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中 建 協 だ よ り    第 ３３ 号 

                                               平成２５年２月１５日  

平成２４年度安全標語 
                  
〔 優秀賞 〕 

気を付けよう 

        油断・過信が事故のもと 
 

作者 成 田 正 春 氏（新立大一興業㈱ ） 
 

 ※２５年度の安全標語の募集は、３月に行う予定です。 

 

い ろ い ろ な 情 報  
 
○ 札幌中小建設業協会第２回定例役員会の開催 

 ２月１４日午後、札幌中小建設業協会第２回定例役員会が開かれました。今回の

議題の主な内容ですが、私どもの団体は、委員会方式により管理運営する事となっ

ており、その各委員会の委員と担当事務の決定です。委員会は、総務委員会、事業

委員会、安全委員会、土木技術委員会、建築技術委員会、舗装技術委員会の六委員

会で構成されます。各委員会の委員及び担当事務は、以下のとおり決定されました。 
（１） 総務委員会 
委員長 嘉屋 幸治（㈱園建）     副委員長 山下 公一（丸栄山下建設㈱） 
委員 金澤 利春（㈱丸金金澤建設工業 委員 橋本 和拓（和工建設㈱） 
委員 後藤 正憲（㈱後藤曳家工業所） 
【担当事務】 
①総会、新春懇談会に関すること ②工事契約等懇談会に関すること ③市長陳情

に関すること ④各種同好会に関すること ⑤こども１１０番に関すること ⑥中

建協だよりに関すること ⑦事務局、財政その他他委員会に属さない事項 
（２） 事業委員会 
委員長 長江 一司（道建工事㈱）  副委員長 白石 晃彦（第一建興㈱） 
 委員 髙島 栄一（山忠髙島建設㈱）  委員 石塚 淳一（㈱石塚工務店） 
 委員 佐藤 栄一（㈱興陽技建） 
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【担当事務】 
①春季代表者研修会に関すること ②地域懇談会（メイン）に関すること ③秋季

代表者研修、意見交換会に関すること ④暴力追放街頭パレードに関すること ⑤

レクリエーション（スポーツフェスティバル等）に関すること 
（３） 安全委員会 
委員長 千葉 建次（光建工業㈱）   副委員長 鈴木 和茂（新立大一興業㈱） 
 委員 中村 哲也（㈱丸周中村土木）   委員 宮田  力（㈱宮田組石工） 
 委員 大塚 英夫（開発運輸建設㈱）   委員 宮浦 征宏（宮浦興業㈱） 
【担当事務】                      
①安全大会に関すること ②普通救命講習会に関すること ③安全パトロールに関

すること ④安全管理(建築)に関するディスカションに関すること 
（４） 土木技術委員会 
委員長 松本 一夫（山王建設㈱）  副委員長 角川 幸治（北創丸杉建設㈱） 
 委員 乳井 文夫（晃亜興業㈱）    委員 井上 慎一（井上工業㈱） 
 委員 三鍋 哲雄（㈱佐野重機） 
【担当事務】 
①土木現場技術研修会に関すること ②土木現場技術に関するアンケート及び意見

交換会に関すること ③大型工事見学会に関すること ④地域懇談会(サポート)に
関すること 
（５）建築技術委員会 
委員長 鈴木 吉則（丸菱建設㈱）  副委員長 柿沼 道昭（㈱かきぬま工務店） 
委員  松山  茂（㈱田畑建設札幌支店）委員 加藤 芳彦（加藤建設㈱） 
委員 高橋 利公（三治建設㈱）     委員 渡部 真也（北光営繕㈱） 
【担当事務】 
①建築現場技術研修会に関すること ②建築現場技術に関するディスカションに関

すること ③地域懇談会(サポート)に関すること 
（６）舗装技術委員会 
委員長 富樫  誠 (大冨工業㈱) 副委員長 櫻  修二（共創技建㈱） 
 委員 多畑 潤一（北道工業㈱）   委員 水谷 圭太（㈱水谷組） 
 委員 加藤 秀年（㈱丸武加藤建設工業） 
【担当事務】 
 ①舗装現場技術研修会に関すること ②舗装現場技術に関するアンケート及び意

見交換会に関すること ③大型工事見学会に関すること ④地域懇談会(サポート)
に関すること 
 以上です。各委員会及び担当業務についての質問は、各委員にお尋ね下さい。 
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○ 『地域別会員懇談会』の開催について 

 恒例の「地域別会員懇談会」を次のとおり開催しますので、会員の皆様は、是非

ご参加下さい。 
   地域別グループ  第１グループ 豊平区、清田区、南区の会員 
            第２グループ 中央区、東区、西区、手稲区の会員 
            第３グループ 北区、白石区、厚別区の会員 

 
○開催月日  第１グループ３月２６日（火）午後４時より 
 及び場所  すみれホテル４階「コスモス」 
       第２グループ３月２７日（水）午後４時より 
       すみれホテル３階「フルール」 
       第３グループ３月２８日（木）午後４時より 
       すみれホテル２階「ルピナス」 

