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京都市北消防署

1 コンセプト
消防署と大宮交通公園の融合をテーマに、両者の回遊性の確保や、防災機能の強化を図

り、それぞれが相乗効果を発揮できる空間をデザインしています。

2 事業経過
元北消防署は、竣工から 60 年が経過し、老朽化が著しく建て替えが求められていたこ

と、近年北山通り以北の宅地化が進み、人口が急増したため、北区北部地域の消防能力の
向上を図るため、移転整備を実施することとなりました。
平成 29 年度 基本設計・実施設計着手
平成 30 年度 基本設計・実施設計完了
令和元年 12 月 工事着手
令和 2年 3月 竣工
令和 2年 3月 北消防署共用開始

3 施設概要
構造・規模：SRC造、地上 3階建て
延べ床面積：約 3，200 m2

4 地域産木材（みやこ杣木）の利用促進
1 階のエントランスやホールなど、市民の利用スペースにみやこ杣木の意匠を行い、来

庁者に木の温かみを感じられる空間としました。

表紙の会報名「古都」は、壬生寺貫主 松浦俊海様による文字です。

1 階 ホール・吹抜 1階 車庫
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ⅠⅠ 会会長長ののごご挨挨拶拶

禍禍をを転転じじてて福福ととななすす

一般社団法人 京都府空調衛生工業協会

会 長 石 倉 宏

暑中お見舞い申し上げます。そして、コロナ禍の影響を受けられている方や 7月の集中豪
雨で被災された方へお見舞いを申し上げます。
5月 28 日に開催された第 28 回通常総会では、全ての議案が可決成立しました。
皆様のご理解とご協力に心より御礼申し上げます。コロナ禍の影響で活動は制限されます
が、可能な限りの手段を講じて事業をすすめてまいりますので、引きつづきのご支援とご協
力をお願い申し上げます。
さて、今なお猛威をふるっているコロナの影響で個人の日常から社会の有り様まで大きく
変わりました。ウィズコロナ時代です。それは、デジタル化、働き方改革、新たなビジネス
モデルとして大きく変わろうとしています。危機をチャンスに、知恵をふりしぼりみんなで
挑戦と改革をすすめてまいります。
その一方で、建設産業界の慢性的な担い手不足を解決しなければなりません。そのために
も週休 2日を実現し、長時間労働を是正しなくてはなりません。7月のある日曜日のことで
す。某庁舎改修工事で朝 8時前にもかかわらず作業員がゾロゾロと現場へ入っていく姿を目
にしました。週休 2日など夢のまた夢。現場を進めるうちに想定外のことも多々あります。
予定工期内での完了が困難な場合は、受発注者協議の上、適切に工期を変更できるよう発注
者へ求めてまいります。合わせて、施工条件の明確化と適正な工期・価格での発注も訴えて
まいります。
近年、全国各地で自然災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。私たちの協会は、
京都府・京都市と「防災協定」を締結しています。迅速な応急対策が出来るよう訓練を重ね
地域にとって存在価値のある、なくてはならない存在を目指してまいります。
私たち空衛協会の目的は「業界の発展と活性化」であります。建設産業界で働く全ての人
の処遇改善を求め魅力ある産業を目指してまいります。

「禍を転じて福となす」

皆様！一緒に明るい豊かな未来を考えましょう！！
今も外ではコロナ禍をよそにセミが大声で鳴いています。
シャン、シャン、シャン、シャーン…。どうぞご自愛くださいませ。

2



ⅡⅡ 行行 事事 紹紹 介介
１．第28回通常総会開催

事務局長 北野 邦彦

今回の第 28 回通常総会は、新型コロナウイルスによる感染の収束見通しが立たない状況
でしたが、十分な感染症対策を行いながら、開催規模を大幅に縮小して実施しました。正会
員の皆様には極力、委任状での総会出席となるようにご協力をいただきました。また、総会
後の「懇親会」は中止となりました。

今回の通常総会は正会員 58 名（正会員総数 65 名）の出席回答を得て、そのうち、43 名
が委任状出席となり、定款の定めるところにより第 28 回通常総会が成立し、議案は全て承
認されました。

1．議事録署名人の選出
2．令和 2年度事業報告の件
3．令和 2年度決算報告の件（監査報告）
4．令和 3年度事業計画案の件
5．令和 3年度収支予算案の件
6．定款の改訂の件
7．簡易な字句の修正の権限の委任に関する件

