の現場で現場作業員として働きま
した。会社では私が一番若くすぐ上には35歳の先輩が
います。
工事部のメンバーは朝は会社から揃って現場へ出か
け、仕事が終わると揃って会社に帰ります。常に行動
を共にすることから家族的な雰囲気で馴染んでおりそ
の中で私はムードメーカー的存在です。

－会社は本業の他能登野菜の「沢野ごぼう」を作っていると聞きましたが？
私の会社では、農業部という部門があり、そこでは、七尾市特産の能登野菜「沢野ごぼう」を生産して
います。沢野ごぼうは私の会社社長の出身地である七尾市沢野町特産の伝統野菜と言うこともあって扱っ
ているのだと思います。
非常に味わい深い野菜であることから、古くは藩主や本山等に献上されたそうです。

－会社に馴染んで働いておられますが、仕事で目指すところは何ですか？
以前ある現場で筋肉質の立派な体格の現場作業員に出会いあこがれました。自分もあのような体つきの
現場作業員になりたいと思い、仕事では肉体的に厳しい現場作業に徹しています。ゆくゆくは車両系の資
格を活かして建機のオペレーターもやってみたいと思っています。

－現場代理人を目指すという志はありませんか？
いつも現場で大変そうな監督を見ているので、現場作業のほうが私には適任と思っています。

－結婚していると聞きましたが、あなたの家族について紹介ください。
妻との間に6歳の長男を頭に1歳と0歳の3人の男の子がいます。現在妻方の家族とともに中能登町で暮ら
しています。

－あなたの余暇はどうしていますか？また趣味などあれば教えてください。
余暇は0歳児もいることから、家庭サービスが中心です。趣味は筋トレで暇なときは近くの体育館の施
設に通ったりしています。

－マイホーム建設が実現しそうだと聞きましたが？
住んでいる中能登町の家の道路向かいの空き地で、家族みんなの協力で自分の家族だけの家を建てる話
が具体化しており心待ちの心境です。

とかく建設業は3K職場と言われ敬遠される中、その3Kにあこがれを持つ若者がいることに感激しまし
た。職場の輝きさんとして輝き続けることを期待します。

けんせつ一番星☆
「-Sunset Express-MOVE」毎月第4火曜日 18 : 00～18 : 05

エフエム石川で毎回、建設業界で働く業界のホープ「けんせつ一番星☆」の方にインタビューし

建設業界の魅力や仕事への意気込みなどに迫ります。

是非お聞きください。

まさふみ

株式会社沢野組 山本雅史さん

業 種：土木技師
経験年数：2年5カ月
年 齢：30歳

No. 30
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協 会 だ よ り

委 員 会 の 開 催

土木委員会

◎総務部会・懇話会合同会議の開催
土木委員会（委員長 竹腰勇ノ介）は、8月31日（木）に石川県建設総
合センター会議室において、正副委員長と副部会長及び懇話会座長、総
務部委員、懇話会委員を構成メンバーとした合同会議を開催した。
この会議では、7月5日から20日に実施した「各地区協会と県協会土木
委員会との意見交換会」の場で発言された、建設工事等に関する意見要
望について、入札契約関係や総合評価関係、設計積算関係、施工関係、
監督検査関係、改正品確法等の項目毎に課題抽出を行った。提案された
課題については、「石川県土木部との意見交換会」や「国土交通省金沢河川国道事務所との意見交換会」で
課題提案を行うことを確認し、散会した。

建築委員会

◎加賀地域合同建築委員会開催について
建築委員会（委員長 橋本和雄）は、8月22日（火）に、（一社）小松能
美建設業協会にて、加賀地域合同建築委員会を開催した。県土木部の畝
本秀一参事、竹俣隆一次長、竹内正人次長兼営繕課長、熊田康也建築住
宅課長の4名を迎えて、加賀地区の各建設業協会の建築部会員（30名）と
当建築委員会の役員（12名）の計46名による、意見交換会となった。
県協会の橋本委員長、県の竹内次長、小松能美協会の道場義継建築委
員長の挨拶の後、県当局より、今年度の県発注建築工事の方針及び建築
住宅行政・営繕工事等の説明を受けた。
引き続き、各地区協会より県発注者に対し、次の様な議題を提案した。
1）建築改修工事における地下埋設管等の事前調査について
2）工事発注の平準化について
3）地元業者の受注機会確保の配慮について
4）学校等の夏休み期間中に集中する改修工事の発注時期、工期設定について
5）学校等の工事が集中する時期における労務単価の割り増しについて（特に塗装工、防水工、内装工）
6）設計図書と内訳明細の数量に差異がある場合について
7）工事中に別途工事、追加工事が発生した場合について
8）工期や発注時期の検討について
9）入札の評点（工事成績の実績期間の延期、地域貢献度に災害協定以外の追加）について
これらの提案・要望に、県担当者よりそれぞれ詳細な回答を頂き、和やかに意見交換を終え、岡副委員
長の挨拶で閉会となった。

