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岡田直樹内閣府特命担当大臣 西田昭二国土交通大臣
政務官 宮本周司財務大臣政務官 表敬
講演会の開催 今必要な現実的防災システム
～災害に負けないBCP（事業継続計画）を見据えた業務体制とは～
石川県土木部だより
新幹線車窓から望む白山眺望景観の保全

石川県土木部都市計画課景観形成推進室

≪石川の工芸シリーズ○５３≫ 石川県立美術館蔵
ゆうぜんほうもん ぎ

友禅訪問着「からまつ」
まい だ じんろう

毎田 仁郎【明治39（1906）年－平成5（1993）年】
制作年／昭和63（1988）年 サイズ／丈175×裄68cm 技法／友禅
本作品は、毎田氏が落葉松（からまつ）林の取材に信州戸隠高原を訪れたときに、新芽の出がけの美
しさに心を引かれ、その感動を表現したもの。肩と裾で色替わりにした落葉松の枝を配し、見上げ
た木々の間からのぞく空を白地で表している。大空を表現している地色の白がすがすがしく、作者
独特の落ち着いた色調の中に斬新な感覚が盛り込まれ、全体から清新さを感じられる作品である。
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協 会 報(2) 令和4年10月号

今月の

（一社）石川県建設業協会（会長
平櫻 保）は、令和4年9月30日（金）に
岡田内閣府特命担当大臣、西田国土交
通大臣政務官、宮本財務大臣政務官を
表敬訪問した。平櫻会長、鶴山副会長、
中市副会長、小中出副会長及び山岸専
務理事が、防災・減災のため国土強靭
化が喫緊の課題となっている中、地方
建設業には十分な施工余力があり、全
国で多発する災害への早期対応や地域
経済を活性化するため、令和4年度の
補正予算において公共事業予算を確保
していただくようお願いした。その後、当面する地域の課題等について懇談をした。

西田国土交通大臣政務官 宮本財務大臣政務官

なお同日、国土交通省に、吉岡技監、丹羽道路局長、岡村水管理・国土保全局長を訪問し、県内におけ
る事業執行、災害状況などを報告するとともに、資材価格の高騰対策に加えて、今年度補正予算、来年度
当初予算において十分な公共事業予算を確保していただくよう要望を行った。

岡田直樹 内閣府特命担当大臣
西田昭二 国土交通大臣政務官
宮本周司 財務大臣政務官

表敬

岡田内閣府特命担当大臣

吉岡技監 丹羽道路局長 岡村水管理・国土保全局長



協 会 報令和4年10月号 (3)

開催日時 令和4年9月13日（火） 14 : 00～16 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 40名
〔講 師〕 北野雅史 （株）GSuccess（ジーサクセス）代表取締役

防災危機管理者／クラウド業務コンサルタント／国際翻訳者／ITテクニカルライター

概 要

広報・研修委員会と安全・環境対策特別委員会が合同で開催した講演会には会員40名が参加した。講
師の北野氏は、ご自身が企画・監修に携わった沖縄県災害復旧支援システムを例に、「日常業務でできな
いことを非常時には絶対できない。通常業務において電話を使わない取り組みやクラウドを積極的に活用
していくことが社内のBCPに
も繋がるものであり、日頃の実
践が必要である。」と述べられ
た。災害などの緊急事態に際し、
被害を最小限に抑え事業の継続
や早期復旧を図ることは非常に
重要であり、東日本大震災を
きっかけにBCPの策定が注目
されており、参加者一同、今後
の自社のBCP策定を見据えて
熱心に聴講していた。

今必要な現実的防災システム
～災害に負けないBCP（事業継続計画）を見据えた業務体制とは～

講演会の開催

髙田直人広報・研修委員長挨拶 北野雅史氏

会 場



協 会 報(4) 令和4年10月号

1 はじめに
石川県は、白山や加賀・能登の海岸など多彩な地形が織りなす自然景観をはじめ、人々の営みが息づく
のどかな里山や田園、落ち着いた風情を醸し出す伝統的な街並みなど、優れた景観資源を有しています。
この多彩で魅力ある石川の景観を県民共有の誇るべき財産として保全し、幾世代にもわたり継承してい
くと同時に、新たな地域固有の景観を創出し、本県の魅力をさらに高めるため、平成20年に、従来の「景
観条例」と「屋外広告物条例」を全国で初めて一本化した「いしかわ景観総合条例」を制定し、これまで
景観の保全・創出のためさまざまな施策に取り組んできました。
ここでは、令和6年春に迎える北陸新幹線県内全線開業を見据えた景観形成の取り組みについてご紹介

