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1. 東北支部 20 周年にあたって
東北支部 支部長 前田 匡樹

日本コンクリート工学会は，1961 年(昭和 36 年)に American
Concrete Institute の日本支部(日本 ACI)として設立されました。その
後，1965 年(昭和 40 年)に，これを発展的に解消して「日本コンク
リート会議」となり，さらに 10 年後の 1975 年(昭和 50 年)に「日本
コンクリート工学協会」
，2011 年(平成 23 年)に「日本コンクリート
工学会」と名称を改め現在に至っています。
東北支部は，
「日本コンクリート会議」創立以来 20 年目の 1995
年(平成 7 年 10 月)に，北海道支部，中部支部，近畿支部に続く 4 番
目の支部として設立されました。東北支部設立から 10 年間の歩み
は，2005 年に開催された東北支部 10 周年記念事業の中で記念誌に
まとめられておりますが，初代支部長の三浦尚先生(東北大学名誉
教授)から，第六代支部長の故・庄谷征美先生まで，歴代の支部長を
はじめ役員の皆さま方のご尽力とご貢献によるものであります。
東北支部は，2015 年 10 月に設立 20 周年を迎えました。これを機に，20 周年記念事業を企画し，10 周
年以降の 10 年間の歩みを記録誌としてまとめるとともに，2016 年(平成 28 年)5 月 13 日の支部総会にあわ
せて，20 周年記念式典を実施することとしました。20 周年記念誌では，歴代支部長の故・原忠勝先生(第
五代支部長)，故・庄谷征美先生(第六代)，及び，故・加賀谷誠先生(第十代)の追悼記事，この 10 年間に支
部長としてご尽力いただいた井上範夫先生(第七代)，鈴木基行先生(第八代)，月永洋一先生(第九代)，遠藤
孝夫先生(第十一代)からのご寄稿，さらには支部活動の発展に高く貢献をされ功労賞を受賞された方々か
らのご寄稿を頂戴することができました。記念式典では，本会会長の三橋博三先生にご臨席いただきご講
演を賜ることとなりました。現在，東北支部は，役員会，役員幹事会，研究委員会，表彰委員会，研修委
員会，講習会運営委員会，ホームページ運用委員会が設置され，コンクリートに関する学術・技術の発展
のために努めております。これも，上記の諸先生・諸先輩をはじめとする東北支部会員の皆さまのご指導・
ご協力の賜物であると，支部役員一同，感謝しております。
さて，2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から 5 年が経過し，東北各地で復旧・復興に向けた事
業や活動が精力的に行われています。しかしながら，復興への長い道のりの中で，我々コンクリートに係
る専門家の貢献がこれまで以上に必要とされております。さらには，日本全国，あるいは，世界各地で将
来起こる地震などの災害への対策も求められるところであります。
東北支部は，被災地の一日も早い復興とより安全で安心な社会を構築するため，30 周年に向けた 10 年
間にも，コンクリートの学術・技術の発展に努め，社会に貢献して参りたいと存じます。皆様には変わら
ぬご支援とご協力を頂けますよう，心からお願い申し上げます。
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2.招待講演概要

「JCI 東北支部設立 20 周年記念によせて」

公益社団法人 日本コンクリート工学会 会長 三橋博三 先生

2. JCI 東北支部設立 20 周年記念によせて
公益社団法人日本コンクリート工学会
会長 三橋 博三
1. はじめに
此の度，公益社団法人日本コンクリート工学会の東北支部が 1995 年 10 月に設置されてから 20 周年を
迎えられたことをお祝い申し上げます。また，ご存知の通り公益社団法人日本コンクリート工学会にとっ
ても 2015 年は，創立 50 周年の記念すべき特別な年でありました。この様に継続・発展できたことは，大
きな喜びであります。
一般に，組織はある目的を持って生まれその活動を続けますが，取り巻く様々な環境の変化や組織を構
成する人的資源の変化によって，その活動の内容や規模或いはスタイルが変化します。しかしながら，そ
の設立趣旨に立ち返って組織の在り方や活動の現状を分析・整理し次の展開を展望することは，その組織
を維持し発展させる上で重要なことです。その意味で，公益社団法人日本コンクリート工学会創立 50 周年
並びにその東北支部設立 20 周年記念事業を執り行うことは，大きな意義のあることと考えます。
本稿では，公益社団法人日本コンクリート工学会の 50 年間あるいは東北支部の 20 年間の活動を振り返
ると共に，今後の活動への期待について述べたいと思います。
2. 日本コンクリート工学会の沿革と主な活動
約 50 年前の 1965 年 7 月 12 日に 当時，土木学会と日本建築学会並びにプレストレストコンクリート，
セメント，
鉄鋼などの関連分野でそれぞれコンクリート工学に活躍しておられた諸先輩方が一緒になって，
「日本コンクリ－ト会議」という日本を代表するコンクリート工学関係者の統一組織を創設されました。
その後も多くの方々の温かいご支援と諸先輩のご尽力により，1975 年には「社団法人 日本コンクリート
工学協会」さらに 2011 年には「公益社団法人 日本コンクリート工学会」とその名称を改めて，今日の姿
になるまでに発展を遂げて参りました。今では，約 7,000 人の会員を擁し，JCI(Japan Concrete Institute)の名
で親しまれ，世界水準の学会としてゆるぎない地位を築いております。
本学会では，コンクリート工学に関する学術・技術の発展を担うために，研究委員会・技術委員会・標
準化委員会の下に多くの委員会が設けられて継続的に活動を続けるとともに，社会的に特に緊急性の高い
課題については，その都度会長直属の特別委員会を設けて取り組んで参りました。更に，これらの研究活
動を通じて培ってきた多くの技術的な蓄積を活用することによって，コンクリート工学に関する幅広い知
識と技術力を持った技術者を養成し，社会に貢献しようとする取り組みがなされてきました。中でもコン
クリート工学の専門技術者の資格認定制度を創設し，定期的な研修の受講によって日進月歩の新しい技術
を習得することにより資格取得者がその能力の維持・向上を図ってきたことは，特徴的な取り組みの一つ
です。即ち，1970 年に創設されたコンクリート技士・コンクリート主任技士あるいは 2001 年に創設され
たコンクリ－ト診断士として多くの優れた技術者を認定して世に送り出し，社会資本の整備に大きな役割
を果たして参りました。
コンクリート技士やコンクリート主任技士は，
例えば国土交通省の土木工事共通仕様書などにおいて
「コ
ンクリートの製造・施工・試験・検査および管理などの技術的業務を実施する能力がある技術者」と規定
されております。また，土木学会のコンクリート標準示方書や日本建築学会の建築工事標準仕様書・JASS
5 鉄筋コンクリート工事において，
「コンクリート構造物の施工に関して十分な知識および経験を有する専
門技術者」と位置付けられるなど，各方面から高い評価を得ております。
一方のコンクリート診断士についても，国土交通省の「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に
資する技術者資格登録規定」に基づいて，橋梁(コンクリート橋)・橋梁(鋼橋)・トンネルの 3 つの施設分野
に対するそれぞれの点検と診断の合計 6 業務区分の担当技術者として登録されております。このことは，
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コンクリート構造物の診断・維持管理に関する幅広い知識を持った技術者として，コンクリート診断士が
社会的にも高く評価されている証ともいえます。
また，本学会の主要行事の一つに，コンクリート工学年次大会があります。1979 年から年に一度(3 日間)
開催されておりますが，
このコンクリート工学年次大会では，
最新の研究成果の発表が行われるとともに，
より良いコンクリートを製造するための様々な技術や研究を紹介する生コンセミナーならびにコンクリー
ト製造や設計施工・維持管理を支える多様な企業が最新の技術や製品を展示するコンクリートテクノプラ
ザが開催されております。土木学会や日本建築学会の年次大会と比べて大きく異なるのは，一編の論文の
長さが 6 ページと長く，しかもフルペーパーで査読がなされることによってその論文内容の質を一定程度
以上に保っている点です。その結果，前年度の研究成果をいち早く論文として発表できる場として大いに
活用されております。更に，これまでに年次大会で発表された論文を検索できるシステムが構築されてお
り，研究者や技術者のニーズに大きく貢献している活動の一つとなっております。また，他学会に先駆け
て始められた，論文の内容のみならず口頭発表の質を合わせて審査することによって若手研究者を表彰す
る年次論文奨励賞の制度は，後進を育成することに大いに寄与しております。
以上の活動に加えて，本学会は長年にわたりコンクリート試験方法の JIS 原案作成やコンクリートに関
する国際標準 ISO の国内審議団体として技術の標準化にも取り組んで参りました。更に，本学会は最新の
研究情報や技術情報を発信・紹介するために，様々な場を設けております。たとえば，内容豊富な学会誌
「コンクリート工学」を毎月発行するとともに，和文論文集「コンクリート工学論文集」ならびに国際的
にも注目されるようになった英文論文集「Journal of Advanced Concrete Technology」をそれぞれオンライン
ジャーナルとして発行しております。
また，本学会は設立当初より国際活動にも力を注いで参りましたが，アメリカ・ヨーロッパ・アジア諸
国の学術団体との交流にも努め，とりわけアメリカコンクリート学会(ACI)との交流開始は本学会設立以前
の 1961 年に遡ります。そして，ACI のみならずメキシコとブラジルそれぞれの学術団体(IMCYC，
IBRACON)と国際パートナー協定を結んでおります。更に，ヨーロッパを中心とする fib と RILEM に加え
てアジアを中心とする ACF には JCI 自身が会員として参画すると共に，RILEM 及び韓国コンクリート学
会 KCI とは国際交流協定を締結しております。2015 年 7 月 12 日開催の JCI 創立 50 周年記念式典には，こ
れら海外の学術団体からも代表の方々のご臨席を戴きました。
3. 支部の設立と活動
JCI の創立以来おおよそ 30 年を経て，全国各地域に次々と JCI 支部が設立されました。1993 年 6 月設立
の北海道支部，同じく 11 月設立の中部支部，1994 年 3 月設立の近畿支部に次いで 4 番目に，東北支部が
設立されました。その後，1996 年 10 月に関東支部，同じく 12 月に九州支部，1998 年 3 月に中国・四国支
部と続きました。そして，2005 年には中国支部と四国支部が分離・独立して，現在は全国に 8 支部が設置
されております。
各支部は，支部発足と同時に研究委員会の設置や講演会開催を通じて，地域によって異なる骨材事情な
ど各支部の地域事情に応じた研究・普及活動を行ってきました。また，支部が全国に設置されたことから，
2000 年以降には本学会の主要行事であるコンクリート工学年次大会は，各支部持ち回りで実行委員会を設
けて戴き，全国様々な都市で開催されるようになりました。コンクリート工学年次大会の規模は，当初 2
つの講演会場で十分でしたが，最近では発表論文数も大きく増大し，それに加えて特別講演や生コンセミ
ナーの大きな講演会場と 60～70 ブースからなる企業などの展示のためのテクノプラザ会場が必要となり，
大会運営の負担も大きくなりました。従って，昨今の年次大会へと発展してきたことには，支部の方々の
貢献大なるものがあります。
また，土木学会や日本建築学会にはない JCI 独特の活動の一つである資格付与事業は，JCI 各支部や各
県の生コンクリート工業組合のご協力の下に実施されております。コンクリート技士・コンクリート主任
技士の試験並びに研修会，コンクリート診断士講習会・試験並びに研修会と，盛り沢山の事業が毎年繰り
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拡げられており，その他にも JCI 各支部でそれぞれ特徴的なテーマによる研究委員会その他様々な活動が
取り組まれ，成果を上げていることが今日の JCI の発展を支えています。
4. 支部活動の展開への期待
JCI 活動の特徴の一つに，セメント化学や混和剤の分野の専門家も含めて土木分野と建築分野の双方の
融合を図りながらコンクリート工学の発展に尽力することがあります。この異分野融合の姿勢が無くなっ
てしまったら，土木学会や日本建築学会の中の一分野の活動とさほど変わらないことになります。そのこ
とは，支部活動にとっても同じです。したがって，支部が位置する地域のコンクリート工学に関連する技
術・産業・教育の発展につながる取り組みを，異分野融合の形で進めることが肝要です。会員間の技術交
流や情報交換のネットワークを作り，会員相互の親睦を深めることも支部活動の活性化につながります。
また，支部が位置する地域は広く，東西南北に亘る頻繁な交流も中々容易ではありません。その意味でも，
様々な地区ごとの活動の輪を作る取り組みも大事になってきます。私自身の研究活動を振り返ってみまし
ても，JCI 東北支部の活動でご一緒したことが縁で共同研究を実施する貴重な機会を戴きました(図-1，図
-2)。
鉄筋降伏時点における付着ひび割れ挙動

東北支部の活動記録を拝見すると，これ
までにもそれぞれの研究者が得意とする
テーマを基本としながらも東北地域に密
着した課題の研究委員会活動に取り組み，
良い成果を上げてこられた例が沢山あり

(2) HFRCCa

(1)FRC

ます。また，支部の研究委員会の成果報告

(3)HFRCCb

図-1 高靱性セメント系複合材料の開発(1)

会を各県で開催し，他の支部からの講師を

東北学院大学・大塚浩司先生との共同研究

も招いて特別講演を合わせて開催するな
ど，地区形成への積極的な取り組みも実施

活動の新たな核に繋がるものと期待され
ます。
本学会の本部と支部の関係は，人間の身
体のつくりにも類似しているところがあ
ると思います。すなわち，新しい血液が体
の隅々まで送られて，身体の組織を構成す
る一つ一つの細胞を満たして元気づける

4.0

4.0

3.5

3.5

3.0
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地道な研修会の取り組み等は，今後の支部
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されてきました。青森県を始め地区内での
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図-2 高靱性セメント系複合材料の開発(2)
東北工業大学・秋田宏先生との共同研究

ことによって，その成長をもたらします。
その成長が，とりもなおさず組織全体の成
長にもつながることになります。また，血
液の流れは決して一方通行では成立せず，
必ず中心部へフィードバックされて新た
に活性化された後に再び送り出されて循
環します。その意味では，支部独自の調査
研究活動への積極的な取り組みの一方で，
学会本部の活動で得られた研究委員会や
技術委員会の成果を，支部の活動に生かす

