
今月のトピックス
知事表敬
新任ご挨拶
最近の完成工事から
白帆台団地県営住宅移転建替事業について
～第3期工事の完成～ 石川県土木部建築住宅課

≪石川の工芸シリーズ○５１≫ 石川県立美術館蔵
きりかねさいしきごう す はなもりいぬ

截金彩色合子「花守犬」
にし で だいぞう きりかね

西出 大三【大正2（1913）年－平成7（1995）年】 重要無形文化財保持者（截金）
制作年／昭和48（1973）年 サイズ／幅7.5×奥行11.0×高さ13.5cm 技法／截金
丸みを帯びた犬の器体に岩絵具で彩色し、直線やひし形などに切り抜いた金箔や銀箔で形作った花を施した作品。
淡い彩色と繊細で華やかな花が表面に奥行きを加え、花守をする犬の幻想的な雰囲気が感じられる。石川県加賀
市生まれの西出大三は、仏教美術の修理を通して知った截金技法を研究。デザイン、器物の成形、彩色と截金ま
ですべてを一人で行い、端正な形と優美で繊細な装飾をあわせ持つ、独自の作品世界を確立した。
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協 会 報(2) 令和4年8月号

今月の

7月5日（火）午後、平櫻 保会長、

鶴山庄市副会長、橋本和雄副会長、

中市勝也副会長、小中出佳津良副会長、

山岸 勇専務理事の6名が、役員改

選に伴う挨拶のため、馳 浩知事を

表敬訪問した。

平櫻会長からは、災害に強い県土

の基盤づくりをはじめとした公共事

業予算の確保、設計労務単価の早期

改定、最低制限価格等の算定方法改

定、いしかわ週休2日工事（土木部）

拡大等に感謝の意を伝えるととも

に、官需による景気浮揚対策、資材

高騰対策、地元建設企業の受注機会の拡大等をお願いした。

知事からは、石川県成長戦略会議の立ち上げ等についてお話があった。その後、県内の社会資本整備の

あり方について和やかに懇談をさせていただいた。

知事表敬後に、徳田 博副知事、鈴見裕司土木部長（他土木部幹部）、石井克欣農林水産部長（他農林

水産部幹部）への挨拶を行った。

なお、土木部長、農林水産部長に対しては、資材高騰対策（スライド条項の適用、適時・適切な設計等）、

地元建設企業の受注機会の拡大、工事発注・施工時期の平準化（働き方改革関連）の推進等を要望した。

知事表敬

馳知事との懇談

鈴見土木部長との懇談 石井農林水産部長との懇談



協 会 報令和4年8月号 (3)

6月28日付で、国土交通省北陸地
方整備局長に就任された内藤正彦氏
が、7月6日（水）、県建設業協会を
訪れ、新任のご挨拶をいただいた。
県協会では、平櫻 保会長ほか副会
長、常置委員長、事務局役員が出迎
えた。
内藤局長は、挨拶の中で「１年１１
ヶ月ぶりの北陸地方整備局勤務とな
る。ウイズコロナの中ではあるが、
観光を含めて社会生活も少しずつ元
に戻り始めている。引き続き交通
ネットワークの整備や防災・減災、
国土強靭化対策にしっかりと取り組
みたい。奥能登の群発地震について
は、今後も整備局を上げて対応して
いきたい。」と述べられた。その後、
地域情勢や当面の諸課題等について
和やかに懇談が行われた。
7月28日（木）には、同じく6月28日付で同局総務部長に就任された小松雅人氏が来訪されご挨拶をいた
だいた。
小松総務部長は、内閣官房国土強靭化推進室参事官として、防災・減災、国土強靭化5カ年加速化対策
の策定に携わられたことから、国土強靭化予算の継続的・安定的な確保による地域のインフラ整備の重要
性についてお話があった。
平櫻会長からは、資材高騰など、地域の実情をお伝えするとともに、市町の技術職員が少ない現状から、防
災対策を始め積算作業や入札契約制度の適切な運用について整備局からご指導いただくようお願いした。

新任ご挨拶

内藤正彦北陸地方整備局長

【内藤局長 略歴】
平成元年４月 建設省（現国土交通省）採用

３０年６月 国土交通省 北陸地方整備局 企画部長
令和２年８月 同 水管理・国土保全局 防災課長

３年４月 同 同 河川環境課長
４年６月 現職

小松雅人総務部長



協 会 報(4) 令和4年8月号

1 はじめに

県では、現在、55団地5,373戸（令和4年4月現在）の県営住宅を管理しています。

県営住宅の整備・管理の方針として、老朽化が著しく浴室が無いなど居住性能の劣るものについては建

替えによる更新を図る一方、早急な建替えの必要がない住宅については、長寿命化を図ることとし、外壁

や屋上防水などの改修工事を適時行うことで、これまで計画的に県営住宅の整備・管理を行っているとこ

ろです。

今回は、鶴ケ丘団地の建替事業と一体的に進めている白帆台団地県営住宅移転建替事業について、ご紹

介します。

2 事業概要

白帆台団地の移転建替事業については、鶴ケ丘団地の老朽化等による建替えにあたり、当該団地の敷地

が細長く狭小であることや、周辺住宅地への配慮のため低層化が必要であることから、全てを現地で建替

えることは難しい状況でした。

そのため、近隣で一定規模の敷地面積を確保できる白帆台ニュータウンに一部を移転建替えすることと

なりました。

内灘町の北部に位置する白帆台ニュータウンは、土地区画整理事業により約千区画が開発され、平成13

年度より分譲が進められている地区であり、地区内には小学校や保育園が立地するとともに、周辺には公

園や病院など様々な施設が集積し、魅力ある居住環境が構築されています。また、地区計画に基づく計画

的なまちづくりや電線類の地中化により、個性豊かで美しい街並み景観が形成されています。

白帆台団地県営住宅移転建替事業について
～第3期工事の完成～

石川県土木部建築住宅課

最近の完成工事から

図－1 位置図 図－2 一部移転建替のイメージ



協 会 報令和4年8月号 (5)

