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1 はじめに

金沢市の兼六園に隣接する東兼六町では、古くからがけに近接した土

地利用がなされてきた。当地区における、がけの勾配は32°～53°、高さ

は10～21mあり、平成21年7月、8月に続けて小規模ながけ崩れが発生し、

要配慮者利用施設である金沢医療センターや、北陸学院、寺院、人家な

どが土砂災害の被害を受けるおそれがあったことから、これらを保全す

るため、平成23年度から急傾斜地崩壊対策事業に着手した。

2 事業概要

斜面に建物が近接しており、切土による斜面の安定化が図れないため、

対策工法は斜面を直接抑止する現場吹付法枠工、鉄筋挿入工などとし、

梅雨前の本年5月にすべての対策工事が完了した。

事業概要

施 工 延 長 L=300m

現場吹付法枠工 A=5,600㎡

鉄 筋 挿 入 工 N=1,460本

落石防護柵工 L=220m

事業期間 平成23年度～平成28年度（繰越）

事 業 費 6.3億円（埋文調査含む）

要配慮者利用施設を守る土砂災害対策の推進
～東兼六町1号地区～（金沢市東兼六町地内）

石川県県央土木総合事務所

最近の完成工事から

位置図

写真－1 斜面崩壊状況（H21.8）

写真－2 事業着手前

写真－3 事業完成後
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3 工事の制約

当該箇所は、金沢市の風致地区や斜面緑地保全区域に指定されているほか、斜面下部の鶴林寺、松山寺

が重要文化的景観区域に指定されており、工事に関して様々な制約があった。その中でも対応に苦慮した

のが、斜面にある立木の緑は極力残すよう要請を受けたことであり、樹木医に立木の健全性を確認しても

らい、必要に応じてワイヤーで樹木を引っ張るなどの補強を施し、既存樹木に合わせ現地で法枠配置を考

えるなどした。

金金沢沢医医療療セセンンタターー

鶴林寺
松松山山寺寺

写真－4 鶴林寺と対策後の景観 写真－5 松山寺と対策後の景観

4 埋蔵文化財調査

施工箇所は、金沢城下に形成された近世城下町遺跡の一部となっており、金沢城の南東にある小立野寺

院群に属する鶴林寺・雲龍寺の旧墓地跡であった。発掘調査の結果、両寺の墓地は大きく2段階の経過を

たどっていることがわかり、1層目（第1遺構面）は墓地廃絶後の状況を残すもので、墓の基礎や区画、移

転に漏れた蔵骨器等が確認され、その下（第2遺構面）に17世紀後半～19世紀半ばの墓坑群が確認された。

主な遺物としては近世陶磁器、土師器、土製品、石製品、金属製品、銭貨が出土した。なお、出土品は遺

失物として警察に届け出て、保管されている間に埋蔵文化財に認定され、その後は県が保管することにな

り、返還されると思っていた両寺の住職にその旨を説明し、ご理解いただいた。

今回の調査により、墓碑銘や侍帳などから、鶴林寺・雲龍寺は加賀藩の中級武士などの菩提寺であった

ことが分かり、まとまった武士階級の墓地調査として重要なものであった。

5 さいごに

金沢特有の近世城下町の歴史的景観、伝統及び文化は、起伏にとんだ自然地形のもと形成されており、

この特徴的な地形を見直してみると、中には土砂災害警戒区域も多くある。

今回の事業箇所のように、住民の生活と安全を守ると同時に、伝統と文化に基づく歴史的景観や遺跡な

どの文化的財産を保全していくためには、歴史文化施策等と調整しながら、土砂災害対策を行っていくこ

とが重要だと感じさせられる工事であった。
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■工 事 名 レナガ谷川 通常砂防工事

■工 事 分 野 砂防・地すべり等工事

■施 工 場 所 白山市河内町福岡 地内

■工 事 概 要

本堰堤工 V=888m3（H=8.0m、L=48.0m）

■工 期 平成27年7月24日～平成27年11月30日

■推 薦 理 由

本工事は、緊急輸送道路等への土砂災害を防止する砂防堰堤工事であった。事業の目的及び建設業のPR

のために、自主的に地元小学生を対象とした砂防教室及び現場体験会を実施したほか、地元住民を対象と

した見学会を開催するなど、地域とのコミュニケーションを積極的に図り、事業の円滑な進捗及び砂防事

業の広報に努めた。

平成28年度 土木部優良建設工事 知事表彰の紹介
vol.6

施工企業名：白山建設株式会社

完成写真

堰堤工一般図
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■現場代理人のコメント

このたび、栄誉ある知事表彰を賜りましたことは、身に余る光栄であり、心よ

り厚く御礼申し上げます。

当砂防堰堤は、山間部の狭隘な渓谷に砂防堰堤を構築する工事であり、平成27

年夏に着手し、降雪前の11月に完成しました。

以下に、本工事を行う上で、留意した点について、記載いたします。

安全管理では、高所作業となるため、手摺の設置及び点検に特に留意し、転落

災害防止に努めたほか、出水時に備え、作業員の避難訓練も行いました。また、

現場への進路となる林道が狭隘なため、仮設のカーブミラーを設置し、工事車両

の視認性を確保したほか、地主の協力をいただき、敷き鉄板を敷設した退避スペー

スを6か所確保するなど、事故防止対策に努めました。その結果、作業員並びに

工事車両の安全を確保することができました。

次に、平成27年6月の出水（クチギ谷）により、大きな被害が発生した福岡地

内において、当該工事を実施することから、良い機会ととらえ、子供達の学習の

場として、また砂防事業及び建設業のPRの場として砂防教室や現場見学会を行

いました。参加者には、砂防事業の必要性をご理解していただけたと思います。

最後になりますが、工事期間中ご指導賜りました石川土木総合事務所、ご担当

者及び、関係者の皆様に厚く御礼申し上げますとともに、地区住民の方々の協力

に感謝申し上げます。

現場代理人

岡島明宏氏

土石流避難訓練状況 転落防止用手摺設置 カーブミラー設置

退避場所設置 砂防教室 地元住民現場見学会
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辰巳ダム現場見学感想

『ダムカード2枚いただきました。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 森 健太

なかなか行くことができないダムに行くことができました。目の前で見るととても大きかったのでびっ
くりしました。いつもは見ることができないダムの中まで見ることができました。とてもよかったです。
ダムカードも二枚ももらうことができてよかったです。

『とても楽しい実習でした。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 井波優斗

辰巳ダムはダムの中でも新しい最近できたダムだと分かりました。
辰巳ダムは、川の洪水を抑えるために造られたためとても役になっている。コンクリートの強度を試す
ための機械を使って測るときは、とても楽しく勉強になりました。とても楽しい実習でした。ありがとう
ございました。

『またダム見学に行きたい。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 越田丈二

あの自然的な環境は僕にとってはとても心地よいし、辰巳ダムは標高、約47.0mもあるのです。あの大
きなダムを作るにはいろいろな工夫もされていると思うし、試行錯誤も多いのではないでしょうか。
川には自然系を壊さないような工夫もされていると聞きました。またダム見学へ行きたいです。

