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“未来”を創り“ふる里”を守る建設産業

今月のトピックス
知事表敬
常任理事会の開催
人事異動に伴う新任挨拶
最近の完成工事から
街路事業と温泉街の賑わい創出について
（都）湯元和倉温泉駅線Ⅱ期区間の完成

石川県中能登土木総合事務所

≪石川の工芸シリーズ⑮≫ 小松市立博物館蔵
ゆうさい ずいちょう ふ かざりざら あさくら い そ きち

釉彩 瑞鳥の譜 飾皿＜二代浅蔵五十吉【大正2（1913）年-平成10（1998）年】＞

制作年／昭和43（1968）年 サイズ／直径62.5cm×高さ10.1cm 技法／釉彩
二代浅蔵五十吉は九谷焼の素地を生産する窯元に生まれ、色絵の名工として知られる初代�田八十吉、北出塔次
郎に師事。素地作りに工夫を施し、多彩な色彩表現を特徴とする作品を数多く制作した。本作品は円形いっぱい
に羽を広げた孔雀を真正面から描いたもので、周辺へ向けて大きくなる羽の変化がリズム感を与えている。釉彩
技法特有のにじみが生じた褐釉は黄釉と調和し、渋く重厚な作品に仕上がっている。
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今月の

知事表敬

4月10日（水）午後3時30分から、（一社）石川県建設
業協会の小倉副会長、平櫻副会長、江口副会長、鶴
山副会長、竹腰土木委員長、橋本建築委員長、真柄
土地改良委員長、�田広報研修委員長、山岸専務理
事の9名で谷本知事を表敬訪問した。
小倉副会長からは、平成31年度予算（実質当初予
算）の大幅増額や入札契約制度の改正（早期適用）
など、会員一同大変ありがたく思っているとの感謝
の意を伝えた。
知事からは、のと里山海道の四車線化、加賀海浜
産業道路の整備など広域道路ネットワークの整備促
進と金沢港機能強化整備、鼠多門
・橋をはじめとした金沢城公園の
整備促進、新県立図書館の新規着
工など、東京オリンピックに向け
た石川のインフラ整備の展望など
について話があった。その後、県
内の社会資本整備のあり方につい
て活発な懇談をさせていただいた。
知事表敬後に、中西、竹中両副知事、竹俣土木部長（他土木部幹部）、遠藤農林水産部長（他農林水産部
幹部）への挨拶を行った。
なお、土木部長には、北陸新幹線建設工事（金沢敦賀間）における県内業者の受注機会の拡大について、
農林水産部長には、国営総合農地防災事業「河北潟周辺地区」における県内業者の受注機会の拡大につい
て、それぞれ要望した。

常任理事会の開催

（一社）石川県建設業協会（会長 吉光武志）の常任理事会は、4月3日（水）午後2時から石川県建設総合
センター特別会議室において開催された。
冒頭、小倉副会長の挨拶に続き、次のとおり議題報告がなされた。

１．平成31年度石川県実質当初予算について
山岸専務理事より、平成31年度当初予算の土木部及び農林水産部関係予算のポイントについて説明が
なされた。
２．建設業をめぐる最近の話題について
山岸専務理事より、労務単価平均3.3％上昇、適正な賃金水準の確保など6件の話題について報道記事

知事との懇談状況

土木部長への要望 農林水産部長への要望
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に基づき説明がなされた。
３．地区協会からの報告について
各地区協会より、主な行事予定、
業界事情、社会状況等についての
報告がなされた。
４．今後の行事予定について
事務局から、県協会の今後の行
事予定について説明がなされた。
５．会員受注高調べについて
山岸専務理事より、本年2月末
の受注高調べについて説明が行われた。
６．情報共有システム石川県内自治体での運用状況について
山岸専務理事より、本年2月末の県内自治体の情報共有システムの運用状況と未導入自治体の今後の
取り組み予定について説明がなされた。
７．鼠多門の寄進事業について
山岸専務理事より、鼠多門の壁板、平瓦の寄進事業について説明がなされた。

８．地区協会新任職員の紹介
地区協会の新任職員として、河北郡市土建協同組合事務長 焼田康彦氏、珠洲建設業協会専務理事 大濱
靖弘氏が紹介された。

人事異動に伴う新任挨拶

本年4月1日付けで、国土交通省北陸地方整備局建政部長に着任された佐藤研一氏
が、4月8日（月）、県建設業協会を訪問され、新任のご挨拶をいただいた。
県協会では、副会長以下、常置委員会の委員長、事務局役員等が出迎えた。
佐藤建政部長は、「建設産業は大変重要な仕事であると認識している。今後も北
陸地方整備局と建設業協会が一緒になって良い仕事ができるよう支援をさせていた
だく。」と挨拶された。その後、地域の実情や当面する問題点等を中心に和やかな
懇談が行われた。山田哲也金沢河川国道事務所長が同行した。
4月12日（金）には、同局建政部建設産業調整官 山口幸儀氏、同建設適正契約推進
官 石川孝行氏、同計画・建設産業課長補佐 関根栄久氏他4名が訪問され、新任のご
挨拶をいただいた。

