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支部長  田  祐 久 

（鹿島道路㈱東北支店 専務執行役員支店長） 

今年４月に初めて東北の地に着任し、東北支部長を拝命いたしまして会員の皆様のご支援を

頂きながら半年が経過いたしました。会員の皆様におかれましては、日ごろより道建協の支部

活動にご協力いただきまして厚く御礼申し上げます。 

道路に奉仕する団体として｢道路整備の推進｣｢道路技術の向上｣｢道路建設業の健全な発展｣

という三つの基本理念をしっかりと念頭に持って、会員の各社と共に協会活動に取り組んでい

ただいております。 

さて、東日本大震災から７年と半年が経過しようとしております。東北地方整備局におきま

しては復興事業も終盤を迎え後２年で完了しようとしております。そのような環境の中、昨年

度から既設舗装の調査・適切な維持修繕工法の選定を行える技術者を認定する｢舗装診断士｣制

度も開始され、７７６人が登録されました。また舗装業界に於ける喫緊の課題であります。 

・ⅰ‐Construction への対応 

 生産性の向上だけでなく現場従事者の処遇改善や事故防止にもつながる。 

・働き方改革 

 時間外労働の段階的削減などの取り組みに向け長時間労働の是正に向けた自主目標とし

て設定された。 

週休２日については第２土曜日の閉所運動を展開し、最終目標である４週８休の実現に

向け取り組みの強化を実施。 

・道路建設業のイメージアップの取り組み 

働きがいのある業界の実現を目指し、イメージアップに向けた有効な広報ツール、東京オ

リンピック･パラリンピック機会にマラソンコースの遮熱舗装など、日本の優れた技術の発

信。 

以上の基本方針の３項目を道建協本部と共に活動しております。 

産業界全体が変革の時代を向かえ、製造業においてはオートメーション化、ロボットが大活

躍をしている状況であり、人工頭脳 IR が益々活躍の場に代わってきております。自動車はナ

ビ・予防安全装置（自動停止等・・・）・自動運転装置が現実のものとして道を走っているの

に、我々の建設施工機械は未だに人力や熟練オペレータに頼っているのが現状であります。他

の産業からも道路業界は特に時代に乗り遅れている感があります。これからの時代は益々高齢

化社会・人口減少が加速してまいります。このような現状を踏まえ道建協東北支部は、他の産

業に遅れることなく上記の活動を積極的に展開し、地方地域に見合った活動を特に地元の協会

会員と共に活動していきたいと考えています。将来後に続く若い後継者たちに魅力ある業界・

やりがいの持てる希望ある業界として襷をつなげるよう、支部会員各社の皆様と共に取り組ん

でいく覚悟でいます。今後ともご支援ご協力宜しくお願い致します。 

支 部 長 挨 拶 
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Ⅰ. 行 事 報 告  （H30/2/1～）

１．建設技術公開 「ＥＥ東北’18」

   日  時： 平成３０年６月６日（水）～７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) 

出席者：開会式のテープカットに田支部長が参加 

来場者：１６，３００人 

キャッチコピー：『 広げよう新技術 つなげよう未来へ 』 

２９５の出展者が８８９の技術を出展し開催された。 

支部会員の５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。 

    【新技術展示 出展会員】 

     ・㈱ガイアート、鹿島道路㈱、㈱佐藤渡辺、東亜道路工業㈱、三井住建道路㈱ 

２．第７０回 東北支部定時総会  

日  時：平成３０年６月１９日（火） 

場  所：ホテルメトロポリタン仙台

出席会員：会員数  ２９社 

出席会員：２１社 委任会員：７社 

本部来賓：西田会長、河江副会長はじめ本部役員８名。 

【議事概要】 

 田支部長の開会挨拶、増永会長からの来賓挨拶の後、議事に入り、 

１号議案「平成 29年度事業報告」、２号議案「平成 29年度決算」、 

３号議案「役員選任の承認」は満場一致で承認されるとともに 

「平成 30年度事業計画」、「平成 30年度予算」が報告された。 

 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２２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、畑支部長から現場代理人へ表彰状を授与しました。 
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  （敬称略） 

