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公益社団法人 日本コンクリート工学会 東北支部 

平成 29年度通常総会議事及び行事次第 
 

期日 ：平成 29 年 6 月 20 日(火) 
場所 ：ホテルメトロポリタン仙台 3F 

 

Ⅰ 総会 (16:00～16:30) 
1.  開会宣言 
2.  支部長挨拶 
3.  報告 

報告 1 平成 28 年度事業報告及び収支決算報告について 
報告 2 平成 29 年度事業計画及び収支予算計画について 

    報告 3 支部役員の交代について 
4.  その他 
5.  閉会 

 
Ⅱ 平成 28 年度研究委員会の報告(16:30～16:50) 

1) 二種専門研究委員会「寒中コンクリートの品質確保に関する研究委員会」 
2) 二種専門研究委員会「塩害外力の評価方法と評価結果の分析・利活用研究委員会」 

 
休憩 16:50～17:00 

 
Ⅲ 平成 28 年度日本コンクリート工学協会東北支部表彰(17:00～18:00) 

1) 選考結果報告 
2) 表彰 
3) 講演 

 
Ⅲ 懇親会 (18:15～20:15) 
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報告 1 平成 28 年度事業報告及び収支決算報告 

(自：平成 28 年 4 月 1 日   至：平成 29 年 3 月 31 日) 
 

1. 会務運営 
 

(1) 総会の開催 

・平成 28 年  5 月 13 日（水）13:00～15:20  於：江陽グランドホテル 
 

(2) 幹事会の開催 
・平成 28 年  4 月 12 日（火）10:00～11:30  於：（株）復建技術コンサルタント 
・平成 28 年 10 月 11 日（火）13:00～14:00  於：（株）復建技術コンサルタント 
・平成 29 年  3 月 24 日（火）13:00～14:20  於：（株）復建技術コンサルタント 

 

(3) 役員会の開催 
・平成 29 年  3 月 24 日（火）14:30～15:50  於：（株）復建技術コンサルタント 

 

(4) 研究委員会の開催 
・委員会は、随時電子会議で開催。 

・塩害外力の評価方法と評価結果の分析・利活用研究委員会によるワークショップ開催 

「コンクリート構造物における塩害外力評価と分析に関するワークショップ」 
平成 29 年  3 月 7 日（火）14:00～17:00 於：東北大学工学部 

 

(5) 表彰委員会の開催 
・委員会は、随時電子会議で開催 

 

(6) 研修委員会の開催 

   ・委員会は、随時電子会議で開催 

 

(7) 講習会運営委員会の開催 

・委員会は、随時電子会議で開催 

 

(8) ホームページ運用委員会 

・委員会は、随時電子会議で開催 

 

(9) 東北支部設立 20周年記念行事 

・平成 28 年  5 月 13 日（金）15:30～17:50  於：江陽グランドホテル 
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2. 委員会活動 

 
(1) 研究委員会 
会告およびホームページにおいて、二種専門研究委員会（一般研究課題）および三種専門研究委員会（萌

芽的研究課題）を公募していたが、平成 28 年度は新規の研究応募が無かった。継続課題としては昨年度に引

き続き 2 件が活動した。研究課題、委員長および活動内容は以下のとおりである。 
 
・継続研究課題 
1) 二種専門研究委員会「寒中コンクリートの品質確保に関する研究委員会」 
活動期間：2014 年 5 月～2016 年 4 月（2018 年 4 月まで延長） 
委員長：阿波 稔（八戸工業大学） 
幹事長：小山田哲也（岩手大学） 
委 員：岩城一郎（日本大学），徳重英信（秋田大学），武田三弘（東北学院大学），子田康弘（日本

大学），迫井裕樹（八戸工業大学），西脇智哉（東北大学），権代由範（仙台高専），大手・

中堅ゼネコン，PC 建協東北支部，NEXCO 東日本，地元施工業者，生コンメーカー，混和材料

メーカー，行政機関等 
研究目的：コンクリート構造物における寒中施工の実態や課題を把握するとともに，寒中コンクリート

により施工された近年のコンクリート構造物の品質調査を実施する．さらに，材料・配合，工

事計画，打込み・締固め，養生等，寒中コンクリートの品質を確保するための施工技術と仕組

みについて調査研究することを目的とする． 
 
 

