役 員 会 報 告

【平成２６年６月１０日

定例役員会】

議題
【平成２６年１０月１４日

定例役員会】

１．優良社員表彰式及び賀詞交歓会について

議題

（優良社員の表彰申請書、
賀詞交歓会の開催案内は１１月４日に送付済）

１．『杉本建設㈱協会加入』について
入会申込資料

①役割分担について（案）

承認とする。

２．『自由民主党時局講演会』について
１１月役員会で参加資料を配布
３．『新春賀詞交歓会及び優良社員表彰式』について
平成２７年１月１６日(金) 大森東急イン
１６：００～

役員会

１６：３０～

表彰式

１７：００～

賀詞交換会

予約済

優良社員表彰式
賀詞交歓会
司会（開会） 伊藤副会長
横山幹事
挨拶
小林会長
小林会長
乾杯
河津副会長
中締め（閉会）
由谷副会長
②式次第 資料による。
２．大田区計画財政部施設管理課より要望事項の回答について
資料に基づき小林会長、河津副会長、由谷副会長より説明

賀詞交歓会開催案内・表彰申請書は、１１月初旬に発送予定
賀詞交歓会

会費

１０，０００円

協会だより

で き ご と
大田建設協会 暑気払い

８月

１日（金）

大森ベルポートの銀座アスターにて暑気払いが開催
されました。
当日は会員企業３０社、４１名の方々が集まり、終
始和やかに行われました。

資料に基づき小林会長、河津副会長、由谷副会長より説明
その他
①

松原忠義 氏

2.大田区議会議長

１０月２１日に実施した健康診断の受診者は１０５名でした。
『大田区耐震助成制度世話役会』

安藤

充 氏

平成２６年１１月２５日（火）１８：００～

3.自由民主党大田区民連合 幹事長

塩野目正樹 氏

本庁舎２階２０１会議室で開催 建築技術委員会にて対応

4.大田区議会民主党 幹事長 山﨑勝広 氏
③『応急・救命講習会』

5.大田区議会公明党 幹事長 富田俊一 氏
6.大田電設協会長

平成２６年１１月１０日（月）

勝又和久 氏

大田区産業プラザ PIO で開催 大田・品川 合計で６４名受講予定

7.大田空調衛生協会長 高橋貞夫 氏
8.大田塗装協力会長 奈良間力 氏
9.大田造園協会長

④大田区防災協議会

原田由季子 氏

平成２６年１１月１８日（火）１１：３０～

10.大田区建物解体業協会長 勝間洋一 氏

大田建設協会 会議室にて開催 正・副会長出席

４．『安全祈願参拝』について
本年は１月２３日(木)実施

⑤『研修旅行・その後の東松島』

１３名参加

平成２７年４月１０日（金）・１１日（土）の日程で調整

平成２７年１月２２日(木)の予定
８：１０ 集合

８：３０分出発

会費

７，０００円

５．『役員忘年会』について
昨年は１２月９日(月)実施

平成２６年１２月１日(月)の予定

大森ベルポート｢銀座アスター ベルシーヌ大森｣にて開催

お

知

大田建設協会

ら

せ

事務局職員のお知らせ

会費８，０００円
その他
①

『応急・救命講習会』について
資料に基づき伊藤副会長より説明

②

『大田区防災会議』について
小林会長 出席

③

『研修旅行』について
本年は見合わせ

この度、平成２６年１２月５日をもって、平成２
２年９月より勤務している 河合正枝 様が退職
します。
新職員として、守屋 文（モリヤ アヤ）様が平
成２６年１１月２０日より勤務されています。

平成２６年歳末

いよいよ年の瀬も迫り、１２月１日からは「年末年始労災防止強調期間」が始まります。寒くなり、
筋肉が萎縮すると思わぬ怪我や事故の原因になります。年末年始も災害０を心がけましょう。

３．大田区経理管材課へ要望書提出について

表彰社員５名まで無料

来賓
1.大田区長

発行 大田建設協会 広報委員会
大田区大森北１丁目３３番５号

大田建設協会 暑気払い

８月

４日（月）

大田区役所にて、平成２６年度の優良工事感謝状贈
呈式が行われました。
表彰 5 件のうち、会員企業からは株式会社 佐々木
組さんの「大田区田園調布五丁目付近管路耐震工事」
や東急・村石建設工事共同企業体さんの「補助３２８
号整備その他工事」が表彰されました。
贈呈式の後は、各表彰会社と区役所職員の間で懇談
会が設けられました。

