
平成２６年度 事業実績報告書 

 

   継続事業１ 工業高校への教育用備品贈呈及び出前授業の実施及び３級

配管技能検定受検指導 

        ①今治工業高校へ教育用備品贈呈 

・日時：平成２６年７月４日（金）１１時４５分 

 ・場所：校長室 

 ・参加者：校長、教頭２名、事務長、機械科長、代表生徒 

      ：佐藤会長、山岡副会長、土居副会長、渡部技術   

委員長、今治地区協会員（近藤工業所、長井商

会、丸石設備工業）、事務局長 

  ・贈呈品：両頭グラインダー２台、ベルトサンダー１台 

       合計金額３０万円 

  ・財源：会費 

②今治工業高校での出前授業 

・日時：平成２７年２月 13日（金）１０時～１０時５０分 

１１時～１１時５０分  

         ・場所：大会議室 

         ・受講者：機械科２年３６名 

         ・授業内容及び講師 

            「人は皆、同じ子供から」佐藤会長 

            「ライフラインを支える使命」近藤工業所近藤勝義 

・財源：建設業振興基金補助金、会費 

        ③県立松山高等技術専門校での出前授業 

         ・日時：平成２７年１月２７日（火） 

１３時３０分～１４時４０分 

                  １４時５０分～１６時 

         ・場所：同校教室 

         ・受講者：総合建築科１３名 

         ・授業内容及び講師 

            「建築管工事施工管理技士試験合格へのヒント」 

             土居副会長 

            「社会の一員になるために」佐藤会長 

         ・財源：建設業振興基金補助金、会費 

 

       ④３級配管技能検定受検指導 



         吉田高校の受検者１名に対し、明成及び土居鉄工所が 

         同校へ出向き指導した結果、合格した。（３月１３日合格発

表） 

 

        財源：会費 

 

   継続事業２ 森林保全ボランティア活動の実施 

        ・日時：平成２６年１０月４日（土）１０時～１２時 

・場所：久万高原町下畑野川の町有林フィールド 

・参加者：会員及び家族、東北からの避難者、愛の葉ガールズ、 

    久万高原町、県関係者等６５名 

・活動：アジサイ１００本の植樹、木材チップでの園路作り 

・財源：建設業振興基金補助金、会費 

         

   継続事業３ ノーダン運動安全パトロールの実施 

        ・日時：平成２６年１１月１０日（月）１３時～１５時 

・場所：東・中予地区、 総合運動公園陸上競技場メインスタ  

ンド改修衛生設備工事、空調設備工事 

：南予地区、宇和島水産高校本館外耐震改修衛生設備  

工事、水産研究センター魚類検査室改修衛

生設備工事 

・参加者：東・中予地区 ２０名 

南予地区 ７名 

・活動：現場代理人の案内で参加者が気付いた点を指摘し、

指摘事項については改善するよう要望した。また、

活動内容を県に報告した。 

・財源：会費 

        

   継続事業４ 公共土木施設愛護活動（愛ロード） 

         ・場所：県道松山港線（愛媛新聞社前～フジグラン～四電

工前） 

         ・日時：第１回平成２６年６月２１日（土）９時～１０時

参加者３０名 

             第２回平成２６年９月６日（土）９時～１０時 

                参加者３２名 

              



第 3回平成２６年 11月１５日（土）９時～１０時 

                参加者 29名 

         ・財源：会費 

 