広報・研修委員会

◎企画部会の開催
企画部会（部会長 �田直人）は8月21日（月）午前10時30分から石川
県建設総合センター401会議室において開催された。
委員会の冒頭「協会ホームページのリニューアルについて」と題し、

（株）タップス担当者による新しい協会ホームページの構想説明と質疑が
行われた。
引き続き委員会が開催され、冒頭�田委員長が挨拶を行い、次の通り
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議題審議及び報告が行われた。
１．協会報9月号について

事務局説明の協会報9月号の編集計画が了承された。
２．研修所からのお知らせ
・1級土木施工管理技術検定（実地）受験準備講習会の開催について
・2級土木施工管理技術検定（学科・実地）受験準備講習会の開催について
・1級建築施工管理技術検定（実地）受験準備講習会の開催について
・登録解体工事講習会開催について
の実施計画が報告された。

３．その他
委員会恒例の研修旅行計画について討議が行われた。

建設青年委員会

◎北陸建設青年会議 役員会及び平成29年度総会の開催
北陸建設青年会議（会長 大嶋正寛・新潟県）では、8月29日（火）役
員会及び平成29年度総会を新潟グランドホテルにて開催した。

○役 員 会（15 : 00～）
大嶋会長挨拶の後、平成29年度の総会運営について各役割分担等を確
認し、議案の説明等を行った。その後、今後の事業について協議を行った。

○平成29年度総会（15 : 45～）
大嶋会長挨拶の後、審議に入り猪俣幹事長司会のもと、28年度事業報告
と収支報告並びに29年度事業計画と収支予算を新潟事務局より説明、そ
れぞれ満場一致で可決し承認した。

○講 演 会（16 : 20～）
総会終了後、国土交通省北陸地方整備局 渡辺 学企画部長より、「国土交通行政の最近の話題」と題
して、新潟、富山、石川の基盤整備状況やi-Constructionの取り組み等について約1時間にわたりご講演を
いただいた。

○懇親会（17 : 30～）
最後に懇親会を開催、大嶋会長挨拶の後、渡辺企画部長・結城新潟県土木部建設業室長よりご祝辞をい
ただき、（一社）新潟県建設業協会植木義明会長の乾杯により開宴、出席者全員和気藹々のうちに、開副会
長（富山県）の閉会の挨拶で終了した。

石川県土木施工管理技士会だより

JCMセミナーの開催

石川県土木施工管理技士会（会長 江口介一）は、8月2日（水）石
川県建設総合センター第一研修室においてJCMセミナーを開催し
た。
この講習会は二部構成となっており、午前の部は「公共工事の検
査」を国土交通省OBである相村成一講師が担当し、午後の部は「中
小規模工事にも役立つICTの活用」を（有）水野テクノリサーチ代表
の水野哲講師が担当となり、それぞれ講義を行った。
今回は、講義終了後に試験があり、会場の平均点以上で別途CPDS
が付与されることもあり、出席者は熱心に講義を受講していた。
当技士会では、JCMセミナー特別講習会を9月13日（水）に石川県建設総合センターにて開催を予定して
いる。
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労働災害発生状況
～建設業労働災害防止協会～