します。

2 石川県眺望計画について
県では石川の代表的な眺望景観を保全するため、県独
自の「石川県眺望計画」を定めています。本計画では、
白山の視点場である木場潟や柴山潟、また、優美な七尾
湾を見渡せる、のと里山海道別所岳サービスエリアの3
地域について、白山や七尾湾の眺望を保全する「眺望景
観保全地域」や「特別地域」を定めています。
これらの地域において、届出対象行為を定めるととも
に、周辺景観への配慮基準のほか、建築物等の高さや外
観の色彩の数値基準を設け、優れた景観の保全を図って
います。

3 北陸新幹線沿線の景観保全について
北陸新幹線車窓から望む霊峰白山や加賀平野の田園風
景は、旅の大きな魅力の一つであり、こうした車窓から
望む眺望景観を保全するため、平成30年に県内の新幹
線沿線全区間で、屋外広告物の高さや大きさ、色彩につ
いて、景観総合条例に基づき、他の地域よりも厳しい規
制をかけることとしました。まず、沿線の両側100mの
広告物を規制し、さらに、透明の防音壁が設置される区
間など、良好な眺望景観が楽しめる区間については、規
制の対象範囲を拡大し、沿線両側500mの広告物を規制
しています。（図1）

新幹線車窓から望む白山眺望景観の保全
石川県土木部都市計画課景観形成推進室

石川県土木部だより

写真1 木場潟から望む白山眺望

図1 北陸新幹線車窓からの眺望景観の保全措置範囲



協 会 報令和4年10月号 (5)

4 新幹線車窓を視点場とする白山眺望景観の保全について

今回、特に美しい白山眺望が楽しめる、小松市

の木場潟付近から加賀市分校町付近までの区間の

「新幹線車窓」を視点場に加えた「白山眺望景観

保全地域（北陸新幹線）」（図2）を追加指定しま

した。

これにより、当該区間では、新幹線車窓から眺

める美しい白山の眺望景観を遮らないよう、屋外

広告物だけでなく、建築物等の高さや色彩の規制

を行い、白山の眺望を保全します。

具体的には、従来同様、白山の手前にある山並

みの稜線を切らないよう、高さの限度を設定しま

した。（10m～30m以下）（図3）色彩は極端に華

美な外観とならないような基準を設けています。

追加指定により、建築物や工作物の新設・増改

築時にこのような規制をする届出制度を、本年10

月1日より施行しています。

中間山地の稜線を切らない
高さとする

周辺と不調和な色彩
デザインとしない

写真2 保全措置による景観保全の効果イメージ 図3 高さの基準考え方

5 おわりに

石川の誇るべき景観は、県民のみなさまが日常的に目にしながら、無意識のうちに心の中に深く根づき、

その多くはふるさとを思い起こさせる象徴的な原風景として捉えられています。また、良好な景観は、観

光客などの交流人口の拡大による地域活性化に繋がるものであり、こうした県民共有の財産は、後世に広

く継承していくことが必要です。

今後も、景観やその保全に対する県民の方々の関心を一層高め、景観を守り育てる取り組みを進めてい

きたいと考えています。

図2 白山眺望景観保全地域（北陸新幹線）



協 会 報(6) 令和4年10月号

「海浜粗大ゴミ撤去ボランティア」を実施 令和4年7月6日（水） 小舞子海水浴場
コロナ禍が続く中、海水浴を楽しみにしている子供たちのためにも、青年委員
会は協力して海浜粗大ごみ撤去作業に頑張りました。
建設業界の得意分野である重機を活用した粗大ごみ撤去により、7月16日（土）
に海開きを迎える小舞子海水浴場はきれいになりました。
白山市から7名と青年委員会のメンバー34名が早朝7時から頑張り、4tダンプ4
台を満車にして搬出しました。

「道路クリーンキャンペーン」を実施 令和4年8月9日（火）
今年度は、コロナ禍により出発式は中止となりましたが、各地
区、あるいは各会員企業が独自に県道、市道等の清掃、草刈り等
を実施しました。
白山野々市建設業協会としての道路クリーンキャンペーンは8
月9日をメインの実施日とし、各地区、各会員企業の都合により
7月～8月中旬までに、管内で約350人が参加して取り組みました。