会場風景 総会の模様 石倉会長挨拶

遠山理事司会 拝師副会長報告 豊嶋副会長報告 奥村監事報告
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２．第73回 一般社団法人 日本空調衛生工事業協会 定時総会
事務局長 北野 邦彦

�開催日時：令和 3年 5月 20 日（木）
�場 所：帝国ホテル東京

第 73 回定時総会は、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが立たない状況でしたが、
十分な感染症対策を行いながら、開催規模を大幅に縮小して開催されました。また、総会後
の「懇親会」については中止となりました。

定時総会では、下記の議事は全て可決承認されました。
1．令和 2年度事業報告について
2．令和 2年度会計決算報告について
3．令和 3年度事業計画案
4．令和 3年度業界実践スローガン決議案について
5．令和 3年度入会金及び会費分担額案について
6．令和 3年度収支予算案について
7．第 40 期役員の選任について

３．令和3年度 業界実践スローガン決議案
われわれ空調衛生工事業は、快適空間の創出と地球環境の保全を担う産業としての誇りを
持ち、優れた技術と品質の確保及び「顧客満足度の向上」を最大の目的として、市場環境変
化に対応する経営改革に取り組むとともに、空調衛生工事業界のプレゼンスを高めるため、
一致団結して次のスローガンの実践にあたろう。

以上決議する。

令和 3年 5月 20 日
一般社団法人 日本空調衛生工事業協会

第 73 回 定 時 総 会

1. 省エネルギー及び省CO2 に積極的に取り組み、脱炭素社会の
実現と SDGs の達成に貢献しよう

2. 法令の遵守と企業の社会的責任を果たす事業運営を徹底しよう

3. 生産性の向上と適正な施工体制の確保に努めるとともに、末来
を担う多様な人材の確保・育成を図り、「働き方改革」を推進
しよう

4. 空調衛生設備の独自性や重要性をアピールし、直接発注（分離
発注）等の適切な発注方式の推進と、許可業種区分「機械設備
一式工事」等の実現を目指そう
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ⅢⅢ 各各委委員員長長ごご挨挨拶拶

１．総務委員会 委員長 遠山 弘

総務委員会は、正副会長と各委員長の参加の下で、総会や諸会議の開催・企画、諸規定類の充実・実施や予
算の編成など、他の委員会に属さない事項の役割を担って活動を行っております。
昨年来の“コロナ禍”では、委員会も活動が制限された時期もあり、総会ですら通常の開催が困難な状況と
なりましたが、今年度は前年度よりも成果が伴う年度にしたいと思います。
以下に、今年度における各委員会の活動計画をご紹介させていただきます。

事業内容 具体的実施事項 担当委員会
1 会報「古都」の発行 �年 2回の発行

�府下 26 市町村や高等学校への配付
広報委員会

2 ホームページの刷新 �現在のHPの刷新と年 1回のメンテナンス 広報委員会
3 行政機関と官庁との意見交換会 �近畿地方整備局、京都府、京都市、府下市町村との意見交