『ダム見学は今回で2度目です。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 小林 響

人生の中でダム見学に行くのは今回で二度目で前とは違う造りで色々なダムの形のダムがあり役割があ
ると思いました。ダムの階段はどこも急で長くきついなと思いました。
兼六園につながっていて世界は広いんだなぁーと思いました。また辰巳ダムに行きたいと思ったので連
れて行って下さい。

『大切な役割をしていることがわかります。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 松本玲央

ダムを見学するのは辰巳ダムが2回目で、説明をいっぱいし
てもらいました。 型式は重力式コンクリートダムで、総貯水
容量は6,000,000�。これの上流にある犀川ダムより、総貯水容
量や管理することが、大きく違いますが、大切な役割をしてい
る事が分かりました。

雇用改善コーナー

工業系高校生（石川県立翠星高等学校）の現場見学感想文



協 会 報平成29年7月号 (7)

『また行きたいと思った。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 西田和史

辰巳ダムに行って、まず、話を聞いて金沢の河川は、住宅やビルが建っていて、河川の幅が広げられな
いという事を知った。そして、建物の中の鉄筋を見る機械は、200万～300万円することも知った。また行
きたいと思った。

小松バイパス大長野地内ICT施工の道路改良工事場見学感想

『ICT施工は誰でも使いやすくなっていた。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 山口勇樹

小松バイパスでは、工事で使う最新の建設機械や施工方法について学びました。工事で使う建設機械は、
操作が難しいと思っていたけど誰でも使いやすいようになっていると聞いて驚きました。

『現場には花壇が飾られていた。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 高峰勇介

花壇があってとてもきれいだった。2つの重機械の説明、操作方法などを教えてもらっていろいろなこと
を学びました。

『すごく勉強になった。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 田原知弥

小松バイパスICT施工では、昔の施工法と違い最新のIT技術を搭載した物を取り入れていてすごく勉強
になりました。でもその機能は、今までのすべてを取り入れているだけとのことでおもしろかったです。

『実際に乗車し説明を受けた。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 勝野亜惟良

いろいろな機能を搭載していて、あんな機械になっていたのですごいと思いました。実際に乗車し説明
をしてくれたのでとてもわかりやすかったです。

『色々とすごかった。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 岡田 海

小松バイパスでは、機械で衛星を利用して位置情報を収集し動かしていると分かりました。
現場を少しでもイメージをよくするために、花などを置いたり、トイレをきれいにしていることが分か
った。
いろいろとすごかったです。

『環境への配意がわかった。』
石川県立翠星高等学校 環境科学コース 3年 織田涼斗

小松バイパスICT施工を見に行ってICT施工は最先端に見え
て少し古いものを掛け合わせただけだといわれ、少し驚いた。
工事現場では今、イメージアップのために花壇をおいたり環境
にすごく気を配っていることがわかった。
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平成29年7月7日（金）、千里浜なぎさドライブウェイに隣接する「のと里山海道」千里浜インターチェン
ジのすぐ側に、『道の駅 のと千里浜』がオープンしました。

羽咋市では、道の駅のと千里浜を『地方創生の拠点
施設』として位置づけ、自然栽培を中心とした農業の
6次産業化をはじめ、雇用の創出や交流人口の拡大な
どを図り、地域経済の活性化を目指しています。
道の駅のと千里浜は、敷地面積約1万9,000㎡、建物
本体の面積は約1,000㎡で、直売所やレストラン、情報
発信コーナー、休憩施設などで構成されており、敷地
内には足湯施設も用意しています。
このうち、直売所では、羽咋市が力を入れている自
然栽培などの地元農産物や加工品、お惣菜、お土産物
などの販売のほか、パン生地に玄米粉を使ったパン工
房も併設しています。

また、レストランでは、自然栽培など地元の食材を使
った羽咋らしい特色あるメニューを用意しており、大変
人気のある本格ジェラートや自家焙煎の道の駅オリジナ
ルコーヒーなどの販売も行っています。
営業時間は、直売所が午前9時から午後6時まで、レス
トランは午前11時から午後4時までとなっていますが、
直売所については7月と8月の営業時間を午後7時まで延
長しています。
このほか、リピーターの獲得につなげるために、独自
のポイントカードを発行すると共に、観光情報について
も、タブレット型情報端末を複数台設置してあるほか、

羽咋市のPR映像を流すなど、市の観光情報を積極的に発
信しており、併せて能登半島の入り口に位置する立地条件
を生かして能登全域の観光情報も発信しています。また、
防災機能も充実させており、災害時の後方支援拠点として
の役割も果たしています。
羽咋市では、今後も、オリジナル商品の充実や季節ごと
のイベントの開催などを通じて、地元をはじめとする多く
の方に、愛され親しまれ、何度も訪れたくなるような道の
駅になることを目指して行くとのことですので、皆様もお
近くをお通りの際は、是非お立ち寄り下さい。

（資料提供：羽咋市産業建設部6次産業創生室）

地区協会コーナー

道の駅 のと千里浜 7月7日オープン！

（一社）羽咋郡市建設業協会

道の駅 のと千里浜全景

足湯施設

壁面ロゴ
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社 章

当社の創業は昭和41年、親会社を�田産業（株）
とし、今年で52年目となりました。事業内容は主
にアスファルト舗装工事の設計施工及びアスファ
ルト合材の製造販売を行っております。
創業時には現在の金沢市長田2丁目地内におい
て親会社でもある�田産業（株）の生コンプラント
と同敷地内にアスファルトプラントを建設し、ア
スファルト合材の製造販売の他、リサイクルを目
的としたアスファルト廃材の受け入れを行ってい
ました。
しかしながら時代が進むにつれて、市街地での
アスファルトプラントは金沢市内において当社の
みとなり、住宅等の市街化が進む周辺環境で騒音
や振動発生などの悩みが次第に大きくなり、プラ
ントの移転を余儀なくされ現在の金沢市大野町4
丁目に新規アスファルトプランを建設することに
なりました。
現在の移転場所においては以前の様な問題が解
消され、最新の設備で、お客様の希望に沿ったサー
ビスを迅速に提供出来る様になりました。
また、下水道汚泥焼却灰を有効利用する為、長
年課題となっていた焼却灰に含まれる有害物質の

溶出を金沢市や金沢大学の協力を得て当社独自の
高い技術で安定化し、アスファルトフィラーの一
部として使用する設備も導入しました。
この下水道汚泥焼却灰入り合材（リビルドアス
コン）は石川県リサイクル認定製品に認定され、
現在は金沢市及び金沢市企業局の発注工事におい
ては、この処理灰を使用する合材が標準仕様にな
っております。
�田産業グループは�田産業（株）、（株）�田組、
呉西工業（株）と建設業関連の会社だけでしたが、
平成27年度の北陸新幹線開業に伴い、旧プラント
跡地に『金沢彩の庭ホテル』を開業しました。
全く新しい分野への進出であり、現在もなお、
全社をあげて新事業に取り組んでおります。
また、新事業から学んだ事を社員の育成に生か
し、顧客満足度の向上を追求していきます。
グループ全体では地域貢献にも力を入れており、
アドプト活動、各事務所周辺の一掃清掃、スポー
ツボランティア、クリーンビーチ石川など全社一
体となり参加しています。
今後も、活気ある地域づくりに貢献できるよう、
積極的に参加し地域に密着した、誰からも信頼さ
れ必要とされる企業を目指し、日々努めて参りま
す。

