
平成３０年度事業報告 

 

 東日本大震災から８年が経過いたしましたが、各地では台風や地震等による災害が頻発

し、地域の建設業が、災害発生時での緊急対応、復旧・復興に大きな役割を果たすことが

改めて示され、地域を支える基幹産業として、社会資本の整備、雇用の維持、県民所得の

下支え、生活環境の維持等の重要な役割を担っていることが再認識された年だと思われま

す。 

また、今年度「国土強靭化基本計画」の見直しが行われ、来年度から「防災・減災、国

土強靭化３か年緊急対策」が実施されるなど事業量の伸びが期待されています。 

 しかし、青森県の公共事業の伸びは他県よりも低く、また、津軽ダムや震災復興関連事

業などの大規模事業が相次いで完了し、今後本県公共事業の減少が予想されることから、

地域の発展を支える建設業の健全な経営を継続して、地域の防災力を維持し、担い手の確

保・人財の流出阻止を図るため、青森県インフラプロジェクトマップの作成などを行い長

期的な視点に立った公共事業の掘り起こしや、新たな社会資本のあり方の検討を行い、安

定的な公共事業の確保と、民間の新たな発想や私ども施工者の視点を生かした地域づくり

が推進されるよう、東北地方整備局長と青森県県土整備部長との意見交換や要望、そして

国会議員との懇談会を通じて訴えてきました。 

 さらに、今年度は「東北建設業協会ブロック会議」が青森市で開催されるとともに、全

国建設業協会及び東北建設業協会連合会の主催の会議や「がんばろう!東北」等に参加し、

予算の東北地方への重点配分、働き方改革の推進等の事項について地方の声をアピールい

たしました。 

 特に青森県当局に対しては、県実施事業等について関係各課と協議をするとともに、各

支部おいては地域整備部長との意見交換を行い、また県土整備部長に対しても意見交換及

び要望を行いました。県に対して、働き方改革や建設業の担い手確保における週休２日制

の普及のための適正な工期設定や必要な労務費・経費等請負代金への適切な反映を要望し

たところ、週休２日を確保しやすい環境整備に取り組むとの回答を得ました。建設業にお

ける生産性の向上と i-Construction については、ICT 対象工事を拡大し、ICT 施工を実施

しやすい環境の構築や支援を行うとの回答とともに、すべての工事を対象に工事情報共有

システムを利用できること、令和元年１０月に工事書類の簡素化を行うこと、保存・公開

データの ICT 化への取り組みなどの回答がありました。工事の平準化については、３０年

度は、ゼロ債務負担を 70 億円設定するとともに、11 月繰越予算は約 51 億円を計上したと

の回答を得ました。最低制限価格も国を参考に定め、低入札価格調査制度における数値的

判断基準を昨年７月に 10%程度引き上げ、今後も国等の動向を見て適切に対応するとの回

答を得ました。その他様々な課題に対しても適切な回答を得たところです。 

 建設業の担い手不足が深刻化し、建設業の持続可能性が危ぶまれたことから、３０年３



月国において「建設業働き方改革加速化プログラム」が策定され、長時間労働の是正、給

与・社会保険、生産性の向上が示されました。 

長時間労働の是正は、「働き方改革三法」の成立により時間外労働の上限など早急に対応

せざるを得ない状況のため、当協会では国、県、市町村と連携して、６月・７月の第４土

曜日を閉所にする週休２日制普及促進 DAY を実施しました。また、「働き方セミナー」を開

催しその対応策を研修いたしました。 

さらに、９月には青森市において東北地方整備局主催の「青森県建設業社会保険加入促

進地域会議」に協力するとともに、「建設キャリアアップシステム」の説明会を県内３か所

で実施するとともに、当システムの窓口業務を受託しました。 

生産性向上については、県の ICT 施工の各種研修等に対して、当協会も積極的に事業の

実施に協力しました。 

 さらに、担い手確保対策として、今年度も新採用者を対象とした就職前準備研修を行う

とともに、高校生を対象とした現場見学・現場実習、施工管理試験への補助、講習会の実

施を行い、大学生に対してもインターンシップ事業を県と連携して行いました。また、建

設業のイメージアップ事業として、元気プロジェクト展を開催するとともに、県が行った

イメージアップ動画事業に共催いたしました。さらに、青森労働局とも連携しながら、高

校生や求職者向け説明会で建設業の魅力を PR しました。 

 研修等についても、「工事成績評点アップ講習会」「建設キャリアアップ説明会」「働き

方改革セミナー」「交通誘導員講習会」「二級土木施工管理技士講習会」等を実施するとと

もに、他民間機関等との協力により各種研修会等が実施されました。 

 当協会は、建設業退職金共済事業、(公財)建設業福祉共済団の法定外労災補償制度を取