マスコン指針

工夫も有意義な結果を生み出す場合があ

ひび割れ指針

図-3 三種類の JCI 指針

ろうかと思います(図-3)。
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性能評価指針

これまでの 50 年でコンクリートに関する研究は数多く行われてきましたが，得られた成果を実務に携
わる技術者の方々が利用しやすい形になるようにどのように発信していくのかという普及活動は，必ずし
も十分には取り組まれてこなかったように思います。折角得られた研究成果なので，実務に携わる技術者
の方々がそれを活用して現場でより良いコンクリート構造物の実現或いは維持管理につないでいけるよう
な情報発信の仕方が検討されることを願っております。例えば，
「残コン・戻りコンの発生抑制・有効利用
に関する技術検討委員会」がまとめた成果を受けて，生コン業界では戻りコンの有償化制度などの対応策
の整備が進んで来ました。これは研究成果がうまく活用された貴重な成果の一つだと思います。その意味
でも，実務に携わる技術者の方々が何とかならないかと実際に悩んでいる課題を，研究委員会や技術委員
会のテーマとして取り上げ，その課題の解決策を出していく道筋が，今までよりももっと見える形で示さ
れることが望まれます。
これまでにも，
研究最前線の課題を取り上げる特定テーマ専門委員会のみならず，
コンクリートに関する基本技術に関する有用な情報を提供することを目的とする委員会活動にも JCI は力
を入れて参りました。例えば，技術委員会に設けられたコンクリート基本技術調査委員会では，｢圧送｣，
「打込み・締固め」
，
「細骨材品質」
，
「配合・調合」
，
「養生」
・
「不具合補修」についての基本技術を整理し，
順次全国各地での報告会や会誌「コンクリート工学」への掲載などを通じて情報を発信して参りました。
また，JCI の研究委員会や技術委員会の成果を指針という形で出版しております。これらの出版物あるい
は JCI 指針や規準を実際にどんどん使って戴き，その結果を技術委員会へフィードバックして，より良い
ものに改善していくような活動も戦略的に取り組んでいくことが求められます。すなわち，今後も社会の
要請に応じた課題を取り上げて各種委員会を設置して調査研究に励み課題の解決に努め，必要なところに
必要な情報を適切に発信することで，社会に貢献できればと願っております。
5. 今後取り組むべき課題
少子高齢化の社会的潮流にあって，日本コンクリート工学会のみがその会員数を増やし続けることはな
かなか容易ではない以上，これまでの 50 年間で積み上げられてきた実績と反省を踏まえて，(1) 現在の会
員が一層魅力を感じられる学会にしていく方策の探求と果敢な取り組みの実行，ならびに新会員開拓策の
立案；(2) 公益目的事業の一層の活性化，ならびにそれに伴う支出増と収益事業の活性化に伴う収入増と
のバランスをはかりうる事業計画；(3)事務局体制も含めて，今後の事業計画を展開するのに相応しい JCI
全体の組織変革；の 3 点を中心に，定款に示された目的及び事業(長期ヴィジョン)の確認とそれを具体化
するための中期事業計画，並びにそれ等を実行するための行程表(ロードマップ)の策定に取り組もうとし
ております。JCI がコンクリート工学の発展にこれまでよりもなお一層貢献できる活動を進めるために必
要なものは何か，支部の皆様からのご提案を是非お寄せ下さい。
今後は，創立当時の原点に立ち返ってその設立の思いを新たにし，これまでに培ってきたコンクリート
技士・主任技士及びコンクリート診断士の資格認定制度や土木分野と建築分野および関連する化学分野の
研究者・技術者が一緒になって取り組む研究委員会や技術委員会の活動をさらに充実させると共に，地域
の産業や文化の発展に貢献してきた既存コンクリート構造物の再生・保存等の新しいテーマにも力を入れ
て取り組んでいきたいと思っております。この様な取り組みを全国の支部の方々とも一緒になって進めた
り，更にはそれ等の成果を，多くの会員が自分たちの仕事の中であるいは支部の活動の中で利用しやすい
形になるように配慮しながら広めて行きたいと考えております。
最後に，皆様のご多幸を祈念申し上げますとともに，より一層のご支援・ご協力を賜りますよう，お願
い申し上げます。
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3.寄稿
3.1

故原忠勝先生を偲んで
公益社団法人日本コンクリート工学会名誉会員 大塚

3.2

故庄谷征美先生を偲んで
八戸工業大学 阿波

3.3

稔

故加賀谷誠先生を偲んで
東北学院大学 遠藤

3.4

井上 範夫

復興から創造へ ―コンクリート技術者の果たす役割―
東北大学名誉教授

3.6

孝夫

JCI との長いお付き合いを振り返って
東北大学名誉教授

3.5

鈴木 基行

仙台で開催された年次大会
八戸工業大学 月永

3.7

洋一

JCI 東北支部設立 20 周年にあたって
東北学院大学 遠藤

3.8

孝夫

コンクリートの文化性
岩手大学名誉教授

3.9

浩司

藤原忠司

これまでの 20 周年
青森県コンクリート診断士会 奈良 裕

3.10「生コン屋」の独り言
山形県生コンクリート工業組合 渡邉 英一

3.11 功労賞を受賞して
元弘前大学教授 万木 正弘

3.12 この 20 年を振り返って
東北工業大学 大沼

正昭

3.13 JCI 東北支部設立 20 周年と事務局の想い
株式会社復建技術コンサルタント

遠藤敏雄

3.14 ＜追想＞ 「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」立ち上げ
三多摩生コンクリート協同組合 伊神 光男

