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Ⅰ. 行  事  報  告  （H28/4/1～）

１．建設技術公開 「ＥＥ東北’１６」

   日  時： 平成２８年６月１日（水）～２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：１４，２００人 

キャッチコピー：『 広げよう新技術 つなげよう未来へ 』 

 ３０４社が８３２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２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    ・世紀東急工業㈱     ・大成ロテック㈱ 

    ・東亜道路工業㈱  ・日本道路㈱       ・福田道路㈱ 

    ・フジタ道路㈱   ・前田道路㈱ 

   【新技術プレゼンテーション 出展会員】 

    ・日本道路㈱ 「レインボーエコブロックＢⅰz」 

    ・福田道路㈱ 「凍結路面対策工法『ファインシート』」 

２．第６８回 東北支部定時総会  

日  時：平成２８年６月９日（木） 

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：２６社 委任会員：４社 

本部来賓：増永会長、河江副会長、 

横田副会長兼専務理事、國澤常務理事 

【議事概要】 

 石井支部長の開会挨拶、増永会長からの来賓挨拶   

の後議事に入り、１号議案「平成 27 年度事業報告」、２号議案「平成 27 年度決算」、

３号議案「役員選任の追認」は満場一致で承認されるとともに「平成 28年度事業計画」、

「平成 28年度予算」が報告された。４号議案「役員の選任」は候補者名簿の承認を得ら

れた後、別室にて幹事会を開催し互選により新体制が発足しました。

 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１８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増永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：１名） 
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      新田 定雄（大成ロテック㈱） 

    ○技能社員表彰（本部表彰：１１名） 

      大下 新一（㈱伊藤組）       尾形 正敏（日建工業㈱） 

      小山内 智（日本道路㈱）      上久保 博（東亜道路工業㈱） 

      越田 克美（日本道路㈱）      斉藤  清（鹿島道路㈱） 

      笹岡 宜秀（前田道路㈱）      佐藤 光義（鹿島道路㈱） 

      長谷川 昌司（東亜道路工業㈱）   畑山 昭夫（東亜道路工業㈱） 

      早坂 貴幸（前田道路㈱） 

○安全優良工事表彰（支部表彰：５名） 

      菊池  卓（前田道路㈱）   朝田貫地区舗装工事 

      高橋 吉八（日本道路㈱）   小田原地区改良舗装工事 

      平塚 悟史（大成ロテック㈱） 新里地区改良舗装工事 

      古屋  寿（戸田道路㈱）   三ヶ尻地区改良舗装工事 

      矢野 洋平（㈱佐藤渡辺）   福平地区舗装工事 

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 川瀧 弘之 

                副 局 長 桑原 徹郎 

                企画部長 鈴木 研司 

                道路部長 山田 哲也 

    要望者：本部 横田副会長兼専務理事、國澤常務理事、秋山調査部長 

    要望内容：平成 28年度 道路整備に関する要望 

         ①公共工事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道路建設業の担い手確保と現場における生産性革命（ -Construction） 

         ④改正品確法に基づく発注関係事務の運用指針 

３．舗装施工管理技術者資格試験  

平成２８年度舗装施工管理技術者資格試験が６月２６日（日）に実施されました。

仙台では１級が東北福祉大学（仙台駅東口キャンパス）、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。 
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４．平成 28 年度 安全環境講習会  

日 時：平成２８年７月１５日（金） 

場 所：宮城県建設産業会館 

主 催：安全環境委員会 

参加者：約１２０名  

（受講者 ９３名【会員１７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、外部講師として仙台労働基準監督署、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２７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）「建設業における労働災害の動向と防止対策について｣ 

仙台労働基準監督署         安全衛生課長  洞口 宗彦 氏 

（2）「現場における高齢者の安全と健康」 

建設業労働災害防止協会 宮城駐在・東北地区担当 

安全管理士  伊川 廣司 氏 

（3）「最近の安全対策に関する情報等」 

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２７年度 優良工事・事例報告 】  

      ①朝田貫地区舗装工事       前田道路㈱     菊池  卓 氏 

       ②小田原地区改良舗装工事     日本道路㈱     高橋 吉八 氏 

       ③福平地区舗装工事       ㈱佐藤渡辺      矢野 洋平 氏 

④三ヶ尻地区改良舗装工事    戸田道路㈱     古屋  寿 氏 

      ⑤新里地区改良舗装工事     大成ロテック㈱   平塚 悟史 氏 

５．舗装施工管理技術者 技術講習  
日 時：①平成２８年８月２４日（水） 

    ②平成２８年９月２１日（水） 

場 所：①いわて県民情報交流センター「アイーナ」 

    ②仙台国際センター 

今年度も、盛岡と仙台の２会場で開催しました。 

盛岡会場で１２７名、仙台会場で２７２名、合計３９９

名の申し込みがあり、両会場併せて３６３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    安藤  稔（盛岡） 