佐藤建政部長との懇談状況 山口建設産業調整官他幹部との懇談状況

建政部長
佐藤研一 氏
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1 はじめに

和倉温泉は全国有数の温泉地であり、能登地
域の重要な観光拠点でありますが、観光客の入
り込みは、平成3年をピークに減少傾向にあり、
さらには平成19年3月の能登半島地震により大
きく減少しました。
こうした中、観光客の減少に歯止めをかけ、
温泉街の賑わい創出を図るため、平成20年度に
県・市・地元が一体となり、ハード・ソフト両
面からまちづくりの取り組みを始めました。
県では、その中核となる温泉中心部とJR和
倉温泉駅方面を結ぶ（都）湯元和倉温泉駅線の無
電柱化事業を進め、平成27年3月の北陸新幹線
金沢開業までに、温泉街中心部から「湯っ足り
パーク」までの�期区間を完成し、残る「湯っ
足りパーク」から県道七尾能登島公園線までの
�期区間について、本年3月に完成しました。

2 事業概要（�期区間）
路 線 名：都市計画道路湯元和倉温泉駅線
事業箇所：七尾市石崎町～和倉町地内
事業期間：平成26年度～平成30年度
延 長：L=500m
幅 員：W=18m（車道3.0m×2、路側帯2.5m×2、歩道3.5m×2）

整備前 整備後

写真－1 完成写真

3 地元の取り組み

地域住民や和倉温泉観光協会等が主体となり、平成20年に「和倉温泉街にぎわい再生協議会」（平成26

街路事業と温泉街の賑わい創出について
（都）湯元和倉温泉駅線�期区間の完成

石川県中能登土木総合事務所

最近の完成工事から

図－1 位置図
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年に「七尾市和倉校区地域づくり協議会」に改組）を立ち上げ、
県のハード整備に計画段階から参画するとともに、JR和倉温泉
駅から温泉街中心部では、花と緑で彩りおもてなしするなど、に
ぎわい創出に向け、地域住民が主体的に取り組んでいます。
さらに、良好な景観形成に向け、和倉地区を
「湯の香の杜」（重点地区）、
「潮の香通り」（幹線道路沿道地区）、
「和み通り」（居住環境地区）
に区域分けし、建築物の高さや色彩等の基準を盛り込んだ景観協
定を定め、平成26年4月から運用しています。

図－2 景観協定基準の一例

4 県の取り組み（�期区間）
道路の無電柱化により安全で快適な歩行空間を確保するととも
に、地元協議会の意見を取り入れた、温泉街へ観光客をお迎えす
るエントランスに相応しい道路修景整備を行いました。具体的に
は、歩道の舗装は和モダンな風合いのインターロッキングブロッ
クを採用し、温泉情緒が感じられる和風と海をデザインした照明
を設置したほか、街路樹には耐潮性が強く、鮮やかな紅色の花が
咲くサルスベリを採用しました。

写真－5 歩道照明灯の社会実験（照度、設置位置）写真－4 歩道舗装材の検討

5 最後に

本年3月12日、（都）湯元和倉温泉駅線�期区間の無電柱化事業は完了しました。今後は、地元の皆様方
が、より魅力的な温泉街となるよう、これまで以上に賑わいづくりに取り組み、和倉温泉が多くの観光客
で賑わうことを期待しています。

写真－2 花と緑のおもてなし

写真－3 道路修景
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■工 事 名 石川県立中央病院建設工事（車いす使用者用駐
車場）

■工 事 分 野 建築（営繕）工事

■施 工 場 所 金沢市鞍月東2丁目 地内

■工 事 概 要
車いす使用者用駐車場上屋建設にかかる建築工事一式
鉄骨造 平屋建て 延べ面積1,433㎡
旧職員宿舎取り壊しにかかる解体工事（付属棟及び付帯外構含）
鉄筋コンクリート造 地上5階 2,917㎡

■工 期 平成28年9月30日～平成29年9月15日

■推 薦 理 由
旧病院の診療を行いながらの建替事業で院内保育所の真横に
上屋を建設する工事であり、また旧職員宿舎の解体工事も伴う
ものであったが、来院者・保育所・病院スタッフ等に対して騒
音や振動・粉じん対策を十分に行い、大きな苦情もなく工事を
行った。また、工事エリアの中で特に業者間が錯綜する範囲内
での工事であり、本棟への搬出入動線・楊重エリアを確保しな
がら段階的に工事エリアを切り替えることや保育所への配慮と
して午後1時～3時までは音の出る作業を行わないなど、時間的
な制約も大きい工事であったが、十分に関連業者との工程調整
に努め、安全管理に配慮し、事故もなく良好な出来栄えで工事
を完了した。
なお、現場代理人においては、県主催のCPD講習会にて積極的に講師を務めたことや、保育所へ頻繁に
顔をだし困りごとについて積極的に対応を行った（側溝の詰まり解消、除雪応援など）など模範となる行
動を行っていた。
工事における工夫として、杭工事においては2台のビデオカメラを使い施工記録を残す（通常の写真管
理に加えて）ことや先行で施工されてい
た本棟の庇の下に一部上屋を施工する難
易度の高い工事において仕様・工法を十
分に事前検討し適切に施工するなどの品
質管理を積極的に行った。

