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Ⅰ. 行  事  報  告  （H26/11/1～）

１．東北地方工事安全施工推進大会（ＳＡＦＥＴＹ２０１４）

開催日： 平成２６年１１月５日（水） 

場 所： 日立システムズホール仙台【仙台市青年文化センター】 

主 催： 東北地方整備局､東北６県､仙台市､NEXCO､道建協ほか１５建設業関連団体 

参加者： 約５００名（内、道建協関連１８社３６名）  

次  第 

  １）黙とう 

  ２）主催者並びに来賓挨拶 

３）表 彰（敬称略） 

    ○現場代理人表彰  ６６名 

    【道建協会員関係】 

     太田名部南地区舗装工事       児玉 進治  ㈱ＮＩＰＰＯ 

     富谷交差点改良工事         鈴木 美紀夫  ㈱ＮＩＰＰＯ 

     金山舗装補修工事          筬島 雅弘  東亜道路工業㈱ 

     秋田自動車道 横手管内舗装補修工事  高桑 琢文  ㈱伊藤組 

    ○優秀論文表彰   ２４名 

     【道建協会員関係】 

     『現場の安全第一を考える』     白崎  浩  ㈱ＮＩＰＰＯ 

     『事故に教えてもらったこと』    下山田 雅  大成ロテック㈱ 

     『朝礼』              吉川  賢  大林道路㈱ 

     『現場における高齢化の対応について』五十嵐 努  常盤工業㈱ 

     『意識改革』            本田 直樹  日建工業㈱ 

     『工事現場の安全について思うこと』 谷口  満  世紀東急工業㈱ 

     『ルールを守って安全作業』     植松 優三  東亜道路工業㈱ 

      （道建協会員応募数 ２００編、優秀賞 ７編、佳作 ９編） 

  ４）優秀論文発表（３編） 

  ５）現場事例紹介（２現場） 

  ６）決意表明（１６建設業関連団体） 



２．平成２６年度 委員会活動報告会・年末懇談会 

 開催日：平成２６年１２月２日（火） 

場  所：ホテルメトロポリタン仙台 ４階 「千代南」 

参加者：会員 約９０名       

次 第 

１）あいさつ 松谷支部長（要旨） 

・復興工事が本格化し工事量が大幅に増大するなか、資材、人材の不足、高騰に対し、発

注者側が種々の対策を講じ問題解決に取組んでいる。復興のシンボルである復興道路等

は平成３０年度までに約６０％が供用される計画が発表され、最終の仕上げでの舗装を

担当する我々の力量が試されている。会員各社の持てる力を発揮して頂きたい。 

 ２）委員会活動報告   

 ①企画運営委員会（松澤 洋 幹事長）  

 ・東北地方整備局との意見交換会の報告 

・舗装施工管理技術者資格試験並びに舗装施工管理技術者技術講習について 

      ・公益社団法人日本道路協会表彰について 

・アスファルト混合物事前審査制度について 

 ②広報委員会（（代）三澤健太郎委員）  

 ・支部広報誌「道建協とうほく」について 

・道の駅へのＡＥＤ寄贈について 

・ボランティア活動について 

・東北支部創立７０周年記念誌発刊に向けて 

 ③技術委員会（石井 孝道 委員長） 

      ・道路舗装の長期保証について 

      ・コンクリート舗装の平たん性調査について 

 ④公共工事委員会（皆川 淳一 委員長）  

 ・東北地方整備局との研究会（不調不落対策）について 

      ・各種アンケート調査結果について 

・NEXCO 東北支社との意見交換について（技術委員会と合同） 

⑤安全環境委員会（原  義久 委員長） 

      ・安全優良工事の表彰について 

      ・安全環境講習会について 

 ・安全パトロール、官民合同安全パトロール、NEXCO 安全パトロールについて 

     ・東北地方工事安全施工推進大会（SAFETY２０１４）について 

 ⑥防災委員会 （杉崎 匡孝 委員長） 

      ・災害協定（整備局、ＮＥＸＣＯ）の更新について 

      ・災害協定（仙台空港）の締結について 

      ・総合防災訓練について 
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  ４）講 話 

        ～最近の道路を取り巻く話題～ 

     東北地方整備局 道路部 道路情報管理官 木我 茂 氏 

   【講話内容】 

     ①公共事業予算の概要 

     ②建設産業の動向と課題への対応 

     ③道路の老朽化対策 

     ④道の駅 

     ⑤無電柱化 

  【年末懇談会の部】 

活動報告会に引続き、会場を隣の「千代東」に移して、年末懇談会が開催されました。 松

谷支部長からの挨拶ではじまり、松澤幹事長の乾杯の発声で歓談の場に移りました。一同

会しての懇談会は一年振りで話が弾んでいたようでした。料理が良かったのか参加者から

の評判がすこぶる良好で「次回もこの場で」との声もありました。盛会のなか中締め時刻

が到来し、石井技術委員長の音頭で閉会となりました。 

３．平成２７年 安全祈願 

   日  時： 平成２７年１月２１日（水） 

   場  所：櫻岡大神宮 

出席者：松谷支部長、松澤幹事長、原安全環境委員長、田村安全環境副委員長、 

安全環境委員ほか １４名  

【松谷支部長 記者会見要旨】 

・工事量が増加して工事事故も増えている。原点に返って細かい点まで危険の芽を摘まな

ければならない。安全は日々の積み重ねに尽きる。意識を向上させていきたい。 

・道路建設業界は復興道路・復興支援道路の全面開通へ向けて、今年から来年にかけて工

事がピークとなる。全国から多くの技術者や作業員も入っており、安全管理を再度しっかり

やりながら、会員が一丸となって無事故で工事を進めていきたい。 
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４．建設技術公開 「ＥＥ東北’１５」

   日  時： 平成２７年６月３日（水）～４日（木） 

   場  所：夢メッセみやぎ 

主 催：ＥＥ東北実行委員会(整備局、６県、仙台市、NEXCO、１０建設業関連団体) 

来場者：１４，０００人 

キャッチコピー：『東北の明日を支える 新技術』 

 ３１０社が８４５の技術を出展し開催された。 

支部会員の１１社が展示ブースを設け、来場者に新技術の紹介を行いました。 

 また、支部会員の４社が特設ステージでの新技術のプレゼンテーションを行いました。 

    【新技術展示 出展会員】 

    ・大林道路㈱    ・㈱ガイアートＴ・Ｋ   ・鹿島道路㈱ 

    ・㈱佐藤渡辺    ・大成ロテック㈱     ・東亜道路工業㈱ 

    ・㈱ＮＩＰＰＯ   ・日本道路㈱       ・福田道路㈱ 

    ・前田道路㈱    ・三井住建道路㈱ 

   【新技術プレゼンテーション 出展会員】 

    ・大林道路㈱ 道路空間を三次元データとして測定する「ＲＩＭ（マルチ測定車）」 

    ・鹿島道路㈱ 浸透性ＫＳボンド工法 

    ・東亜道路工業㈱ 高耐久型常温混合物 コールドパーミックス 

    ・三井住建道路㈱ 目覚まし舗装 

５．第６７回 東北支部定時総会  

日  時：平成２７年６月１６日（火） 

場  所：ホテルメトロポリタン 仙台

出席会員：会員数 ３０社 

出席会員：２５社  委任会員：５社 

本部来賓：三好会長、水島副会長、 

横田副会長兼専務理事、小松常務理事 

【議事概要】 

 石井支部長の開会挨拶、三好会長からの来賓挨拶   

の後議事に入り、１号議案「平成26年度事業報告」、

２号議案「平成 26 年度決算」、３号議案「役員選任の追認」は原案通り承認されるとと

もに「平成 27 年度事業計画」、「平成 27 年度予算」が報告された。
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 表彰式 