換会の実施
広報委員会

4 直接発注、適正な工期の設定に推進 �業界の立場が理解されるよう官公署へ要望 総務委員会

5 働き方改革の推進 �週休二日の取り組みを発注者へ要望
�書類の簡素化適正な工期設定、工程管理を要望

経営活性化委員会

6 若手人材の確保 �日空衛のパンフレットやCDを府内の高等学校などへ配付
�進路指導部へ業界 PRと情報収集を実施

広報委員会
環境技術委員会

7 災害発生時の応急措置対応の訓練 �「セコム安否確認サービス」の講習会
�緊急連絡網の訓練

安全管理委員会

8 セミナー・見学会の実施 �新技術や省エネ等の情報提供
�設備関連の工場や施設の見学会

環境技術委員会

9 安全パトロール・研修 �府内工事現場の安全パトロールの実施
�労災の現状や取り組みを発信

安全管理委員会

10 会員の増強 �府下や近隣府県の災害時に対応
�府下 26 市町村の発注等を要望

経営活性化委員会

11 三協会による意見交換会 �三協会（建設業協会・電業協会・空衛工業協会）による意
見交換会

総務委員会

12 CCUSの運用に伴う情報の提供 �CCUSの有効性と運用の関する情報提供 経営活性化委員会

２．広報委員会 委員長 高木 公哉

昨年度に引続き本年度も広報委員長を務めさせて頂きます。
昨年は、新型コロナウイルス感染禍の中ではありましたが当広報委員会と致しまして、会報「古都」の発刊、
諸官庁との意見交換会（国土交通省・京都府・京都市）を実施することができました。
ご協力頂いた、皆様ありがとうございました。
本年度は、昨年よりも積極的に下記の内容の委員会活動を計画しております。
�季刊誌 会報「古都」54 号、55 号発刊
�諸官庁との意見交換会（国土交通省、京都府、京都市）
�当協会ホームページ刷新及び年 1回のメンテナンス
�若手人材の確保（日空衛パンフレット等を府内の高校などへ配布など）
本年も当委員会へのご協力よろしくお願い致します。
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３．環境技術委員会 委員長 八木 啓之

環境技術委員長の八木でございます。
今年度も引き続きよろしくお願い致します。
前年度はコロナ禍でこれまで例年通り行ってきました様々な企画・イベントが中止となりました。感染拡大
防止による、皆さまの安心安全の確保に努めた結果ではございますが、ご理解とご協力を賜り心から感謝申し
上げます。
新型コロナウイルス感染症の先行きがまだまだ見通せない状況の中ではございますが、皆さまの安心安全の
確保に努めながら、業界の将来を見据えた活動が少しでも行えますよう考えて参りますので、何卒ご協力をお
願い申し上げます。

４．安全管理委員会 委員長 小林 靖生

平素は京都府空調衛生工業協会の活動にご協力を頂きあらためてお礼申し上げます。
強い日差しに向かって元気に咲いている向日葵のように、会員の皆様におかれましてはますますご活躍のこ
ととお喜び申し上げます。
さて今年度が始まり幾分か時間が過ぎました。
昨今から続くコロナ禍もさることながら静岡県熱海市の大規模土石流で、甚大な被害を受けた伊豆山地区の
ように自然災害と言うものをやはり見過ごす訳にはいきません。
当協会と致しましても去年から取り組んでいます SECOM安否確認を充実して一早い災害の対応と情報提供
をさせること、また京都市との防災協定の取り組みを強固なものにしたいと思っています。
いまだに大人数での会合など制約はありますが少しづつ災害時の情報提供を浸透させて安心した生活に寄与
させて頂きたいと考えています。
今一度皆様のご協力を切にお願いしたいと思います。
それでは引き続きよろしくお願い申し上げます。

５．経営活性化委員会 委員長 金山 源一

急に暑さが、加わってまいりましたが、皆々様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、各行事が、中止や延期になり経営活性化委員会としましても、
活動を制限されております。よって恒例行事が遂行出来るか微妙な状態ですが、情勢が好転すれば、徐々に再
開していきたいと思っております。その折は、会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。
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「空衛」2021年　6月号　より
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「空衛」2020年　6月号　より
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ⅤⅤ 話話 題題
コロナ過のボウリング

明和管工業株式会社

井 上 豊

京都は 2020 年 4 月 16 日～「特定警戒都道府県」と位置付けられ、緊急事態宣言時には飲食
店への休業要請、イベントの中止、ボウリング場も休業要請の対象になりました。
緊急事態宣言解除後のボウリング場は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して行なわれ
るようになりました。他の事にも共通しますが

【お客様側】
1．1レーン 3名までとして過密防止対策
2．入場する前に検温し、37．5 度以上は入場不可（体調不良、咳込みが激しい人）
3．手消毒をし、マスク着用

【主催者（ボウリング場）側】
1．ボール拭き用タオルは受付け時にお客様から要求があった場合のみ渡す。
※マイボウラーは、個々の持ちタオルを使うようにしています。
2．使用後のボール、フロアーの消毒
3．お金の受け渡しは手渡しではなく、コイントレーで行なう。

京都府ボウリング連盟の大会も、緊急事態宣言や時短要請により当然のことながら大会の中
止、延期となりました。
大会での注意事項として新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインが盛り込まれるように
なり、大きな大会ではリスクチェックシート（体調管理表）を試合当日に提出するようになり
ました。