平成30年度 土木部優良建設工事 知事表彰の紹介
vol.4

施工企業名：北川・日成ビルド特定建設工事共同企業体

着工前状況

完成

工区間調整会議状況 完成図
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■現場代理人のコメント
この度は、優良建設工事知事表彰を賜り、この様な大きな評価を頂き、心より
感謝と御礼を申し上げます。
本工事は、石川県の基幹病院としての総合病院建設の車いす使用者の利用を始
めとする天候に配慮した、ささえ合駐車場（上屋付）の工事でした。
着工時、本棟工事が既に18ヶ月経過していましたので、工事エリアは来春先ま
で本棟への搬出入経路となっており、他JVと工区間調整を行いつつ、将来行う大
規模な病院初の解体工事のモデリングとした宿舎解体を行い、エリアの確保を行
い工事を進めました。上屋工事では、旧病院が診察を行っていましたので、基礎
部分に地中埋設管として給水、低圧ガス、高圧ガスが走っていましたが、計測と
試掘を繰返し、杭工事からの基礎構築を無事終えることが出来ました。
また、庇の工事では近接する院内保育園の敷地内に足場を建てさせて頂き、完
成しました。
今回工事で改めて、同一敷地の中に多数の企業体工事が有る中での計画立案か
らの実行に至るプロセスの重要性を再認識致しました。
最後に県立中央病院建設推進室の監督員並びに職員の皆様のご指導と専門業者
及び院内保育所様の工事に対するご理解とご協力により、無事に工事を完成する
ことが出来たことに感謝申し上げます。

現場代理人

山本真一氏

解体工事全景 杭工事・ビデオ撮影

CPD講習現場説明 完成

外観全景夜景 外観
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雇用対策特別委員会（委員長 岡 昌弘）は、若手建設労
働者の育成事業の一環として、建設業界に就職が内定してい
る県内の高校生等を対象とした富士教育訓練センターへの派
遣事業を実施した。
以下は、先月号に続き富士教育訓練センターでの研修体験
を綴った受講者のレポート第2弾となります。

入職企業 みづほ工業（株）

石川県立羽咋工業高等学校 北 蓮次郎

学生の時は、テストで70点または80点でも良い方だと思っていたけれど、仕事では100点の仕事をしな
いとお客様に満足してもらえないということを知り、毎日の仕事では、自分の100％の仕事をしていきた
いと思いました。この研修はとても自分のためになりました。

入職企業 （株）吉光組

金沢市立工業高等学校 藤原 颯

会社に入社すると色々な人との関わりが増えるので、しっかりとコミュニケーションをとれるようにし
たいです。バックホーやブルドーザーの操作がとても難しく危険な乗り物だということがわかりました。
資格を取ることができて良かったです。

入職企業 （株）ヨネミツ

石川県立小松工業高等学校 山本愛華

小型移動式クレーンでのジブやフック操作では、少しずらしたり動かしたりするだけでフックが揺れて
しまい難しかったです。玉掛けでは、ワイヤーの太さ選びを目で見ただけで選ぶのがどれだけ難しいかを
実感しました。それでも、講師の方がとても親切にコツ等を教えてくださったので、楽しく作業すること
ができました。研修では、現場に似た雰囲気を感じて、大人になるんだと感じました。

入職企業 （株）戸田組

石川県立羽咋工業高等学校 佐垣杏侑

今回の研修を通して、社会人になるために必要なことを学びましたが、まだまだ自分は未熟だと思いま
す。だから、会社に入ったらまず自分の仕事に必要なことを覚え、その次に1歩ずつ仕事ができるように
していきたいです。一気に環境が変わると思います。当然不安もありますが、会社の雰囲気に馴染んで、
仕事に勤しんでいきたいと思います。

入職企業 日成ビルド工業（株）

金沢市立工業高等学校 東田直士

今後は今まで以上に責任感を持った社会人になりたいと思います。学生時代は責任感が社会人に比べて

雇用改善コーナー

工業系高校生等の富士教育訓練センター派遣事業感想文（その2）
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少ないと思います。社会人は会社の一員であり、失敗が会社全体の迷惑になります。なので、より強い責
任感を持とうと思いました。今回の研修で気付いた沢山の課題を少しでも克服し、頑張っていきます。

入職企業 島屋建設（株）

石川県立小松工業高等学校 谷崎雄哉

1・2日目の社会人のマナー研修では、挨拶・言葉遣いはと
ても大切だと改めて思いました。3日目からの技能講習では
新たな資格はもちろんのこと、色々な知識や技術を手にいれ
ることができたので、嬉しかったです。

入職企業 （株）表組

石川県立羽咋工業高等学校 蔵谷和秀

私はまだ社会人として未熟で、仕事も教わることが沢山あります。私は時間をかけてでも仕事に慣れて
会社に貢献したいです。その為に、多くの資格がとれるように積極的に資格に挑戦します。色々な現場に
関わり、先輩方から教えてもらいながら真剣に取り組んでいきたいです。

入職企業 橘建設（株）

金沢市立工業高等学校 磯上 颯

この研修を通じて、人の命に関わるとても危険な作業をたくさん学んできました。それほど今回の資格
というのは大切で、自分にとっての財産になることがわかりました。4月から会社に勤めますが、命に関
わる仕事という意識を高めて、頑張っていきたいと思います。

入職企業 宏州建設（株）

石川県立小松工業高等学校 生地 萌

今回の研修で、設計以外の仕事の幅を広げることができ、凄く嬉しいです。活かせる時に活かしていき
たいです。今後は学生気分を捨て、社会人として気持ちを切り替え、早く会社の役に立つことができるよ
うに、色々な知識や技術などをどんどん取り入れていきたいです。

入職企業 （株）豊蔵組

金沢市立工業高等学校 今村竜一

この研修を通して、早く学生気分を捨て、社会人になることの大切さを知りました。今まではお金を払
って勉強してきたけれど、社会人になるとお金を貰って仕事をするので、責任感を持って社会人になりたい
と思いました。私が働く時にどのような気持ちで働けばいいかを知ることができ、良い研修になりました。