     総会に先立ち、協会功労者（委員会委員、技能社員）及び安全優良工事現場代理人へ

の表彰が行われました。 

     協会功労者表彰は５月１９日に本部総会で行われましたが、東北支部の受賞者を支部

総会の席で改めて披露するため、来賓としてご臨席の三好会長から直接本人へ表彰状を

授与して頂きました。 

     安全優良工事表彰は、石井支部長から現場代理人へ表彰状を授与しました。 

                                     （敬称略） 

    ○委員会委員表彰（本部表彰：４名） 

      高木 宇一（㈱ＮＩＰＰＯ）     堂尻 伸二（㈱佐藤渡辺） 

      中上 記章（大林道路㈱）      本間  悟（福田道路㈱） 

    ○技能社員表彰（本部表彰：２０名） 

      大場 直弘（世紀東急工業㈱）    小川 定弘（世紀東急工業㈱） 

      小林 孝成（東亜道路工業㈱）    斉藤 信男（鹿島道路㈱） 

      酒巻 佑次（福田道路㈱）      佐々木 清（福田道路㈱） 

      佐々木 信男（鹿島道路㈱）     佐藤  憲（東京鋪装工業㈱） 

      鈴木 良一（東亜道路工業㈱）    関谷 信二（日本道路㈱） 

      平  文博（前田道路㈱）      長澤 吉弥（日本道路㈱） 

      二宮 幸二（㈱ＮＩＰＰＯ）     野村 哲也（前田道路㈱） 

      広瀬 久郎（東亜道路工業㈱）    本多 博美（㈱ＮＩＰＰＯ） 

      曲  邦浩（鹿島道路㈱）      山市 正男（鹿島道路㈱） 

      横山 智浩（世紀東急工業㈱）    渡部 貴之（前田道路㈱） 

    ○安全優良工事表彰（支部表彰：５名） 

      井坂 一成（鹿島道路㈱）   田老荒谷地区改良舗装工事 

      大越 貴愉（三井住建道路㈱） 志津川地区舗装工事 

      鎌田 真由子（大林道路㈱）  刈安地区舗装工事 

      児玉 進治（㈱ＮＩＰＰＯ）  渋民地区道路改良舗装工事 

      田代 寛道（東京鋪装工業㈱） 鏡石道路舗装工事 

東北地方整備局へ道路整備に関する要望 

    総会終了後に本部役員等が東北地方整備局へ道路整備に関する要望を行いました。 

    要望先：東北地方整備局 局  長 縄田  正 

                企画部長 安田 吾郎 

                道路部長 川﨑 茂信 

    要望者：本部 横田副会長兼専務理事、小松常務理事、須合総務部長、秋山調査部長 

    要望内容：平成 27 年度 道路整備に関する要望 

         ①公共事業予算の安定的な確保 

         ②道路の老朽化対策の推進と道路舗装メンテナンスの体系化 

         ③改正品確法に沿った新たな入札制度の導入について 

         ④道路建設業の担い手確保方策の推進 
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６．舗装施工管理技術者資格試験  

平成２７年度舗装施工管理技術者資格試験が６月２８日（日）に実施されました。

仙台では１級が東北福祉大学（ステーションキャンパス）、２級が東北電子専門学校の２会 

場で行ないました。当日は、天候にも恵まれ交通機関も順調で遅刻者などの問題も無く無 

事終了しました。 

７．平成 27 年度 安全環境講習会  

日 時：平成２７年７月２８日（火） 

場 所：宮城県建設産業会館 

主 催：安全環境委員会 

参加者：約１００名  

（受講者 ８２名【会員１８社】） 

   安全環境委員会は、「ゼロ災害」を目標に、会員各社の安全活動のレベルアップを支援する

ために、現場安全パトロールを中心に活動を展開していますが、その一環として毎年安全環境

講習会を開催してきました。例年同様会員各社から多数の受講者がありました。 

今回は、外部講師として宮城県警察本部、建設業労働災害防止協会、道建協本部の三機関

から工事事故防止等に関する講話をいただきました。 

また、現場代理人による平成２６年度優良工事の事例報告も写真を多用して簡潔で分かり

やすい説明がありました。 

４時間で、盛りだくさんの講習内容でしたが、皆さん最後まで熱心に聴講されていました。 

“ 現場の皆さん「ご安全に！」” 

【 講 話 】  

（1）「暴力団の現状と対策について｣ 

宮城県警察本部 刑事部 組織犯罪対策局 

暴力団対策課 課長補佐 宮城県警部  及川 謙一 氏 

（2）「工事現場の安全管理と企業責任について」 

建設業労働災害防止協会 宮城県支部 

専務理事 事務局長  田中 重昭 氏 

（3）「舗装工事の労働災害発生状況と安全対策」 

日本道路建設業協会 環境・安全委員会 安全部会 委員  守屋 孝之 氏 

【 平成２６年度 優良工事・事例報告（敬称略）】  

      ①田老荒谷地区改良舗装工事    鹿島道路㈱     井坂 一成 

       ②志津川地区舗装工事        三井住建道路㈱   大越 貴愉 

       ③刈安地区舗装工事       大林道路㈱      川名 敏明 

④鏡石道路舗装工事       東京鋪装工業㈱   田代 寛道 

      ⑤渋民地区道路改良舗装工事   ㈱ＮＩＰＰＯ    児玉 進治 



- 7 -

８．「道路功労者表彰（日本道路協会）」表彰伝達式  

日 時：平成２７年８月２５日（火） 

場 所：事務局会議室 

公益社団法人 日本道路協会は事業の一環として、毎年８月１０日「道の日」に、わが国

の道路整備事業の発展にご尽力された個人、及び団体を表彰してきました。道建協関係の受

賞者は「道路建設業関係会社の従業員として、多年（概ね二十年以上）にわたり業務に精励

し、施工の改善・合理化、作業効率等の推進に尽力し、他の模範となる者（個人）」という

事由が表彰対象となっており、道建協本部からの推薦により、主催の日本道路協会が表彰者

を決定しております。受賞者への表彰は、各推薦団体が代行することになっており、東北支

部においては石井支部長、松澤幹事長が参席し、受賞者３名に表彰状の伝達を行ないました。 

■ 受賞者 （３名・順不同・敬称略） 

犬 飼 重 夫    鹿島道路 株式会社 

天 坂 一 人   福田道路 株式会社 

吉 田 貴司夫   日本道路 株式会社 

９．総合防災訓練 

防災委員会は、９月１日（火）に東北地方整備

局と合同で防災訓練を実施しました。 

  今回の訓練は、東日本大震災の教訓に学び、類

似災害に資する訓練とし、次の 5項目を重点的に

実施しました。 

   ①情報伝達訓練（対東北地方整備局、道建 

協本部及び全国１０支部と情報伝達） 

   ②リエゾン派遣訓練（東北地方整備局、東北６県の河川国道事務所へ派遣） 

   ③緊急支援物資・機材調達訓練（仮設トイレを全国支部より調達） 

   ④道路啓開チーム出動訓練（被災現場に、最寄りの工事現場又はＡｓプラントから 

       【手順確認】   啓開チームが出動（会員企業各社）） 

   ⑤復旧資機材情報提供訓練（Ａｓ合材等供給可能資機材の情報を、東北地方整備局、東

北６県の河川国道事務所に持参） 

訓練に御協力頂きました会員各位並びに河川国道事務所に足を運んで頂いたリエゾンの

皆様ありがとうございました。 
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１０．東北地方工事安全施工推進大会(SAFETY2015) 