り扱うなど建設業界の経営安定のための事業を受託するとともに、会員企業限定の補償制

度として第三者賠償責任補償保険を実施し、施工時のリスク対応と企業評価の向上に努め

ました。また、工事共有システム(ASP)を施工者に提供するとともに、今年度からは建設キ

ャリアアップ事業の窓口としての業務を実施しました。 

 さらに、「株式会社青森県建設会館」「青森県公共工事品質確保安全施工協議会」「アスフ

ァルト合材協会」「青森県土木施工管理技士会」等の業務を受託し実施しました。 

 また、全建や国の実施するアンケート調査等については、会員企業の皆様の協力をお願

いするなど積極的に対応するとともに、全建や県等からの情報については、会員の皆様へ

の情報伝達の窓口として迅速な提供に努めました。 

 今年度、理事会は４回、支部事務局長会議を３回実施し、また支部研修会を実施するな

ど、本部支部一体となった運営に努め、青森県の建設業者の経営基盤の安定と、人材育成

や担い手確保事業を行うことで建設業が魅力ある産業として認知されるように努めました。 

 当協会が、平成３０年度中に執行した業務の活動状況は以下のとおりです。 

 



１．総 会 

 

 定時総会 

  日 時 平成３０年 ５月２８日（月） 午後 ２時５０分 

  場 所 青森国際ホテル （青森市新町一丁目６番１８号） 

  内 容  

      議案第１号 平成２９年度事業報告及び同決算の承認に関する件 

議案第２号 理事及び監事の選任を求める件 

       報告第１号 平成３０年度事業計画及び同予算の報告 

      報告第２号 入会会員の報告 

           報告第３号 評議員選任の報告 

 

２．理事会 等 

  第１回理事会     ５月 ７日  青森市 

第２回理事会     ５月２８日  青森市 

第３回理事会     ２月 ５日  青森市 
第４回理事会     ３月２７日  青森市 

 

３．評議員会 

  第１回評議員会    ５月 ７日  青森市 

 

４．監事会 

  決算監査会      ４月２６日  青森市 
  中間監査会     １１月２８日  青森市 
 

５．委員会、部会 

      ５月２４日 第１回青年部会幹事会                                  （青森） 
    １０月１１日 第２回青年部会幹事会                  （青森） 
  １２月１９日 経営労務・技術合同委員会                （青森）

１月１８日 経営労務・技術合同委員会代表幹事会           （青森） 
 

６ ．その他行事 

  全国・ブロック組織関係 

   ４月１０日 東北建設業協会連合会東北ブロック会長会議         （仙台） 

１３日 岩手県建設業協会設立７０周年記念式典          （盛岡） 



   ５月３０日 全国建設業協会総会                      （東京） 

   ６月 ６日  東北建設業協会連合会会長会議・総会・７０周年記念式典  （仙台） 

      ７月１２日 「フォーラム:がんばろう!東北」                      （仙台） 

          ２０日 全国建設業協会社会貢献活動推進月間中央行事             （東京） 

     ２５日 東北建設業協会連合会東北ブロック会長会議         （東京） 

３１日 全国建設業協会労働委員会                （東京） 

     ８月３０日 東北建設業協会連合会専務理事会議              （仙台） 

   ９月２１日 全国建設業協会協議員会                            （東京） 
  １０月 ２日 東北建設業協会連合会東北ブロック会長会議        （仙台） 
            ３日 東北地方工事安全施工推進大会              （仙台） 
     ２９日 東北建設業協会ブロック会議                    （青森） 
  １１月 １日 全国建設労働問題連絡協議会               （東京） 
     ２０日 全国建設業協会全国会長会議               （東京） 
     ２１日 全国建設業協会東北ブロック会議決議要望活動       （東京） 
      ３月 ８日 がんばろう!東北                             （仙台） 

     １８日 全国建設業協会協議員会                 （東京） 
 ２６日 全国建設業協会専務理事・事務局長会議          （東京） 

     ２８日 東北建設業協会連合会専務理事会議            （仙台） 
 
 
 