次回は（株）田村 代表取締役 田村優樹さんに
バトンをお渡ししますので、よろしく
お願いいたします。

（株式会社 金沢舗道 営業部 横地信雄）

会員リレーコーナー
○165 株式会社 金沢舗道
（所在地：金沢市長田2丁目4番8号）

金沢彩の庭ホテル（外観）

クリーンビーチ石川

港工場（アスファルトプラント）
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今月の さん
金沢市の（株）トーケン本社事務所に「今月の輝きさ
ん」の木下理恵さんをたずねました。

－まずは、あなたの自己紹介をお願いします。
私は現在能美市在住、出身は東京です。人と接する
ことが好きで、大学卒業後は東京で秘書事務や割烹料
理店、飲食ベンチャー企業等の仕事を経験しました。
32歳の時、ご縁があり当地に移住し、国交省の非常勤
職員、酒造会社、石川県の臨時職員等を経て、平成27
年3月私が36歳の時現在の会社に入社、同年11月に金
沢本社の環境事業部から金沢営業本部広報営業担当へ
異動して1年8カ月、入社し2年4カ月が経ちます。

－あなたの会社そしてトーケンという社名の由来につ
いて教えてください。
当社は従業員85名規模の建設総合サービス業を営む
会社です。建設総合サービス業とは、建物の施工を中
核に、高齢者住宅紹介事業、開発不動産事業、環境開
発事業等、人の『生活』に関連する様々なサービスを
ワンストップで提供する事業のことです。トーケンと
いう名称は、当社のルーツが東レの住宅部門として小
松精練（株）内に設立した「北陸東レハウジング」であ
ることに由来します。
平成26年12月には、創業地である小松市に加え金沢
市にも本社を構えました。

－広報営業とはどのような仕事ですか？
私の営業は仕事を受注するのではなく、トーケンと

いう元気な会社について情報を発信する会社のPRが担当です。まずトーケンという会社名を覚えていた
だくこと、そして会社の事業内容についていろいろな方に理解していただくため色々な場所を訪問し会社
のPRを行うことが私の仕事です。

－ノルマが無いとはいえ、女性一人での営業活動は大変ですね！やりがいはありますか？
前例のない新しい職種で最初は不安もありましたが、根上社長自ら同行していただき長年培っていただ
いた大切なお客様を紹介していただいたり、いろんな会社や団体のイベントに参加したりお手伝いをする
ことで仕事の輪を広げています。何度も足を運び顔と名前を覚えて頂いた時や、この1年半の活動で少し
ずつ信頼していただき、お仕事につながりそうなお話を頂いた時はやりがいを感じました。

－あなたが広報する、「元気なトーケン」についてコメントをお願いします。
キーワードはいろいろありますが、地域のスーパーゼネコンを目指し、社員が主役の企業として、意識
改革やスキルアップのほか、未来に向けた働き方改革がアクティブに行われています。迅速、正確に情報
を共有するための、金沢本社と小松本社相互によるテレビ会議システムの導入、全員にカメラ付きのパソ
コンが配布され遠隔の現場社員であっても面談による連携が図られていることもその一例です。社長はこ
のシステムを活用し、末端の社員に至るまで常に声掛けを行い細かな気配りや問題点の把握に努められて
おられます。根上社長のお父さんのような心づかいが元気なトーケンの原点だと思います。

－最後にあなたご自身についてのPRをお願いします。
目下の趣味は、食べて美味しい魚種を釣るルアーフイッシィングで、大物のすずきやサクラマスをゲッ
トしました。会社貢献の近道は、公私ともに全力で楽しみながら色々なことに興味を持ち、何事にも挑戦
し実績を積み、信頼される凛とした自立女性を目指すことだと思っています。できれば結婚し子供も持ち
たいと願っています。

地域社会への会社イメージのPR担当という仕事は、地域の社会活動や自己趣味にもアクティブな、こ
の女性ならばこそという印象を受けました。

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。

株式会社トーケン 木下理恵さん

業 種：金沢営業本部広報営業担当
経験年数：2年4カ月
年 齢：38歳

No. 28
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（一社）石川県建設業協会（会長 吉光武志）は、6月2日（金）午後
2時から石川建設総合センター特別会議室において常任理事会を開
催した。
冒頭、吉光会長は「元・参議院議員の脇 雅史氏が今般全国建設
業協会顧問に就任した。」旨の報告が行われた他、本日議題として
提出された国土交通省北陸地方整備局依頼に係る、各県の建設動向
の定期報告については、重要な作業となることから協会の誠意ある
対応についてお願いした。
続いて次の議題について審議・報告が行われた。
１．北陸地方整備局への各県の建設動向に関する情報提供について
冒頭吉光会長よりお願いがあった標記作業については、地区協会が担う役割が大きいことから、実施
方法等について地中常務理事より説明が行われた。
２．建設業をめぐる最近の話題について
最近の話題4件について辻専務理事より資料を示し説明が行われた。

３．今後の行事予定及び会員受注高について
事務協局より説明が行われた。

４．地区協会からの報告について
各地区協会より行事予定、業界時報、社会状況についての報告が行われた。

協 会 だ よ り

常任理事会の開催

���������������������������������������
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委 員 会 の 開 催

土木委員会

◎委員会の開催
土木委員会（委員長 竹腰勇ノ介）は、6月8日（木）に金沢市内のANA
ホリデイ・イン金沢スカイにおいて開催した。会議には竹腰委員長ほ
か42名の委員と県協会土木委員会担当の鶴山副会長が出席し、下記の
議事について事務局より報告及び審議事項の説明を行い、満場一致で
了承を得た。
〈議事事項〉
○平成28年度活動報告及び決算報告
○平成29年度活動計画（案）及び予算（案）について
○地区協会との意見交換会について
○最近の話題について（情報提供）
会議終了後に、「平成29年度事業計画並びに予算等について」と題
して、金沢河川国道事務所副所長の石川一栄氏より①平成29年度予算
概要、②平成29年度事業の概要、③産業基盤への効果（社会資本のス
トック効果）、④災害・防災対策の取り組み、⑤i-Construction･CIM
・総合評価についてご講演を、石川県技監（土木担当）の松田洋一郎
氏からは①土木部の基本方針、②北陸新幹線金沢開業効果を持続・発
展させる交流基盤の整備、③県民生活の安全・安心の確保、④公共投
資の確保と建設業の活力再生、⑤最近の話題についてご講演を拝聴し、
散会した。
なお、会議終了後、同所において会議に出席された方との懇談会を
開催しました。

