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１．会員の増減異動 

 

 

 会 員 数    ７１社（平成 29年 3月 31日現在） 

 

    年度内増減異動について 

 

      入    会 

          な し 

 

   退    会 

         平成 28年 4月 30日 ㈱北都組 
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２．平成２８年度事業実施状況報告（本部報告） 

 

[事項] [内容] 

１．災害対策への対応 ①地方整備局等との災害協定の締結及び協定に基づく対

応 

［協定締結］1件 

・近畿地方整備局他 17機関との包括的協定（2/20） 

［対応］6回 

・和歌山県道路啓開協議会（7/11、9/28、3/24） 

・阪神高速道路㈱との協議（7/27） 

・本州四国連絡高速道路㈱との協議（8/23） 

・ＮＥＸＣＯ西日本関西支社との意見交換会(10/17) 

②関係機関が実施する防災訓練への参加（8回） 

 （本州四国連絡高速道路 9/1、ＮＥＸＣＯ西日本 9/1、

ＮＥＸＣＯ中日本 9/1、大阪府都市整備部 9/5、同 1/17、

阪神高速道路㈱9/29、大阪市建設局 1/17、近畿地方整

備局・大阪府 2/22） 

２． 公共工事の円滑な 

実施 

①発注機関との意見交換会の実施 

・本部の近畿地区意見交換会に参加（5/17） 

・本部と阪神高速道路との意見交換会に参加（12/1） 

・本部とＮＥＸＣＯ西日本の意見交換会に参加（12/13） 

・埋設物管理者[大阪市・関西電力・大阪ガス・ＮＴＴ] 

（5/19） 

・ＪＲ西日本、在阪民鉄大手 5社（10/17） 

・近畿地方整備局 3回（11/4）（12/1）（2/20） 

・大阪府（11/25） 

・鉄道運輸機構大阪支社（2/13） 

②建設生産システムの効率化に向けた実態調査 

・鉄道運輸機構大阪支社発注工事アンケート（8/23） 

・北近畿八鹿日高・日高豊岡南道路施工者現場ヒヤリング

（11/4） 

・鉄道運輸機構大阪支社発注工事現場ヒヤリング(10/7.8) 

３．安全･環境対策等の 

推進 

①現場点検・パトロール等の実施 

・本部との合同開催 8件 

・支部主催 16件 

・環境委員長・安全委員長表彰 9現場 
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②安全対策講習会の実施 

・建設工事に伴う地下埋設物事故防止（7/15） 

・建設工事に伴う安全管理と交通事故防止対策（9/2） 

・火薬類管理者講習会（11/9） 

③関係機関安全対策活動への参加 

・ＮＥＸＣＯ西日本との合同パトロール 5 事務所（4/4）

（4/8）（4/18）（2/20）（2/23） 

・関係機関の主催する講習会への参加（6/17）（6/30） 

（11/7）、（1/27） 

・近畿地方整備局主催の建設リサイクル表彰(1/30) 

④関係機関との安全・環境に関する意見交換会の実施 

 （5/19）（11/25） 

４．請負契約制度の改善 

  および積算の適正化 

  と資材対策の推進 

 

①近畿地方整備局との意見交換会等の実施（4回） 

 （5/17）（11/4）（12/1）（2/20） 

②入札・契約・積算に係る実態調査の実施 

・公共建築工事数量公開等調査（6/6） 

③積算に関する教育資料の作成 

・建築屋さんのための概算積算手法の解説（12月） 

④資材対策連絡会への参画（7/27） 

５．技術開発の促進 

 

①講習会の開催 

・本部主催講習会等に協力 

「鉄道建設工事技術講習会」（9/15） 

「民間工事指針の活用方策説明会」（11/22） 

 「ＶＥ等施工改善事例発表会」（2/9） 

・電力事業セミナー、懇親の集い（10/6） 

・施工技術セミナー（11/10） 

・海洋工事技術セミナー（11/22） 

・i-Constructionシンポジウム（12/5） 

・建築積算セミナー（2/23） 

②現場研修 

・委員研修「新出雲風力発電所と島根原子力発電所の見学」

（10/12.13） 

・委員研修「大鉄工業㈱三田研修センター視察」（11/9） 

・委員研修「那覇空港滑走路増設工事の見学」（12/1～3） 

・「海洋工事現場見学会」（2/2） 

・委員研修「広島橋上駅新築他工事他」（3/2～3） 

・「新日生病院建設プロジェクト新築工事見学会」（3/29） 

・「関西電力㈱奥吉野発電所他見学会」（3/29） 
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③施工技術に関する教育資料の作成 

・建築技術者のための鉄骨製品検査の着眼点（6月） 

・建築技術者のための生コン工場の調査の着眼点（7月） 

・施工計画書ひな形集（改訂版）（9月） 

④フォーラム等へ委員等の派遣 

・発注機関や他団体のフォーラム並びに講習会等に講師や

審査員を 28名（15回）派遣 

⑤関係団体等主催講習会等へ 4回の参加 

６． 広報活動の推進 

 

①支部広報誌 

・しびる VOL.33を発刊（10/20） 

②一般市民向け現場見学会の開催 

・本部との共催「発注者と連携した現場見学会」2回（10/4）

（10/6） 

・市民学生現場見学会 1回（6/9） 

③関係団体が実施する展示会への参加 

・大阪府建設業暴力追放推進大会（8/24） 

・建設技術展近畿 2016（10/26.27） 

・ふれあい土木展 2016（11/11.12） 

・阪神高速大和川線開通記念イベント（1/21） 
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３．支部総会・支部運営会議・正副支部長会議 

 

［総  会］ 

 

◎一般社団法人 日本建設業連合会関西支部 平成 28年度定時総会 

  平成 28年 5月 17日（火） 16時 40分～17時 45分 

             於 帝国ホテル大阪 3階 「エンパイアルーム」 

 

 

＜出 席 者＞ 

 

会 員 総 数      ７１名（社）のうち 

出 席 者      ５６名 

委任状提出者      １０名 

合 計      ６６名 

 

＜議 決 事 項＞ 

第１号議案  平成 27年度事業実施報告の件 

第２号議案  平成 27年度予算執行状況報告の件 

第３号議案  平成 28年度会費の件 

 

 ［報告事項］ 

 （１）平成 28年度事業実施計画 

 （２）平成 28年度予算執行計画 

 

＜総会閉会後＞ 

【懇親パーティー】  18時～19時 30分 

             於 帝国ホテル大阪 3階「孔雀の間」 

 参加人数 ４１３名（来賓 87、本部 40、報道 2、会員会社 164、委員 120） 
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［支部運営会議］ 

KKR HOTEL OSAKA 

年月日 会議名等 内   容 

28.7.20 第 1回支部運

営会議 

1.報告事項 

(1)平成 28年度 事業実施状況 

(2)平成 28年度 第１回本・支部事務連絡会議 

29.2.8 第 2回支部運

営会議 

1.平成 29年度事業計画案 

2.平成 29年度予算案 

3.平成 29年度会費 

4.報告事項 

(1)平成 28年度事業実施状況及び予算執行状況 

(2)平成 29年度意見交換会（本部）のテーマ 

(3)全国支部長会議  

29.3.22 第 3回支部運

営会議 

1.総会議案 

(1)平成 28年度事業実施状況 

(2)平成 28年度予算執行状況 

(3)平成 29年度会費ランク 

(4)関西支部委員会規程の改訂案 

(5)支部役員人事 

2.報告事項 

(1)平成 29年度事業計画 

(2)平成 29年度予算執行計画 

 

［正副支部長会議］ 

KKR HOTEL OSAKA 

年月日 会議名等 内   容 

28.7.20 第 1回正副支

部長会議 

1.平成 28年度第 1回支部運営会議の付議事項 

28.12.14 第 2回正副支

部長会議 

1.平成 29年度関西支部の体制 

2.神戸開港 150年 記念事業への協賛 

29.2.8 第 3 回正副支

部長会議 

1.平成 28年度第 2回支部運営会議の付議事項 

29.3.22 第 4 回正副支

部長会議 

1.平成 28年度第 3回支部運営会議の付議事項 
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４．事業活動 

事   業 

項 目 細 目 回数等 

(1)災害対策への対応 

（土木工事技術委員会、総務委

員会） 

1)近畿地方整備局等との協定に基づく対応  6回 

2)新たな災害協定の締結  1件 

3)災害対策要領・マニュアルの策定  1件 

4)関係機関が実施する防災訓練への参加  8回 

(2)公共工事の円滑な実施 

（積算・資材、環境、土木工事

技術、建築、安全、電力、鉄道、

総務、各委員会） 

5)近畿地方整備局等の発注機関との意見交換会

の実施 

本支部合同 

支部 

3回 

7回 

6)建設生産システムの効率化に向けた取り組み

に係る実態調査の実施 

 3回 

(3)安全・環境対策等の推進 

（安全委員会、環境委員会） 

7)労働災害防止、公衆災害防止、公害防止、建

設副産物対策及び鉄道事故防止に向けた現場

の点検・パトロール、講習会の実施等 

本支部合同 

支部 

講習会 

8現場 

16現場 

3回 

8)関係機関、発注者等が実施する安全対策活動

への参加 

現場点検 

安全大会等 

講習会等 

5回 

4回 

4回 

9）関係機関との安全・環境に関する意見交換会

の実施 

 2回 

(4)請負契約制度の改善及

び積算の適正化と資材対策

の推進（積算・資材委員会、建

築委員会） 

10）近畿地方整備局等の発注機関との意見交換

等の実施 

 4回 

11)入札、契約、積算に係る実態調査等の実施  1回 

12)積算に関する教育資料の作成  3件 

13)近畿地方整備局が主催する資材対策連絡会

への参画 

 1回 

(5)技術開発の推進 

（土木工事技術委員会、建築委

員会、電力委員会、鉄道委員会、

海洋工事技術委員会） 

14)技術力向上のための講習会の開催 本支部合同 

支部 

3回 

5回 

15）新技術を導入する現場見学会等の開催 現場研修 7回 

16)施工技術に関する教育資料の作成  4件 

17)関係団体等が主催するフォーラム等への委

員等の派遣 

派遣数 

回数 

28名 

15回 

(6)広報活動の推進 

（広報委員会） 

18) 支部広報誌の発行 1回 

19)一般市民向け現場見学会の開催 本支部合同 

支部 

2回 

1回 

20)関係団体等が実施する展示会等への参画 4回 

100万人の市民見学会(C ﾀｲﾌﾟ)集計 12人 

会   議 

項 目 細 目 回数等 

(1)委員会 委員会 81回 

小委員会、取材等 44回 

(2)本部会議  9回 

(3)関係機関会議等  38回 
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［事  業］ 

（１）災害対策への対応 

地方整備局等との災害協定の締結及び協定等に基づく対応 

1) 協定に基づく対応 

年月日 行事名等 内   容 

28.7.11 和歌山県道路啓開協議会 南海トラフ地震に伴う津波浸水や風水害等による大規模な

道路災害に対する和歌山県内の道路啓開を迅速に実施する

ための道路啓開計画・行動指針の策定等を協議する。 

・設立趣旨書、規約の策定 

・道路啓開計画（和歌山県道路啓開協議会）の報告 

・南海トラフ地震に伴う津波浸水に対する道路啓開の行動指

針の基本事項の提案 

・風水害等による大規模な道路災害に対する道路啓開の行動

指針の基本事項の提案 

・今後のスケジュール（案） 

28.7.27 阪神高速道路㈱との協議 阪神高速道路㈱が行う南海トラフ地震等の大規模災害を想

定した総合防災訓練への参加 

28.8.23 本州四国連絡高速道路㈱

との協議 

本州四国連絡高速道路㈱が行う南海トラフ地震等の大規模

災害を想定した防災訓練への参加 

28.9.28 和歌山県道路啓開協議会 

第 1回沿岸部の幹線道路

を対象にした道路啓開幹

事会 

第 1回県管理道路等を対

象にした道路啓開幹事会 

 