  要望・意見交換・調査研究活動 

   ４月 ２日  青森河川国道事務所との協議             （青森） 

      ２日  青森県県土整備部部長等への表敬訪問                    （青森） 

      ４日  青森県警察本部との協議              （青森） 

      ９日  東北地方整備局営繕部との意見交換会                   （青森） 

      ９日  青森県県土整備部との協議                        （青森） 

     １１日  青森県県土整備部との協議                        （青森） 

１２日 中小企業融資制度等説明会                （青森） 

     １３日  青森河川国道事務所との協議             （青森） 

１５日 公明党政経懇話会                                       （青森） 

２３日 青森県建設機械レンタル協会との協議                     （青森） 

          ２４日  東北地方整備局と東北建設業協会連合会合同意見交換会     （仙台） 

     ２６日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

      ５月１０日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

１０日 青森県建設専門工事業団体連合会との協議                 （青森） 



     １１日  青森河川国道事務所との協議             （青森） 

     ２１日  建設工事関係者連絡会議                        （青森） 

        ２８日  東北地方整備局と協会役員との意見交換会                 （青森） 

     ３１日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

      ６月 ４日 青森県建設専門工事業団体連合会との協議                 （青森） 

     １５日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

     ２１日  青森河川国道事務所との協議             （青森） 

     ２２日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

        ２２日 青森県建設専門工事業団体連合会との意見交換会           （青森） 

２５日 青森県企画政策部との協議                               （青森） 

     ２９日  青森河川国道事務所との協議             （青森） 

     ２９日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

     ７月 ２日  東北地方整備局との協議                          （青森） 

      ４日  青森河川国道事務所との協議             （青森） 

     １７日  青森県県土整備部幹部と協会幹部との意見交換会           （青森） 

１８日 青森県県土整備部との協議                         （青森） 

     １９日  青森県県土整備部との協議                         （青森） 

          ２５日 佐藤・足立参議院議員との懇談会             （東京） 

２６日 財務省外への要望活動                                   （東京） 

３０日 東日本旅客鉄道（株）盛岡支社への要望活動        （盛岡） 

      ８月 ２日 青森県県土整備部との協議                         （青森） 

     ４～５日 足立としゆき参議院議員への要望活動     （五所川原・むつ） 

          ２８日  公明党政策懇談会                            （青森） 

          ２９日 足立としゆき君を励ます会                （東京） 

      ９月１３日 青森県建設専門工事業団体連合会との協議            （青森） 

  １０月 １日 佐藤のぶあき国政報告会    (鰺ヶ沢・五所川原・弘前・青森) 

      ４日 佐藤のぶあき国政報告会          (八戸・十和田・むつ) 

     １０日 青森河川国道事務所長との意見交換会           （青森） 
１５日 青森県建設専門工事業団体連合会との協議         （青森） 

     １７日 東北地方整備局と連合会・品確協議会との意見交換会   (仙台) 
          １９日 青森県県土整備部との協議                （青森） 
   １１月 １日 青森県県土整備部との協議                （青森） 

６日 佐藤のぶあき君を励ます会               （東京） 

２１日 高規格道路建設及び道路整備青森県総決起大会       （青森） 
２８日 東北地方整備局営繕部との意見交換会           （青森） 

１２月１７日 青森河川国道事務所との協議               （青森） 



       １９日 青森職業安定所との協議                （青森） 
            ２１日 青森県県土整備部との協議               （青森） 

１月 ４日 青森県知事等年始挨拶                 （青森） 
        ４日 青森河川国道事務所長年始挨拶             （青森） 
        ７日 東北地方整備局長年始挨拶                （仙台） 
            １１日 青森県県土整備部との協議               （青森） 
       １６日 青森河川国道事務所との協議              （青森） 
       ２１日 日本銀行青森支店との協議               （青森） 
      ３１日 青森県県土整備部との協議               （青森） 

３１日 青森県建設専門工事業団体連合会との協議                （青森） 
     ２月１２日 青森県県土整備部長要望                （青森） 
       ２０日 青森河川国道事務所との協議              （青森） 
     ３月１１日 内外情勢調査会講演会                 （青森） 
       １９日 佐藤のぶあき講演会                  （弘前） 
       ２０日 佐藤のぶあき講演会              （青森・十和田） 
       ２６日 青森河川国道事務所との協議              （青森） 
       ２９日 青森河川国道事務所との協議              （青森） 
      ２９日 青森県県土整備部との協議               （青森） 
 

 