「白山清掃登山・白山外来植物除去作業」を実施 令和4年8月2日（火）～3日（水）
今年度は13回目となる「白山清掃登山・白山外来植物除去作業」を会員、家族、石川土木総合事務所
からの職員も含め18名が参加し、白山自然保護センターの北原岳明技師の指導を受けて、外来植物除去
作業に取り組みました。
コロナ対策として、参加者には前日に抗原検査により陰性を確認したうえで参加を呼びかけ、除去した
外来植物及び低地性植物（スズメノカタビラ、オオバコ）は915gとここ数年で最も多くなりました。

地区協会コーナー

標高差2702mのクリーン大作戦（日本海から白山頂上まで）
小舞子海岸清掃➡道路クリーンキャンペーン➡白山清掃登山

（一社）白山野々市建設業協会

「日本の渚百選」に選ばれた小舞子海岸（石川県では千里浜、鉢ヶ崎、小舞子の3ケ所）

日本海に沈む夕日

外来植物除去 記念撮影 白山ご来光
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今月の さん
今月は、羽咋郡志賀町の南建設株式会社に山岸大智
さんを訪ねました。

－会社のことについて教えてください。
南建設株式会社は昭和8年創業で、建設機械、船団
を自社で保有し舗装や法面工事などの専門工事以外は
直営で行っています。近年はICT施工に積極的に取
り組んでおり、現在ICTブルドーザとバックホウを
あわせて10台保有しています。社員は40代の社員が
多く、私と同じ世代の社員も在籍しています。

－あなたの経歴、入社の動機について教えてください。
私は羽咋工業高校を卒業し、2021年4月に入社しま

した。今年20歳になりました。
高校時代は卓球部のキャプテンをしていました。入
社の動機は、高校2年の時、インフラツーリズムで能
越自動車道のICT施工の現場を見て、今の土木工事
は近代的でスマートだなあと感心し、こんな現場で働
きたいと思い入社を決めました。

－会社での担当業務は？
今の現場は能越自動車道のと里山空港インターの工事で、大規模盛土管理など監督の補助的な仕事をし
ています。付帯工事の小さい水路の敷設などは自分で丁張を張るなど全体の管理も行っています。大きな
現場なのでいろいろな工種があり大変勉強になります。

－仕事で苦労したこと、やりがいを感じたことはありますか？
用地境界の水路設置では、平面図だけでは地形の高低が読み取れず、現地で工夫しながら正確に境界ど
おり布設するのが難しいです。また、巨大な橋台が仕上がったのを見ると、すごいものを作ったなあと感
激します。先日は輪島市立河井小学校の児童36人が現場見学に来てICTの重機体験をしました。児童た
ちが感動しているのを見て誇らしく思いました。

－将来の目標、夢、抱負などお聞かせください。
大きな現場で安全管理、無駄のない工程管理など、作業員から信頼される監督になりたいです。今は2
級土木施工管理技士の学科だけ受かっていますが、まずは2級土木施工管理技士になりたいです。道路や
河川の整備に携わり地域の安全を守り能登が元気になってくれたら嬉しいです。

－余暇の過ごし方、趣味は何ですか？
休みの日には買い物に出かけたり、最近はボウリングにはまっておりほぼ毎週行っています。

No. 91

だい ち

南建設株式会社 山岸大智さん

経験年数：1年6ヶ月
年 齢：20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。

���������������������������������������
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座講講政出前政県政県県政出前県政出前県県県政出前講座県政出前講座座座座座座座座座座座座座座座政政政政 講講講講県政出前講座前講座座座座座座座県政出前講座県政出前講座県県政出前講座講座座座政出前政県政出前講座政出前講政出前講座座講座講講講政出前政県政政県県県政出前県 講講政政県政出前講県県政出前講座座座座座座座座座座座政出政県政出前県県県県県政出前講座座講座座座座座県県政出前講座座座政 前前講座座座座座座座講座座座座座座座座座座座座座座座座講講県政出県県県県政県政政県県県県政県政出前講県政出前講座県政出前講座県政出前講座県政出前講座
千里浜海岸（千里浜なぎさドライブウェイ）は、全国で唯一、世界でも有数の車が走行できる砂浜海岸

です。講座では、千里浜海岸の特徴や、海岸保全の取り組みについて紹介します。

千里浜海岸を知ろう
千里浜海岸（千里浜なぎさドライブウェイ）の特徴や車が走行でき
るメカニズムなどを紹介します。
また、千里浜海岸の昔と今の様子を写真で振り返ります。