建築委員会

◎委員会の開催
建築委員会（委員長 橋本和雄）は、6月12日（月）に建築委員会全
体会議（第1回）を石川県建設総合センターにて、委員35名の出席で
開催した。
橋本委員長の挨拶の後、研修会として、県参事畝本秀一氏より「今
年度の県建築住宅行政と営繕工事について」の標題で新設住宅の着工
動向、建築基準法・建築士法の改正、建築物省エネ法の改正、平成29
年度営繕課事業の概要、労務単価・積算基準・最低制限価格・総合評価方式の改訂についてなどの説明を
受けた。
引き続き議題に入り、事務局より、建築委員会組織編成の改正・新入会員の紹介、昨年度の事業報告・
決算報告、本年度の事業計画・予算案等について説明があり、今後各部会で審議を深めながら委員会事業
を進めていくことを決めた。また、県の総合評価方式の改訂の中でCPDの取り扱いの変更を受けて、国・
県で講習会、現場見学会等が多数開催されることも披露された。
最後に岡副委員長の挨拶で閉会となった。
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土地改良委員会

◎農林合同（建設産業育成）セミナーの開催
（一社）石川県建設業協会（土地改良委員会）と石川県森林土木協会
の共同主催による建設産業育成セミナーを、6月2日（金）に石川県地場
産業振興センターで協会会員97名の参加により開催した。
セミナーでは「今後の治山分野における入札契約の取り組み」と題
して、近畿中国森林管理局 企画総務部専門官 藤原昭博氏から公務
員倫理法令における業者との関係についてや土木工事における入札方
式、施工計画上の課題などについて、事例を交えてわかりやすく解説された。
その後、「評価される現場と安全管理の重要性」と題して（公財）日本建設情報技術センターから上席調
査役 齋藤直樹氏から、1．建設業界の最近の話題、2．受注者の役割と現場代理人の考え方、3．安全管
理の重要性などに事例からの検証を交えてわかりやすく解説された。
受注者の役割では、近隣住民からの苦情対応が地域住民との信頼関係を築ける絶好のチャンスと捉え、
建設会社が地域住民とのパイプ役になることが重要である、また、安全管理の重要性では、建設現場から
不安全状態（不適切な機械設備と管理・環境の不備）と不安全行動（作業員の不安全な行動）をなくすこ
とが災害防止の基本であると話された。

◎農地・林地防災月間における現地対応訓練の実施
石川県農林水産部では、梅雨入り間近な6月1日（木）から6月30日（金）までを、農業施設や治山施設の豪
雨等による災害防止を呼びかける農地・林地防災月間としており、平成29年度は『備えよう 未来のふる
さと 守るため』をテーマに県内全域で、ため池、治山施設等の一斉点検、避難訓練、災害情報伝達訓練
等が実施されました。

ため池での訓練 農業用水路での訓練 ため池での訓練

（小松市遊泉寺町地内） （白山市成町） （かほく市指江地内）

ため池での訓練 ため池での訓練

（七尾市中島町中島地内） （輪島市町野町金蔵地内）
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この期間中の6月23日（金）に、石川県との災害応援協定に基づき、県内5農林総合事務所の土地改良部で
は、大雨による「ため池堤体」の堤体法面崩壊や「農業用水路」での溢水被害が発生したとの被災想定の
下、土地改良委員会の会員企業が参加しての現地対応訓練が県下一斉に実施された。
訓練当日は梅雨入り直後の不安定な天候で、早朝に土砂災害警戒情報が発令されたとの想定で、災害応
援協定に基づく各地区の情報連絡担当者（当協会員）へ連絡後に、各農林総合事務所では本建設工業（株）、
白山建設（株）、（株）表組、（株）戸田組、刀祢建設（株）の会員会社に現地への出動要請がなされ、各社では
現地対応班が出動し、地元、市町などの関係機関と共に、シート張りや土嚢積みなどの現地対応訓練が行
われた。
特に、かほく市指江の大堤池での法面被災箇所では、梅雨時期を迎え大雨による堤体決壊により下流の
河北縦断道路などへの被害が予想されることから、市、地元住民が参加して土嚢作成とシート据え付けの
実践さながらの訓練が行われた。
また、小松市遊泉寺町の五ノ谷池、七尾市中島の漆谷第一堤、輪島市金蔵の畳田池の各ため池では、下
流域の田・人家等に被害が出ないよう下流法面のクラックへの雨水流入防止のためのシート被覆など、地
元住民と共に応急措置の訓練が行われた。
白山市成町の七ヶ用水では、ゴミの引っ掛かりにより水門の操作不能による宅地への溢水被害が想定さ
れることから、土手の土嚢積みによる応急対策の訓練が行われた。

◎ため池ハザードマップを活用した避難訓練の実施
石川県農林水産部では、梅雨入り間近な6月1日（木）から6月30日（金）
までを、農業施設や治山施設の豪雨等による災害防止を呼びかける農
地・林地防災月間としており、県内全域の農林総合事務所では、ため
池、治山施設等の一斉点検、避難訓練、災害情報伝達訓練等が実施さ
れました。
特に、中能登農林総合事務所では、この期間中の6月25日（日）に志
賀町仏木（ほとぎり）集落において、集落上流のため池（殿町池）が地
震により破堤したことを想定し、ため池ハザードマップを活用した避
難訓練を行いました。
当日の参加者は、県・町職員13名に地元住民20名と災害協定を結ん
でいる南建設（株）8名の参加により、先に、地元住民による避難訓練、
訓練を踏まえた集落防災に関するワークショップを行った後、南建設
（株）と以下3つの現地対応訓練を行いました。
1．ため池決壊時の県道冠水を想定し、上流からの水を速やかに排水
させる排水ポンプの県道際への設置
2．ため池（殿町池）の堤体に亀裂が入ったことを想定し、亀裂部に
ブルーシートと土嚢による応急措置
3．堤体法面で被災状況が確認しにくい箇所について、ドローンを使
って上空からリアルタイムでモニターを通した確認、撮影

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6月21日（水）午後6時から委員15名の参加を得て委員相互の親
睦会を兼ねた委員会が白山市内において開催された。
委員会では冒頭�田委員長の挨拶が行われ、引き続き次の議題について審議報告が行われた。

排水ポンプ設置

ワークショップ状況
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１．協会報7月号について
事務局より協会報7月号の編集計画が提示され、了承された。

２．研修所からのお知らせ
�一級土木施工管理技術検定（学科）受験準備の講習会開催結果に
ついて
講習会は本年5月から6月にかけて5日間をかけ石川県建設総合セ
ンターにおいて実施され、参加者からのアンケートでは高い評価を
受けたことが報告された。

�平成29年度第39回測量コンテスト競技結果について
去る6月1日金沢市奥卯辰山建民公園において開催された標記コンテストの結果と、優秀チームに対す
る表彰式の実施について報告が行われた。

