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理事長あいさつ
日頃より組合運営並びに組合事業に、ご理解ご協力を賜りまして厚く御礼申
し上げます。

政府の方針として今後は経済を止めることな
く“ウイズコロナ”を模索していくようです。
企業活動も今後は同様の動きになっていくこと
でしょう。
我々の業界近況に目を向けると2021年度の鉄
骨需要量は462万トンで前年12％増のようです

長野県鐵構事業協同組合
理事長

倉科

が、各種資材が高騰し今までにないレベルで推

賢三

移しつつあります。一方長野県内の労働災害の
発生状況は4月末現在で704人（休業4日以上）
、
前年比28％、一昨年比48％それぞれ増加してお

過日3年ぶりに対面にて行われた長野県鐵構
事業協同組合

り、こちらも非常に憂慮すべき状況です。

総会において理事長にご選出い

ただきました。また事業計画、予算等につきま
しても原案通りご承認いただき令和4年度の事
業がスタートしました。工場認定、技能検定関
係の事業はすでに始まっているものもあります。
私以外の役員人事についてもご承認いただき
ました。今後2年間の任期において皆様のご理
解・ご協力をいただきながら組合事業を進めて
まいります。
ここ数年、猛威を振るってきた新型コロナ感
染はこの原稿を書いている6月1日現在、長野県
の警戒レベルは2～3、感染者数は1日あたり300
人 前 後 で 推 移 し て い る よ う で す。 累 計 で は
73,500人 と の こ と で 総 人 口200万 人 と す る と
3.6％（100人中3.6人）が感染しており、既にわ
れわれの身の回りには普通に感染者がいて不思
議でないような状況です。
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理事長あいさつ
の念を感じざるを得ません。

更に、各社人出不足感をお持ちかと思います
が、少子高齢化の進行で1995年以降生産年齢人

このような状況の中、鐵構事業協同組合とし

口は減少しており、今後その傾向はさらに強く

て組合員の皆様にとって有益な団体であるため

なっていくと考えられています。

にはどのような事業活動が望ましいのか皆様の
お知恵をお借りしたいと思います。

このような中、人材採用と育成はますます各
社にとって重要な課題となってきそうです。組

組合員数も減少しつつあり、当然会費収入が

合の教育事業費は昨年7,030千円の収入（支出

減少する中、組織を維持・運営することも年々

は6,250千円）になりました。

厳しくなっていくことは避けられないと思いま
す。

技能検定、法令改正による各種講習会にも多

来年令和5年度は、組合設立50周年となり、

くの皆様のご参加をいただき一部お断りしなけ

記念事業を予定しています。組合員皆様にとっ

ればならないほどでした。
各社が人材育成や安全衛生、法令順守等を重

て有益な団体であるよう、同業者のみでなく、

要視している結果を示していると考えられます。

各方面色々な皆様のお知恵をお借りし次の50年

世界に目を向けるとロシア、ウクライナの戦

につながっていくよう浅学非才な身であります

争が継続し、日々尊い命が失われています。改

が、皆様のご理解・ご協力を今年1年よろしく

めて平和と人命の尊さを認識し、いまの日本を

お願いします。

守り、引き継いでいただいた先人に感謝と尊敬
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令和4年度 通常総会
令和４年度通常総会、５月20日（金）上田市「上田東急ＲＥＩホテル」にお
いて対面にて開催されました。
昨年、一昨年と二年続けてコロナウィルス感染の拡大に伴い通常総会は書面議決にて対面での開催
は控えておりましたが、今年度は感染は完全には終息していないまでも重症化率も下がっている状況
の為、感染対策を十分に行った上で、柳澤東信支部長のもと、東信支部の皆様にご担当を頂き、事前
の準備に始まり当日の総会を迎える事ができました。
総会にはご来賓は呼ばず組合員のみでの開催としましたが、組合運営をサポート頂いています長野
県中小企業団体中央会様のみご出席頂き、新開様にはご来賓のご挨拶を頂きました。
司会の黒岩睦男氏に進行して頂き、山邉議長、依田副議長により議案は全て承認されました。今年度
は役員改選の年でありましたが、新しい役員が決まり本年度のご活躍を期待します。

議 長
副議長

山邉 氏
依田 氏

令和4年度

通常総会
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組合表彰者の紹介
【組合表彰】
受賞該当者なし

【令和3年度
表

彰

技能検定長野県技能競技大会表彰】構造物鉄工・とび

式

令和４年５月30日
（月）								

記念品贈呈式

令和４年５月30日
（月）								

・構造物鉄工

１級

２位

吉池

裕弥 様

２級

１位

金澤

徹様

㈱角藤鉄構事業部					

			

２位

小嶋

健様

㈱倉科鐵工所

			

３位

中村

敏徳 様

		

吉池鉄工㈱

㈱角藤鉄構事業部				

【理事長へ感謝状】
通常総会の役員改選に伴い理事長を2期4年務められた飯島正博氏に対しまして、
新理事長に就任されました倉科賢三氏より感謝状が渡されました。
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組合員だより
北信支部組合員だより

NO YOGA NO LIFE!