千里浜海岸を守るために
千里浜海岸を侵食から守るために立ち上げたのが「千里浜再生プロジェクト」です。プロジェクトで実

施しているハード対策（砂の海上投入、人工リーフの設置）の効果や、海岸保全意識向上のためのソフト
施策（各種イベント、情報発信）について紹介します。

ハード対策①
（砂の海上投入）

ハード対策②
（人工リーフの設置）

ソフト施策
（一人一砂運動）

県政出前講座について

【テーマは何種類？誰が説明？】
県政出前講座では、上記で紹介したテーマの他、157件のテーマからお好きなテーマを選ぶことができます。説
明は各テーマ担当課職員（県庁職員）が説明します。
【費用と所要時間は？】
職員の派遣に関する費用（旅費・軽微な資料代など）は、不要ですが、会場は申込団体でご用意ください。講座
の所要時間は1時間から1時間30分程度です。
【受講する人員は？】
おおむね10人以上から受講できます。

【申し込み方法は？】
石川県ホームページから（https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/demae/）詳しい申し込み方法をご覧

いただけます。「石川県 出前講座」で検索してもすぐ見つかります。
パンフレットをお求めの方は、石川県広報広聴室までお問い合わせください。
（石川県広報広聴室 電話：076-225-1362 メール：e130500b@pref.ishikawa.lg.jp）

千里浜なぎさドライブウェイの保全（石川県の海岸保全）
石川県土木部河川課

vol.15

千里浜海岸

保全対策の効果



協 会 報令和4年10月号 (9)

運動期間 10月21日（金）
　　 ～10月30日（日）
10月21日（金）
～～～1110月30日（日）

10月21日（金）
　　 ～10月30日（日）
10月21日（金）
　　 ～10月30日（日）
10月21日（金）
　　 ～10月30日（日）

日没30分前から!日没30分前から!日没30分前から!

遠慮がちに
スモールランプで
済まさない!

遠慮がちに
スモールランプで
済まさない!

遠慮がちに
スモールランプで
済まさない!

石川県・石川県交通安全推進協議会

歩行者事故防止運動歩行者事故防止運動

開催日時 令和4年9月21日（水） 8 : 00～17 : 00
開催場所 能登カントリークラブ 日本海コース、はまなすコース
参 加 者 協会員84名
概 要
台風一過の秋晴れの下、参加者は日頃の練習の成果を発揮すべく白
熱のプレーを展開した。なお、昨年に続き新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、表彰式は中止とした。

協 会 だ よ り

（一社）石川県建設業協会 第44回懇親ゴルフ大会の開催

大会成績
氏 名 グロス ハンデ ネット

優 勝 坂 井 繁（盛進工業（株）） 87 15.6 71.4
第2位 若 林 寛（真柄建設（株）） 85 13.2 71.8
第3位 西 島 義 浩（（株）西島組） 84 12 72

ベストグロス賞
氏 名 グロス

1位 山 本 重 雄 82
2位 北 川 隆 明 82
3位 酒 谷 正 志 83

ドラコン賞
（日本海スタート） （はまなすスタート）

日本海1番 森 正 裕 日本海1番 小中出 佳津良
日本海5番 北 川 隆 明 日本海5番 小中出 佳津良
はまなす5番 明 翫 圭 祐 はまなす5番 田 畑 秀 樹
はまなす9番 焼 田 康 彦 はまなす9番 田 畑 秀 樹

ニアピン賞
（日本海スタート） （はまなすスタート）

日本海4番 萩 原 丈 覚 日本海4番 西 島 義 浩
日本海9番 橋 本 和 宏 日本海9番 酒 谷 正 志
はまなす2番 萩 原 丈 覚 はまなす2番 村 中 洋
はまなす8番 北 川 隆 明 はまなす8番 西 島 義 浩

スタート前の役員（日本海コース）

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



協 会 報(10) 令和4年10月号

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

訓練日時 令和4年9月30日（金） 7 : 00～12 : 00
訓練場所 県下全域
参 加 者 石川県土木部各課（室）、全出先事務所、農林水産部、県建設業協会、各地区建設業協会（組合）、

石川土木会地域土木ドクター
概 要
訓練は、県下全域で最大震
度6強の地震が発生したとの
想定に基づき行われ、出先事
務所や関係機関から道路、河
川などの被災情報を収集する
など、災害発生時の初動体制
の確保と情報伝達の手順等に
ついて確認した。今回は、オ
ンライン会議を拡大し、これ
までの全出先事務所に加え、
大規模地震時に市町へ派遣す
る情報連絡員ともウェブで結
んだ。当協会並びに各地区建
設業協会（組合）は、石川県
との災害時における応援協定
に基づき、施設点検パトロー
ル訓練及び建設工事現場の点
検訓練、並びに道路啓開訓練
に参加した。

