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支部長  畑   淳 
（鹿島道路㈱東北支店 常務執行役員支店長） 

会員の皆様におかれましては、日頃より道建協の支部活動にご協力頂きまして

厚く御礼申し上げます。

道建協運営の基本方針である「道路整備の推進」「道路建設技術の向上」「道路

建設業の健全な発展」に向かって道建協本部と一体となり、会員各社の皆様のお

力添えを頂きながら協会活動に取り組んでいる現状です。

さて、東日本大震災から６年が経過し私たち道建協を取り巻く環境も復旧から

復興へと変化し、その復興工事も本年度がピークと東北地方整備局長の発表にも

ありました。又、今年度から既設舗装の調査や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」の試験も開始されました。

更に、政府主導による「働き方改革」の推進により建設業界の喫緊の課題であ

る「担い手確保」や「生産性の向上」へ向け、国土交通省においても生産性革命

（ｉ-Construction）の取り組みを進めているところです。

これを受け、道建協本部も本年度の基本方針として下記３項目の実施を発表し

ております。

１. 協会本部に「ｉ-Pavement 推進本部」を設置し、ＩＣＴ舗装工事導入の課題整

理と先進事例の紹介、講習会の実施などにより積極的に普及を支援する。

２. 「将来の担い手確保」の為に、発注者への条件設定等の要請を行い、週休二日

制の推進や実労働時間の短縮による労働時間の改善等、建設労働者の働き方改

革の推進により道路業界全体のイメージアップを図る。

３. コンプライアンス体制の維持確立の為、ＣＳＲ推進委員会による講習会の継続

実施と「中間報告」の発信により更なる徹底を図る。

産業界全体が変革の時代を迎えた今、我々道路業界も他産業に遅れることなく

対応策を推進していく必要性を実感しております。

道建協東北支部として積極的に上記活動を展開し、今後に続く後輩たちへ魅力

ある業界・やりがいのある業界としてバトンタッチできるよう、支部会員各社の

皆様とともに結束力を持って取り組んで行く所存でおりますので、今後ともご支

援ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

支 部 長 挨 拶 
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Ⅰ. 行  事  報  告  （H29/2/1～）

１．建設技術公開 「ＥＥ東北’17」

   日  時： 平成２９年６月７日（水）～８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畑支部長が参加 

来場者：１５，７００人 

キャッチコピー：『 広げよう新技術 つなげよう未来へ 』 

 ２９２の出展者が８６９の技術を出展し開催された。 

支部会員の４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】 

    ・㈱ガイアート、鹿島道路㈱、㈱佐藤渡辺、福田道路㈱ 

   【新技術プレゼンテーション 出展会員】 

    ・㈱ガイアート 「フル・ファンクション・ペーブ（FFP）」 

    ・鹿島道路㈱  「耐油性・耐久性に優れた ＡＫＤ舗装」 

２．第６９回 東北支部定時総会  

日  時：平成２９年６月１９日（月） 

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：２３社 委任会員：６社 

本部来賓：増永会長、河江副会長はじめ本部役員９名。 

【議事概要】 

 畑支部長の開会挨拶、増永会長からの来賓挨拶 

の後議事に入り、１号議案「平成 28 年度事業報告」、

２号議案「平成 28 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 29年度事業計画」、「平成 29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２４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：４名） 

   阿部 淳司（前田道路㈱）  小池 潤一（㈱ガイアート） 

   佐藤 雅昭（㈱ガイアート） 鈴木 清美（前田道路㈱） 

 ○技能社員表彰（本部表彰：１１名） 

   相川 忠大（大林道路㈱）  荒木地 昭夫（大林道路㈱） 

   五十嵐 美穂（福田道路㈱）  菅野 保彦（三井住建道路㈱） 

   小沼 隆太郎（福田道路㈱）  佐藤 将人（東亜道路工業㈱） 

   西牧 房志（日本道路㈱）  間山 英樹（福田道路㈱） 

   三浦  豊（大林道路㈱）  南  賢一（大林道路㈱） 

   向井 啓二（東亜道路工業㈱） 

○安全優良工事表彰（支部表彰：４名） 

   阿南 朗人（フジタ道路㈱） 小名浜地区舗装工事 

   坂本 修幸（日本道路㈱）  宮古藤原地区野積場舗装復旧その６工事 

   藤原 桐人（㈱佐藤渡辺）  東北中央自動車道栗子トンネル舗装(福島側）工事 

   松崎 真一（大林道路㈱）  国道 45号 鵜住居地区道路工事 

３．東北地方整備局との意見交換会 

総会当日の６月１９日、ハーネル仙台において東北地

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川瀧局長、渡邉企画部長、山田道

路部長はじめ１２名、当協会本部から増永会長以下１０

名、東北支部から畑支部長以下１５名、計３７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．道路予算の増額及び長期安定的確保 