共通事項 

・和歌山県道路啓開協議会報告 

・部会の設置 

沿岸部の幹線道路を対象にした道路啓開幹事会 

・道路啓開に係る行動方針（案）の作成 

・今後の作業方針（案） 

県管理道路等を対象にした道路啓開幹事会 

・県管理道路等を対象にした道路啓開計画（案）の作成 

28.10.17 ＮＥＸＣＯ西日本関西支

社における災害時協力協

定に関する意見交換会 

南海トラフ巨大地震発生後、早期に広域陸路を確保するため

の道路啓開・復旧に係る情報を関係機関が共有する体制構築

を図る。 

 ・場所：ＮＥＸＣＯ関西支社 

 ・議題：1.ＮＥＸＣＯ関西支社の取組み紹介 

     2.道路の災害想定と復旧目標時間 

     3.熊本地震の対応状況 

 ・参加者 

   ＮＥＸＣＯ西日本 保全サービス統括課 森山課長 他 

   日建連 土木技術委員会内藤副委員長 他 

   その他 ＮＥＸＣＯ西日本協定締結機関 
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29.3.24 和歌山県道路啓開協議会 

第 2回沿岸部の幹線道路

を対象にした道路啓開幹

事会 

第 2回県管理道路等を対

象にした道路啓開幹事会 

 

共通事項 

・和歌山県道路啓開協議会報告 

・部会の設置 

沿岸部の幹線道路を対象にした道路啓開幹事会 

・道路啓開に係る行動方針（案）の作成 

・今後の作業方針（案） 

県管理道路等を対象にした道路啓開幹事会 

・県管理道路等を対象にした道路啓開計画（案）の作成 

 

 

2）新たな協定締結 

年月日 行事名等 内   容 

29.2.20 「災害時における災害応

急対策業務及び建設資材

調達に関する包括的協定」

の締結式 

地震・大雨等の異常な自然現象等による災害の発生又は発生

するおそれがある場合に行う、被害の拡大防止と被災施設の

早期復旧に係る業務に関する実施の協定 

     

 

3）災害対策要領・マニュアルの策定等 

年月日 行事名等 内   容 

28.12.27

付 

包括的協定に係る近畿地

方整備局から締結協議（文

書） 

文書標題：災害時における災害応急対策業務及び建設資材調

達に関する包括的協定について（協議） 

      協議への回答：「同意する」29.1.6付 

 

 

4）関係機関が実施する防災訓練への参加 

年月日 行事名等 内   容 

28.9.1 平成 28年度防災訓練訓

（本四高速） 

 

 

主催者：本州四国連絡高速道路 

災害想定：南海トラフ地震巨大地震発生 

訓練内容：電話による情報伝達訓練 

・松帆高架 5A橋台変状により、当支部に支援要請 

・支部より会員へ支援要請を伝達し支援内容の回答を得たう

え、本四高速へ連絡 

28.9.1 平成 28年度関西支社総合

防災訓練（ＮＥＸＣＯ西日

本関西支社） 

主催者： ＮＥＸＣＯ西日本 

災害想定：南海トラフ巨大地震 

訓練内容：電話による情報伝達訓練 

・ＮＥＸＣＯ西日本関西支社管内の各路線で構造物被害や切

土部の崩壊が発生 

・他の公共事業者等からの支援要請も踏まえ対応する旨報告 

28.9.1 平成 28年度金沢支社総合

防災訓練（NEXCO中日本金

主催者：ＮＥＸＣＯ中日本 

災害想定：南海トラフ巨大地震 
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沢支社） 訓練内容：電話による情報伝達訓練 

・ＮＥＸＣＯ中日本関西支社管内の各路線で構造物被害や切

土部の崩壊が発生 

・北陸支部から一元化し、支援要請に対応する旨報告 

28.9.5 大阪府都市整備部地震訓

練（大阪府都市整備部） 

主催者：大阪府都市整備部 

災害想定：9月 5日午前 9時 30分地震発生府内最大震度６強 

訓練内容：情報伝達訓練 

①大阪府訓練 

土木事務所からの応援要請に基づき、都市整備部震災

対策本部にて調査・取りまとめ、各協会等へ協力依頼 

②協会等訓練 

府からの協力要請に基づき、対応可能会員を都市整備

部震災対策本部へ伝達 

28.9.29 総合防災訓練（阪神高速

道路） 

 

主催者：阪神高速道路 

京都府域（稲荷山トンネル山科側坑口）で発生した法面崩壊

の応急復旧工事を想定した阪神高速道路と日建連との情報

伝達訓練の実施 

29.1.17 大阪府都市整備部地震訓

練（大阪府都市整備部） 

主催者：大阪府都市整備部 

災害想定：1月 17日（火）午前 9時 30分地震発生 

     南海トラフ巨大地震 

     大阪府内、最大震度 6強 

訓練内容：情報伝達訓練 

①大阪府訓練 

土木事務所からの応援要請に基づき、都市整備部震災

対策本部にて調査・取りまとめ、各協会等へ協力依頼 

②協会等訓練 

府からの協力要請に基づき、対応可能会員を都市整備

部震災対策本部へ伝達 

29.1.17 大阪市震災総合訓練によ

る建設局ロールプレイン

グ訓練（大阪市建設局） 

 

主催者 ：大阪市建設局 

災害想定：1月 17日（火）午前 9時地震発生 

     南海トラフ巨大地震（海溝型） Ｍ9.1 

     大阪市内 震度 6弱 大津波警報発令 

訓練内容：情報伝達訓練 

  ①大阪市建設局 

出先機関からの応援要請に基づき、建設局震災対策本

部にて調査・取りまとめ、各協会等へ協力依頼 

②協会等訓練 

大阪市からの協力要請に基づき、対応可能会員を大阪

市建設局災害本部へ伝達 

29.2.22 災害対策基本法に伴う道

路啓開訓練 

主催者 ：近畿地方整備局、大阪府 

災害想定：南海トラフ巨大地震等 

訓練内容：大規模災害時に緊急車両の通行を確保するために

災害対策基本法に基づく放置車両の撤去訓練 
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（２）公共工事の円滑な実施 

 

5）近畿地方整備局等の発注機関との意見交換会の実施 

（本部・支部合同開催） 

年月日 行事名等 内   容 

28.5.17 平成28年度公共

工事の諸課題に

関する意見交換

会 

場 所：近畿地方整備局大会議室 

テーマ 

 1.社会資本整備の進め方 

 2.円滑な施工の確保と担い手確保の促進 

出席者 

（近畿地方整備局）局長、各部長 

（府県）建設関係部長、局長、技監、次長 

（政令市）建設関係局長 

（独法等）支社長、副支社長、本部長、所長、部長 

（本部）土木本部長、副本部長、理事、各委員長 

（支部）支部長、副支部長 

28.12．1 日建連と阪神高

速道路との意見

交換会 

場所：阪神高速道路 本社 

意見交換・大規模更新・修繕事業について 

（阪神高速道路からの情報提供、日建連からの要望） 

    ・入札契約方式について 

・工事を取り巻く安全管理について 

出席者 

（阪高）常務執行役員、執行役員、技術部長、技術部技術企画課長、

技術部技術管理課長、建設・更新統括部長、大規模更新担当

部長、保全交通部長 

（本部）公共工事委員長、同副委員長、同高速道路部会長 

（支部）積算資材委員長、同副委員長、同グループ長 

28.12．13 日建連とＮＥＸ

ＣＯ西日本との

意見交換会 

場所：ＮＥＸＣＯ西日本 本社 

意見交換・Ｈ28年度実務者会議の取り組み状況（設計変更ガイドライ

ンの取り組み、現場業務の効率簡素化） 

    ・安全管理の取り組み、事故報告 

出席者 

（NEXCO西）保全サービス事業本部長,建設事業本部長・CS推進本部長 

（本部）公共工事委員長、同副委員長、同高速道路部会長 

（支部）積算資材委員長、同副委員長、同グループ長  
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（支部開催） 

年月日 会議名等 内   容 

28.5.19 地下埋設物管理

者との地下埋設

物に関する意見

交換会 

担 当：地下埋設物対策担当委員会 

相手方：地下埋設物管理者 

場 所：大阪建設会館 4階会議室 

議 題：建設工事による地下埋設物・架空線事故防止の安全対策 

 1.埋設物・架空線事故事例と対策 

  ①地下埋設物・架空線における事故集計の報告（日建連） 

②日建連からの質疑事項に対する各地下埋設物管理者からの回答 

 2.冊子「建設工事に伴う埋設物安全管理の手引き」の改訂 

 3.建設工事に伴う地下埋設物事故防止対策講習会の案内 

出席者 

 ㈱ＮＴＴフィールドテクノ大阪中央フィールドサービスセンター 

                  渡辺担当課長、小松主査 

 大阪ガス㈱導管事業部大阪導管部保全チーム    浦田主任 

 関西電力㈱大阪北電力部九条ネットワーク技術センター 

                 西澤保全主任、引地保全係 

 大阪市建設局東部方面管理事務所管理課    溝端担当係長 

 大阪市水道局工務部西部水道工事センター      高橋氏 

 日建連 地下埋設対策担当委員会：木村委員長、神谷副委員長、 

各委員 8名、事務局 3名 

28.10.17 

 