【新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン】
1．体調が良くない場合（発熱 37．5 度以上・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
参加を見合わせて下さい（センター入場時又は参加受付時に、非接触型体温計で測定し
ます）。
2．手洗い・飛沫感染の予防・咳エチケット（マスク着用）を徹底して下さい。
（センター入場時又は参加受付に、設置された消毒液で、手指の消毒を行う）
（表彰式は、写真撮影の時のみ、マスクを外して下さい）
3．接触による感染防止の為、握手、ハンドタッチを禁止します。大声での会話・応援は禁
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止します。可能な限り、他の参加者と距離をとって下さい。
4．ボール用タオルの共同使用を禁止します。（マイタオルを持参して下さい）
5．記録用紙記入用の筆記用具（鉛筆・ボールペン）は、各自持参して下さい。
6．参加費は、釣り銭のないように、予めご準備ください。
7．ボール登録用紙は、可能な限り、事前に記入の上、持参して下さい。

（主催者側の対応について）
1．受付時に、飛沫防止シートを設置します。
2．受付は、シフトのある大会は、シフト別に受付を行います。
シフトは事前に連盟ホームページに掲載します。
3．ボール検査業務は、飛沫防止シートが設置不可の為、フェイスガード、手袋を着用し
ます。
4．現金等は、トレイを介して受領を行います。
5．開会式は、主催者挨拶のみ行い、他は省略します。
6．トラブル連絡用の赤旗は使用しません。
7．表彰式の際は、表彰者はフェイスガードを着用します。
8．万一感染が発生した場合、関係当局へ参加者情報（氏名・住所等）を提供します。

以上を踏まえた上で大会が行われるようになりました。
大会によっては、シフト事にゲームを終わらせ、終わったら会場から退場し、次のシフトに

移行し無観客での大会になっています。

僕自身は、ボウリングの調子を落としていますが徐々に練習量を増やしていき好調時の投球
フォームを取り戻していきたいと思います。
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１．会員の入退会

【賛助会員】
入 会
杉中工業㈱
〒557-0061 大阪市西成区北津守 3丁目 1番 32 号

TEL：06-6562-1971 FAX：06-6568-7178
代表取締役 杉田 欣昭

㈱クボタケミックス
〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目 2番 47 号

TEL：06-6648-2265 FAX：06-6648-2569
代表取締役社長 土 和広

【正会員】
退 会
京滋日冷サービス㈱
東亜管工業㈱

ⅥⅥ 会会 員員 情情 報報
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２．公共建築工事関連書籍斡旋のご案内

当協会では、令和 3年 6月より、会員の皆様に「公共建築工事関連書籍の斡旋を行うこと
になりました。斡旋価格は一般販売価格の 92％（8％引き）です。
是非、ご購入を希望される方はご利用ください。斡旋書籍は会員各位に別途、お送りして
います。
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間もなく、皆さんが待ちに待った（5年間も…）東京オリンピック・パラリンピッ

