
　青　葉　区　会　

≪平成２９年　青葉警察署管内情勢についての講演会≫

青葉台フォーラムにおいて、青葉警察署より区内の事故・防犯・振込詐欺事件などの

情勢について講演会を行っていただきました。

参加者 １３社１８人

山本警察署長、伊藤交通課長、槇青葉土木事務所長

佐伯理事による司会 区会長あいさつ

交通課長の講演 青葉警察署長のあいさつ

##########

槇青葉土木事務所長　あいさつ



≪平成２９年　年末安全パトロール≫

日時 平成２９年１２月２０日（水）　13:00～　約2時間

場所 青葉区内一円

　桜台舗装補修工事　 日本補材㈱

　あかね台1丁目舗装補修工事 河野建設㈱

　あざみ野下水道整備工事 ARSHELL㈱

参加者 13社13人

　桜台舗装補修工事　 日本補材㈱

##########



　あかね台1丁目舗装補修工事 河野建設㈱

　あざみ野下水道整備工事 ARSHELL㈱



≪青葉区役所への寄付≫

青葉区民まつりでのボランティア活動によるヨーヨー、スーパーボールの

売り上げを青葉区役所の寄付しました

日時 平成29年12月6日（水）　13:00より

三ツ橋副会長、若林会長、小池区長、槇土木事務所長

平成29年12月6日



≪青葉区民祭りに参加≫

青葉区区民祭りに参加し　区会のＰＲを行いました

日時 １１月３日（金）　8:30～　(8時間）

場所 青葉区役所　第一駐車場

参加 14社18名

平成29年11月3日







≪平成29年　10月度　安全パトロール≫

平成29年度10月　安全パトロールを実施

日時 10月18日（水）　13:15～　（３ｈ）

場所 青葉土木事務所管内

青葉土木管内道路整備工事。狭あい道路拡幅工事その5（ＡＲＳＨＥＬＬ㈱

主要地方道横浜生田青葉区江田町地内道路改良工事（新都市建設㈱

都筑処理区青葉台地区下水道整備工事（㈱水村建設）

参加 11社11人

土木事務所：槇所長　木村副所長　

下水道公園係：今度係長、谷口係員

道路係：市川係長、笠間係員

青葉警察署：三門交通係　交通係員

青葉土木管内道路整備工事。狭あい道路拡幅工事その5（ＡＲＳＨＥＬＬ㈱）

主要地方道横浜生田青葉区江田町地内道路改良工事（新都市建設㈱

平成29年10月18日



総評状況

反省会 横浜普請事業説明会

総評状況

都筑処理区青葉台地区下水道整備工事（㈱水村建設）



≪平成29年度　横浜建設業防災作業協力会社　証明書交付式≫

平成29年度　横浜建設業防災作業隊　協力会社証明書交付式を行いました

交付会社：株式会社北芝建設、株式会社菊政工務店　

日時 平成29年10月5日　16時より

場所 青葉土木事務所

参加 9社9名

他　新聞社

平成29年10月5日



≪平成29年度　即時出動訓練≫

平成２９年度　即時出動訓練を行いました。

日時 平成２９年９月２７日（水）　9:15～　1,5時間

場所 青葉消防署

9:15　青葉消防署　3階　会議室　参集

建築、電気、機械等の担当業者が分かれて施設の安全点検作業を行い

緊急対応電話にて管理者に報告、調査シート作成報告、区役所担当、

消防署担当者と意見交換し解散した

参加者 3社　3名

消防署出入り口 外壁調査

外壁調査状況 室内倉庫　点検

点検報告状況 意見報告（消防署長）

平成29年9月27日



≪平成29年度　8月安全パトロール≫

平成29年度　8月安全パトロールを実施しました

日時 平成29年8月8日　13時15分～　2時間

場所 青葉区内

　青葉区もみの木台舗装補修工事　　　(株)紅梅組

　たちばな台第二公園ほか５公園施設改良工事　　親和興業(株)

参加人員 6社6名

青葉土木事務所　槇所長、木村副所長、下水道公園近藤係長、道路市川係長

深瀬係員、磯野係員、インターンシップの大学生　2人

平成29年8月8日

青葉区もみの木台舗装補修工事　㈱紅梅組　　パトロール状況

青葉区もみの木台舗装補修工事　㈱紅梅組　　パトロール状況



反省会　土木事務所にてインターンシップの大学生と共に

　たちばな台第二公園ほか5公園施設改良工事　　親和興業㈱　パトロール状況

たちばな台第二公園ほか5公園施設改良工事　　親和興業㈱　パトロール状況



≪平成29年度　資機材調査≫

平成２９年度　資機材の調査を行いました

日時 平成２９年７月１３日　10時より1時間

場所 青葉区役所　地下倉庫

参加人員 5社5名

立ち合い　青葉区役所総務課　防災危機管理担当者　椎葉真登氏

会員：日舗建設(株)、弘前建設(有)、都筑開発(株)、(株)シンシアワークス、

　　　山崎建設(株)