3 整備の特徴①（周辺景観との調和）
この白帆台団地では、県・内灘町が連携して県営住宅45棟90戸、町営住宅11棟21戸の公営住宅の整備
を進めることとしました。
周辺が戸建て住宅を中心とした低層住宅地であるため、鉄筋コンクリート造のアパート形式ではなく、
木造の平屋や二階建てで、二戸を一棟とした形式とすることで、周辺の景観との調和を図っています。外
観は、茶系色を基調とし、玄関廻りなどにはアクセントカラーを採用することで、地区全体の秩序を保ち
つつ、まとまりのある景観を形成しています。

図－3 白帆台団地全体配置図

4 整備の特徴②（ファミリー向け住戸）
住棟の配置について、3～4棟ごとに共有のアプローチコートを設置することで、世代間交流、子供や

高齢者の見守りが居住者間で自然発生的に行われることを促しています。
間取りについては、全て2LDKや3LDKの広めの間取りとすることで、子育て世帯にも配慮したファミ
リー向けの住戸としています。
また、全ての住戸に対面式のキッチンを採用することで、炊事をしながらの見守りも容易な間取りとし
ています。

写真－1 白帆台団地外観・アプローチコート 写真－2 住戸内部写真（LDK）

5 おわりに
白帆台団地移転建替事業（第3期）については、この6月に完成し、これにより第1期～第3期のすべて

の住戸（90戸）の整備が無事に完了いたしました。
社会の高齢化や多様化が進展する中、公営住宅には引き続き住宅セーフティネットとしての役割が求め
られているところです。今後も、県では、設計者・施工者の皆様と協力して、老朽化した住棟の建替えや
改善事業を実施し、引き続き良好な住環境の形成を推進していきたいと考えています。



協 会 報(6) 令和4年8月号

《大聖寺駅が無人駅に！》
1897（明治30）年に開業し、長い間住民の通勤・通学に利用され、親しまれてきた「JR大聖寺駅」でし

たが、利用者の減少などにより、令和3年10月、ついに無人駅となりました。駅員がいなくなり、このま
まではどんどん寂れていってしまうこの駅を、もう一度人が行き交い、滞留する賑わいの拠点として再生
するため、市がJR西日本から駅舎を取得し、民間事業者による創意工夫を活かした提案により、施設の
利用促進と収益性の向上を図り、地域の活性化につなげていくため、施設の設計・施工・管理運営を一体
的に行う事業者を「公募型プロポーザル」によって募りました。

【公募における事業概要】
①主な改修はコワーキングスペース、利便施
設併設待合室の整備及び駅トイレの改築
②契約上限額は1億4,800万円
③指定管理期間は原則10年間

【事業者選定審査会の選定結果】
◎優先交渉権者：「加賀市の発注に係る大聖寺駅再生事業委託コンソーシアム」
・代表者：（株）HEP JAPAN〔大阪市〕
・構成員：ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）〔大阪市〕
・構成員：小中出建設（株）〔加賀市〕

コワーキングスペース
9時～22時

ベーカリーカフェ・
コワーキングスペース

9時～21時
待合室

6時30分～22時 トイレ
6時30分～22時

コンコース

入口

《令和4年6月13日開業！》
元の待合室を改装したスペースには、地元農産物を使った惣菜パンを提供する大阪でも有名な「デトゥッ

ト パンデユース 大聖寺店」が入店し、ベーカリーカフェを展開。また、元駅長室は、Wi-Fi完備のコワー
キングスペースや会議室となりました。トイレは駅と調和する、明るく清潔なデザインで改築されました。
このように、無人化した駅舎を自治体が取得し再整備したのは県内では初めてのケースであり、指定管
理者となった民間事業者が、駅舎内の商業施設の収益で維持管理費を賄う仕組みは、全国的にも例があり
ません。
そして、施設の名称は、大聖寺の玄関口としての役割を期待して「大聖寺ゲートウェイ」と名付けられ
ました。ゲートウェイには、門扉（gate）のついた入口（way）という意味のほか、IT業界では「異なる
ネットワークを接続する機能」という意味があります。ここから様々な出会いと新たなビジネスやまちづ
くりのアイデアが生まれることを期待しています。

地区協会コーナー
《設計・施工・管理運営のコンソーシアムによるJR大聖寺駅舎の再生》

～「大聖寺ゲートウェイ」がオープン!!～
（一社）加賀建設業協会



協 会 報令和4年8月号 (7)