2) 二種専門研究委員会「塩害外力の評価方法と評価結果の分析・利活用研究委員会」 
活動期間：2014 年 10 月～2016 年 9 月 
委員長：皆川 浩（東北大） 
幹事長：上原子晶久（弘前大） 
委 員：子田康弘（日本大），迫井裕樹（八戸工大），西脇智哉（東北大），宮本慎太郎（東北大） 

東北地整，東北技術事務所，東北六県道路管理者 
曽田信雄・山口恭平（NEXCO 東日本），早坂洋平（ネクスコ・エンジニアリング東北） 
小早川正樹・水木 亨（復建技術コンサルタント） 

研究目的：東北地方のコンクリート構造物を対象に，塩害の劣化予測・リスク評価を行う上で重要とな

る飛来塩分・飛散塩分量の評価方法に関する現状と課題を整理するとともに，東北地方の飛来

塩分・飛散塩分量の評価事例の収集と分析を実施し，それらの結果を発信することで，コンク

リート構造物の塩害の外力評価に関する知見を共有することを目的とする． 
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(2) 表彰委員会 

1) 支部賞募集および応募 
会誌「コンクリート工学」1 月号の会告および支部ホームページを通して東北支部論文賞、東北支部

技術賞、東北支部奨励賞、東北支部作品賞の各賞の募集を行ったところ、論文賞 5 件，技術賞 1 件，奨

励賞 2 件の応募があった。同時に東北支部功労賞の推薦募集を行った。 
 

2) 審査結果 
各支部賞の応募について表彰委員会の委員各個人の審査結果をもとに、平成 29 年 3 月 24 日の幹事会

において慎重審議を行った。その結果以下の応募がそれぞれの賞に相応しいものと判断し、同日開かれ

た役員会に報告し、承認された。 
 
論文賞 

・ コンクリート構造物の温度ひび割れ幅に関する確率論的検討 
応募者：万木正弘（会員番号：7000459）NPO 持続可能な社会基盤研究会 
共著者：石川雅美（東北学院大学） 

・ 道路橋コンクリート床版の補修方法が再劣化に及ぼす影響 
応募者：佐藤陽介（会員番号：1502880）東日本旅客鉄道株式会社 
共著者：武田三弘（東北学院大学），軍司翔太（東北学院大学大学院工学研究科） 

技術賞 

・ 新仙台火力発電所 LNG タンク基礎 
団 体：東北電力株式会社，清水建設株式会社 
応募者：近藤克巳（会員番号：1300247）清水建設株式会社 

奨励賞 

・ 住民主導によるチェックシートを用いた簡易橋梁点検手法の導入に関する提案 
応募者：浅野和香奈（会員番号：1502652）日本大学大学院工学研究科 

・ 1150℃までの高温履歴を受けたセメント硬化体の力学的性質 
応募者：加藤優志（会員番号：1402570）東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻 

 
3) 功労賞 
功労賞候補としての推薦は無かった。 



 
 

- 5 - 
 

 (3) 研修委員会 

1) コンクリート診断士の技術研鑽のための勉強会 

 

第 12 回『コンクリート診断士の技術研鑽のための勉強会』の企画立案及び開催を下記の通り実施した。 

 項  目 説  明 

開催日時 平成 28 年 11 月 10 日（木）    10：00～16：00 

場 所 

・ 

内 容 

開催場所 ： 青森県八戸市駅前ユートリー5F 視聴覚 
内容 ： 
（1) 挨拶       10:00～10:10 

JCI 東北支部研修委員長         東北大学教授 久田 真 氏 
（2) 講演・現場説明  10:10～11:10 
「東北管内における構造物の現状と大規模更新・修繕事業の概要計画」 