 

札幌市平成２５年度『予算の概要』について 

 平成２５年度の『予算の概要』及び『補正予算』（２月１３日第１回定例

市議会提出）が発表されましたので、お知らせします。 

 全会計の平成 25年度予算額は、1兆 4,525 億円。昨年は、1兆 4,428 億円

で対前年比０．７％増。 

 一般会計の平成 25 年度予算額は、8,524 億円であり、前年は、8,522 億円

でほぼ同額であるが、これに１定補正 162 億円（前年 59 億円）を加え、比

較すると 25 年度は 8,686 億円、24 年度は 8,581 で対前年比１．２％増。 

 全会計の建設事業費は、24 年度 1,239 億円（１定補正 64 億円含む）で 25

年度 1,311 億円（１定補正 206 億円含む）で対前年比５．８％増で、「市内

中小企業の受注機会の確保に配慮しながら間断なく執行する。」札幌市説明

（記者発表）。 

 また、土木費で前年と比較すると 24 年度は、833 億円（補正１９億円）、

25 年度 889 億円（補正 111 億円）で対前年比６．７％増。 

 普通建設事業費中、道路・街路・河川・公園整備の主要公共事業費は、対

328 億円と５．２％ダウンしたが、「大規模災害に備えるため、独自の財源措

置も講じ、道路や橋梁の耐震化に取り組む。」」札幌市説明（記者発表）。 
◎主な事業別概要（協会関係工事分） 
●こどもの笑顔があふれる街 
 ○東雁来団地１号棟 40 戸整備 １億８３００万円 
 ○学校新築費（中等教育学校～校舎３階、延べ 1,456 ㎡、講堂・武道館 1,284 ㎡） 
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  １０億６００万円  ※開成高校 
●安心して暮らせるぬくもりの街 
 ○区役所施設等耐震化緊急対策事業費（耐震改修 ６億３１６０万円 
 ○災害に強い道づくり事業費（橋梁耐震化など） ４２億７０００万円 
 ○市営住宅建設（下野幌団地Ｈ３号棟１４０戸） １億６００万円 
 ○収容避難施設（東札幌小体育館屋根、外壁など） ６９８１万円 
 ○耐震補強事業費（小学校２０校、実施設計、中学校５校、実施設計、高校１校、

工事、高校１校、実施設計） ５億８１００万円 
 ○学校改築費（南郷小学校～校舎３階、延べ 6,663 ㎡、普通教室１４教室、特別

１０教室、特別支援２教室、太陽光パネル設置、東札幌小学校～校舎４階、延

べ 7,015 ㎡、普通教室１６教室、特別１０教室、特別支援３教室、太陽光パネ

ル設置、屋外運動場 1,358 ㎡、北白石小学校～プール改築工事 506 ㎡・グラン

ド造成等、北九条小学校、手稲中校学校～校舎解体工事等、屯田小学校、啓明

中学校、中島中学校～仮設校舎建設、実施設計等、二条小学校、篠路小学校、

月寒東小学校～基本設計） ５８億１３７０万円 
 ○青少年科学館耐震改修費 ５３６０万円 
 ○災害対策環境整備費（屋体、受水槽など整備） １億１０万円 
 ○障がい児（者）医療・福祉複合施設整備事業費（旧静療院成人病棟整備） 

１５億９０００万円 
 ○歩道バリアフリー化（道路改良費） １６億５０００万円 
●活力みなぎる元気な街 
 ○路面電車延伸推進費（ループ化関連工事） ６億９２００万円 
 ○街路改良（公共駐輪場整備） ３８８０万円 
 ○保全推進（市有建築物保全事業） ５２億７０４９万円 
 ○格技場整備（宮の森中学校、元町中学校、福井野中学校、陵北中学校、新川西

中学校） ５億１６００万円 
●みんなで行動する環境の街 
 ○白石清掃工場灰溶融施設改修費 １億７１７０万円 
 ○太陽光パネル設置（小学校＝工事２９校、実施設計１９校、中学校＝工事１３

校、実施設計５校） １０億１０００万円  
 ○安全・安心な公園再整備事業費（身障者対応トイレ整備、園路段差解消など） 
  １１億９２００万円 ※地域と創る公園再整備等は、除く。 
 ○アフリカゾーン建設費 ２億７６２２万円 
●市民が創る自治と文化の街 
 ○まちづくりセンター地区会館改築事業費 ３億６０９０万円 
 ○地区会館リフレッシュ整備費 １億８８３０万円 
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２５年１定補正 ※地域経済対策分 

補正額総額は、２１２億２７０２万円、内一般会計１６２億２８０２万円、 
企業会計４９億９９００万円。 

 
◎補正予算の内容  
（１）防災化強化 ８３億３５２３万円 
 《一般会計》 
 ○道路防災対策事業（アンダーパスに冠水警報等） １億３１００万円 
 ○橋りょう長寿命化 ４億２０００万円 
○保全推進 ４億５１２万円 
○学校耐震補強（小学校２９校、中学校１３校） ３９億４１００万円 
○ほか４事業 ２億１９３０万円 
《企業会計》 
○水道事業（配水池耐震化等） ２５億７４００万円 