今月の さん
株式会社江口組の現場事務所（小松市安宅新町地内）
に「今月の輝きさん」酒井夢大さんを訪ねました。

－海岸に大きなクレーンが見えますが、どのような現
場ですか？
国土交通省発注の養浜工事の現場です。石川海岸保
全整備事業に伴い浸食された前浜を創出し、高波襲来
時の越波等による堤防倒壊などを防止するために離岸
堤の整備などを行っています。私は、今年の4月から
上司の下で現場代理人を務めています。

－あなたの会社について教えてください。
株式会社江口組は、大正10年創業、昨年100周年を
迎えた小松市内で最も歴史のある建設会社です。土木
建設工事の施工をメインとし、建築工事の設計施工、造
園、ドライアイス洗浄などの事業も手掛けています。
従業員は34名で、私は工事部に所属しており現場の施
工管理（安全、写真、書類作成）などを担当しています。

－出身地、入社の動機等について教えてください。
私は小松市出身で小松工業高等学校の建設科を卒業
しました。父と兄も建設業に携わっていることから、
建設業に親しみがあり将来は建設関係の仕事に就こう
と思っていました。学生時代に現場見学やインターン
シップ等で様々な企業を拝見する中で、弊社は自分が
イメージしていた建設会社よりも親しみやすく、当時

は明るく迎えて下さった社員の皆さんがとても印象に残っており、自分もこんな会社で働きたいと思いました。

－入社して5年目になりますが今の感想は？
弊社は若手も増え女性社員も多く活躍しており、社内は若々しくて明るい雰囲気です。福利厚生も充実
しており、社員全員がやる気と生きがいに満ちあふれています。“みんなの「笑顔と有難う」を創る”と
いう社長の熱い想いを胸にこれからも頑張ります。

－思い出に残る現場は？
2年前に施工した手取川に架かる新しい橋の橋台築造工事です。高さ16mにも及ぶコンクリート構造物
が形になっていく様子にモノづくりにおける楽しさ、達成感を感じられた現場でした。また、県知事表彰
を受賞した現場ということもありとても思い入れがあります。

－やりがいを感じるときは？
図面に描かれたものが形になっていく様子や、工事に携わる方々が一丸となって一つのモノ（現場）を
造る“志事（しごと）”にやりがいを感じます。

－休日の過ごし方等について教えてください。
身体を動かすことが好きで日々、ジムに通って筋トレに励んでいます。最近の楽しみは学生時代の友人
との飲み会です。思い出話に花が咲き、仕事を忘れてリフレッシュできます。

－将来の夢、目標は？
当面の目標は2級土木施工管理技士の資格を取得することです。仕事に関する資格をなるべく多く取得

し自分のスキルを高め、将来、大きな現場も安心して任せてもらえるようになりたいと思っています。

－最後に建設業を目指す後輩に一言。
地域の安全・安心に不可欠なインフラ整備に貢献できるのも建設業です。みんなで協力し一つのものを
造り上げる醍醐味を一緒に味わいませんか。

No. 89

さか い ゆうだい

株式会社江口組 酒井夢大さん
所 属：工事部 工事主任
経験年数：4年4ヶ月
年 齢：22歳

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。

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



協 会 報(8) 令和4年8月号

令和4年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰が行
われ、当協会関係者では、小中出佳津良副会長（小中出
建設（株）代表取締役社長）、谷端正宗常任理事（（株）慶
伊組代表取締役社長）の2名が受賞されました。両氏に
敬意と祝意を表しますとともに、更なるご活躍を祈念申
し上げます。

要請日時 令和4年7月6日（水） 14 : 00～14 : 30
場 所 石川県建設総合センター
出 席 者 石 川 労 働 局 長嶋政弘局長 他労働局幹部

県 協 会 平櫻 保会長、山岸 勇専務理事
建災防石川支部 久保貞人専務理事、加藤雅章事務局長

概 要

今年は6月に梅雨が明け、連日30度を超える真夏日となるな
ど、熱中症の発生リスクが極めて高くなっています。また、石
川県における労働災害については、令和2年以降増加傾向にあ
り、本年5月末では、昨年同期を上回る発生件数となっていま
す。中でも転倒災害が4分の1近くを占めていることから、長
嶋政弘石川労働局長が当協会を訪れ、平櫻 保会長に熱中症及
び労働災害の防止対策の積極的な取り組みについて要請があり
ました。
長嶋局長から、熱中症及び転倒災害を中心とした労働災害防
止に取り組むよう求められたのに対し、平櫻会長からは、「熱
中症を含めた労働災害の防止については、日頃から建設業労働
災害防止協会と協力し、熱中症対策のポイントをまとめた冊子
の配布や現場パトロール等を実施しているが、改めて労働災害
防止の周知徹底を図りたい。労働局からも働き方改革に関連し
て、熱中症対策に伴う工期の延長等について発注者に働きかけ
をお願いしたい。」と応えた。

協 会 だ よ り

熱中症及び労働災害防止対策に関する石川労働局長からの要請

令和4年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰受賞者の紹介

小中出佳津良 氏 谷端正宗 氏

要請書を手にする長嶋局長（右）と平櫻会長
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集合写真

7月29日（金）、30日（土）の両日、石川県建設総合センターで
「令和4年度ICTフエアー」が開催された。講演のほか、出店
企業によるブースが開設され、3Dレーザースキャナー等最新
機器並びにソフトウエアの展示、デモンストレーションが行わ
れた。2日間で延べ130名が来場した。終了後のアンケートで
は、「勉強になった」、「当社でも積極的に導入したい」等の意
見とともに、「現場で役に立つ内容を聞かせてほしい」といっ
た意見もあり、今後、実機研修も取り入れることとした。
７月２９日（金）
①「石川県におけるICTの取組について」