入職企業 酒井工業（株）

石川県立小松工業高等学校 赤地由衣

寮生活や集団生活をしたことが無かったので、凄く苦痛が
あったけれど、みんなでお風呂に入ったり、ご飯を食べたり
するのは楽しかったです。移動式クレーン・玉掛け講習の実
技の作業をしてみて、確認や声掛けが大事だと思いました。
資格を取ったので、使う時があったら集中して取り組みたい
です。
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【B.S.I.の見方】
B.S.I.（ビジネス・サーベイ・インデックス＝景況判断指数）は、「良い」「悪い」など意識調査の回答数の
構成比から全体の趨勢を判断するものです。
以下の計算式により数値化して求められます。

（「良い」と回答した企業割合－「悪い」と回答した企業割合）×1/2
※「変わらず」は除いて計算

「地元建設業界の景気」は、季節変動の影響を受けるため、季節調整済値を表示しています。

地元建設業界の景気
～建設業景況調査 石川県版 平成30年度第4回より～

東日本建設業保証（株） 石川支店

今

期

悪い傾向が続いている。

B.S.I.値は前期比で1.0ポイントマイナス幅が拡大し、
「悪い」傾向が続いている。

※「今期」：平成31年1月～3月 実績

来

期

悪い傾向がやや強まる見通し。

B.S.I.値は△7.5（今期△3.5）となっており、「悪い」傾向が
やや強まる見通しとなっている。

※「来期」：平成31年4月～6月 見通し
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『人々をつなぐ機能的なユニバーサル庁舎』をコンセプトに、町民が来庁しやすく分かりやすい施設を
つくることが大切であると考え、隣接する既存複合施設「コンセールのと」との一体的な利用を促すコン
パクト庁舎。
＊能登町の風土をデザインし新しい町の顔をつくる ＊町の活性化を目指し町民利用を促す文化拠点づくり

＊コンパクトで誰もが利用しやすいユニバーサル庁舎 ＊一目で分かりやすい機能的な施設構造

～庁舎概要～

【建 築 面 積】2,156.84m2

【延 床 面 積】6,353.05m2

【階数・高さ】地上4階

最高高さ 地上 19.73m

【構 造 種 別】鉄筋コンクリート造

PC造及び一部鉄骨造

【開 庁】令和2年1月

【各 階 内 容】1～4階 行政執務室

1階 里海ラウンジ 他

2階 大ホール 他

3階 町長室・副町長室 他

4階 議場 他

地区協会コーナー

石川県能登町『能登町役場新庁舎』

（一社）鳳輪建設業協会

1F 窓口

1F 里海ラウンジ

2F 大ホール
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社 章

弊社は、昭和39年6月に土木工事を業務とし個

人創業（創業者：故炭谷昭平氏）致しました。

その後、業容を拡大し、昭和46年12月に土木・

建築工事および生コン製造販売を主に法人化し、

事業拡大に努め、昭和60年8月には生コン製造販

売部門（須美矢物産株式会社とし）を分離、今日

に至っております。

創業当時は、信用、人材そして技術力と満足な

ものは何一つなく、従業員や地域住民に育てて貰

った会社であり「社会に貢献する。」との強い信

念から事業を継続してまいりました。この間、何

度か時代の波に呑み込まれそうな時期もありまし

たが、公共工事・民間工事等の受注によりなんと

か乗り越えることが出来ました。

この期間、従業員の質向上から関係免許（土木

・建築・建設機械・運転免許等）の取得や事業閑

散時期に於ける失業対策として「鴨の養殖」や能

登町の町花である「のときりしま」の植育などに

より雇用対策を執り行い従業員を育ててまいりま

した。

昨今の課題としては、社員の高齢化と人員不足

です。特に奥能登では過疎化による人口減少や高

齢化により一層人員確保が困難な環境下にありま

すが、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」に

登録し、育児休暇を取りやすい事業所としていき

ます。

今後、会社のさらなる発展を目指し「無事故・

無災害」および「地域住民とのコミュニケーショ

ンを大切に」をスローガンとして顧客の期待に添

えるよう働きやすい職場を目標にしていきたいも

のです。

次回は株式会社サンテック 代表取締役 林 義勝

さんにバトンをお渡ししますので、よろしくお願

いいたします。

（須美矢建設株式会社 代表取締役 中谷宣章）

会員リレーコーナー
○185 須美矢建設株式会社

（所在地：石川県鳳珠郡能登町字鵜川25字5ノ5番地）

社 屋
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今月の さん
能登町松波の株式会社西中建設に、今月の輝きさん
西中竜馬さんをお訪ねし、いろいろお話をお伺いいた
しました。

－あなたのご紹介と会社の概要について教えてください。
私が勤務する株式会社西中建設は、昭和47年に創業
し、土木、建築工事の施工管理、元請け下請け業者と
しての実施工を手掛ける会社です。技術職員は11名お
り、私は土木部に所属し、道路改良、トンネル工事、
河川工事、災害対応工事等幅広い分野で施工管理を担
当しています。
私は、能登町出身の28歳です。地元の小・中学校を
経て飯田高校へ進学し、大学は大阪府の私立関西大学
を卒業しました。就職に際しては、当初、飲食関係の
会社で店舗管理の仕事を経験し、1年半の在籍期間の
後当社へ就職しました。現在入社5年目で、今年は1級
土木施工管理技士を取りたいと思っています。

－いま、会社ではどのようなお仕事をされていますか？
今まで担当した工事は、トンネル本体工事、道路側
溝工事、伐木工事等の現場を経験してきました。中で
も、真脇トンネル本体工事は、測量、地山の性質、コ
ンクリートの品質管理など基本的なものから、そこか

