
Ｒ３ 主な活動（協会東青支部・青年部会ほか）    
                                                  

１ 担い手育成事業（情報提供  県市の協力で ６月配布） 

① ・  今年度も「ガイドブック」「企業紹介集」、県の入職促進パンフを  → 

   300部 配布 (青工、五農、技専校、八工大、青公大へ配布)   

・ ＵＩＪターン対策として、 県・市の各東京事務所にも配布   ↘                                        

                                                                         
 ➁ 協会本部ＨＰに支部活動 掲載 → 
   
  ➂ 地元工業高校へ寄贈 

 

 
 
         ← トータルステーション(高速高精度 計測機器)一式 

                                                  
 

２  技術者研修会 6/23（講師：黒図
くろず

 茂雄
しげお

）毎年依頼 

 
 
 
 
 

「若手技術者の現場管理力アップ研修」、「建設業の法令知識」          動画で事例紹介 複雑な造成仕上にＩＣＴ土木活用 
                                              

３  青年部会 （担い手確保育成事業）                                        (ゼロ災害ワッペン・セーフティマイスター) 

 

① 建設業のイメージ アップグレード (作業服 試作２ヵ年事業)  

                                                       

                               

                    

    ワークショップを開催(デザイナー協力)   

・Ｒ４は 現場事務所の環境整備 検討へ (掲示物、休憩所、トイレ等)  

                                                                                                  

➁ 工業高校 (建築科２年教室)と現場リモート交流会 11/4    リモートで外壁工事を説明    進路を考えるワークショップ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          

４  東青除排雪協会            
東青５市町村の全町内会で広報 回覧 → 

11/10 除雪功労者表彰式     国県市 情報提供と意見交換会        

                                

                                  11/24 青森市 安全管理 講習会 

 
 
 
県 部長表彰、協会長 記念品贈呈   排雪のルート場所等を皆で検討へ  
 

                                      作業・誘導員指導、参加者実演 講師 大坂組 

企業紹介：ものづくりの魅力と 若者へのメッセージ 
 
№１  阿部重組…建設業＝[ものづくり×まちづくり] 
２  西田組…創立50周年、これからもこの街と共に走り続けます 
３  太田建設工業… あたりまえを もっと  
４  丸美佐藤組  … ものづくり ＝ 人と街の日常を守る 

   5  鈴木建設…君たちの潜在能力を建設業で覚醒させよう 
    ：    ：    ：         ： 

協会本部 ＨＰ 東青支部 活動紹介 Ｒ３ 
 
・ 青森の建設業者 ガイドブック 
・ 企業紹介「ものづくりの魅力」情報提供 
・ 建設作業服イメージアップ デザイン検討 
・ 高校とのオンライン現場リモート交流会 
・ 除排雪作業 国・県・市との意見交換会 
    ：   ：   ：   ： 



 

Ｒ３ 事業実績（東青の建設業 各協会） 

 

①           

３月～４月    大規模災害応急体制 確認（資機材保有状況・有資格者・機械調達の 会員照会 まとめ～県報告） 

４月14日     役員会(事業実績・事業計画) 

４月16日     道路美化活動 (管内主要幹線道路を46社が清掃奉仕)  

５月14日     総会 ～ 講演(講師 三村三千代 氏: 百人一首の世界を楽しむ) ～ 県民局 両部長等との交流会 

５月17日     コロナ対策支援 県へ寄付(３協会により今年度も寄付金贈呈) 

６月 １日     技士会 総会～講話(講師 県整備企画課職員 : 建設業の最近の話題について) 

６月 中旬    「高校等との交流会」（青年部会と県等の共催）➡ 中止  学校・東京事務所へ 企業紹介等情報提供 

  ６月18日    コロナ対策支援 県へ寄付(３協会により寄付金贈呈) 

６月23日    技術者研修会（講師：黒図茂雄 テーマ:建設業の法令知識、現場管理力アップ研修） 

７月21日     県 東青地域整備部と会員との意見交換会 

８月 上旬       親子見学会(県と共催)  ➡ 中止 

９月        県外視察  ➡ 中止 

10月29日      トータルステーション(高速高精度 計測機器)一式 地元工業高校へ寄贈 

１月25日    技術者研修会（県施工 優良工事表彰事例 紹介・東青地域整備部次長 講話） 

（ ２月 ８日      県へ要望（協会本部代表） 支部要望を本部でとりまとめ要望 (県回答は会員へ送付) 
 

②           

    ４月28日    事業計画決定…建設作業服イメージアップ企画、高校と現場リモート交流会、学校等へ企業紹介 
８月～     建設業のイメージアップグレード ２ヵ年事業(作業服アップグレード・現場事務所環境整備の検討)  
９月 下旬     若手技術者 研修会（下北縦貫道路工事現場視察、意見交換会）➡ 中止 

１０月29日      親睦ゴルフコンペ(青森カントリー倶楽部) 
１１月 ４日    高校との現場リモート交流会(青森工業高校教室(建築科２年)と工事現場オンライン) 
  

③          オンライン 

     ８月20日   役員会～連携除排雪協定について青森市との意見交換会 → 9/7市説明会 

   ９月21～22日  除雪講習会（21会員参加）  
１０月14日      青森市除排雪業者 連携協力会（市長・会長ほか） 
１１月 １日   (新規) 連携除排雪協定 締結（市長・当会長・浪岡除雪災害防止対策協議会 会長） 
１１月 ２日    国・県・市・協会  合同除雪機械出動式・安全祈願祭 

  １１月10日    総会～除雪功労者表彰式 ～ 国県市 情報提供と意見交換会(建設業協会本部ＨＰに掲載) 

  １１月24日    青森市除排雪作業 安全管理講習会(作業指導・実技演習、新規:誘導員指導)…講師:大坂組２名 
１２月12日     新聞広報(毎年)掲載  テーマ「みなさんの思いやりと協力で暮らしやすい雪国にしましょう」 
１２月      (新規) 東青全町内会にイラスト入り広報を回覧「除排雪にはみなさんのご協力が必要です」 

  １月27日      「ゆきみらい2021inはくさん」(石川県白山市)  → ＷＥＢ開催へ 
  

④           

７月28日   工事現場安全衛生管理 監督署説明会（労災防止対策、働き方改革取組） 
１０月 ５日    安全指導者・監督署 安全パトロール（総合学校教育センター改修工事等）意見交換 

   １０月21日    安全指導者 講師分担 打合会議 
１月～２月    安全指導者 講師による各種技能講習(足場・鉄骨の組立、地山の技能講習 

青森県建設業協会 東青支部 （ 会員３４社：支部長 鹿内 雄二、副支部長 阿部 吉平） 

 東青 除排雪協会 （ 会員４６社： 会長 大坂 憲一、副会長 長谷川 学、副会長 西田 文仁 ） 

建設業 労働災害防止協会 青森県支部 東青分会 （ 会員155社：分会長 木村 喜有、副分会長 阿部 吉平） 

青年部会 東青支部（ 会員２４社： 幹事 阿部 吉平、副幹事 西田 文仁 ） 