石川県土木部監理課技術管理室室長 木戸口善治 氏
②スマートフォンで、誰でもカンタンに高精度３次元測量
OPTiM Geo Scan ～全ての現場に３次元データ活用の恩恵を～

株式会社オプティム Industrial DX事業部
デジタルコンストラクションユニット ゼネラルマネージャー 坂田泰章 氏

③建設インフラDX推進！～ICT技術を活用した働き方改革～
福井コンピュータ株式会社 岡倉武志 氏

７月３０日（土）
①遠隔臨場事例発表

株式会社吉光組 専務取締役 道 勇治 氏、工事部課長 角 紀充 氏
株式会社明翫組 専務取締役 明翫英治 氏

②建設DXを支えるJACICの取り組みについて
（一財）日本建設情報総合センター 北陸地方センター長 渡邊昌彦 氏

③建設DX時代における情報共有システムの役割について
株式会社アイサス 営業部次長 橘 秀太朗 氏

④建設DXで忘れてはならないもの ～災害時体制の確立とガチのペーパーレス～
NPO法人京都情報研修センター 理事 クラウド運用コンサルタント
株式会社GSuccess 代表取締役 北野雅史 氏

土木委員会
◎親睦ゴルフコンペの開催

開催日時 令和4年7月13日（水） 9 : 30～16 : 00
開催場所 能登カントリークラブ
出 席 者 鶴山庄市副会長、土木委員11名、事務局1名
概 要
当日は天候にも恵まれ、和気あいあいとした楽しいコンペとなっ
た。また、プレー終了後に倶楽部ハウス内で表彰式を行った。次回
は秋の開催を計画している。

石川県ICTフェアの開催

委 員 会 の 開 催

〔結果〕
成 績 氏 名 GROSS HDCP NET

優 勝 西島義浩（（株）西島組） ７９ ６．０ ７３．０
準 優 勝 白米直道（昭和建設（株）） ９３ １８．０ ７５．０
３ 位 田畑太郎（内川建設（株）） ８９ １３．２ ７５．８
ベストグロス賞 西島義浩（（株）西島組） ７９ 優勝者表彰式
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熊田康也土木部次長全体会議会場

建築委員会

◎総務・企画部会の開催
開催日時 令和4年7月8日（金） 13 : 30～15 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 真柄卓司委員長、梅谷基樹部会長以下10名、事務局1名
概 要
梅谷部会長の挨拶の後、真柄卓司委員長から本年度組織編成、各部

会の新たな役割等について説明が行われ、続いて梅谷部会長及び事
務局から今年度の事業内容等について説明後、意見交換を行った。
1．要望事項について
2．研修旅行について
3．災害協定に基づく防災訓練について

◎全体会議の開催
開催日時 令和4年7月21日（木） 10 : 30～12 : 00
開催場所 石川県建設業総合センター
出 席 者 真柄卓司委員長以下30名、事務局1名
概 要
真柄委員長の挨拶に続き、熊田康也石川県土
木部次長から「令和4年度の建築住宅行政・営
繕行政について」と題し講演をいただいた後、
下記議題について審議が行われた。

〈議題〉
1．令和3年度の建築委員会事業報告について
2．令和4年度の建築委員会の組織について
3．令和4年度の建築委員会事業計画について

◎技術・安全部会の開催
開催日時 令和4年7月21日（木） 12 : 30～13 : 30
開催場所 石川県建設業総合センター
出 席 者 真柄卓司委員長、坂東久雄技術・安全部会長、委員9名、

事務局1名
概 要
坂東部会長の挨拶の後、真柄卓司委員長から本年度組織編成、各
部会の新たな役割等について説明が行われ、続いて坂東部会長及び
事務局から今年度の事業内容等について説明後、意見交換を行った。

〈議題〉
1．令和4年度の技術・安全部会の事業について
（1）本年度の新体制及び取組み方針について
（2）技術・安全部会の事業分担について
2．アンケート調査について
3．加賀能登ヒアリング及び合同会議について
4．安全パトロールの実施について
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土地改良委員会

◎第1回技術検討部会の開催
開催日時 令和4年7月4日（月） 10 : 00～12 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 上野 晋技術検討部会長以下21名
概 要
上野部会長の挨拶に続き、下記事項について検討・報告が行われた。

（検討事項）
・現場研修会（開催7月27日（水））について
・令和4年度施工実態アンケート調査の中間報告について
（報告事項）
・令和4年度技術検討部会員の改選について
・令和3年度事業報告、令和4年度事業計画について
・県との意見交換会（R4.2.22開催）の回答要旨について
・令和3年度施工実態アンケート調査について

