
H30. 4.10 技術・安全委員会 ・平成30年度予算(案)について

4.11 総務・広報委員会 ・平成30年度予算(案)について

4.17 市山監事、館中監事　

4.25 理事会 ・平成30年度予算(案)について

5.11 理事会 ・平成30年度通常総会に付する議案について

5.11 平成30年度通常総会

議案第１号 平成２９年度事業報告及び決算報告について

議案第２号 平成３０年度事業計画及び予算(案)について

報告第１号 会員異動報告

○全議案承認可決

5.15 総務・広報委員会 ・平成30年度事業について

5.29 技術・安全委員会 ・ボーリングマシン講習会について

・地すべり防止工事試験について

・斜面合同編集委員会報告について

・担い手関係について

・斜面フォーラム、北陸技術フォーラムについて

6.8 平成30年度労働安全衛生特別教育講習会（ボーリングマシン運転業務）

～9 　第１日目 学科教育 石川県地場産業振興センター

講　師 東邦地下工機㈱企画開発本部　次長 片山浩明氏　

　第２日目 実技教育 (一社)石川県地質調査業協会駐車場

講　師 東邦地下工機㈱技術担当者、協会技術・安全委員

受講者　２２名

6.11 北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会(第1回石川県部会） 玉村技術安全委員長

場　所 金沢河川国道事務所　会議室

議　題 1)平成30年度会員紹介

2)平成30年度の取り組み予定

3)各機関からの提案議題

6.11 担い手確保・育成事業 玉村技術安全委員長

　　　会　場 金沢大学(地球学コース学生50人対象) 鬼頭委員

講演内容 地質調査業業務内容と魅力

6.12 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

・パンフレット「土力」について

平成３０年度主要事業報告

（一社）石川県地質調査業協会　　

年 月 日 事　　　　　　　　　業

平成30年度経理監査

会場：土質屋北陸



年 月 日 事　　　　　　　　　業

6.12 平成30年度災害復旧事業技術担当者講習会 石川県庁会議室

石川県河川課・建設業コンサルタンツ協会・測量設計業協会・地質調査業協会共催

6.21 平成29年度石川県建設産業連合会総会

6.25 技術・安全委員会 ・石川県との意見交換会について

・安全パトロールについて

・石の標本づくりについて

・技術講演会について

7.14 平成30年度地質調査技士検定試験 検定委員 河上理事

会　場 新潟テレサ 玉村技術安全委員長

受験者 ６０名(うち石川１３名）

合格者 ２５名(うち石川６名）

7.20 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

・パンフレット「土力」について

7.20

会　場 こうや

参加者 会員企業従業員　４４名

7.23 技術・安全委員会 ・地すべり防止工事士登録更新講習会について」

・石川県との意見交換会について

・技術講演会について

・担い手確保・育成について

・安全パトロールについて

8.21 理事会 ・平成30年度要望について

・委員会報告

8.22 技術・安全委員会 ・安全パトロールについて

・石川県との意見交換会について

・地質調査技士登録更新講習会について

・石の標本づくりについて

・技術講演会について

8.23 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

・パンフレット「土力」について

・担い手事業について

8.30 会誌「地質いしかわ」 石川宣雄穴水町長との対談　 尾蔵会長

場　所 穴水町役場 古一常務理事

渡部担当理事

坂下総務広報委員長

榊総務広報副委員長

会員企業親睦会　※レクリエーション行事



年 月 日 事　　　　　　　　　業

9.4 県庁訪問 意見交換会へ向けて 尾蔵会長

古一常務理事

9.20. 平成30年度安全パトロール(地質調査作業現場の安全パトロールの実施) 技術・安全委員

場　所 ㈱エオネックス、中部地質㈱  米林委員、鬼頭委員

各社の現場２箇所  北野委員

9.21 理事会 ・委員会報告

9.25 技術・安全委員会 ・担い手育成推進事業について

・石川県との意見交換会について

・石川県土木部防災訓練について

・技術講演会について

・斜面フォーラムについて

・北陸技術フォーラムについて

10.15 技術・安全委員会 ・担い手育成推進事業について

・石川県との意見交換会について

・石川県土木部防災訓練について

・技術講演会について

・北陸技術フォーラムについて

10.17 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

・パンフレット「土力」について

10.18 石川県土木部防災訓練 技術・安全委員参加

県央土木事務所（斜面崩壊）：電話対応

南加賀土木事務所（護岸損傷）：ドローン撮影

10.20 担い手確保・育成推進事業 

石の標本づくりin白山手取川ジオパーク     ※共催 白山手取川ジオパーク推進協議会

日　時 平成３１年１０月２０日(土)