   継続事業５ 技術力向上のための講習会開催事業 

       第 1 回 ・品確法改正に伴う「施工体制台帳」作成上の留意点

及び作成要領について 

           ・日時：平成 26年 8月 23日（土）15：30～17：10 

           ・場所：松山市管工事業協同組合事務所 

           ・参加者：31名 

           ・講師：行政書士・社会保険労務士  矢野 浩司 

           ・財源：会費、受講ＣＰＤ負担金、受取利息 

       第 2回 ・県庁第一別館免震装置設置現場見学会 

           ・日時：平成 26年 9月 17日（水）13：30～15：00 

           ・場所：県庁第一別館 

           ・参加者：32名 

           ・講師：愛媛県建築住宅課営繕室、重松兄弟設備（株）、 

              （株）明成 

           ・財源：会費、受講ＣＰＤ負担金、受取利息 

       第 3回 ・建築設備工事（スプリンクラー工事）のための 

            技術者講習会 

           ・日時：平成 26年 10月 25日（土）15：15～17：00 

           ・場所：松山市管工事業協同組合事務所 

           ・参加者：26名 

           ・講師：上田消防建設(株)常務取締役 正岡 尚起 

           ・財源：会費、受講ＣＰＤ負担金、受取利息 

 

   その他事業１ 人材育成関係事業 

         ①若手技能者研修会 

・東予地区 9月 24日 場所：（株）近藤工業所 

      講師 同社社員 

参加者 7名 

           ・中予地区 9月 30日 場所（株）大西工業 

                 講師 二神委員長 

                 参加者 12名 

           ・南予地区 9月 10日 場所 豊田冷機工業(株) 



                 講師 (株)明成社員 

                 参加者 7名 

             ・財源：会費 

          

         ②ポリテクセンターでの訓練生に対する求人活動の実施 

             ・日時：平成 27年 3月 3日（火） 

             ・参加者：(株)ホーム設備、(有)松山水道工業所 

             ・財源：会費 

 

            

         ③業界イメージアップポスターの作成および配布 

             ・愛の葉ガールズを起用した業界イメージアップ

ポスター「知っとる？建築設備」を 8 月

に 500部作成。 

・愛媛県知事に作成を報告するとともに、県立、

私立の工業高校、県立高等技術専門校、ポリ

テクセンター等の職業訓練機関、市町等行政

機関、会員事務所等に掲示。 

             ・財源：建設業振興基金補助金、会費 

 

         ④人材育成研究会活動報告会及び講話会の実施 

            ・日時：平成 26年 10月 2日（木） 

            ・場所：ホテルＪＡＬシティ 

            ・内容：今までの活動報告及びえひめ地域政策研究

センター佐伯調査役による講話「四国の未

来への展望（四国新幹線）」 

            ・財源：会費 

          

         ⑤(株)千代田設備会長による講演会の実施    

            ・日時：平成 26年 6月 10日（火）14：00～16：00 

            ・場所：愛媛県男女共同参画センター 

            ・内容：千代田設備における人材育成と会社経営に

ついて 

                「艱難汝を玉にす。苦難は幸福の門」 

            ・講師：(株)千代田設備 会長 佐藤 袁也 

            ・参加人数：140名 



            ・財源：会費、県中小企業団体中央会からの補助金 

         ⑥県立工業高校でのマッチングフェアへの参加 

            ・松山工業高校（2年生対象） 

             ・日時：平成 26年 12月 4日 13：30～15：40 

・参加者：協会及び会員として日機愛媛、ホーム

設備、松原水道工業所  

            ・八幡浜工業高校（2年生対象） 

             ・日時：平成 26年 12月 11日 14：55～16：00  

             ・参加者：協会及び会員として土居鉄工所、村上

水道工業所 

            ・財源：建設業振興基金補助金、会費 

    

   その他事業２ 機関誌の作成 

          8 月と 1 月の年２回機関誌「愛空衛」を３００部作成し、

会員、賛助会員、広告提供企業、関係行政機関及び団体

へ配布した。 

          ・財源：会費、広告料 

     

   その他事業３ 経営問題研究会の開催 

           ・日時：平成 26年 9月 18日（木）15：00～16：30 

           ・場所：松山市管工事業協同組合事務所 

           ・内容：社会保険未加入対策の全体と標準見積書の扱

いについて 

           ・講師：行政書士・特定社会保険労務士 矢野 浩司 

           ・参加者：28名 

           ・財源：会費、ＣＰＤ受講者負担金 

 

