
H31. 4.10 技術・安全委員会 ・平成31年度予算(案)について

・災害協定の確認について

・応急調査要請書及び応諾書の確認について

・無料相談実績報告書の確認について

・委員名簿の確認について

・委員の役割分担について

・JpGU2019について

・地すべり防止工事士登録更新講師の選任について

4.15 市山監事、館中監事　

4.16 石川県建設産業連合会専務・事務局長会議 古一常務理事出席

・参議院議員選挙について

4.23 理事会 ・役員の選任について

R1. 5.10 理事会 ・令和元年度通常総会に付する議案について

5.10 令和元年度通常総会

議案第１号 平成３０年度事業報告及び決算報告について

議案第２号 令和元年度事業計画及び予算(案)について

議案第３号 役員の改選について

報告第１号 会員異動報告

○全議案承認可決

5.10 理事会 ・委員会担当理事の決定

・新役員に関する手続きの確認

5.19 技術・安全委員会 ・JpGU2019について

・担い手講師派遣について

・地すべり防止工事士試験について

・ボーリングマシン運転講習について

・地質調査技士資格検定試験について

・斜面協会合同編集委員会について

5.21 理事会 ・今後の協会運営について

・会費改定について

5.26 日本地球惑星科学連合2019大会石の標本づくり(ポスター)発表 技術・安全委員５名参加

会場 幕張メッセ

5.29 総務・広報委員会 ・委員長・副委員長の選任について

・令和元年度事業について

令和元年度主要事業報告

（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

6.10 担い手育成推進事業　 地質調査業の魅力について　　　 講師鬼頭技術・安全委員

　金沢大学地球惑星科学コース地球学ゼミ　生徒対象

6.21 令和元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）

～22 　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

受講者　３５名

6.24 令和元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

6.24 理事会 ・委員会報告

6.24 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№74号について

・レクリエーション行事について

・賛助会員の加入について

7.10 理事会 ・定款変更について

・賛助会員の加入案内について

・全体会議の開催について

・鼠多門　記名会について

7.17 北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会 石川県部会 矢野会長

場　所 金沢河川国道事務所 会議室 玉村技術・安全委員長

議　題 平成30年度の取り組み報告及び令和元年度の取り組み計画他

7.22 技術・安全委員会 ・地すべり防止工事士登録更新講習について

・北陸地整との意見交換会要望事項について

・講師依頼について

・技術講演会について

・報告事項（ボーリングマシン運転講習、北陸技術委員会）

7.23 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№74号について

・レクリエーション行事について

8.2 会員企業親睦会 ※レクリエーション行事

場　所 仁志川

参加者 会員企業従業員　２８名

8.26 技術・安全委員会 ・安全パトロールについて

・北陸技術フォーラムについて

・技術講演会について

・土質屋北陸依頼の講義について

・地質と調査への寄稿について

・石の標本づくりについて



年 月 日 事　　　　　　　　　業

8.27 理事会 ・定款の変更について

・委員会報告について

9.24 理事会 ・臨時総会について

・委員会報告

総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№74号について

・担い手確保・育成推進事業について

技術・安全委員会 ・安全パトロールについて

・石の標本づくりについて

・斜面フォーラムについて

・技術講演会について

・北陸技術フォーラムについて

10.1 令和元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　５名

場　所 ボーリング堀進作業現場（㈱ホクコク地水）

10.3 金沢建設業協会創立５０周年記念式典 矢野会長出席

10.5 担い手確保・推進育成事業

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 令和元年１０月５日（土）１０時～１２時

場　所 手取川河原「道の駅しらやまさん」

参加者 ５８名（子供３０名、大人２８名）

スタッフ ３４名

10.21 理事会 ・委員会報告について

総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№74号について

・担い手確保・育成推進事業について

技術・安全委員会 ・技術講演会について

・防災訓練について

・石川県との意見交換会について

・担い手確保・育成(羽咋工業高校）について

・地質と調査への寄稿について

・斜面防災技術の講座について

10.25 令和元年度技術講演会　※共催 地盤工学会北陸支部 会場 金沢東急ホテル

演　題 「ため池の地震・豪雨による被災事例に学ぶ地域減災の実現について」

講　師 　毛利　栄征氏　茨城大学農学部地域総合農学科 教授

　　　　　　　　農業・食品産業技術総合研究機構 フェロー

演　題 「土砂災害は繰り返す～時間防災学のススメ～」

講　師 　鈴木　素之氏　　山口大学大学院創成科学研究科　教授

受講者 　６９名



年 月 日 事　　　　　　　　　業

10.29 北陸技術フォーラム′19 会場　ＫＫＲホテル金沢

石川支部技術発表者 井川風木(㈱ホクコク地水)、宮野大輔(㈱エオネックス)