鉄道事業に関す

る意見交換会 

担 当：鉄道委員会 

相手方：鉄道事業者 6社(近鉄、京阪、南海、JR西、阪急、阪神) 

場 所：エル・おおさか（大阪府立労働センター）南 72号室 

議 題 

 1.鉄道事業者からの話題提供 

【近畿日本鉄道㈱】 

  ・伊勢志摩サミットに対する近鉄土木部門の取組み 

【ＪＲ西日本】 

  ・おおさか東線建設 京橋・放出間大規模線路切換工事の概要 

  ・ＪＲ京都線高槻駅 昇降式ホーム柵整備の概要 

   その他、当社建設ＰＪ（近畿エリア）の概要等 

  2.日建連からの話題提供 

【日建連】 

・「担い手確保と生産性向上」 

【鉄道委員会】 

・高架下空間の高度活用技術 

｢高架下建物の騒音・振動問題を解決する技術｣ 

出席者 

近鉄：山田課長 

京阪：井上土木担当課長 

南海：上畑工務部長、川端工務課長 

JR西：畑中建設工事部次長、山本課長 
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阪急：岩元課長、阪神：原田工務部長、小原施設課長 

関西支部：支部長、委員長、副委員長、委員 

      ㈱竹中土木川崎技術開発部長以下 2名、事務局 3名 

28.11.4 豊岡河川国道事

務所との意見交

換会 

場 所 豊岡河川国道事務所会議室 

テーマ ①「担い手の確保」適切な工期設定と工程管理・生産性向上 

②「工事請負契約」ガイドラインの改訂及び入札契約制度等 

出席者 豊岡河川国道事務所 川上副所長 

    関西支部 積算資材委員会 福本副委員長、事務局 2名 

28.11.25 大阪府との環境

に関する意見交

換会 

担 当：環境委員会 

相手方：大阪府（都市整備部、環境農林水産部、住宅まちづくり部） 

場 所：大阪建設会館 3階会議室 

議 題：平成 28年度大阪府・日建連 環境・公害に関する意見交換 

1.「大阪府循環型社会推進計画」（大阪府） 

 2.「建設業の環境自主行動計画（第６版）」（日建連） 

 3.「混合廃棄物排出抑制等に係る調査票」（大阪府） 

 4.日建連からの質疑事項（産廃）における大阪府からの回答 

参加者 

大阪府都市整備部事業管理室技術管理課技術力強化Ｇ 

 松尾課長補佐、中村主査 

 環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課産業廃棄物指導Ｇ 

谷垣課長補佐、鈴木総括主査、木下総括主査 

 住宅まちづくり部建築指導室審査指導課  五十嵐主任専門員 

 住宅まちづくり部公共建築室計画課 長堀課長補佐、轟総括主査 

日建連環境委員会：前田委員長、長澤副委員長、委員 6名、 

事務局 2名 

28.12.1 

 

 

 

 

 

 

公共建築工事に

関する意見交換

会 

 

 

 

 

担 当：建築委員会建築積算部会 

相手方：近畿地方整備局営繕部 

場 所：合同庁舎 1号館第 1別館 

議 題：1.公共建築工事数量公開状況調査結果 

    2.入札契約に関する意見交換 

参加者：近畿地方整備局宮内営繕品質管理官、仲野整備課長補佐 

    日建連建築積算部会 浦西部会長、西河副部会長、川本委員、

事務局 2名 

29.2.13 鉄道運輸機構大

阪支社発注工事

に関する意見交

換会 

(北陸支部と合

同) 

担 当：関西支部鉄道委員会、北陸支部契約積算・技術委員会 

相手方：鉄道運輸機構大阪支社 

場 所：鉄道運輸機構大阪支社第 3会議室 

議 題 

 1.日建連からの話題提供 

  ・「担い手確保と生産性向上」について 

  ・（本部）鉄道工事委員会契約積算部会アンケート結果 

 2.現場検討会の結果報告 

  ・安全点検結果報告 

  ・受注者からの要望 

 3.その他 
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出席者 

 鉄道運輸機構大阪支社（15名） 

田中計画部長､難波工事 1部長､小林工事 2部長､河北工事 3部長、西山

工事 4部長、村上計画課長、各工事課長 8名、計画課補佐 1名 

 関西支部（12名） 

  大沢鉄道委員長、福原副委員長、委員 8名、事務局 2名 

 北陸支部（4名） 

  河本契約積算･技術委員長、嶋田委員、伴野委員、事務局 

29.2.20 

 

近畿地方整備局

との意見交換会 

担 当：積算・資材委員会 

相手方：近畿地方整備局企画部 

場 所：合同庁舎新館３階 A 会議室 

議 題（支部からの提案、意見交換： 

1．「担い手の確保」・適切な工期設定と工程管理 

2.「円滑な施工」・設計変更協議及びガイドライン 

3．「総合評価落札方式」・新たな試行の取組み 

出席者：近畿地方整備局小林企画部長、和佐技術調整管理官、板垣総

括技術検査官、西本技術開発調整官、河川、道路、建政、営繕部各管

理官 

関西支部長、積算資材、土木工事技術、環境各委員長、建築積算部会

長、積算資材委員、事務局 3名 

 

 

6）建設生産システムの効率化に向けた取組みに係る実態調査の実施 

年月日 会議名等 内   容 

28.8.23 鉄道運輸機構大

阪支社発注工事

に関するアンケ

ート調査 

担 当：鉄道委員会 

1.アンケート対象者 

 北陸新幹線金沢～敦賀間工事受注作業所（完成工区を除く） 

 えちぜん鉄道高架化工事受注作業所 

2.回答方法：回答用紙に記入 

3.対象工事：鉄道運輸機構大阪支社発注土木工事 

4.提出期限：平成 28年 9月 21日(水) 

28.11．3

～4 

北近畿八鹿日

高・日高豊岡南

道路施工者現場

ヒヤリング及び

豊岡河川国道と

の意見交換 

担当：積算資材委員会 

内容：４現場の現場所長に対し、設計変更等について聞き取り 

   発注者との「担い手確保」や「工事契約」に関して意見交換 

28.11.14 

～15 

鉄道運輸機構大

阪支社発注工事

現場検討会 

担 当：鉄道委員会 

1.内容：安全点検並びに工事推進上の課題ヒヤリング 

2.対象工事 

「北陸新幹線、九頭竜川橋りょう他」(鉄建・安部日鋼・清水組ＪＶ) 

「北陸新幹線､新北陸ﾄﾝﾈﾙ(葉原)」(鹿島・りんかい日産・石黒・高崎 JV) 
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（３）安全・環境対策等の推進 

 

7)労働災害防止、公衆災害防止、公害防止、建設副産物対策に向けた 

現場の点検・パトロール、講習会の実施 

7)－1 現場点検・パトロール 

（平成２８年度災害防止対策特別活動 本支部合同現場点検） 

（本・支部合同点検） 

年月日 発注者 施工会社 工事名称 点検員 

28.10.4 ＮＥＸＣＯ西

日本関西支社 

清水建設 南阪奈道路 竹内

トンネル工事 

(本部労務安全／粉じん障害防止) 

吉富・今井委員 

28.10.5 ＮＥＸＣＯ西

日本関西支社 

大成建設 中国横断自動車道 

国見山トンネル工

事 

(本部労務安全／粉じん障害防止) 

吉富・今井委員 

28.10.27 和歌山県伊都

振興局建設部 

鴻池・三友・ 

藤平ＪＶ 

新紀見トンネル 

 

(本部労務安全／粉じん障害防止) 

阿部・室田委員 

28.10.28 国土交通省 

近畿地方整備

局 

前田建設工業 大和御所道路 新

田東佐味トンネル

南工区工事 

(本部労務安全／粉じん障害防止) 

吉富・今井委員 

28.11.9 （独）鉄道建

設・運輸施設整

備支援機構 

大阪支社 

鹿島・りんかい

日産・石黒・高

崎ＪＶ 

新北陸トンネル

（葉原） 

 

(本部労務安全／粉じん障害防止) 

佐藤部会長、本多部会長 

28.11.10 福井県小浜土

木事務所 

飛島・西村・ 

山本・羽崎ＪＶ 

新大島トンネル (本部労務安全／粉じん障害防止) 

佐藤部会長、本多部会長 

28.10.13 国土交通省 

近畿地方整備

局 

前田建設工業 大和御所道路 新

田東佐味トンネル

南工区工事 

(本部火薬) 

高嶋部会長、後藤・高橋浩・ 

高橋裕之委員 

(支部火薬) 

吉田委員 

28.10.13 

 

 

 

国土交通省 

近畿地方整備

局 

 

鉄建建設 

 

 

 

大和御所道路 新

田東佐味トンネル

工事 

 

 

（本部火薬) 

高嶋部会長、後藤・高橋浩・ 

高橋裕之委員 

(支部火薬) 

吉田委員 
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（支部現場点検） 

［環境委員会］ 

年月日 発注者 施工会社 工事名称 点検員 

28.7.13 大阪府 

安威川ダム建

設事務所 

大林・前田・奥

村・日本国土開

発ＪＶ 

安威川ダム建設

工事 

妹尾・長澤・藤田・黒見・宮口委員 

28.7.14 西日本旅客鉄

道㈱ 

大鉄工業 吹田・東淀川間

西吹田Ｂｖ新設

他工事 

美㘴・築藤・鶴田・佐藤・林委員 

28.7.21 大阪市建設局 鴻池・竹中土

木・佐藤・三井

住友・あおみＪ

Ｖ 

此花下水処理場

ポンプ場 築造

工事(その 12） 

宮口・伊藤・峰松委員、楳田次長 

28.11.17 大阪府富田林 

土木事務所 

清水・東亜・東

急ＪＶ 

都市計画道路 

大和川線常磐東

開削トンネル工

事（躯体工） 

土淵・林・美㘴委員 

 