3.15 JCI 東北支部功労賞を受けて
岩手大学 羽原 俊祐

3.1 故原忠勝先生を偲んで
公益社団法人日本コンクリート工学会 名誉会員 大塚浩司
日本大学工学部教授原 忠勝先生は，2004 年 5 月に現役のまま，ご病気で逝去された。それから，早い
ものでもう 12 年も経ちます。先生とは，学会関係の付き合いだけでなく，個人的にも長年の親しい友人で
した。今でも，先生について，懐かしさとともに，いろいろなことが思い出されます。それらを思いつく
ままに書き綴って偲ぶ言葉とします。
先生のご研究は，鉄筋コンクリートの構造に関する分野で，特に，せん断について深く研究されていま
した。
私たちにはもう一人の親しい友人がいました。
後に八戸工業大学学長となられた庄谷征美先生です。
庄谷先生も悲しいことに，2010 年 6 月に現役のままご病気で逝去された。庄谷先生は，コンクリートの材
料に関する分野がご専門でした。私は，お二人のちょうど中間の鉄筋とコンクリートの付着やひび割れが
専門です。得意とする専門分野が少しずつ異なっていたことも，お互いの足らないところを補い合うよう
で，私たち 3 人が仲良くできた理由の一つではなかったかと思います。
私たちは，他の研究仲間とともに「鉄筋コンクリート工学」及び「コンクリート工学」という 2 冊の教
科書を出版しました。1980 年代の終わり頃だったと思いますが，いつものようにお酒を楽しく飲みながら
懇談していた時，授業で使う適当な教科書がないことが話題になり，それでは自分たちの使う教科書を自
分たちで教えやすいように書こうということになりました。1989 年 4 月に「鉄筋コンクリート工学」を技
報堂で，続いて 1992 年 9 月に「コンクリート工学」を朝倉書店で出版しました。これらの教科書は，両先
生が逝去された後も若い先生たちに引き継がれて新版となり，今も改訂を続けています。
先生は，教育研究に熱心であっただけでなく，技術士として現場の指導に活躍されていました。1994 年
3 月頃のことでした，当時，技術士についてよく知らなかった私は，先生が技術士について得意そうに話
されるのを聞いて，
「そんなものは誰でも取れる」と言ってしまったのです。そうしたら，すぐに先生から
技術士受験申し込み資料が自宅に送付されてきたのです。見ると，その年度の受験申し込み期限まで，ほ
とんど期間がなかったのです。あのようなことを言った手前，今更引けません。すぐに申し込み，8 月の
試験まで意地で勉強して，なんとか私も技術士の仲間に入ることができました。当時は，大学教員の技術
士は少なかったので，先生は仲間ができたと喜んでくれました。先生のおかげで，その後，技術士として，
多くの現場の技術者の方々と知り合え，私の世界が大きく広がったような気がします。
先生はゴルフが大変好きでした。私もゴルフは好きですが，私のゴルフは，50 歳から始めたものです。
ところが先生はずっと若い頃に始められていて，一緒にプレーし始めた頃は，二人のスコアには大きな差
がありました。ところが，かなり急速にその差が縮まってきた頃からのことです。先生はむきになって，
仙台だけでなく，
郡山や庄谷先生のいる八戸のゴルフ場に私を誘われ，
お互いにスコアを競ったものです。
最終的にどちらが上手くなったかは記憶にありませんが，楽しかったことだけが思い出されます。私たち
は，海外の学会に行った際も，学会の後にゴルフを楽しんだことが幾度もありました。特に，心に残って
いることは，ハワイで，先生の友人のハワイ大学教授とゴルフをした際のことです。その教授から，日大
をやめてハワイ大学くるようにと誘われているのを私は隣で聞いていました。先生は心を動かされたよう
でした。私は，そうしたらと勧めたのですが，今から思えば少し無責任でした。先生は，結局日本に留ま
りました。それでよかったのですが，青い空と海，白い砂浜のハワイでの暮らしは，先生に似合っていた
のでは，と今でも思っています。
寂しさを胸に，ここに，故原忠勝先生を偲びます。
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3.2 故庄谷征美先生を偲んで
八戸工業大学 阿波 稔
故庄谷征美先生は，昭和 46(1971)年に北海道大学大学院工学研究科修士課程を修了し，秋田大学，秋田
工業高等専門学校での勤務を経て，昭和 59(1984)年，八戸工業大学に着任されました。本学では平成
22(2010)年 6 月に逝去されるまで約 26 年間ご活躍され，工学部長や学長を歴任されるなど学内の要職にも
就いています。先生はコンクリート工学の材料分野を主な研究対象としており，コンクリートの乾燥収縮
ひび割れのメカニズムや抑制方法，非鉄金属の製錬工場から副産されるフェロニッケルスラグ等のスラグ
骨材を用いたコンクリートの性質に関する研究を精力的に進められ，国内外で多数の論文を発表していま
す。これらの成果をもとにフェロニッケルスラグ細骨材の JIS や土木学会の施工指針の制定にも中心的に
携わっています。
先生が赴任された当時のコンクリート工学研究室は，研究機関と呼ぶには設備が十分ではなかったこと
から国等の外部資金を積極的に導入し，施設・設備の充実にあたられました。その中でも，寒冷地特有の
コンクリート材料の劣化現象である，凍害を中心とした研究施設の整備に努められました。また，国際会
議から戻られた先生は，国内ではほとんど研究例がなかった塩化物と凍結融解の複合作用により劣化が促
進されるコンクリート表層のスケーリングに着目し，
今後はその基礎研究を進める方針を提示されました。
当時，わが国の寒冷地域ではスパイクタイヤの規制にともない凍結防止剤の散布が増加する時期とも重な
り，研究者としての先見の明を伺い知ることができます。先生はこの研究の推進にあたりスタッフの充実
も図り，土木・建築，大学・高専の枠に囚われないコンクリート分野での研究の連携を実践され，八戸地
域において寒冷地域におけるコンクリート材料の研究基盤を築かれたといえます。
長年にわたり研究室で蓄積されてきた塩化物環境下におけるコンクリート表層のスケーリングに関する
研究成果をもとに，土木学会規準として「けい酸塩系表面含浸材の試験方法 (案)(JSCE-K 572)」の一部と
してスケーリング抵抗性を評価する試験方法が 2012 年に制定されたことは，先生からのご指導に対して
少しでも恩返しができたものと考えてます。
先生は実験や研究が一段落すると，学生とよく懇親会を開き，美味しそうにお酒を飲みながら学生一人
一人と談笑されていました。また，学生が卒業した後も研究室を超えて卒業生と交流を深め，お会いする
と卒業生の近況を心配しておられました。傍でそのお姿を拝見する度に，教育者としての懐の深さを感じ
ることができました。
先生は，卒業式の学長告辞の結びとして「Boys be ambitious for the attainment of all that a man ought to be／
人間として当然備えていなければならない，あらゆることを成し遂げるために“大志を抱け”」のフレーズ
を必ず引用され，卒業生に贐(はなむけ)の言葉として送られていました。今ではこの言葉は我々後進の者
に対して教育者あるいは研究者，技術者として日々精進するための方向性を照らすものとなっています。
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3.3 故加賀谷誠先生を偲んで
東北学院大学 遠藤孝夫
私は本来，旅が好きだ。日常から脱し，抱え込んだ課題を整理できるし，何より目に入る光景が心をと
きめかせるからだ。旅で出会うのは景色や人，空気ばかりではない。場所によっては，先人の息遣いや精
神に触れることもでき，研究にきっと役立つはず・・・と考えている。そんなことで，学会の全国大会な
どに出かけては，上記のような“いいわけ”を頭に浮かべながら，名所旧跡を密かに訪れることにしてい
る。
それは，もう十数年前のことだったと思う。広島で土木学会全国大会があり，一日だけ時間をもらって
朝から広島宇品港に行き，船で江田島小用港にむかった。小用港から歩いて海上自衛隊幹部候補生学校(旧
海軍兵学校)の門をくぐり見学者控え室でぼやっとしていた。
「やあ」という気さくな声がした。振り返る
と加賀屋誠先生であった。その後，学校内の大講堂や旧海軍兵学校生徒館，教育参考館などを一緒に楽し
く見学した。共に見学しながら，学会に来て同じ時刻に同じ場所を訪ねて来られた加賀屋先生に不思議な
ご縁を感じた。
さて，加賀屋誠先生は秋田大学教授で， JCI 東北支部の第 10 代支部長(平成 23・24 年度)を勤められた
が平成 25 年 8 月 24 日に逝去された。支部長を終えて 3 ヶ月後のことである。
先生の研究領域は「土木材料・施工・建設マネジメント」であり，超硬練りコンクリートや再生骨材，
高強度コンクリート，火山礫の有効利用まで幅広く研究を行い，多くの実用的成果をあげられた。人柄は
実直で剛胆，多くは語らないが，的を射た発言と包容力は多くの人々を引きつけ和ませた。大学では多く
の若手技術者の育成に心血を注ぎ，役職も引き受けられた。また，学外では土木学会や JCI の研究委員会
委員，さらに JCI 東北支部長・本部理事を歴任された。その他，国土交通省東北地方整備局の委員や秋田
県の建設工事紛争審査会等の委員ほか，
地元地方公共団体の橋梁長寿命化修繕計画等に積極的に参画され，
地域に貢献された。
私と先生との出会いは，私が以前勤めていた(財)電力中央研究所を訪ねてこられたときだった。徳田弘
先生という，同研究所出身の大先輩と一緒に見学に来られ，少し言葉を交わした。
その後，私は東北学院大学の教員となった。地理的に近くなり，お目にかかる機会が増えた。とくに JCI
の「超硬練りコンクリート研究委員会(1996～1998)」では，協力して研究の現状をまとめ，研究成果を発表
し合った。先生の論文はデータが豊富で，多くの実験結果に裏打ちされて結論に説得力があった。また，
私の学部卒業生を大学院生として迎え入れていただいたり，引き続き研究情報交換を行ったりと，以前に
も増してお付合することが多くなった。
JCI の支部活動では，先生が支部長のとき私は幹事長として女房役を務め，その時「支部長心得」なるも
のを伝授していただいた。
先生との楽しい思い出は，計 3 回の韓国防災学
会研究発表会への出席や台湾(2012)，沖縄(2013)へ
の視察旅行である。旅の酒席では研究のほか，家
族のことなど踏み込んだお話しをさせていただい
た。その際，多くの励ましを頂き，大変心強く感
じたのを昨日のように覚えている。
優しく，力強く，心の支えであった加賀屋誠先
生にお目にかかれないのは大変残念である。
生前のお付合に感謝し，心よりご冥福をお祈り
申し上げる。
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3.4 JCI との長いお付き合いを振り返って
東北大学名誉教授 井上 範夫
日本コンクリート工学協会東北支部が 20 周年を迎えられたこと，おめでとうございます。その記念行事
の一環として，この度功労賞を頂くことになり，恐縮いたしております。
私が JCI とお付き合いさせて頂いたのは，民間会社に勤務していた頃に，
「鉄筋コンクリート柱の 3 次元
有限要素解析」の研究を行っていた関係で，JCI の研究委員会に参加させて頂いてからです。この委員会
は，1981 年に，岡村 甫先生が委員長で，建築からは野口 博先生，土木からは山崎 淳先生が幹事とな
って，鉄筋コンクリート構造のせん断挙動を解析的に解明しようとして発足したものです。ここでは，塑
性理論・トラス理論・極限解析を用いたマクロなモデル化や，コンクリートの構成則，ひび割れ挙動，鉄
筋とコンクリートの付着などの材料特性に立脚した有限要素解析によるミクロなモデル化を検討し，その
適用性と限界を明らかにしてきました。この研究は普遍的なものであり，米国と欧州の著名な研究者にも
参加して頂いて国際的な研究交換を行うよう拡大されることとなり，米国の NSF の協賛もいただいて，日
本で 1985 年に日米セミナーとして国際会議を開催しました。この会議の準備はなかなか大変でしたが，私
も建築側の幹事として仕事をさせて頂き，多くのことを学ぶことができました。
JCI の委員会活動は，建築と土木の委員が半分ずつ参加することになっているので，土木の多くの方々
とお話しさせていただくことができ，建築しか知らなかった私にとって，大変勉強になるものでした。海
外では建築・土木の区別がないのに，なぜ日本では，明治以来明確に分かれているのかを再度考えてみる
きっかけとなりました。
コンクリートと鉄筋で構成される構造物という意味では同じものではありますが，
土木は建築と比べると，構造物が大きいことに起因して，一般的に，骨材が大きい，鉄筋量が少ない，構
造物の不整定次数が低く靭性にあまり期待できない，スケールが大きくて寸法効果が大きいなどの特徴的
相違があり，評価項目や検討目的が微妙に違っていることに気が付きました。建築の私にとって土木の構
造物を評価するにあたっては，検討すべきパラメータを外挿する必要があり，それによって却って建築へ
の適用性が明らかになってくるという利点があることを感じました。土木の方々も，同様な経験をされた
ものと思います。このように，建築と土木の委員が同じ土俵で交流できることは，JCI の大きな魅力であ
ると思いました。
1993 年には，縁あって，民間会社を辞めて東北大学に助教授として赴任しましたが，前述の委員会で懇
意にさせていただいた三橋博三先生と野村希晶先生が東北大学におられ，一人仙台に乗り込んできた私を
歓待してくださり，心強く思ったことでした。東北大学では，人間環境系として建築と土木は同じ系に属
しており，一緒に入学した学生が 2 年生の後半から建築と土木に分かれることになっており，どのように
分けるか，同じ系としてどのように大学に寄与していくかなどを両者が相談しなければならない機会が
多々ありましたが，私は JCI の活動を通じて違和感なく土木の先生方とお話しすることができ，助かりま
した。
東北に支部ができてから，順番ということで 2005 年から支部長を仰せつかりました。私は，1995 年の
阪神地震の後，免震・制振の研究が主体となり，RC に関しては，私の後任として来ていただいた前田匡樹
先生にお任せしていた状況でしたので心苦しいところもありましたが，長年 JCI で多くの知己を得ていま
したので，何とか職務を全うできました。
2007 年には，
仙台で JCI 大会が行われ，
大塚浩司実行委員長のもと開催の準備をさせていただきました。
部屋数の関係から江陽グランドホテルで実施しましたので，段取りはホテルの方が適切にやって下さり大
変助かりましたが，公的施設より割高であると，本部から指摘を受けてしまいました。来年には，また仙
台で年次大会が開催されるとのことですが，今回は立派な施設に生まれ変わった仙台国際センターで行う
とのことを伺っており，鈴木基行先生，前田匡樹先生のもと，立派な大会になることを祈念しております。
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3.5 復興から創造へ ―コンクリート技術者の果たす役割―
東北大学名誉教授 鈴木 基行
公益社団法人日本コンクリート工学会東北支部(JCI 東北支部)設立 20 周年おめでとうございます。これ
までの東北支部会員・役員の皆様のご尽力に敬意を表したいと思います。
さて，最近 40 年間，我が国にとっても東北にとっても忘れられない大震災・津波災害が発生した。昭和
53 年宮城県沖地震はライフラインの停止が大きな問題となり都市型災害と言われている。ブロック塀の倒
壊により死者も出た。平成 7 年阪神・淡路大震災では約 6400 名の人が亡くなり，道路橋や鉄道などインフ
ラに大きな被害が出た。この原因としてはコンクリートのせん断設計の不備，鉄筋の段落とし，鉄筋の圧
接継手不良が原因とされている。この地震以降建物や橋梁などの耐震補強が精力的に進められ，橋梁には
落橋防止構造が取り付けられるようになった。平成 20 年岩手・宮城内陸地震では国道 342 号に架かる祭
畤大橋の落橋があり，高さ約 23m のコンクリート橋脚が 3 つのブロックに分割され崩落した。この原因と
してはコンクリートの打ち継ぎ目の不十分な施工，鉄筋の段落とし，そして鉄筋の圧接継手の施工不良が
挙げられ，この 3 つの原因が同一断面で行われたため橋脚の崩落につながったとみられている。そして，
平成 23 年に東日本大震災及び大津波が発生し，津波による死者行方不明者が約 2 万人に達した。地震に
よる構造物の被害は大きな地動加速度にも関わらず最小限に抑えられた。これは，RC 構造物や木造家屋
を共振させるような成分が少なかったこと，および建物や橋梁などの耐震補強が進んだためとみられてい
る。この地震による橋梁の被害の特徴として東部高架橋の免震支承のゴムの破断が挙げられる。これは阪
神・淡路大震災以降初めてこの高架橋に採用された免震支承であったが，施工当時のゴムの成分が現在使
用のものと異なり，ゴムの変形性能が小さかったためと判明している。
土木構造物の耐震設計基準もこのような地震被害を受け改定されているが，主なものは。まず，第一に
せん断に対する設計規準の変更，鉄筋の段落とし部の設計変更，鉄筋圧接継手に対する全数検査の徹底な
どである。全国的に見れば，宮城県沖地震以前に竣工された土木構造物は多数あり，たとえ耐震補強が進
んだとしても鉄筋継手の不良部分もある恐れがあり，将来の巨大地震の発生により被害を受けることも予
想される。
コンクリート構造物に損傷や破壊を引き起こすのは，地震作用のみならず耐久性劣化がある。特に東北
地方は他の地方に比べ，凍結融解作用，塩害，疲労などによる劣化が激しく，さらに複合劣化が生じて劣
化の進行が早まる傾向もある。このような損傷に対して，補修あるいは補強しても 10 年も経たないうちに
再劣化が生じ，構造性能も低下し，架け替えなどの最悪な状態を迎える構造物も見受けられる。構造物が
本来の寿命を全うできない原因は，厳しい環境作用のみならず施工不良すなわち初期欠陥の存在も挙げら
れる。初期欠陥のある構造物をいくら補修・補強しても，また，維持管理を厳しくしたとしても，設計で
想定した性能には戻らない。コンクリート構造物はメンテナンスフリーが理想的である。そのためには構
造計画・設計・施工・供用の一連の流れにおいてどの段階におけるミスも生じさせない仕組みが大切であ
る。
3.11 の大震災以降，被災 3 県では復興について最初の 5 年間を復旧期間，その後の 5 年間を復興期間と
位置づけ国，県，市町村を挙げて各種インフラの整備を進めているが，果たしてあと 5 年で復興が完了す
るかどうかは疑問である。現状を見ると道路，鉄道，防潮堤，港湾などのインフラは整備されつつある。
津波被災地では町づくりはこれからで，高さ数ｍはある盛土の上に町や住居を再建しようとしている。復
興から創造へ向けてこれから 10 年はかかりそうである。東北地方のコンクリート構造物の建設や維持管
理に当たり所定の性能が長期間きちんと保持できるような技術開発や仕組み作りが大切であり，コンクリ
ート技術者の役割はますます重要となろう。
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3.6 仙台で開催された年次大会
八戸工業大学 月永 洋一
JCI 東北支部設立 20 周年，おめでとうございます。
現在，全国には 8 支部が設置されていますが，東北支部は，北海道支部，中部支部，近畿支部に続く第
4 番目の支部として，比較的早い時期に発足しました。
東北支部の設立総会は，平成 7 年 10 月 4 日に仙台市において開催され，初代支部長として東北大学の
三浦 尚先生が就任されました。支部設立は，当時，本部理事として活躍されていた三浦先生のご尽力に
よるもので，理事会での各支部を発足させたいという意向を受けたものでした。私は，支部設立の準備段
階から建築分野の委員として声をかけていただき，設立までの準備のための会議にも参加させていただき
ました。支部発足後においては，支部事務局は支部長の職場に置かれ，予算措置も明確ではなく，役員会
資料の作成や会計処理などの事務業務一切も支部長自ら担当されるという大変なご苦労がありました。そ
れでも，研究委員会や表彰委員会などが設置され，発足当初から支部活動は活発に展開されていました。