ク 2021 が開催されます。といいましても会報「古都」が発刊された時にはオリンピッ

ク開催中、それも真っただ中ですが。

本号制作中は開催約 2週間前なのです（当然なのですが…）。

本号が発送さてれいる時に、東京オリンピック・パラリンピック 2021 で日本中が

大変盛り上がっていると信じて期待しています。

贅沢をいいますと、日本選手団のメダル（金）ラッシュ！！

さて私たちの足元では、梅雨とは思えない集中豪雨や、どこを見てもコロナ感染症

の話題、建設産業においても材料価格の急激な高騰や半導体不足によるエアコン等設

備機器のメーカー生産調整など不透明な話題が多いように感じています。コロナワク

チンが世の中で効果を発揮しますと、ある程度景気が戻ってきます。その時に業界全

体的に一つでも不透明な話題を払拭し、戻った景気に乗りメダルラッシュと行きたい

ものですね。

今回の「古都」は表紙に「京都市消防局 北消防署」を採用掲載させて頂きました。

消防と言えば地域防火・防災の拠点でもあり、集中豪雨や台風、地震など有事の際の

要でもあります。緊急事態が多い現在に、地域防火・防災の中心となる消防署を掲載

させて頂けた事に感謝申しあげます。

京都市消防局の方々ありがとうございました。

また京都府内南に北に全域に目を向けますと、竣工開庁したものや現在進行形も合

わせ、各市町村の新庁舎建設工事がラッシュを迎えております。

市町村新庁舎も地域防災の拠点となる建物です。こちらにおきましても「京都市消

防局 北消防署」と同じように地域防災含め地域に根差すシンボル建物として、次号

以降にいずれか掲載出来ればと考えております。

次号以降をお楽しみにしていて下さい。

本号におきまして、関わって下さいました沢山の方々ありがとうございました。

（広報委員長 高木 公哉）

ⅦⅦ 編編 集集 後後 記記
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2021年

暑中お見舞い申し上げます
順不同

三和管工株式会社
代表取締役 石 倉 宏

〒６０４－８８１２
京都市中京区壬生相合町７１番地
TEL ０７５－８１１－８２４６
FAX ０７５－８０１－７６９６

株式会社トヨシマ
代表取締役 豊 嶋 一 俊

〒６１０－１１２３
京都市西京区大原野上里南ノ町１７５
TEL ０７５－３３１－１２１０
FAX ０７５－３３２－６０８７

株式会社 大 同
代表取締役 拝 師 知 行

〒６１５－０００７
京都市右京区西院上花田町２３－２
TEL ０７５－３１１－７１０８
FAX ０７５－３１４－０８９６

株式会社ウォーターライン
代表取締役 小 林 靖 生

〒６０１－８４３８
京都市南区西九条東比永城町１０８－４
TEL ０７５－６７２－４８３５
FAX ０７５－６７２－３８５８

影近設備工業株式会社
代表取締役社長 影 近 義 之

〒６０６－８２６７
京都市左京区北白川西町８３
TEL ０７５－７６１－８１９１
FAX ０７５－７５２－１７９４

春日設備工業株式会社
代表取締役 八 木 啓 之

〒６０１－８４１４
京都市南区西九条蔵王町３８番地
TEL ０７５－６７１－５３７７
FAX ０７５－６７１－５５８４

株式会社 彩 光
代表取締役 山 口 正 宏

〒６１１－００４３
京都府宇治市伊勢田町新中ノ荒３８番地の８
TEL ０７７４－４４－５６３０
FAX ０７７４－４４－５６３１

三機工業株式会社
京都支店 支店長 大 平 忠 範

〒６００－８００８
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８（京都三井ビル）
TEL ０７５－２２１－３６３５
FAX ０７５－２１１－５８２９

三建設備工業株式会社
京滋営業所 所長 小 田 切 太

〒６００－８４９２
京都市下京区四条通新町東入月鉾町６２番地
TEL ０７５－２３１－１３５０
FAX ０７５－２３１－１３６５

有限会社ジーエム工業
代表取締役 田 村 祥 榮

〒６１１－００４３
京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１３
TEL ０７７４－４４－５６８６
FAX ０７７４－４４－５６８６

株式会社高木設備
代表取締役 高 木 公 哉

〒６２２－０３３１
京都府船井郡京丹波町中台イヤ谷１番地１
TEL ０７７１－８６－０２４３
FAX ０７７１－８６－０８７７

日吉電機株式会社
代表取締役 吉 田 徹 平

〒６２０－０８８１
京都府福知山市字堀１９７１番地の２
TEL ０７７３－２２－６２７７
FAX ０７７３－２３－８２６０

有限会社ミヅケン
代表取締役 奥 村 賢 三

〒６１５－０８５４
京都市右京区西京極堤外町１番地の７
TEL ０７５－３２２－２１２１
FAX ０７５－３２２－２１１８

株式会社安田管工
代表取締役 安 田 浩 治

〒６０６－８２１１
京都市左京区田中西大久保町１４－１５
TEL ０７５－７０２－２７２７
FAX ０７５－７０２－２９００

株式会社山本管工業
代表取締役 山 本 行 雄

〒６００－８４４７
京都市下京区新町通松原上ル御影町４６２－２
TEL ０７５－３５１－１０９２
FAX ０７５－３５１－１７０４
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1904_SS07_ ハイパーAW高圧消火管継手 _W150xH110

耐震性 施工性耐食性

消火栓
格納箱

地下式消火栓

地上式
消火栓

消火栓ポンプ室

消火栓
ポンプ

水源

防火対象物

注意 防火区画貫通箇所や火災時に熱の影響を受ける恐れのある
場所ではご使用できません。

※使用箇所などについて不明な点は所轄の消防機関へご確認ください。

■ 適用部位

消火設備配管用高性能ポリエチレン管・継手

※使用箇所などについて不明な点は所轄の消防機関へご確認ください。

最高使用圧力1.6MPaで認定取得!最高使用圧力1.6MPaで認定取得!

に優れたポリエチレン一体管路を構築

100A
  発売中!!

環境・ライフラインカンパニー

TEL 075（662）3418京滋営業所

100A・150A 
発売中!!
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TEL 075（662）3418京滋営業所
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