署別・業種別件数（平成29年分） 平成29年7月末 速報

業種別
署別 土木工事 建築工事 設備工事 計 前年同期 全産業

金沢監督署 ① 4 （ 4）21 6 ①（ 4）31 ① 23 ③ 321

小松監督署 ① 2 （ 3） 9 2 ①（ 3）13 17 ① 117

七尾監督署 2 （ 3） 5 ② 7 ②（ 3）14 13 ③ 77

穴水監督署 2 ①（ 4） 6 0 ①（ 4） 8 3 ② 34

計 ② 10 ①（14）41 ② 15 ⑤（14）66 ① 56 ⑨ 549

前年同期 ① 10 （19）38 8 ①（19）56 ① 56 ⑦ 503

（ ）内は木建工事 ○内は死亡者数

平成29年度 建設工事受注高調（元請）

民 間 （単位100万円）

土 木 建 築 計

29年度 28年度 ％ 29年度 28年度 ％ 29年度 28年度 ％

5月分 668 193 346.1% 4,387 1,285 341.4% 5,055 1,478 342.0%

6 月分 373 717 52.0% 4,027 1,237 325.5% 4,400 1,954 225.2%

7 月分 484 784 61.7% 2,035 1,748 116.4% 2,519 2,532 99.5%

年度累計 2,011 1,980 101.6% 12,479 6,220 200.6% 14,490 8,200 176.7%

27年度累計 1,460 137.7% 9,987 125.0% 11,447 126.6%

26年度累計 1,771 113.6% 9,803 127.3% 11,574 125.2%

官 公 庁

土 木 建 築 計

29年度 28年度 ％ 29年度 28年度 ％ 29年度 28年度 ％

5月分 1,085 2,691 40.3% 529 236 224.2% 1,614 2,927 55.1%

6 月分 2,326 4,129 56.3% 1,587 4,427 35.8% 3,913 8,556 45.7%

7 月分 5,262 5,033 104.5% 1,244 2,468 50.4% 6,506 7,501 86.7%

年度累計 9,998 14,343 69.7% 3,905 7,200 54.2% 13,903 21,543 64.5%

27年度累計 12,888 77.6% 3,741 104.4% 16,629 83.6%

26年度累計 17,283 57.8% 8,249 47.3% 25,532 54.5%

合 計（民間＋官公庁）

29年度 28年度 ％ 29年度 28年度 ％

5月分 6,669 4,405 151.4% 年度累計 28,393 29,743 95.5%

6 月分 8,313 10,510 79.1% 27年度累計 28,076 101.1%

7 月分 9,025 10,033 90.0% 26年度累計 37,106 76.5%

業 界 時 報
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10月は全国不正軽油撲滅強化月間です。

不正軽油（※）は、刑罰をともなう重大な犯罪です。不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油

に使用されることを知りながら材料を提供・運搬した人、不正軽油を製造する場所を提供した人なども重

い罰則が適用されます。

不審な業者や施設などの、不正軽油に関する情報をお寄せください。

※「不正軽油」とは、主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。

不正軽油は、軽油引取税の脱税にとどまらず、環境汚染の原因にもなっています。

また、石油製品販売業、運輸業、建設業等の公正な市場競争を阻害します。

全国不正軽油撲滅強化月間について
～石川県不正軽油撲滅対策協議会・石川県からのお知らせ～

フリーダイヤル 0120-797623（なくなろーふせい）

ファックス番号 076（225）1275

メールアドレス keiyu110@pref.ishikawa.lg.jp

ホームページ www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/huseikeiyu/



協 会 報平成29年9月号 (15)