東日本高速道路株式会社  東北支社 管理事業部 改良チーム 
                             林 秀和 氏 
「現場見学 概要説明」 

東日本高速道路株式会社  東北支社 八戸管理事務所  
成田 健一 氏 

（3) 現場見学       12:30～16:00                                
NEXCO 東日本  八戸管理事務所管内 
① 八戸西ＳＩＣ（スマートインターチェンジ）（仮称） 新設工事見学 
②  楢山橋 大規模更新工事予定橋梁損傷状況現場見学 

 

参加者 受講者 46 名 

 

研修当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 6 - 
 

 

 (4) 講習会運営委員会 
1) 講習会・試験 
 講習会･試験の事務運営は，コンクリート診断士試験については JCI 支部事務局と宮城県生コン工

業組合と共同で行い，コンクリート技士試験は生コン工業組合主体で実施した． 
 

平成 28 年度 講習会・試験実施(JCI 東北支部管轄) 
名称 日時 会場 管理者 運営分担 

コンクリート 
診断士講習会 

4 月 19 日(火) 
4 月 20 日(水) 仙台国際センター 

統括：堀則男 
(2 年目) 

JCI 東北支部・ 
生コン工組共同運営 
 
責任者：鈴木正志 
補佐：眞山芳恵 

コンクリート 
診断士試験 7 月 24 日(日) 東北学院大学 

(土樋キャンパス) 

 
 

平成 28 年度 試験実施(JCI 本部管轄) 
コンクリート 
技士試験・ 
コンクリート 
主任技士試験 

11 月 27 日(日) 東北学院大学 
(土樋キャンパス) 

統括：武田三弘 
(1 年目) 

 

生コン工組運営 
責任者：鈴木正志 
補佐：眞山芳恵 

 

 

 

 

(5) ホームページ運用委員会 
支部ホームページを移転し、内容を整理・刷新した。 
6 月と 12 月の年 2 回定期的に HP 全体のチェックを行うとともに，適宜最新の情報をホームページにアッ

プロードしている．  

 

   新 URL：https://www.jci-tohoku.org/ 
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3. 収支決算報告 (自平成 28 年 4 月 1 日   至平成 29 年 3 月 31 日) 
 

 
 

 

（単位：円）

勘　定　科　目
H28実績計

A
H28予算

B
差　異
C=B-A

Ⅰ．収益（収入）の部

　（１）事業収益

　　　講演会等収益（見学会含む） 262,000 135,000 -127,000 

　　　本部よりの業務援助報酬（診断士） 746,400 650,000 -96,400 

事　業　収　益　計 1,008,400 785,000 -223,400 

　（２）その他収益

　　　受取利息 30 200 170

　　　懇親会参加費収益 78,000 250,000 172,000

　　　雑収益 0 0

　　　本部よりの年次大会還元金 0

　　　本部よりの支部交付金 1,614,240 1,600,000 -14,240 

そ の 他 収 益 計 1,692,270 1,850,200 157,930

合　　　　　　　　計 2,700,670 2,635,200 -65,470 

　２．費用の部

　（１）事業費

　（１-１）公益目的事業費

　　　１）調査研究事業費 329,316 300,000 -29,316 

　　　２）広報事業費 747,807 600,000 -147,807 

　　　３）講演会等事業費（見学会含む） 456,372 400,000 -56,372 

　　　４）表彰事業費 341,304 150,000 -191,304 

　（１-２）収益事業費

　　　２）業務委託費（診断士業務） 597,120 520,000 -77,120 

　（１‐３）その他費用　＊1 0 0

事　　業　　費　　計 2,471,919 1,970,000 -501,919 

　（２）管理費 (法人会計)