   日 時：平成２７年９月２４日（木） 

場 所：日立システムズホール仙台【仙台市青年文化センター】 

主 催：東北地方整備局、東北六県、仙台市、NEXCO、道建協ほか１５建設業関連団体 

参加者：約５００名（内、道建協会員関係１６社３６名） 

 次 第 

  １）黙とう 

  ２）主催者並びに来賓挨拶 

  ３）表 彰（敬称略） 

    ○現場代理人表彰  ６８名 

    【道建協会員関係 ３名】 

     富沢駅周辺土地区画整理事業１号公園及び旧笊川歩行者専用道路外整備工事 

       本平 隼也  日建工業㈱ 

     野黒沢地区改良舗装工事       恒川 忠広  東亜道路工業㈱ 

     開成地区外舗装修繕道路除染工事   春名 浩志  大林道路㈱ 

    ○優秀論文表彰   ２２名 

    【道建協会員関係 ７名】 

    『ネガティブ人間』          中根 章貴  大成ロテック㈱ 

    『危険予測の進化 ～体感ＫＹ～ 』   大宮 晶紀  ㈱ガイアートＴ・Ｋ 

    『不安全行動を見て』         髙宮  浩  ㈱佐藤渡辺 

    『我が家の子育て安全管理奮闘記と会社での安全』 

 深松 友香里 ㈱ＮＩＰＰＯ 

    『現場作業での事故を経験して』    浅野 真志  大林道路㈱ 

    『事故を減らす為に出来そうなこと』  海野 智行  鹿島道路㈱ 

    『安全対策は永遠に続く』       石田 良介  日本道路㈱ 

       （道建協会員応募数 ２２３編、優秀賞 ７編、佳作 １１編） 

  ４）優秀論文発表（３編） 

       【中根 章貴（大成ロテック㈱）氏が論文発表を行いました。】 

  ５）現場事例紹介（２現場） 

  ６）決意表明（１６建設業関連団体） 

１１．舗装施工管理技術者 技術講習  

日 時：①平成２７年９月２９日（火） 

    ②平成２７年１０月６日（火） 

場 所：①仙台国際センター 

    ②いわて県民情報交流センター「アイーナ」 

昨年度に続き今年度も、仙台と盛岡の２会場で開催し

ました。 

受講者数は仙台会場で２５１名、盛岡会場で１５２名、

合計４０３名の申し込みがあり、両会場併せて３６２

名の方々が受講しました。 
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＜講習科目・講師＞ （敬称略） 

①舗装事業をめぐる社会・経済情勢と各種制度 

元 東北地方整備局 道路部 道路情報管理官     赤川 正一 

②舗装工事の安全対策 

道建協本部 環境・安全委員会 安全部会 委員     永原 和裕（仙台） 

         〃                丸井 茂裕（盛岡） 

③建設副産物対策  

道建協本部 環境・安全委員会 環境部会 委員    鈴木  勝（仙台） 

         〃     安全部会 委員     長嶋 栄治（盛岡） 

④最近の舗装技術の動向 

    道建協本部 技術委員会 技術及び施工管理部会 委員 廣藤 典弘（仙台） 

             〃   技術政策等情報部会 委員  光谷 修平（盛岡） 

１２．『道の駅』へ「ＡＥＤ」や「発動発電機」を寄贈 

平成２０年度から社会貢献活動の一環として「道の駅」にＡＥＤを寄贈しており、昨年度まで 

に東北六県の１４駅に寄贈しましたが、今年度も継続して２駅へ寄贈しました。 

 また、新たに発動発電機を防災拠点として整備が図られている３駅へ寄贈しました。 

「ＡＥＤ」・10月 27 日 道の駅 たのはた（岩手県田野畑村） 

     ・11 月 11 日 道の駅 白い森おぐに（山形県小国町） 

「発電機」・10月 28 日 道の駅 雫石あねっこ（岩手県雫石町） 

     ・10 月 28 日 道の駅 おがち（秋田県湯沢市） 

     ・11 月 5 日 道の駅 月山（山形県鶴岡市） 

贈呈は、石井支部長、齋藤広報委員長、伊藤広報委員、竹内広報委員が行いました。 

【たのはた】 【白い森おぐに】 【雫石あねっこ】

【月山】【おがち】
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１３．平成２８年 安全祈願 

   日  時： 平成２８年１月１８日（月） 

   場  所：櫻岡大神宮 

出席者：石井支部長、松澤幹事長、原安全環境委員長、田村安全環境副委員長、 

安全環境委員ほか １４名  
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Ⅱ 対 外 活 動  （H26/11/1～）

１．東北地方整備局関係  

【第１回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２６年１１月１０日（月） 

場 所：フォレスト仙台

     出席者：松谷支部長、松澤幹事長

     議 事：①「ＥＥ東北’１４」決算・監査報告 

         ②「ＥＥ東北’１５」実施方針案 

③今後の予定ほか 

   【建設業法令遵守等講習会】 

      開催日：平成２６年１１月１２日（水） 

      場 所：ハーネル仙台 

【建設工事における労働災害防止に関する説明会】 

開催日：平成２６年１２月８日（月）  

場 所：仙台地域職業訓練センター 

議 事：①建設工事における労働災害防止について 

    ②墜落・転落事故防止対策の概要 

    ③足場の組立・解体等（実演） 

   【建設資材対策東北地方連絡会（第３回）】 

      開催日：平成２６年１２月１７日（水） 

      場 所：宮城自治労会館 

      出席者：阿部委員、事務局長 

      議 事：①主要建設資材の需給・価格動向等について 

          ②震災復興におけるこれまでの対策と今後の取組 

          ③建設資材の需給(供給)現状・見通と課題への対応状況について 

          ④対応策等に関する意見交換 

   【年始あいさつ】 

      実施日：平成２７年 １月 ６日（火） 

      場 所：東北地方整備局 

       出席者：松谷支部長、松澤幹事長ほか 

   【建設業の魅力を発信するための戦略的広報勉強会】 

      開催日：平成２７年１月１５日（木） 

      場 所：二日町東急ビル 

      出席者：松澤幹事長、事務局長 

      議 事：①勉強会設立の主旨について 

          ②検討内容及びスケジュール(案)について 

          ③新たな広報活動の提案 



- 12 -

   【第３回東北地方建設産業社会保険未加入対策推進協議会】 

      開催日：平成２７年２月５日（木） 

      場 所：ホテル白萩 

      出席者：事務局長 

      議 事：①第４回社会保険未加入対策推進協議会（全国協議会）の取組 

           ・社会保険未加入対策に関連する各種調査の結果 

           ・建設業許可行政庁による社会保険等未加入業者への加入指導状況 

           ・社会保険の加入に関する下請ガイドラインの改訂（案） 

           ・行政における今後の取組等 

           ・社会保険未加入対策に関する各団体の取組 

   【公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注関係事務の 

              運用に関する指針（運用指針）に関する説明会】 

      開催日：平成２７年２月５日（木） 

      場 所：ホテル白萩 

      出席者：事務局長 

      議 事：①公共工事の品質確保の促進に関する法律第 22 条に基づく発注関係事務の 

運用に関する指針（運用指針）について 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２７年２月２５日（水） 