調査状況

倉庫入口 資材数量調査

資材数量調査 青葉区役所

防災担当者　椎葉氏　立ち合い

平成29年7月13日



≪平成29年度　６月度安全パトロール≫

平成２９年ど　６月安全パトロールを実施しました

日時 平成２９年６月２９日　13:15～　約２時間

場所 青葉区内

舗装現場　２か所

　荏田西四丁目　(株)神奈川クリーンサービス

　あざみ野一丁目　(株)青武組

土木現場　１箇所

　２９年奈良川改修　　都筑開発(株)

参加人員 ７社７名

青葉土木事務所 槇所長、木村副所長。

市川道路係長、近藤下水公園係長、佐藤係員

平成29年6月29日

あざみ野一丁目舗装補修（㈱青武組）パトロール状況

荏田西四丁目舗装補修　（㈱クリーンサービス）パトロール状況



反省会　状況

奈良川改修工事　都筑開発㈱



≪平成29年度　青葉区会・青葉土木安全協議会　安全大会≫

日時 平成２９年６月２３日　１３:３０～１５:３０

場所 青葉警察署　４階　講堂

次第 来賓挨拶　：　青葉警察署　副所長　蛭田正志　様

　　　　　　　青葉土木事務所長　槇　重善　様

講話　　　：　横浜市環境創造局政策調整部技術管理課 担当係長　古川芳幸　様

　　　　　　　青葉土木事務所　副所長　木村修平　様

　　　　　　　青葉警察署交通総務　係長　山本　靖　様

参加者 １４社２８名（他他区　３０社４０名）計４５社６３名

スローガン

青葉副所長挨拶

青葉土木所長あいさつ 安全講話

環境創造局技術監理課　吉川係長

平成29年6月23日

区会長あいさつ

大会　会場



青葉警察署

山本総務係長　講話

土志田　幹事

会場状況 閉会あいさつ

青葉土木事務所

木村副所長　講話

安全宣言



≪平成29年度　青葉区会　総会≫

青葉区会総会を開催

日時 平成29年4月28日(金）

議題 平成28年度事業報告

平成28年度決算報告、監査報告

平成29年度事業計画案

平成29年度予算案

参加 14社19名

　青葉区長　小池恭一、

　青葉土木事務所長　槇　重善

　青葉警察署　交通課長　伊藤　孝

 　　交通係長　山本 靖

会長あいさつ 区長あいさつ

優良工事顕彰 事業報告

平成29年4月28日



決算報告 土木事務所あいさつ

青葉警察署　交通課長あいさつ



≪平成29年度　地域貢献活動≫

フラワーネックレス青葉2017に参加

日時　 平成２９年４月８日、９日

場所 青葉スポーツプラザ

参加 １２社２０名

青葉警察署長に業界行事パネルの説明 花壇作成パネルの記念写真

ケンジローマスコットと

平成29年4月10日

参加全員 ケンジロー君と

重機の乗降りのお手伝い



≪平成29年　3月　定例区会≫

定例区会を開催

日時

場所 寺家町　ふるさと村　第1会議室

内容 1、横建協理事報告

2、ﾌﾗﾜｰﾈｯｸﾚｽ青葉2017　イベント参加について4/9

3、青パトについて　　

4、安全パトロール（2/9㈭）結果報告

5、青葉区会　総会予定について  

6、その他　新入会員、退会会員

参加人員 14社14名

平成29年3月24日

平成29年3月24日



≪平成28年度　青パト出陣式≫

青パト出陣式を行いました

日時 平成29年2月19日（日）9:00～

場所 青葉区すみよし台　三菱化学(株)駐車場

内容 青パト団体による振り込め詐欺被害防止広報活動を強化し、

振り込め詐欺の被害を防止するため

参加 3社9名　

青色防犯パトロール団体　21団体

青パト車両　　　　　　　55台

会場：三菱化学(株)駐車場 会員の青パト車両

平成29年2月19日



青葉警察署長の講話



≪平成28年度　2月　土木パトロール≫

平成２８年度　２月の土木パトロールを実施しました。

実施日 平成２９年２月９日　(約３時間）

視察現場 ① 青葉区奈良町地内道路整備工事 K.Holdings

② 青葉区鉄町地内ほか２か所舗装補修工事 (株)神奈川クリーンサービス

③ 美しが丘公園施設改良工事 (株)大和円

参加者 ９社９名

土木事務所　　槇所長　他　５名

青葉署交通課　田中交通警部補

平成29年2月9日

平成２９年２月９日　パトロール状況

青葉区奈良町地内道路整備工事

青葉区鉄町地内他２か所舗装補修工事(夜間）



美しが丘公園施設改良工事

美しが丘公園施設改良工事

土木事務所にて現場報告、反省会



≪平成29年　1 月　定例区会≫

平成２９年　１月度定例区会を開催
日時 平成２９年１月１９日（木）
場所 寺家町　ふるさと村　第二会議室
議題 1、フラワーネックレス青葉2017　イベント参加について

2、4/9当日イベント参加　全社参加（ヨーヨー、横浜ケンジロー、パネル展示）
3、青パトについて　　
4、安全パトロール予定（2/9㈭）
5、横浜建設業　青年会　入会について
6、28年度交通安全功労者推薦

参加 １１社１２人

平成29年　1月　定例区会

平成29年1月19日
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