      ２．道路施設の老朽化対策として道路維持、修繕、更新予算の増額 

     Ⅱ．道路舗装工事における i-Construction の推進 

      １．道路舗装における i-Construction の推進と普及 

      ２．ＩＣＴ舗装導入に向けた課題と対応 
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     Ⅲ．道路舗装工事における労働環境の改善 

      １．長時間労働の是正、労働の平準化 

      ２．週休二日制確保モデル工事の推進 

     Ⅳ．生産性の向上 

      １．舗装の技術開発に対する支援 

      ２．コンクリート舗装の普及に対する支援 

      ３．新技術導入に際しての新入札制度の活用・普及 

     Ⅴ．道路舗装の予防保全の推進 

      １．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 

      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 

     Ⅵ．「観光立国の実現」に向けて 

      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 

    なお、意見交換会の出席者、配布資料等は７月５日に会員へメール便で送付しました。 

４．舗装施工管理技術者・舗装診断士 資格試験  

平成２９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２５日（日）に実施さ 

れました。 

今年度から新たな資格として創設した「舗装診断士」及び従来からの「舗装施工管理技

術者の１級」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。 

５．平成 29 年度 安全環境講習会  

日 時：平成２９年７月１９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：約１２０名  

（受講者 １１４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28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！」” 
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【 講 話 】  

（1）「建設業における労働災害防止対策について｣ 

仙台労働基準監督署 安全衛生課 地方産業安全専門官  斎藤 俊英 氏 

（2）「労働災害における事業者責任」（災害事例を基に事後措置を考える） 

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）「道路建設業と環境保全について」 

日本道路建設業協会 環境・安全委員会 環境部会 委員  吉田 一道 氏 

【 平成 28年度 優良工事・事例報告 】  

      ①国道 45号鵜住居地区道路工事   大林道路㈱    松崎 真一 氏 

       ②宮古藤原地区野積場舗装復旧その６工事 

日本道路㈱   坂本 修幸 氏 

       ③小名浜地区舗装工事        フジタ道路㈱  阿南 朗人 氏 

④東北中央自動車道栗子トンネル舗装（福島側）工事 

    ㈱佐藤渡辺   藤原 桐人 氏 

６．「道路功労者表彰（日本道路協会）」表彰伝達式  

日 時：平成２９年８月２２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

部においては畑支部長、山本幹事長が参席し、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） 

小野寺 金澤    ㈱ガイアート 

岸  信 也   ㈱佐藤渡辺 

佐々木 一敏   鹿島道路㈱ 

菅 生 伸 夫    東亜道路工業㈱ 

谷 口  満   世紀東急工業㈱ 

- 5 -



７．総合防災訓練  

防災委員会は、平成２９年９月１日(金）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５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２９年９月５日（火） 

    ②平成２９年９月２７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１６７名、仙台会場で２６８名、合計４３５

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。 

＜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     樋口 和則 

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    小笹 一彦（盛岡） 

         〃         委員    守屋 孝之（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   千葉 俊郎（盛岡） 

         〃          委員    堂尻 伸二（仙台） 
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④最近の舗装技術の動向 

    道建協本部 技術委員会         委員   二木  隆（盛岡） 

             〃           委員   村山 雅人（仙台） 

９．安全環境パトロール  

安全環境委員会による２９年度安全環境パトロールを 9月 5日～11月上旬にかけて 

実施しております。実施済みの状況を報告します。 

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

（岩手班） ①平成２９年９月５日（火） 

      ②永澤委員、茂泉委員 

      ③山田地区舗装工事          山田町  ㈱佐藤渡辺 

（岩手班） ①平成２９年９月６日（水） 

      ②永澤委員、茂泉委員 

      ③宮古地区舗装工事      宮古市 世紀東急工業㈱ 

（宮城・山形班）①平成２９年９月１４日（木） 

      ②小畑委員、石頭委員 

      ③小船越地区橋梁床版工工事  石巻市 ㈱加賀田組 

（福島Ｂ班） ①平成２９年９月１５日（金） 

      ②小浜委員、渡邉委員 

③栗子地区改良舗装工事    福島市  大林道路㈱ 

 下小国地区舗装工事     伊達市  フジタ道路㈱ 
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（宮城Ｂ班） ①平成２９年９月２０日（水） 