石川県土木部防災訓練への参加

初動対応に当たる協会員
（一社）金沢建設業協会 （一社）白山野々市建設業協会

建設現場・施設点検パトロール （一社）金沢建設業協会

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



協 会 報令和4年10月号 (11)

会議状況

会議状況

土木委員会

◎総務部会・懇話会合同会議の開催
開催日時 令和4年9月6日（火） 13 : 30～15 : 30
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 総務部会長、総務副部会長2名

懇話会座長、懇話会副座長1名
総務部会及び懇話会委員23名、専務理事1名、事務局1名

概 要
会議では、11月下旬に開催する「石川県土木部との意見交換会」に向けての議題整理を行うため、6月

に行った各地区協会との意見交換会で提案された県土木部や市町発注工事に関する意見要望の課題抽出や
土木委員の技術研鑽を目的とした現場研修会について審議した。

〈審議事項〉
1．県土木部との意見交換会の課題抽出について
・各地区協会からの意見要望等（意見集約）
・課題抽出
2．県土木部との意見交換会の開催日程について
・開催時期、会場等
3．現場視察・現場研修会について
・開催日程、視察先等
4．その他

◎施工対策部会 正副部会長会議の開催
開催日時 令和4年9月14日（水） 12 : 00～14 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 正副部会長3名、事務局1名
概 要
11月に実施する「工事現地検討会」に向けての対応すべき事項
について審議を行った。

〈審議事項〉
1．工事現地検討会の実施日について
2．班長の推薦について
3．各班構成員の選出について
4．対象工事の選定について
5．実施に向けてのスケジュールについて
6．工事現地検討会の実施要領について
7．その他

委 員 会 の 開 催



協 会 報(12) 令和4年10月号

建築委員会

◎環境・住宅部会、情報・創造部会合同視察研修の実施
実施日時 令和4年9月8日（木）～9日（金）
視 察 先 建物視察：美濃市指定文化財「旧今井家住宅・美濃資料館」

建設現場：浜松自動車検査登録事務所
そ の 他：トヨタ産業技術記念館

出 席 者 委員長以下21名、事務局1名
概 要
木造利用促進の流れに対応
できるように、美濃市指定文
化財「旧今井家住宅・美濃資
料館」と木造建造物中心の街
並みを視察した。また、当協
会会員の生産性効率化を図る
ために、「情報共有システ
ム」、「CCUS運用」を導入し
て施工に取り組む工事現場
（浜松自動車検査登録事務所）
を視察し、工事担当者（真柄建設（株））、発注担当者（国交省中部地方建設局静岡営繕事務所）、システム
運用企業と運用メリットや今後の課題等について意見交換を行った。

土地改良委員会

◎県央農林安全対策協議会役員会の開催
開催日時 令和4年9月8日（木） 15 : 00～16 : 00
開催場所 県央農林総合事務所
出 席 者 豊蔵享一会長以下8名、県央農林総合事務所2名
概 要
豊蔵会長の挨拶に続き、下記議案について審議した。

〈議案〉
1．令和3年度事業報告及び収支決算報告について
2．令和4年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
3．規約の一部改正について
4．役員改選（案）について

◎第2回技術検討部会の開催
開催日時 令和4年9月30日（金） 10 : 00～12 : 00
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 部会長以下20名
概 要
上野 晋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〉
1．県農林水産部との意見交換会における意見・要望事項について
2．令和4年度施工実態アンケート調査の取りまとめについて

〈報告事項〉
1．県央農林総合事務所との意見交換会について
2．北陸農政局、西北、河北潟周辺、県農林水産部、4農林総合事務所への施策提案について

木造建造物中心の街並みを視察 工事現場での意見交換会
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広報・研修委員会
◎企画部会の開催

開催日時 令和4年9月22日（木） 10：30～11：30
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 正副委員長3名、部会員7名、事務局5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10月号の編集計画について
2．研修所からのお知らせ
・建設業経営講習会の開催について
・消費税インボイス制度説明会の開催について
3．その他

建設青年委員会

◎北陸建設青年会議 令和4年度総会の開催
開催日時 令和4年9月1日（木） 15：45～17：30
開催場所 新潟イタリア軒
出 席 者 北川隆明会長以下、新潟、富山、石川各県委員30名
概 要
北川隆明会長（石川県）の挨拶に続き、令和3年度事業報告と収
支決算報告並びに令和4年度事業計画（案）と収支予算（案）を事
務局より説明し、それぞれ満場一致で可決し承認した。総会終了後、
池田裕二国土交通省北陸地方整備局企画部長より、「インフラ分野のDXの推進」と題して、新潟、富山、
石川の基盤整備状況や建設DXの取り組み等について講演をいただいた。