   ○委員会委員表彰（本部表彰：８名） 

   鎌田 一幸（東亜道路工業㈱） 

   茂泉 弘二（鹿島道路㈱） 

 石頭 芳彦（世紀東急工業㈱） 

阿部 昭彦（日本道路㈱） 

 泉山 匠 （㈱ＮＩＰＰＯ） 

 北原 正俊（前田道路㈱） 

   竹内 康高（㈱ガイアート） 

   吉野 敏弘（世紀東急工業㈱） 

 ○技能社員表彰（本部表彰：９名） 

   浅野富士雄（日建工業㈱） 阿部 弘 （㈱ＮＩＰＰＯ） 及川 一見（㈱ＮＩＰＰＯ） 

奥山 直人（日建工業㈱） 斉藤 秀樹 （日本道路㈱） 佐々木秀善（㈱ガイアート） 

佐々木正典（鹿島道路㈱） 佐藤 正和（福田道路㈱）   高橋 猛 （日建工業㈱） 

○安全優良工事表彰（支部表彰：５名） 

   江畠 豊人（大成ロテック㈱） 国道４５号田老岩泉地区舗装工事 

   高宮 浩 （㈱佐藤渡辺）   国道４５号山田地区舗装工事 

   泉谷 哲慶（日建工業㈱）   宮城野地区道路改良工事 

   大場 竜 （フジタ道路㈱）  下小国地区舗装工事 

   橋本 佳尚（大林道路㈱）   栗子地区改良舗装工事 

３．東北地方整備局との意見交換会 

総会当日の６月１９日、東北地方整備局大会議室において東北地方整備局との意見 

交換会を行いました。 

  東北地方整備局から津田局長、安田副局長、渡邉企画部長、阿部道路部長はじめ 

１１名、当協会本部から西田会長以下１０名、東北支部から田支部長以下１２名、 

計３３名が出席しました。 

    【道建協からの意見交換会議題項目】 

     Ⅰ．公共工事予算の安定的・持続的な確保 

      １．道路関係当初予算の大幅な増額 

      ２．道路舗装関係予算の長期安定的な確保 

      ３．道路舗装の維持・修繕費の増額 

     Ⅱ．道路舗装工事における労働環境の改善 

      １．適正な工期の設定 

      ２．工事発注準備段階の適切な関係者調整の実施 

      ３．年間を通じた工事の平準化 

      ４．書類の簡素化・合理化の推進 

      ５．受注者の週休二日制導入に対しての発注関係機関 

 の理解促進 

- 3 -



      ６．技能労働者の賃金水準が確保できるような労働単 

価の増額 

     Ⅲ．道路舗装工事における i-Construction の推進と普及 

      １．ＩＣＴ舗装の発注規模 

      ２．ＩＣＴ舗装の合理的な施工 

      ３．ＩＣＴ舗装の普及活動 

     Ⅳ．道路舗装のメンテナンスサイクルの確立 

      １．予防保全の推進 

      ２．舗装施工管理技術者資格（１級、２級）の活用 

      ３．舗装診断士の活用 

      ４．道路維持工事の体制の改善 

     Ⅴ．環境舗装等の推進 

      １．環境舗装（遮熱性舗装、保水性舗装）技術の活用と普及 

      ２．無電柱化の推進 

４．舗装施工管理技術者・舗装診断士 資格試験  

平成３０年度舗装施工管理技術者及び舗装診断士資格試験が６月２４日（日）に実施 

しました。 

「舗装施工管理技術者１級」と「舗装診断士」を東北福祉大学（仙台駅東口キャンパス）、

「舗装施工管理技術者２級」を東北電子専門学校の２会場で行いました。 

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。 

舗装施工管理技術者（１級）：５６２名 

舗装施工管理技術者（２級）：２０３名 

舗装診断士        ：３７２名 

５．平成３０年度 安全環境講習会  

日 時：平成３０年７月１１日（水） 

場 所：宮城県建設産業会館 

主 催：安全環境委員会 

参加者：１０２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、外部講師として宮城労働局健康安全課地方産業安全専門官二木多賀子さんと

元仙台南警察署長三塚利春さんをお招きして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２９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。 