閑話休題。来年開催される「コンクリート工学年次大会 2017(仙台)」は，鈴木基行先生が実行委員会委
員長に就任され，仙台国際センターを会場とし，現在は開催のための準備が鋭意進められているところで
すが，本大会は通算で第 39 回目となり，仙台で開催されるのは第 4 回目となります。
仙台で初めて開催された大会は 1988 年(昭和 63 年)6 月であり，この時の開催名称は，
「第 10 回コンクリ
ート工学年次講演会」と称され，尾坂芳夫先生が実行委員会委員長を務められました。会場は，現在の三
井ガーデンホテル仙台の場所にあったフェスティバルフタバを主会場として開催され，発表論文数は 239
編でした。
1990 年(平成 2 年)には本会創立 25 周年を迎えましたが，これを契機として 1991 年(平成 3 年)通算第 13
回目の東京での開催において，コンクリートフェアや特別講演，委員会報告，見学会等の各種催物を総合
した名称とすることが検討され，開催名称は「年次講演会」から「年次大会」と改められました。
仙台で開催された第 2 回目は通算第 21 回目であり，1999 年(平成 11 年)7 月に開催され，三橋博三先生
が実行委員会委員長を務められました。会場は江陽グランドホテルであり，発表論文数は 521 編でした。
開催は東北支部が発足してから 4 年目の時であり，その 2 年前から東北支部の役員が中心となって実行委
員会が構成され，開催の準備に取り掛かりました。私は講演部会および特別講演部会の委員として参画さ
せていただきました。
仙台での第 3 回目，通算第 29 回目の開催は 2007 年(平成 19 年)7 月であり，大塚浩司先生が実行委員長
を務められ，会場は前回と同じく江陽グランドホテルでしたが，狭い会場のなか発表論文数は 663 編と，
過去最多数となりました。私は特別講演部会長を仰せつかり，キャッチフレーズが「過去・ひと・未来 千
代につながるコンクリート」であることから，
「過去」と「未来」をキーワードに，
「過去」については福
島大学名誉教授の工藤雅樹先生から「多賀城と世界遺産・平泉」と題し，
「未来」については，東京工業大
学名誉教授の末松安晴先生から「光と人～情報の媒介～」と題してご講演をいただき，大会全体としても
盛会裏に終えることができました。
年次大会 2017 年(仙台)では，再び特別講演部会長を仰せつかり，現時点でのキャッチフレーズは未定で
すが，部会の中では講演者の候補案が数名ほど提案されている段階にあり，大会全体の企画についても，
鈴木基行先生はじめ実行委員会が精力的に検討しているところです。
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3.7 JCI 東北支部設立 20 周年にあたって
東北学院大学 遠藤孝夫
1. はじめに
JCI 東北支部設立 20 周年を祝すとともに，支部を支えてこられた方々に感謝申し上げる。さて，私のコ
ンクリート歴も 40 年となったのを機に，振返りながら将来を考えてみたい。
2. 私のコンクリート歴
1) コンクリートとの出会い
昭和 51 年，(財)電力中央研究所に入所し，骨材の表乾状態の作り方，コンクリートの圧縮・引張強度供
試体製作法などを教えてもらった。
独特だったのは，
キャッピングと供試体上下端面の平面化法であった。
また，ゲージ貼付法，ひずみ測定器使用法，試験器調整法など，細部まで手ほどきを受けた。やがて，細
骨材の表乾状態やコンクリートのスランプ値や空気量が推定できるようになった。この時代は「体で覚え
る」ことの重要さを学んだ。
2) 修行の日々
昭和 51 年当時は，原子力発電所コンクリート格納容器や外周壁の研究が盛んで，私は，地震力によるせ
ん断力と事故時の熱応力受ける容器基部のせん断性状を検討した。その後，
「静的破壊と動的破壊」をテー
マとし，荷重速度や振動の影響を検討した。解析では，円筒シェルを対象とした解析プログラムも作成し
た。また，新設の「高速増殖炉特別研究室」で冷却材にナトリウムを用いる炉の勉強も始めた。これは，
後の高速増殖炉研究の方向性を見いだすのに大いに役立った。時代は原子力で，原子力燃料輸送容器の実
証試験なども行った。
土木的な研究として，ローラーコンパクテッドコンクリートやアーチダムの健全性に関する検討も実施
した。特に，アーチダムでは，本体の安全性は確保されてはいるものの，荷重負荷の繰返しでジョイント
部に大きな負担がかかることがわかった。また，解析精度向上のための破壊力学，使用範囲を広げるため
の原子力発電所低レベル放射性廃棄物の処分施設といったものにも取り組んだ。入所当時の電中研では，
「コンクリート屋は材料特性だけで，構造全体の安全性のチェックもできない。
」と見下した評価があっ
た。これをバネに解析に力を入れ，悪評は一部払拭できたと思う。そして現実に役に立つ研究の重要性も
学んだ。
平成 6 年に大学に移り，パソコンを唯一の実験装置とし，粘弾性解法の効率化やシステム同定などに力
を注いだ。従って，ニューラルネットワークや最適化法について勉強した。また，外部の石炭灰や都市ゴ
ミの焼却灰の有効利用の研究にも参画させていただいた。
東北支部に関しては，平成 13 年常任委員となり，以後幹事長や支部長，併せて JCI 本部の理事も務めさ
せていただいた。役員を務めながら，多くの方々が一緒に行う共同研究や情報共有が大切であることを学
んだ。
3. あとがき
一人一人の技術者や研究者は，得意分野はあっても全てに精通することは難しい。メンテナンスの時代
を迎え，コンクリートの技術や経験を総動員した適切なコンクリート構造物の維持管理の実行が求められ
ている。そのためには，社会に広く認められた考えに基づく合理的手法を構築する必要がある。その中核
となるのは，土木学会や JCI だと思う。20 年，50 年，100 年先を見越した包括的なメンテナンスの手法構
築と実行組織の枠組みづくりから始める必要があろう。よって，JCI 東北支部がイニシアチブをとるべき
領域は広く，期待に答える惜しみない努力が求められているように思う。
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3.8 コンクリートの文化性
岩手大学 名誉教授 藤原忠司
昨年(2015 年)，
「明治日本の産業革命遺産」が UNESCO の世界遺産リストに登録された。我が国で，15
番目の世界文化遺産であり，23 の構成資産が 8 県にわたって点在する。
これまでの我が国の文化遺産で，コンクリートに関わるものは，ひとつもなかった。姫路城は，創建時
のままの木造であり，もし大阪城や名古屋城のように，コンクリートで再建された天守であれば，世界遺
産など論外であったろう。広島の原爆ドームは，コンクリート造にも見えるが，石材とモルタルで外装さ
れた煉瓦造である。
これに対し，新たに指定された「明治日本の産業革命遺産」には，コンクリートに関わる構成資産が含
まれる。長崎県の端島，通称「軍艦島」であり，いまにも朽ち果てそうな鉄筋コンクリート造の高層住宅
が独特の景観を醸しだしている。
「明治日本の産業革命遺産」には，幕末から明治の時代に急速な発展をとげた炭鉱，鉄鋼業，造船業に
関する文化遺産が網羅されている。これらの産業は，たしかに国の発展に大きく貢献した。そして，セメ
ント産業も然りである。外国人技術者に頼らずにセメント工場を立ち上げ，我が国の基盤整備に尽くした
偉業は，鉄鋼業等に劣らない。たとえば，山口県には，セメント製造に用いられた徳利窯が遺されている。
これを，
「明治日本の産業革命遺産」に含めようとの声は上がらなかったのだろうか。残念な気がする。
軍艦島は，炭鉱遺跡であり，鉄筋コンクリートのアパートそのものが評価の主体であったとは思われな
い。それでは，コンクリートそのものが文化遺産となっている例は世界にあるのだろうか。天然セメント
を用いた古代ローマのパンテオン神殿などはともかくとして，
現代の人工セメントを使用した例としては，
ポーランドのヴロツワフ市にある鉄筋コンクリート造の百年記念会館，フランスの港湾都市ル・アーヴル
の鉄筋コンクリート建築による街並み，独創的なコンクリート・シェル構造のシドニー・オペラハウスが
挙げられる。コンクリートそのものが文化性を評価されたのである。
2004 年，JCI に「コンクリートの文化性に関する調査研究委員会」が設けられた。コンクリートの文化
性を考察し，文化的価値の向上策を検討しようとの目的である。JCI 東北支部では，2002 年に「近代コン
クリート構造物の調査委員会」が設けられ，東北地方の各県におけるコンクリート技術導入の経緯や初め
てコンクリートを用いた構造物を調べた。この調査の主旨にも，コンクリートの文化性が基底にあったよ
うに思われる。
思いがけず，両委員会とも，委員を委嘱されたが，期待に沿う活動をせず，とくに後者は名ばかりの委
員で，申し訳なく思っている。耐荷力，耐震性，耐久性などは，コンクリート構造物が具備すべき基本的
要件であるけれど，構造物が人間の生活や精神に関わる以上，文化性もまた欠くことのできない要件では
あるまいか。不活発だった自分が言うのはおこがましいが，JCI 並びに東北支部でも，今後，さらに本格的
に取り上げる価値のある課題であるように思える。
支部創立時には，常任委員を仰せつかり，以来，10 年ほど名を連ねていたが，まったくの名ばかりであ
った。それにも関わらず，創立 20 周年に際して，功労賞に推挙賜り，ひたすら恐縮するばかりである。厚
かましくも，お受けすることとしたが，後続の方々には，支部発展のためにご尽力戴き，いずれの日か，
堂々と功労賞を受けるようにと願っている。
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3.9 これまでの 20 周年
青森県コンクリート診断士会 奈良 裕
今回，はからずも JCI 東北支部功労賞をいただき，非常に感激しております。
たまたま JCI 東北支部の結成からいままで常任役員・幹事をやらせていただいただけで，特に JCI 東北
支部に貢献したということをやったという記憶もあまり無く，ただただ長く在籍していたのに過ぎないの
に，功労賞をもらっていいのかという想いでおります。
三浦尚先生が支部結成の際にたまたま青森県生コンクリート工業組合で技術委員長をしていた関係で常
任役員ということで，参加させていただいたのですが，それ後の三橋博三先生・大塚浩司先生・田中礼治
先生・故原忠勝先生・故庄谷征美先生・井上範夫先生・鈴木基行先生・月永洋一先生・故加賀谷誠先生・
遠藤孝夫先生・前田匡樹先生の支部長の方々から，そのまま役員・幹事をやってくれと依頼されて現在に
至っているので，気が付いたら現行の役員の中で一番の最年長となっており，皆様に老害を振り撒いてい
るのではと危惧しております。
歴代の東北支部長の中では，故庄谷征美先生との思い出が一番です。庄谷先生とは同じ青森県にいると
いうことで，JCI の年次大会が昭和 61 年に名古屋で開催された時に遅くまでお酒を酌み交わした時から親
しい交流をさせていただきました。それ以降庄谷先生には青森県生コンクリート工業組合の「品質管理監
査会議」の議長をお願いしたりしまして，青森県の生コン業界として大変お世話になりました。また，庄
谷先生から機会あるごとに東北各地のコンクリートに関連する大学の先生方をご紹介いただき，特に故原
忠勝先生，大塚浩司先生とは公私にわたりお付き合いをさせて頂きました。(私だけがそう思っていたのか
も知れませんが？)
庄谷征美先生，原忠勝先生，大塚浩司先生とは学術的なお付き合いはほぼ無かったわけで，私的な部分
が主で昼はゴルフのお付き合い，夜はお酒が入ってからのカラオケ付の討論会に結構同席させていただき
ました。いまではいい経験をさせていただいと思っておりますが，庄谷先生と原先生には，もっとご活躍
して頂きたかったという思いです。本当に残念という思いでおります。
さて，今までの東北支部の運営に関することですが，私は支部結成から研修委員会に所属し，活動をし
ておりました。現在の研修委員会では「コンクリート診断士の技術研鑽のための勉強会」を実施しており，
全国的にもある程度の評価を受けているものと自負しておりますが，この活動に関しては，実は当初は東
北地区のコンクリート技士・主任技士の合格率が全国的にみて低いということから技士・主任技士の合格
率を上げたいということで，受験対策のための勉強会を実施しておりました。ところが，支部の 10 周年記
念事業でその当時の JCI 会長の長瀧重義先生が仙台にお出でになった際に，
「JCI が主催している技士・主
任技士試験の受験対策をその JCI の支部が実施するのは好ましくない」とのご指摘を受け，その後研修委
員会などで今後どのような活動がいいかと検討した結果，診断士に合格したのはいいけれど，実際の劣化
の状況またその診断手順・方法などをまるで知らない方が多いのではないかということから，診断士の資
格者取得者の方々のフォローをするのがいいのではとなり，診断士のための勉強会の実施を計画し，それ
が現在でも続いております。
東北各県をまわり，各県の様々な劣化事例の見学等を実施し，昨年までで 11 回を数えており，全国の他
の支部には無い，東北支部独自の活動が実践できていると思っております。
私自身は役員を 20 年もやったので，もうそろそろ卒業かなと思っておりましたら，来年の JCI 年次大会
2017(仙台)の開催までは，お手伝いしなければならないような状況になっており，それまでは JCI 東北支
部のためにお手伝いをさせて頂こうと考えております。
皆様いましばらくお付き合いください
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3.10 「生コン屋」の独り言
山形県生コンクリート工業組合 渡邉 英一
今般，功労賞を受賞するに当たり心より感謝申し上げます。私は貴会に対しまして貢献したような覚え
も無く只々恐縮するばかりであります。私は生コン産業にお世話になって 40 数年になります。この間，製
造機器の進歩，管理機器の進歩はハードのみならずソフト面でも隔世の感があります。品質は高強度化が
進み，従前では考えられないような品質の生コンが流通するようになっております。1:3:6 や 1:2:4 という
容積配合から始まり 160-8-40 や 210-18-25 という kg 単位の配，調合から N/mm2 単位にかわり JIS 制度も
表示許可から認証制度へと変化しております。技士制度の導入から生コン産業の技術レベルの評価も確立
されており，このことは JCI 様の大きな功績と考えております。以下については「生コン屋」の独り言と
お笑いください。
「生コン屋」という呼び方を嫌う方々もおいでになる事を承知で申し上げます。生コン製造業にとって
一番の品質変動の要因は骨材であります。川砂利，川砂から砕石，砕砂に代わり，石灰石の使用や工業副
産物の再利用など骨材状況は大きく変化しております。日々の入荷材料の品質の変動は目で見て，握って
みなければ把握は無理でありますし，もっとも確実な品質の確認方法であります。自然の産物を管理対象
にしているという自覚が必要であります。生コン工場は日々の管理に追われて「造る」前の確認が十分で
あるのかどうか。製造，検査，試験，報告に追われ「生コン屋」が入り込む余地が少なくなってはいない
か，管理機器に頼りすぎではないかという危惧を持っております。生コンは練り混ぜし，製造，出荷して
からでは現場納入時に手直し作業が限られる製品であります。
「結果」よりも「結果予想」がもっとも大事
と考えます。混和材料の進歩により従来では考えられないような高強度，高流動が実現されております。
配，調合の高強度化により従前では考えられないような紛体量が多くなっております。しかしながら国内
で日々流通している生コンは従来の「普通品質」であります。したがって，これらの生コン品質は毎日工
場へ納入される原材料，
特に骨材の管理に対してもっと留意する必要が有ります。
先に申しあげたとおり，
結果が 28 日後では取り返しのつかない結果に繋がる事は否定できません。骨材の表面水管理を取り上げ
ても日々の気象により大きく変化します。これらの変動要因を把握し，調整する事が重要と考えます。
全量検査が不可能である工業製品であること。管理幅が cm や%という他の工業製品では考えられない
大きな幅を持っている事が生コンという製品の管理の難しさを表しています。季節によって出荷量の変動
が大きい事。地域間での生産量格差が大きい事。完全受注生産であり作り置きができない事，等の要因か
らそれだけ管理しづらい製品を生コンエ場は扱っている事を肝に銘じる必要が有ります。顧客からの品質
要求も千差万別であり，同じスランプでもクレームの要因になる可能性があります。各納入現場の構造物
の形状を把握して要求にこたえる必要が有ります。画一的な対応では顧客要求には答えられない事も有る
事を理解しなければなりません。
私が若かった頃，納入現場には「棒頭」と称するベテランさんがおられて，車が来ない，スランプが硬
い，軟いからお叱りを受け，時には上から砂利や生コンの塊が飛んでくる場面もありました。但し，残コ
ン，戻りコンも殆ど発生しませんでした。打設が終わればご苦労さんの一言を頂きました。現在の現場に
は生コンの専門家が不在です。ポンプ施工が本格化する前にはバケット打ちも経験しました。40 年前に施
工した建築物が未だ健全な状態を見る事は「生コン屋」の喜びであります。大きな失敗も経験して構造物
の取り壊しも行いました。現在の生コン工場の社員各位にも品質管理そのものが画一的な方法では難しい
事を理解し，基礎資材人としてのプライドを持って日々の業務に当たってもらいたいと念じるものであり
ます。
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3.11 功労賞を受賞して
元弘前大学教授 万木 正弘
日本コンクリート工学会(JCI)東北支部の 20 周年，おめでとうございます。またこの度は日本コンクリ
ート工学会東北支部の功労賞をいただき，まことにありがとうございます。
私の JCI 東北支部との関わりは，2000 年に私が弘前大学に赴任してからです。2010 年に退職し関東に移
り住んだ後にも，会則を少し変更して支部会員と認めていただき，東北支部の活動に参加させてもらって
おります。退職後コンクリートとの関わりがだんだん薄れていく中，JCI の支部活動に関わりを持ってい
ることは，コンクリート技術者としてまことにありがたいことと思っております。
弘前は，支部が置かれている仙台とはかなり離れており支部活動への寄与も十分ではありませんでした
が，思い出としては 2007 年の JCI 年次大会で生コンセミナーを担当したこと，支部表彰委員会の委員長を
務めさせていただいたこと，JCI 活動とはすこし異なりますが東北大学鈴木先生のご指導のもと東北地方
に特化したコンクリート設計施工指針を作成したこと，等が挙げられます。
生コンセミナーでは，よいコンクリートひいてはよいコンクリート構造物を造るためには，コンクリー
トに携わる発注者，施工者，製造者の人がそれぞれの立場でそれぞれの努力をしていくことが重要である
との認識から，
「環境の変化する中で －だれが，どこで，なにを－」とのテーマを掲げ，いろいろな立場
からのご意見を伺いました。
その成果はすぐには出てきませんが，
少しは参加した方々のためになったか，
と思っています。
支部表彰委員会では，できるだけ多くの方々に参加していただきたく，毎年応募の呼びかけをしてきま
した。おかげで今年も全 7 件の応募がありました。ただ現在の論文賞や奨励賞，技術賞，作品賞などの区
分では大学関係や大企業からの応募に偏るきらいがあります。もちろんこれらの各賞に大学関係からの応
募をしていただくことは大変ありがたいことではありますが，支部会員の多くを占める生コン業者や二次
製品メーカーからの応募が少ないのが現状です。JCI 支部活動の活性化のためには，これらの方々から応
募していただき，表彰ができればと思っており，そのためには生コン業者や二次製品メーカーの方が受賞
しやすい新しい賞を設けることも必要なのでは，と考えております。
JCI 東北支部の活動が今後ともますます活発になり，東北地方に多くの優れたコンクリート構造物の造
られることを祈念して，JCI 東北支部 20 周年のお祝いおよび功労賞受賞のお礼の言葉とさせていただきま
す。