◎金沢河川国道事務所との意見交換会の開催
開催日時 令和4年9月29日（木） 16：30～17：30
開催場所 ホテル金沢
出 席 者 金沢河川国道事務所 桑島正樹所長以下4名

県協会 山岸 勇専務理事
地中 浩常務理事
明翫圭祐委員長以下委員22名
事務局1名

概 要
明翫委員長、桑島所長の挨拶に続き、桑島所長より「国土交通行政の最近の話題」について説明をいた
だいた後、下記議題について意見交換を行った。

〈議題〉
1．災害対応に対する現状と課題
2．国が求める生産性向上について
3．人材確保を目的とした職場環境の改善について



協 会 報(14) 令和4年10月号

◎建設業経営講習会の開催
開催日時 令和4年9月8日（木）
開催場所 石川県建設総合センター
出 席 者 56名
概 要
東日本建設業保証（株）、土木施工管理技士会との共催で開催した
講習会には、経営者、後継者、経営幹部、技術系社員等56名が参
加した。（株）建設経営サービスの黒図茂雄氏から「工事成績アップ
のポイント ～施工管理力アップと創意工夫の実践～」と題して講習をいただいた。

◎2級土木施工管理技術検定試験受験対策講習の開催
開催日時 令和4年9月26日（月）、27日（火）
開催場所 珠洲建設業協会
出 席 者 18名
概 要
森技術士・安全コンサルタン
ト事務所の森 光明氏、技術士・
コンクリート診断士の中野哲朗氏
を講師に迎え、学科模擬試験と
試験問題の解説に8名、実地試
験問題指導に10名が参加した。

石川県土木施工管理技士会だより

JCMセミナーの開催

開催日時 令和4年9月21日（水） 13 : 00～17：00
開催場所 石川県建設総合センター、（一社）七尾鹿島建設業協会、（一社）小松能美建設業協会
出 席 者 28名
概 要
金沢、七尾、小松の3会場でオンラインによるJCMセミナーを開催した。
「土木工事現場のための“基礎から学ぶ安全衛生管理”」をテーマに、三木 充三木労働安全・技術コン
サルタント事務所長が講義を行った。
金沢会場15名、七尾会場7名、小松会場6名の合計28名が受講した。

七尾会場 小松会場金沢会場

建設技術研修所

学科模擬試験 実地試験問題指導
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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8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 ５ ①（１５）２５ ２ ①（１５）３２ （１１）５０ ④ ６１１

小松監督署 ９ （４） ７ ３ （４）１９ ①（５）１２ ２３６

七尾監督署 ２ （６） ６ ３ （６）１１ ①（４）１４ ９３

穴水監督署 ２ （２） ３ ２ （２） ７ （３）１０ ② ５４

計 １８ ①（２７）４１ １０ ①（２７）６９ ②（２３）８６ ⑥ ９９４

前年同期 ２７ ①（２３）５０ ① ９ ②（２３）８６ ④ ７６８
（ ）内は木建工事 ○内は死亡者数

対前年同期比の増減 建設業：86件→69件【17件（19.8％）減少】 全産業：768件→994件【226件（29.4％）増加】
コロナウイルス感染症による死傷災害（８月末現在前年同期比）：建設業：2件→9件、全産業：61件→314件

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 ％

6月分 343 107 320.6% 1,750 2,480 70.6% 2,093 2,587 80.9%
7 月分 216 243 88.9% 1,099 989 111.1% 1,315 1,232 106.7%
8 月分 97 229 42.4% 6,812 2,992 227.7% 6,909 3,221 214.5%
年度累計 1,065 939 113.4% 12,960 12,843 100.9% 14,025 13,782 101.8%
2年度累計 1,036 102.8% 7,868 164.7% 8,904 157.5%
元年度累計 1,741 61.2% 8,621 150.3% 10,362 135.4%

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 ％
6月分 6,287 5,580 112.7% 646 2,049 31.5% 6,933 7,629 90.9%
7 月分 4,473 4,876 91.7% 1,703 1,921 88.7% 6,176 6,797 90.9%
8 月分 4,797 4,590 104.5% 656 725 90.5% 5,453 5,315 102.6%
年度累計 20,088 20,943 95.9% 4,276 6,748 63.4% 24,364 27,691 88.0%
2年度累計 20,131 99.8% 12,592 34.0% 32,723 74.5%
元年度累計 21,538 93.3% 9,486 45.1% 31,024 78.5%