［安全委員会］ 

（労務安全委員会） 

年月日 発注者 施工会社 工事名称 点検員 

28.7.6 京都府 西松建設・ケイ

コン・今井ＪＶ 

桂川右岸流域下

水道幹線管渠築

造工事（雨水南

幹線管渠） 

荒牧・村田・廣瀬・小西委員 

28.7.12 近畿地方整備

局 

東急建設 和歌山地方合同

庁舎建築工事  

門川・菊元・蔵富委員 

28.7.12 （独）鉄道建

設・運輸施設整

備支援機構 

熊谷・不動テト

ラ・梅林・轟Ｊ

Ｖ 

北陸新幹線新北

陸トンネル（大

桐） 

管・山本・中川委員、楳田次長 

28.10.11 下水道事業団 戸田・木下ＪＶ 堺市百舌鳥深井

汚水線建設工事 

小西・菅・澤水・菊元委員 

28.10.19 ＮＥＸＣＯ西

日本関西支社 

三井住友・富

士･ピーエス・

極東興和ＪＶ 

新名神高速道路 

楊梅山高架橋

（ＰＣ上部工）

工事 

中川・廣瀬・山本委員、楳田次長 

28.10.20 大阪府都市整

備部茨木土木

事務所 

淺沼組 主要地方道 茨

木摂津線（(都)

大岩線）橋梁下

部工事 

蔵富・門川・村田委員 
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（交通対策担当委員会） 

年月日 発注者 施工会社 工事名称 点検員 

28.7.26 ＮＥＸＣＯ西

日本関西支社 

鴻池組  舞鶴若狭自動車

道 真倉トンネ

ル工事 

栢分・原・藤井委員 

28.7.27 ＮＥＸＣＯ西

日本大阪支社 

大林組 新名神高速道路

茨木中工事 

尾本・示・高橋委員、楳田次長 

28.7.28 大阪府東部流

域下水道事務

所 

大成建設  寝屋川流域下水

道中央北増補幹

線外（第 1工区)

下水管渠築造工

事 

有泉・土井・川上委員 

 

（火薬類対策担当委員会） 

年月日 発注者 施工会社 工事名称 点検員 

28.7.13 ＮＥＸＣＯ西

日本関西支社 

大成建設 中国横断自動車

道国見山トンネ

ル工事 

大西・山本委員 

28.7.14 近畿地方整備

局 

 

鉄建建設 大和御所道路 

新田東佐味トン

ネル工事 

今井・古川・綿谷・中嶋委員 

28.9.2 近畿地方整備

局 

前田建設工業 大和御所道路 

新田東佐味トン

ネル南工区工事 

吉田・石本・小濵委員 

 

関西支部 環境委員長・安全担当委員長 表彰 

［委員会］ 

（担当委員会） 

工事名称 施工会社 

 

［環境委員会］ 

 

安威川ダム建設工事 大林・前田・奥村・日本

国土開発ＪＶ 

吹田・東淀川間西吹田 Bv新設他工事 大鉄工業 

此花下水処理場ポンプ場築造工事（その 12） 鴻池・竹中土木・佐藤・ 

三井住友・あおみＪＶ 

［安全委員会］ 

（交通対策担当委員会） 

 

舞鶴若狭自動車道 真倉トンネル工事 鴻池組 

新名神高速道路 茨木中工事 大林組 

寝屋川流域下水道中央北増補幹線外（第１

工区)下水管渠築造工事 

大成建設 

（火薬類対策担当委員会） 中国横断自動車道 国見山トンネル工事 大成建設 

大和御所道路 新田東佐味トンネル工事 鉄建建設 

大和御所道路 新田東佐味トンネル南工区

工事 

前田建設工業 
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7)－2 講習会 

［安全委員会］ 

年月日 行事名等 内   容 

28.7.15 建設工事に伴

う地下埋設物

事故防止対策

講習会 

担 当：地下埋設物対策担当委員会 

場 所：エルおおさか南館 10階 1023大会議室 

演 題 

1.近畿地方整備局管内における建設工事事故の現状とその対策 

 近畿地方整備局企画部技術調査課 課長補佐 今井祐三氏 

2.建設工事における通信設備事故防止のお願い 

 ＮＴＴフィールドテクノ大阪アクセス運営センター  小松篤史氏 

3.工事現場における水道管路の保全 

 大阪市水道局 西部水道工事センター管路保全担当係長 

 高橋隼人氏 

4.建設工事における下水管路施設の保全 

 大阪市建設局 東部方面管理事務所管理課 担当係長 溝端卓也氏 

5.建設現場でのガス導管の事故防止 

 大阪ガス㈱導管事業部大阪導管部保全チーム リーダー 柴垣直樹氏 

浦田和彦氏 

6.工事現場で道路を掘削される皆様へ 

関西電力㈱ 大阪北電力部技術センター 保全係 引地和人氏 

                   保全主任 西澤幸太郎氏 

受講者：会員会社 100人、関係機関 15人、 計 115人 

28.9.2 

 

 

建設工事に伴

う安全管理と

交通事故防止

対策講習会 

 

担 当：労務安全担当委員会・交通対策担当委員会 

場 所：エルおおさか南館 5階南ホール 

演 題 

1.建設工事における交通事故防止対策 

 日本建設業連合会 交通対策部会 専門委員     守屋孝之氏 

2.建設工事における労働災害防止の重点施策 

 大阪労働局労働基準部安全課 産業安全専門官    小野祥二氏 

3.近畿地方整備局管内における建設工事事故の現状とその対策 

 国土交通省近畿地方整備局企画部技術調査課課長補佐 今井祐三氏 

4.特別講演 「お笑いストレス解消法」～笑いは副作用のない薬～ 

落語家 林家笑丸氏 

受講者：144人、関係機関 24人、 計 168人 
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28.11.9 火薬類管理者

講習会 

 

 

 

担 当：火薬類対策担当委員会 

場 所：エルおおさか 7階 708号室 

演 題 

1.火薬類消費現場の自主管理 

日本建設業連合会安全対策本部公衆災害対策委員会火薬類対策部会 

後藤靖彦 

2.有益なる火薬類 

 カヤク・ジャパン㈱西日本営業部 課長代理 吉田陽一郎氏 

3.火薬類の盗難防止 

 大阪府警察本部生活安全部保安課鉄砲火薬第二係警部補 松本尚氏 

4.【教育ビデオＤＶＤ】  

大丈夫ですか？あなたの現場～火薬類消費現場点検のポイント～ 

日本建設業連合会安全対策本部 

公衆災害対策委員会 火薬類対策部会編 

受講者：60人、関係機関 15人、 計 75人 

 

 

8) 関係機関、発注者等が実施する安全対策活動への参加 

（西日本高速道路㈱関西支社管内 安全点検パトロール） 

年月日 管内事務所 工事名称 派遣点検員 

28.4.4 

（合同） 

ＮＥＸＣＯ西日本

大阪支社 

新名神有野川橋西（下部工）工事【竹中土木】

⇒有馬川橋（鋼・ＰＣ複合上部工）工事【三井

住友・横川ブリッジＪＶ】⇒有野川橋（鋼・Ｐ

Ｃ複合上部工）工事【ピーエス三菱・エムエム

ブリッジＪＶ】 

北村次長 

28.4.8 

（合同） 

ＮＥＸＣＯ西日本

新名神兵庫事務所 

余野川橋他１橋（鋼上部工）工事【ＩＨＩイン

フラシステム】⇒塩川橋他１橋工事【ピーエス

三菱】 

北村次長 

楳田次長 

28.4.18 

（合同） 

ＮＥＸＣＯ西日本

新名神大阪西事務

所 

楊梅山高架橋（ＰＣ上部工）工事【三井住友建

設・富士ピー・エス・極東興和ＪＶ】⇒成合高

架橋他２橋（ＰＣ上部工）工事【川田建設】 

北村次長 

 

29.2.20 

（合同） 

ＮＥＸＣＯ西日本

新名神兵庫事務所 

新名神高速道路 施設工事（６現場）【ノバッ

ク、他】 

 

門川委員（労務・安

全） 

29.2.23 

（合同） 

ＮＥＸＣＯ西日本

新名神大阪西事務

所 

新名神高速道路 竜王山トンネル工事【大成建

設】⇒高槻舗装工事【鹿島道路・奥村組土木興

業ＪＶ】⇒安威川橋（下部工）東工事【奥村組

土木興業】⇒安威川橋（ＰＣ上部工）工事【三

井住友建設】⇒原萩谷トンネル西工事【フジ

タ・熊谷組ＪＶ】 

楳田次長 
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（安全大会等） 

年月日 行事名等 内   容 

28.10.14 

 

ＮＥＸＣＯ西日本 

関西支社 

2016『安全･安心 

･信頼の 

道創り大会』 

場 所：茨木市福祉文化会館（オークシアター） 13:30～17:00 

日建連関西支部出席者 

村上支部長（来賓挨拶）、前田環境委員長、小川安全委員長、 

池田交通対策担当委員長、井上火薬類対策担当委員長、 

 神谷地下埋設物対策担当委員会副委員長、事務局 2名 

28.11.2 平成 28年度 

大阪労働局管内 

建設工事関係者 

連絡会議 

主催者：大阪労働局 

日建連関西支部出席者 

楳田次長（発表）、村上局長  

28.11.14 新名神高速道路 

工事中事故撲滅 

推進本部 

主催者：西日本高速道路㈱関西支社  

日建連関西支部出席者 

村田労務安全担当委員会副委員長、事務局 

28.12.14 大阪府「みんなで 

防止!!石綿飛散」 

推進会議 

主催者：大阪府 

演 題 

1.推進会議の構成員の追加等について 

2.国・府における石綿対策等の取組み等について 

3.石綿飛散防止に係る周知の取組みについて 

構成団体：大阪建設業協会、他13団体 

協力団体：日本建設業連合会関西支部 

 

 

 

（関係機関の主催する講習会等） 

年月日 主催者 行事名等 

28.6.17 大阪府環境農林 

水産部 

「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」 

大気汚染防止法の解説、石綿排出等作業の作業実例と留意事項 

28.6.30 大阪市環境局 「平成 28年度特定建設作業等に係る講習会」 

特定建設作業、廃棄物処理法、アスベストに係る届出及び作業現場

における注意等 

28.11.7 国土交通省・ 

厚生労働省 

「平成 28年度建設工事おける労働災害防止に関する説明会」 

平成 28年度建設工事における労働災害防止の施策、近畿地方整備局

管内における建設工事事故の現状とその対策、建設業法の改正及び

法令遵守、足場に係る改正労働安全衛生規則等 

29.1.27 大阪府住宅まちづ

くり部 

「平成 28年度建設リサイクル法説明会（第 2回）」 

建設リサイクル法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染

防止法、建設廃棄物の適正処理と再資源化、ＰＣＢ廃棄物等の適正

管理 
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（関係機関の主宰する表彰） 

年月日 主宰者 表彰名等 

29.1.30 建設副産物対策近

畿地方連絡協議会

（近畿地方整備局

企画部技術調査課

内） 

平成 28年度近畿建設リサイクル表彰 

〈会長賞〉①西松建設㈱ 学校法人常翔学園梅田キャンパス 

（仮称）新築工事 

②㈱鴻池組 山陽自動車運送㈱新神戸支店新築工事 

〈奨励賞〉①㈱大林組 新名神木津川橋工事事務所 

②㈱鴻池組 北おおさか信用金庫正雀支店建替計画 

③㈱鴻池組 ローレルタワー南森町ル・サンク建設工事 

※日建連から６作業所を推薦 

 