- 16 -

3.12 この 20 年を振り返って
東北工業大学 大沼正昭
コンクリート工事における品質向上への取組みは着実に成果を上げており，工事規模の大小に関わらず
一定の品質管理が行われていることは誰でもが認めているところである。
建築においては，打ち放しコンクリート仕上げも珍しくなくなり，流動性を確保しつつも密実なコンク
リートの施工を求められることも増えている。これらの実現にはコンクリートの品質管理はもちろんのこ
とであるがその他にも高性能の混和剤や打ち継ぎ面の処理剤などによる品質改善やバイブレータの改良や
コンクリート表面の養生方法の改善や型枠の改良等の数多くの技術的工夫の組み合わせがそれを支えてい
る。特に東北の地では寒冷地におけるコンクリートの耐久性向上が求められることから，日本コンクリー
ト工学会東北支部の活動として多くの研究者の方々が研究成果を社会に発信し啓蒙を行うなど支部として
活発な活動を行ってきた。
この 20 年の間の大地震を思い出すと，兵庫県南部地震(1995 年 M7.3)，宮城県北部地震(2003 年 M6.4)，
十勝沖地震(2003 年 M8.0)，新潟県中越地震(2004 年 M6.8)，能登半島地震(2007 年 M6.9)，新潟県中越沖地
震(2007 年 M6.8)，岩手宮城内陸地震(2008 年 M7.2)，東北太平洋沖地震(2011 年 M9.0)などの大地震が次々
と発生して日本の各地に甚大な災害をもたらした。
これらの被災はビルが転倒して道路を塞ぎ高速道路が横転寸断し街の広範囲が焼失したり，大雨で増水
した川の堤防に地震による亀裂が走り，地域の拠点病院も役場も被災したり，北海道十勝地方から沿岸部
の広範囲に渡る道路や港湾施設が被災したり，都市部から山村地域までの広い地域が被災したり，内陸直
下型地震による大規模地滑り災害や 4022 ガル(ギネス世界記録に認定)の加速度が記録されたり，連動型宮
城県沖地震で想定した津波よりはるかに大きな津波が押し寄せ太平洋に面した多くの街を洗い流すように
消失させる等衝撃的であった。
震災の度に調査のため被災現場に立ちはしたものの，それまでの知識や経験からの予測をはるかに超え
る現実を目前にして，呆然となることの繰り返しだった。しかし，もう一方ではしっかりと設計され確実
に施工された構造物はそう簡単には壊れないことも認識できた。これまでの被災事例に学びつつこれから
の物造りに生かして行くことが大切であると実感している。
技術者の倫理観が問題となる事件が 2000 年前後から頻繁に起こり社会問題になってきた。
鉄筋コンクリート工事関係でも，鉄筋の圧接不良の問題や，鉄筋の品質や規格に関する不正など構造安
全性能に直接影響する悪質な事案が発覚し出した。エレベータやエスカレータの事故や天井版の落下事故
等のような設計上の問題から施工上の問題さらに維持管理上の問題まで幅広く関係する事故が発生し，安
全性の確保の点でこれまでには予見できなかった分業システムの弱点を認識せざるを得ないこととなった。
これらの事故が社会問題化したことで，
技術者倫理にフォーカスが当てられ多くの議論が沸き上がった。
しかし，事故や損壊等の人身の安全に関わる問題を技術者の倫理観や道徳の問題にすり替えることがあっ
てはならないと考える。もともと技術的にフェールセーフなシステムを構築しておくべきことである。技
術的な対応で安全を確保出来ない事案は，安全な場所まで人々を遠ざけるしか方法はないということをも
思い知らされた。
今日では技術者に求められる技術水準とその対応力が一段と高度化していることから，それを維持し続
けるには継続的な技術研鑽が必要である一方で，技術者を取り巻く環境には地域間格差や組織間格差が生
じていることも確かである。人口構成が激変する中で高度な技術水準を維持しつつ，地域間格差を狭める
工夫が必要になる。
社会が長い年月を通して何を必要としているのか，それらをどう作り上げていくのか，またどのように
維持し続けていくのか，長期的な視点での再考が求められているように思える。
激動の時代に東北支部役員として参加できたことに改めて感謝と御礼を申し上げる次第である。
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3.13 JCI 東北支部設立 20 周年と事務局の想い
株式会社復建技術コンサルタント 遠藤敏雄
(公社)日本コンクリート工学会(JCI)東北支部設立 20 周年，誠におめでとうございました。この間，JCI
東北支部のご活躍に対し，歴代支部長様はじめ関係各位に敬意と感謝を申し上げます。支部事務局は，平
成 15 年に故原忠勝教授(日本大学工学部)が支部長就任時に，仙台市内に本社を置く弊社に事務局を指名さ
れて以来 13 年になります。小職は事務局設置と同時に事務局を任されて，以降 10 年間勤めました。その
後は委員として役員を務めております。このたびの功労賞受贈は身の丈を弁えない過分な事と恐縮してお
ります。
事務局を大学から民間に移すことで，支部長の事務量を減らすと共に，会議室の柔軟な設定が可能にな
り，遠方の先生でも支部長に就任が可能になりました。現在では，東北全域を対象に支部長が選任されて
おります。一方，民間に事務局を置くことで，公益的な活動に支障が生じないかと懸念されましたが，こ
れまでの処問題はありませんでした。事務局の担当は状況に応じて交代せざるを得ませんが，支部にとっ
て有意義な活動となります様，今後とも，ご支援をさせて頂きたいと考えております。
小職がコンクリート工学の分野に加わったのは，S50 年，弊社㈱復建技術コンサルタントに入社して以
来，これまでの人生の殆どの 40 年の間，橋梁等構造物を介してコンクリートに携わって参りました。JCI
支部との関わりは，JCI 支部の設立後まもなく支部の委員会活動に参加させて頂きました。以降，支部の
大きな事業であった H16 年度の JCI 設立 10 周年記念事業，H19 年度の JCI 年次大会 2007(仙台)開催，
H20(2008.6.14)岩手・宮城内陸地震 M7.2，及び H23(2011.3.11)東北地方太平洋沖地震 M9 の学術合同調査委
員会等に参画しました。
また，JCI 支部の活動は産学官の広い技術者層の中で展開されるために，他の協会や技術団体の活動に
も大きな影響を与えて参りました。その一つに任意団体である東北コンクリート技術研究会(TCT)があり
ます。TCT は，東北の産学官の若手(当初は)技術者の情報交換や交流の場として活発な活動を行なわれて
おります。中でも，東北地方におけるコンクリート構造物の設計･施工ガイドライン(H21.3)は，多くの TCT
会員が構成員となり議論し策定されました。このガイドラインは復興道路三陸沿岸道路のコンクリートの
品質確保に大いに役に立ったと聞いております。
また，東北地方整備局監修の設計・施工マニュアル(橋梁編)の改訂作業では，JCI 東北支部会員の研究成
果を基に，コンクリートの材料や品質，凍害・塩害などに設計思想を構築されております。JCI 支部に参画
されている多くの先生や会員の皆様のご指導を頂きながら改訂作業を実施しております。改定は示方書の
変遷とともに実施されて参りましたが，昭和 61 年初版から 6 回の改定を行い，現在も，復興道路の品質確
保も加味されて，改訂作業が行われております。
東北地方は南北に 600km 東西に 160km に広がり，南北には出羽山地，奥羽山脈，北上高地が東西を分
断するように 3 列になって在り，山地が 60%，陸地の 80%が豪雪地帯となっております。冬季の寒冷に加
え，日本海沿岸部では風雪を伴う激しい海水の飛沫が生じ，山間地では相当な積雪を伴います。全地域で
発生する凍結融解，凍結抑制剤散布による塩害，アルカリ骨材反応など，コンクリート構造物にとって過
酷な気象環境条件にあります。また，異常気象に伴う豪雨・豪雪，大地震にも頻繁に見舞われております。
このように，東北には，東北特有のコンクリート材料選定や施工方法，構造形式等の品質確保が必要で
あり，特有の維持管理法も必要であると考えられます。そして，この技術はまだまだ発展途上であると認
識しております。JCI 東北支部の益々のご活躍をご祈念申し上げます。
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3.14 ＜追想＞ 「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」立ち上げ
三多摩生コンクリート協同組合 伊神 光男
日本コンクリート工学会の中でも東北支部が独自に実施している意義深い事業として「コンクリート診
断士の技術研鑚のための勉強会」(以下，勉強会と略す)が挙げられる。この勉強会の立ち上げに関わった者
の一人として当時を振り返りたい。
コンクリート診断士制度は，2001 年より始まり現在までに累計 13,000 人余りの合格者を出している。東
北地区でも毎年 60 名前後が合格し，コンクリート診断士としていろいろな場面で活躍している。
勉強会の立ち上げは，コンクリート診断士制度が始まって 4 年が経過した 2005 年 4 月中旬，コンクリ
ート技術者が集まった講習会の懇親会席上で，講師としてお招きした東北大学大学院の鈴木基行教授を取
り囲んで数名のコンクリート診断士が“日進月歩する診断・補修技術の習得に苦労している”との悩みを
打明けたのが発端であった。アルコールの勢いもあって盛り上がっていたその席に居合わせた小職に，鈴
木教授より「皆が困っているのだから，あなたがコンクリート診断士の継続教育を進める事務局をしなさ
い」との命が下りた。その時，どうして小職なのですかとの問いに対し，
「あなたは東北に着任したばかり
なのでまだしばらく東北にいるでしょう。準備を始めて中途半端で異動されるのが一番困るからです」と
の返答があり，やむなく引き受けたのを覚えている。
最初の年は，鈴木基行教授を部会長，月永洋一教授を副部会長とし，発注者，施工者，コンサルタント，
生コンクリート，材料メーカーなどより選ばれた 14 名の有識者で診断士 WG を設立。数回の会合を経て，
勉強会の名称，実技に主体を置いた研修，新技術の紹介，東北地区に特徴的な劣化(塩害，凍害，アルカリ
シリカ反応等)に重点，費用の参加者実費負担，などの方針を定めてもらった。
その年は大急ぎで準備を開始して，11 月中旬に 1 回目の勉強会を宮城県大崎市で開催した。勉強会は診
断技術の研修を中心とし，午前中に講演会，午後からは実際の道路橋脚を用いた実技研修と新幹線の橋脚
補強現場の見学を実施した。実技研修では劣化診断が目的なので供用中の古い道路橋を是非とも診断材料
としたかった。そこで国土交通省の河川国道事務所や河川管理事務所へ何度も足を運んで説明して，竣工
から 30 年以上を経た橋脚の使用許可を得ることができた。勉強会終了後にアンケートを実施したところ，
参加者 51 名のうち 80％以上から高評価を得ることができ，それまでの苦労が報われる思いがした。
2 回目の勉強会は，翌年の 9 月下旬に 1 回目と同じ場所，同じ内容で実施した。これは 1 回目の勉強会
への参加希望者の中に定員の都合上落選者が多かったためである。また，9 月に開催したのは 11 月の屋外
研修では寒過ぎるとの苦情が多かったからである。しかし，この開催時期の選定が裏目となった。それは，
開催日の 2 日前に台風が日本海側を通過して豪雨をもたらしたため，当日は晴れたものの実技研修の現場
として何日も前から準備していた河川敷が洪水で立ち入れない状況となってしまった。開催直前に現場を
確認して唖然としたが，急いで午前の講演会場の延長使用をお願いするとともに，手分けして近くのコン
クリート二次製品会社からコンクリートブロックを借用したり，ホームセンターにブルーシートや試験体
として用いるブロックを買いに行くなどして，実技研修を室内で実施できるように奔走したことが思い出
される。
3 回目は，福島県郡山市の日本大学工学部で解体予定の校舎を用いた劣化診断と補修・補強の研修。4 回
目は山形県鶴岡市の沿岸道路橋の塩害劣化。5 回目は岩手県盛岡市の凍害劣化。と云う合に昨年の 11 回目
まで毎年，開催地や研修内容を変えながら継続的に開催することができている。いずれの勉強会において
も日本コンクリート工学会東北支部に集った学識者，発注者，施工者，コンサルタント，コンクリート生
産者，診断や補修･補強の専門家等の大勢の技術者の協力があって，企画，準備，開催がなされている。こ
れができるのも東北支部の研究者や技術者達が強い連帯感で結ばれていて，若手技術者の育成に熱心であ
るからだと思う。
今後もこの勉強会が東北地区のコンクリート診断士の技術力維持・向上と新技術の習得，
診断士同士の繋がり強化などに貢献してくれるものと期待している。
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3.15 JCI 東北支部功労賞を受けて
岩手大学 羽原 俊祐
コンクリート工学会東北支部設立 20 周年おめでとうございます。この間，大きな地震にみまわれ，コン
クリート構造物の重要性が大きく見直され，学会支部の果たした役割は大変重要であったと思います。こ
のたび，栄えある功労賞を受賞することになり，関係の皆様に心より感謝申し上げます。
前職(太平洋セメント㈱中央研究所)を辞して，岩手大学に赴任し，12 年目となり，昨年 60 歳を向かえま
した。合わせて，37 年間，材料科学の立場から，セメント化学・コンクリート化学を研究分野として，表
面分析・水銀圧入ポロシメトリーなどの機器分析を使って，劣化のメカニズム，物性発現のメカニズムを
解明してきました。石の上にも○○年ということもあり，また，優れた先輩，同輩，後輩，学生とともに
仕事ができたこともあり，セメント･コンクリート技術に進歩に，なにがしかの貢献ができたと思っており
ますし，残された期間を大切に，研究・教育に励みたいと思います。
生まれが，関西で，淡路島生まれです。親戚のほとんども島内で，東北・盛岡の勤務は当初は，寒冷地
である東北での暮らしを心配しておりましたが，周りの皆様のご厚情，住宅の気密性の向上，生活の利便
性などから，日々充実して，11 年間暮らしております。企業ではできなかった長期耐久性の研究をテーマ
とし，硫酸塩劣化やスケーリング劣化の研究を行っており，エトリンガイトの遅延生成の研究では，セメ
ント協会論文賞を，供試体から切出した小片で，スケーリング劣化を行う小片凍結融解試験を提案し，ス
ケーリングのメカニズムの解明に関する新知見を報告し，国際会議の Award Winning Paper などに選ば
れ，研究への評価も定着しつつあります。 三陸復興・復興支援道路の工事に，われわれの研究室の成果
を役立てる機会を与えられたことは大きな誇りでもあります。
これからも，岩手の地に役立つ，セメント・コンクリートの研究を行い，コンクリート工学の発展に寄
与していきたいと思っております。
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4.東北支部のあゆみ
（平成 17 年度から）
4.1