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 ％

6月分 9,026 10,216 88.4% 年度累計 38,389 41,473 92.6%
7 月分 7,491 8,029 93.3% 2年度累計 41,627 92.2%
8月分 12,362 8,536 144.8% 元年度累計 41,386 92.8%
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令和4年10月行事予定
１０月 １日（土）ドローン講習会 （金沢市七曲地内）

３日（月）北陸地区建設業協会会長会議
（ANAクラウンプラザホテル富山）

土木委員会 工事現地検討会班長会議
４日（火）正副会長会議

常任理事会
寺井中学校出前講座 （寺井中学校）
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）
５日（水）建設業出前講座 （小松工業高校）

建設ディレクター説明会
６日（木）全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）

（いしかわ総合スポーツセンター）
１０日（月）「はだしの王国」 （奥卯辰山健民公園）
１１日（火）北陸地方整備局企画部との意見交換会
１２日（水）遠隔臨場講習会（河北）（～１３日）

（河北郡市土建協同組合）
建設業出前講座 （小松工業高校）

１３日（木）羽咋工業高校意見交換会打ち合わせ
（羽咋工業高校）

土地改良委員会役員会
１４日（金）県央農林安全対策協議会安全パトロール

予備１０/１８（火）（県央農林総合事務所、現場）
１７日（月）３級経理事務士特別研修（～１９日）

能登地域合同建築委員会（七尾鹿島建設業協会）
門前高校出前講座 （門前高校）
土木委員会 正副委員長会議、金沢河川国道事
務所長との意見交換会 （ホテル日航金沢）

１８日（火）女性部会 現場見学会 （輪島市）
石川県景観審議会（景観大賞現地見学会）

（県内数カ所地点）
JCMセミナー（石川県建設総合センター・小
松・七尾オンラインにて）
向陽高校出前講座 （向陽高校）

２０日（木）会報編集委員会
２１日（金）建築委員会総務・企画部会
２４日（月）広報・研修委員会 企画部会

土木委員会 役員会
県景観審議会 屋外広告物部会 （石川県庁）
消費税インボイス制度説明会

２５日（火）加賀地区合同建築委員会（小松能美建設業協会）
２６日（水）専門技術研究会（河川・海岸）

（新潟 阿賀野川河川事務所）
北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会（石川
県部会） （金沢河川国道事務所）

２７日（木）北陸地区建設業協会地域懇談会
（ホテルグランテラス富山）

専門技術研究会（河川・海岸）
（新潟 信濃川河川事務所）

２８日（金）ドローン講習会１日目
２９日（土）ドローン講習会２日目 （金沢市七曲地内）

令和4年11月以降の行事予定
１１月 １日（火）市町要望（～２日） （能登地域市町）

４日（金）正副会長会議
土地改良委員会 県央農林総合事務所との意見
交換会 （県央農林総合事務所）
市町要望 （野々市市）

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）

８日（火）石川県土木施工管理技士会 現場視察・研修会
（～９日） （大阪府）
全国建設労働問題連絡協議会

（東京 浜離宮プラザ）
１１日（金）地区協会合同研修会 （七尾市内）
１４日（月）市町要望 （能美郡市、小松市、加賀市）
１５日（火）土木委員会 工事現地検討会（予定）

（５地区（加賀～奥能登））
１６日（水）全建理事会・全国会長会議

（東京 経団連会館）
２１日（月）北陸地方整備局営繕部との意見交換会

（ホテル日航金沢）
２２日（火）市町要望 （かほく郡市）
２３日（水）建築委員会視察研修（～２５日）
２４日（木）農政局施策提案（要望活動） （北陸農政局）

東日本建設業保証（株）石川協議会定例会
（KKRホテル金沢）

２８日（月）土木委員会 県土木部との意見交換会
（ANAホリデイ・イン金沢スカイ）

２９日（火）市町要望 （白山市）
１２月 ２日（金）土木委員会 工事現地検討会班長会議（予定）

（金沢市内）
建築委員会全体会議（第２回）
建築委員会安全パトロール（予定）（加賀地域）

６日（火）羽咋工業高校 意見交換会 （羽咋工業高校）
１３日（火）全建理事会・地域懇談会等の意見交換会

（東京 経団連会館）
２０日（火）知事懇談会・理事会 （ホテル日航金沢）

県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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（一社）金沢建設業協会
《行事予定》
１０月 ３日（月） 建築部会：役員会