　　　１）総会費 705,870 800,000 94,130

　　　２）役員会費 1,500 200,000 198,500

　　　３）業務委託費（支部業務） 518,400 518,400 0

　　　５）旅費交通費 78,420 300,000 221,580

　　　６）通信費 118,800 86,000 -32,800 

　　　７）消耗品費 648 -648 

　　１１）手数料 7,560 10,000 2,440

　　１２）その他雑費　　＊2 0 0

管　　理　　費　　計 1,431,198 1,914,400 483,202

合　　　　　　　　　計 3,903,117 3,884,400 -18,717 

収　　支　　差　　額 -1,202,447 -1,249,200 -46,753 

前期繰越収支差額 1,674,556 ― ―

次期繰越収支差額 472,109 ― ―

年次大会委員会と支部幹事会・役員会の日程を合

わせるなどして節約

支部記念誌送付分が増量となったため

平成27年度から平成28年度への繰越

平成28年度から平成29年度への繰越

事務局会議室(業務委託費に含む)を積極的に活用

したため

20周年記念誌作成が増量となったため。

表彰者が多かったため

報酬の80%を宮城工組へ

JCI東北支部　平成28年度収支実績

診断士試験・講習会の援助報酬

診断士の技術研鑽のための勉強会

備考
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4. 内部監査報告 
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報告 2  平成 29 年度事業計画及び収支予算計画 
(自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日) 

 

1. 会務運営 
(1) 総会 

・平成 29 年 6 月 20 日(火) 15:30～17:30 於: ホテルメトロポリタン仙台 
(2) 支部幹事会 

・平成 29 年 5 月 31 日(水) 16:00～18:00 於: (株)復建技術コンサルタント 
他 3 回開催予定 

(3) 支部役員会 
・3 回開催予定 

(4) 研究委員会 
・随時電子会議により開催 

(5) 表彰委員会 
・随時電子会議により開催 

(6) 講習会運営委員会 
・随時電子会議により開催 

(7) 研修委員会 
・随時電子会議により開催 

(8) ホームページ運用委員会 
・随時電子会議により開催 

 

2. 委員会活動 
 
(1) 研究委員会 
平成 26 年度に応募があった二種専門研究委員会「寒中コンクリートの品質確保に関する研究委員会」

について延長申請があり、これが支部執行委員会で認められたため、継続課題として活動を行う。また平

成 29 年度も継続して新規研究課題を公募する。 
 
継続課題 
1) 東北地方における寒中コンクリートの品質確保に関する調査研究(2014 年 5 月〜2018 年 4 月) 

委員長：阿波稔(八戸工業大学教授) 幹事長：小山田哲也(岩手大学准教授) 
 
(2) 表彰委員会 
日本コンクリート工学会東北支部表彰規約(内規)に基づき，論文賞・技術賞・功労賞・奨励賞・作品

賞の対象者を募集し，優秀な作品や功績のあった会員に対して表彰する。 
 

(3) 研修委員会 
第 13 回『コンクリート診断士の技術研鑽のための勉強会』の開催を検討する。 
・ワーキンググループの開催 

未 定 
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(4) 講習会運営委員会 
講習会･試験の事務運営は，コンクリート診断士試験については JCI 支部事務局と宮城県生コン工業組合と

共同で行い，コンクリート技士関連は生コン工業組合にお願いする。また，月刊誌「コンクリート工学」へ

の執筆推薦に協力する。 
 

平成 29 年度 講習会・試験実施予定(JCI 東北支部管轄) 
名称 日時 会場 管理者 運営分担 

コンクリート 
診断士講習会 

4 月 25 日(火) 
4 月 26 日(水) 仙台国際センター 

統括：皆川浩 
(1 年目) 

JCI 東北支部・ 
生コン工組共同運営 
責任者：鈴木正志 
補佐：眞山芳恵 

コンクリート 
診断士試験 7 月 23 日(日) 東北学院大学 

(土樋キャンパス) 

JCI 東北支部・ 
生コン工組共同運営 
責任者：佐藤二三雄 
補佐：眞山芳恵 

 
平成 29 年度 試験実施予定(JCI 本部管轄) 

コンクリート 
技士試験・ 
コンクリート 
主任技士試験 

11 月 26 日(日) 東北学院大学 
(土樋キャンパス) 