を見るのがとって

～ヨガの無い人生なんて考えられない！～

も嬉しいです。逃

トライアン㈱

塩島

えり子／大日方

げ出したい位大変

宏次

だ っ た200時 間 の
ヨガの勉強も、今

私がヨガを始めたのは10年以上前です
が、さかのぼること２年前、ちょうどコロ

私にたくさんの幸せ与えてくれています。

ナウイルス流行り始める直前に、ヨガイン

私に大きな成長と幸せを与えてくれてい

ストラクター養成講座に通い、全米ヨガア

るヨガですが、そのヨガを行う上で大切な

ライアンス（全米のヨガ協会）にインスト

ことのうちのひとつが「人と比べない」と

ラクターとして登録できる「RYT200」と

いうことです。一人一人違うので比べても

いう資格を取りました。資格取得後、会社

意味がないのです。自分と全く同じ人間な

でヨガクラブを設立し、部員に教えていま

んていないですよね？
みなさんもどこかでヨガをやる機会が

す。

あったときは、自分と向き合って、みなさ

クラブ名は「NO YOGA NO LIFE ！」

んそれぞれのヨガを楽しんでください！

思いの丈をぶつけたクラブ名です。

そして、そんな弊社の講師のヨガにハ

初めて教える側に立った時、その難しさ

マった大日方でした。

は想像を超えていました。
クラブ活動で教える中、みんなのリアク
ション全てがとても勉強になっています。
「できない」「むずかしい」
「たのしい」「ど
うやったらできるようになるの？」などの
率直な質問や感想が、指導する技量を上げ
る糧となっています。
たまにおじさんたちから私も答えられない
ようなド直球の質問がくるのでうかうかし
てられません。
でもそんな部員のみんながどんどん上達
していって、ヨガの魅力にハマっていく姿

そんな大日方です↑

6

てっこう長野

（7） 2022 年（令和 4 年）6 月 30 日発行

Vol.42

理事会、委員会だより
正副常任理事会、理事会、各委員会開催状況
（自  令和４年２月１日〜至  現在分）
日

時

令和４年 2月24日

会

議

名

場

所

50周年記念事業事前検討会

長野市「旧組合事務所」
長野市「旧組合事務所」

〃

3月 8 日

運営委員会

〃

3月11日

事務所閉所式

神事（常任理事）

長野市「旧組合事務所」

〃

3月18日

事務所閉所式

神事（常任理事）

長野市「新組合事務所」

〃

3月25日

50周年記念事業事前検討会

長野市「新組合事務所」

〃

3月29日

常任理事会

長野市「新組合事務所」

〃

4月12日

技術委員会

長野市「新組合事務所」

〃

4月14日

M会監事会

リモート

〃

4月28日

理事会

長野市「新組合事務所」

〃

5月20日

理事会・通常総会

上田東急REIホテル

〃

5月21日

技術委員会（構造物鉄工）

上田職業訓練センター

〃

5月26日

技術委員会（とび）

松本「フィット工業 ㈱」

〃

6月 3 日

青年部通常総会

ホテルメルパルクNAGANO

〃

6月 8 日

Mグレード部会通常総会

ホテルモンターニュ松本

〃

6月16日

常任理事会

長野ホテル犀北館
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Mグレード部会だより

Ｍグレ－ド部会では、今後、コロナ感染
の状況を見ながら、会員の皆様の経営・技

長野県Mグレード部会
会長

奥村

術・技能の向上と発展のため、情報提供と

剛

情報交換を再開してまいりたいと思ってお

（有）
長野奥村製作所

りますので、今後とも皆様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

会員の皆様には、日頃よりＭグレ－ド部
会の活動にご理解とご協力をいただき、誠
にありがとうございます。
このたび、会員の皆様のご理解とご協力を
いただいて、3年ぶりに通常総会を開催す
ることが出来ました。ありがとうございま
した。
コロナ感染とウクライナ情勢の影響によ
り、今、鉄骨業界は材料費・電気代・ガス
代などの値上げや材料の納期の遅れで、大
変厳しい経営環境にあります。また、以前
から続いている人手不足のため、仕事が
あっても断らざるを得ない状況も出てきて
おります。一方でコロナ感染の収束を見す
えて建設工事の計画は増えて来ており、明
るい兆しも見えてきております。この先、
先行きが見えない状況でありますが、企業
が存続して行くためには、時代の変化に合
わせて企業も変わって行くことが必要だと
思います。
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青年部会だより