 

9) 関係機関との安全・環境に関する意見交換会の実施 

年月日 会議名等 内容 

28.5.19 〈安全委員会 地下埋設物対策 

担当委員会〉 

地下埋設物管理者との意見交換会 

（２）公共工事の円滑な実施 に同内容の記載 

28.11.25 〈環境委員会〉 

大阪府との意見交換会 

（２）公共工事の円滑な実施 に同内容の記載 
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（４）請負契約制度の改善及び積算の適正化と資材対策の推進 

10）近畿地方整備局などの発注機関との意見交換会等の実施 

年月日 行事名等 内   容 

28.5.17 平成28年度公共

工事の諸課題に

関する意見交換

会 

（２）公共工事の円滑な実施 に同内容の記載 

 

28.11.4 豊岡河川国道事

務所との意見交

換会 

（２）公共工事の円滑な実施 に同内容の記載 

 

28.12.1 公共建築工事に

関する意見交換

会 

（２）公共工事の円滑な実施 に同内容の記載 

29.2.20 近畿地整と関西

支部の意見交換

会 

（２）公共工事の円滑な実施 に同内容の記載 

 

 

11）入札、契約、積算に係る実態調査の実施 

年月日 行事名等 内   容 

28.6.6 平成27年度公共

建築工事の数量

公開並びに入札

状況に関する実

態調査 

担 当：建築委員会建築積算部会 

調査対象会社：関西支部会員 71社 

対象工事：国、地方自治体、公的民間企業発注建築工事 

調査方法：工事名毎に調査票に記入 

締切り：平成 28年 7月 1日 

回答数：35件（21社） 

 

 

12) 積算に関する教育資料の作成 

資料名 内   容 

建築屋さんのための概算積

算手法の手引き 

担 当 ： 建築委員会建築積算部会 

作成時期：平成 28年 12月 

内 容 

・概算見積とは 

 ・概算積算手法（仮設工事、土・地業工事、躯体工事、仕上工事、

屋外工事、設備工事） 

 ・超概算積算手法 

・精概算積算手法 

作成部数：1,000部（Ａ４版 66ページ） 

日建連ホームページにＰＤＦにて全文を掲載 
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建築屋さんのための設備入

門（第 5刷・増刷） 

担 当 ： 建築委員会建築積算部会 

作成時期：平成 29年 3月（初版 平成 20年 6月） 

内 容 

 ・電気設備、給排水衛生設備、空調設備、参考資料 

増刷部数：3,000部（Ａ４版 72ページ） 

（仮称）建築屋さんのための

見積落ち防止の手引き～ 

担 当 ： 建築委員会建築積算部会 

作成時期：平成 29年 6月（予定） 

内 容 

 ・土、杭地業、躯体工事 

 ・鉄骨、耐火被覆、免震、ＰＣ工事 

 ・仕上、外構、改修、躯体工事 

   冊子に取りまとめのうえ、頒布予定 

上記以外に頒布（配布）している積算関係資料 

 杭工事見積の手引き、製作金物単価構成の解説、積算チェックの着眼点、鉄骨工事見積の手引き、 

 JASS 5における積算時注意すべき事項の要点、解体工事見積の手引き、設備積算入門、積算チェッ

クリスト、見積条件チェックリスト 

 

 

13) 地方整備局が主催する資材対策連絡会への参画 

年月日 行事名等 内   容 

28.7.27 平成28年度建設

資材対策近畿地

方連絡会 

主催者：建設資材対策近畿地方連絡会 

場 所：福利厚生センター第 2・3会議室（京都府庁内） 

日建連関西支部出席者 

積算・資材委員会福本副委員長、岡村委員  
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（５）技術開発の推進 

14）技術力向上のための講習会の開催 

（本支部合同開催講習会） 

年月日 会議名等 内   容 

28.9.15 平成28年度鉄道

建設工事技術講

習会 

担 当：鉄道委員会 

場 所：ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 

演 題 

1.鉄道関係法規および技術基準類 

  講師 鉄道・運輸機構大阪支社 調査課長 橋本浩史氏 

2.鉄道関係工事固有の技術と留意点 

  講師 秋本幸久（名工建設）、安東祐三（清水建設） 

3.施工管理の留意点および不具合事例等 

  講師 清治均氏（レールウェイエンジニアリング） 

4.アンケートの記入 

5.確認試験 

受講者数：更新講習 70名、一般講習 65名 

28.11.22 民間工事指針の

活用方策説明会 

担 当：本部建築制度委員会 

場 所：エルおおさか 6階大会議室 

議 題： 

「民間工事指針・策定までの経緯」 

講師：建築制度委員会契約部会長 泉俊道 

「民間工事指針の活用方策」 

講師：建築制度委員会契約条件適正化ＷＧ副主査 小林義昭 

受講者： 144名 

29.2.9 平成28年度ＶＥ

等施工改善事例

発表会（大阪） 

場 所：エルおおさか南ホール 

演題「事例発表」  

講師 加藤俊介（五洋建設）、阿部壮一郎（竹中工務店） 

 福光哲郎（前田建設工業）、小原澤義久（西松建設） 

 五十嵐靖（フジタ）、石井健広（清水建設） 

 野村浩平（淺沼組）、辻和快（佐藤工業） 

 朝妻秀雄（鹿島建設） 

受講者：180名 

 

（支部開催講習会） 

年月日 会議名等 内   容 

28.10.6 電力事業セミナ

ー・電力関係懇

親の集い 

担 当：電力委員会 

場 所：中央電気倶楽部 

演 題：「水力発電の歴史と今後の展望」 

    関西電力㈱ 水力事業本部 水力部長 袋井肇氏 

受講者：セミナー 計 86名 
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（内訳=関西電力 10名、会員 57名、報道 7名、支部長委員会

事務局 12名） 

    懇親の集い 計 138名 

（内訳=関西電力 10名、会員 108名、報道 5名、支部長委員

会事務局 15名） 

28.11.10 施工技術セミナ

ー 

担 当：土木工事技術委員会・建築委員会 

場 所：エルおおさか南館 5階南ホール 

演 題： 

「コンクリート技術部会のこれまでの経緯」・「コンクリート構造物

の品質向上のための施工Ｑ＆Ａのポイント」 

  講師 土木工事技術委員会コンクリート技術部会委員 笠井和弘 

 「コンクリート工事のチェックポイント」 

  講師       同          副部会長 内田博之 

「関西支部建築委員会の活動」 

  講師 日建連関西支部建築委員会建築技術部会部会長 釼吉 敬 

「生コン工場調査の着眼点の解説」 

  講師 日建連関西支部建築委員会工場製品検査専門部会主査 

  山崎順二 

「鉄骨製品検査の着眼点の解説」 

講師       同            主査 有信智紀 

「施工計画書ひながた集の作成と活用」 

講師 日建連関西支部建築委員会ＩＴ専門部会主査  門野 陽 

受講者：220名（会員 214名、報道 6名） 

28.11.22 海洋工事技術セ

ミナー 

担 当：海洋工事技術委員会 

場 所：マイドームおおさか 8階第 3会議室 

演 題 

 「洋上風力発電の現状とスカートサクションの開発」 

 講師：大林組 土木本部企画管理部 担当部長 伊藤政人 

 「近畿の港湾に関する主な動き」 

 講師：近畿地方整備局 副局長 田所篤博氏 

参加者数：73名（内訳 会員会社 63、取材 4、講師隋行 3、事務局 3） 

28.12.5 i-Construction

シンポジウム 

場 所：大阪市立中央会館 ホール 

演 題 

 「建設産業におけるＩＣＴ活用の意義と展望」 

  講師：立命館大学理工学部教授 深川良一氏 

 「i-Construction推進における日建連の取り組み」 

  ・建設生産システムの合理化～i-Constructionを受けた生産性向

上活動について～ 

  講師：日建連ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ推進検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 河野重行 

  ・災害復旧工事の無人化施工」ビデオ上映 

  ・コンクリート工の生産性向上」 

  講師：日建連土木工事技術委員会ｺﾝｸﾘｰﾄ技術部会長 津川優司 

  ・ＩＣＴ土工に関する講習」 

  講師：日建連インフラ再生委員会技術部会 黒台昌弘 
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 「パネルディスカッション」 

  コーディネーター：立命館大学理工学部教授 深川良一氏 

  パネリスト： 

・国土交通省近畿地方整備局企画部技術調整管理官 和佐喜平氏 

  ・㈱熊谷組本社土木事業本部ＩＣＴ推進室長 北原成郎氏 

  ・中央復建コンサルタンツ㈱総合技術本部河川室 森博昭氏 

・日立建機㈱経営管理統括本部戦略部長  古野義紀氏 

参加者数：211名 

29.3.23 建築積算セミナ

ー 

担 当：建築委員会建築積算部会 

場 所：大阪建設会館 6階研修室 

演 題 

 「概算見積手法の解説」 

  講師：建築積算部会副部会長 西河 茂 

        同    委員 川本一夫 

 「杭工事見積の手引き」 

  講師：建築積算部会 部会長 浦西寿徳 

        同    委員 今井康博 

参加者数：63名（会員 58名、報道 5名） 

 

 

15）新技術を導入する現場見学会等の開催 

年月日 行事名等 内   容 

28.10.12

～13 

委員研修「新出

雲風力発電所と

島根原子力発電

所の見学」 

担 当：電力委員会 

見学工事施設：新出雲風力発電所、島根原子力発電所建設工事 

説明者：中国電力㈱ 

参加者：電力委員 9名、事務局 2名 

28.11.9 委員研修「大鉄

工業㈱三田研修

センター視察」 

担 当：鉄道委員会 

見学場所：大鉄工業㈱三田研修センター視察 

説明者：大鉄工業㈱三田研修センター担当次長 

参加者：鉄道委員 8名、事務局 1名 

28.12.１

～12.3 

委員研修「那覇

空港滑走路増設

工事の見学」 

担 当：海洋工事技術委員会 

見学工事：那覇空港滑走路増設南側進入灯橋梁工事 

那覇空港滑走路増設３工区埋立工事（２次） 

説明者：東洋・屋部土建ＪＶ 矢﨑現場代理人 

五洋建設・西松建設・國場組ＪＶ 古牧現場代理人 

参加者：海洋工事技術委員 10名委員、事務局 2名 
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29.2.2 海洋工事現場見