幹事会・役員会のあゆみ

4.2

研究委員会のあゆみ

4.3

表彰委員会のあゆみ

4.4

研修委員会のあゆみ

4.1 幹事会・役員会のあゆみ
東北支部平成 17 年度からの幹事会・役員会の構成と主な活動を以下に示す。
■平成 17 年度
支部長
井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

幹事長
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

幹 事
月永 洋一

八戸工業大学工学部建築工学科

庄谷 征美

八戸工業大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

青森太平洋生コン(株)

長谷川福太郎

鹿島建設㈱東北支店土木部

森 太郎

宮城県生コンクリート工業組合

山田 篤司

国土交通省東北地方整備局 企画部

小林 淳

秋田県立大学大学院システム科学技術研究科

常任委員
市川 成勝

オリエンタル建設(株)東北支店

佐々木 徹

ドーピー建設工業(株)

伊東 亮治

清水建設(株)東北支店

菅原 隆

八戸工業高等専門学校建設環境工学科

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

田高 民一

東日本コンクリート(株)

田中 新八郎

岩手県生コンクリート工業組合

出村 克宣

日本大学工学部建築学科

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

外門 正直

東北工業大学工学部建設システム工学科

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

西垣 義彦

(株)ピーエス三菱 東北支店

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

幡野 玲二

八千代エンジニヤリング(株)東北支店

加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

羽原 俊祐

岩手大学工学部建設環境工学科

加藤 光

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

飯藤 将之

宮城工業高等専門学校建築科

金子 佳生

東北大学大学院工学研究科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

広谷 浄

東北電力(株)土木建築部

小出 英夫

東北工業大学工学部建設システム工学科

保坂 勝信

秋田県生コンクリート工業組合

小島 治雄

東日本高速道路株式会社

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

小林 忠司

前田製管(株)技術開発本部技術開発部

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

佐川 保博

福島県生コンクリート工業組合

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

桜井 福雄

パシフィックコンサルタンツ(株)東北本社

渡邉 英一

山形県生コンクリート工業組合

桜田 良治

秋田工業高等専門学校環境都市工学科
吉田 泰仁

(株)ポゾリス物産仙台営業所

会計監査
伊神 光男

太平洋セメント(株)東北支店

本部理事
庄谷 征美

八戸工業大学工学部環境建設工学科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

大塚 浩司

東北学院大学工学部環境建設工学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・支部活動の活性化を行なうため，常任委員を増員するよう規定を改定した。
・ワーキンググループを立ち上げ，この年より「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
・JCI 東北支部ホームページを開設した。
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■平成 18 年度
支部長
井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

幹事長
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

幹 事
月永 洋一

八戸工業大学工学部建築工学科

庄谷 征美

八戸工業大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

青森太平洋生コン(株)

長谷川福太郎

鹿島建設㈱東北支店土木部

鈴木 宏尚

宮城県生コンクリート工業組合

山田 篤司

国土交通省東北地方整備局 企画部

小林 淳

秋田県立大学大学院システム科学技術研究科

常任委員
市川 成勝

オリエンタル建設(株)東北支店

桜田 良治

秋田工業高等専門学校環境都市工学科

伊東 亮治

清水建設(株)東北支店

佐々木 徹

ドーピー建設工業(株)

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

菅原 隆

八戸工業高等専門学校建設環境工学科

田中 新八郎

岩手県生コンクリート工業組合

田高 民一

東日本コンクリート(株)

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

出村 克宣

日本大学工学部建築学科

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

外門 正直

東北工業大学工学部建設システム工学科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

西垣 義彦

(株)ピーエス三菱 東北支店

加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

幡野 玲二

八千代エンジニヤリング(株)東北支店

加藤 光

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

羽原 俊祐

岩手大学工学部建設環境工学科

加藤 悦重郎

秋田県生コンクリート工業組合

飯藤 将之

宮城工業高等専門学校建築科

金子 佳生

東北大学大学院工学研究科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

広谷 浄

東北電力(株)土木建築部

小出 英夫

東北工業大学工学部建設システム工学科

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

小島 治雄

東日本高速道路株式会社

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

小林 忠司

前田製管(株)技術開発本部技術開発部

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

佐川 保博

福島県生コンクリート工業組合

渡邉 英一

山形県生コンクリート工業組合

桜井 福雄

パシフィックコンサルタンツ(株)東北本社
吉田 泰仁

(株)ポゾリス物産仙台営業所

会計監査
伊神 光男

太平洋セメント(株)東北支店

本部理事
庄谷 征美

八戸工業大学工学部環境建設工学科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

大塚 浩司

東北学院大学工学部環境建設工学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 2 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
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■平成 19 年度
支部長
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

幹事長
小林 淳

秋田県立大学大学院システム科学技術研究科

幹 事
井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

月永 洋一

八戸工業大学工学部建築工学科

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

青森太平洋生コン(株)

加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

山田 篤司

国土交通省東北地方整備局 企画部

佐々木 徹

ドーピー建設工業(株)

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

鈴木 宏尚

宮城県生コンクリート工業組合

常任委員
阿波 稔

八戸工業大学工学部環境建設工学科

桜井 福雄

パシフィックコンサルタンツ(株)東北本社

石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

桜田 良治

秋田工業高等専門学校環境都市工学科

市川 成勝

オリエンタル建設(株)東北支店

菅原 隆

八戸工業高等専門学校建設環境工学科

入江 正樹

清水建設(株)東北支店

竹内 利夫

東日本高速道路株式会社 東北支社

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

田高 民一

東日本コンクリート(株)

遠藤 哲朗

鹿島建設(株) 東北支店

田中 新八郎

岩手県生コンクリート工業組合

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

出村 克宣

日本大学工学部建築学科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

幡野 玲二

八千代エンジニヤリング(株)東北支店

加藤 悦重郎

秋田県生コンクリート工業組合

羽原 俊祐

岩手大学工学部建設環境工学科

加藤 光

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

飯藤 将之

宮城工業高等専門学校建築科

金子 佳生

東北大学大学院工学研究科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

広谷 浄

東北電力(株)土木建築部

小出 英夫

東北工業大学工学部建設システム工学科

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

小林 忠司

前田製管(株)技術開発本部技術開発部

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

佐川 保博

福島県生コンクリート工業組合

渡邉 英一

山形県生コンクリート工業組合

太平洋セメント(株)東北支店

吉田 泰仁

(株)ポゾリス物産仙台営業所

会計監査
伊神 光男
本部理事
井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

庄谷 征美

八戸工業大学

大塚 浩司

東北学院大学工学部環境建設工学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・コンクリート工学年次大会 2007(仙台)が開催された。
開催日・場所：平成 19 年 7 月 11 日(水)～7 月 13 日(金)

江陽グランドホテル

実行委員会委員長：大塚浩司先生
・第 3 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
・支部 HP の刷新を行った。
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■平成 20 年度
支部長
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

幹事長
小林 淳

秋田県立大学大学院システム科学技術研究科

幹 事
井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

月永 洋一

八戸工業大学工学部建築工学科

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

青森太平洋生コン(株)

加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

福井 孝

国土交通省東北地方整備局 企画部

佐々木 徹

ドーピー建設工業(株)

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

鈴木 宏尚

宮城県生コンクリート工業組合

常任委員
阿波 稔

八戸工業大学工学部環境建設工学科

桜井 福雄

パシフィックコンサルタンツ(株)東北本社

石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

桜田 良治

秋田工業高等専門学校環境都市工学科

市川 成勝

オリエンタル建設(株)東北支店

菅原 隆

八戸工業高等専門学校建設環境工学科

入江 正樹

清水建設(株)東北支店

竹内 利夫

東日本高速道路株式会社 東北支社

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

田高 民一

東日本コンクリート(株)

遠藤 哲朗

鹿島建設(株) 東北支店

田中 新八郎

岩手県生コンクリート工業組合

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

出村 克宣

日本大学工学部建築学科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

幡野 玲二

八千代エンジニヤリング(株)東北支店

橋本 幸一

秋田県生コンクリート工業組合

羽原 俊祐

岩手大学工学部建設環境工学科

加藤 光

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

飯藤 将之

宮城工業高等専門学校建築科

金子 佳生

東北大学大学院工学研究科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

広谷 浄

東北電力(株)土木建築部

小出 英夫

東北工業大学工学部建設システム工学科

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

小林 忠司

前田製管(株)技術開発本部技術開発部

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

佐川 保博

福島県生コンクリート工業組合

渡邉 英一

山形県生コンクリート工業組合

太平洋セメント(株)東北支店

熊岡 俊夫

BASF ポゾリス株式会社

会計監査
伊神 光男
本部理事
井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

庄谷 征美

八戸工業大学

大塚 浩司

東北学院大学工学部環境建設工学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・
「コンクリート構造物のひび割れ」に関する講習会を東北各地で行った。
仙台講習会：平成 20 年 8 月 27 日 場所：宮城県庁講堂 受講者：243 名
福島講習会：平成 20 年 11 月 4 日 場所：ふくしま市町村建設支援機構 7F 大会議室 受講者：133 名
秋田講習会：平成 21 年 2 月 24 日 場所：ルポールみずほ 受講者：103 名
郡山講習会：平成 21 年 3 月 4 日 場所：日本大学工学部 70 号館五十嵐ホール 受講者：145 名
盛岡講習会：平成 21 年 4 月 28 日 場所：盛岡市勤労福祉会館 受講者：111 名
青森講習会：平成 21 年 5 月 15 日 場所：アピオあおもり 受講者：129 名
全講習会合計 6 会場 864 名
・第 4 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
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■平成 21 年度
支部長
月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

幹事長
加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

幹 事
石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

戸谷 有一

国土交通省東北地方整備局 企画部

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

青森太平洋生コン(株)

佐々木 徹

ドーピー建設工業(株)

久田 真

東北大学大学院工学研究科

鈴木 宏尚

宮城県生コンクリート工業組合

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

阿波 稔

八戸工業大学工学部土木建築工学科

西脇 智哉

山形大学地域教育文化学部生活総合学科

市川 成勝

オリエンタル建設(株)東北支店

橋本 幸一

秋田県生コンクリート工業組合

入江 正樹

清水建設(株)東北支店

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

遠藤 哲朗

鹿島建設(株) 東北支店

広谷 浄

東北電力(株)土木建築部

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

佐川 保博

福島県生コンクリート工業組合

三上 重道

青森県生コンクリート工業組合

澤田 貞悦

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

北村 昌彦

岩手県生コンクリート工業組合

渡邉 英一

山形県生コンクリート工業組合

中西 勉

東日本高速道路株式会社 東北支社
熊岡 俊夫

BASF ポゾリス株式会社

常任委員

会計監査
伊神 光男

太平洋セメント(株)東北支店

本部理事
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

庄谷 征美

八戸工業大学

大塚 浩司

東北学院大学工学部環境建設工学科

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 5 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
・
『コンクリートのひび割れ調査，補修・補強指針－2009－』改定講習会を実施した。
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■平成 22 年度
支部長
月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

幹事長
加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

幹 事
石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

川嶋 直樹

国土交通省東北地方整備局 企画部

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

(株)ツルガヤ不動産

佐々木 徹

ドーピー建設工業(株)

久田 真

東北大学大学院工学研究科

鈴木 宏尚

宮城県生コンクリート工業組合

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

阿波 稔

八戸工業大学工学部土木建築工学科

西脇 智哉

東北大学大学院工学研究科

市川 成勝

オリエンタル白石(株)東北支店

橋本 幸一

秋田県生コンクリート工業組合

入江 正樹

清水建設(株)東北支店

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

遠藤 哲朗

鹿島建設(株) 東北支店

広谷 浄

東北電力(株)土木建築部

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

佐川 保博

福島県生コンクリート工業組合

三上 重道

青森県生コンクリート工業組合

澤田 貞悦

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

北村 昌彦

岩手県生コンクリート工業組合

渡邉 英一

山形県生コンクリート工業組合

中西 勉

東日本高速道路株式会社 東北支社
川添 成博

BASF ジャパン(株)

常任委員

会計監査
伊神 光男

太平洋セメント(株)東北支店

本部理事
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

庄谷 征美

八戸工業大学

大塚 浩司

東北学院大学工学部環境建設工学科

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 6 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
・平成 23 年 3 月 25 日に東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会が発足
(土木学会東北支部，地盤工学会東北支部，地すべり学会東北支部，東北建設協会，
日本コンクリート工学会東北支部，日本建築学会東北支部・日本都市計画学会東北支部設立準備委員会)
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■平成 23 年度
支部長
加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

幹事長
遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

幹 事
石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

(株)ツルガヤ不動産

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

細川 清志

宮城県生コンクリート工業組合

川嶋 直樹

国土交通省東北地方整備局 企画部

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

常任委員
阿波 稔

八戸工業大学工学部土木建築工学科

武田 三弘

東北学院大学工学部環境建設工学科

磯上 秀一

福島県生コンクリート工業組合

山田 金喜

東日本高速道路株式会社 東北支社

市川 成勝

オリエンタル白石(株)東北支店

西脇 智哉

東北大学大学院工学研究科

入江 正樹

清水建設(株)東北支店

橋本 幸一

秋田県生コンクリート工業組合

宇賀神 尊信

岩手県生コンクリート工業組合

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

遠藤 哲朗

鹿島建設(株) 東北支店

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

三上 重道

青森県生コンクリート工業組合

小出 英夫

東北工業大学工学部都市マネジメント学科

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

澤田 貞悦

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

折原 清告

山形県生コンクリート工業組合

高橋 学

東北電力(株)土木建築部
松川 欣司

BASF ジャパン(株)

会計監査
伊神 光男

太平洋セメント(株)東北支店

本部理事
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

大塚 浩司

学校法人東北学院 理事

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 7 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
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■平成 24 年度
支部長
加賀谷 誠