 最後に労働災害に係わる講習ビデオを視聴し、ちょっとした不注意が大きな事故につなが

ったり、自分の人生が大きく変わる危険性を持っていることを認識させるものでした。 

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。 

- 4 -



【 講 話 】  

    （敬称略） 

（1）「建設業における働き方改革と労働災害防止について｣ 

宮城労働局 安全衛生課 地方産業安全専門官      二木 多賀子  

（2）「建設現場における交通災害について」 

元仙台南警察署長                   三塚 利春  

【 平成２９年度 優良工事・事例報告 】  

      ①国道 45号田老岩泉地区舗装工事  大成ロテック㈱   江畠 豊人  

       ②国道 45号山田地区舗装工事    ㈱佐藤渡辺     高宮 浩   

       ③宮城野地区道路改良工事     日建工業㈱     泉谷 哲慶  

④下小国地区舗装工事       フジタ道路㈱    大場 竜   

⑤栗子地区改良舗装工事      大林道路㈱     橋本 佳尚  

６．「道路功労者表彰（日本道路協会）」表彰伝達式  

日 時：平成３０年９月３日（月） 

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田支部長、齋藤幹事長が参席し、受賞者５名に表彰

状の伝達を行ないました。 

■ 受賞者 （５名・順不同・敬称略） 

菊地  範之   ㈱ＮＩＰＰＯ 

佐々木 周工  前田道路㈱ 

丹   勇夫  ㈱佐藤渡辺 

菅原  俊也  東京鋪装工業㈱ 

大橋  良一  戸田道路㈱ 
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７．総合防災訓練  

防災委員会は、平成３０年８月３０日(木）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Ｈ23.3.11 東日本大震災に学び、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（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【手順確認】（被災現場に、最寄りの工事現場又はＡｓプラ

ントから啓開チームが出動（会員企業６社）） 

  ⑤復旧資機材情報提供訓練（Ａｓ合材等供給可能資材の情報を、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。 

８．舗装施工管理技術者 技術講習  

日 時：①平成３０年９月１２日（水） 

    ②平成３０年９月２８日（金） 

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」 

今年度も、仙台と盛岡の２会場で開催しました。 

仙台会場で１８９名、盛岡会場で１１７名、合計３０６名

の方々が受講しました。 

＜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 

東北地方整備局 道路部 道路情報管理官       

金ヶ瀬 光正 

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    薄井 智  （仙台） 

         〃         委員    小笹 一彦 （盛岡） 

（仙台会場）

（盛岡会場）
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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   吉田 一道 （仙台） 

         〃          委員    千葉 俊郎 （盛岡） 

④最近の舗装技術の動向 

    道建協本部 技術委員会         委員   向後 憲一 （仙台） 

             〃           委員   吉武 美智男（盛岡） 

９．安全環境パトロール  

安全環境委員会による３０年度安全環境パトロールを 9月１９日～11月７日に、 

会員会社１７社の工事現場において実施しております。 

    大曽根地区舗装工事        釜石市     大林道路㈱ 

    小鎚地区舗装工事         釜石市     日本道路㈱ 

    大槌地区舗装工事     上閉伊郡   フジタ道路㈱ 

    夏井地区舗装工事     久慈市    大成ロテック㈱ 

    侍浜地区舗装工事     久慈市    東亜道路工業㈱ 

    伊里前地区舗装工事    南三陸町   福田道路㈱ 

    歌津北地区舗装工事    南三陸町   ㈱竹中道路 

    田表面地区舗装工事     南三陸町   戸田道路 

草木沢地区舗装工事    南三陸町   ㈱ガイアート 

外尾地区舗装工事     気仙沼市   北川ヒューテック㈱ 

赤牛地区舗装工事     気仙沼市   常盤工業㈱ 

南明戸地区舗装工事    気仙沼市   世紀東急工業㈱ 

谷地地区舗装工事     気仙沼市   鹿島道路㈱ 

       みやぎ県北高速幹線道路（中田工区）舗装（その３）工事 

  登米市    日建工業㈱ 

       権現地区改良舗装工事   遠野市    ㈱ＮＩＰＰＯ 

       塩手山トンネル舗装工事  相馬市    前田道路㈱ 

       いわき野田地区舗装工事  いわき市   大有建設㈱ 

実施状況につきましては、次号で報告させていただきます。 
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Ⅱ. 対 外 活 動  （H30/2/1～）