石田一真(中部地質㈱)

特別講演　  演　題 「史跡金沢城の保全と講演整備」

講　師    丸山　隆史氏　石川県土木部参与

参加者 ７４名

現場見学会  見学先 金沢城公園・兼六園、辰巳用水、三段石垣、辰巳ﾀﾞﾑ

参加者 ２９名

10.30 石川県土木部防災訓練　

県内での大規模な地震・津波発生時の初動体制及び情報伝達の確認 技術・安全委員２名

県央土木事務所・南加賀土木事務所：電話対応

11.13 理事会 ・令和元年度臨時総会に付する議案について

11.13 令和元年度臨時総会

議案第１号 定款変更について

議案第２号 会費改定について

その他 委員会活動報告

○全議案承認可決

11.26 技術・安全委員会 ・担い手確保・育成(羽咋工業高校）について

・地質と調査への寄稿について

・地質調査技士登録更新講習会について

・行政職員研修について

・石川県との意見交換会について

11.29 総務・広報委員会 ・会誌「地質いしかわ」№74号について

・担い手育成事業について

・経営者研修会・新年会について

12.2 担い手確保・育成事業  金沢大学就職活動相談会 技術・安全委員３名

日　時 令和元年１２月２日（月）１６時３０分～１８時

　　　会　場 金沢大学(地球学コース学生対象)

講演内容 地質調査業とは（仕事内容、地域連携、求める人材など）

12.6 担い手確保・推進育成事業 地質調査業の体験実習

日　時 令和元年１２月６日（金）１２時～１２時５５分

場　所 石川県立羽咋工業高等学校地内

参加者 建設造形科土木コース１２名、建築コース１４名

スタッフ １４名

12.24 理事会 ・令和２年秋の叙勲・褒章候補者推薦について

・賛助会員加入について

・委員会報告

・斜面協会事務局長会議報告

会場：土質屋北陸



年 月 日 事　　　　　　　　　業

12.24. 技術・安全委員会 ・地質調査技士登録更新講習会について

・行政職員研修について

・意見交換会について

R2. 1.10 玉村技術・安全委員長

会　場 石川県地場産業振興センター 平井技術・安全委員

受講者 ８０名（うち石川４１名） 音技術・安全委員

北野技術・安全委員

田中技術・安全委員

1.17 令和元年度行政職員のための技術研修

構造物設計演習（補強盛土） 講師 米林技術・安全委員

会　場 石川県庁 サポート 田中技術・安全委員

受講者 ６８名 橋爪技術・安全委員

1.28 北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会石川県部会 矢野会長

場　所 金沢河川国道事務所 会議室 玉村技術・安全委員長

議　題 令和元年度取り組み報告及び令和2年度の取り組み計画

1.28 技術・安全委員会 ・石川県との意見交換会について

・斜面防災技術への報文投稿について

・令和２年度事業について

1.31 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

1.31 令和元年度経営者研修会及び新年会 　　会場：金沢東急ホテル

講　師 富田 勝郎氏

（医療法人社団 金沢先進医学センター理事長）

演　題 経営者にこそ伝えたい、ズバリ！

「めざそう、足腰丈夫でニコニコ１００歳！」の“秘訣”

参加者 ４２名

2.17 石川県との意見交換会　※実務者レベルの意見交換 渡部技術・安全担当理事

会　場 石川県行政庁舎　会議室 尾蔵技術・安全担当理事

参加者 石川県土木部　室長以下３名 玉村技術・安全委員長

石川県農林水産部　室長以下３名 田中技術・安全副委員長

音技術・安全委員

橋爪技術・安全委員

2.19 総務・広報委員会 ・会誌配布先の担当について

・令和元年度決算見込み・令和2年度予算について

2.21 理事会 ・賛助会員加入について

・委員会報告

・記念事業について

令和元年度「地質調査技士」登録更新講習会(金沢会場)　　　講師

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



年 月 日 事　　　　　　　　　業

2.27 技術・安全委員会 ・石川県との意見交換会について

・斜面防災技術への報文投稿について

・令和２年度事業について

・北陸技術委員会の報告について

3.2 会誌「地質いしかわ」№74号発刊  官公庁、学校、関係機関へ配布

3.13 総務・広報委員会 新型肺炎コロナウィルス感染防止の為延期

3.19 技術・安全委員会 　同　上

3.27 理事会 ・令和元年度決算見込み、令和２年度年度予算(案)について

・委員会報告

・賛助会員加入について

　２件

　相 談 日

・自宅の不同沈下について

・購入予定近くの急傾斜地について

相 談 者 一般市民

回 答 者 技術・安全委員

令和元年９月１１日、１０月２日

（相談内容）

【令和元度地盤の無料相談】