建設青年委員会

◎北陸建設青年会議役員会並びに意見交換会の開催
北陸建設青年会議（会長 大嶋正寛）は、6月20日（火）午後3時から
新潟市内にて、北陸三県より委員15名、事務局3名出席のもと役員会
を開催した。
大嶋委員長挨拶の後、8月29日に開催される北陸建設青年会議総会
並びに全国建設青年会議第22回全国大会等について報告及び審議が行
われた。
その後、北陸地方整備局越智企画調査官にご出席を頂き、「国土交
通行政の最近の話題」と題してご講演を頂き、その後、意見交換会を
実施した。
意見交換ではICTの取組や担い手問題等、業界の諸問題について活発な意見交換が行われた。

雇用対策特別委員会

◎委員会の開催
雇用対策特別委員会（委員長 岡 昌弘）は、6月21日（水）午前10
時30分より石川県建設総合センター4階401会議室において、委員26
名の出席にて平成29年度第1回目の委員会を開催した。
冒頭、岡委員長が生産年齢人口の減少により、建設業が生き残るた
めには魅力ある職場づくりが一段と求められており「生産性向上」「働
き方改革」が喫緊の課題となっておりますと挨拶した。
続いて、石川労働局監督課越村祐規監督課長より「長時間労働の是正に向けて」と題し、労働行政の取
り組みと最近の動きについてご講演をいただいた。
その後、石川労働局労働基準部、石川県土木部監理課より行政連絡を受けた後、事務局より次の通り議
題審議を行った。
1．平成29年度事業計画
2．平成29年度行事計画
引き続き、行政関係との意見交換が行われ、最後に早川副委員長より入職促進事業は勿論のこととして、
今後は離職率向上の事業にも多く取り組むことが必要と挨拶し、今後の課題として閉会となった。
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建設技術研修所

・平成29年度第39回測量コンテストの開催報告及び競技結果
～地区協会対抗戦は（一社）金沢建設業協会が優勝、企業対抗の水準部門は
（株）北陸工建、トラバース部門は真柄建設（株）が最優秀賞～

平成29年度第39回測量コンテス
トは（一社）石川県測量設計業協会
と石川県土木施工管理技士会との
共催で、6月1日金沢市の奥卯辰山
健民公園で開催した。
当日は早朝の雨も晴れ、過ごし
やすい気候のもと29チーム（58名）
が参加し、高度な技術力を求めら
れる起伏のある競技場で日頃培っ
た技術を競い合った。
9地区協会による団体戦（水準
測量）は、（一社）金沢建設業協会が優勝となった。
高低差の大きい競技コースが設定された企業対抗の水準測量部門では、12チームが参加し、（株）北陸工
建が一昨年の優秀賞に続き今年度は最優秀賞に輝いた。トラバース測量部門には、8チームが参加し真柄
建設（株）が昨年に続き2年連続、最優秀賞を獲得した。
表彰式は、6月26日石川県建設総合センターで行われ、各入賞チームに賞状、記念品を授与した後、

�田直人広報・研修委員長が「技術レベルが上がり、非常に拮抗していた。測量のあり方も変わっていく
だろうが、入賞者の皆さんは今後の建設業を支えていく存在であり、これからも誇りをもって業務に邁進
していただきたい。」と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 松浦誠治（（有）
松浦測量）審査委員長より「皆さんの実力に差はなかった。」と講評をいただいた。
受賞されたチームは下記のとおり。

区 別 賞 所属及び企業名 参加者名

（地区代表）
水準測量

優 勝 （一社）金沢建設業協会 大浦 欣克 岸本 幸典

準 優 勝 （一社）加賀建設業協会 高山 晴彦 吉岡 達朗

三 位 （一社）七尾鹿島建設業協会 丹羽 幸一 竹内 雅

（企業対抗）
水準測量

最優秀賞 株式会社北陸工建 鈴木 啓介 中井 敬介

優 秀 賞 加賀建設株式会社 酒井 崇行 谷内 竜馬

優 秀 賞 株式会社ミヤジマ建設 中出 栄二 町谷 勉

（企業対抗）
トラバース測量

最優秀賞 真柄建設株式会社 黒田 太一 本田 忠大

優 秀 賞 加賀建設株式会社 東野 友樹 寺田 智子

優 秀 賞 北川建設株式会社 出口 貴紀 水口 和則

�田直人広報・研修委員長の開会挨拶と審
査員、参加者のみなさん

起伏のある企業対抗水準測量コース
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地区協会対抗水準測量受賞者の皆さん
（中央と右隣が優勝の金沢建設業協会チーム）

企業対抗水準測量受賞者のみなさん
（中央と右隣が最優秀賞の北陸工建チーム）

企業対抗トラバース測量受賞者のみなさん
（中央と右隣が最優秀賞の真柄建設チーム）

・「1級土木施工管理技術検定試験（学科）受験準備講習」の開催結果
1級土木施工管理（学科）講習を下記日程のとおり、石川県建設総合センターにて開催した。受講者は11
名。アンケートの結果では「大変わかりやすい講習だった。」などと、高評価をいただき大変有意義な講
習となった。なお、この講習は「建設労働者確保育成助成金」対象講習でした。

1級土木施工管理技術検定試験（学科）受験準備講習 日程

日 時 科 目 講 師 勤 務 先

5月11日（木）
9 : 30～12 : 30 一般土木

清水芳典 技術士、一級土木施工管理技士
13 : 30～16 : 30 一般土木

5月17日（水）
9 : 30～12 : 30 建設機械 清水芳典 技術士、一級土木施工管理技士

13 : 30～16 : 30 施工計画 大深伸尚 アルスコンサルタンツ（株）社長

5月24日（水）
9 : 30～12 : 30 工程管理

森 光明 森技術士・安全コンサルタント事務所
13 : 30～16 : 30 安全管理

5月31日（水）
9 : 30～12 : 30 法 規 森 光明 森技術士・安全コンサルタント事務所

13 : 30～16 : 30 品質管理 谷口克也 北川ヒューテック（株）技術研究所所長

6月5日（月） 9 : 30～16 : 30 演習問題
一般土木 森 光明 森技術士・安全コンサルタント事務所
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・石川県ICTフェアの開催
6月29日・30日、石川県建設総合センター7階ホールで「平成29年
度ICTフェア」を開催いたしました。
1日目、午前中は石川県土木部監理課技術管理室の浅田耕司室長よ
り「平成29年度石川県におけるICTの取組について」と題し、石川県
土木部の主要事業の紹介、今後のICT工事の方向性等について説明を
して頂きました。午後は、（株）アイサスから「情報共有システムにつ
いて」並びに福井コンピュータ（株）から「施工現場における3次元デー
タの利活用について」の演題で講演を頂きました。
2日目、午前中は南建設（株）、吉光組（株）よりICT工事事例発表が行われ、午後は、（一財）日本建設情
報総合センターから「明日できることから実践!!『CIM』の解説」並びに（株）GSuccess 北野雅史氏より
「働き方改革とクラウドとi-Construction ～建設業は変われるのか？～」の演題でそれぞれ講演を頂きま
した。
また、会場では出展企業によるブースが開設され、ドローンをはじめ最新機器並びにソフトウェアの展
示、デモンストレーションが行われました。