場 所：フォレスト仙台

     出席者：稲辺委員、事務局長

     議 事：①「ＥＥ東北’１５」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１５」実施計画（案） 

         ③「ＥＥ東北’１５」広報（案） 

         ④「ＥＥ東北’１５」予算（修正案） 

⑤今後の予定 

【第３回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２７年４月２２日（水） 

場 所：フォレスト仙台

     出席者：稲辺委員、事務局長

     議 事：①「ＥＥ東北’１５」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１５」実施計画（案） 

         ③「ＥＥ東北’１５」広報（案） 

         ④「ＥＥ東北’１５」予算（修正案） 

⑤今後の予定 
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   【建設資材対策東北地方連絡会（第１回）】 

      開催日：平成２７年４月２８日（火） 

      場 所：宮城自治労会館 

      出席者：阿部淳司委員、事務局長 

      議 事：①全国の主要建設資材の動向と建設資材を取り巻く話題等について 

          ②建設資材に関する情報提供等について 

          ③建設資材の需給(供給)現状・見通と課題への対応状況について 

          ④対応策等に関する意見交換 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２７年５月１３日（水） 

場 所：フォレスト仙台

     出席者：石井支部長、松澤幹事長、事務局長

     議 事：①「ＥＥ東北’１５」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１５」実施計画（案） 

         ③「ＥＥ東北’１５」広報（案） 

         ④「ＥＥ東北’１５」予算（修正案） 

⑤今後の予定 

【社会保険未加入対策の推進等に関する説明会】 

開催日：平成２７年６月２２日（月）  

場 所：ハーネル仙台 

出席者：事務局長 

議 事：①社会保険未加入対策の推進等に関する最近の取組について 

    ②建設業許可行政庁による社会保険加入指導の前倒し 

    ③国土交通省直轄工事における更なる社会保険等未加入対策について 

    ④「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」について 

    ⑤登録基幹技能者制度について 

    ⑥建設業の人材確保・育成について 

【東北地方整備局管内業務発表会】 

開催日：平成２７年６月２４日（水）～２５日（木）  

場 所：東北地方整備局、二日町東急ビル 

本発表会は、東北地整が職員の技術力や業務能力の向上を目的に、各分野での取組

事例や創意工夫事例などを発表する場として実施されてきました。 

その後、発表対象を地方自治体や関係団体等に拡大するとともに、技術系だけでな

く行政経済分野も包括し、東北をフィールドとした最新情報や創意工夫の発表、情報

提供が行われています。 

今年度は、支部会員から発表の応募はありませんでした。 
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【第４回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２７年７月２１日（火） 

場 所：フォレスト仙台

      出席者：稲辺委員、事務局長

      議 事：①「ＥＥ東北’１５」実施報告 

          ②「ＥＥ東北’１５」アンケート概要 

          ③「ＥＥ東北’１５」決算（案） 

          ④出展者負担金精算（案） 

          ⑤次回開催（案） 

⑥今後の予定 

【第３回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２７年７月２８日（火） 

場 所：フォレスト仙台

      出席者：石井支部長、大西技術委員長、事務局長

      議 事：①「ＥＥ東北’１５」実施報告 

          ②「ＥＥ東北’１５」アンケート概要 

          ③「ＥＥ東北’１５」決算（案） 

          ④出展者負担金精算（案） 

          ⑤次回開催（案） 

⑥今後の予定 

   【建設資材対策東北地方連絡会（第２回）】 

      開催日：平成２７年８月２８日（金） 

      場 所：宮城自治労会館 

      出席者：阿部淳司委員、事務局長 

      議 事：①全国の主要建設資材の動向と建設資材を取り巻く話題等について 

          ②建設資材に関する情報提供等について 

          ③建設資材の需給(供給)現状・見通と課題への対応状況について 

          ④対応策等に関する意見交換 

【第１回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２７年１０月２８日（水） 

場 所：フォレスト仙台

      出席者：鈴木㈹委員、事務局長

      議 事：①「ＥＥ東北’１５」決算・監査報告 

          ②「ＥＥ東北’１６」組織（案） 

          ③「ＥＥ東北’１６」実施方針（案） 

          ④「ＥＥ東北’１６」予算（案） 

          ⑤今後の予定 
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 【第１回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２７年１１月９日（月） 

場 所：フォレスト仙台

      出席者：石井支部長、松澤幹事長、大西技術委員長

      議 事：①「ＥＥ東北’１５」決算・監査報告 

          ②「ＥＥ東北’１６」組織（案） 

          ③「ＥＥ東北’１６」実施方針（案） 

          ④「ＥＥ東北’１６」予算（案） 

          ⑤今後の予定 

 【建設業法令遵守等講習会（宮城会場）】 

開催日：平成２７年１１月１９日（木）  

場 所：宮城県建設産業会館 

出席者：事務局長 

議 事：①建設業法に基づく適正な施工体制と元下関係 

    ②建設業法等の改正について 

    ③労働災害防止対策（建設業法令遵守ガイドライン等について） 

    ④建設業における社会保険の適用促進につい 

【建設工事における労働災害防止に関する説明会】 

開催日：平成２７年１２月４日（金）  

場 所：宮城県建設産業会館 

出席者：事務局長 

議 事：①建設工事における労働災害防止について 

    ②足場に係る改正労働安全衛生規則等について 

    ③足場の組立・解体に関するＤＶＤの上映 

【年始あいさつ】 

      実施日：平成２８年 １月 ５日（火） 

      場 所：東北地方整備局 

        出席者：石井支部長、松澤幹事長ほか 

【建設資材対策東北地方連絡会（第３回）】 

      開催日：平成２８年１月２０日（水） 

      場 所：宮城県自治会館 

      出席者：阿部淳司委員、事務局長 

      議 事：①全国の主要建設資材の動向と建設資材を取り巻く話題等について 

          ②建設資材に関する情報提供等について 

          ③建設資材の需給(供給)現状・見通と課題への対応状況について 

          ④対応策等に関する意見交換 
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【第１回 道路舗装技術検討会】 

      開催日：平成２８年１月２１日（木） 

      場 所：東北地方整備局 

      委員出席：稲辺、藤永技術委員 

      聴講出席：鎌田、大山委員、事務局長 

      議 事：①長期保証制度について 

           ・これまでの経緯と試行状況について 

           ・H27 満了工事の測定結果について 

            ・今後の施工へのフィードバック及び課題等について 

 【第２回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２８年２月２４日（水） 

場 所：フォレスト仙台

      出席者：鈴木委員、事務局長

      議 事：①「ＥＥ東北’１６」開催概要 

          ②「ＥＥ東北’１６」実施計画（案） 

          ③「ＥＥ東北’１６」広報（案） 

          ④「ＥＥ東北’１６」予算（修正案） 

          ⑤今後の予定 

 【平成２７年度 東北地方整備局 復興加速功労者表彰式】 

開催日：平成２８年３月１６日（水） 

場 所：東北地方整備局

      出席者：石井支部長

２．宮城県関係 

  【宮城県復興事業暴力団等対策協議会定例会議】 

開催日：平成２８年１月２０日（水） 

場 所：宮城県自治会館

     出席者：事務局長

    議 事：①部会の設立状況 

        ②規約の一部改正 

        ③講話「暴力団情勢と不当要求対応要領について」 

            宮城県警本部組織犯罪対策局 暴力団対策課 課長補佐 
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３．東日本高速道路㈱東北支社関係  