     随 時   
        （一社）全国建設業協会  

官公庁営繕工事に係る意見照会 

             改正品確法運用指針の運用状況アンケート調査 

             働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査等 

    東北建設業協会連合会（東北地方整備局） 

         「現場の状況」に関する調査 

         「建設資材等の需給状況」に関する調査等 

 

  実施事業・受託事業等 

   ４月 ５日 建設業経理検定に係る担当者会議             (東京） 

１８日 アスファルト合材協会東北連合会理事会          (仙台) 

     １９～２０日 建退共支部事務担当者会議             (東京) 

      ５月 ７日 (株)青森県建設会館取締役会               (青森) 

     １８日 日本アスファルト合材協会定時総会            (東京) 

          ２１日 青森労働局建設工事関係者連絡会議            (青森) 



          ２２日 青森県総合防災訓練調整会議               (平川) 

     ２８日   (株)青森県建設会館株主総会               (青森) 

          ３０日  全国土木施工管理技士会連合会通常総会                    (東京) 

   ６月 ６日 入札契約制度説明会                                    (青森外) 

８日 あおもり循環型社会推進協議会役員会                      (青森) 

     １３日  アスファルト合材協会東北連合会通常総会                  (仙台) 

     １５日 あおもり女性活躍推進協議会                              (青森) 

１５日 働く建設女子のためのキャリアセミナー                    (青森) 

１９日 暴力追放青森県民センター評議員会                        (青森) 

２２日 建退共運営委員会・評議員会                              (東京) 

２２日 青森県人材確保対策推進協議会                            (青森) 

２３日 自民党青森県支部連合会総務会                            (青森) 

２３日 週休二日制普及促進ＤＡＹ                              (各支部) 

          ２６日  青森県建設産業団体連絡協議会理事会・通常総会            (青森) 

２７日 青森県アスファルト合材協会定期総会                      (青森) 

２７日 青森県公共工事品質確保安全施工協議会通常総会            (青森) 

     ２７日  青森県土木施工管理技士会代議員会                        (青森) 

          ２８日 建設キャリアアップシステムブロック研修会                (仙台) 

     ２９日 東北土木施工管理技士会連合会通常総会                    (仙台) 

          ２９日 東北公共工事品質確保安全施工協議会総会                  (仙台) 

２９日 あおもり循環型社会推進協議会                            (青森) 

   ７月 ３～ ４日  建設業経理事務士４級特別研修                      (青森) 

３日～１０月３０日 ＦＭ建退共ラジオ特別番組放送 

      ５日 建設業福祉共済団全国事務担当者会議                      (東京) 

            ９日 勤労者退職金共済機構加入促進対策委員会                  (東京) 

１０～１１日 県立青森工業高校現場実習                          (青森) 

１３日 ＩＣＴ施工技術見学会                                    (青森) 

１４日 自民党県連政経セミナー                                  (青森) 

     １７～２６日 魅力ある企業づくりに向けたセミナー              (各支部) 

１９～２０日 建設キャリアアップシステム説明会      (青森・弘前・八戸) 

２０日 建設女子のためのバスツアー                      (十和田・八戸) 

          ２７日 青森県生コンクリート品質管理監査会議                    (青森) 

２８日 週休二日制普及促進ＤＡＹ                              (各支部) 

     ３０日 青森県建設雇用改善推進委員会                            (青森) 

 ８月 １～２日  県立十和田工業高校現場実習                        (十和田) 

１日 東北地方建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会          (仙台) 