４日（火） 県央土木実務担当者との意見交換会事前打合せ
５日（水） 青年委員会：未来の担い手確保・育成S

建築部会：市建築職員との現場勉強会
６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）
７日（金） 金沢マラソンボランティア説明会
１１日（火） 土木部会：舗装委員会パトロール・懇親会
１２日（水） 現場責任者研修会

土木部会：安全対策委員会パトロール・懇親会
１４日（金） 土木部会：環境・情報委員会パトロール・懇親会
１７日（月） ２０２４年に向けた建設業の働き方改革セミナー
１９日（水） 災害対策委員会
２４日（月） 土木部会：施工管理委員会パトロール・懇親会
２５日（火） 加賀地区合同建築委員会
３０日（日） 金沢マラソンボランティア

《お知らせ》
１１月 １日（火） 土木部会：市実務担当者との意見交換会

（一社）加賀建設業協会
《行事予定》
１０月 ４日（火） 小松工業高校インターンシップ（～６日）

６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）
１４日（金） 第４回建友グリーン会
２１日（金） 第２回安全パトロール（建災防）
２５日（火） 加賀地区合同建築委員会
２７日（木） 石川県産業安全衛生大会
中旬 小松能美建設業協会との意見交換会

役員会

《お知らせ》
１１月１４日（月） 県協会合同市町要望（加賀市）

（一社）小松能美建設業協会
《行事予定》
１０月 ４日（火） インターンシップ（小松工業高等学校）（～６日）

６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）
１４日（金） 建青会研修
１８日（火） JCMセミナー（オンライン）
２１日（金） 道路アドプト事業
２２日（土） 木場潟 葦刈り（ボランティア事業）
２５日（火） 加賀地区合同建築委員会
中旬 加賀建設業協会との意見交換会

《お知らせ》
１１月１４日（月） 県協会合同市町要望（能美市、川北町、小松市）

（一社）白山野々市建設業協会
《行事予定》
１０月 ６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）

２１日（金） 七ケ用水ボランティア協力（～２５日）
２５日（火） 加賀地区合同建築委員会
２７日（木） 白山野々市暴力団等排除推進会議研修会
２８日（金） 理事会

《お知らせ》
１１月 ４日（金） 県協会合同市町要望（野々市市）

２９日（火） 県協会合同市町要望（白山市）

河北郡市土建協同組合
《行事予定》
１０月 ６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）

１２日（水） 遠隔臨場講習会（～１３日）
１７日（月） 能登地区合同建築委員会

《お知らせ》
１１月２２日（火） 県協会合同市町要望（かほく市、津幡町、内灘町）

（一社）羽咋郡市建設業協会
《行事予定》
１０月 ２日（日）「はくい福祉まつり」に参加

建設機械及びパネル展示
５日（水）「小学生の見た建設の絵」審査会
６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）
１３日（木）～「小学生の見た建設の絵」管内巡回展示
１７日（月） 能登地区合同建築委員会
１９日（水） インターンシップ（６社・１２名受入）（～２１日）
２７日（木） 役員会

《お知らせ》
１１月 １日（火） 県協会合同市町要望（宝達志水町、志賀町、羽咋市）

上旬 Ｒ５統一カレンダー作成・配布（協会統一の休日
を明示）

（一社）七尾鹿島建設業協会
《行事予定》
１０月 ６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）

１４日（金） 理事会
１７日（月） 能登地域合同建築委員会
１８日（火） JCMセミナー（オンライン）

《お知らせ》
１１月 １日（火） 県協会合同市町要望（中能登町、七尾市）
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》
１０月 ５日（水） 理事会

６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）
１１日（火） 奥能登土木総合事務所との意見交換会（奥能登

土木委員会）
１７日（月） 能登地区合同建築委員会

門前高等学校出前講座
２６日（水） 奥能登農林総合事務所との意見交換会（奥能登

土木委員会）

《お知らせ》
１１月 ２日（水） 県協会合同市町要望（穴水町、能登町、輪島市）

（一社）珠洲建設業協会
《行事予定》
１０月 ６日（木） 全国建設業労働災害防止大会in金沢（～７日）

１１日（火） 奥能登土木総合事務所との意見交換会（奥能
登土木委員会）

１４日（金） 理事会
１７日（月） 能登地区合同建築委員会
２６日（水） 奥能登農林総合事務所との意見交換会（奥能

登土木委員会）

《お知らせ》
１１月 ２日（水） 県協会合同市町要望（珠洲市）

地区協会からのお知らせ
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