今月は届出はありませんでした。なお、変更等があった時点で届出頂くようお願い致します。

平成29年9月行事予定
9月 1日（金）建設業振興基金板倉局長来館（キャリアアップ

説明）
3日（日）お店屋さん職人さんになろう！ （三和公民館）
4日（月）土木委員会 役員会 （金沢市内）
5日（火）正副会長会議

暴力団等対策特別委員会
建築委員会 能登地区合同建築委員会

（鳳輪建設業協会）
1級土木施工管理技術検定試験（実地）受験準
備講習

7日（木）三県専務・事務局長会議
（富山 ANAクラウンプラザホテル富山）

8日（金）県央農林安全対策協議会 運営委員会
（県央農林総合事務所）

10日（日）建設業経理検定試験（石川県建設総合センター）
12日（火）1級土木施工管理技術検定試験（実地）受験準

備講習
2級土木施工管理技術検定試験（学科・実地）受
験準備講習
グループウェア説明会（鳳輪）（鳳輪建設業協会）

13日（水）グループウェア説明会（七尾）
（七尾鹿島建設業協会）

石川県土木施工管理技士会 特別セミナー
石川県景観審議会 計画部会 （石川県庁）

14日（木）グループウェア説明会（金沢）（金沢建設業協会）
グループウェア説明会（小松）

（小松能美建設業協会）
15日（金）金沢建設業協会 理事会
16日（土）情報共有システム講習会
19日（火）1級土木施工管理技術検定試験（実地）受験準

備講習
会報編集委員会

20日（水）専門技術委員会 （長岡市 信濃川河川事務所）
21日（木）専門技術委員会 （長岡市 信濃川河川事務所）

全建 理事会・協議員会
（東京 東京プリンスホテル）

建設資材対策北陸地方連絡会
（新潟市 北陸地方整備局）

22日（金）2級土木施工管理技術検定試験（学科・実地）受
験準備講習
広報・研修委員会

25日（月）ゴルフ大会 （片山津ゴルフ倶楽部）
26日（火）事務局打合せ

北陸建設業協会 会長会議
（富山 ANAホテルクラウンプラザ富山）

27日（水）2級土木施工管理技術検定試験（学科・実地）受
験準備講習
全国建産連 全国会長会議

（京都 ウェスティン都ホテル京都）

27日（水）地方ブロック建設工事従事者安全健康確保推進
会議 （新潟 北陸地方整備局）
電子小黒板セミナー

28日（木）東日本建設業保証 取締役会（東京 本社ビル）
土木委員会 現場見学会・研修会（～29日）

（富山県・長野県）

平成29年10月以降の行事予定
10月 2日（月）建設業福祉共済団企業訪問（～5日）（県内各地）

4日（水）2級土木施工管理技術検定試験（学科・実地）受
験準備講習

5日（木）全国建設労働災害防止大会（～6日） （札幌）
11日（水）2級土木施工管理技術検定試験（学科・実地）受

験準備講習
17日（火）北陸地域懇談会

（富山 ホテルグランテラス富山）
20日（金）2級土木施工管理技術検定試験（学科・実地）受

験準備講習
11月 1日（水）全国建設労働問題連絡協議会（東京 鉄鋼会館）

「けんせつフェア北陸in新潟2017」（～2日）
（新潟 新潟市産業振興センター）

6日（月）正副会長会議 （KKRホテル金沢）
保証事業石川協議会定例会 （KKRホテル金沢）

17日（金）地区協会合同研修会 （七尾市）
20日（月）東日本建設業保証 役員・参与懇談会

（東京 パレスホテル東京）
24日（金）全建 理事会・会長会議 （東京 経団連会館）
28日（火）建設技術報告会

（新潟 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター））
12月 4日（月）正副会長会議
14日（木）全建 理事会・地域懇談会意見交換会等

（東京 経団連会館）
平成30年
1月19日（金）協会・組合 新年会 （ホテル日航金沢）
2月16日（金）全建 理事会・施設見学会 （東京 鉄鋼会館）

県協会からのお知らせ

会 員 消 息

「協会報」への随筆等投稿（お願い）

①随筆文字数 400字詰め原稿用紙3枚（1,200字以上）
②投稿の期日 毎月25日頃（翌月号の編集締切り）
③協会報の発行 毎月1日発行

（毎月10日前後納入、会員送付）
④謝礼 投稿頂いた記事について薄謝（図書券）

贈呈

（注）お問い合わせは、
（一社）石川県建設業協会事務局広報担当
TEL 076-242-1161（代）内線40番
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地区協会からのお知らせ
（一社）金沢建設業協会

《行事予定》
9月 3日（日） 石川県防災総合訓練
4日（月） 建築：住宅委員会
5日（火） 青年：幹事会
6日（水） 第3回中堅・若手（技術）社員研修会
7日（木） 青年：消火技術競技大会
8日（金） ゴルフ委員会
11日（月） 土木：役員会
12日（火） 建築：全体会
15日（金） 理事会
19日（火） 土木・建築合同ゴルフ大会
20日（水） 青年：情報発信セクション
25日（月） BCP講習会

青年：技術防災セクション
27日（水） 建築：市実務担当者との意見交換会

金建協役員OB会

（一社）加賀建設業協会

《行事予定》
9月 6日（水） 建友グリーン会

《お知らせ》
10月17日（火） 小松工業高校 インターンシップ学習受入

（～19日）
18日（水） 監理技術者講習 開催

（一社）小松能美建設業協会

《行事予定》
9月 7日（木） 監理技術者講習
8日（金） 親睦研修旅行（～9日）
16日（土） 梯川ゴミ拾いボランティア

「こまつ乗りもの動物園」出展協力
27日（水） 寺井高校生現場見学会
29日（金） 板津中学校キャリア教育

《お知らせ》
10月 道路アドプト活動

木場潟ヨシ刈りボランティア

（一社）白山野々市建設業協会

《行事予定》
9月10日（日） 第5回白山白川郷ウルトラマラソン
15日（金） 親睦ゴルフコンペ
16日（土） 白山路サイクルフェスタ協力
19日（火） 総務委員会
22日（金） 理事会
23日（土） 七ケ用水清掃ボランティア