秋田大学工学資源学部土木環境工学科

幹事長
遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

幹 事
石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

奈良 裕

青森県コンクリート診断士会

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

細川 清志

宮城県生コンクリート工業組合

森 吉尚

国土交通省東北地方整備局 企画部

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

常任委員
阿波 稔

八戸工業大学工学部土木建築工学科

武田 三弘

東北学院大学工学部環境建設工学科

磯上 秀一

福島県生コンクリート工業組合

山田 金喜

東日本高速道路株式会社 東北支社

市川 成勝

オリエンタル白石(株)東北支店

西脇 智哉

東北大学大学院工学研究科

入江 正樹

清水建設(株)東北支店

橋本 幸一

秋田県生コンクリート工業組合

宇賀神 尊信

岩手県生コンクリート工業組合

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

阿部 裕彰

鹿島建設(株) 東北支店

前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

三上 重道

青森県生コンクリート工業組合

小出 英夫

東北工業大学工学部都市マネジメント学科

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

澤田 貞悦

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

折原 清告

山形県生コンクリート工業組合

高橋 学

東北電力(株)土木建築部
松川 欣司

BASF ジャパン(株)

会計監査
伊神 光男

太平洋セメント(株)東北支店

本部理事
鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

大塚 浩司

学校法人東北学院 理事

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 8 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
・
「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」の委員会活動の報告書をまとめ，報告書に基づいた講習会を東
北各地で行った。
仙台講習会：平成 24 年 6 月 28 日(木) 場所：宮城県庁講堂 受講者：269 名
青森講習会：平成 24 年 9 月 18 日(火) 場所：アウガ 5 階 AV 多機能ホール(青森市) 受講者：83 名
山形(酒田)講習会：平成 24 年 9 月 24 日(月) 場所：酒田建設会館 受講者：53 名
岩手(盛岡)講習会：平成 24 年 10 月 23 日(火) 場所：アイーナいわて県民情報交流センター 受講者：70 名
秋田講習会：平成 24 年 11 月 14 日(水) 場所：カレッジプラザ講堂(秋田市) 受講者：50 名
福島(郡山)講習会：平成 24 年 12 月 7 日(金) 場所：日本大学工学部 50 周年記念館(郡山市) 受講者：104 名
全講習会合計 6 会場 629 名
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■平成 25 年度
支部長
遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

幹事長
前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

幹 事
阿部 裕彰

鹿島建設(株) 東北支店

奈良 裕

青森県コンクリート診断士会

石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

森 吉尚

国土交通省東北地方整備局 企画部

岩渕 慎一

宮城県生コンクリート工業組合

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

常任委員
阿波 稔

八戸工業大学工学土木建築工学科

澤田 貞悦

JR 東日本コンサルタンツ(株)東北支店

磯上 秀一

福島県生コンクリート工業組合

武田 三弘

東北学院大学工学部環境建設工学科

市川 成勝

オリエンタル白石(株)東北支店

西脇 智哉

東北大学大学院工学研究科

宇賀神 尊信

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

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

尾形 芳博

東北電力(株)土木建築部

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

折原 清告

山形県生コンクリート工業組合

三上 重道

青森県生コンクリート工業組合

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

小出 英夫

東北工業大学工学部都市マネジメント学科

山田 金喜

東日本高速道路株式会社 東北支社

近藤 克巳

清水建設(株)東北支店
松川 欣司

BASF ジャパン(株)

会計監査
古川 道弘

宇部三菱セメント株式会社

本部理事
遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

大塚 浩司

学校法人東北学院 理事

月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・本部理事の加賀谷先生ご逝去のため，後任に遠藤孝夫教授が着任
・第 9 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
・品質確保に関するシンポジウムを実施した。
『コンクリート構造物の品質確保に関するシンポジウム ～ みんなで考えてみませんか？ ～』
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■平成 26 年度
支部長
遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

幹事長
前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

幹 事
阿部 裕彰

鹿島建設(株) 東北支店

奈良 裕

青森県コンクリート診断士会

石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

久田 真

東北大学大学院工学研究科

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

安田 吾郎

国土交通省東北地方整備局 企画部

岩渕 慎一

宮城県生コンクリート工業組合

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

常任委員
阿波 稔

八戸工業大学工学土木建築工学科

近藤 克巳

清水建設(株)東北支店

磯上 秀一

福島県生コンクリート工業組合

武田 三弘

東北学院大学工学部環境建設工学科

市川 成勝

オリエンタル白石(株)東北支店

西脇 智哉

東北大学大学院工学研究科

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

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

尾形 芳博

東北電力(株)土木建築部

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

折原 清告

山形県生コンクリート工業組合

三上 重道

青森県生コンクリート工業組合

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

小出 英夫

東北工業大学工学部都市マネジメント学科

山田 金喜

東日本高速道路株式会社 東北支社

宇部三菱セメント株式会社

松川 欣司

BASF ジャパン(株)

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

会計監査
古川 道弘
本部理事
遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

大塚 浩司

学校法人東北学院 理事

月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 10 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
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■平成 27 年度
支部長
前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

幹事長
久田 真

東北大学大学院工学研究科

幹 事
阿部 裕彰

鹿島建設(株) 東北支店

奈良 裕

青森県コンクリート診断士会

石川 雅美

東北学院大学工学部環境建設工学科

西脇 智哉

東北大学大学院工学研究科

岩城 一郎

日本大学工学部土木工学科

堀 則男

東北工業大学工学部建築学科

岩渕 慎一

宮城県生コンクリート工業組合

鈴木 研司

国土交通省東北地方整備局 企画部

尾形 芳博

東北電力(株)土木建築部

万木 正弘

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

阿波 稔

八戸工業大学工学土木建築工学科

近藤 克巳

清水建設(株)東北支店

磯上 秀一

福島県生コンクリート工業組合

佐藤 昭市

青森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

武田 三弘

東北学院大学工学部環境建設工学科

遠藤 敏雄

(株)復建技術コンサルタント

袴田 豊

岩手県生コンクリート工業組合

大沼 正昭

東北工業大学工学部建築学科

橋本 幸一

秋田県生コンクリート工業組合

折原 清告

山形県生コンクリート工業組合

羽原 俊祐

岩手大学工学部社会環境工学科

菅野 秀人

秋田県立大学システム科学技術学部

松村 光太郎

宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科

北辻 政文

宮城大学食産業学部環境システム学科

緑川 猛彦

福島工業高等専門学校建設環境工学科

小出 英夫

東北工業大学工学部都市マネジメント学科

安川 義行

東日本高速道路株式会社 東北支社

宇部三菱セメント株式会社

松川 欣司

BASF ジャパン(株)

井上 範夫

東北大学大学院工学研究科

常任委員

会計監査
千葉 博英
本部理事
前田 匡樹

東北大学大学院工学研究科

顧 問
三浦 尚

東北大学名誉教授

三橋 博三

東北大学大学院工学研究科

鈴木 基行

東北大学大学院工学研究科

大塚 浩司

学校法人東北学院 理事

月永 洋一

八戸工業大学工学部土木建築工学科

田中 礼治

東北工業大学工学部建築学科

遠藤 孝夫

東北学院大学工学部環境建設工学科

事務局
(株)復建技術コンサルタント

主要議題
・第 11 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
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4.2 研究委員会のあゆみ
東北支部平成 17 年からの研究委員会の主な活動を以下に示す。
平成 17 年度
(新規)
二種専門委員会「東北地方におけるコンクリート用各種骨材の使用状況と耐久性対応の現状調査」
委員長 加賀谷 誠 ， 他委員 10 名
平成 18 年度
(継続)
二種専門委員会「東北地方におけるコンクリート用各種骨材の使用状況と耐久性対応の現状調査」
委員長 加賀谷 誠 ， 他委員 11 名
(新規)
第二種専門委員会「コンクリート構造物のひび割れ研究委員会」
委員長 石川 雅美 ， 他委員 18 名
平成 19 年度
(継続)
第二種専門委員会「コンクリート構造物のひび割れ研究委員会」
委員長 石川 雅美 ， 他委員 18 名
(新規)
第二種専門研究委員会「コンクリート打継ぎ目の力学性能改善研究委員会」
委員長 山田 寛次 ， 他委員 9 名
平成 20 年度
(継続)
第二種専門委員会「コンクリート構造物のひび割れ研究委員会」
委員長 石川 雅美 ， 他委員 18 名
(継続)
第二種専門研究委員会「コンクリート打継ぎ目の力学性能改善研究委員会」
委員長 山田 寛次 ， 他委員 9 名
(新規)
二種専門研究委員会「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」
委員長 岩城 一郎 ， 他委員 16 名
(新規)
二種専門研究委員会
「寒冷地域における表層部コンクリートの品質と凍害評価のための検査技術に関する調査研究委員会」
委員長 月永 洋一 ， 他委員 19 名
平成 21 年度
(継続)
二種専門研究委員会「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」
委員長 岩城 一郎 ， 他委員 20 名
(継続)
二種専門研究委員会
「寒冷地域における表層部コンクリートの品質と凍害評価のための検査技術に関する調査研究委員会」
委員長 月永 洋一 ， 他委員 22 名
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平成 22 年度
(継続)
二種専門研究委員会「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」
委員長 岩城 一郎 ， 他委員 20 名
(継続)
二種専門研究委員会
「寒冷地域における表層部コンクリートの品質と凍害評価のための検査技術に関する調査研究委員会」
委員長 月永 洋一 ， 他委員 22 名
平成 23 年度
(継続)
二種専門研究委員会「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」
委員長 岩城 一郎 ， 他委員 20 名
平成 24 年度
(継続)
二種専門研究委員会「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」
委員長 岩城 一郎 ， 他委員 20 名
※ 取りまとめた報告書をもとに東北 6 県で講習会を開催
平成 25 年度
課題の募集を行ったが，新規の研究応募が無かった。
平成 26 年度
(新規)
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」
委員長 阿波 稔 ， 他委員 8 名
(新規)
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」
委員長：皆川 浩 ， 他委員 13 名
平成 27 年度
(継続)
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」
委員長 阿波 稔 ， 他委員 8 名
(継続)
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」
委員長：皆川 浩 ， 他委員 13 名
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4.3 表彰委員会のあゆみ
東北支部平成 17 年から支部表彰を受けた方を以下に示す。
平成 17 年度 (H18.5.30 総会)
論文賞
「正負交番荷重を受ける SRC 柱で生じる H 形鋼の局部座屈性状」
内藤 英樹(東北大学)
作品賞
「常磐自動車道 鐙川橋(鋼・PC 複合上部工)」
東日本高速道路，新日本製鐵・ドーピー建設工業 JV
作品賞
「一般国道 287 号 和合バイパス 明鏡橋(上路式 RC 固定アーチ橋)」
山形県，復建技術コンサルタント，ピーエス三菱・渋谷建設 JV
功労賞
志賀
尾坂
徳田
三浦

敏男
芳夫
弘
尚

氏(東北大学
氏(東北大学
氏(秋田大学
氏(東北大学

名誉教授)
名誉教授)
名誉教授)
名誉教授)

平成 18 年度 (H19.5.25 総会)
論文賞
「火山礫を用いたポーラスコンクリートのヒートアイランド現象抑制効果に関する検討」
城門 義嗣 (秋田大学)，加賀谷 誠 (秋田大学)
論文賞
「岩手・青森県境不法投棄物を溶融したスラグのコンクリート用骨材としての適応性(総合題目)」
佐々木 秀幸 (岩手大学)，藤原忠司 (岩手大学)，小山田哲也 (岩手大学)
作品賞
「新巻本沢地区橋梁」
仙台市建設局，復建技術コンサルタント，ドーピー建設工業・橋本 JV
奨励賞
「連続繊維シートによりせん断補強した RC はりの耐荷性状に関する実験的研究」
子田 康弘 (日本大学)
平成 19 年度 (H20.5.30 総会)
論文賞
「SRC 部材の修復および終局限界状態に対応した変形性能評価法と橋脚の耐震設計への適用」
内藤 英樹 (東北大学)
論文賞
「コンクリートコア試料による脱塩工法の通電条件選定方法に関する検討」
皆川 浩 (東北大学)，田上 孝樹 (東北大学)，片野 啓三郎 (東北大学)，久田 真 (東北大学)
作品賞
「JR 東北本線 平泉・前沢間 衣川橋梁」
ジェイアール東日本コンサルタンツ，国土交通省 東北地方整備局，東日本旅客鉄道，鹿島・銭高 JV,
鉄建・東洋 JV，奥村・東鉄 JV
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奨励賞
「一軸圧縮を受けるコンクリート充填鋼管柱で生じる圧縮破壊の局所化」
佐々木 健太(戸田建設<東北大学所属>)
奨励賞
「RC 橋脚・杭基礎間に必要な耐力格差に関する確率論的考察」
松﨑 裕 (東京工業大学<東北大学所属>)
平成 20 年度 (H21.5.29 総会)
論文賞
「フライアッシュコンクリートのニオイセンサによる養生効果の評価」
城門義嗣 (秋田大学)，常 大偉 (秋田大学)，加賀谷 誠 (秋田大学)
論文賞
「東北地方における温度ひび割れ指数簡易判定式の提案」
石川 雅美(東北学院大学)，熊谷貴士 (東北学院大学)，子田 康弘(日本大学)，岩城 一郎 (日本大学)
作品賞
「JR 東北本線長町構内郡山閖上こ道橋」
東日本旅客鉄道，鹿島・仙建 JV，ジェイアール東日本コンサルタンツ
奨励賞
「凍結融解作用を受けるコンクリートのひび割れ進展モデル」
伊東 知哉(東北大学)
平成 21 年度 (H22.5.28 総会)
論文賞
「塩害による鋼材腐食を考慮した実 PC 上部工の構造性能評価」
上原子 晶久(弘前大学)，岩城 一郎(日本大学)，鈴木 基行(東北大学)
技術賞
「JR 常磐線湯本駅付近の PRC 鉄道橋梁 2 橋同時横取り架設」
東日本旅客鉄道(株)東北工事事務所，鉄建・ユニオン JV，
前田建設工業株式会社，ジェイアール東日本コンサルタンツ(株)東北支店
奨励賞
「地震後の使用性確保に着目した橋梁構造の開発に関する基礎的研究」
阿部 遼太(東北大学)
奨励賞
「共振特性に着目した RC 部材の剛性分布の推定」
大竹 雄介(東北大学)
功労賞
大塚 浩司 氏(東北学院大学)
大濱 嘉彦 氏(日本大学工学部建築課)
加藤 光
氏(JR 東日本)
川上 洵
氏(秋田大学)
工藤 定實 氏(BASF ポゾリス株式会社)
庄谷 征美 氏(八戸工業大学)
田中 礼治 氏(東北工業大学)
長谷川 福太郎 氏(鹿島建設)
畠中 渺
氏(山形県生コン工業組合)
保坂 勝信 氏(秋田県生コン工業組合)
三橋 博三 氏(東北大学)