◎石川県農林水産部との意見交換会
日 時 令和4年7月13日（水）
場 所 石川県庁
出 席 者 石川県農林水産部 家元雅夫 農林水産部次長

池田俊文 農業基盤課長
橋本尚之 農業政策課技術管理室長

土地改良委員会 岡田康晴 委員長以下7名
概 要
岡田委員長の挨拶に続き、土地改良委員会の今年度の主な取り組み方針などを説明の後、意見交換を行った。

◎全体会議の開催
開催日時 令和4年7月22日（金） 15 : 00～17 : 00
開催場所 ANAホリデイ・イン金沢スカイ
出 席 者 中市勝也副会長、岡田康晴委員長、委員50名、事務局2名

来賓：家元雅夫 石川県農林水産部次長
講師：渡邉泰浩 北陸農政局農村振興部設計課長

高橋威光 石川県農林水産部農業基盤課担当課長
高橋市朗 石川県農林水産部技術管理室担当課長

概 要
岡田委員長の挨拶に続き、来賓の家元次長から祝辞をいただき、下記事項について審議・報告した。そ
の後、渡邉泰浩氏から「農業・農村を巡る状況」、高橋威光氏から「事業費の推移及び主要施策」、高橋市
朗氏から「遠隔臨場の取り組み」についてそれぞれ講演をいただいた。

〈審議事項〉
1．役員会、技術検討部会の改選について
2．令和3年度事業報告及び令和4年度事業計画について
3．令和4年度施工実態アンケート中間報告等について
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室内研修

現場研修

◎現場研修会の開催
開催日時 令和4年7月27日（水） 10 : 30～15 : 00
開催場所 室内研修：国民宿舎 能登やなぎだ荘

現場研修：令和3年度県営ほ場整備事業（機構関連型）
柳田中央第2地区重年工区 区画整理工事2

出 席 者 上野 晋 技術検討部会長以下30名、事務局２名
来賓：渡辺竜哉 奥能登農林総合事務所土地改良部長
講師：岡本大誓 農林水産部農業基盤課農地整備GL

以下7名
概 要
○室内研修
国民宿舎 能登やなぎだ荘において、講師から、ほ場整備工事
におけるICT施工の取り組み等についての説明後、ほ場整備事
業の現場で研修を行った。

広報・研修委員会
◎企画部会の開催

開催日時 令和4年7月21日（木） 12 : 00～13 : 30
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 正副委員長2名、部会員11名（3名リモート）、事務局4名
概 要
髙田直人委員長の挨拶に続き下記議題について審議・報告が行わ
れた。

〈議題〉
1．協会報8月号の編集計画について
2．研修所からのお知らせ
・工事監督者講習会の開催結果について
・講演会の開催について
・ペーパーレス会議について

3．その他

建設青年委員会
◎全体会議並びに歓送迎会の開催

開催日時 令和4年7月15日（金） 17 : 00～17 : 50
開催場所 和倉温泉のと楽
出 席 者 明翫圭祐委員長以下25名、事務局1名
概 要
明翫委員長の挨拶の後、下記議題について審議・報告が行われた。

〈議題〉
1．はだしの王国（10/10（月・祝））参加について
2．中学生対象出前講座について（コミュニティ・スクール 野々市市）
3．全国大会事務局からの依頼について（建設人・ユニホーム）
4．第27回全国建設青年会議全国大会（12/2）について
5．警備業協会との意見交換会について
6．研修旅行について
7．向陽高校出前講座について
8．青年委員会規約について
9．その他
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能越自動車道（輪島道路）

担い手確保・育成等特別委員会
◎工業系高校生を対象とした現場見学会の開催

開催日時 令和4年7月5日（火）、7日（木）、12日（火）、13日（水）
開催場所 金沢外環状道路月浦トンネル工事現場ほか8か所
出 席 者 県立小松工業高校63名、県立羽咋工業高校63名、

金沢市立工業高校38名
概 要
県内の工業系高校生を対象とした現場見学会を開催した。大規模
な土木工事や建築工事の現場でICT施工等最新の建設技術を目に
することができ、大変貴重な体験となった。
受け入れにご協力いただいた関係各位に改めて感謝を申し上げま
す。

〇小松工業高校
〈建設科1年生26名〉
実施日：7月5日（火）
見学先：金沢外環状道路（月浦トンネル）建設工事

金沢美術工芸大学建設工事
〈建設科2年生37名〉
実施日：7月5日（火）
見学先：津幡町住吉公園温水プール建設工事

小松市安宅地区土地区画整理事業

〇羽咋工業高校
〈建設・デザイン科2年生（土木コース・デザインコース24名）〉
実施日：7月7日（木）
見学先：能越道輪島道路、国道415号羽咋トンネル

〈建設・デザイン科2年生（建築コース）16名〉
実施日：7月7日（木）
見学先：木場潟公園東園地、新兼六駐車場建設工事

〈建設・デザイン科1年生23名〉
実施日：7月12日（火）
見学先：小松人工リーフ、木場潟公園東園地

〇金沢市立工業高校
〈土木科1年生38名〉
実施日：7月13日（水）
見学先：能越自動車道（輪島道路）、のと里山海道4車線化工事（羽咋市柳田地内）

石川県新兼六駐車場

小松市安宅地区土地区画整理事業

金沢外環状道路（月浦トンネル） 金沢美術工芸大学
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安全・環境対策特別委員会
◎令和4年度第1回正副委員長会議の開催