建産連だより

平成29年度石川県建設産業連合会理事会・通常総会の開催

石川県建設産業連合会（会長 吉光武志）では、6月8日（木）午後2
時30分より、石川県建設総合センター6階特別会議室において、理事34
名、会員27名出席のもと、最初に石川県技監松田洋一郎氏より「石川
県の土木施策について」ご講演をいただき、その後、平成29年度理事
会・通常総会を開催した。
五天事務局長が会開を宣し、本日の理事会・総会の成立を告げ、規
約第13条の規定により、吉光会長が議長席に着く。
議長より、議事録署名人に橋本和雄氏、岡部裕樹氏を指名し議案の審議に入った。
第1号議案 新規入会希望者について（一般社団法人石川電設協会）
第2号議案 平成28年度事業報告及び収支決算承認について
第3号議案 平成29年度事業計画及び収支予算承認について
第4号議案 会費の見直しについて（平成30年度より1団体5万円とする）
以上4議案をそれぞれ提案審議し、何れも満場一致で原案どおり承認可決した。

石川県土木施工管理技士会だより

通常総会・講演会の開催

石川県土木施工管理技士会（会長 江口介一）は、「平成29年度通常総会・講演会」を去る6月7日（水）
に石川県地場産業振興センターで、949名（内委任状721名）の出席のもと開催した。総会は、江口会長挨
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全建協連総合補償制度�
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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�
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 中屋三井ビル2F
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お問い合わせは・・・・・・�

拶のあと、会長が議長となり下記の議事について審議し、満場一致で
承認された。
〈議 事〉
○平成28年度事業報告並びに収支決算承認について
○平成29年度事業計画並びに収支予算承認について
石川県土木施工管理技士会の平成29年度の事業計画は下記のとおり。
①通常総会・表彰式・講演会の開催
②JCMセミナーDVD講習会の開催
③JCMセミナーの開催
④JCMセミナー特別講習の開催
⑤技術力向上を図るための各種CPDS認定講習会等の開催（共催・後援）
⑥現場研修会の開催
⑦国土交通省北陸地方整備局との意見交換会
⑧関係機関への要望会等の実施
⑨技術発表等の論文募集
⑩会員への「最新の建設技術」の情報提供等の実施
表彰式では、（一社）全国土木施工管理技士会連合会（会長 谷口博
昭）から土木施工管理技士会役員2名と優良工事従事技術者2名が受賞
され、江口会長から表彰伝達が行われた。
その後、休憩を挟んで、石川県土木施工管理技士会会員の方々の知
識の習得を目的に、今回は国土交通省北陸地方整備局及び建設業労働
災害防止協会、沢田工業株式会社から3名の講師をお招きして講演会
を開催した。講演会では、北陸地方整備局企画部の山岸技術開発調整
官から「国土交通行政の最近の話題について」をテーマに、主に工事
の品質向上のポイントや情報化施工、監督・検査の留意点、最近の話
題等についてご講演をいただいた。続いて建設業労働災害防止協会石
川支部の新田専務理事からは「工事の安全管理について」をテーマに、工事の安全対策の向上に向けた取
組みや安全管理に関してご講演をいただいた。最後に沢田工業株式会社の浦取締役技術部長から「プロジェ
クト成功のための秘訣について」をテーマに、プロジェクト事業を事例に課題・問題を解決するための秘
策などに関してご講演をいただいた。

総会状況

講演会状況

総会・講演会出席状況

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

� 標題、発出機関・発出番号・発出年月日、アドレス

1
梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について
中央防災会議会長（内閣総理大臣）【中防災第11号・平成29年5月31日】
※通達の受理者は全建でありませんが内容は同一です。
http : //www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/pdf/rainy_season2017.pdf

2
建設業における処遇改善等に向けた公共工事の発注について
総務省自治行政局長、国土交通省土地・建設産業局長【総行行第132号、国土入企第4号・平成29
年6月15日】
http : //www.jcmanet.or.jp/wp-content/uploads/2017/06/70577b1f876f58f3d2bc6a88e714bf19.pdf

3

夏季の省エネルギーの取組について
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定【平成29年5月29日】
夏季の省エネルギー対策について
石川県土木部長【監第570号・平成29年6月22日】
http : //www.meti.go.jp/press/2017/05/20170529007/20170529007-1.pdf

4
『建築物リフォーム・リニューアル調査』の実施について（協力依頼）
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室長【事務連絡・平成29年6月吉日】
http : //www.kyokenkyo.or.jp/members/topics/20170619/20170619_1.pdf

5
交通誘導員の円滑な確保について
国土交通省土地・建設産業局建設業課長【国土入企第3号・平成29年6月8日】
http : //zenkanren.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/20170614143046.pdf

6
平成29年度建設工事施工統計調査（平成28年度実績）への協力依頼について
国土交通省総合政策局情報政策本部長【国総情建第31号・平成29年6月12日】
https : //drive.google.com/file/d/0BxhTtPbC1IDkbmk3ZkZVUTdlN1E/view

7
平成28年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況について
厚生労働省労働基準局安全衛生部長【基安発0601第2号・平成29年6月1日】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/hasseijoukyou_1.pdf

8
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
厚生労働省労働基準局長、国土交通省土地・建設産業局長【基発0609第1号、国土専建第9号・平
成29年6月9日】
http : //www.mlit.go.jp/common/001188077.pdf

9
建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長【基安化発0609第2号・平成29年6月9日】
石川労働局労働基準部長【石労基発0613第3号・平成29年6月13日】
http : //www.testarea-mizutani.jp/aiken/aiken-member/document/member-0492/data/shosai.pdf

10
技能実習生に関する安全総点検運動に係る協力依頼について
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長【基安安発0601第4号・平成29年6月1日】
https : //drive.google.com/file/d/0BxhTtPbC1IDkTXU0UkxScDlLNW8/view

11

ずい道等建設工事における「換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃
度、風速等の測定方法」等の一部改正について
厚生労働省労働基準局長【基発0621第33号・平成29年6月21日】
http : //www.tomiken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/07/41245123921ef0f1df13d17379029fc0.pdf
http : //www.tomiken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/07/afa7c702370acca6c77968fb73e2ee50.pdf

12
今後の除染・中間貯蔵施設・放射性物質汚染廃棄物処理の安全・安心な事業の推進に
ついて（通知）
環境大臣 山本 公一【環水大総発1706093号・平成29年6月9日】
https : //drive.google.com/file/d/0BxhTtPbC1IDkOVR3M3hlRVNLOTg/view

13

「建設業死亡災害多発警報」の発令について（緊急要請）
石川労働局長【石労発0621第1号・平成29年6月21日】
建設工事現場における事故防止の徹底について
石川県土木部長【監第599号・平成29年6月21日】
なお上記については、下記協会ホームページに搭載しています。
http : //www.ishikenkyo.or.jp/
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� 標題、発出機関・発出番号・発出年月日、アドレス

14
労働災害の増加に対する取組の強化について（緊急要請）
石川労働局長【石労発0613第1号・平成29年6月13日】
なお上記については、下記協会ホームページに搭載しています。
http : //www.ishikenkyo.or.jp/