   その他事業４ ①総会の開催 

           ・日時：平成 26年 5月 28日（水）16：00～17：00 

           ・場所：ホテルＪＡＬシティ松山 

           ・出席者：43名（うち議決権委任 6名） 

           ・議決内容：平成 25年度事業報告、収支決算 

                ：平成 26年度入会金及び会費の額並に徴収

方法 

                ：人材育成委員会の新規設置 

                ：専務理事の選任、役員改選 



           ・報告内容：平成 26年度事業計画、収支予算 

           ・財源：会費         

          ②創立 40周年記念祝賀会の開催 

           ・日時：平成 26年 5月 28日（水）17：30～19：30 

           ・ホテルＪＡＬシティ松山 

・主な来賓：中村知事、大西渡県議会建設委員長（議   

長代理）、竹田自民党県連幹事長、森﨑日空衛

四国支部長（会長代理）、四国各県設備業協会

長、県内関係団体会長他 

・参加者：109名（来賓 44名、会員 36名、賛助会員

他 29名） 

・財源：会費、賛助会員の参加負担金 

          ③忘年会の開催 

           ・日時：平成 26年 11月 22日（土） 

           ・場所：ホテルＪＡＬシティ松山 18：00～20：00 

           ・参加者：62名（会員 32名、賛助会員 27名他） 

           ・財源：会員及び賛助会員の参加負担金 

          

   その他事業５ 市町長への分離発注の要望 

          ・日時：平成 26年 9月 3日（水）14：00～14：30 

・訪問先 四国中央市長 

・出席者：佐藤会長、山岡副会長、石川理事、宮崎協会員、 

     上城戸事務局長 

・財源：会費 

 

   その他事業６ 住宅フェアーへの参加 

          ・日時：平成 26年 10月 25、26日 10：00～17：00 

          ・場所：アイテムえひめ 

          ・設備相談：10月 26日 大西理事、豊田総務委員長 

          ・出展企業：日機愛媛（エコ給湯、電気調理器他） 

               ：松山宮地弘商事（太陽光発電、コケ緑化ユ

ニット） 

          ・財源：会費 

 

    

  



   その他事業７ 賛助会員と会員の交流会の実施 

          ①会員、賛助会員によるチャリティーゴルフの開催 

            ・日時：平成 26年 11月 22日（土） 

            ・場所：チサンカントリークラブ北条 

            ・参加者：会員 9名、賛助会員 13名 

            ・財源：会費（プレー代及びチャリティ代は参加者

負担） 

          ②賛助会員会社商品ＰＲ会 

            ・日時：平成 26年 6月 21日（土）10：30～11：45 

                （第一回愛ロード終了後） 

            ・場所：松山市管工事業協同組合会議室 

            ・発表者：(株)ダイキアクシス 家庭用浄化槽ＸＥ型 

                 三菱電機住環境システムズ(株) 既設配

管再利用した空調器等 

            ・参加者：25名 

            ・財源：会費 

 

   その他事業８ 宝塚歌劇観劇旅行の実施 

            ・日時：平成 26年 9月 27日（土）～28日（日） 

            ・行程：27日（土）宝塚観劇、宝塚ホテル泊 

                28 日（日）六甲展覧台、神戸三田プレミア

ムアウトレットモール 

            ・参加者：41名（女性 36名、男性 5名） 

            ・財源：会費、参加者負担金 

 

   その他事業９ 森林保全ボランティア活動における参加者交流会の実施 

            ・日時：平成 26年 10月 4日（土） 

・場所：国民宿舎古岩屋荘での昼食（いも炊き） 

正岡りんご園他でのリンゴ狩り、栗拾い 

            ・参加者：会員及び家族、東北被災地からの避難者、 

                愛の葉ガールズ、地元関係者  

            ・財源：建設業振興基金、会費   

 

   その他事業１０ ノーダン運動安全パトロール実施前の事前打合せ、実

施後の気付いた問題点の検討会の実施 

           ・日時：11月 10日（月）パトロール当日 



           ・開始前：参加者で昼食を取りながら事前打合せ 

           ・実施後：参加者で問題点等の指摘検討 

           ・財源：会費 

 

          

 

 

 

 