開催日時 令和4年7月14日（木） 13 : 30～14 : 30
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 藤内拓朗委員長、田上淳一副委員長、山岸 勇専務理事、

事務局5名
概 要
事務局から、役員改選に伴う新委員、所属部会、令和3年度活動

報告、令和4年度活動計画等について報告・協議した。なお、8月4
日（木）14時30分から石川県建設総合センターにおいて全体会議を
開催することとした。

◎令和4年度「けんせつSDコンテスト」参加状況
令和4年度「けんせつセーフティー・ドライブ・コンテスト」が6月1日から令和5年2月28日までの9カ
月間実施中です。一人でも多くの皆さんの無事故無違反達成を願っています。

建設総合センター建設基本計画策定特別委員会
◎委員会の開催

開催日時 令和4年7月14日（木） 10 : 30～12 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 山田外志雄委員長以下8名、事務局2名
概 要
山田委員長から、委員会の設置趣旨及び今後の取り組み方針等の
説明があり、事務局から建設総合センターの現状について説明した
後、意見交換を行った。運営部会を置き、個別事項について検討することとした。

〈議題〉
1．委員会の構成について
2．建設総合センターの現状について
・会館所在地、敷地面積、建物の概要、現所在地の法規制等
・現状の契約状況及び利用状況
・今後のメンテナンスの見込み

3．その他

○令和4年度けんせつSDコンテスト参加状況
参 加 団 体 令和4年度参加状況

参加企業数 前年比 参加チーム数 前年比 参加人数 前年比
金 沢 建 設 業 協 会 38 ＋2 114 ＋9 562 ＋48
加 賀 建 設 業 協 会 19 ±0 24 ＋1 119 ＋4
小松能美建設業協会 40 ＋2 79 ＋1 395 ＋5
白山・野々市建設業協会 46 －1 70 ＋5 348 ＋26
河北郡市土建協同組合 25 －1 29 ±0 142 －2
羽咋郡市建設業協会 18 －1 31 ±0 155 ±0
七尾鹿島建設業協会 10 －1 29 ±0 142 －1
鳳 輪 建 設 業 協 会 26 －1 40 ＋1 200 ＋5
珠 洲 建 設 業 協 会 15 ＋1 56 ＋2 279 ＋10
石 川 県 建 設 業 協 会 3 ±0 14 －1

合 計 237 ±0 475 ＋19 2,356 ＋94
○過去3年間の実施結果年別推移
実施年度 参加チーム数 達成チーム数 チーム達成率 参加人員 達成者数 個人達成率
R元年度 516 336 65.1％ 2,552 2,328 91.2％
R2年度 454 304 67.0％ 2,242 2,060 91.9％
R3年度 456 313 68.6％ 2,261 2,103 93.0％
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建設技術研修所

◎第44回測量コンテストの競技結果及び表彰式の開催
～優勝 地区協会対抗：（一社）加賀建設業協会、企業・高校生対抗：鈴木建設（株）B～

開催日時 令和4年7月22日（金） 11 : 30～12 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 髙田直人広報・研修委員長、松浦誠治審査委員長（（一社）石川県測量設計業協会）、

入賞者12名、事務局4名
概 要
6月10日（金）、金沢市ものづくり会館及び隣接のふれあいゴルフ広場内で開催した「第44回測量コンテ

スト」の表彰式を開催した。地区協会対抗競技に各地区協会代表9チーム、企業・高校生対抗競技に企業
チーム25チームと金沢市立工業高校の3チーム計28チームが参加し、それぞれ水準測量の基礎技術を競っ
た。
審査の結果、地区協会対抗では、（一社）加賀建設業協会が優勝、企業・高校生対抗では、鈴木建設（株）
Bが優勝した。髙田広報・研修委員長が各入賞チーム選手に賞状と記念品授与した後、お祝いの言葉を述
べた。その後、共催の（一社）石川県測量設計業協会の松浦誠治（（有）松浦測量）審査委員長より講評をい
ただいた。

〈受賞チーム〉

地区協会対抗

優 勝 （一社）加賀建設業協会 村井 弘之 久保田祥幸

準優勝 （一社）七尾鹿島建設業協会 堀下 定晴 白山 覚也

三 位 （一社）珠洲建設業協会 中矢 卓 坪根 大介

企業・高校生対抗

優 勝 鈴木建設（株）B 上田 均 白井 咲羽

準優勝 北川建設（株） 高橋 潤一 水口 和則

三 位 鈴木建設（株）A 南 大勝 中川 唯菜

地区協会対抗受賞者の皆さん
（中央の2名が優勝の（一社）加賀建設業協会チーム）

企業・高校生対抗受賞者の皆さん
（中央の2名が優勝の鈴木建設（株）Bチーム）
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石川県総合建設業協同組合
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
損保ジャパンパートナーズ株式会社

TEL 076-231-7787
FAX 076-231-7766
〒920-0919 金沢市南町5-20
 中屋三井ビル2F

◎工事監督者講習会の開催
開催日時 令和4年7月11日（月）能登会場、20日（水）金沢会場
開催場所 石川県奥能登総合事務所、石川県建設総合センター
出 席 者 91名
概 要
能登会場では39名、金沢会
場では52名が受講した。講習
は、新田弘毅県土木部監理課課
長補佐から「施工体制の留意点
について」、和佐田真悟県土木
部監理課技術管理室課長補佐か
ら「発注業務にかかる最近の話
題について」と題し、それぞれ
講演をいただいた。