本年度はコミュニケーションの場を設

長野県青年部会
会長

け、情報を共有し会員全員が仲間意識をも

長岡 拓馬

ち、安心して事業に従事できる会としてい

長岡鉄工㈱

きたいと考えております。
◎活動内容については

青年部会会長２期目を迎えて

・年2回以上の研修事業

2020年6月に青年部の会長に就任してか

・青年部会独自の活動の発案

・メールやSNSなどによる情報共有
上記を目標に活動をしていきたいと思い

ら2年が経ちました。

ます。

就任当初から新型コロナウィルスによる
感染症の拡大に見舞われ、いわゆるコロナ

会員の皆様、多忙な一年となると思いま

禍という状況の中で青年部会会長として2

すが、是非ご協力をお願い致します。

年間を振り返る……何もしていない。
言い訳をすれば「何もできる状況ではな
かった」で済ませることが出来るのだが、
何かできることを行ったかと言われるとそ
うではなかったと反省しなければならない。
私たち鉄骨業界の現在～今後は見通しが
良いとは決して言えない状況にあります。
そんな中、企業を繋ぎ、情報を共有し、助
け合い乗り越えていかなければならないと
日々感じております。
同業種の次世代へとつなぐ青年部会を存
続し、盛り上げていきたいと思います。
青年部会会長として3期目を迎え無事に
通常総会を終えることができました。

9

てっこう長野

（10） 2022 年（令和 4 年）6 月 30 日発行

工場認定申請及び予定状況
工場数 : 67社（内認定工場：49社／未認定工場：18社）（2022年6月1日現在）
〇2022年前期の認定申請工場は４社でした。
内訳

Ｈ・・・・・２社

Ｍ・・・・・１社

Ｒ・・・・・１社

〇2022年後期の認定申請予定工場は５社です。
内訳

Ｍ・・・・・５社

2021年度は、北信地区の吉池鉄工㈱さんがＨグレードを取得いたしました。
北信地区

吉池鉄工㈱さん

Ｈグレード

性能評価申請書、各グレード別 基準類が新しくなりました！
◎申請書

株式会社 全国鉄骨評価機構 ホームページから
ダウンロードしてください

◎基準類

（工作基準、検査基準、製作要領書作成基準、外注管理基準）
一般社団法人 全国鐵構工業協会
ホームページ（会員専用コーナー）よりダウンロード

申請先、申請受付期間、申請方法
〔申 請 先〕組合事務局
申請工場

➡

組合事務局

➡

全国鉄骨評価機構

前期

4/1〜5/9

4/1〜5/15 必着

後期

10/17〜11/1

10/15〜11/30 必着

〔申請方法〕組合事務局へ申請書（エクセルデータ）をメールにて送付してください。
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工場認定申請
大臣認定取得工場の技術者資格の虚偽申請について
昨年度、大臣認定取得工場において技術者資格の虚偽申請が発覚し、再発防止策として
性能評価の工場審査時には評価員より技術者・技能者資格の有効期限の厳格な確認をす
るようになりました。

◆技術者・技能者資格の有効期限についての再点検と注意喚起
１．工場認定取得時の資格有効期限の再確認
  
〔 資格有効期限の確認、管理状況の確認 (個人・会社) 〕
２．品質管理体制の維持状況の確認

◆性能評価研修会 開催
6月22日（水）
、松本勤労者福祉センターにて、春期性能評価研修会を開催致しました。
参加企業10社、18名の事前予約を頂き、前事務局長の橋本氏を講師とし、令和4年前期と
後期の性能評価実施予定の皆さんと、それ以外のご希望頂いた工場の皆さんが受講さ
れ、変更点等の確認を資料を元に行いました。

組合員の動き NOW
18

現在組合員数は 67 社です。
■ 北信支部
■ 東信支部
■ 中信支部
■ 南信支部

Total

18 社
12 社
18 社
19 社

67

18

19

（2022 年 6 月 1 日現在）
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i
組合からのお知らせ ●
◆令和4年度『構造物鉄工』『とび』 技能講習会

松本商工会議所

共催

まだまだコロナ感染が完全には終息していない状況ですが、今年度も昨年に引き続きコロ
ナ感染対策を行いながら実施しております。昨年度は県外からの受講申し込みはお断りし、
県内在住者のみと致しましたが、県外からの受講者も受入れを行って実施しております。技
能検定の対策講座として検定合格を目的とした講座となっております。
講習会
現図講習会