らさらに踏み込んだ詳細なノウハウを経験することができました。さらに現場では常時トランスステー
ションでの3次元測量システムによるトンネル内空変位の管理を行っており、最新の測量システムに触れ
ることができたことは自分にとってのスキルアップの大きな糧となっていると感じています。

－仕事のやりがいや、この仕事でよかったと思うことはありますか？
現場は常に日々変化し、現場管理者には状況により臨機応変な対応が求められます。1つとして同じ現
場は存在しないので、状況に適した瞬間的な安全かつ効率的な判断能力が必要な仕事だと思っています。
多角的な視点で状況を判断する能力はまだまだ発展途上ですが、自分の考えが採用され現場で活かされた
時は非常にやりがいを感じることができます。また、道路工事や除雪などで地域の利便性や快適性に貢献
できることに誇りを感じています。

－余暇はどのように過ごされていますか？
大学時代から重量挙げをやっており、休日は体育館のジムに行きます。地元なので、友人と食べ歩きし
たりアウトドアを楽しんだりしやすい環境ではないかと思っています。2月は、例年協力会社の皆さんや
職場の方々と牡蠣BBQをしたりして、仕事の話から趣味の話など普段聞けない飲み会の席での自然な会話
が楽しいです。

－最後に将来の目標、夢、抱負などをお聞かせ下さい。
自分たちが子供のころに夢見たような社会にはまだまだほど遠いですが、来る未来にむけて地域に住む
皆様の苦労を解消し、たくさんの安全・快適をお届けしたいと思います。そのためにも、新しい技術にも
挑戦しながら日々現場を通して学んでいきたいと思っています。

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。

No. 50

株式会社 西中建設 西中竜馬さん

業 種：土木部
経験年数：5年
年 齢：28歳

���������������������������������������
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土木委員会

◎正副委員長会議の開催
土木委員会（委員長 竹腰勇ノ介）は、去る4月24日（水）に石川県建設総合センター会議室において、
正副委員長会議を開催した。会議では下記の各議題について審議を行い、散会した。
〈審議事項〉
○平成30年度活動報告について
○平成31年度活動計画について
・第1回役員会の開催日程について ・第1回全体会議の開催日程について
・現場見学会及び研修会について ・地区協会との意見交換会について
・活動計画について
○その他

建築委員会

◎技術部会の開催
技術部会（部会長 本田正敏）は、4月11日（木）、当協会で部員10
名の参加で開催した。
本田部会長の挨拶の後、事務局より平成30年度中に完成した県発注
建築大型工事（概ね1億円以上の建築工事）の「県発注工事現場 実
態調査結果」と「公共建築工事 工事費実態調査」のそれぞれ12件の
調査結果が報告された。
また、県の建設工事に係る最低制限価格の算定方法の改正、低入札
調査制度実施要領の改正、総合評価方式の運用にあたっての変更事項
についても4月1日以降に公告される工事から適用されることも報告された。
この調査結果を新年度当初の県担当部局との意見交換会で報告し改善を要望にすることも確認し、表副
部会長の挨拶で閉会となった。

土地改良委員会

◎正副部会長会議の開催
土地改良委員会（委員長 真柄卓司）は、4月15日（月）正午から金沢市内において正副部会長会議を開
催した。正副土地改良委員長及び技術検討部会長以下5名の出席で、平成30年度の課題や反省を洗い出し、
平成31年度事業計画について検討を行った。

広報・研修委員会

◎委員会の開催
広報・研修委員会（委員長 �田直人）は、4月22日（月）午前10時30
分から、石川県建設総合センター会議室において開催された。冒頭、
�田委員長の開会の挨拶が行われた後、引き続き下記議題について次
の通り審議・報告を行った。
１ 協会報5月号について
事務局説明の編集計画が承認された。

２ 研修所からのお知らせ
・平成31年度新入社員研修開催結果

協 会 だ よ り

委 員 会 の 開 催
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全建協連総合補償制度�
自 動 車 保 険 �

石川県総合建設業協同組合�
�損害保険ジャパン日本興亜株式会社�
損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社�

T E L 076－231－7787�
F A X 076－231－7766�
�〒920－0919 金沢市南町5－20�
 中屋三井ビル2F

不 慮 の 災 害 事 故 発 生 に そ な え て �

お問い合わせは・・・・・・�

・第41回測量コンテストの実施
・平成31年度事業計画
について概要報告と意見交換が行われた。

◎平成31年度新入社員研修の開催結果
（一社）石川県建設業協会、（一社）金沢建設業協会、東日本建設業保
証（株）の共催による平成31年度新入社員研修が4月2日（火）から4日
（木）までの3日間の日程で実施された。
・開講式
4月2日（火）午前9時から石川県建設総合センター7階大ホールにて行
われた開講式では、�田直人石川県建設業協会広報・研修委員長、長
坂知通金沢建設業協会総務委員長、安藤路也東日本建設業保証（株）石
川支店長から新入社員へ激励のご挨拶をいただいた。今年の受講者は
87名（うち女性15名）だった。
・研修
4月2日（火）の午前の講義は、辻 啓一石川県建設業協会建設技術研
修所所長が建設業の現状と役割をテーマに、業界と仕事の内容等を紹
介。瀬戸裕子and YUU代表・キャリアコンサルタントが、社会人の
基本・心構え、職業人に求められる条件、基本マナーの実際等につい
て講義を行い、午後からは瀬戸氏の指導でグループコミュニケーショ
ンの実習、自己紹介が行われた。グループコミュニケーションの実習
では、受講者が14チームに分かれ、タワー建設に挑んだ。受講生は、
グループ内で意見を出し合い制限時間内に決められた枚数の紙とテー
プを使ってタワーを建設し強度と高さを競った。
講義後のアンケートでは、「とても分かりやすい研修だった。」「社
会人としての知識や常識を身につけられた。これを活かして頑張って
いきたい。」などと、高評価をいただいた。