         〃         委員    丸井 茂裕（仙台） 

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   惠藤 浩男（盛岡） 

         〃          委員    遠藤 雅晴（仙台） 

④最近の舗装技術の動向 

    道建協本部 技術委員会         委員   廣藤 典弘（盛岡） 

             〃           委員   中原 大磯（仙台） 

６．「道路功労者表彰（日本道路協会）」表彰伝達式  

日 時：平成２８年８月２６日（金） 

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、山本幹事長が参席し、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） 

猪 又 一 男    日建工業 株式会社 

佐 藤 仁 一   東京鋪装工業 株式会社 

森   光 之   前田道路 株式会社 
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７．安全環境パトロール  

安全環境委員会による２８年度安全環境パトロールを 9月 23日～10 月下旬にかけて 

実施しております。実施済みの状況を報告します。 

また、今年度から点検現場に「点検済証」及び「確認済証」を委員会から発行して 

おります。 

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

（福島Ｂ班）①平成２８年９月２３日（金） 

      ②北原委員、小浜委員 

      ③物倉地区舗装工事          相馬市  鹿島道路㈱ 

       楢這地区舗装工事      相馬市  常盤工業㈱ 

（福島Ｃ班）①平成２８年９月２６日（月） 

      ②大西幹事、高橋委員、石頭委員 

      ③玉野地区舗装工事      相馬市 戸田道路㈱ 

（福島Ｃ班）①平成２８年９月２７日（火） 

      ②高橋委員、石頭委員 

      ③小名浜地区舗装工事     いわき市 フジタ道路㈱ 

（福島Ａ班）①平成２８年９月２７日（火） 

      ②石井支部長、永澤委員、国塚委員 

③栗子トンネル舗装（福島側）工事  福島市 ㈱佐藤渡辺 
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（宮城班） ①平成２８年９月２９日（木） 

      ②田村幹事、荒瀬原委員、藤原委員 

③登米志津川地区舗装工事     登米市 ㈱ＮＩＰＰＯ 

Ⅱ 対 外 活 動  （H28/4/1～）

１．東北地方整備局関係  

【第３回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２８年４月２６日（火） 

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） 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２８年５月９日（月） 

場 所：フォレスト仙台

     出席者：石井支部長、山本幹事長、深澤技術委員長

     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） 

   【第１回 建設資材対策東北地方連絡会】 

      開催日：平成２８年５月１１日（水） 

      場 所：東北地方整備 

      出席者：阿部委員、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 

【東北地方整備局管内業務発表会】 

開催日：平成２８年６月１６日（木）～１７日（金）  

場 所：東北地方整備局 

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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   【建設現場等から生まれる情報資産の効果的な社会への還元に関する勉強会】 

     （第１回ＳＮＳ活用部会） 

      開催日：平成２８年７月６日（水） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：竹内委員、泉山委員 

      議 事：①部会設立の主旨説明 

          ②Facebook 活用実施方針案の説明 

          ③意見交換 

   【第４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２８年７月１９日（火） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：事務局長 

      議 事：①第６回社会保険未加入対策推進協議会（全国協議会）の取組 

           ・最近の社会保険の加入状況等 

           ・平成２８年度の社会保険未加入対策の強化 

           ・今後のスケジュール 

          ②意見交換 

【第４回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２８年７月２０日（水） 

場 所：フォレスト仙台

     出席者：佐藤雅委員、事務局長

     議 事：①「ＥＥ東北’１６」実施報告 

         ②「ＥＥ東北’１６」決算（案） 

         ③出展者負担金精算（案） 

         ④「ＥＥ東北’１６」アンケート概要 

         ⑤「ＥＥ東北’１７」について 

【第３回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２８年７月２８日（木） 

場 所：フォレスト仙台 

出席者：石井支部長、山本幹事長㈹、深澤技術委員長㈹ 

     議 事：①「ＥＥ東北’１６」実施報告 

         ②「ＥＥ東北’１６」決算（案） 

         ③出展者負担金精算（案） 

         ④「ＥＥ東北’１６」アンケート概要 

         ⑤「ＥＥ東北’１７」について 
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   【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 