      ②伊藤勝文委員、国塚委員 

③平井田地区舗装工事     南三陸町 福田道路㈱ 

 （宮城・山形班）①平成２９年９月２６日（火） 

         ②田村幹事、小畑委員 

         ③新堀地区舗装工事      酒田市  鹿島道路㈱ 

  （福島Ａ班） ①平成２９年９月２６日（火） 

         ②佐藤幹事、秋山委員、伊藤忠良委員 

         ③町裏地区舗装工事      相馬市  ㈱ＮＩＰＰＯ 

  （福島Ａ班） ①平成２９年９月２７日（水） 

         ②秋山委員、伊藤忠良委員 

         ③堤下地区舗装工事      伊達市  東亜道路工業㈱ 

表紙写真のイベントの開催案内（仙台市農業園芸センターHPより） 
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Ⅱ. 対 外 活 動  （H29/2/1～）

１．東北地方整備局関係  

【第２回 道路舗装技術検討会】 

開催日：平成２９年２月１４日（火） 

場 所：東北地方整備局

     出席者：稲辺技術委員、佐藤技術委員

     議 事：①長期保証制度の概要と試行状況について 

         ②H28 満了工事の測定結果について 

         ③長期保証の試行による効果・考察について 

      ④測定頻度の検討及び情報提供について 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会作業部会】 

開催日：平成２９年４月２１日（金） 

場 所：ガーデンシティ仙台勾当台

     出席者：小池技術委員、事務局長

     議 事：①「ＥＥ東北’１７」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１７」実施計画（案） 

         ③「ＥＥ東北’１７」広報（案） 

         ④「ＥＥ東北’１７」予算（修正案） 

【第２回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２９年４月２６日（水） 

場 所：ガーデンシティ仙台勾当台

     出席者：畑支部長㈹、山本幹事長、佐藤技術委員長

     議 事：①「ＥＥ東北’１７」開催概要 

         ②「ＥＥ東北’１７」実施計画（案） 

③「ＥＥ東北’１７」広報（案） 

④「ＥＥ東北’１７」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２９年５月１１日（木） 

      場 所：宮城自治労会館 

      出席者：小野寺公共工事委員、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 

   【連続鉄筋コンクリート舗装に関する打合せ】（整備局 道路工事課から要請） 

      開催日：平成２９年５月２６日（金） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：稗田技術委員、酒井技術委員、稲辺技術委員、鈴木技術委員、 

大山技術委員、事務局長 
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      議 事：①明かり部と連続するトンネル坑口部の目地構造について 

          ②緩衝版との接続について 

          ③長期保証対象の必要性について 

【東北地方整備局管内業務発表会】 

開催日：平成２９年６月１４日（水）～１５日（木）  

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。 

   【連続鉄筋コンクリート舗装に関する打合せ】（整備局 道路工事課から要請） 

      ＜5月 26日打合せに基づく会員アンケート、回答 13社集計結果打合せ＞ 

      開催日：平成２９年７月５日（水） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：酒井技術委員、稲辺技術委員、大山技術委員、事務局長 

      議 事：①明かり部と連続するトンネル坑口部の目地構造について 

          ②緩衝版との接続について 

          ③長期保証対象の必要性について 

【第３回 ＥＥ東北実行委員会】 

開催日：平成２９年７月２６日（水） 

場 所：ガーデンシティ仙台勾当台 

        （秋田県内豪雨対応のため中止） 

   【第４回東北復興 i-Construction 連絡調整会議】 

      開催日：平成２９年８月２日（水） 

      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国土交通本省からの情報提供 

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

          ③講演：地域建設業における ICT施工の取り組みと実施効果 

               ㈱丸本組  大正建設㈱ 

          ④意見交換 

   【ＥＥ東北’17会計監査】 

      監査日：平成２９年８月２２日（火） 

      場 所：道建協支部事務局会議室 

      出席者：佐藤技術委員長 

      説明者：ＥＥ東北事務局 
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   【連続鉄筋コンクリート舗装に関する打合せ】（整備局 道路工事課から要請） 

