
全国鐵構工業協会 青年部会 第 15 期 

令和 3 年度  3 地区会長（中地区） WEB 会議 議事録 

 

◎日時：令和 3 年 4 月 14 日（水） 19：00～ 

《次第》 

１：開会 

 司会：坂本    

◎ 開  会 （坂本） 坂本副会長より WEB 会議のﾙｰﾙ説明 開会宣言 

 

◎ 会長あいさつ （池田） 貴重なお時間いただき感謝申し上げます。 

                 意見交換を有意義なものにしたいです。 

 

◎ 出席者の確認 兼 自己紹介  下記の通り 

○本人出席 全青会（池田、坂本、川合、金原、長谷川、菊池）（第１５期） 

〇中地区 各都道府県会長 

〔中部ブロック長：三星工業㈱        岩井氏〕 

（岐阜県会長：太田工業㈱        太田氏） 

（静岡県会長：㈱大城工業        大城氏） 

（愛知県会長：大義工業          大村氏） 

（三重県会長：㈱渡辺鉄工        渡邉氏） 

 

〔北陸ブロック長：三鐡工業㈱        川合氏〕 

（石川県会長：笹井鉄工㈱        笹井氏） 

（富山県会長：㈱光進工業        杉田氏） 

（福井県会長：北川建設㈱        鈴木氏） 

 

〔近畿ブロック長：㈱杉本鉄工所      抜居氏〕 

（滋賀県会長：㈱鍛冶光鉄工所     西村氏） 

（京都府会長：㈱マツダ          松田氏） 

（大阪府会長：㈱光平鉄工        松田氏） 

（兵庫県会長：平松工業㈱        塩津氏） 

（奈良県会長：㈱針田鉄工所       針田氏） 

（和歌山県会長：㈱三宅鐵工建設    三宅氏） 

〇欠席者 

〇鋼構造出版 八木氏 

〇オブザーバー参加 京都府：(有)ミタ工業  三田氏 

              大阪府：㈱吉川工業  吉川氏 

                   ：山堀建設㈱ 田上氏 

                   ：（株）小野木鉄工 小野木氏 

                   ：㈱藪野興業 藪野氏 

           和歌山県  ：㈱北村鉄工  北村氏 

◎ 議事録作成人 

○作成人 長谷川 



２：委任状の件    司会：坂本 

  委任状の提出を 5 月 10 日までに各県会長へ依頼 

 

３：総会議案説明   議事進行：川合 

1） 第 30 回 通常総会 議事 議案審議 

 第 1 号議案 

         第 2 号議案 

         第 3 号議案 

    各議案について説明報告があり質疑等なく終了 

４：ノズルチップの報告（会長） 

       令和 3 年 3 月 報告書参照  

   池田会長より報告書をもとに説明 

   各県会員へ 報告書の配信をお願いした。 

   来期も継続事業としていく 

５：PR 動画の件  司会 川合 

   アンケートをもとに皆さんの意見を伺た 

 順位については 4 月 28 日（水）ブロック長会議にて発表 

  川合氏より PR 動画作成にあたり、詳細について説明 

  大阪府（松田氏） 各ブロックの動画を視聴 近畿ブロックは後出しとなったが 

             全国に負けない思いで製作した。コロナ禍で製作に苦労した。 

             活用については SNS 等にて拡散 
   

  滋賀県（西村氏） どれも出来が良いと思った。なかにはコント風製作して興味を持った。 

              近畿ブロック製作の動画がカラオケに UP することを望む。 
       

  静岡県（大城氏） 視聴する順番にもよるが、近畿ブロックが先に見たのでインパクトが強

かった。PR 動画なので女性活躍の意味を込めて九州ブロックの動画評

価 
   

  福井県（鈴木氏） 大城氏と同じ意見。SNS 等の拡散だけでなく、違った方法で展開されて

はどうか。 
   

  大阪府（薮野氏） 全青会公式チャンネルの登録者数が少ないので、もっと呼びかけが必

要では。定期的に変化をあたえる・再生回数を増やす・一般の方が検索

しやすいテーマ（震災に強い鉄骨・津波洪水に強い鉄骨等）。 

              Twitter などであげてみては。動画自体は良い出来だとも思います。 
               

  その他の意見   tiktok に鉄骨動画あり。呼びかけしてコラボしては。 

（鍛治屋女子あやか） 
   

  鋼構造出版（八木氏） youtube 再生リストを八木氏で作成。Fab さんが作った興味深い動

画集めた。広島の鉄構組合の HP 内に動画 UP されている。 

                 

  池田会長     皆さんの意見を参考にして PR していきたいです。 

 

 



