
令和2年 事業報告

名称 委員長 事業名称 実施報告

環境委員会 桐生 解体工事現場、処分場等の視察、調査、研究

各種講習会の実施

実務勉強会

（総体説明）

名称 委員長 事業名称 実施報告

資料委員会 小泉 保有機械一覧、資格者、実施内容の更新

新積算基準、施工計画の策定

行政懇談会

（総体説明）

・保有機械一覧、資格者アンケートは比較的スムーズに回収できました。各社とも保有機械、資格者とも

　増加しているようです。

・新積算基準施工計画の策定は未実施です。

・行政懇談会は予定通り開催しました。コロナ禍の折、懇親会はできませんでしたが、有意義な

　意見交換ができました。

名称 委員長 事業名称 実施報告

安全委員会 瀧川 建設リサイクル法合同パトロール　参加

建災防災害防止大会

安全祈願祭

（総体説明）

止大会は中止となり、年２回開催される建設リサイクル法合同パトロールは、秋の一回のみとなりました。

パトロールに関しましては、今後は多くの会員企業が参加出来るように検討して行きたいと思います。

安全祈願におきましても人員を限定した中での開催でしたが、他にも参加したかったという意見も多くあ

ったようですので会場の選定や実施方法も状況を見ながら臨機応変に対応して行きたいと思います。

今年度事業は、ほぼ新型ウイルス関係で急遽中止とさせていただきました。今後事業にはウエブなどを

活用しながら先進地視察の計画等、大勢の会員が共有できる様にて調整させていただきたく、会員企業

のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

新型コロナウイルスの影響もあり、例年通りとは行かない一年でした。事業活動にある建災防災害防



令和2年 事業報告
名称 委員長 事業名称 実施報告

防災委員会 近 緊急行動計画、訓練

暴力団追放・銃器根絶県民大会、暴力団排除条項の啓蒙

防災訓練

（総体説明）

令和2年度は新型コロナウイルス渦で大会・合同訓練・勉強会等の全ての事業が中止又は延期となりまし

た。そんな中でも、緊急行動計画に関する訓練を協会事務所で支部別電話連絡を令和2年11月26日と令和3

年1月20日に実施いたしました。これまで18年間全会員様の協力で繰り返し実施しておりますが新規会員

企業様で今年度は所要時間がかかっている状況です。新年度は令和３年10月31日(日)新潟県総合防災訓練

が新潟県・津南町の主催で開催予定です。そのほかには令和3年度は不当要求防止責任者講習が5月19日(水)