      開催日：平成２９年９月１３日（水） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：稗田技術委員、稲辺技術委員、鈴木技術委員、大山技術委員 

      議 事：①整備局策定『連続鉄筋コンクリート舗装に関わる構造細目（案）』に 

           ついての会員アンケート集約結果打合せ 

   【第５回東北復興 i-Construction 連絡調整会議】 

      開催日：平成２９年９月２２日（金） 

      場 所：東北地方整備局集合 

現地視察：石巻市、旧北上川左岸 魚町上流地区築堤工事 

会議：北上川下流河川事務所 

      出席者：佐藤技術委員長 

      議 事：①国土交通本省からの情報提供 

          ②意見交換 

   【連続鉄筋コンクリート舗装に関する打合せ】（整備局 道路工事課から要請） 

      ＜9月 13日打合せ時の再検討＞ 

      開催日：平成２９年９月２６日（火） 

      場 所：東北地方整備局 

      出席者：稗田技術委員、稲辺技術委員、鈴木技術委員、大山技術委員 

      議 事：①基本的な構造について 

          ・注入目地材「3.橋梁と接続する場合」 

          ②トンネル内から明かり部に接続する場合 

          ・鉄筋補強コンクリート版の必要性及び版の枚数 

          ・膨張目地の設置個所数 

          ③橋梁と接続する場合 

          ・緩衝版と踏掛版上にアスファルト舗装を施工した場合の、突合せ接続 

           部の注入目地材 

          ・アスファルト表層部の目地及び注入目地材は必要か 

２．東日本高速道路㈱東北支社関係  

   【平成 28年度 東北支社舗装技術検討会】 

      開催日：平成２９年２月２７日（月） 

      場 所：NEXCO 東北支社 

      出席者：吉野技術委員、蓮田技術委員、高橋技術委員 

      議 事：①ひび割れ深さ推定手法の検討について（継続） 

          ②ひび割れ率自動算定について 

          ③高耐久性基層の効果検証結果について 

          ④舗装の施工継目部における締固め度向上に関する検討について（継続） 

【東北支社管内 工事安全協議会 総会】 

開催日：平成２９年７月２４日（月） 

場 所：ハーネル仙台

     出席者：山本幹事長
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３．後 援 行 事 等  

【第９回 新春特別講演会】 

 開催日：平成２９年２月２０日（月） 

場 所：ホテルメルパルク仙台 

出席者：石井支部長、事務局長 

講 演：①「PPP/PFIの推進について」 

              内閣府PFI推進室 企画官    直原 史明 氏 

②「東北地域の持続的成長に向けて」 

       東北経済産業局長        田川 和幸 氏 

③「日本の農業、もっと強く。－日本の農林水産物・食品を世界へ！－」 

          東北農政局長          松尾  元 氏 

④「変わります。東北＜続＞」 

          東北地方整備局長        川瀧 弘之 氏 

【フォーラム がんばろう！東北】 

      開催日：平成２９年７月１２日（水） 

      場 所：江陽グランドホテル 

      出席者：佐藤技術委員 

      意見発表：秋田県 ㈱高瀬電設 取締役 上野 悦子 氏 

           山形県 かみのやま温泉 葉山館 若女将 五十嵐 朋子 氏 

      基調講演：「 超インフラ論 ～東北へのインフラ投資が日本を救う～ 」 

            京都大学大学院工学研究教授   藤井  聡 氏 

   【東北地区建設物価懇談会】 

     開催日：平成２９年７月１３日（木） 

     出席者：山本幹事長 

     議 事：①主要建設資材及び工事費の需給・価格動向 一般資材/地場資材 

         ②建設物価調査会70年のあゆみ 

         ③新しい取り組み 

           ・担い手育成の支援（女性の活躍） 

           ・「土木工事標準単価」について 

           ・新たな市場への情報発信 

         ④意見交換 

   【第19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２９年９月１日（金） 

場 所：秋田ビューホテル 

出席者：佐々木公共工事委員（代理出席） 

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  

「 海の大通りを走る！クルーズへの招待状 」 

クルーズライター   上田 寿美子 氏 

③大会決議 秋田県商工会議所連合会 会長  三浦 寛巳 氏 
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Ⅲ. 幹 事 会 ・ 委 員 会 活 動  （H29/2/1～）