統括：武田三弘 
(2 年目) 

 

生コン工組運営 
責任者：佐藤二三雄 
補佐：眞山芳恵 

 

 
 

(5) ホームページ運用委員会 
会員・非会員向けの支部活動の情報を発信するため，講習会・各種試験・勉強会などの情報について随時

ウェブサイトに掲載を行う。昨年度、支部ホームページの刷新を行ったが、引き続き改善を図る。 
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3. 平成 29 年度 収支予算計画 (自平成 29 年 4 月 1 日   至平成 30 年 3 月 31 日) 
 

 

 
 

（単位：円）

勘　定　科　目
H29予算

A
H28予算

B
H28実績 差　異

C=B-A

Ⅰ．収益（収入）の部

　（１）事業収益

　　　講演会等収益（見学会含む） 135,000 135,000 262,000 0

　　　本部よりの業務援助報酬（診断士） 700,000 650,000 746,400 -50,000 

事　業　収　益　計 835,000 785,000 1,008,400 -50,000 

　（２）その他収益

　　　受取利息 100 200 30 100

　　　懇親会参加費収益 90,000 250,000 78,000 160,000

　　　雑収益 0 0 0

　　　本部よりの年次大会還元金 0

　　　本部よりの支部交付金 1,600,000 1,600,000 1,614,240 0

そ の 他 収 益 計 1,690,100 1,850,200 1,692,270 160,100

合　　　　　　　　計 2,525,100 2,635,200 2,700,670 110,100

　２．費用の部

　（１）事業費

　（１-１）公益目的事業費

　　　１）調査研究事業費 300,000 300,000 329,316 0

　　　２）広報事業費 0 600,000 747,807 600,000

　　　３）講演会等事業費（見学会含む） 300,000 400,000 456,372 100,000

　　　４）表彰事業費 100,000 150,000 341,304 50,000

　（１-２）収益事業費

　　　２）業務委託費（診断士業務） 560,000 520,000 597,120 -40,000 

　（１‐３）その他費用　＊1 0 0 0

事　　業　　費　　計 1,260,000 1,970,000 2,471,919 710,000

　（２）管理費 (法人会計)

　　　１）総会費 350,000 800,000 705,870 450,000

　　　２）役員会費 100,000 200,000 1,500 100,000

　　　３）業務委託費（支部業務） 518,400 518,400 518,400 0

　　　５）旅費交通費 250,000 300,000 78,420 50,000

　　　６）通信費 5,000 86,000 118,800 81,000

　　　７）消耗品費 1,000 648 -1,000 

　　１１）手数料 5,000 10,000 7,560 5,000

　　１２）その他雑費　　＊2 0 0 0

管　　理　　費　　計 1,229,400 1,914,400 1,431,198 685,000

合　　　　　　　　　計 2,489,400 3,884,400 3,903,117 1,395,000

収　　支　　差　　額 35,700 -1,249,200 -1,202,447 -1,284,900 

前期繰越収支差額 472,109 ― 1,619,876 ―

次期繰越収支差額 507,809 ― 417,429 ― 平成29年度から平成30年度への繰越

H27年度を参考に設定

平成28年度から平成29年度への繰越

報酬の80%を宮城工組へ

H27年度を参考に設定

H27年度を参考に設定

H27年度を参考に設定

H27年度を参考に設定

H27年度を参考に設定

JCI東北支部　平成29年度収支予算計画

備考

診断士の技術研鑽のための勉強会

診断士試験・講習会の援助報酬
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報告 3 支部執行委員の異動について 
 
  平成 28 年に支部規程が改正され、支部執行部については、支部執行部候補者推薦委員会が以下のように選

定・専任を行うものとなった。 
 

  支部長・副支部長    ・・・ 支部執行部候補者推薦委員会が選定、理事会で選任。 

  支部幹事・支部執行委員 ・・・ 支部執行部候補者推薦委員会が選任、理事会に報告。 
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平成29年6月20日より　