【舗装技術検討会】 

開催日：平成２７年３月３日（火） 

場 所：NEXCO 東北支社

     出席者：藤永委員、本間委員、松原課長

     議 事：①遮水型排水性舗装工法の効果検証 

         ②基層の耐久性向上に関する検討 

         ③アスファルト舗装施工継目の施工方法の検討（施工計画提案事項の効果検証） 

         ④    〃      〃    （継目部の接着性向上に関する試験施工） 

         ⑤レーザーを用いた路面性状調査手法の開発（損傷深さ診断機能を含む） 

【東北支社管内 工事安全協議会 総会】 

開催日：平成２７年７月２７日（月） 

場 所：ハーネル仙台

     出席者：石井支部長

【舗装技術検討会】 

開催日：平成２８年２月２５日（木） 

場 所：NEXCO 東北支社

     出席者：稲辺委員、藤永委員、鈴木委員

     議 事：①アスファルト舗装施工継目における締固め度向上に関する検討 

         ②ひび割れ深さ推定手法の検討 

         ③ひび割れ率児童算定について 

         ④LCMS ビューアの紹介 

３．後 援 行 事 等  

【新春賀詞交歓会（宮城県警備業協会 主催）】 

      開催日：平成２７年１月１５日（木） 

      場 所：江陽グランドホテル 

      出席者：原安全環境副委員長 

【コンクリート製品団体東北地区 賀詞交歓会（東北コンクリート製品協会ほか 主催）】 

      開催日：平成２７年１月２６日（月） 

      場 所：勝山館 

      出席者：事務局長代理出席 

【第７回 新春特別講演会（東北ＰＰＰ推進連絡協議会 主催）】 

      開催日：平成２７年２月１９日（木） 

      場 所：仙台ガーデンパレス 

      出席者：事務局長代理出席 
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      講 演：「東北地域の創生に向けて」 

                      東北経済産業局長 守本 憲弘 氏 

          「『攻めの農林水産業』の実行等について」 

                      東北農政局長   豊田 育郎 氏 

          「震災復興と今後の東北」 

                      東北地方整備局長 縄田  正 氏 

【日本建設機械施工協会 東北支部通常総会】 

      開催日：平成２７年５月２０日（水） 

      場 所：仙台ガーデンパレス 

      出席者：石井支部長（当該協会役員：顧問） 

【宮城県警備業協会懇談会（宮城県警備業協会 主催）】 

      開催日：平成２７年６月１９日（金） 

      場 所：江陽グランドホテル 

      出席者：石井支部長 

【フォーラム がんばろう！東北】 

      開催日：平成２７年７月１５日（水） 

      場 所：江陽グランドホテル 

      出席者：事務局長代理出席 

      基調講演：「東北の復興と地方創生」 

             衆議院議員 国土交通副大臣  西村 明宏 氏 

【東北地区建設物価懇談会】 

開催日：平成２７年７月２３日（木） 

場 所：ＫＫＲホテル仙台 

主 催：一般財団法人 建設物価調査会 

出席者：松澤幹事長 

議 事：①主要建設資材及び工事費の需給・価格動向 

②木造住宅の工事費と価格変動要因について 

③改正品確法と運用指針への取組み 

④意見、要望、提案等 

   【第17回 日本海沿岸東北自動車道建設促進フォーラム】 

 開催日：平成２７年９月４日（金） 

場 所：酒田市民会館希望ホール 

出席者：石井支部長㈹、松原課長 

次 第：①意見発表  青森・秋田・新潟・山形県から各１名 

②記念講演  

「日本人の誇り」  俳優、監督    津川 雅彦 氏 

③大会決議 酒田商工会議所 会頭 
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【新春賀詞交歓会（宮城県警備業協会 主催）】 

      開催日：平成２８年１月１５日（金） 

      場 所：江陽グランドホテル 

       出席者：原安全環境委員長 

【ゆきみらい２０１６in盛岡】 

 開催日：平成２８年２月９日（火）～１０日（水） 

場 所：盛岡市・マリオス、アイーナ 

出席者：松澤幹事長、事務局長 

１）ゆきみらいシンポジウム 

     ○基調講演 

「雪を武器に地方の時代のインバウンドに臨む」 

       首都大学東京 特任教授        本保 芳明 氏 

     ○パネルディスカッション 

      「雪国の魅力、美しさ、地域の特性を生かした冬季観光」 

      パネリスト 

       気象予報士・防災士          鈴木 智恵 氏 

       ㈱NACニセコアドベンチャーセンター代表取締役 ロス・フィンドレー 氏 

       弘前市長               葛西 憲之 氏 

       ㈲対滝閣 代表取締役専務       大澤 幸子 氏 

      コメンテーター 

       首都大学東京 特任教授        本保 芳明 氏 

      コーディネーター 

       ㈱岩手日報社 編集局長        川村 公司 氏 

２）ゆきみらい研究発表会 

 ①豪雪に対する緊急対応 

 ②冬期の道路管理と除雪・防雪技術、官民連携 

 ③雪を活かした冬季観光 

３）ゆきみらい見本市（会員１社が企業ブースを開設） 

４）除雪機械展示・実演会 

【第８回 新春特別講演会（東北ＰＰＰ推進連絡協議会 主催）】 

      開催日：平成２８年２月２３日（火） 

      場 所：ホテル メルパルク仙台 

      出席者：事務局長代理出席 

      講 演：「東北地域の復興と連携による競争力強化に向けた取組」 

                      東北経済産業局長 守本 憲弘 氏 

          「農業・農村の復興・再生に向けた取組と動き」 

                      東北農政局長   豊田 育郎 氏 

          「変わります。東北」 

                      東北地方整備局長 川瀧 弘之 氏 
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Ⅲ 幹 事 会 ・ 委 員 会 活 動  （H26/11/1～）

１．幹 事 会  

【第４回】 

開催日：平成２６年１１月１２日（水） 

 出席者：松谷支部長、松澤幹事長、幹事１１名 

（石井、大泉、大西、小野、齋、齋藤、清水㈹、杉崎、田村、原、皆川) 

議 事：①活動の概況について（9/18～） 

②「舗装の長期保証」について （稲辺技術委員 説明） 

③委員会活動報告会について 

【第５回】  

開催日：平成２７年１月２１日（水） 

 出席者：松谷支部長、松澤幹事長、幹事８名 

（大泉、大西、齋、齋藤、杉崎、田村、原、皆川㈹) 

議 事：①活動の概況について（11/12～） 

②支部長・幹事長会議結果について 

③会員の入会について 

④平成 26年度 支部予算収支予想について 

【臨時会】  

開催日：平成２７年３月２７日（金） 

 出席者：松谷支部長、松澤幹事長、幹事１０名 

（石井、大泉、大西、齋㈹、齋藤、杉崎、田村、外村、原、皆川) 