１．東北地方整備局関係  

【第３回 道路舗装技術検討会】 

開催日：平成３０年２月８日（木） 

場 所：東北地方整備局

     出席者：稗田技術委員、鈴木技術委員、酒井技術委員

     議 事：①長期保証制度の概要と試行状況について 

         ②長期保証の試行による効果・考察について 

         ③長期保証指標値の見直しについて 

      ④測定頻度の検討及び情報提供について 

【第４回 東北土木技術人材育成協議会 幹事会】 

  開催日：平成３０年２月１３日（火） 

  場 所：東北地方整備局 

  出席者：稗田技術委員、鈴木技術委員、事務局長 

  議 事：①東北土木技術人材育成協議会について 

      ②覚書（案）について 

      ③今後のスケジュールについて 

【第２回 東北土木技術人材育成協議会】 

  開催日：平成３０年３月１日（木） 

  場 所：東北地方整備局 

出席者：畑支部長、佐々木公共工事委員 

議 事：①東北土木技術人材育成協議会について 

      ②覚書（案）について 

      ③今後のスケジュールについて 

【第５回 東北土木技術人材育成協議会 幹事会】 

  開催日：平成３０年３月２２日（木） 

  場 所：東北地方整備局 

  出席者：稗田技術委員、事務局長 

  議 事：①平成３０年度基礎技術講習会の日程（案）について 

      ②東北六県で開催するＩＣＴ基礎技術講習会について 

【第１回 東北土木技術人材育成協議会 土木ワーキング】 

  開催日：平成３０年４月２０日（金） 

  場 所：東北技術事務所 

  出席者：稗田技術委員、松原企画調査課長 

  議 事：土木・構造物・コンクリート・アスファルト講習会の運営について 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成３０年４月２３日（月） 

場 所：ガーデンシティ仙台勾当台
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     出席者：稗田技術委員、松原企画調査課長

     議 事：①「ＥＥ東北’１８」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１８」実施計画（案） 

         ③「ＥＥ東北’１８」広報（案） 

         ④「ＥＥ東北’１８」予算（修正案） 

         ⑤今後の予定について 

         ⑥規約改正案につて 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成３０年４月２７日（金） 

場 所：ガーデンシティ仙台勾当台

     出席者：田支部長、齋藤幹事長、佐藤技術委員長

     議 事：①「ＥＥ東北’１８」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１８」実施計画（案） 

         ③「ＥＥ東北’１８」広報（案） 

         ④「ＥＥ東北’１８」予算（修正案） 

         ⑤今後の予定について 

         ⑥規約改正案につて 

   【第１回 建設資材対策東北地方連絡会】 

      開催日：平成３０年５月１１日（金） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：小野寺公共工事委員、松原企画調査課長 

      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６回 東北土木技術人材育成協議会 幹事会】 

  開催日：平成３０年５月１６日（水） 

  場 所：東北技術事務所 

  出席者：稗田技術委員、鈴木技術委員 

  議 事：平成３０年度基礎技術講習会の講習内容の説明について 

【第６回 i-Construction 連絡調整会議】 

  開催日：平成３０年５月１８日（金） 

  場 所：東北地方整備局 

  出席者：田支部長、佐々木公共工事委員 

  議 事：①国土交通省からの情報提供 

      ②関係機関における i-Construction の取り組み状況等 

      ③現場支援型モデル事業の実施報告（秋田県） 

      ④意見交換会 

【チャレンジ型ＩＣＴ活用工事に関する説明会】 

  開催日：平成３０年６月２８日（木） 
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  場 所：東北地方整備局 