大田区計画財政部管理下との懇談会

１０月

８日（水）

大田区役所 HK202 会議室で、飯田計画財政部長の挨拶で始まり、計画財政部管理課と大田建設
協会の講談会が行われました。
出席者は大田区役所からは、飯田部長、池課長、白根課長、上村、岡元、武井、浅野、星野、吉
原係長、垣根事務担当。大田建設協会からは、小林会長、由谷、河津副会長、横山、鈴木、新保、
神薗、湯本、鏑谷、板林建築技術委員、結城広報委員長、中本広報委員がそれぞれ出席しました。
懇談では、年間工事予算の確保と早期発注について、実勢価格の再用について、設計図書につい
て、内訳数量について、設計変更について等、それぞれの意見交換、懇談が行われました。

役 員 会 報 告
【平成２６年７月１４日

定例役員会】

議題

【平成２６年９月８日
議題

１．『各委員会編成』について

１．『大田区議各派製作懇談会・要望書提出』について

資料に元図木会長より説明

自由民主党大田区議団 ７月３０日

２．『平成２７年度大田区予算等に対する要望・懇談会』について
自由民主党大田区連合

応急・救命講習会

１１月

大田区議会公明党

７月３０日

大田区議会民主党

９月 ３日

要望書を資料に基づき会長より説明

平成２６年７月３０日（水）１３：００～

１０日（月）

大田区役所１０階

昨年度に続き、大田区、品川区の共催で「応急・救命講習会」が開催されました。今回は１日の
みの開催でしたが６４名の方が参加し、ＡＥＤの使用方法を含め、救命への関心の高さが伺われま
した。
講師をしてくださった東京防災救急協会の方の熱心な指導の下、参加者も実際の状況を想定し、か
なり緊迫感のある講習となりました。
講習会の参加者も熱心に受講するあまり、講習時間が押してしまう一幕もありましたが、盛況の内
に終了しました。

定例役員会】

第一委員会室

２．『大田区への要望等』について

大田区議会公明党

①大田区都市基盤整備部長へ平成２６年９月４日 提出（資料）

平成２６年７月３０日（水）１４；００～

②大田区計画財政部施設管理課との懇談会

大田区役所１０階

平成２６年１０月８日（水）９：００～

第一委員会室

大田建設協会 運営委員８名出席予定

大田区役所２０２C 会議室にて開催

（要望書の回答をもらう）

本日役委員会後 土木、建築、災害委員により要望書原案作成
３．『研修旅行』について
３．『事務局の夏季休暇』について

一昨年行った研修旅行（東松島）その後の復興についての研修行

８月１１日（月）から１５日（金）まで

を企画する。

４．『戸協建設組合・建退共パンフレット』について

４．『大森防犯協会平成２６年度会費』について
年会費 金１０，０００円

例年通り会費支払う

その他
①

『平成２６年度大田区交通安全協議会』

５．『定期健康診断』について

平成２６年７月３５日（金） １０：００～
本庁舎１１階 第５・６委員会室で開催

実施日 平成２６年１０月２０日～２４日のうち１日（後日確定
小林会長出席予定

日連絡）
協会５階会議室等にて開催

②

『大森再開発推進委員会平成２５年度総会』
平成２６年７月３０日（水） １０：００～
大森東急イン５階「メープル」にて開催

その他
結城幹事出席予定

①

『大田区優良工事感謝状贈呈式』
平成２６年８月４日（月）

③

『大森警察協力四団体合同懇親会』
平成２６年８月６日（水）

１４：００～

本庁舎１１階 第五・六委員会室にて開催

小林会長出席

１８：００～

大森東急イン５階「フォレストルーム」にて開催
会費５，０００円

②

欠席

『大田区耐震助成制度世話役会』
平成２６年９月３０日（火） １８：００～
本庁舎２階２０２会議室で開催 建築技術委員会にて対応

④

『大田区耐震助成制度世話役会』
平成２６年７月２９日（火） １８：００～
本庁舎９階９０２会議室で開催 建築技術研究委員会にて対応

③

大田区災害時応急修理等連絡会』
『平成２６年１１月２６日（水）１３：３０～
大田区役所

ＨＫ－２０３会議室で開催

小林会長、河津副会長、横山建築委員長、
結城広報委員長 出席予定