８日 地域建設産業検討会                                     （東京） 

           ８・１０日  建設業の魅力を再発見!夏休み親子バスツアー 

                                        （建設業と建退共制度ＰＲ） （青森・八戸） 

２１～２３日  建設業経理事務士３級特別研修                    （青森） 

          ２９日 ＩＣＴ施工技術見学会                  （青森） 

         ３０日 建退共制度に関する支部事務局長・担当者意見交換会    （東京） 

          ３１日 青森県公共工事契約業務連絡協議会総会（建退共制度）     （青森） 

     ９月  １日 青森県総合防災訓練                                    （平川） 

      ４～５日  県立弘前工業高校現場実習                         （弘前） 

         ４～６日  県立八戸工業高校現場実習                           （八戸） 

      ９日  建設業経理検定試験(１・２級)                      （青森） 

１３日 青森県雇用安定創出対策本部                             （青森） 

     １９～２０日 ２級土木施工管理技術検定受験準備講習会          （青森） 

       １９～２０日 青森県生コンクリート品質管理監査立会             （青森） 

     ２２～２３日 青森県建設業の元気応援プロジェクト展ＶＯＬ．７   （青森） 

２６日 青森県建設業社会保険加入促進地域会議          （青森） 

          ２７日 アスファルト合材協会東北連合会安全衛生・環境パトロール （藤崎） 

    １０月 ２日 全国土木施工管理技士会連合会企画運営委員会             （東京） 

            ９日 十和田工業高校現場見学会                     （八戸・十和田） 

            ９日 八戸工業高校現場見学会              （東北・八戸） 

     １２日 北海道・東北ブロック加入・履行促進支部事務担当者会議   （秋田） 

     ２２日 新規高卒予定者就職面接会                （青森） 

     ２３日 建設雇用改善推進会議                  （青森） 

      ２４日 弘前工業高校現場見学会                         (平川・弘前) 

  １１月  ５日 東日本建設業保証㈱参与懇談会              （東京） 

      ６日 工事成績アップ研修                   （青森） 

１１日 青森土木フォーラム                                                (青森) 

     １４日 黄綬褒章伝達式                      （東京） 

     １６日 建退共制度普及理事長表彰                （青森） 

     １７日 自民党市町村職域支部長・幹事長会議           （青森） 

     ２１日 交通誘導員研修                     （八戸） 

     ２１日 認定職業訓練団体事務職員研修講師派遣          （弘前） 

  １２月 ５日 建退共加入促進対策委員会                （東京） 

      ６・７日 建設業振興基金連携団体職員合同研修会        （東京） 

     １４日 建設系企業インターシップ勉強会             （青森） 

     １４日 全国土木施工管理技士会連合会事務局長実務担当者合同会議 （東京） 



     １８日 青森県公益目的報告書作成説明会             （青森） 

     ２０日 青森県公共工事品質確保安全施工協議会研修会        （青森） 

１月 ４日 青森県品確協議会青森河川国道事務所長年始挨拶      （青森） 

       ８日 青森県品確協議会岩木川統合事務所長年始挨拶       （西目屋） 

      ９日 青森県品確協議会高瀬川事務所長年始挨拶          （八戸） 

     １０日 建設業イメージアップ動画 CM 放送(県・建退共共催) 

      １７日 中間前払制度要望                 （外ヶ浜・今別） 

     ２２日 青森職業安定所求人説明会                （青森） 

     ２３日 工事共有システム研究会                 （仙台） 

     ２４日 青森職業安定所求人説明会                （青森） 

     ２４日 中間前払制度要望                  （むつ・東通） 

   ２月 １日～ 建設機械施工技術検定試験受験申込書受託販売      （本部） 

 ５日 東北地方整備局と東北土木技士会との意見交換会      （仙台） 

      ５日 自民党青森建設業支部地区代議員会議            （青森） 

      ８日 就職前準備研修説明会              （十和田・青森） 

     １３日 青森県アスファルト合材協会理事会             （青森） 

     １９日 青森県建設産業人材確保協議会              （青森） 

     １９日 青森県雇用改善推進委員会                （青森） 

     ２０日 青森県人づくり戦略推進会議               （青森） 

     ２１日 建設共済保険制度説明                  （八戸） 

     ２２日 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑに関する実務担当者向け全国集合研修会  （東京） 

   ３月 １日 人材確保・育成推進協議会担当者会議           （東京） 

      ４～６日 就職前準備研修                   （静岡） 

      ５日 東日本建設業保証㈱との協議               （青森） 

     １０日  建設業経理検定試験(１・２級・３級)                    （青森） 

     １２日 全国土木施工管理技士会企画運営委員会                    (東京) 

     １５日～ RAB ラジオ企画番組放送(建設業と建退共制度 PR) 

          １８日 建設業退職金共済事業本部評議員会            （東京） 

     １９日 建設業福祉共済団都道府県建設業協会会長会        （東京） 

     １９日 建設業振興基金参与会                  （東京） 

     ２０日 佐藤参議院議員と青森県建設産業団体連絡協議会意見交換会  (青森) 

     ２５日 建設業退職金共済事業本部支部事務局長会議        （東京） 

     ２５日 日本アスファルト合材協会東北連合会業務委員会      （仙台） 

     ２５日 青森県生コンクリート品質管理監査会議          （青森） 

     ２７日 市町村前払い促進委員会                                  (青森) 