  出席者：佐々木公共工事委員 

   【第２回 東北土木技術人材育成協議会 土木ワーキング】 

      開催日：平成３０年７月２６日（木） 

      場 所：東北技術事務所 

      出席者：鈴木委員、稗田委員 

      議 事：基礎技術講習会について 

   【第１回 東北地方建設産業社会保険推進・処遇改善連絡協議会】 

      開催日：平成３０年８月１日（水） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：事務局長 

      議 事：協議会発足に伴う規約、取組み等について 

   【ＥＥ東北’１８会計監査】 

      監査日：平成３０年９月２５日（火） 

      場 所：道建協東北支部会議室 

      出席者：佐藤技術委員長 

      説明者：ＥＥ東北事務局 

   【第１回 ＥＥ東北１９実行委員会作業部会】 

      開催日：平成３０年１０月１１日（木） 

      場 所：ハーネル仙台 

      出席者：事務局長 

      議 事：①ＥＥ東北１８決算・監査報告 

          ②ＥＥ東北１９組織（案） 

          ③ＥＥ東北１９実施方針（案） 

          ④ＥＥ東北１９予算（案） 

   【第１回 ＥＥ東北１９実行委員会】 

      開催日：平成３０年１０月２２日（月） 

      場 所：ＫＴＰガーデンシティ勾当台 

      出席者：田支部長、齋藤幹事長 

      議 事：①ＥＥ東北１８決算・監査報告 

          ②ＥＥ東北１９組織（案） 

          ③ＥＥ東北１９実施方針（案） 

          ④ＥＥ東北１９予算（案） 

２．東日本高速道路㈱東北支社関係  

   【ネクスコ舗装技術検討会】 

     開催日：平成３０年３月６日（火） 

     場 所：ネクスコ・エンジニアリング東北 
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     出席者：吉野技術委員、稗田技術委員、鈴木技術委員 

     議 事：①高耐久性基層の効果検証結果について 

         ②ひび割れ深さ推定手法の検討について 

         ③ひび割れ率自動算出手法の検討について 

【東北支社管内 工事安全協議会 総会】 

開催日：平成３０年７月１７日（火） 

場 所：宮城県建設産業会館

     出席者：有路安全環境委員長

３．後 援 行 事 等  

【第１０回 新春特別講演会】 

開催日：平成３０年２月１９日（月） 

場 所：ホテルメルパルク仙台 

出席者：畑支部長、事務局長 

       （敬称略） 

講 演：①「東北地域の自立的・持続的成長に向けて」 

         東北経済産業省 産業部長     佐久間 恵二  

②「多様で持続的な東北農業を目指して」 

  東北農政局長           木内  岳志 

③「交流が支える東北地域の自立的・持続的な成長」 

     東北地方整備局長         津田  修一 

④「金沢のまちづくりに想う」 

     元金沢市長            山出  保 

【フォーラム がんばろう！東北】 

      開催日  ：平成３０年７月１２日（木） 

      場 所 ：ホテルメトロポリタン盛岡 

      出席者 ：事務局長 

      基調講演：「多発する気象災害と気象情報の活用」 

                気象予報士          井田  寛子 

      意見発表：宮城県気仙沼大島 旅館明海荘 女将   村上  かよ 

           福島県 奥会津書房 主宰        遠藤  由美子 

   【第２０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３０年９月４日（火） 

場 所：東京第一ホテル鶴岡 

出席者：田支部長 

次 第：①意見発表 新潟県・山形県・青森県・秋田県から各１名 

②記念講演 「 交流人口の拡大や防災・減災に資する道路の活用 」 

株式会社みちのりホールディングス 

代表取締役グループＣＥＯ  松本  順   

③大会決議 鶴岡商工会議所 会頭       三浦  寛巳  
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Ⅲ. 幹 事 会 ・ 委 員 会 活 動  （H30/2/1～）