議 事：①支部長選出について（４月期異動のため） 

    ②支部定時総会について 

    ③委員会活動について 

【第１回】  

開催日：平成２７年５月２７日（水） 

 出席者：石井支部長、松澤幹事長、幹事１０名 

（相本、大泉、大西、齋㈹、齋藤、杉崎、田村㈹、外村、原㈹、皆川）

議 事：①活動の概況について（11/12～） 

②支部長会議（5/19）について 

③支部事業計画について 

④支部定時総会について 

【第２回】  

開催日：平成２７年７月２９日（水） 

 出席者：石井支部長、松澤幹事長㈹、幹事９名 

（大泉、大西、齋、齋藤㈹、杉崎、田村、外村、原㈹、皆川㈹）

議 事：①活動の概況について（5/27～） 

②委員会活動について 
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【第３回】  

開催日：平成２８年１月１８日（月） 

 出席者：石井支部長、松澤幹事長、幹事１０名 

（相本、大泉、大西㈹、齋㈹、齋藤、杉崎、田村、外村、原、山本）

議 事：①活動の概況について（7/29～） 

②支部長・幹事長会議（12/4）について 

③郡山国道・保安施設設置基準運用要領（案）について 

④27 年度決算見込み及び 28 年度予算（案） 

【第４回】  

開催日：平成２８年３月２３日（水） 

 出席者：石井支部長、松澤幹事長㈹、幹事１０名 

（相本、大泉、大西、齋、齋藤、杉崎、田村、外村、原、山本）

議 事：①活動の概況について（1/18～） 

②委員長人事について 

③28 年度予算（案）について 

④28 年度幹事会日程について 

２．広報委員会 

  【第１回】   

開催日：平成２７年６月５日（金） 

 出席者：齋藤委員長、外村副委員長、委員８名 

（澤田、竹内、橋元、三澤、木目澤、伊藤、吉岡、柴田孝） 

議 事：①活動計画について 

    ②支部定時総会の支援について 

    ③広報紙「道建協とうほく」の発行について 

    ④ＡＥＤの寄贈について 

３．技術委員会  

  【第２回】   

開催日：平成２６年１１月６日（木） 

 出席者：大西副委員長、委員１０名 

（佐藤力、高橋、稲辺、橋本、吉野、山本、藤永、浅田、永澤、鈴木㈹） 

議 事：①舗装の長期保証に関する打合せの情報共有について 

    ②コンクリート舗装の平たん性の調査結果について 
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  【道路舗装の長期保証に関する整備局との打合せ】 

   【第６回】 

開催日：平成２６年１２月３日（水） 

場 所：東北地方整備局 

 出席者：道建協（稲辺、藤永、浅田、大山委員） 

 整備局（特定道路工事対策官ほか４名） 

議 事：①道路舗装の長期保証について 

  【機能性ＳＭＡの橋面舗装への採用に関する意見交換（整備局からの要請）】 

開催日：平成２７年９月１４日（月） 

場 所：東北地方整備局 

 出席者：道建協（佐藤雅、稲辺、浅田、大山委員） 

 整備局（武田道路工事課長補佐ほか２名） 

議 事：①機能性ＳＭＡを採用する場合について 

     ・新設の自専道の橋梁に採用する場合 

     ・一般道に採用する場合 

    ②道路舗装の長期保証について 

     ・委員会の委員構成について 

【第１回ＷＧ】  

開催日：平成２７年９月２５日（金） 

 出席者：佐藤雅、稲辺、橋本、吉野、村中、藤永、浅田、永澤、大山、鈴木委員 

議 事：①常磐道(山元～亘理間)舗装修繕について(NEXCO からの質問) 