  委員会・青年部会関係 

   ４月 ３日  東北建設業青年会会長会議並びに役員会               （仙台） 

   ６月２５日  東北建設業青年会役員会・通常総会                 （福島） 

      ７月５～６日 全国建設青年会議会長会議・全国大会準備会             （東京） 

          ２６日  東北建設業青年会会長会議                                (仙台) 

   ９月 ４日 全国建設青年会議実行委員会                              (東京) 

  １０月 ４日 全国建設青年会議全国大会第３回準備会                    (東京) 

  １１月１３日 東北建設業青年会会長会議                                (仙台) 

     ２２日 東北建設業青年会会長会議                                (仙台) 

     ２６日 全国建設青年会議全国大会実行委員会                      (東京) 

  １２月 ４日 全国建設青年会議全国大会                                (東京) 

     １９日 東北建設業青年会大学生意見交換会                        (仙台) 

   １月２２日 全国建設青年会議実行委員会                             (東京) 

   ２月２７日 全国建設青年会議会長会議                                (東京) 

 

 

  本部・支部事務局関係 

      ４月１６日 支部事務局長会議                                       （青森） 

        ２７日 北五支部通常総会出席                   （五所川原） 

        ２７日 上北支部通常総会出席                  （十和田） 

      ５月１１日 東青支部通常総会出席                     （青森） 

     １８日 西地方支部通常総会出席                 （鰺ヶ沢） 

２３日 支部事務局長会議                                       （青森） 

   ７月１３日 青森県建設業協会長杯争奪ゴルフ大会             （弘前） 

  １１月 ７日 北五建設会館大規模改修工事お披露目         （五所川原） 

３０日 本部・支部職員研修会                  （青森） 

   ２月２７日 支部事務局長会議                    （青森） 

 

  その他行事 

      ４月１９日 青森空港振興会議通常総会                               （青森） 

     ２４日 日本塗装工業会青森県支部定時総会                  （青森） 

      ５月 ８日 青森県採石事業協同組合連合会通常総会            （青森） 

     １０日  青森県警備業協会理事会                               （青森） 

     １６日  青森県造園建設業協会定時総会               （青森） 

         ２１日 青森県解体工事業協会総会                       （青森） 



２３日  青森県生コンクリート工業組合他通常総会                  (青森) 

          ２３日  青森県職業能力開発協会通常総会                          (青森) 

     ２３日 建設業労働災害防止協会青森県支部通常代議員会            (青森) 

        ２３日  青森県電業協会通常総会                                  (青森) 

２４日 青森県建築士事務所協会総会                              (青森) 

         ２５日  青森県農村整備建設協会・青森県漁港建設協会通常総会      (青森) 

２９日 青森空港国際化促進協議会定時総会                        (青森) 

２９日 青森県鉄道整備促進期成会総会                            (青森) 

３０日 青森県警備業協会定時総会                                (青森) 

３１日 青森県住宅リフォーム推進協議会総会                      (青森) 

   ６月  １日  青森県建設技術協会ＯＢ会通常総会                        (青森) 

            １日  青森県空調衛生工事業協会通常総会                        (青森) 

      ６日 青森県電気工事業工業組合通常総代会                      (青森) 

         ８日  青森県建築士会通常総会                                  (青森) 

２９日 青森県ＩＴＥＲ計画推進会議通常総会                      (青森) 

   ７月 ５日 青土会定時総会                                          (青森） 

          １０日 国民体育大会青森県準備委員会総会                        (青森) 

     ２３日  青森県道路利用者会議役員会・通常総会                    (青森) 

      ８月２４日  青森県警備業協会理事会                                  (青森) 

    １０月２３日  暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会                  (弘前) 

        ２４日  青森警備協会法人化三十周年記念式典                      (青森) 

  １１月１９日 青森県建設系廃棄物適正処理推進会議                      (青森) 

        ２７日  青森県警備業協会理事会                                  (青森) 

    １２月１７日  青森県生コンクリート品質管理監査会議                    (青森) 

        ２１日  青森県不正軽油対策協議会                                (青森) 

      １月２２日  青森県暴力団社会復帰対策協議会総会                      (青森) 

      ２月 ６日  青森県中小企業建設業協会定時総会                        (青森) 

        １８日  青森商工会議所建設部会総会                              (青森) 

        ２２日  青森県交通安全対策協議会委員会                          (青森) 

      ３月１５日  青森県左官業組合連合会通常総会懇親会                    (青森) 

        １６日  青森県建設組合連合会通常総会懇親会                      (青森) 

        ２９日  青森県板金工業組合通常総会懇親会                        (青森) 

 

 

 

 