場　所 手取川の河原「道の駅しらやまさん」

参加者 ７２名(子供３７名、大人３５名）

スタッフ ３２名

10.23 理事会 ・委員会報告

10.26 平成30年度技術講演会　※共催 地盤工学会北陸支部 会場 金沢東急ホテル

演　題 「山体重力変形地形研究の現状と展望」

講　師 　小嶋　智氏　岐阜大学 工学部社会基盤工学科 教授

演　題 「舗装の長期的挙動の予測法とその課題」

講　師 　西澤　辰男氏　石川工業高等専門学校 環境都市工学科 教授　

受講者 　９３名

リニューアル「土力」　県下６０カ所の高校・大学へ配布 総務・広報委員配布10.下旬



年 月 日 事　　　　　　　　　業

11.6 北陸技術フォーラム′18 会場　万代シルバーホテル

 石川支部技術発表者：大西浩之(㈱ホクコク地水)、今庄満幸(㈱ｴｵﾈｯｸｽ)

　佐伯一真(中部地質㈱)

:「大河津分水路改修事業について」

: 寺田勝一氏　

（国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所 計画課課長）

: ３４名

11.7 現場見学会　 見学先　:大河津分水路工事個所見学、妙見堰資料館

：２２名

11.14 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

11.26 石川県との意見交換会　※実務者レベルの意見交換 河上理事,吉田理事 (担当理事)

会　場 石川県庁 玉村技術安全委員長

参加者 土木部　室長以下３名 田中技術安全副委員長

農林部　室長以下４名 音技術安全委員

橋爪技術安全委員

11.27 理事会 ・委員会報告

12.4 技術・安全委員会 ・地質調査技士登録更新講習会について

・行政職員技術研修会について

・地質リスクマネジメント講習会について

12.17 北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会(第2回石川県部会） 玉村技術安全委員長

場　所 金沢河川国道事務所　会議室

議　題 1)建設分野の労働力需給状況等の紹介

2)平成30年度の各機関の取り組みについて

3)平成３１年度の活動計画

12.18 理事会 ・委員会報告

12.21 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

・経営者研修会及び新年会について

Ｈ31 1.9 技術・安全委員会 ・地質調査技士登録更新講習会について

・行政職員技術研修会について

・地質リスクマネージメント講習会について

・地すべり学会中部支部活動紹介について

1.11 玉村技術安全委員長

会　場 石川県地場産業振興センター 新本技術安全委員

受講者 ９７名（うち石川４５名） 音技術安全委員

鬼頭技術安全委員

田中技術安全委員

平成30年度「地質調査技士」登録更新講習会(金沢会場)　　講師

参加者

 特別講演　  演　題

　　　　      講　師

         参加者



年 月 日 事　　　　　　　　　業

1.16 平成30年度行政職員のための技術研修 講師 音技術安全委員

会　場 石川県庁

受講者 ９４名

1.23 理事会 ・委員会報告

1.25 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№73号について

・経営者研修会及び新年会について

1.25 平成30年度経営者研修会及び新年会 　　会場：金沢東急ホテル

講　師 平松 良浩氏

（金沢大学 理工研究域地球社会基盤学系教授）

演　題 「石川県の地震リスクを考える」

参加者 ３７名

2.14 技術・安全委員会 ・地質リスクマネージメント講習会について

・ボーリングマシン定点観測調査について

・災害応急調査要請の災害窓口担当者について

・平成３１年度予算案について

2.27 理事会 ・平成３０年度臨時総会について

2.27 平成３０年度臨時総会

議案第１号 今後の協会運営について

承認可決

2.28 地質リスクマネージメント講習会について（金沢会場）　石川県地場産業振興センター

講　師 岩﨑 公俊氏

基礎地盤コンサルタンツ㈱　代表取締役社長）

参加者 ９３名

2.28 会誌「地質いしかわ」№73号発刊  官公庁、学校、関係機関へ配布

3.15 総務・広報委員会 ・平成30年度決算見込み、平成31年度予算(案)について

3.20 技術・安全委員会 ・平成30年度決算見込み、平成31年度予算(案)について

3.29 理事会 ・平成30年度決算見込み、平成31年度予算(案)について

　2件

　相 談 日

土壌汚染調査について

がけ地対策について

相 談 者 一般市民

回 答 者 技術・安全委員

Ｈ30.10.22，Ｈ31.3.6

（相談内容）

【３０年度地盤の無料相談】

　　　経営者研修会  17：00～18：30、新年会　18：40～20：30

会場：土質屋北陸