学会 

担 当：海洋工事技術委員会 

見学工事 

神戸港ポートアイランド（第２期）地区航路(-16m)第六南防波堤撤

去工事  （東洋・不動テトラ特定建設工事共同企業体） 

説明者：近畿地方整備局神戸港湾事務所 副所長、 

    受注会社：監理技術者、現場代理人 

参加者：33名、(内訳：支部会員 28名、報道 3名、事務局 2名) 

29.3.2～

3.3 

委員研修「広島

橋上駅新築他工

事他」 

担 当：鉄道委員会 

場 所：ＪＲ広島橋上駅新築他工事（大林・広成共同企業体） 

広島高速交通㈱、広島電鉄㈱ 

参加者：鉄道委員 9名、事務局 2名 

29.3.29 建築工事現場見

学会 

担 当：建築委員会建築技術部会 

見学工事：（仮称）新日生病院建設プロジェクト新築工事（設計 大林

組、施工 大林組・大成建設共同企業体） 

説明者：作業所長他 

参加者：34名（会員 30名、部会長他 2名、事務局 2名） 

29.3.29 電力施設現場見

学会 

「関西電力㈱奥

吉野発電所他の

見学 

担 当：電力委員会 

見学工事：関西電力㈱ 奥吉野発電所及び長殿発電所復旧工事所 

説明者：奥吉野発電所の所長他 

参加者：支部会員 22名、事務局 3名、報道 5名 

 

 

16) 施工技術に関する教育資料の作成 

資料名 内   容 

建築技術者のための鉄骨

製品検査の着眼点 

担 当 ： 建築委員会建築技術部会 

作成時期：平成 28年 6月 

内 容 

1. 検査に必要な基礎知識（建築構造物に使用される材料、鉄骨工場の

選定、工場製作開始前の確認） 

2. 工場検査のポイント（中間検査、製品検査）  

Ａ４版 56ページカラー刷り 

作成部数 4,000部 

頒布価格 会員 500円、会員外 1,000円 

建築技術者のための生コ

ン工場の調査の着眼点 

担 当 ： 建築委員会建築技術部会 

作成時期：平成 28年 7月 

内 容 

 1. 生コン工場の調査のポイント（レディーミクストコンクリートにお

ける品質管理、工場の選定と選別、工場調査におけるチェックポイ

ント） 

 2. 調査時に必要な生コンクリートの基礎知識（コンクリートの品質管

理などに関する基・規準類の記載内容、コンクリートの要求性能の

確認と試し練り） 
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 3. 特殊なコンクリートの品質管理（大臣認定コンクリート、マスコン

クリート、水密コンクリート、暑中期のコンクリート、鋼管充填コ

ンクリート、フライアッシュ使用コンクリート、再生骨材コンクリ

ート） 

Ａ４版 80ページカラー刷り 

作成部数 4,000部 

頒布価格 会員 500円、会員外 1,000円 

施工計画書ひな形集（改

訂版） 

担 当 ： 建築委員会建築技術部会ＩＴ専門部会 

作成時期：平成 28年 9月 

内 容 

 61工種の施工計画書ひな形（エクセルシート）をホームページに掲載 

掲載工種 

＊仮設・土工事【足場組立・解体、山留め（ＳＭＷ工法）、乗入れ構台、 

 杭打（既製杭）、杭打（場所打ち杭）、土、地盤改良】 

＊躯体工事【鉄筋、ガス圧接、コンクリート、型枠、鉄骨、耐火被覆、

ＣＦＴ工法】 

＊建具工事【アルミニウム製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレ

ス製建具、シャッター、木製建具、自動ドア開閉装置】 

＊外構・防水・屋根工事【吹付け塗装、メタルカーテンウォール、ＰＣ

カーテンウォール、ＡＬＣ、押出成形セメント板、ガラス、金属、石、

タイル、アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、シーリング、金

属板葺屋根、瓦葺屋根、アスファルトシングル屋根】 

＊内装・住設機器工事【塗装、現場発泡ウレタン吹付、左官、合成樹脂

塗床、せっこうボード、その他ボード、壁紙張り、木、二重床、フロ

ーリング、移動間仕切、トイレブース、フリーアクセスフロア、軽鉄

壁下地、軽鉄天井下地、ユニットバス、システムキッチン】 

＊外構・解体・改修・その他【排水、植栽、舗装、解体、アスベスト除

去、外壁改修、アスファルト防水改修、安全衛生管理計画書】 

目次例【総則、工事概要、工程表、施工管理体制、施工要領、自主検査、

安全・衛生管理、その他】 

（仮称）工場製品の品

質・施工管理のポイント 

【アルミ製建具・カーテ

ンウォール編】 

 

担 当 ： 建築委員会建築技術部会 

作成時期：平成 29年 9月（予定） 

内 容 

 1.アルミ製建具・カーテンウォールに関する基礎知識 

 2.施工図のチェックポイント 

 3.製作および製作要領書 

 4.工場検査のポイント 

 5.現場管理のポイント 

  冊子に取りまとめのうえ、頒布予定 

上記以外に頒布（配布）している技術関係資料 

外壁タイルの施工と保全管理のポイント、イラスト建築施工（改訂版）、改修工事の落とし穴、は

じめての耐震改修工事、設計図書の落とし穴、現場の歩き方～ＲＣ造躯体工事編～、トラブル回避

のための共通認識、失敗しないための施工図問題集、現場のすてこん学、建築技術者のための施工

Ｑ＆Ａ～現場の悩みおまかせ下さい～ 
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17)－1 関係団体等が主催するフォーラム等への委員等の派遣 

年月日 会議名等 内   容 

28.5.15 新規採用職員研

修（前期Ⅰ）（総

合土木職） 

主催者：兵庫県県土整備部 

講義名：コンクリートの基本的性質と施工管理の要点 

派遣講師：鴻池組土木事業本部技術部設計技術課 課長 大西正毅 

28.6.20 コンクリート構

造物品質コンテ

スト 

主催者：近畿地方整備局 

派遣審査委員：村上考司支部長 

 

28.7.8 トンネル施工時

地山情報の評価

と有効活用に関

する技術検討委

員会（第１回） 

主催者：（一社）近畿建設協会 

委員会出席者 

委員：土木工事技術委員会 副委員長 内藤雅文 

幹事：   同上      委員  西村彰夫  

28.8.23・

24 

近畿国際建設研

修 

主催者：近畿国際建設研修協議会 

「都市内道路整備Ａ」コース 

講義名：土工の実際 

派遣講師：大林組工事事務所長 奥田孝之 

講義名：安全管理 

派遣講師：奥村組西日本支社安全管理課長 大下和彦 

講義名：工程管理 

派遣講師：鹿島建設関西支店土木部工事グループ課長 宝田善和 

28.9.13 トンネル施工時

地山情報の評価

と有効活用に関

する技術検討委

員会（第１回幹

事会） 

主催者：（一社）近畿建設協会 

幹事会出席者 

幹事：土木工事技術委員会 委員 西村彰夫  

28.9.30 コンクリート構

造物の施工と維

持管理に関する

技術講習会 

主催者：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 

①講義名：コンクリートの基本的性質 

派遣講師：鴻池組土木事業部技術統括本部土木技術部設計技術課 

     福田尚弘 

②講義名：コンクリート施工管理の要点 

派遣講師：鴻池組土木事業部技術統括本部土木技術部 部長 

 内田博之 

28.10.4 建設生産システ

ム（監督員級） 

主催者：近畿地方整備局 

講義名：現場施工時の安全管理と工事施工の課題 

派遣講師：鴻池組土木事業本部技術部設計技術課 課長 大西正毅 

28.10.13 トンネル施工時

地山情報の評価

と有効活用に関

する技術検討委

員会（第２回） 

主催者：（一社）近畿建設協会 

委員会出席者 

委員：土木工事技術委員会 委員長  澤井 清 

委員：    同上    副委員長 内藤雅文 

幹事：    同上     委員  西村彰夫  
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28.11.28 近畿国際建設研

修 

主催者：近畿国際建設研修協議会 

「インフラ（河川・道路・港湾）における災害対策Ｂ」コース 

講義名：斜面対策（山岳トンネル施工） 

派遣講師：鴻池組土木事業本部技術部部長 山田浩幸 

28.12.6・7 「建設生産シス

テム（主任監督

員級）」研修 

主催者：近畿地方整備局 

講義名：安全管理 

派遣講師：鹿島建設関西支店土木統括安全管理者 東尾啓司 

講義名：施工計画 

派遣講師：熊谷組関西支店土木事業部土木部長 久保田泰史 

28.12.7 トンネル施工時

地山情報の評価

と有効活用に関

する技術検討委

員会（第２回幹

事会） 

主催者：（一社）近畿建設協会 

幹事会出席者 

幹事：土木工事技術委員会 委員 西村彰夫 

29.2.3 近畿国際建設研

修 

主催者：近畿国際建設研修協議会 

「都市内道路整備Ｃ」コース 

講義名：構造物の施工（山岳トンネル施工） 

派遣講師：鴻池組土木事業本部技術部部長 山田浩幸 

29.2.23 トンネル施工時

地山情報の評価

と有効活用に関

する技術検討委

員会（第３回） 

主催者：（一社）近畿建設協会 

委員会出席者 

委員：土木工事技術委員会 委員長  澤井 清 

委員：    同上    副委員長 内藤雅文 

幹事：    同上     委員  西村彰夫  

29.3.6 第１回「基礎・

地下構造物検討

委員会」 

主催者：阪神高速道路技術センター 

委員出席者：土木工事技術委員会 副委員長 内藤雅文 他委員４名 

 

29.3.16 近畿地方整備局

ICT 施工推進検

討会 

主催者：近畿地方整備局 

委員出席者：土木工事技術委員会 委員 西村彰夫 

 

 

 

17)－2 関係団体等が主催する講習会等への参加 

年月日 会議名等 

28.10.3 平成 27年度国土交通白書説明会（主催者：国土交通省近畿地方整備局・近畿運輸局） 

28.10.12 設計品質・現場技術力向上のための研修会（主催者：（一社）建設コンサルタンツ協会） 

28.9.15 近畿地区建設物価懇談会（主催者：（一社）建設物価調査会） 

29.2.23 建築ＩＴセミナー（主催者：本部建築生産委員会ＩＴ推進部会） 
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（６）広報活動の推進 