開催日

申込人数

開催場所

5月21日（土）

1級

2級

上田地域高等職業訓練センター

4

2

〃

10

11

51

7

〔鉄工〕実技講習会

6月4・5・11・12日

〔とび〕実技講習会

6月24・25・26日

松本ふれあい技能センター

〔鉄工〕学科講習会

7月23・24日

ポリテクセンター松本

6

4

〔とび〕学科講習会

8月6・7日

〃

51

8

◆令和4年度 前期技能検定『構造物鉄工』『とび』
◎学科試験 〔とび〕8月21日
（日）PM

長野県職業能力開発協会

〔構造物鉄工〕８月28日（日）AM

◎実技試験
実施職種名

試験日

〔とび〕実技試験

7月1・2・3日

〔鉄工〕実技試験

7月8・9・10日

○訃

試験会場

申込人数
1級

2級

松本ふれあい技能センター

54

7

上田地域高等職業訓練センター

21

28

報

㈱ 柳澤鐵工所  元社長  柳澤 謙三 様 3月20日 86歳にてご逝去されました。
ここに謹んでご冥福をお祈り致します。
㈲ 長野奥村製作所  社長の奥様  奥村 るり子 様 4月16日
ここに謹んでご冥福をお祈り致します。
㈱ 倉科鐵工所  会長の奥様  倉科 美智子 様 4月17日
ここに謹んでご冥福をお祈り致します。
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53歳にてご逝去されました。

83歳にてご逝去されました。
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i
組合からのお知らせ ●
◆組合事務所移転

3/14〜16

昨年の12月に常任理事会、そして書面による理事会にて話し合いのうえ決定しました
事務所移転を予定通り3月中旬に完了いたしました。3月で前事務所の契約が切れるタイ
ミングで、新事務所の移転先を見つけ契約と新事務所への引越しも全て完了することが
できました。
移転先の新事務所は会議スペースを前事務所より広く確保し、会議スペースを借りて
いた経費も今後は抑える事ができるかと思います。建物も以前よりは新しく機能的とな
りましたが、家賃もかなり抑える事が出来ました。組合員さんの交流の場としてもご活
用頂ければと思います。

〔引越しスケジュール〕
□ 3月11日
（金）

事務所閉所式 （旧事務所）

□ 3月14日
（月）

引越し

□ 3月15～17日

片付け

□ 3月18日
（金）

事務所開所式 （新事務所）

新事務所

会議スペース

開所式〔常任理事、事務局〕

◆事務局の新メンバーのご紹介
組合事務局では組合活動及び講習会や技能検定、性能評価等の業務を3名体制にて行っ
ておりますが、3月末にてご家庭の事情で1名退職となった事から、4月より新しい事務担
当のメンバーが加入致しました。皆様からのお問合せ等にて電話対応するかと思います
が、宜しくお願い致します。

◎ 事務局 新体制

事務局長

府中 正行

事務担当

藤森 友美

事務経理担当

久保田 光恵
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編集にあたって

Vol.42

表紙のことば

本編の内容通り、令和4年度通常総会が3年

表紙の写真は「高遠コヒガンザクラ」で有名

ぶりに対面で開催され、新しい体制で新年度が

な伊那市高遠町にある「高遠しんわの丘ローズ
ガーデン」の写真です。スマホで撮りましたが

始まりました。

解像度も進化し一眼レフ並みに撮影できますね。

今期も引き続き運営委員長を仰せつかりま

この園庭は、平成19年6月1日にオープンしま

したが、前期はコロナの影響云々ではなく、全

した。約10,000平方メートルの敷地に約270種

く何もできなかったので、その反省を生かし、

類、 約3,000株 の バ ラ が 植 え ら れ、 赤・ 黄・

新たな気持ちで取り組んでいきたいと思いま

白・ピンクなど、幾種類ものバラをご覧いただ

す。様々な課題が山積している中、力不足です

けます。高台にある園からは、眼下の街並みと

がほんの僅かでも解決に向け前進できる一助に

遠くに中央アルプスを望むこともできます。日
本でも中央アルプスの残雪とバラのコラボレー

なれるよう努めて参りますので、もうしばらく

ションが見れるのはこの場所だけではないで

のお付き合いご容赦願います。

しょうか。見ごろは例年6月上旬から中旬と10

総会も終え、いよいよ来年の50周年記念祝

月上旬です。バラの見頃に合わせこの時期、市

賀事業に向け準備に取り掛かって参りますの

街地も沢山のバラが彩っています。伊那まちバ
ラフェスや伊那まちバラのファッションショ－

で、皆様のご協力よろしくお願い致します。

等のイベントも開催されています。
運営委員長
（株）青木鐵工所

青木

写真提供者

光幸

長野市吉田5丁目1-27 日新ビル3F

（株）宮下鉄工

TEL 026ｰ262ｰ1595
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FAX 026ｰ262ｰ1597

宮下

健