２．東日本高速道路㈱東北支社関係  

【東北支社管内 工事安全協議会 総会】 

開催日：平成２８年７月１９日（火） 

場 所：ハーネル仙台

     出席者：石井支部長

３．後 援 行 事 等  

【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２８年６月１７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２８年７月２１日（木） 

      場 所：青森国際ホテル 

      出席者：石井支部長、事務局長 

      意見発表：青森県 下風呂観光ホテル三浦屋 若女将 三浦 祐未 氏 

           岩手県 岩手の名湯 侍の湯  

おもてなしの宿 おぼない 若女将 大建 ももこ 氏 

      基調講演：「災害列島 日本 大地動乱の時代に必要な備え」 

              CeMI 環境・防災研究所 副所長 

日本災害情報学会 理事     松尾 一郎 氏 

   【第18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２８年９月１日（木） 

場 所：新潟市 ホテルイタリア軒 

出席者：石井支部長㈹ 

次 第：①意見発表  青森・秋田・山形・新潟県から各１名 

②記念講演  

時代を読み解く～正しい判断は正しい情報から～」 

ニュースキャスター・大阪総合研究所代表  辛坊 治郎 氏 

③大会決議 新潟県商工会議所連合会 会頭 
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Ⅲ 幹 事 会 ・ 委 員 会 活 動  （H28/4/1～）