１．幹 事 会  

【第６回】  

開催日：平成３０年３月２３日（金） 

 出席者：畑支部長、山本幹事長、幹事１０名 

（安孫子、佐藤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉、松澤、田村、戸崎）

議 事：①活動の概況について（1/17～） 

②改正品確法に係わるアンケートについて 

③安全環境パトロール優良工事について 

④支部総会について 

⑤委員会委員長人事について 

  【連絡会】 

開催日：平成３０年４月２７日（金） 

 出席者：田支部長、齋藤幹事長、幹事８名、 

（安孫子、佐藤㈹、有路、仲村、梅野、大泉、下菊㈹、戸崎） 

議 事：４月期異動に伴う幹事交代及び事務局長空席による支部体制の確認 

【第１回】  

開催日：平成３０年５月３０日（水） 

 出席者：田支部長、齋藤幹事長㈹、幹事１０名 

（安孫子、佐藤、有路、仲村、梅野、大泉、下菊、戸崎、西山、田中） 

本部須合総務部長、松原企画調査課長

議 事：①活動の概況について（3/23～） 

    ②委員会委員長・副委員長について 

③支部定時総会（6/19）について 

④東北地方整備局との意見交換会（6/19）について 

【第２回】  

開催日：平成３０年７月２５日（水） 

 出席者：田支部長、齋藤幹事長、幹事１１名 

（安孫子、佐藤、有路、仲村、梅野㈹、大泉、下菊、小野、戸崎㈹、西山㈹、田中）

議 事：①活動の概況について（5/30～） 

②各委員会の活動計画について 

③東北地方整備局との意見交換会の報告ついて 

④その他 

・第７１回支部定時総会について 

・７月豪雨による災害応急対応について 

【第３回】  

開催日：平成３０年９月１２日（水） 

 出席者：田支部長、齋藤幹事長㈹、幹事１０名 

（安孫子㈹、佐藤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉、松澤、田村、戸崎）
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議 事：①活動の概況について（7/25～） 

②安全環境パトロールについて 

③ＳＡＦＥＴＹ２０１８について 

④i-Con 講習会について 

⑤北海道胆振東部地震について 

⑥その他 

２．技術委員会 

  【第１回ＷＧ】   

開催日：平成３０年４月１６日（月） 

 出席者：稗田委員、稲辺元委員 

議 事：①活動計画について 

  【第１回】 

開催日：平成３０年５月７日（月） 

 出席者：佐藤委員長、委員１５名 

（佐藤、髙山、酒井、稗田、佐々木、小川、小柴、村中、河野、蓮田、加藤、

髙橋、大山、鈴木、小澤委員） 

稲辺元委員、松原（事務局） 

議 事：①東北土木技術人材育成協議会について 

    ②連続鉄筋コンクリート舗装に関する整備局道路工事課との打ち合わせ内容 

     について 

    ③長期保証制度の見直しについて 

    ④その他 

３．安全環境委員会 

【第６回】   

開催日：平成３０年３月２０日（火） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１０名 

（藤原、伊藤勝、茂泉、秋山、永澤、小浜、渡邉、伊藤忠、国塚、石頭） 

議 事：①安全環境パトロール表彰工事推薦について 

    ②安全環境講習会の講習内容の検討について 

    ③平成３０年度活動実施計画策定について 

    ④安全環境パトロール対象工事調査票（案）について 

    ⑤その他 

【第１回ＷＧ】 

開催日：平成３０年５月２１日（月） 

 出席者：秋山、高橋、永澤、北原委員 

議 事：①安全環境講習会について 

    ②安全環境パトロール対象工事選定及び班編成について 
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【第１回】   

開催日：平成３０年５月３０日（水） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１２名 

（藤原、富田、秋山、石頭、細川、高橋、伊藤忠、国塚、小畑、永澤、 

渡邉、北原） 

議 事：①平成３０年度活動実施計画について 

    ②安全環境講習会について 

    ③安全環境パトロール実施計画について 

    ⑤SAFETY2018 について 

   【第２回】   

開催日：平成２９年７月１１日（水） 

 出席者：有路委員長、田中副委員長、委員１１名 

（下屋敷、藤原、秋山、石頭、高橋、伊藤、国塚、小畑、永澤、渡邉、北原） 

議 事：①安全環境講習会について 

    ②安全環境パトロール実施について 

    ③安全衛生点検表の改訂について 

    ④SAFETY2018 安全論文審査について 

【第３回】   

開催日：平成３０年９月１１日（火） 

 出席者：有路委員長、田中副委員長、委員１０名 

（藤原、富田、秋山、石頭、細川㈹、高橋、国塚、小畑、永澤、渡邉、） 

議 事：①安全環境パトロール実施について 

    ②SAFETY2018 安全論文の審査状況について 

    ③その他 

４．防災委員会  

  【防災協定に基づく体制更新（３０年度版）提出】 

     ◇東北地方整備局 ：平成３０年６月２８日（木） 

     ◇NEXCO 東北支社 ：平成３０年６月２８日（木） 

  【第１回ＷＧ】 

    開催日：平成３０年８月２０日（月） 

    出席者：髙野、新田、鎌田、伊藤、佐々木、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３０年８月２２日（水） 

 出席者：梅野委員長、大泉副委員長、委員１４名 

（松崎、小池、富田、高野、平井、滝本、鎌田、佐々木、小畑、 

武田、小林、大山、柴田、伊藤） 
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議 事：①総合防災訓練の実施要領について 