18）支部広報誌の発行 

年月日 会議名等 内   容 

28.10.20 しびる VOL.33 

発行部数 20000部 

1.巻頭対談／近畿の未来 

 室崎益輝氏（ひょうご震災記念 21世紀研究機構理事長） 

 玉岡かおる氏（（公社）日本河川協会参与） 

2.レポート最前線 

 天空で繋がる「雄ノ山高架橋」 

3.ザ・プロフェッショナル 

 現場で働くってカッコイイ！梅若夢夏さん 

4.偉人たちの歴史街道 

 ヴォーリズの偉業 

5.しびるＷａｌｋｅｒ 

 変革の息吹を感じる街～福井市～ 

6.ＬＡＮＤ ＭＡＲＫ 

 国内最高峰のツインタワー フェスティバルシティ 

ＴＯＰＩＣＳ 

 第 57回ＢＣＳ賞受賞作品 

 

19) 一般市民向け現場見学会の開催 

（本支部共同開催） 

年月日 行事名 内   容 

28.10.4 発注者と連

携した現場

見学会 

工事名：新名神高速道路 神戸ジャンクション東工事 

発注者：ＮＥＸＣＯ西日本 

施工者：大林組 

見学者：神戸市立工業高等専門学校専攻科 1年生 40名 引率教員 1名 

28.10.6 発注者と連

携した現場

見学会 

工事名： 天ヶ瀬ダム再開発事業 トンネル式放流設備 

発注者：近畿地方整備局 

受注者：鹿島建設（ゲート室部他建設工事） 

大林組・飛島建設ＪＶ（減勢池部建設工事） 

見学者：摂南大学工学部都市環境工学科 3年生 25名 引率教員 1名 

 

（支部開催） 

年月日 行事名 工事名 発注者 受注者 参加者 委員会 

28.6.9 現場見学会 安威川ダム建

設工事 

大阪府 大林組ＪＶ 京都府立農芸

高校 

生徒 10 名、教

師 2 名、計 12

名 

広報委

員会 

大和川線常盤

東開削トンネ

ル工事 

大阪府 清水ＪＶ 
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20) 関係団体等が実施する展示会等への参画 

年月日 会議名等 内   容 

28.8.24 第 25 回大阪府建

設業暴力追放推進

大会 

主催者：大阪府建設業暴力追放対策協議会（当支部ほか 6団体） 

場 所：建設交流館グリーンホール 

概 要 

 1.大会決議 

 2.暴力団排除に関する講和及びビデオ上映 

   大阪府警察本部捜査第四課担当官 

参加者：236名 

28.10.26 

～10.27 

建設技術展 2016 主催者：近畿建設協会、日刊建設工業新聞社 

場 所：マイドームおおさか 

来訪者：15,106人 

支部参加状況 

○出展者代表テープカット：村上支部長 

○支部会員各社の技術紹介 27社 

  【出典一覧表 別紙参照】 

○橋梁模型コンテスト：審査員 内藤雅文土木工事技術副委員長 

○学生のためのキャリア支援：広報委員等 6名(首藤委員、升島委員、

太田委員、谷口文庫（不動テトラ）、永井禎之（鹿島）、神吉康至（フ

ジタ）） 

○しびる VOL.33配布コーナー設置 

 しびる配布数 800人 

28.11.11 

～11.12 

ふれあい土木展

2017 

主催者：近畿地方整備局近畿技術事務所 

場 所：近畿技術事務所構内 

来訪者：1,650人 

支部参加状況 

○ブース展示 

 テーマ：天空の巨大高架橋と未来の技術 

 出展内容 

 ・しびる VOL.33取材制作の舞台裏 

 ・土木の日ﾎﾟｽﾀｰ募集(大雨からみんなを守る土木)入賞作品 14点 

 ・ＢＣＳ賞 2015、2016年受賞作品をパネル展示 

 ・ゲームコーナー：ラジコンショベルによるボールすくい 

  来訪者：子供 200人、大人推定 200人、計 約 400人 

○展示協力：重機（ブルドーザー10トン）1台 

  学級見学：4小学校 12クラス 約 400人 

29.1.21 阪神高速大和川線

開通記念イベント 

主催者：阪神高速道路  

場 所：阪神高速大和川線建設現場 

概 要：大林組、鹿島建設、前田建設工業との合同により出典 

    1.ステージアトラクション（映像映写、弦楽四重奏演奏、

ストリートパフォーマー） 

    2.体験展示（パネル展示、参加体験型アトラクション、ク

イズラリー） 
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建設技術展 2016 近畿 日建連開催支部会員 出展一覧表 

部 門 会 社 名 技 術 名 

防災 青木あすなろ建設㈱ 橋梁耐震工法、制震ブレース工法、無人化施工他 

防災 東急建設㈱ ＣＢパネル工法他 

防災 東洋建設㈱ 津波リスクマネージメントシステム 

防災 日特建設㈱ ジオファイバー工法他 

防災 ㈱不動テトラ ＳＡＶＥ－ＳＰ工法／没水型長周期波対策工他 

防災 矢作建設グループ ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法他 

防災 ライト工業㈱ ＣＰＴジェット工法・エコクレイウォール工法 

施工 ㈱安藤・間 セグメントを用いたシールドトンネルの「地中拡幅技術」、地質情報 CIM管理システム 

施工 ㈱大林組 「ＬＲＶ工法」による鉄道高架橋構築技術他 

施工 奥村組土木興業㈱ 岩盤切削機サーフィスマイナー、コスミック工法 

施工 鹿島建設㈱ 次世代の建設生産～Ａ4ＣＳＥＬ（クワッドアクセル）ほか～ 

施工 ㈱鴻池組 自動化オープンケーソン（ＳＯＣＳ）工法、統合せん孔支援シシテム「ドリルＮＡＶＩ」 

施工 大成建設㈱ 3次元曲線セグメント構築技術 

施工 ㈱竹中土木 ＡＧＦ－Ｔｋ工法（端末管事前撤去型ＡＧＦ工法）他 

施工 鉄建建設㈱ ＨＥＰ＆ＪＥＳ工法他 

施工 戸田建設㈱ ＤＲiスコープ 

施工 ㈱ピーエス三菱 ＰＣコンファインド水中施工工法 

施工 前田建設工業㈱ 合理的な格子状地中壁工法「Miny マルチ工法」他 

施工 三井住友建設㈱ プレキャスト化による急速施工・省人化施工法他 

維持・更新 大林道路㈱ 改質グースアスファルト混合物他 

維持・更新 ㈱熊谷組 磁石走行式ロボット等を活用した橋梁点検システム他 

維持・更新 五洋建設㈱ ラジコンボードを用いた桟橋下面の点検診断システム他 

維持・更新 飛島建設㈱ 丸太打設液状化対策＆カーボンストック（ＬＰ－ＬiＣ）工法他 

維持・更新 西松建設㈱ ネットキーパー工法、あと施工アンカーによるせん断補強工法 

ＩＴ･ＩＣＴ ㈱奥村組 奥村組の施工ＣＩＭへの取組み他 

ＩＴ･ＩＣＴ 清水建設㈱ 生産性向上に有効なシミズのＩＣＴ・ロボット活用技術他 

ＩＴ･ＩＣＴ ㈱フジタ 無人化施工俯瞰映像提示システム～バードアイビューを建設機械に適用～ 

計２７社 

別 紙 
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［会  議］ 

（１）委員会（場所：支部会議室等） 

（総務委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（3回） 

 

28.4.21、28.8.5、29.3.13 

・支部総会・懇親パーティーの開催 

・関西支部委員会組織の検討 

・社会保険未加入対策推進近畿地方協議会 

・関西支部災害協定締結状況 

 

（広報委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（6回） 

 

 

 

28.4.20、28.7.26、28.9.15、28.10.20、28.12.12、29.3.1 

・広報誌「しびる 33号」の編集 

・広報活動の実施 

・現場見学会の開催 

・広報誌「しびる 34号」の構成内容の検討 

取材等（12回） 28.6.24 関西学院大学他、28.6.28 近江八幡ヴォ―リズ記念館他、28.7.4 対談、

28.7.6雄ノ山高架橋下部工事他、28.7.11高崎組工事現場、28.7.12福井市駅前 

28.7.21フェスティバルシティ、28.8.26・27福井市、3.27、3.28、3.30、3.31 

 

（環境委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（6回） 

 

 

28.4.12、28.5.26、28.8.8、28.10.11、28.12.5、29.2.22 

・平成 28年度活動計画の確認 

・（上期、下期）現場点検実施計画、点検結果報告 

・環境意見交換会（大阪府）の質疑事項の検討と実施結果報告 

意見交換会 

（１回） 

28.11.25 大阪府・日建連 環境・公害に関する意見交換会 

出席者：大阪府（都市整備部技術管理課、環境農林水産部産業廃棄物指導課、住宅

まちづくり部計画課）８名、日建連（環境委員）８名、日建連（事務局）２名 

・大阪府循環型社会推進計画 

・日建連からの質疑事項に対する大阪府からの回答 

 

（安全委員会：労務安全担当委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（6回） 

 

 

28.4.11、28.5.9、28.8.4、28.9.6、28.11.17、28.12.15 

・平成 28年度活動計画の確認 

・（上期、下期）現場点検実施計画、点検結果報告 
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・「建設工事に伴う安全管理と交通事故防止大作講習会」プログラム、講師の選定 

・NEXCOからの協力要請について(新名神高速道路工事現場への合同現場点検参画) 

小委員会（2回） 28.4.25、28.8.22 

・28年度発注又は稼働中現場の情報整理、（上期、下期）点検先現場候補選定 

 

（安全委員会：交通対策担当委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（5回） 

 

 

 

28.4.5、28.6.23、28.8.25、28.10.27、29.1.20 

・平成 28年度活動計画の確認、27年度交通事故調査（本部編集）の報告 

・（上期）現場点検実施計画、点検結果報告 

・「建設工事に伴う安全管理と交通事故防止大作講習会」プログラム、講師の選定 

・1/20安全祈願（大阪天満宮） 

 

（安全委員会：地下埋設物対策担当委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（5回） 

 

 

 