１．幹 事 会  

【第１回】  

開催日：平成２８年５月２３日（月） 

 出席者：石井支部長、山本幹事長、幹事１０名 

（濵、深澤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉、松澤、田村、大西）

議 事：①活動の概況について（3/23～） 

②支部定時総会（6/9）について 

③本部表彰等について 

④道路整備に関する要望 

⑤舗装診断士 資格制度について 

【第２回】  

開催日：平成２８年７月１３日（水） 

 出席者：石井支部長、山本幹事長、幹事１０名 

（濵、深澤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉㈹、松澤㈹、田村、大西）

議 事：①活動の概況について（5/23～） 

②委員会の活動計画について 

③専門紙記事（支部定時総会、道路試験所） 

【第３回】  

開催日：平成２８年９月１３日（火） 

 出席者：石井支部長、山本幹事長、幹事１０名 

（濵、深澤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉、松澤、田村㈹、大西）

議 事：①活動の概況について（7/13～） 

②各委員会の活動について 

 ・ＡＥＤ、発動発電機の聞き取り調査結果 

 ・安全環境パトロールについて 

         ・SAFETY2016 安全に関する論文について 

２．広報委員会 

  【第１回】   

開催日：平成２８年６月６日（月） 

 出席者：外村委員長、仲村副委員長、委員９名 

（郷内、竹内、橋元、北島、佐藤、三浦、伊藤、泉山、吉岡） 

議 事：①活動計画について 

    ②広報紙「道建協とうほく」の発行と内容について 

    ③ＡＥＤ及び発動発電機の寄贈について 

    ④支部定時総会の支援について 
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【第１回ＷＧ】 

    開催日：平成２８年８月５日（金） 

    出席者：竹内、北島、佐藤、伊藤委員 

    議 事：①広報紙「道建協とうほく」の発行と内容について 

        ②ＡＥＤ及び発動発電機の寄贈について 

        ③ふくしま浜街道・桜プロジェクトについて 

  【第２回】 

    開催日：平成２８年８月２３日（火） 

     出席者：外村委員長、仲村副委員長、委員９名 

（郷内、橋元、北島、佐藤、伊藤、泉山、吉岡、柴田孝、戸崎） 

    議 事：①広報紙「道建協とうほく」の発行と内容について 

        ②ＡＥＤ及び発動発電機の寄贈について 

         ・寄贈済み実態調査結果 

         ・28 年度寄贈先について 

        ③ふくしま浜街道・桜プロジェクトについて 

  【ふくしま浜街道・桜プロジェクト オーナー桜調査】 

    調査日：平成２８年９月１４日（水） 

    場 所：相馬市石上字南白髭付近（国道６号、起点から 300ｋｍ地点前後） 

    出席者：竹内、佐藤、伊藤委員、高橋事務員 

    概 要： この企画は、平成２３年３月の大震災で大きなダメージを受けた地域住民に 

        元気と希望を与えたいとして、福島県浜通りを縦断する国道６号いわき市から 

        新地町までの総延長約 163ｋｍ区間内及びその沿線県市町村道に桜を植樹し桜 

並木を繋いで、桜並木を復興のシンボルとして後世に残していくことを目標と 

しています。なお、植樹は 10年間で 20,000 本を計画しております。 

平成２６年２月１０日、松谷支部長・清水広報委員長・福島県内会員を代表 

として堀江工業㈱鈴木土木部長が、福島県双葉郡広野町の事務局を訪ね、西本 

理事長へ「桜プロジェクトオーナー基金」の贈呈を行いました。 

 平成２６年２月２２日に南相馬市原町地区で行われた植樹ボランティアには 

広報委員会メンバー１３人が参加し、総勢７０人で５０本の桜の苗木を植樹して 

おります。 

 今回の調査は「オーナー基金」に対し、オーナー桜と指定された 10本の生育 

状況とそのメッセージプレートの確認を行いました。（上り線側法面 2本、下り 

線側法面 8本） 
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３．技術委員会 

【第１回ＷＧ】  

開催日：平成２８年８月８日（金） 

 出席者：佐藤力、佐藤雅、稲辺、浅田（オブ参加）、大山委員 

議 事：①長期保証について 

    ②NEXCO 舗装技術検討会について 

    ③連続鉄筋コンクリート舗装の適用箇所について 

    ④現場の課題について 

    ⑤今後のＥＥ東北に向けた意見照会について 

  【第１回】   

開催日：平成２８年９月１３日（火） 

 出席者：深澤委員長、大西副委員長、委員１１名 

（佐藤力、高橋省、佐藤雅、稲辺、橋本、吉野、村中、河野、蓮田、高橋学、 

大山） 

議 事：①長期保証を付したアスファルト舗装工事の試行結果について 

    ②機能性ＳＭＡの橋面舗装への採用に関する意見交換（メモ） 

    ③第１回道路舗装技術検討会（整備局） 

    ④平成 27年度 NEXCO 東北支社舗装技術検討会メモ 

    ⑤トンネル内の舗装標準断面の相違について 

４．公共工事委員会  

【第１回ＷＧ】 

開催日：平成２８年８月２９日（月） 

 出席者：佐藤、酒井、佐々木、秋山、手塚、新田、鎌田、若狭、柴田、大山委員 

議 事：①平成２７年度の活動状況 

     ・整備局との意見交換（27.10.13 実施） 

     ・改正品確法に基づく発注関係事務の運用状況のアンケート調査（本部依頼） 

     ・平成２６年度受注状況について 

    ②平成２８年度の活動予定 

     ・関係機関等と改善に向けた活動について 

     ・改正品確法関連運用状況の評価と課題について 

     ・長期保証に関する課題について 

     ・設計変更審査会の活用について 

     ・平成２７年度受注状況について 

    ③平成２８年年度の体制について 
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５．安全環境委員会 

【第１回】   

開催日：平成２８年５月２３日（月） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１３名 

（藤原、伊藤勝、茂泉、秋山、石頭、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 