石川県土木施工管理技士会だより

第2回役員会の開催

開催日時 令和4年7月25日（月） 17：30～18 : 30
開催場所 金沢市内会議所
出 席 者 鶴山庄市会長 山下勇人副会長、岡田康晴副会長

理事・監事15名、事務局2名
概 要
役員会では、今後の事業計画及び活動内容について審議が行われ
た。

〈審議事項〉
令和4年度事業計画について
・今後の事業計画について確認をした。
令和4年度現場視察・研修会の開催について
・開催方法について事務局より説明があり、審議の結果、今年度は県外で行われている大規模工事や最先
端技術を活用した工事を対象に現場視察・研修会を開催することとした。なお、開催日程や視察先等の
具体的な内容については、後日、正副会長会議に諮ることとした。

能登会場 金沢会場

���������������������������������������
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業 界 時 報

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（令和4年分） 令和4年6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 ４ （１０）１５ １ （１０）２０ （７）３７ ② ４３２

小松監督署 ８ （４） ７ ２ （４）１７ （５）１０ １５８

七尾監督署 １ （５） ５ ３ （５） ９ ①（３） ８ ６１

穴水監督署 ２ （１） ２ ２ （１） ６ （３） ８ ① ３２

計 １５ （２０）２９ ８ （２０）５２ ①（１８）６３ ③ ６８３

前年同期 １８ ①（１８）３８ ７ ①（１８）６３ ③ ５７１
（ ）内は木建工事 ○内は死亡者数

対前年同期比の増減 建設業：63件→52件【11件（17.5％）減少】 全産業：571件→683件【112件（19.6％）増加】

令和4年度 建設工事受注高調（元請）

民 間 （単位100万円）

土 木 建 築 計
令和4年度 令和3年度 ％ 令和4年度 令和3年度 ％ 令和4年度 令和3年度 ％

4月分 286 232 123.3% 900 1,909 47.1% 1,186 2,141 55.4%
5 月分 123 128 96.1% 2,399 4,473 53.6% 2,522 4,601 54.8%
6 月分 343 107 320.6% 1,750 2,480 70.6% 2,093 2,587 80.9%
年度累計 752 467 161.0% 5,049 8,862 57.0% 5,801 9,329 62.2%
2年度累計 670 112.2% 5,156 97.9% 5,826 99.6%
元年度累計 911 82.5% 4,739 106.5% 5,650 102.7%

官 公 庁
土 木 建 築 計

令和4年度 令和3年度 ％ 令和4年度 令和3年度 ％ 令和4年度 令和3年度 ％
4月分 2,395 3,116 76.9% 380 1,397 27.2% 2,775 4,513 61.5%
5 月分 2,136 2,781 76.8% 891 656 135.8% 3,027 3,437 88.1%
6 月分 6,287 5,580 112.7% 646 2,049 31.5% 6,933 7,629 90.9%
年度累計 10,818 11,477 94.3% 1,917 4,102 46.7% 12,735 15,579 81.7%
2年度累計 10,640 101.7% 8,656 22.1% 19,296 66.0%
元年度累計 11,761 92.0% 7,563 25.3% 19,324 65.9%

合 計（民間＋官公庁）
令和4年度 令和3年度 ％ 令和4年度 令和3年度 ％

4月分 3,961 6,654 59.5% 年度累計 18,536 24,908 74.4%
5 月分 5,549 8,038 69.0% 2年度累計 25,122 73.8%
6月分 9,026 10,216 88.4% 元年度累計 24,974 74.2%
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令和4年8月行事予定
８月 １日（月）生産性向上に関する講演・意見交換会

（ボルファート富山）
３日（水）建築委員会 環境・住宅部会

石川県土木施工管理技士会JCMセミナー
（石川県建設総合センター・七尾・小松オンラインにて）

土地改良委員会 北陸農政局長への施策提案
（北陸農政局）

４日（木）正副会長会議
常任理事会
安全・環境対策特別委員会 全体会議
安全・環境対策特別委員会 法令順守部会
県央農林安全対策協議会 正副会長会議

（県央農林）
５日（金）土地改良委員会 農林合同セミナー

（地場産業振興センター）
ドローン講習会１日目

６日（土）ドローン講習会２日目 （金沢市七曲町地内）
８日（月）土木委員会 正副委員長会議

建築委員会 情報・創造部会
建築委員会 総務・企画部会
堤防決壊時緊急対策シミュレーション意見交換会

（金沢河川国道事務所）
理事歓送迎会 （ホテル日航金沢）

９日（火）安全・環境対策特別委員会 建設環境部会
建設総合センター建設基本計画策定特別委員会
運営部会
北陸インフラメンテナンスフォーラム

（新潟県民会館（Web参加））

１０日（水）石川県景観審議会計画部会 （石川県庁）
北陸ブロックCCUS連絡会議

（北陸地方整備局（Web参加））
１８日（木）建築委員会 役員会
１９日（金）ドローン講習会１日目
２０日（土）ドローン講習会２日目 （金沢市七曲町地内）
２２日（月）２級土木受験準備対策講習会（～２３日）
２３日（火）会報編集委員会
２５日（木）広報・研修委員会 企画部会
２９日（月）建築委員会 土木部建築住宅課・営繕課等との