28.4.15、28.5.19、28.7.14、28.10.7、29.1.26 

・平成 28年度活動計画の確認、27年度地下埋設物事故調査（本部編集）の報告 

・地下埋・架空線事故の発生状況の傾向と対策、安全技術の勉強会 

・「建設工事に伴う地下埋設物事故防止対策講習会」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、役割分担、等確認 

・29年度地下埋管理者との意見交換での質疑事項の検討 

意見交換会 

（1回） 

28.5.19  講師担当者（地下埋管理者･･･大阪市水道局、大阪市建設局、㈱ＮＴＴ

フィールドテクノ、大阪ガス㈱、関西電力㈱）打合せ会 

・建設工事による地下埋設物・架空線事故防止の事例と安全対策（質疑・回答） 

・講習会テキスト「埋設物管理者の手引き」編集について確認 

 

（安全委員会・火薬類対策担当委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（7回） 

 

 

28.4.26、27.6.14、28.7.26、28.9.15、28.10.24、28.12.13、29.3.1 

・平成 28年度活動計画の確認 

・（上期）現場点検実施計画、点検結果報告 

・本・支部合同点検結果報告 

・「火薬類管理者講習会」プログラム、役割分担、等確認 

 

（積算・資材委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（5回） 28.5.30、28.7.12、28.9.13、28.10.25、28.12.8 

・積算・資材委員会の事業執行計画 

 ①平成 28年度委員会体制（副委員長の選任、担当グループ） 

 ②平成 28、29年度事業計画 

 ③現場ヒヤリングに実施 
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・意見交換会（近畿地整）の開催に向けた取り組み 

 ①第１グループ（入札契約制度等）の課題抽出 

 ②第２グループ（生産性向上等）の課題抽出 

・意見交換会フォローアップ 

小委員会（4回） 28.6.21、28.6.28、28.7.6、29.2.9 

・入札契約関係諸課題の検討 

・建設生産システムに係る諸課題の検討 

・整備局との意見交換会の議題整理 

 

 

（土木工事技術委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（5回） 

 

28.4.12、28.7.27、28.9.30、28.12.15、29.2.23 

・事業執行計画 

 ①平成 28年度委員会体制 

 ②平成 28.29年度事業計画 

・防災、災害対応 

 ①平成 28年度災害対策要領 

 ②災害時における包括協定 

・関係団体への委員派遣の検討、技術支援 

 ①阪神高速道路下部構造検討委員会 

  （※ＲＣ構造物検討委員会と基礎・地下構造物検討委員会に分割改組） 

 ②公共工事建設発生土の有効活用研究部会 

 ③トンネル施工時地山情報の評価と有効活用に関する技術検討 

 ④i-Construction推進連絡調整会議 

 

 

（電力委員会） 

会議名（回数） 内   容 

委員会（4回） 28.6.13、28.7.25、28.9.26、29.2.15 

・平成 28年度活動計画 

・10/6電力事業セミナー＆懇親の集い 

・電力事業に関する意見交換会の開催 

・電力施設見学会の実施 

・委員現場研修の実施 
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（鉄道委員会） 

年月日 内   容 

委員会（７回） 28.5.31、28.7.12、28.9.28、28.10.17、28.11.9、28.12.20、29.3.13 

・平成28年度活動計画 

・鉄道事業に関する意見交換会の開催 

・現場検討会の開催 

・委員研修の実施 

・鉄道運輸機構との意見交換会の開催 

・請負工事データ収集 

・鉄道建設工事技術講習会の開催 

 

（海洋工事技術委員会） 

年月日 内   容 

委員会（5回） 28.6.27、28.7.28、28.9.2、28.10.31、29.1.30 

・平成 28年度活動計画 

・海洋技術セミナー 

・海洋施設（工事）見学会 

・委員現場研修他 

  

（建築委員会 建築技術部会） 

年月日 内   容 

委員会（6回） 28.4.7、28.7.7、28.8.25、28.11.8、29.2.14、29.3.21 

・「鉄骨製品検査の着眼点」及び「生コン工場調査の着眼点」の作成 

・「金属製建具製品検査の着眼点（仮称）」の編纂 

・施工技術セミナーの開催 

・建築現場見学会の実施 

ＩＴ専門部会 

（10回） 

28.4.19、28.5.19、28.6.21、28.7.21、28.8.22、28.9.13、28.10.25、28.11.30 

29.1.18、29.3.8 

・施工計画書ひながた集の改訂 

・ipad（タブレット）の活用状況 

・ＩＴセミナーの開催 

工場製品検査専

門部会・同ＷＧ

【生コン・鉄骨】

（5回） 

28.4.1、28.4.19、28.5.23、28.6.2、28.7.13、 

・「鉄骨製品検査の着眼点」の編纂 

・「生コン工場の調査の着眼点」の編纂 

・施工技術セミナーの開催 

工場製品検査専

門部会・同ＷＧ

【製作金物】 

（6回） 

28.10.11、28.11.16、28.12.16、29.1.31、29.2.14、29.3.15 

・「（仮称）工場製品の品質・施工管理のポイント（アルミ製建具・カーテンウォー

ル編）」の編纂 
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（建築委員会 建築積算部会） 

年月日 内   容 

委員会（11回） 28.4.14、28.5.20、28.6.16、28.7.14、28.9.8、28.10.13、28.11.17、28.12.15 

29.1.19、29.2.16、29.3.15 

・「概算見積手法の解説」の作成 

・見積落ち防止対策の研究 

・公共建築工事数量公開状況等調査の実施 

・近畿地方整備局との意見交換会の実施 

・建築積算セミナーの開催 

ＷＧ（3回） 28.8.3、28.8.8、29.3.2 

・見積落ち防止対策の研究 

・建築積算セミナーの開催 

 

 

（２）本部会議 

年月日 内   容 

28.4.28 平成 28年度本部定時総会 

28.6.17 税理士監査 

28.7.14 平成 28年度第 1回 本・支部事務連絡会議 

28.8.31 本・支部防災担当者意見交換会 

28.10.4～5 平成 28年度全国事務局長・次長会議 

28.10.13 平成 28年度第 2回 本・支部事務連絡会議 

28.11.25 本・支部経理事務担当者会議 

28.12.22 平成 28年度支部長会議 

29.3.16 平成 28年度第 3回 本・支部事務連絡会議 

 

（３）関係機関会議等 

年月日 内   容 

28.4.21 近畿ブロック i-Construction推進連絡調整会議(事務局：近畿地方整備局企画部) 

28.5.25 平成 28年度第１回「土木の日」関連行事関西地区連絡会（事務局：（公社）土木学会関西支部） 

28.5.30 (一社)大阪府建築士事務所協会記念式典・懇親会 

28.6.10 KG-NET・関西圏地盤情報協議会平成 28年度幹事会（事務局：近畿地方整備局） 

28.6.14 大阪府建設業暴力追放対策協議会幹事会（事務局：(一社)大阪建設業協会） 

28.6.15 平成 28年度「土木の学校」運営委員会（事務局：神戸市） 

28.6.20 コンクリート品質コンテスト選考委員会（事務局：近畿地方整備局 支部長） 

28.7.5 第 5回社会保険未加入対策推進近畿地方協議会（会長：近畿地方整備局建政部長） 

28.7.8 第１回トンネル地山評価委員会（事務局：(一社)近畿建設協会） 

28.7.11 和歌山県道路啓開協議会発足（事務局：近畿地方整備局） 

28.7.12 大阪府建設業暴力追放対策協議会運営委員会（事務局：(一社)大阪建設業協会） 
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28.7.20 関西国際空港全体構想促進協議会平成 28年度総会（事務局：大阪府） 

28.7.28 ふれあい土木展連絡調整会議（第 1回）（主催者：近畿地方整備局近畿技術事務所） 

28.9.12 平成 28年度第 2回「土木の日」関連行事関西地区連絡会（事務局：（公社）土木学会関西支部） 

28.9,13 第１回トンネル地山評価委員会幹事会（事務局：近畿建設協会） 

28.9.15 在阪建築 15団体事務局会議（事務局：(一社)大阪空気調和衛生工業協会） 

28.9.21 建設技術展会議第 2回（事務局：（一社）近畿建設協会） 

28.9.28 和歌山県道路啓開協議会（事務局：近畿地方整備局） 

第１回沿岸部の幹線道路を対象とした道路啓開幹事会（事務局：和歌山河川国道） 

第１回県管理道路等を対象にした道路啓開幹事会（事務局：和歌山県）  

28.10.3 国土交通白書説明会（主催者：国土交通省） 

28.10.12 ふれあい土木展連絡調整会議（第 2回）（主催者：近畿地方整備局近畿技術事務所） 

28.10.13 第２回トンネル地山評価委員会（事務局：（一社）近畿建設協会） 

28.10.21 ふれあい土木展連絡調整会議（第 3回）（主催者：近畿地方整備局近畿技術事務所） 

28.10.28 ＪＩＡ建築家大会 2016大阪（主催者：（公社）日本建築家協会） 

28.12.7 第２回トンネル地山評価委員会幹事会（事務局：近畿建設協会） 

28.12.14 夢どぼく会議（事務局：ＮＰＯ夢土木会議） 

29.2.6  ｢建設技術展 2016近畿｣主催・共催者会議(第 3回)｢建設技術展 2017近畿｣－々－(第 1回) 

29.2.8 平成 28年度第 3回「土木の日」関連行事関西地区連絡会議 

29.2.13 神戸国際港湾会議（主催：神戸開港 150年記念事業実行委員会） 

29.2.22 大阪府道路啓開準備会の説明（事務局：大阪国道事務所） 

29.2.23 第３回トンネル地山評価委員会（事務局：（一社）近畿建設協会） 

29.3.6 平成 28年度第１回「基礎・地下構造物」検討委員会（事務局：阪神高速道路） 

29.3.14 在阪建築 15団体事務局会議（事務局：(一社)大阪空気調和衛生工業協会） 

29.3.16 近畿地方整備局 ICT施工推進検討会（事務局：整備局企画部施工企画課） 

29.3.22 建設三団体関西地方安全対策協議会定期会議（主催者：建設三団体関西地方安全対策協議会） 

29.3.24 和歌山県道路啓開協議会（事務局：近畿地方整備局） 

第２回沿岸部の幹線道路を対象とした道路啓開幹事会（事務局：和歌山河川国道） 

第２回県管理道路等を対象にした道路啓開幹事会（事務局：和歌山県） 

29.3.27 夢どぼく会議（事務局：ＮＰＯ夢土木会議） 

29.3.30 日本建築協会創立 100周年記念式典・講演会 

29.3.30 大阪府みどりの風表彰式（主催者：大阪府） 

 

 