氏　　　名 勤          務          先

　支部長 1名

※ 石川　雅美 東北学院大学 工学部 環境建設工学科 教授

　副支部長 1名

※ 岩城　一郎 日本大学 工学部 土木工学科 教授

　支部幹事 11名

※ 阿波　稔 八戸工業大学 工学部 土木建築工学科 教授

阿部　裕彰 鹿島建設（株） 東北支店

小島　利広 宮城県生コンクリート工業組合

尾形　芳博 東北電力（株） 土木建築部

※ 武田　三弘 東北学院大学 工学部 環境建設工学科 教授

奈良　裕 青森県コンクリート診断士会

西脇　智哉 東北大学大学院工学研究科 都市・建築学専攻 准教授

※ 久田　真 東北大学大学院工学研究科 土木工学専攻 教授

堀　則男 東北工業大学　大学院工学研究科建築学専攻 教授

万木　正弘 NPO持続可能な社会基盤研究会

渡邉 泰也 国土交通省東北地方整備局 企画部長

　支部執行委員 15名

磯上　秀一 福島県生コンクリート工業組合

市川　成勝 オリエンタル白石（株）　東北支店　施工・技術部

遠藤　敏雄 （株）復建技術コンサルタント

折原　清告 山形県生コンクリート工業組合

新 小山田哲也 岩手大学理工学部　システム創成工学科　社会基盤・環境コース　准教授

菅野　秀人 秋田県立大学 システム科学技術学部建築環境システム学科 准教授

北辻　政文 宮城大学　食産業学部　環境システム学科　教授

小出 英夫 東北工業大学 工学部 都市マネジメント学科 教授

近藤　克巳 清水建設(株)　東北支店　土木技術部

佐藤 昭市 青森県生コンクリート工業組合

袴田　豊 岩手県生コンクリート工業組合  

橋本　幸一 秋田県生コンクリート工業組合

松村　光太郎 岩手県立大学盛岡短期大学部　生活科学科 教授

緑川　猛彦 福島工業高等専門学校 建設環境工学科

安川　義行 東日本高速道路（株） 東北支社 技術部

　検査役 1名

千葉　博英 宇部三菱セメント株式会社

　本部理事 1名

※ 石川　雅美 東北学院大学 工学部 環境建設工学科 教授

　顧　問 8名

井上　範夫 東北大学　名誉教授

大塚　浩司 学校法人東北学院 常任理事

田中　礼治 東北工業大学 名誉教授

三浦　尚 東北大学　名誉教授

三橋　博三 東北大学　名誉教授

鈴木　基行 東北大学　名誉教授

月永　洋一 八戸工業大学工学部土木建築工学科 教授

遠藤　孝夫 東北学院大学 工学部 環境建設工学科　教授

※ 前田  匡樹 東北大学大学院工学研究科 都市・建築学専攻　教授

　事務局

飯土井　剛 (株)復建技術コンサルタント　保全技術部

鈴木　秀寿 (株)復建技術コンサルタント　構造技術部

金　貴之 (株)復建技術コンサルタント　総務人事部

平成29年度　ＪＣＩ東北支部役員　名簿

　　　　　※：役割変更　　新：新役員　　交：異動等により交代
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平成29年 6月20日より

専門委員会 研修委員会 表彰委員会

委員長 新 久田　真 新 阿波　稔 新 武田　三弘

副委員長 奈良　裕 西脇　智哉

委員 阿波　稔 小島　利広 万木　正弘

松村　光太郎 袴田　豊 奈良　裕

磯上　秀一 近藤　克巳

橋本　幸一 新 小山田哲也

折原　清告 緑川　猛彦

近藤　克巳

千葉　博英

専門委員会

委員長 堀　則男 西脇　智哉

副委員長 小島　利広

委員 北辻　政文 金　   貴之

松村　光太郎 松崎　裕

宮本　慎太郎

平成29年度　JCI東北支部専門委員会委員名簿

研究委員会

講習会運営委員会 HP運用委員会
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