- 35 -

平成 22 年度 (H23.5.23 総会)
論文賞
「塩化物環境下におけるコンクリートのスケーリング抵抗性評価試験法に関する研究」
権代 由範(仙台高等専門学校)，(故)庄谷 征美(八戸工業大学)，
月永 洋一(八戸工業大学)，阿波 稔(八戸工業大学)，子田 康弘(日本大学)
論文賞
「フェロニッケルスラグを粗骨材として用いたコンクリートの基礎的性質」
阿波 稔(八戸工業大学)，迫井 裕樹(八戸工業大学)，
(故)庄谷 征美(八戸工業大学)，月永 洋一(八戸工業大学)， 長瀧 重義(愛知工業大学)
奨励賞
「共鳴振動法によるコンクリート内部の損傷評価」
齊木 佑介(東北大学)
奨励賞
「酸性水溶液の作用による反応生成物がセメント硬化体の劣化に及ぼす影響に関する考察」
宮本 慎太郎(東北大学)
作品賞
「常磐自動車道 熊川橋(PC 上部工)」
東日本高速道路株式会社，株式会社ピーエス三菱
技術賞
「一般国道 45 号線 両石高架橋」
国土交通省東北地方整備局，清水建設株式会社
技術賞
「在来線直上で桁高・工期の制約を受けた複合構造線路橋の設計施工」(東北新幹線新青森線路橋新設工事)
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 東北新幹線建設局，
東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所，鹿島・鉄建・第一・みらい共同企業体，
ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 東北支店
平成 23 年度 (H24.5.8 総会)
論文賞
「再生粗骨材 M のプレキャストコンクリート製品への利用に関する基礎的研究」
北辻政文(宮城大学), 遠藤孝夫(東北学院大学)
吉田修栄(株式会社吉田セメント工業), 丹野恒紀(宮城大学)
論文賞
「ハイブリッド型繊維補強セメント系複合材料を用いた柱部材のせん断耐力と変形性能」
前田 匡樹(東北大学大学院工学研究科), 鶴飼 和也(東北電力株式会社 土木建築部),
中村 匠(戸田建設構造設計部), 迫田 丈志(東北大学 大学院工学研究科)
論文賞
「スケーリング劣化を考慮した新しい凍結融解試験法の検討」
小山田 哲也(岩手大学工学部 社会環境工学科)， 羽原 俊祐(岩手大学工学部 社会環境工学科)，
高橋 拓真 (株式会社 間組 九州支店工事部)， 高橋 俊介(岩手大学工学部 建設環境工学科)
論文賞
「連結材ユニットを用いた自己修復コンクリートの RC 構造物への適用に関する実験的検討」
西脇 智哉(東北大学大学院工学研究科)，熊田 廣樹(日本大学大学院工学研究科)，
大平 旭洋(日本大学大学院工学研究科)，Sanjay PAREEK(日本大学大学院工学研究科)
奨励賞
「コンクリートの材料分離低減によるかぶり部の耐凍害性改善に関する研究」
齋藤 憲寿(秋田大学大学院工学資源学研究科)
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奨励賞
「ひずみ硬化セメント複合材料の引張靭性能へ及ぼす試験体寸法および固定条件の影響」
菊田 貴恒(東北大学大学院工学研究科)
技術賞
「国道 7 号摩当山トンネル(北秋田工区)工事」
国土交通省 東北地方整備局 ， 清水建設株式会社東北支店
技術賞
「東日本大震災で被災した新幹線構造物の復旧」
東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所
平成 24 年度 (H25.5.14 総会)
論文賞
「ひずみ硬化セメント複合材料の一軸引張試験用治具の開発に関する研究」
菊田 貴恒(東北大学大学院), 三橋 博三(東北工業大学)， 秋田 宏(東北工業大学 名誉教授)
論文賞
「混合酸の作用によるセメント硬化体の劣化挙動の整理と劣化現象のモデル化に関する検討」
宮本 慎太郎(東北大学大学院), 皆川 浩(東北大学大学院), 久田 真(東北大学大学院)
論文賞
「余震による地震入力を受ける場合の応答推定手法に関する検討」
西田 哲也(秋田県立大学), 兎澤 圭亮(秋田県立大学), 寺本 尚史(秋田県立大学),
小林 淳(秋田県立大学)
論文賞
「鋼材ダンパーを設置した 6 層鉄筋コンクリート造ピロティ架構のサブストラクチャ擬似動的実験」
菅野 秀人(秋田県立大学), 寺本 尚史(秋田県立大学), 西田 哲也(秋田県立大学),
小林 淳(秋田県立大学)
論文賞
「凍結融解作用を受けた腹鉄筋のない RC はりのせん断耐力」
内藤 英樹(東北大学大学院), 山洞 晃一((独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構),
古賀 秀幸((株)オリエンタルコンサルタンツ), 鈴木 基行(東北大学大学院)
技術賞
「双曲線を用いたコンクリートの乾燥収縮の早期判定法に関する検討」
袴田 豊(岩手県生コンクリート工業組合 中央技術センター), 小山田 哲也(岩手大学),
高橋 潤吉(花王生コン(株))，藤原 祐介(岩手県生コンクリート工業組合 中央技術センター)
奨励賞
「最密充填理論を用いた断熱軽量モルタルの材料設計手法に関する基礎的研究」
權錫 (東北大学 工学研究科)
奨励賞
「鋼コンクリート接合部に生じた鋼材腐食量の推定に関する基礎的研究」
柏 宏樹(東北大学大学院)
奨励賞
「固有振動数の低下に着目した RC 部材の地震時損傷評価に関する基礎的研究」
長谷川 俊(東北大学大学院)
作品賞
「金ヶ瀬さくら大橋上部工事」
宮城県大河原地方振興事務所 清水建設株式会社
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作品賞
「JR 東日本磐越東線夏井・小野新町間夏井谷津作橋りょう(品質向上に配慮した配筋図に基づき製作した橋り
ょう)」
東日本旅客鉄道会社 東北工事事務所
特別賞
「コンクリート構造物の LCC 評価研究委員会」
平成 25 年度 (H26.5.16 総会)
論文賞
「凍結融解作用によって無補強および短繊維補強ポーラスコンクリートに発生したマイクロクラックの性状と
定量的評価に関する研究」
大友 鉄平(早川ゴム), 武田 三弘(東北学院大学)，大塚 浩司(東北学院大学)
論文賞
「調査情報および設備重要度を考慮した発電所の維持管理費用算定手法」
佐藤 道生(電源開発株式会社), 有薗 大樹(東北大学大学院), 久田 真(東北大学大学院)
蓮見 亮(東北大学大学院), 皆川 浩(東北大学大学院)
奨励賞
「東北大学工学部人間・環境系実験研究棟における地震観測記録と建物挙動」
鈴木 一希(東北大学大学院)
奨励賞
「合成繊維を用いた FRCC のひび割れ自己治癒に関する研究」
山田 洵(東北大学大学院)
奨励賞
「結合材の改質によるポーラスコンクリートの機械的性質の改善」
十文字 拓也
技術賞
「プレキャスト PC 床版を用いた床版取替工事」
東日本高速道路株式会社東北支社，(株)IHI インフラ建設
平成 26 年度 (H27.5.20 総会)
論文賞
「凍結融解によって劣化した RC はりのせん断耐力」
内藤 英樹(東北大学大学院)，土屋 祐貴(首都高速道路), 八島 宏幸(東北大学大学院)
王
(JFE スチール)，山洞 晃一(鉄道建設・運輸施設整備支援機構)
古賀 秀幸(オリエンタルコンサルタンツ)， 鈴木 基行(東北大学大学院)
奨励賞
「エマルション処理竹補強材を用いた竹補強セメントモルタルの曲げ性状に及ぼす養生方法の影響」
齋藤 俊克(日本大学工学部)
奨励賞
「供用後 50 年で架替えに至った実道路橋 RC 床版の詳細調査と残存疲労耐久性に関する研究」
前島 拓(日本大学大学院)
作品賞
「景勝地松島における景観に配慮した鉄道高架橋」
JR 東日本 東北工事事務所
技術賞
「帰還困難区域における橋梁の建設」
東日本高速道路(株)東北支社 いわき工事事務所， 株式会社 IHI インフラシステム
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技術賞
「複合ポータルラーメン橋剛結部の構造合理化」
東日本高速道路(株)東北支社 仙台工事事務所， 高田機工株式会社
平成 27 年度 (H28.5.13 総会)
奨励賞
「遮蔽コンクリートの損傷度と性能劣化の定量化に関する基礎的研究」
鈴木 裕介(東北大学 災害科学国際研究所)
奨励賞
「強制加振試験によるコンクリート開水路の損傷評価」
五十嵐 亜季(東北大学大学院工学研究科土木工学専攻)
奨励賞
「拡張 BET 理論による Ca/Si 比の異なる合成 C-S-H の水蒸気吸着性状の分析」
五十嵐 豪(東北大学 大学院工学研究科都市・建築学専攻)
奨励賞
「中小地震観測データを用いた RC 造建物の即時損傷推定と耐震性能評価手法の検討」
梨本 優也(東北大学大学院工学研究科)
奨励賞
「地震動強度が免震支承－RC 橋脚間の損傷配分に及ぼす影響に関する基礎的研究」
小野寺 周(東北大学 大学院工学研究科土木工学専攻)
技術賞
「ザ・青葉通レジデンス」
株式会社 大林組 東北支店 建築設計部
功労賞
井上
鈴木
月永
遠藤
藤原
奈良
渡邉
万木
大沼
遠藤
伊神
羽原

範夫
基行
洋一
孝夫
忠司
裕
英一
正弘
正昭
敏雄
光男
俊祐

氏(東北大学名誉教授)
氏(東北大学名誉教授)
氏(八戸工業大学)
氏(東北学院大学)
氏(岩手大学)
氏(青森県コンクリート診断士会)
氏(山形県生コンクリート工業組合)
氏(元弘前大学)
氏(東北工業大学)
氏(株式会社復建技術コンサルタント)
氏(三多摩生コンクリート協同組合)
氏(岩手大学)

特別功労賞
株式会社 復建技術コンサルタント
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4.4 研修委員会のあゆみ
東北支部平成 17 年からの研修委員会の主な活動を以下に示す。
平成 17 年度
・第 1 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」
開催日時・場所：平成 17 年 11 月 17 日(木) 10:00～16:30
宮城県古川市
内 容：新幹線高架橋耐震補強現場，荒尾橋橋脚(非破壊検査実習)
参加者：51 名
平成 18 年度
・第 2 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 18 年 9 月 27 日(木) 9:40～17:00
宮城県大崎市古川
内 容：講演会，補強現場見学(栗原市 新幹線橋脚)，非破壊試験研修
参加者：83 名(診断士，講師，国土交通省，委員を含む)

アインパルラ浦島他

アインパルラ浦島他

平成 19 年度
・第 3 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 19 年 7 月 25 日(木) 10:00～17:00
福島県郡山市(日本大学 工学部)
内 容：講演会，実技研修会(日本大学工学部 6 号館・2 号館)
参加者：137 名(診断士，講師，国土交通省，宮城県，委員，日本大学学生を含む)
平成 20 年度
・第 4 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 20 年 10 月 14 日(火) 12:30～18:30
山形県鶴岡市
内 容：見学会(鶴岡～温海地区沿岸橋梁)，講演会(演題 4 題)
参加者：33 名(診断士，講師，委員を含む)
平成 21 年度
・第 5 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 21 年 10 月 7 日(水) 10:00～17:00
岩手県盛岡市および周辺
内 容：講演会(演題 3 題)，見学会(岩手高原周辺の土木構造物)
参加者：54 名(診断士，講師，委員を含む)
・
『コンクリートのひび割れ調査，補修・補強指針－2009－』改定講習会を実施した。
開催日時・場所：平成 21 年 11 月 6 日(金) 13:00～17:30
宮城県建設産業会館 1F 大会議室
参加者：124 名
平成 22 年度
・第 6 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 22 年 11 月 2 日(水) 10:15～16:30
宮城県多賀城市・利府町
内 容：講演会(演題 3 題)，非破壊実技講習(東北技術事務所)，現場見学(宮城スタジアム)
参加者：55 名(診断士，講師，委員を含む)
平成 23 年度
・第 7 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 23 年 10 月 14 日(金) 10：00～16：00
青森県青森市周辺
内 容：現場見学(青森市久栗坂付近，青森市野内付近)，講演会(演題 3 題)
参加者：30 名(診断士，講師，委員を含む)
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平成 24 年度
・第 8 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 24 年 10 月 11 日(木) 11：10～17：15
秋田市民交流プラザ(ALVE)
内 容：講演会(演題 2 題)，補修製品・工法の説明
参加者：55 名(診断士，講師，委員を含む)
平成 25 年度
・第 9 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 25 年 10 月 15 日(火) 12：50～16：30
東北技術事務所
内 容：講演会(演題 3 題)，非破壊検査機器の実習，体験型土木構造物実習施設の実習
参加者：66 名(診断士，国土交通省，講師，委員を含む)
・品質確保に関するシンポジウム
『コンクリート構造物の品質確保に関するシンポジウム ～ みんなで考えてみませんか？ ～』
開催日時・場所：平成 26 年 3 月 12 日(水) 13:00～17:30
仙台市戦災復興記念館
内 容：JCI 成果報告，講演会(演題 2 題)，パネルディスカッション
参加者：106 名
平成 26 年度
・第 10 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 26 年 10 月 30 日(木) 13：00～17：20
岩手県釜石市周辺
内 容：
「復興道路 国道 45 号 三陸沿岸道路 釜石山田道路」 見学会(4 箇所)
受講者：45 名(診断士)
平成 27 年度
・第 11 回「コンクリート診断士の技術研鑚のための勉強会」を実施した。
開催日時・場所：平成 27 年 10 月 28 日(水) 14：00～18：00
秋田市民交流プラザ(ALVE)
内 容：講演会，現場見学会(赤平橋，戸島ランプ橋)
受講者：42 名(診断士)
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編集後記

本記念誌は，支部設立より 20 年という節目の年を迎えたことから，支部活動の歩みをまとめたものです。
支部設立から 10 年目までの歩みについては，2005 年に開催された支部記念事業とその記念誌に記載されてい
るため，それ以降の活動の記録について当記念誌でまとめております。
東北支部 20 週年記念事業にあたって，会長の三橋先生のご臨席とご講演，また歴代支部長のご臨席を賜っ
たことは，支部役員一同が大きな喜びとするところであり，今後の支部活動へも大きな弾みがついたところで
あります。
今後も，東北支部長以下一丸となって支部運営にあたり，
「東北地方のコンクリート」に貢献できる仕事を
したいと考えております。
今後ともご協力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。

公益社団法人 日本コンクリート工学会 東北支部
支部設立 20 周年記念誌
－平成 17 年からの歩み－
2016 年 5 月 13 日発行
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