    ③安全環境パトロール事前調査について 

    ④SAFETY2016 安全論文について 

    ⑤安全環境パトロール実施現場認定証について 

【第２回】   

開催日：平成２８年７月１５日（金） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１１名 

（藤原、伊藤勝、茂泉、秋山、石頭、小浜、伊藤忠、和田、小畑、永澤、荒瀬原） 

議 事：①安全環境パトロール実施計画（案）について 

    ②安全環境パトロール実施現場認定証について 

    ③SAFETY2016 安全論文について 

    ④安全環境講習会役割分担について 

【第１回ＷＧ】 

開催日：平成２８年９月１日（木） 

 出席者：伊藤勝、秋山、高橋、永澤委員 

議 事：①安全環境パトロール実施計画について 

    ②SAFETY2016 安全論文の審査状況 

    ③「点検済証」「確認済証」について 

【第３回】   

開催日：平成２８年９月７日（水） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１２名 

（藤原、伊藤勝、茂泉、秋山、石頭、小浜、高橋、伊藤忠、国塚、小畑、 

荒瀬原、北原） 

議 事：①安全環境パトロール実施計画について 

    ②SAFETY2016 安全論文の審査状況 

    ③「点検済証」「確認済証」について 

６．防災委員会  

  【防災協定に基づく体制更新（２８年度版）提出】 

     ◇東北地方整備局：平成２８年６月２１日（火） 

     ◇NEXCO 東北支社：平成２８年６月２１日（火） 
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  【第１回ＷＧ】 

    開催日：平成２８年８月４日（木） 

    出席者：髙野、鎌田、伊藤、大山、柴田委員 

    議 事：①総合防災訓練について 

【第１回】   

開催日：平成２８年８月２２日（月） 

 出席者：杉崎委員長、大泉副委員長、委員１４名 

（堀内、小池、茂泉、髙野、平井、新田、鎌田、伊藤、佐々木、小畑 

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 

  【国道 106 号災害応急復旧対応：整備局からの要請】 

    対応期間：平成２８年９月３日（土）～５日（月） 

    場 所： 事務局会議室 

    対応者： 鎌田、伊藤、大山委員、佐藤公共工事委員 

    対応内容：台風 10号の豪雨で被災した国道 106号の応急復旧のため北上市内及び 

         一関市内に保管している、根固めブロックを現地に運搬する車両の手配を 

         行ったものである。 

    対応結果： ４日 北上防災ステーション ２社 １０台 

             一関防災ステーション ４社 ２２台 （４日 計３２台） 

          ５日 北上防災ステーション ３社 １０台 

             一関防災ステーション ４社 ２１台 （５日 計３１台） 

Ⅳ アスファルト混合物事前審査  （H28/4/1～） 

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。 

【立入調査部会 新規調査員 研修】 

開催日：平成２８年４月１４日（木） 

  場 所：事務局及び前田道路㈱仙台合材工場 

    出席者：新規調査員 ５名、企画調査課長 

【立会審査・立入調査】 

期 間： 自 平成２８年４月１４日（木） 

     至 平成２８年５月１３日（金） 

  混合所： 第 78 回立会審査 ２８混合所４９２混合物 

       第 76 回立入調査 ３３混合所 

【第７８回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２８年６月１６日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２８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２８年７月１４日（木） 

          至 平成２８年８月５日（金） 

  混合所： 第 79 回立会審査 ２０混合所３７０混合物 

       第 77 回立入調査 １９混合所 

【第７９回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２８年９月１５日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２８年６月に申請のあった２０混合所 

３７０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１９混合所の 

結果を報告。 

Ⅴ 本部主催行事  （H28/4/1～）

【第６８回 定時社員総会】 

開催日：平成２８年５月１８日（水） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：石井支部長、山本幹事長、事務局長 

  審議事項：①平成２７年度 事業報告 

       ②平成２７年度 決算 

       ③理事及び監事の選任に関する件 

【アスファルト混合物事前審査制度担当者会議】 

開催日：平成２８年８月３０日（火） 

  場 所：本部 

  出席者：企画調査課長 

  議 事：①各地区報告 

       ・事前審査制度の導入状況 

       ・Ｈ２７～２８年度の動き 

      ②課題・提案 

       ・業務運営上の課題 

       ・技術的な課題への取り組み 

（各支部への確認、再生混合物など技術的課題） 

         ・Ｈ２８年度公募 

        ③指定試験機関の共通試験 

         ・Ｈ２７年度共通試験結果 

         ・Ｈ２８年度共通試験計画 
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  広報委員が時節の写真を苦心して撮影しました。一部を紹介します。 

               担当：橋元 哲也（鹿島道路㈱ 東北支店） 

                  佐藤 友春（大成ロテック㈱ 東北支社） 

表紙写真について

【みちのく公園】

H28.9.14 

【三沢航空祭】

H28.9.11 

【秋保大滝】

H28.9.14 

【蔵王 馬の背】

H28.9.14 
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