 ○下水道事業（浸水、地震対策等） ５億７２１０万円 

 
（２）社会基盤整備 ８０億４５４９万円 
 《一般会計》 
 ○道路・街路・河川関連（舗装等整備、道路・街路改良、河川整備等） 

３０億７６００万円 
 ○公園・緑地関連（公園造成整備） １７億５００万円 
○再開発補助や路面電車ループ化による民間投資の促進等 １４億１１５９万円 
《企業会計》 
○軌道事業（路面電車延伸推進）１０億２８００万円 
○下水道事業（老朽管改築等）８億２４９０万円 

 
（３）市有施設改修等 ４２億６４８０万円 
 《一般会計》 
 ○学校施設関連（新増改築、施設改修）１０億１１００万円 
 ○市有施設保全等（保全推進事業、市営住宅改修、バスターミナル施設設備改修） 

３２億５３８０万円 

 
（４）その他地域経済対策関連 ５億８１５０万円 
 ○地図整備事業 ○道路等維持 ○水道事業会計出資（水道施設耐震化分） 
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●債務負担行為（ゼロ市債） 
《一般会計》 
○舗装等整備５億１００万円 
○道路新設改良４億円 
《企業会計》 
○水道事業（配水管耐震化） ８１００万円 
○水道事業（配水管布設）４億３０００万円 
○下水道事業（管路整備）７億１０００万円 

 
◎主な事業別概要（協会関係工事分） 
 ○公共交通対策推進（路面電車ループ化に係る工事等）１０億２８００万円 
 ○道路橋りょう維持（道路等維持） ３億 6000 万円 
 ○舗装等整備（舗装路面改良１０路線）４億円 
 ○駅前広場等施設維持管理（バスターミナル施設改修工事）２億５００万円 
 ○道路新設改良（道路改良１路線、橋りょう長寿命化２橋、生活道路整備１８路  
  線）１３億１１００万円     
 ○街路新設改良（街路改良３路線）１２億円 
 ○河川整備（札幌北部地区河川導水管布設工事、伏籠川流域貯留浸透事業等） 
  ５億９４５０万円 
 ○市営住宅整備（市営住宅改修工事）７億１２００万円 
 ○建築計画等総括（保全推進事業～青少年科学館ほか３２施設） 

２７億４２００万円 
 ○学校新増改築（幌東小、星置東小増築工事）４億７４００万円 
 ○学校施設改修 ４４億７８００万円 
  ①大規模改造費追加 １億９５００万円 
   トイレ改修～共栄小、三里塚小、信濃中 
  ②施設改修等整備費追加 ３億４２００万円 
   トイレ改修～月寒小、琴似小、真駒内曙中、澄川中 
  ③耐震補強事業費追加 ３９億４１００万円 
   小学校校舎・屋体新規工事～川北、豊滝、発寒、北辰、小学校校舎新規工事

～大谷地、中学校校舎・屋体新規工事～北辰、光陽、札苗、もみじ台南、石

山、稲陵、中学校校舎新規工事～清田、手稲東、西野、篠路、小学校校舎・

屋体継続～山鼻、新琴似北、新川中央、菊水、西白石、南白石、発寒東、福

井野、手稲西、小学校校舎継続～茨戸、北、中沼、白石、中学校校舎継続～ 
   北栄 
                                  以上 
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会 員 の 投 稿  

投稿者 安田 謙一（安田興業㈱  

東苗穂分団、Ｈ２１．７．２３消防団協力事

業所認定表示証を交付される。 

 数年前に東消防団長と東区防災訓練で毎年１回は

お会いするものですから、その話の中で、ここ近年

隊員も高齢化が進み、一方でなかなか若手隊員の推

挙がない事に対して頭を抱えていました。「・・・そ

うですか、我々業界も同様、これだけ公共事業を削

減されると、若手技術者を入れられる余裕などない

です？毎

年１回の

訓練でし

か会う機

会のない 

団長が、その都度話題になるものですか

ら、それほど困っているならと、当時 60

才に近い自分でよければと、１才年下の

いとこと二人、入団を申し込んだのです

が、年という壁に阻まれ不採用となりました。私も中建協、そして災防協等を通し

て、日頃から市民の安全・安心を訴えている以上と思えば、それで自分の娘を含め、

若手職員５名社長（命令）業務外命令で強制的に指名をし、入団に至ったしだいで

す。札幌中小建設業協会会員の皆さん、若い職員１人でも多く、地域消防団に入団

させてはいかがでしょうか。 

会 員 の 動 き   
○ 会員の退会 

    〒060-0042 

中央区大通西１４丁目１番地 
               株式会社 エ ル グ 

             代表取締役 山田 健一郎 氏 
○ 会員のメールアドレス変更 
   中定建設工業㈱ 新アドレス m.nakanishi@nakajyo.jp 

  以上 