     ・路上再生路盤工について 

     ・舗装最大パーティー数の考え方 

     ・厚層施工について 

  【常磐道(山元～亘理間)舗装修繕に関する意見交換(NEXCO からの質問)】 

開催日：平成２７年９月３０日（水） 

場 所：NEXCO 東北支社 

 出席者：道建協（稲辺、藤永、鈴木委員、松原課長） 

        NEXCO（改良事業部：岡田リーダーほか５名） 

議 事：①路上再生路盤工について 

    ②舗装最大パーティー数の考え方 

    ③厚層施工について 

  【長期保証試行工事に関する意見交換（整備局からの要請）】 

開催日：平成２７年１１月１３日（金） 

場 所：東北地方整備局 

 出席者：道建協（稲辺、藤永、浅田、大山委員） 

 整備局（武田道路工事課長補佐ほか３名） 

議 事：①長期保証に関する委員会の今後の進め方について 

     ・委員会の方向性 

     ・構成委員 

     ・委員会次第（案） 
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  【第１回】   

開催日：平成２７年１２月３日（木） 

 出席者：大西委員長、委員１２名 

（佐藤力、佐藤雅、稲辺、橋本、吉野、村中、藤永、浅田、永澤、本間、 

鈴木、大山） 

議 事：①「長期保証」の今後の進め方に関する意見交換結果（11/13） 

    ②道路舗装の技術検討委員会について（整備局：案） 

    ③長期保証工事に関するアンケート結果 

  【長期保証試行工事に関する事前打ち合わせ（整備局からの要請）】 

開催日：平成２７年１２月１４日（月） 

場 所：東北地方整備局 

 出席者：道建協（稲辺、藤永、浅田、大山委員） 

 整備局（武田道路工事課長補佐ほか２名） 

議 事：①第１回道路舗装技術検討会の進め方について 

【第２回ＷＧ】  

開催日：平成２８年１月１３日（水） 

 出席者：稲辺、藤永、浅田、大山委員 

議 事：①第１回道路舗装技術検討会について 

  【道路舗装検討会に関する事前打ち合わせ（整備局からの要請）】 

開催日：平成２８年１月１４日（木） 

場 所：東北地方整備局 

 出席者：道建協（稲辺、藤永、浅田、大山委員） 

 整備局（武田道路工事課長補佐ほか２名） 

議 事：①第１回道路舗装技術検討会について 

４．公共工事委員会  

【第５回ＷＧ】  

開催日：平成２６年１２月１２日（金） 

 出席者：熊本、手塚、若狭、田澤、柴田、大山委員 

議 事：①工期に関する実態調査結果について 

    ②研究会議題について 

【第６回ＷＧ】  

開催日：平成２７年１月２２日（木） 

 出席者：佐藤、秋山、新田、鎌田、若狭、田澤、大山委員 

議 事：①研究会について 

    ②本部意見交換会議題等について 

    ③長期保証について 
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【第２回】   

開催日：平成２７年１月２３日（金） 

 出席者：齋副委員長、委員 １４名 

（佐藤、小池、熊本、斎藤亮、手塚、新田、星野、鎌田、齊藤庄、若狭、 

田澤、柴田、大山、阿部淳） 

議 事：①研究会について（延期報告） 

    ②本部意見交換会議題等について 

    ③長期保証について 

【第１回ＷＧ】  

開催日：平成２７年８月３日（月） 

 出席者：佐藤、佐々木、秋山、新田、鎌田、若狭、柴田、大山委員 

議 事：①委員会活動方針について 

    ②その他 

     ・設計変更審査会の活用促進について 

【第２回ＷＧ】  

開催日：平成２７年１０月１３日（火） 

 出席者：佐藤、佐々木、鎌田、若狭、大山委員 

議 事：①業界の実態について（整備局からの申入れ） 

・舗装・維持修繕工事に関する意見要望 

【舗装・維持修繕工事に関する意見交換（整備局からの申入れ）】 

開催日：平成２７年１０月１３日（火） 

場 所：東北地方整備局 

 出席者：整備局・特定道路工事対策官、道路工事課長 

道建協・佐藤、佐々木、若狭、大山委員 

議 事：①舗装・維持修繕工事に関する意見要望 

５．安全環境委員会  

【第３回】   

開催日：平成２６年１２月１６日（火） 

 出席者：原委員長、委員１１名 

（鈴木、秋山、佐藤、大谷、高橋、伊藤忠、佐々木、小畑、永澤、荒瀬原、北原） 

議 事：①安全パトロールの結果報告について 

    ②安全パトロールの「表彰推薦」について 
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【第４回】   

開催日：平成２７年１月２１日（水） 

 出席者：原委員長、田村副委員長、委員１２名 

（須藤、伊藤勝、鈴木、秋山、佐藤、大谷、高橋、伊藤忠、佐々木、小畑、永澤、北原） 

議 事：①安全パトロール表彰工事 推薦関係 

    ②今後の予定について 

【第１回】   

開催日：平成２７年５月１２日（火） 

 出席者：原委員長、田村副委員長、委員１２名 

（伊藤勝、茂泉、秋山、佐藤、小浜、高橋、伊藤忠、和田、小畑、永澤、荒瀬原、北原） 

議 事：①活動計画について 

    ②安全環境講習会について 

【第２回】   

開催日：平成２７年７月２８日（火） 

 出席者：原委員長、田村副委員長、委員１２名 

（中上、茂泉、秋山、佐藤、小浜、高橋、伊藤忠、和田、小畑、永澤、荒瀬原、北原） 

議 事：①安全環境講習会役割分担について 

    ②安全パトロール実施計画（現場・班編成）について 

    ②SAFETY2015 安全論文の審査状況について 

【第３回】   

開催日：平成２７年９月７日（月） 

 出席者：原委員長、田村副委員長、委員１３名 

（中上、伊藤勝、茂泉、秋山、佐藤、小浜、高橋、伊藤忠、和田、小畑、永澤、荒瀬原、

北原） 

議 事：①安全パトロールの実施について 

    ②SAFETY2015 安全論文の入賞について（情報提供） 

  【路上工事における安全確保対策検討委員会：郡山国道事務所】 

 （第１回）   

開催日：平成２７年６月２４日（水） 

 出席者：原委員長 

議 事：①委員会設立趣意及び委員会規約について 

    ②委員紹介 

    ③路上工事における安全確保対策について 

     ・路上工事における事故の概要について 

     ・現在の安全確保対策について 
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（第２回）   

開催日：平成２７年７月２９日（水） 

 出席者：原委員長 

議 事：①第１回委員会の議事要旨 

    ②第１回委員会の論点整理 

    ③福島県内の路上工事の事故分析 

（第３回）   

開催日：平成２７年８月２７日（木） 

 出席者：原委員長 

議 事：①第２回委員会の議事要旨 

    ②第２回委員会の論点整理 

    ③映像による夜間工事の状況の紹介 

    ④郡山国道事務所管内の事故発生状況詳細分析（警察署ヒアリングの結果報告） 

    ⑤路上工事の安全確保に向けた対応方針の整理 

    ⑥郡山国道事務所における安全確保への取り組み(案) 

（第４回）   

開催日：平成２７年１０月１９日（月） 

 出席者：原委員長 

議 事：①第３回委員会の議事要旨 

    ②路上工事の安全確保対策に向けた方針 

    ③(仮) 路上工事安全対策審査会の設置について 

    ④郡山国道事務所における保安施設設置基準運用要領 

    ⑤現場従事者の安全教育と訓練の導入 

    ⑥フィードバックの徹底 

    ⑦道路工事情報の提供徹底 

【安全パトロール】 

 委員会による２７年度安全パトロールを 9～11 月に次のとおり実施しました。 

   （ ①＝実施月日、 ②＝点検員、 ③＝対象工事・施工場所・施工会社） 

（宮城Ｂ班）①平成２７年９月２５日（金） 

      ②齋藤幹事、小畑委員、荒瀬原委員 

      ③河北地区舗装工事          石巻市  常盤工業㈱ 

       小船越北地区道路改良工事  石巻市  日建工業㈱ 
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（福島Ａ班）①平成２７年９月２９日（火） 

      ②相本幹事、秋山委員、茂泉委員 

      ③蔵王地区舗装工事 蔵王町 大有建設㈱ 

（宮城Ｂ班）①平成２７年１０月６日（金） 

      ②大泉幹事、外村幹事、小畑委員、荒瀬原委員 

      ③飯野地区舗装工事 石巻市 東亜道路工業㈱ 

（岩手Ｂ班）①平成２７年１０月８日（木）～９日（金） 

      ②石井支部長、杉崎幹事、伊藤勝委員、北原委員、 

髙橋事務員 

石井支部長⇒③遠野地区改良舗装工事 遠野市 ㈱ＮＩＰＰＯ 

 杉崎幹事⇒ 新里地区改良舗装工事 遠野市 大成ロテック㈱ 

（宮城Ａ班）①平成２７年１０月１３日（火）～１４日（水） 

      ②大西幹事､原幹事､佐藤委員､小浜委員､伊藤忠委員 

      ③朝田貫地区舗装工事  登米市  前田道路㈱ 

 大西幹事⇒ 福平地区舗装工事   登米市  ㈱佐藤渡辺 

 原 幹事⇒ 平倉地区舗装工事   登米市  大林道路㈱ 
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（福島Ｂ班）①平成２７年１０月１５日（木）～１６日（金） 

      ②永澤委員、和田委員、事務局長 

      ③雷地区道路改良舗装工事 いわき市  世紀東急工業㈱ 

       古内地区舗装工事    いわき市  ㈱ガイアートＴ・Ｋ 

（福島Ａ班）①平成２７年１１月１１日（水） 

      ②松澤幹事長、秋山委員、茂泉委員 

      ③小田原地区改良舗装工事 相馬市  日本道路㈱ 

（岩手Ａ班）①平成２７年１１月１９日（木）～２０日（金） 

      ②齋幹事、高橋委員、中上委員 

      ③手代森地区改良舗装工事 盛岡市  鹿島道路㈱ 

 齋 幹事⇒ 三ヶ尻地区改良舗装工事 金ヶ崎町 戸田道路㈱ 

対象工事の現場代理人や現場の皆様に大変お世話になりました。安全確保に務められ

無事故・無災害で完工できるようお願いいたします。 

幹事の皆様には、業務多忙のところ現場に立会われ、貴重な助言を頂き誠にありがと

うございました。 
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【第４回】   

開催日：平成２８年１月１８日（月） 

 出席者：原委員長、田村副委員長、委員１０名 

（中上、伊藤勝、茂泉、秋山、佐藤、和田、小畑、永澤、荒瀬原、北原） 

議 事：①安全パトロールの実施結果について 

②28 年度安全環境講習会について 

【第５回】   

開催日：平成２８年３月２３日（水） 

 出席者：原委員長、田村副委員長、委員１２名 

（中上、伊藤勝、茂泉、秋山、佐藤、小浜、高橋、伊藤忠、和田、小畑、 

荒瀬原、北原㈹） 

議 事：①安全パトロールの表彰推薦等について 

②28 年度安全環境講習会について 

③SAFTY2016 について 

６．防災委員会  

  【冬季スタック車両対応打合せ】   

開催日：平成２６年１２月８日（月） 

場 所：岩手河川国道事務所 

 出席者：道建協（鈴木、新田、大山委員、事務局長ほか） 

岩手河国（道路管理一課長、道路管理二課長、水沢国道所長） 

開催日：平成２６年１２月２２日（月） 

場 所：道建協事務局 

 出席者：松谷支部長、松澤幹事長、杉崎委員長、事務局長 

    議 事：整備局との災害協定に基づく会員への協力依頼について 

開催日：平成２７年 １月２６日（月） 

場 所：郡山国道事務所 

 出席者：道建協（新田委員、事務局長ほか） 

         郡山国道（舟山副所長、管理課長、郡山維持所長、上席専門職） 

  【防災協定に基づく体制更新（２７年度版）提出】 

     ◇東北地方整備局：平成２７年７月１０日（金） 

     ◇NEXCO 東北支社：平成２７年７月１０日（金） 
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【第１回】   