・自衛隊生活体験訓練
4月3日（水）から4日（木）の1泊2日の日程で行われ、39名（うち女性2
名）が参加した。金沢市野田町の陸上自衛隊金沢駐屯地に入隊、自衛
隊員の生活体験と集団行動に関する基礎動作等の訓練を受けた。4日
未明には約20kmの夜間行進を行うなど、受講者にとっては厳しくか
つ貴重な体験となった。

�田広報・研修委員長の挨拶

瀬戸裕子氏の講義・実習

陸上自衛隊金沢駐屯地にて
（参加者39名と自衛隊指導員）

���������������������������������������
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建設技術研修所

◎第41回測量コンテストの開催案内

第41回測量コンテストを、下記の要項により開催します。今年度より競技前に測量コンテスト参加の方
を対象に講習を行います。なお、競技には金沢市立工業高等学校より3チームが参加します。今年度も各
地区協会代表による団体戦を行いますので各地区協会には代表チームの選定をお願いいたします。このコ
ンテストはCPD･CPDS（5ユニット）対象予定です。

開 催 要 項
◇名 称 第41回測量コンテスト
◇目 的 測量の基礎技術について競い合い、技術の向上を目指すとともに会員、高校生との相互の

親睦をはかる。
◇主 催 （一社）石川県建設業協会
◇共 催 （一社）石川県測量設計業協会（講師・指導・審査の担当）
◇開催日時 令和元年6月7日（金）午前9時～午後2時（小雨決行）

雨天の場合6月11日（火）に順延します。
◇開催場所 奥卯辰山のびのび交流館とんぼテラス（金沢市若松町エ85 TEL：（076）264‐0395）
◇日 程 1）講 習

タイトル ICT活用工事におけるUAV三次元測量・設計データ作成の実務
講 師 石川県測量設計業協会 UAVワーキング 藤原大佑氏（五大開発（株））
講習概要 ICT活用工事におけるUAV三次元測量から三次元設計データ作成に至る実

際の流れを実データとともに解説します。現場臨場感のある講習となるよ
う、コンテスト会場である奥卯辰山公園での現場測量と道路設計の事例を
中心に紹介いたします。

講習時間 60分程度 ※講習だけの参加はできません。
2）測量競技
講習終了後開催

◇競技区分
競技区分 競技種目 参加チーム数

各地区協会代表による団体戦 水準測量 9チーム
（各地区協会1チーム）

企業チーム・高校生チームによる個人戦 水準測量 約20チーム

※今年度よりトラバース測量競技は廃止になりました。

◇締 切 日 5月21日（火）
◇申し込み （一社）石川県建設業協会 建設技術研修所 担当：本多

TEL：（076）242‐1161 FAX：（076）241‐9258
E-mail：honda@ishikenkyo.or.jp

◎「登録解体工事講習会 能登・金沢会場」の開催

「登録解体工事講習会 能
登会場」を4月24日（水）奥能
登総合事務所会議室において、
「同 金 沢 会 場」を4月25日
（木）石川県建設総合センター
7階大ホールにおいてそれぞ
れ開催した。
同講習会は、平成28年6月1
日、改正建設業法が施行され
建設業許可の業種区分として 能登会場 金沢会場
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５月はサイクルマナーアップ強化月間！
～自転車に乗るときはヘルメットをしましょう！～
５月はサイクルマナーアップ強化月間！
～自転車に乗るときはヘルメットをしましょう！～
５月はサイクルマナーアップ強化月間！
～自転車に乗るときはヘルメットをしましょう！～

「解体工事業」が新設されたことにより、平成28年5月31日以前は「とび・土木工事業」の許可で解体工事
を施工していたものが、今後は原則「解体工事業」の許可を取得した企業が解体工事を施工することとなる。
上記改正に伴い、解体工事に係る営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法
施行規則等で定められ、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登
録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が必要となることから、一般財団法人全国建設研修
センターとの共催で実施している。今回の講習会には、能登179名、金沢133名が受講した。

石川県土木施工管理技士会だより

正副会長会議の開催

石川県土木施工管理技士会（会長 江口介一）は、4月3日（水）に平成31年度の正副会長会議（第1回）を
石川県建設総合センターにて開催した。会議では、下記の議題について審議を行った。
＜審議内容＞
○平成30年度事業報告及び収支決算について
・諸会議の開催状況、会員数、事業活動状況について内容を確認し了承した。
・収入及び支出内容が適正であることを確認した。
○平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・事業計画については、事務局提案で実施することを確認し了承した。予算については、経費削減を務め
ながら、活動を行うとした。
○「役員会」及び「総会・講演会」の日程について
１）役員会日程について
平成31年第1回役員会を5月23日（木）に開催することとした。

２）総会・講演会日程について
「石川県土木施工管理技士会総会・講演会」を6月4日（火）午後1時30分から石川県地場産業振興セン
ターで開催することとした。
���������������������������������������
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労働災害発生状況
～建設業労働災害防止協会～