６：コロナ後について 

 アンケートをもとに皆さんの意見を伺った。 

岐阜県（太田氏） コロナで職を失った方を採用。今後はいかに定着が課題。 
 

三重県（渡邊氏） 会社としては新入社員と飲み会をしたい。 

            今後は、社員の定着をはかるため社員同士の絆を深めたい 
 

石川県（笹井氏） 組合関係または社員同士で懇親会がしたい。 

            組合会員・社員の絆を深め、研修旅行とか段階を踏んでいきたい。 
 

兵庫県（塩津氏） 今後については模索中。判断基準は個々によるが。社員を交えて懇親会を

開きたい。新入社員を採用するのに企業説明会をしたい。 
 

富山県（杉田氏） 懇親会・研修旅行を盛大に行いたい。 
 

和歌山県（北村氏）会社自体は、そこまで影響はない。社員同士で懇親会をしたい。 

            和歌山県は、コロナ出始めの頃は、話題になったが県自体人口が少ない

ので広がりも少ない。 
 

大阪府（吉川氏） 社員と懇親会をしたい。組合も含めて。 
 

大阪府（松田氏） 皆さんと同じ意見。仲間とか取引先と懇親会を。 
 

大阪市（田上氏） 現状の仕事量について対策はしているか。自社で倉庫等を作り貸倉庫業 

            等の事業拡大を図る企業がある。 
 

京都府（三田氏） 農家をやりたい・イチゴを作りたい。㌔単価はイチゴの方がよい。 
 

構造  （八木氏） 副業に関しては、特に聞いてはいないが消毒液スタンドやパーテーション等

の製作をされてる企業さんがいる。 

福井県（鈴木氏）から雇用調整助成金の活用について意見を求められた。 
  

滋賀県（西村氏） 社員数が少ないので活用していない。 
 

三重県（渡邊氏） なんとか活用せずに維持している。単価が会社によって格差が大きくなって

いる。雇用を維持するためにも価格を安定させたい。単価の値下がりに歯

止めをかけたい。業界の雰囲気が悪くなるのでは。 
 

岐阜県（太田氏） 公共工事（岐阜県）において鉄骨単価が不安定なため木造やＲＣ造に変更

させざる得ない状況ときく。 
 

全青会副会長坂本 妻と冷戦状態であったがこの影響で子供も含めて仲良くなれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７：人材について 

 アンケートをもとに皆さんの意見を伺った。 

和歌山県（三宅氏） 状況としては難しい。社員に声掛けを要望。                  

             図面等の承認が遅くなりすぎて工程の確保が出来なく図面屋の負担が

増える。 
 

京都府（松田氏） 人材確保ができなく世代交代の時期と重なり技術の継承ができない。 

 

愛知県（大村氏） 景気が悪いので人材採用は行っていない。以前は近親者に声をかけて雇

用する形が多かった。最近の若い方は、年配に喝！を入れられるとすぐに

辞めてしまう。定着させることが今後の課題。 
 

富山県（杉田氏） 外国人技能実習生の活用 現在 4 人を雇用。3 年～5 年の期間で慣れたこ

ろに帰ってしまう。日本人の採用が難しい。ハローワークに募集したり。 

            PS.仕事は他社 FAB から依頼を受けることがあるが規模によってヤードの

問題もあり、生産できない物もある。 
 

全青会川合監事より派遣会社から問い合せが多い。派遣社員を活用しているところはあるか

と意見を求めた。特に活用している企業はない模様。 
 

大阪府（吉川氏） 2 年前に九州ブロックの事業参加。宮崎県内の宮崎専門学校を見学 

           自分の子供を研修という形で友人にも声をかけて一緒に入学。 

           即戦力とまではいかないが、今後につなげている。 

           この専門学校の設備が充実している。実践に近い形で教育がされる。 

           専門学校の入学については、応募が多い時は宮崎県内出身者を優先させ

ている模様。 
 

奈良県（針田氏） 若者の傾向として、お金より休みが欲しいとの思い。 

            昔は、見て覚えろという傾向だった 

           自社でマニュアルを作成新入社員の教育させている。 

           また、どのように作るかは一度考えさせてわからない場合は、社員で一緒に

考えさせている。 
 

兵庫県（塩津氏） インターンシップの活用。2 年前から大学向け等の採用活動を行っている。 

            見学者を呼ぶにあたり社員に自社の説明・概要・強み・良さ等を分かっても

らう勉強してもらい相乗効果がでているが、この状況下でできていない。 
 

三重県（渡邊氏） 5 年前までは募集をかけるが全く来なかった。ここ 2 年は新卒名 2 名等中

途を含め 10 人くらいは面接している。自分以外はほぼ年配者が多数。 

            人材コンサル・学校等に相談。休日を増加・残業について社内整備を行っ

た。年配社員に現状の採用を説明。社員同士の交流させている。業界の

イメージより業界のことを知らない人が多い。 

そこまで仕事の内容にはこだわりがない。 

休日出勤また残業については話をすれば出てくれる 

（仕事の流れがわかってくれると） 

 

 



 

岐阜県（岩井氏） 外国人技能実習生を 4 人採用。3 年～5 年で帰ってしまう。10 年はいて欲

しい。特定技能者に対しては、お役所に働きかけができないか（組合とし

て） 
 

石川県（笹井氏） 給料より休みが欲しい 
 

大阪府（薮野氏） 社内整備を行った。社会人野球の就職受け入れ先が少ないので弊社が声

をあげた。数名を採用。 
 

大阪府（松田氏） 12 年間誰もやめなかった。最近は一人退職 
 

大阪府（小野木氏） 外国人技能実習生は採用にあたり見極めが必要。 
 

北海道（高田氏）よりアドバイス 就職説明会は行うが反応がイマイチ。社内整備について 

説明等を行いアピールしている。 

 

８：各青年部の運営について、その他 

 池田会長よりアンケートについて 

青年部と親会との関係性。会費の状況等を確認する為に  

       アンケートを募った。全青会として状況を知る為。 

 

 

その他 構造出版（八木氏） 皆さんが思う楽しいこと面白いことがあるか。 

                  意見をいただいて紙面に載せたい。 

     三重県（渡邊氏） 皆さんのちからで値下げに歯止めをかける案がないか。 

                 雇用確保・促進に向けて価格維持が重要。 
 

全青会副会長坂本氏 全構協が適正価格を維持するために原価管理講習等を検討。 

                

 

９：閉会  

  長谷川理事より 閉会の挨拶があり、中地区会長 WEB 会議終了 

 

※大阪青年部が 30 周年記念誌を作成各県事務局に配送。 

＊時間配分及び協議・審議内容の順番は当日変更がありますのでご了承下さい。 