意見交換会 （ホテル日航金沢）
３０日（火）担い手確保・育成等特別委員会

全国建産連総務企画委員会
（東京 建設業振興基金会議室）

令和4年9月以降の行事予定
９月 １日（木）北陸地区建設業協会専務理事・事務局長会議

（ANAクラウンプラザホテル富山）
北陸建設青年会議総会

（新潟 ホテルイタリア軒）
県土木部防災訓練

５日（月）正副会長会議
８日（木）建設業経営講習会
１３日（火）全建理事会 （東京 東京プリンスホテル）
２１日（水）石川県土木施工管理技士会JCMセミナー（石川

県建設総合センター・七尾・小松オンラインにて）
協会 ゴルフ大会 （能登カントリークラブ）

２６日（月）２級土木受験準備対策講習会（～２７日）
（珠洲建設業協会）

２７日（火）全国建産連会長会議 （高知 高知市）

県協会からのお知らせ

会 員 の 異 動
今回届け出があったのは次の4件でした。
○代表者変更

会社名 変更前代表者 変更後代表者 変更年月日
竹腰永井建設（株） 小田 徹 山田 光二 令和４年５月３１日

丸建道路（株） 牛久保武彦 大竹 哲也 令和４年６月１５日

加越建設（株） 開 勤 清水 茂博 令和４年７月１０日

○所在地の変更
会社名 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日

石田工業（株） 羽咋郡志賀町栢木レ２５‐１ 〒９２５‐０４４７
羽咋郡志賀町富来領家町甲３０番地１ 令和４年７月１９日

（※電話・FAXは変更なし）
なお、変更があった時点で届け出頂くようお願い致します。
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１０月 ３日（月）北陸地区建設業協会会長会議 （富山）
４日（火）正副会長会議

常任理事会
第２回建設業経営講習会in能登２０２２

（石川県奥能登総合事務所）
６日（木）全国建設業労働災害防止大会（～７日）

（いしかわ総合スポーツセンター）
２７日（木）北陸地区建設業協会地域懇談会 （富山）

１１月 ７日（月）東日本建設業保証（株）役員・参与懇談会
（東京 パレスホテル東京）

２４日（木）東日本建設業保証（株）石川協議会定例会
（KKRホテル金沢）

（一社）金沢建設業協会

《行事予定》
８月 １日（月） 青年委員会：幹事会

建築部会：金沢市職員との現場勉強会
３日（水） 第１回ゴルフ委員会
４日（木） 土木部会：全体会
５日（金） 土木部会：ゴルフ会

土木部会：役員会
監理技術者講習会

８日（月） 災害対策委員会：挨拶回り
２４日（水） 第３回技術社員研修会
２５日（木） 建築部会：講演会

残暑払いの会
３１日（水） 総務委員会

《お知らせ》
９月１４日（水） 青年委員会：未来の担い手確保・育成S
１６日（金） 土木・建築 合同ゴルフ大会

（一社）加賀建設業協会

《行事予定》
８月 ４日（木） 道路クリーン作戦

５日（金） 土木委員会 講習会
６日（土） 北陸新幹線建設促進石川県民会議 総会

（一社）小松能美建設業協会

《行事予定》
８月 ３日（水） 技士会オンラインセミナー

４日（木） 道路クリーン作戦
６日（土） 北陸新幹線建設促進石川県民会議 総会
１０日（水） 石川県南加賀土木総合事務所との意見交換会
１９日（金） 土木技術部会講習会
２３日（火） 健康診断（～２４日）

（一社）白山野々市建設業協会

《行事予定》
８月 ２日（火） 白山清掃登山・外来植物除去（～３日）

５日（金） 第２回監理技術者講習会
９日（火） 道路クリーンキャンペーン
２５日（木） 石川農林安全対策協議会総会
２６日（金） 理事会

《お知らせ》
９月１１日（日） 第１０回白山白川郷ウルトラマラソン

河北郡市土建協同組合

《行事予定》
８月２８日（日） 津幡町との合同防災訓練

（一社）羽咋郡市建設業協会

《行事予定》
８月２５日（木） 役員会

《お知らせ》
９月下旬 農林事務所との意見交換会（予定）
１０月 ２日（日）「第３０回はくい福祉まつり」福祉協議会

建設業の紹介（重機・パネル展示）
１０月下旬 「こども除雪車ふれあい教室」羽咋土木

除雪機械試乗会（予定）
農林工事安全パトロール （予定）

（一社）七尾鹿島建設業協会

《行事予定》
８月 ３日（水） 技士会オンラインセミナー

５日（金） 道路クリーン作戦（七尾市）
１０日（水） 道路クリーン作戦（中能登町）

《お知らせ》
９月２２日（木） 七鹿親睦ゴルフ大会

（能登島ゴルフ＆カントリークラブ）
１２月１４日（水） 監理技術者講習会

（一社）鳳輪建設業協会

《行事予定》
８月 ３日（水） 道路おもてなしクリーン作戦
１０日（水） 理事会

（一社）珠洲建設業協会

《行事予定》
８月 １日（月） 正副会長会議

８日（月） 道路クリーン作戦
９日（火） 理事会

地区協会からのお知らせ

「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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