平成30年度 建設工事受注高調（元請）

民 間 （単位100万円）

土 木 建 築 計

30年度 29年度 ％ 30年度 29年度 ％ 30年度 29年度 ％

1月分 107 102 104.9% 744 952 78.2% 851 1,054 80.7%

2 月分 185 56 330.4% 1,280 1,678 76.3% 1,465 1,734 84.5%

3 月分 248 372 66.7% 6,044 3,341 180.9% 6,292 3,713 169.5%

年度累計 3,091 3,907 79.1% 28,412 29,611 96.0% 31,503 33,518 94.0%

28年度累計 5,374 57.5% 28,768 98.8% 34,142 92.3%

27年度累計 3,179 97.2% 31,189 91.1% 34,368 91.7%

官 公 庁

土 木 建 築 計

30年度 29年度 ％ 30年度 29年度 ％ 30年度 29年度 ％

1月分 1,901 1,965 96.7% 772 750 102.9% 2,673 2,715 98.5%

2 月分 3,808 2,591 147.0% 282 945 29.8% 4,090 3,536 115.7%

3 月分 7,660 9,664 79.3% 620 1,019 60.8% 8,280 10,683 77.5%

年度累計 44,970 43,899 102.4% 10,684 19,602 54.5% 55,654 63,501 87.6%

28年度累計 57,834 77.8% 12,794 83.5% 70,628 78.8%

27年度累計 51,196 87.8% 14,134 75.6% 65,330 85.2%

合 計（民間＋官公庁）

30年度 29年度 ％ 30年度 29年度 ％

1月分 3,524 3,769 93.5% 年度累計 87,157 97,019 89.8%

2 月分 5,555 5,270 105.4% 28年度累計 104,770 83.2%

3 月分 14,572 14,396 101.2% 27年度累計 99,698 87.4%

署別・業種別件数（平成31年分） 平成31年3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 2 （ 2） 6 2 （ 2 ）10 （ 1 ）11 131