15
実務施工体験研修に係る周知のお願い（高等学校教員向け実務研修）
（一財）建設業振興基金【事務連絡・平成29年6月5日】
http : //genba-go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/content_2017_0135.pdf

16

労働安全衛生施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を
改正する省令の施行について
（一社）全国建設業協会【全建労発第21号・平成29年6月21日】
なお上記については、下記協会ホームページに搭載しています。
http : //www.ishikenkyo.or.jp/

17
石川県土木部発注工事における舗装工でのICT施工の推進について
石川県土木部長【監第530号・平成29年6月16日】
なお上記については、下記協会ホームページに搭載しています。
http : //www.ishikenkyo.or.jp/

18
快適トイレ実施要領の策定について
石川県土木部長、石川県農林水産部長【監第537号、農政第1002号・平成26年6月27日】
http : //www.pref.ishikawa.lg.jp/gijyutsu/documents/toiletzissiyouryou.pdf

19
いしかわ土日おやすみモデル工事実施要領の改訂について
石川県土木部長【監第302号・平成29年6月28日】
なお上記については、下記協会ホームページに搭載しています。
http : //www.ishikenkyo.or.jp/

20
石川県景観計画の変更について
石川県土木部都市計画課長【都第306号・平成29年5月30日】
http : //www.pref.ishikawa.lg.jp/toshi/keikan/mikohara_sitei.html

21
第24回いしかわ景観大賞の募集について
石川県土木部都市計画課長【都第413号・平成29年6月15日】
http : //www.pref.ishikawa.lg.jp/toshi/keikan/taisyo.html

22
いしかわ事業者版環境ISO「省エネ・節電アクションプラン」の普及について（周知依頼）
石川県生活環境部温暖化・里山対策室長【温対第269号・平成29年6月27日】
なお上記については、下記協会ホームページに搭載しています。
http : //www.ishikenkyo.or.jp/

本表の業界時報は、協会員の方々には毎月URLリストでメール配信を行っています。
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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5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 3 （ 3）14 4 ①（ 3）21 ① 13 ③ 234

小松監督署 1 （ 3） 6 （ 3） 7 11 77

七尾監督署 2 （ 3） 4 ② 6 ②（ 3）12 9 ③ 55

穴水監督署 1 ①（ 2） 3 ①（ 2） 4 4 ② 20

計 ① 7 ①（11）27 ② 10 ④（11）44 ① 37 ⑧ 386

前年同期 ① 10 （10）21 6 （10）37 ① 37 ⑤ 336

（ ）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 ％

4月分 486 286 169.9% 2,030 1,950 104.1% 2,516 2,236 112.5%

5 月分 621 193 321.8% 4,927 1,285 383.4% 5,548 1,478 375.4%

6 月分

年度累計 1,107 479 231.1% 6,957 3,235 215.1% 8,064 3,714 217.1%

27年度累計 516 214.5% 3,730 186.5% 4,246 189.9%

26年度累計 683 162.1% 5,319 130.8% 6,002 134.4%

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 ％

4月分 1,325 2,490 53.2% 545 69 789.9% 1,870 2,559 73.1%

5 月分 1,132 2,691 42.1% 529 236 224.2% 1,661 2,927 56.7%

6 月分

年度累計 2,457 5,181 47.4% 1,074 305 352.1% 3,531 5,486 64.4%

27年度累計 4,102 59.9% 1,468 73.2% 5,570 63.4%

26年度累計 6,366 38.6% 1,357 79.1% 7,723 45.7%

合 計（民間＋官公庁）

29年度 28年度 ％ 29年度 28年度 ％

4月分 4,386 4,795 91.5% 年度累計 11,595 9,200 126.0%

5 月分 7,209 4,405 163.7% 27年度累計 9,816 118.1%

6 月分 26年度累計 13,725 84.5%



協 会 報平成29年7月号 (25)

今回届け出があったのは次の1件でした。

平成29年7月行事予定
7月 3日（月）青年海外協力隊を支援する会 打合せ

正副会長会議
労働災害防止大会

4日（火）直轄国道整備促進部会 役員会 総会
（ホテル日航金沢）

工事の生産性向上説明会（前期）
（石川県地場産業振興センター）

5日（水）21世紀住まいづくり協議会 総会
（石川県地場産業振興センター）

土木委員会地区協会土木委員会との意見交換会
（小松能美建設業協会）

土木委員会地区協会土木委員会との意見交換会
（加賀建設業協会）

6日（木）石川県青年海外協力隊を支援する会 総会
（石川県地場産業振興センター 新館）

建設業福祉共済団 事務担当者会議
7日（金）石川県公共建築事務連絡協議会

（ホテル日航金沢）
公正採用選考人権啓発協力員会議

（金沢駅西合同庁舎）
11日（火）建設業経営者講習会in能登2017

（鳳輪建設業協会）
石川県共同募金会配分委員会

（石川県社会福祉会館）
12日（水）現場見学会（金沢市立工業・土木）

（椎木トンネル・輪島道路）
石川商工中金会 理事会・総会

（ホテル日航金沢）
石川商工中金会 総会・懇親会

（ホテル日航金沢）
13日（木）現場見学会（小松工業）

（県営住宅・金沢外環状道路浅野川橋）
防災技術セミナー （富山市富山大学黒田講堂）

14日（金）現場見学会（羽咋工業・土木）
（羽咋道路・南加賀道路高架橋）

現場見学会（羽咋工業・建築）
（中央病院・野々市市図書館）

現場見学会（金沢工大） （輪島道路）
土木委員会地区協会土木部会との意見交換会

（白山野々市建設業協会）
土木委員会地区協会土木委員会との意見交換会

（河北郡市土建協同組合）

17日（月）石川建築賞表彰式（ANAホリデイ・イン金沢スカイ）
18日（火）会報編集委員会

土木委員会地区協会土木部会との意見交換会
（金沢市内）

19日（水）石川県防犯まちづくり推進協議会 （石川県庁）
北陸地方整備局との意見交換会（前期）

20日（木）土木委員会地区協会土木委員会との意見交換会
（七尾鹿島建設業協会）

広報・研修委員会 企画部会
自民党県連との懇談会 （金沢東急ホテル）
土木委員会地区協会土木委員会との意見交換会

（鳳輪建設業協会・珠洲建設業協会）
全建 社会貢献活動月間中央行事

（東京 経団連会館）
21日（金）土木委員会地区協会土木部会との意見交換会

（羽咋郡市建設業協会）
石川県技士会JCMセミナー（DVD講習会）

（県立生涯学習センター能登分室）
23日（日）米澤賢司石川県議会議長就任祝賀会

（ホテル日航金沢）
25日（火）人権啓発講演会

（白山市鶴来総合文化会館クレイン）
26日（水）建設業福祉共済団茂木理事長との懇談会

（ホテル日航金沢）
27日（木）事務局打合せ

石川県道路整備促進協会 理事会・定期総会・
意見交換会 （ANAクラウンプラザホテル金沢）

31日（月）「けんせつフェア北陸in新潟」実行委員会
（新潟市新潟国道事務所）

平成29年8月以降の行事予定
8月 3日（木）正副会長会議

常任理事会
22日（火）全国建産連 総務委員会

（東京 建設業振興基金）
9月 5日（火）正副会長会議
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）
13日（水）石川県景観審議会 計画部会
21日（木）全建 理事会・協議員会