１．幹 事 会  

【第５回】  

開催日：平成２９年３月２３日（木） 

 出席者：石井支部長、山本幹事長、幹事９名 

（濵、深澤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉、田村、小野）

議 事：①活動の概況について（11/18～） 

②委員会委員長人事について 

③安全環境パトロール表彰工事について 

【第１回】  

開催日：平成２９年５月２６日（金） 

 出席者：畑支部長、山本幹事長、幹事９名 

（安孫子、佐藤、有路、外村、仲村、杉崎、大泉、松澤、田村）

議 事：①活動の概況について（3/23～） 

②支部定時総会（6/19）について 

③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２９年７月１２日（水） 

 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（5/26～） 

②各委員会の活動計画について 

③意見交換会のテープ起こしについて 

④その他 

・専門紙記事（支部定時総会、整備局との意見交換会） 

【第３回】  

開催日：平成２９年９月１３日（火） 

 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（7/13～） 

②東北復興i-Construction 連絡調整会議について 

③労働改善取り組みの推進 

④安全環境パトロールについて 

⑤専門紙記事 

         ・安全環境講習会 

         ・日本道路協会道路功労者表彰伝達式 

         ・総合防災訓練 
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２．広報委員会 

  【第１回】   

開催日：平成２９年６月１３日（火） 

 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、田中、坂井、柴田） 

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 

    ③道の駅へ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 

３．公共工事委員会  

【第２回ＷＧ】 

開催日：平成２９年３月９日（木） 

 出席者：酒井、佐々木、手塚、新田、若狭、柴田、大山委員 

議 事：①東北地方整備局 企画部 技術管理課からの情報提供 

     ・平成 29年度の総合評価方式実施方針について（改正点・注意事項の説明） 

【第１回ＷＧ】 

開催日：平成２９年６月２日（金） 

 出席者：佐藤、佐々木、手塚、鎌田、若狭、柴田、大山委員 

議 事：①整備局との意見交換会議題について 

    ②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 

（整備局記者発表資料） 

        ③連続鉄筋コンクリート舗装に関するアンケートについて 

                              （技術委員会対応資料） 

        ④第 2回道路舗装技術検討会（整備局）について（技術委員会対応資料） 

        ⑤東北支社舗装技術検討会（NEXCO）について  （技術委員会対応資料） 

【第１回】   

開催日：平成２９年９月２６日（火） 

 出席者：松澤委員長、安孫子副委員長、委員９名 

（佐々木、鎌田、若狭、小野寺、阿部、田村、柴田、中野渡、大山） 

議 事：①東北地方整備局との意見交換結果について 

    ②本年度の活動について 

     1）関係機関と改善に向けた活動 

     2）建設業の働き方改革について 

     3）アンケート調査について 

       ・改正品確法に関して発注者の対応状況について 

       ・労働環境について 

     4）ＩＣＴの取り組みについて 
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４．安全環境委員会 

【第６回】   

開催日：平成２９年３月１５日（水） 

 出席者：有路委員長、委員９名 

（伊藤勝、秋山、石頭、小浜、伊藤忠、小畑、永澤、荒瀬原、北原） 

議 事：①安全環境パトロールについて（表彰工事推薦） 

    ②安全環境講習会について 

    ③安全衛生点検表の内容検討 

【第１回ＷＧ】 

開催日：平成２９年５月１７日（水） 

 出席者：秋山、高橋、永澤委員 

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について 

【第１回】   

開催日：平成２９年５月２６日（金） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１３名 

（藤原、茂泉、秋山、石頭、小浜、高橋、伊藤忠、国塚、小畑、渡邉） 

議 事：①活動計画について 

    ②安全環境パトロール表彰工事について 

    ③安全環境講習会（7/19）について 

    ④安全環境パトロール事前調査について 

    ⑤SAFETY2017 安全論文について 

   【第２回ＷＧ】 

開催日：平成２９年７月１１日（火） 

 出席者：伊藤勝文委員、秋山委員、高橋委員、永澤委員 

議 事：①安全環境講習会について 

    ②安全環境パトロール実施について 

     ・パトロール現場選定及び班編成 

    ③安全衛生点検表の改訂について 

【第２回】   

開催日：平成２９年７月１９日（水） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１１名 

（伊藤勝、下屋敷、茂泉、秋山、石頭、小浜、高橋、国塚、小畑、永澤、渡邉） 

議 事：①安全環境講習会役割分担について 

    ②安全環境パトロール現場選定及び班編成について 

    ③道路工事安全衛生点検表の改訂について 

    ④SAFETY2017 安全論文について 
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【第３回ＷＧ】 