小松監督署 2 （ 2） 2 （ 2） 4 ①（ 1） 5 39

七尾監督署 ① 2 （ 2） 5 1 ①（ 2） 8 3 ① 27

穴水監督署 1 1 （ 2 ） 2 8

計 ① 6 （ 6）14 3 ①（ 6）23 ①（ 4）21 ① 205

前年同期 7 ①（ 4） 8 6 ①（ 4）21 ③ 327

（ ）内は木建工事 ○内は死亡者数

業 界 時 報
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今回届け出があったのは次の1件でした。

令和元年5月行事予定
5月 8日（水）社会資本整備特別講演会

（石川県地場産業振興センター）
9日（木）協会 監査

組合 監査
高等学校就職問題連絡協議会

（石川県庁）
10日（金）ICTフェア打合せ
12日（日）歩いてみよう！「のと里山海道」 （内灘海水浴場）
13日（月）建災防 理事会

組合 理事会
協会 理事会

14日（火）三県協会事務局打合せ （富山市内）
土木委員会 役員会（予定）

16日（木）会報編集委員会
石川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会

（石川県庁）
17日（金）土木委員会 役員会

ドローン講習会（第3回）
広報・研修委員会 企画部会
石川県産業教育振興会 理事会・総会

（石川県地場産業振興センター）
18日（土）ドローン講習会（第3回）2日目 （金沢市七曲）
19日（日）岡田直樹参議院議員 国政報告会

（ホテル日航金沢）
22日（水）金沢協会 総会

全建協連 総会
石川県鉄骨工業協同組合 総会

（ANAクラウンプラザホテル金沢）
23日（木）北陸建設青年会議 役員会（富山県建設業協会）

石川県土木施工管理技士会 役員会（金沢市内）
24日（金）石川県建築士事務所協会 総会・講演会・懇親会

（ANAホリデイ・イン金沢スカイ）
27日（月）建災防 総会

組合 総会
協会 総会

28日（火）事務局打合せ
特定技能外国人の受け入れに関する説明会
不正軽油撲滅対策協議会 総会 （石川県庁）
石川県道路整備促進協会 幹事会 （石川県庁）

29日（水）暴力追放運動推進センター 評議員会
（石川県警察本部）

全建 総会
30日（木）石川県建築士会 総会・懇親会 （ホテル金沢）

青年委員会 全体会議 （七尾市）
31日（金）ドローン講習会（第4回）

いしかわ緑のまち基金 評議員会 （石川県庁）
全国土木施工管理技士会連合会 総会・表彰式

（東京 アルカディア市ヶ谷）

令和元年6月以降の行事予定
6月 1日（土）ドローン講習会（第4回）2日目 （金沢市七曲）
3日（月）正副会長会議

常任理事会
4日（火）石川県土木施工管理技士会 総会・講演会

（石川県地場産業振興センター）
5日（水）建産連 正副会長会議
7日（金）測量コンテスト （奥卯辰山健民公園）
10日（月）土地改良委員会 第1回役員会

金沢港振興協会 理事会
（金沢ニューグランドホテル）

石川県中小企業団体中央会 総会
（ホテル日航金沢）

13日（木）北陸地方整備局との意見交換会
（金沢東急ホテル）

21日（金）建産連 理事会・総会
24日（月）全国建産連 総会
28日（金）ICTフェア（～29日）

土木委員会 全体会議
7月 3日（水）正副会長会議
24日（水）社会貢献活動推進月間中央行事

（東京 経団連会館）
29日（月）建設業振興基金との意見交換会

8月 5日（月）正副会長会議
常任理事会

9月18日（水）全建 協議委員会（東京 東京プリンスホテル）
24日（火）全国建産連 会長会議
30日（月）北陸建設業協会 会長会議 （富山市内）

10月 3日（木）金沢協会50周年記念式典 （ホテル日航金沢）
23日（水）北陸地域懇談会

（富山 ホテルグランテラス富山）

地区協会からのお知らせ
（一社）金沢建設業協会

《行事予定》
5月22日（水） 定時総会
26日（日） クリーンビーチいしかわinかなざわ

27日（月） 青年：技術防災セクション
28日（火） 青年：情報発信セクション
29日（水） 青年：幹事会

会 員 消 息

○変更

会 社 名
変 更 前 変 更 後

変更年月日
住 所 住 所

協和道路（株） 〒921‐8151
金沢市窪1丁目75

〒921‐8574
金沢市伏見台1丁目13‐23 平成30年7月30日

なお、変更があった時点で届出頂くようお願い致します。

県協会からのお知らせ

令和元年度作文コンクール
「私たちの主張」応募作品募集!!

（国土交通省、建設産業人材確保・育成推進協議会主催）

令和元年度も、「私たちの主張」作文を募集すること
となりました。応募要領等につきましては、グループ
ウエアに掲載のとおりですが、建設業を担っている皆
さんの建設業への想いを伝えていただくとともに、一
般の方に建設業の役割や重要性について理解と関心を
高めていただく機会でもありますので、多数の応募を
お待ちしています。
問い合わせ先
（一社）石川県建設業協会事務局 広報担当
TEL（076）242‐1161 内線40
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（一社）加賀建設業協会

《行事予定》
5月15日（水） 協会・組合 定時総会
22日（水） 監理技術者講習
24日（金） 土木委員会 視察研修
29日（水） 献血奉仕活動

《お知らせ》
6月 1日（土） 温泉ライダーin加賀温泉2019

（一社）小松能美建設業協会

《行事予定》
5月10日（金） 定時総会
15日（水） 監理技術者講習
24日（金） 土木技術部会総会
29日（水） 建築委員会研修会

（一社）白山野々市建設業協会

《行事予定》
5月15日（水） 定時総会
28日（火） 青年委員会

河北郡市土建協同組合

《行事予定》
5月 9日（木） 令和元年度通常総会議案審議役員会
16日（木） 令和元年第54回通常総会

（一社）羽咋郡市建設業協会

《行事予定》
5月12日（日） 歩いてみよう！「のと里山海道」に参加（県主催）
22日（水） 定時総会

（一社）七尾鹿島建設業協会

《行事予定》
5月15日（水） 監事会
17日（金） 理事会
24日（金） 通常総会

《お知らせ》
6月 6日（木） 七鹿親睦ゴルフコンペ
8月 7日（水） 監理技術者講習会

（一社）鳳輪建設業協会

《行事予定》
5月15日（水） 監理技術者講習会
16日（木） 奥能登土木委員会 監事会、役員会、総会
20日（月） 安全衛生講習会

《お知らせ》
6月12日（水） 理事会

奥能登土木総合事務所 懇談会
（一社）珠洲建設業協会

《行事予定》
5月10日（金） 第51回定時総会
16日（木） 奥能登土木委員会 役員会・総会

土木部会 定例会
20日（月） 安全衛生講習会

2019年度 設備貸与制度のご案内
公益財団法人 石川県産業創出支援機構

当機構では4月1日より「設備貸与制度」の募集を開始することとなりました。充実した利子助成により実質割
賦損料負担の軽減を図るだけでなく、ISICOのワンストップサービスによる経営全般の支援にて設備投資を全面
的にサポートいたします。
※貸与制度利用のメリット
・信用保証料不要（金融機関の融資枠を使用せず、設備導入が可能。）
・県、市町からの0.5％～2.75％の利子助成があります。
・ワンストップサービスにより経営全般または専門的なアドバイスが受けられます。

問い合わせ先
公益財団法人 石川県産業創出支援機構 経営支援部 設備支援課
〒920‐8203 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター

TEL（076）267‐1174 FAX（076）267‐3622

労働保険年度更新申告・納付の手続きはお早めに
石川労働局

今年も労働保険年度更新の申告・納付時期となりました。
今年度の年度更新時期は6月3日（月）から7月10日（水）までとなっておりますので、この期間内に申告・納付手

続きをお済ませ下さい。
なお、電子申請を利用すれば自宅やオフィスから24時間いつでも手続きが可能ですので、是非ご利用下さい。
また、保険料申告書の集合受付を開催しますのでご活用下さい。集合受付日以外でも各労働基準監督署及び石

川労働局において随時、申告書の受付を行っています。
問い合わせ先
石川労働局 総務部 労働保険徴収室
〒920‐0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階

TEL（076）265‐4422

関係機関からのお知らせ

夏期におけるクールビズの実施について
一般社団法人 全国建設業協会

環境省では、昨年同様にクールビズ（COOL BIZ）期間を5月1日から9月30日と定め、オフィス等での冷房温度を28℃
とするなど、各産業界にも積極的な取組を呼び掛けるとともに、10月においても暑い日には適正な室温管理と自主的な軽装
や取組を呼びかけているところです。
こうしたことから、本会では、5月1日から9月30日までをクールビズ期間とし、10月においても暑い日は自主的な判断
により適宜対応することとしています。
つきましては、この期間内に本会が主催する各種会議、行事等については、軽装（上着・ネクタイの着用の省略）でのご出
席・ご参加で結構ですので、よろしくお願いいたします。
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