（東京 東京プリンスホテル）
25日（月）協会ゴルフ大会 （片山津ゴルフ倶楽部）

県協会からのお知らせ

会 員 消 息

○変更

会 社 名 変 更 前 変 更 後 変更年月日代 表 者 代 表 者
加州建設（株） 小堀 憲昭 島田 和久 平成29年6月1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。
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9月26日（火）北陸建設業協会 会長会議
（ANAクラウンプラザホテル富山）

27日（水）全国建産連 全国会長会議 （京都府）
28日（木）東日本建設業保証 取締役会（東京 本社ビル）

10月 3日（火）正副会長会議
常任理事会

17日（火）北陸地域懇談会 （ホテルグランテラス富山）
11月24日（金）全建 理事会・会長会議 （東京 経団連会館）
12月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）

地区協会からのお知らせ
（一社）金沢建設業協会

《行事予定》
7月 6日（木） 土木：県央土木総合事務所との意見交換会
7日（金） 奉仕委員会
10日（月） 国会議員の皆様方との懇談会
11日（火） 土木：市実務担当者との意見交換会
12日（水） 青年：情報発信セクション
18日（火） 中堅・若手（技術）社員研修会

土木：県協会土木委員会との意見交換会
20日（木） 土木：正副部会長、委員長会議
24日（月） 土木：全体会
26日（水） 建築：技術安全委員会

建築：住宅委員会
28日（金） 土木：ゴルフ会

（一社）加賀建設業協会

《行事予定》
7月27日（木） 建災防加賀分会 安全パトロール

《お知らせ》
8月26日（土） 親子ふれあい木工教室 開催

（一社）小松能美建設業協会

《行事予定》
7月 5日（水） 県協会土木委員会との意見交換会

新企業年金基金に関する事務説明会
11日（火） 新企業年金基金に関する事務説明会
26日（水） 第2回CPD･CPDS講習会

《お知らせ》
8月23日（水） 健康診断実施会場（～24日）
28日（月） 雇用管理セミナー
30日（水） 第3回CPD･CPDS講習会

（一社）白山野々市建設業協会

《行事予定》
7月 4日（火） 白山市、野々市市要望活動
6日（木） 第13回安全大会
14日（金） 県協会土木委員会との意見交換会
25日（火） CPDS講習会（第2回）
27日（木） 理事会

《お知らせ》
8月 1日（火） 白山清掃登山（～2日）
23日（水） 監理技術者講習会
25日（金） CPDS講習会（第3回）

河北郡市土建協同組合

《行事予定》
7月14日（金） 県協会土木委員会との意見交換会
20日（木） 金沢外環道路海側幹線�期地方道改築工事現

場見学会
25日（火） 石川県県央土木総合事務所との意見交換会

（一社）羽咋郡市建設業協会

《行事予定》
7月 7日（金） 羽咋郡市農林工事安全対策協議会総会
13日（木） 中能登土木総合事務所との意見交換会
21日（金） 県協会土木委員との意見交換会

《お知らせ》
7月21日（金） 「小学生の見た建設の絵」の募集（～9月30日）

（一社）七尾鹿島建設業協会

《行事予定》
7月13日（木） 建築委員会研修視察（～14日）

（一社）鳳輪建設業協会

《行事予定》
7月11日（火）「建設経営講習会in能登2017」
20日（木） 地区協会「奥能登土木委員会」と県協会「土

木委員会」との意見交換会
下旬 奥能登土木委員会施工管理部会

（一社）珠洲建設業協会

《行事予定》
7月 6日（木） 土木部会
7日（金） 建設工事現場安全パトロール
20日（木） 県協会土木委員会と奥能登土木

委員会との意見交換会
25日（火） 献血活動
30日（日） 第4回 けんせつフェア 重kids

「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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国土交通大臣表彰 第16回公共建築賞 公募のご案内
主催（一社）公共建築協会 後援 国土交通省・全国知事会・全国市長会・全国町村会

公共建築賞は優れた公共建築を表彰することにより、公共建築の総合的な水準の向上に寄与することを目的と
するもので、公共建築協会が昭和63年に創設し1年おきに実施しています。このたび、第16回の公共建築賞の候
補となる公共建築を公募いたしますので、ふるってご応募くださるようご案内申し上げます。
●募 集 期 間 2017年6月19日～9月30日までの間
●応募の詳細 http : //www.pbaweb.jp/award_16
●お問合せ先 （一社）公共建築協会 TEL 03‐3523‐0381

平成29年度 2級建築施工管理技術検定試験ご案内
（一財）建設業振興基金試験研修本部

●申込受付期間 ・インターネット申込受付期間：平成29年6月30日（金）～7月28日（金）
・書面申込受付期間 ：平成29年7月14日（金）～7月28日（金）〔消印有効〕

●試 験 日 平成29年11月12日（日）
●試 験 地 札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄
●合格発表日 学科試験のみ申込者 平成30年1月26日（金）

学科実地試験申込者・実地試験のみ申込者 平成30年2月2日（金）
●学科試験のみ受験の願書の取扱先は、（一財）建設業振興基金のみです。
入手方法は本財団ホームページをご覧ください。

●連 絡 先 （一財）建設業振興基金 TEL 03‐5473‐1581

平成29年度 2級電気工事施工管理技術検定試験ご案内
（一財）建設業振興基金試験研修本部

●申込受付期間 ・インターネット申込受付期間：平成29年6月30日（金）～7月28日（金）
・書面申込受付期間 ：平成29年7月14日（金）～7月28日（金）〔消印有効〕

●試 験 日 平成29年11月12日（日）
●試 験 地 札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄
●合格発表日 学科試験のみ申込者 平成30年1月26日（金）

学科実地試験申込者・実地試験のみ申込者 平成30年2月2日（金）
●学科試験のみ受験の願書の取扱先は、（一財）建設業振興基金のみです。
入手方法は本財団ホームページをご覧ください。

●連 絡 先 （一財）建設業振興基金 TEL 03‐5473‐1581

「石川県エコドライブ推進事業所」の新規認定事業所の募集について（ご案内）
石川県生活環境部温暖化・里山対策室長

石川県では、事業所におけるエコドライブを推進するため、「石川県エコドライブ推進事業所認定制度」を実
施しています。
本制度の認定事業所につきましては、石川県建設工事競争入札参加資格に係る主観的事項審査の加点や、模範

的なエコドライブの活動への知事表彰など、認定制度の充実にも取り組んでいますので、併せて周知申し上げます。
●申請書や認定容量の電子ファイルは、下記県温暖化・里山対策室ホームページに掲載しております。
https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/ecodrive/documents/prchirashi.pdf

関係機関からのお知らせ
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