開催日：平成２９年８月８日（火） 

 出席者：秋山委員、高橋委員 

議 事：①安全環境パトロール実施の流れ（案）について 

【第３回】   

開催日：平成２９年９月１３日（水） 

 出席者：有路委員長、田村副委員長、委員１４名 

（藤原、伊藤勝、下屋敷、茂泉、秋山、石頭、小浜、高橋、伊藤忠、国塚、小畑、 

永澤、渡邉、北原） 

議 事：①安全環境パトロール実施の流れ（案）について 

    ②SAFETY2017 安全論文の審査状況（推薦リスト）について 

    ③安全環境講習会アンケート結果について 

５．防災委員会  

  【防災協定に基づく体制更新（２９年度版）提出】 

     ◇東北地方整備局：平成２９年６月５日（月） 

     ◇ NEXCO東北支社：平成２９年６月５日（月） 

  【第１回ＷＧ】 

    開催日：平成２９年８月１０日（木） 

    出席者：髙野、佐々木、柴田委員 

    議 事：①防災協定機関及び年度更新状況について 

②総合防災訓練について 

  【第２回ＷＧ】 

    開催日：平成２９年８月２３日（水） 

    出席者：髙野、佐々木、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２９年８月２４日（木） 

 出席者：杉崎委員長、大泉副委員長、委員１２名 

（松崎、小池、髙野、瀬戸山、鎌田、伊藤、佐々木、小畑 

武田、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 
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Ⅳ. アスファルト混合物事前審査  （H29/2/1～） 

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。 

【第８１回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２９年３月１６日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２９年１月に申請のあった１９混合所３５０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。 

【第８２回 立会審査・第８１回 立入調査】 

期 間： 自 平成２９年４月１３日（木） 

     至 平成２９年５月１２日（金） 

  混合所： 立会審査：２６混合所、 立入調査：３２混合所 

 【立入調査部会】 

    開催日：平成２９年５月３１日（水） 

    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 77～80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：「統計的品質管理」 

         （一社）日本道路建設業協会 検定企画課  源   厚 氏 

【第８２回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２９年６月１５日（木） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２９年３月に申請のあった２６混合所４６６混合物の審査を行い、４６２

混合物を認定。また、立入調査を実施した３２混合所の結果を報告。 

【第８３回 立会審査・第８１回 立入調査】 

期 間： 自 平成２９年７月１３日（木） 

     至 平成２９年８月３日（木） 

  混合所： 立会審査：２３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２９年７月２５日（火） 

  場 所：事務局ほか 

    出席者：新規調査員 １名、企画調査課長、奥山調査員 

【第８３回 アスファルト混合物事前審査委員会】 

開催日：平成２９年９月１３日（水） 

  場 所：ハーネル仙台 

        平成２９年６月に申請のあった２３混合所４２９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。 
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Ⅴ 本部主催行事  （H29/2/1～）

【支部長・幹事長会議】 

開催日：平成２９年５月２４日（水） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：畑支部長、山本幹事長、事務局長 

  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６９回 定時社員総会】 

開催日：平成２９年５月２４日（水） 

  場 所：グランドアーク半蔵門 

  出席者：畑支部長、山本幹事長、事務局長 

  審議事項：①平成２８年度 事業報告（案） 

       ②平成２８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２９年度 事業計画 

       ②平成２９年度 予算 

       ③平成２８年度 公益目的支出計画実施報告 

【事務局長会議】 

開催日：平成２９年５月２４日（水） 

  場 所：本部 会議室（東京建設会館） 

  出席者：事務局長 

  議 事：①道建協の新たな取り組みについて 

      ②i-Pavement 推進本部の設置について 

      ③ＣＳＲ推進委員会中間報告について 

【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２９年８月２９日（火） 

  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・提案 

      ③技術的な課題 

        ④共通試験の実施 
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