  【第２回】  

開催日：平成３０年１０月１５日（月） 

 出席者：梅野委員長、大泉副委員長、委員１４名 

（松崎、小池、茂泉、高野、平井、瀬戸山、新田、鎌田、小畑、 

武田、神林、大山、柴田、） 

議 事：①総合防災訓練の結果及び取りまとめについて 

Ⅳ. アスファルト混合物事前審査  （H30/2/1～） 

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、指定期間は平成３３年３月３１日までです。 

【立入調査部会】 

    開催日：平成３０年２月２０日（火） 

    場 所：仙台市情報・産業プラザ（アエル） 

    出席者：畑支部長、企画調査課長 

    議 事：①第 81～84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 

        ③意見交換 

    講 話：「ポリマー改質アスファルトの技術動向 2018」 

         （一社）日本改質アスファルト協会    平戸  利明 

【第８５回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成３０年３月１４日（水） 

  場 所：ハーネル仙台 

        立会審査 ：１９混合所 

立入調査 ：１５混合所 

【第８６回 立会審査・第８４回 立入調査】 

期 間：自 平成３０年４月１２日（木） 

    至 平成３０年５月１１日（金） 

      立会審査 ：２６混合所 

 立入調査 ：３４混合所 

【立入調査部会 新規調査員 研修】 

開催日：平成３０年４月１９日（木） 

  場 所：事務局ほか 

    出席者：新規調査員 ３名、企画調査課長、奥山調査員 

【第８６回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成３０年６月２１日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        立会審査 ：２６混合所 

立入調査 ：３４混合所 
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【第８７回 立会審査・第８５回 立入調査】 

期 間：自 平成３０年７月２５日（水） 

    至 平成３０年８月 ２日（木） 

      立会審査  ：２２混合所 

 立入調査  ：１９混合所 

【第８７回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成３０年９月２０日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        立会審査 ：２２混合所 

立入調査 ：１９混合所 

 【立入調査部会 新規調査員 研修】 

開催日：平成３０年１０月２３日（火） 

  場 所：事務局ほか 

    出席者：新規調査員 ３名、企画調査課長、奥山調査員 

Ⅴ 本部主催行事  （H30/2/1～）
【支部長・幹事長会議】 

開催日：平成３０年５月２２日（火） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：田支部長、齋藤幹事長 

  議 事：①道建協の新たな取り組みについて 

      ②地方整備局等との意見交換会について 

【第７０回 定時社員総会】 

開催日：平成３０年５月２２日（火） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：田支部長、齋藤幹事長 

  審議事項：①平成２９年度 事業報告（案） 

       ②平成２９年度 決算（案） 

       ③理事の選任に関する件 

       ④定款の一部改正に関する件 

  報告事項：①平成３０年度 事業計画 

       ②平成３０年度 予算 

       ③平成２９年度 公益目的支出計画実施報告 

【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３０年８月２９日（水） 

  場 所：本部 会議室（東京建設会館） 

  出席者：企画調査課長 

  議 事：①各地区におけるアスファルト混合物事前審査制度運営状況 

      ②業務運営上の課題報告外 
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【i-Con 技術講習会】（道建協本部・東北地方整備局共催） 

開催日：平成３０年９月２１日（金） 

  場 所：東北技術事務所 

  受講者：１７社２６名 

  ＜講習科目・講師＞ 

   「東北地方整備局の i-Construction の取組」 

      東北地方整備局 企画部技術管理課 課長補佐  片野 正章 

   「舗装の情報化施工技術」 

      一般社団法人 日本道路建設業協会 技術委員  岡本 明子 

   「レーザースキャナを使った測量と出来形管理」 

      日本測量機器工業会     各委員による座学及び屋外講習 

  （表紙写真の説明） 

「龍の松（気仙沼市岩井崎）」 

岩井崎の先端部に立つ龍（辰）の形をした松は、東日本大震災の津波によ

って幹や枝などが被害を受けたものの、一部が奇跡的に残ったことで姿を現し

たものです。高さ約 2.5ｍ、幹周り約 1.7ｍで、大きく曲がった幹と折れた枝が、

まるで龍が昇る姿に見えることから「龍の松」と名付けられました。その後大

震災から時が経ち、傷みが激しく一時は枯死状態となりましたが、復興のシン

ボルとして長く保存する為の加工が施され、平成 28 年に現地に設置されまし

た。（気仙沼観光プラスより） 
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