開催日：平成２７年８月１８日（火） 

 出席者：杉崎委員長、大泉副委員長、委員１４名 

（堀内、伊藤勝、茂泉、髙野、平井、瀬戸山、新田、鎌田、伊藤忠、佐々木、 

小楠㈹、神林、大山、柴田） 

議 事：①防災協定体制の更新について 

    ②総合防災訓練について 

【第２回】   

開催日：平成２７年１０月７日（水） 

 出席者：杉崎委員長、大泉副委員長、委員１４名 

（堀内、伊藤勝、茂泉、髙野、平井、瀬戸山、新田、鎌田、伊藤忠、佐々木、 

小楠、神林㈹、大山、柴田） 

議 事：①総合防災訓練の取りまとめについて 

    ②冬期豪雪時の出動要請に関する対応について 

    ③今後の活動の方向性 
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Ⅳ アスファルト混合物事前審査  （H26/11/1～） 

アスファルト混合物事前審査制度における審査機関として、東北地方整備局から平成２３年４月１日に指

定され、現在は平成２９年３月３１日まで指定されています。 

【第７２回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２６年１２月１８日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２６年９月に申請のあった３０混合所４９８混合物の審査を行い全ての混

合物を認定。また、立入調査を実施した２６混合所の結果を報告。 

【立会審査・立入調査】 

期 間： 自 平成２７年１月２０日（火） 

     至 平成２７年２月 ２日（月） 

  混合所： 立会審査 １８混合所３１３混合物 

       立入調査 １４混合所 

【立入調査部会 講習会】 

開催日：平成２７年２月１３日（金） 

  場 所：仙台市情報・産業プラザ（アエル） 

  出席者：立入調査部会員、松原課長 

  議 事：①最近の調査結果 

      ②第 69～72 回アスファルト混合物事前審査委員会 報告 

  講 話：「高針入度のアスファルトを用いた再生アスファルト混合物に 

       関する共同研究」 

       （一社）日本アスファルト合材協会 技術委員 村上 浩  氏 

【第７３回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２７年３月１９日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２６年１２月に申請のあった１８混合所３１３混合物の審査を行い全て 

       の混合物を認定。また、立入調査を実施した１４混合所の結果を報告。 

【立入調査部会 新規調査員 研修】 

開催日：平成２７年４月１４日（火） 

  場 所：事務局及び仙台南アスコン 

  出席者：新規調査員 ４名、松原企画調査課長 

【立会審査・立入調査】 

期 間： 自 平成２７年４月１５日（水） 

     至 平成２７年５月１５日（金） 

  混合所： 立会審査 ２８混合所４９２混合物 

       立入調査 ３３混合所 

【第７４回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２７年６月１８日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２７年３月に申請のあった２８混合所４９２混合物の審査を行い全て 

       の混合物を認定。また、立入調査を実施した３３混合所の結果を報告。 
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【立会審査・立入調査】 

期 間： 自 平成２７年７月２２日（水） 

     至 平成２７年８月７日（金） 

  混合所： 立会審査 ２０混合所３５２混合物 

       立入調査 １８混合所 

 【第７５回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２７年９月２４日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２７年６月に申請のあった２０混合所３５２混合物の審査を行い全て 

       の混合物を認定。また、立入調査を実施した１８混合所の結果を報告。 

【立会審査・立入調査】 

期 間： 自 平成２７年１０月１５日（木） 

     至 平成２７年１１月６日（金） 

  混合所： 立会審査 ２９混合所４６９混合物 

       立入調査 ２８混合所 

 【第７６回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２７年１２月１６日（水） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２７年９月に申請のあった２９混合所４６９混合物の審査を行い全て 

       の混合物を認定。また、立入調査を実施した２８混合所の結果を報告。 

【立会審査・立入調査】 

期 間： 自 平成２８年１月１９日（火） 

     至 平成２８年２月１０日（水） 

  混合所： 立会審査 １９混合所４６９混合物 

          立入調査 １５混合所 

 【立入調査部会 講習会】 

開催日：平成２８年２月９日（火） 

  場 所：仙台市情報・産業プラザ（アエル） 

  出席者：立入調査部会員、松原課長 

  議 事：①第 73～76 回アスファルト混合物事前審査委員会 報告 

      ②最近の調査結果 

  講 話：「“舗装”を再認識しませんか？」 

          アスファルト混合物事前審査委員会 専門委員 

ティーアール・コンサルタント㈱ 代表取締役 野村 健一郎 氏 

 【第７７回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２８年３月２４日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２７年１２月に申請のあった１９混合所３４３

混合物の審査を行い全ての混合物を認定。また、立

入調査を実施した１５混合所の結果を報告。 
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Ⅴ 本部主催行事  （H26/11/1～）

  【全国事務局長会議】 

開催日：平成２６年１１月２０日（木） 

  場 所：本部 

  出席者：事務局長 

  議 事：①支部活動状況報告 

      ②日本道路建設業協会創立 70 周年記念行事等について 

      ③各支部と整備局等との意見交換会結果報告について 

      ④平成 27年度事業計画及び予算並びに平成 26 年度決算について 

【全国支部長・幹事長会議】 

開催日：平成２６年１２月５日（金） 

  場 所：本部 

  出席者：松谷支部長、松澤幹事長 

  議 事：①日本道路建設業協会創立 70 周年記念行事等について 

      ②道建協中期ビジョン 2015 の策定について 

      ③土曜日閉所の推進について 

【全国事務局長会議】 

開催日：平成２７年３月１６日（月） 

  場 所：本部 

  出席者：事務局長 

  議 事：①公取事案の概略について 

      ②本部総会の実施（案）について 

      ③各支部総会に向けた実施方針等について 

【全国支部長会議】 

開催日：平成２７年５月１９日（火） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：石井支部長 

  議 事：①法令の遵守について 

【本部定時総会】 

開催日：平成２７年５月１９日（火） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：石井支部長、事務局長 
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【Ａｓ混合物事前審査制度担当者会議】 

開催日：平成２７年８月２５日（火） 

  場 所：本部 

  出席者：松原企画調査課長 

  議 事：①認定混合物数等について 

      ②立会審査・立入調査時の留意事項等について 

【公認会計士による支部会計監査】 

開催日：平成２７年１０月２２日（木） 

  場 所：支部会議室 

  監査員：公認会計士、久保田経理課長 

【全国支部長・幹事長会議】 

開催日：平成２７年１２月４日（金） 

  場 所：本部 

  出席者：石井支部長、松澤幹事長 

  議 事：①社会保険の加入状況調査結果について 

      ②舗装施工管理技術者資格試験について 

      ③舗装施工管理技術者技術講習について 

      ④Ａｓ混合物事前審査制度の運営状況について 

【全国事務局長会議】 

開催日：平成２８年１月１８日（月） 

  場 所：本部 

  出席者：（欠席） 

  議 事：①各支部活動状況報告 

      ②舗装施工管理技術者資格試験及び技術講習について 

      ③平成 28年度予算及び 27年度決算について 

      ④マイナンバー制度関連規定について 

      ⑤要望等について 