河北郡市土建協同組合

《行事予定》
9月21日（木） 定例役員会

（一社）羽咋郡市建設業協会

《行事予定》
9月 5日（火） 中能登農林総合事務所との意見交換会開催
30日迄 第14回「小学生の見た建設の絵」募集

《お知らせ》
10月（予定） 建設機械試乗会開催

4日（水） 管内4工場の生コン品質管理監査（～16日）
中旬～ 第14回「小学生の見た建設の絵」入賞作品の

展示会開催
下旬 農林工事安全パトロール実施

（一社）七尾鹿島建設業協会

《行事予定》
9月 8日（金） 城山クリーン大作戦

（一社）鳳輪建設業協会

《行事予定》
9月 5日（火） 能登地域合同建築委員会

（主催：県協会建築委員会）
12日（火） グループウェア導入に関する説明会

（主催：県協会）
13日（水） 奥能登土木委員会と奥能登土木総合事務所と

の意見交換会

（一社）珠洲建設業協会

《行事予定》
9月13日（水） 奥能登土木総合事務所と奥能登土木委員会と

の意見交換会
14日（木） 石川県立能登産業技術専門校前期修了式

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引き上げについて
石川労働局

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」の実現理念の下、すべての
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。（障害者雇用率制度）この法定雇用率
が平成30年4月1日から次のように変わります。

1 民間企業の雇用率現行2.0％⇒2.2％に
2 対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
3 平成33年4月までには、さらに0.1％引き上げになります。

関係機関からのお知らせ
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なお、詳しくは下記アドレスの広報をご覧ください。
「平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
http : //livedoor.blogimg.jp/leafletbank/imgs/a/9/a9378516.jpg

【受講無料】 「健康経営のすすめ」
金沢商工会議所

当所では、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」のセミナーを開催します。
ぜひ、この機会に受講下さい。
◆日時場所 平成29年10月3日（火）13 : 30～15 : 30

金沢商工会議所会館1階ホール（金沢市尾山町9‐13／地下有料駐車場あり）
◆講 師 特定非営利活動法人健康経営研究会理事長 岡 田 邦 夫 氏
◆受講対象 経営者または管理者 100名（先着順／定員次第締め切ります。）
◆申 込 み 受講申込書に各項目を記載し、FAX、メールにて申し込みください。
◆問 合 せ 金沢商工会議所 人材確保・育成グループ【清水（誠）】【石蔵】

電話 076‐263‐1157 FAX 076‐263‐1158 メール jinzai@kanazawa-cci.or.jp

平成29年10月・11月・12月個別専門相談室開設のご案内
石川県中小企業団体中央会

本会では、組合員等が抱える法律や税務・登記等の諸問題につき専門家による個別相談窓口を開設しています。
10月～12月下記の通り相談室を開設します。相談は予約制（1回30分）です。ご希望の方は本会へ事前に電話でお
申し込みください。また、予約多数の場合は、相談時間の短縮をお願いすることもありますのでご了承ください。

開催日 時間 内容

平成29年10月18日（水）
11月17日（金）
12月15日（金）

10 : 00～12 : 00

13 : 00～15 : 00

税務・会計相談

法律相談

北村労務会計事務所
税理士 荒谷幸祐 氏
弁護士法人まこと共同法律事務所
弁護士 久保雅史 氏

◆開催場所 金沢市鞍月2丁目20
石川県地場産業振興センター新館5階 石川県中小企業団体中央会 会議室

◆申 込 先 TEL 076‐267‐7711 FAX 076‐267‐7720

【受講無料】
企業の女性活躍推進・課題解決合同コンサルティング開催のご案内

【主催】石川県 【協力】（一社）石川県経営者協会 石川県商工会連合会 石川県中小企業団体中央会

女性の活躍推進は、企業の経営戦略としても必須となっています。女性活躍推進法の完全施行から1年が経過
し、多様な人材が活躍できる職場環境づくりがますます求められている今、企業で取り組みを進めるにあたり抱
えている課題の解決に向け、合同コンサルティングを実施します。専門家のアドバイスを受けながら、他の企業
と情報交換をし、話し合うことができる内容となっていますので、是非参加ください。
◆開催日時 1回目 平成29年11月6日（月）13 : 30～16 : 30

2回目 平成29年11月7日（火）13 : 30～16 : 30
◆開催場所 石川県女性センター 金沢市三社町1‐44

（駐車場は限りありますので公共交通機関をご利用ください。）
◆定 員 女性活躍推進にすでに取り組み、今後さらに進めたいと考えている県内企業・団体皆様 各回10社
◆申込・問い合わせ

石川県県民文化スポーツ部男女協同参画課 〒920‐8580 金沢市鞍月1‐1
TEL 076‐225‐1378 FAX 076‐225‐1374

（事前に申込書による申し込みが必要です。郵送またはFAXでお申し込みください。）
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