佐渡：あいぽーと佐渡、５月28日(金)新発田：新発田市生涯学習センター6月23日(水)三条：三条燕地場産

業振興センター　メッセピア、6月29日(火)新潟：新潟テルサが予定されております。今年度も新型コロナ

ウイルス渦で各イベント事業・活動には制約を受け、会員企業の皆様にはご不便をおかけしますが今後も

何卒ご協力賜りまして感謝申し上げます。

名称 委員長 事業名称 実施報告

厚生委員会 市川 広報誌発行

解体通信

研修視察（他県協会視察と意見交換会、自然環境視察）

（総体説明）

今年度はコロナの影響により、九州方面で計画していました研修視察が中止となりました。

大変残念ではございますが、来年度は状況が好転すれば再開させて頂ければと思っております

解体通信につきましては、今回より新たな取り組みとして会員企業様の紹介を協会ホームページにて

掲載させて頂いております。皆様、協会ホームページをご確認ください。

名称 本部長 事業名称 実施報告

総務本部会 関原 解体工事業としての意識の向上、施工技士の意識向上

（総体説明）

　事業委員会の事業が軒並み中止、縮小の中、協会の通常業務を滞りなく、終えることができました。

総会の書面決議においては、初めてのことでありましたが、その制度を調査し、実行しましたし、連

合会事業においてはウイルス感染防止対策を励行し、各種講習、試験を万全な体制で完結しました。

　また、行政訪問も繰り返し行ない、環境関連法改正に伴う説明会等は実現できませんでしたが、会員

へ情報提供をある程度できたのではないかと思います。今後も続く、ウイルス感染対策は「普通」にな

るでしょうから、三密を回避した事業展開を模索していきます。



別紙：令和2年度事業報告 総務本部会

№ 事 業 仕 分 け 月 日 事 業 名 称 実 施 場 所

1 02.04.01 事務局会議 協会事務所

2 02.04.01 県庁挨拶 新潟県庁

3 02.04.17 第4回情報委員会 協会事務所

4 02.04.24 第5回情報委員会 協会事務所

5 02.04.24 事業、会計監査 協会事務所

6 02.04.27 第1回理事会 協会事務所

7 02.04.30 事務局会議 協会事務所

8 02.05.11 第1回委員長会 協会事務所

9 02.05.22 事務局会議 協会事務所

10 02.05.25 第24回定時総会 新潟東映ホテル

11 02.05.25 第2回理事会 新潟東映ホテル

12 02.05.29 第9回通常総会　大阪総会 帝国ホテル大阪（書面）

13 02.06.03 新潟市経済社会再興本部会議 新潟市役所本館5階

14 02.06.05 JTBと視察研修打合せ 協会事務所

15 02.06.05 第1回総務本部会 協会事務所

16 02.06.19 事務局会議 協会事務所

17 02.07.15 第2回総務本部会 協会事務所

18 02.08.07 事務局会議 協会事務所

19 02.08.28 事務局ズーム会議 協会事務所

20 02.09.08 新潟県要望書打合せ① 新潟県庁

21 02.09.17 新潟県要望書打合せ② 新潟県庁

22 02.09.30 新潟県要望書打合せ③ 新潟県庁

23 02.10.06 施工技術講習新潟会場 新潟朱鷺メッセ

24 02.10.07 施工技術講習新潟会場 新潟朱鷺メッセ

25 02.10.08 登録解体工事講習新潟会場 新潟朱鷺メッセ

26 02.10.14 親睦ゴルフ大会 中条ゴルフ倶楽部

27 02.10.30 新潟県要望書提出 新潟県庁

28 02.11.26 第3回総務本部会 協会事務所

29 02.11.26 施工技士資格試験準備委員会 協会事務所

30 02.11.27 施工技士資格試験特別講習 新潟テルサ

31 02.11.30 行政懇談会打合せ 新潟県庁

32 02.12.01 アスベスト対策技術連絡会議 新潟県庁

33 02.12.06 解体工事施工技士資格試験 新潟朱鷺メッセ

34 02.12.09 第3回理事会 新潟東映ホテル

35 02.12.21 不法投棄県民ネットワーク会議 新潟県庁西回廊大会議室

36 02.12.25 事務局会議 協会事務所

37 03.01.15 県庁御礼（行政懇談会） 新潟県庁

38 03.01.20 第4回総務本部会 新潟東映ホテル

39 03.01.20 意見交換会 新潟東映ホテル

40 03.01.26 県空き家対策総合連絡調整会議① オンラインライブ

41 03.01.27 県庁御礼（行政懇談会） 新潟県庁

42 03.01.27 事務局会議 新潟県庁

43 03.02.04 県空き家対策総合連絡調整会議② オンラインライブ

44 03.02.10 北陸地整ヒヤリング 協会事務所

45 03.02.19 事務局会議 協会事務所

46 03.02.24 第5回総務本部会 新潟東映ホテル

47 03.02.24 第4回理事会 新潟東映ホテル

48 03.03.05 施工技士登録更新講習新潟会場 新潟朱鷺メッセ

49 03.03.23 北陸ブロックオンライン会議 協会事務所

50 03.03.29 石綿関連法令改正Ｑ＆Ａ 労働局、県庁
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