平成２２年６月１７日
各

位
建設技術展示館管理運営委員会
委員長 国土交通省関東地方整備局
関東技術事務所長

「第３回技術講演会・建設技術展示館出展技術発表会」開催のご案内
コスト縮減、品質・安全の確保、環境問題等、公共工事における問題・課題の解決を図るた
めには、建設工事の現場において受発注者が有用な新技術を適切に活用することが重要である
ことから、国土交通省では、新技術活用システムを整備・運用し、新技術やその活用評価の情
報提供を行っております。
また、関東技術事務所では、建設技術展示館を開設し、技術者に向けた建設技術に関する情
報提供を実施しており、その一環として、「技術講演会」や「出展技術発表会」を実施してお
ります。
この度、標記について、下記のとおり開催いたしますので、関係の方々のご参加をいただけ
ますようご案内申し上げます。
記
１．日

時
平成２２年７月１５日（木）、１６日(金)
１３：００～１７：００（受付１２：３０～）

２．場

所
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館 ５Ｆ共用会議室５Ａ
※)今回は、多数の方に聴講していただきたく、建設技術展示館ではなく、さいたま
新都心での開催することとなります。
※)さいたま新都心合同庁舎２号館ではセキュリティ強化を目的に入館に当たって身
分証等（社員証、免許証、保険証、パスポート等）が必要ですにより身分確認を
させていただいております。ご来館の際には忘れずに身分証をお持ち下さい。

３．プログラム
発表プログラムは別紙をご参照下さい。なお、講演者及び発表者の都合等により、変更が
生じる場合がございます。予めご了承下さい。
４．参 加 費
無 料
※)今回は、多数の方に聴講していただきたく、建設技術展示館ではなく、さいたま
新都心での開催することとなります。
※)さいたま新都心合同庁舎２号館ではセキュリティ強化を目的に入館に当たって身
分証等（社員証、免許証、保険証、パスポート等）により身分確認をさせていた
だいております。ご来館の際には忘れずに身分証をお持ち下さい。
５．申込み締切り・定員
平成２２年 ７月７日（水） ２００名程度
（定員になり次第締め切りさせて頂きます。なお、定員オーバーにより参加をお断りす
る場合には、こちらからご連絡させて頂きます。）
６．申込み・問合わせ先
建設技術展示館 事務局
TEL：047-394-6471
E-mail：kense-te@sweet.ocn.ne.jp
なお、本技術講演会・出展技術発表会 は、土木学会のＣＰＤプログラム及び全国土木
施工管理技士会連合会のＣＰＤＳの認定を受けております。
※「技術講演会」は、タイムリーなテーマを行政・民間の技術者へ紹介し、建設技術の開
発・発展を図る目的で開催。
※「出展技術発表会」は、建設技術展示館の各展示者の方々が展示技術の情報を行政等の
技術者へ紹介し、新技術の活用・普及の促進を図る目的で開催。
※建設技術展示館についての詳しい情報は、下記ホームページをご覧下さい。
URL http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kengaku/techno-kan/index.htm

第３回技術講演会・建設技術展示館出展技術発表会を開催します
コスト縮減、品質・安全の確保、環境問題等、公共工事における問題・課題の解決を
図るためには、建設工事の現場において受発注者が有用な新技術を適切に活用する
ことが重要であることから、国土交通省では、新技術活用システムを整備・運用し、新
技術やその活用評価の情報提供を行っております。
また、関東技術事務所では、建設技術展示館を開設し、昨年１１月に第１０期リ
ニューアルを行い、技術者に向けた建設技術に関する情報提供を実施しております。
その一環として、「第３回技術講演会・建設技術展示館出展技術発表会」を下記のと
おり開催いたします。

【第３回技術講演会・建設技術展示館出展技術発表会】
○開催日時

:

○場

:

所

平成２２年７月１５日（木）、１６日（金）
１３：００～１７：００ （受付１２：３０～）
さいたま新都心合同庁舎２号館 ５Ｆ共用会議室５Ａ
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
※）今回は、より多くの方に聴講していただきたく交通の便の良いさいたま新都心での
開催とさせていただきます。
※)さいたま新都心合同庁舎２号館ではセキュリティ強化を目的に入館に当たって身
分証等（社員証、免許証、保険証、パスポート等）により身分確認をさせていただい
ております。ご来館の際には忘れずに身分証をお持ち下さい

。

○プログラム

： 発表プログラムは別紙「第３回技術講演会・建設技術展示館出展技術発表
会」プログラムをご参照下さい。
なお、講演者及び発表者の都合等により、変更が生じる場合
があります。予めご了承下さい。

○参加費

： 無料

○申込締切・定員 ： 平成２２年 ７月 ７日（水） 各200名程度
（定員になり次第締切させて頂きます。なお、定員オーバーにより参加をお断
りする場合には、こちらからご連絡させて頂きます。）
○申込先

： 別紙「参加申込書」をＦＡＸ又はメールにてお送り下さい。
建設技術展示館 事務局宛て
ＦＡＸ ０４７－３９４－６４７７
E-mail kense-te@sweet.ocn.ne.jp

○問合せ先

： 建設技術展示館事務局
ＴＥＬ ０４７－３９４－６４７１

※なお、この特別講演は、「土木学会ＣＰＤプログラム」及び「全国土木施工管理技士会連合会ＣＰＤＳプログラ
ム」 の認定を受けております。

別 紙
「第３回 技術講演会・出展技術発表会」 プログラム(案)
平成２２年７月１５日（木）～１６日（金）
さいたま合同庁舎２号館５Ｆ共用５Ａ会議室

【1日目】
12:30 ～

受付開始

13:00 ～ 13:05

開会挨拶

13:05 ～ 14:05

技術講演会

14:20 ～ 16:55

出展技術発表会
テーマ：舗装、地盤改良等、施工環境の向上

（仮題）工事の監督と検査について
関東地方整備局 企画部
工事検査官 小町谷 章 氏

技術名称
「副題」

時間枠
1

14:20 ～ 14:40

2

14:40 ～ 15:00

エコクーリング舗装

15:00 ～ 15:20

出展者名

KT-070004

戸田建設 株式会社

Kt-040084-V

遮水型排水性舗装工法研究会

保水性舗装

遮水型排水性舗装工法（ＰＯＳＭＡＣ）
ポーラスアスファルト舗装

低炭素アスファルト混合物

3

ＮＥＴＩＳ登録№

－

ｱｽﾌｧﾙﾄ製造時（燃焼装置）の改良

前田道路 株式会社

御影石風ベアコート

－

半たわみ性舗装を石張舗装風に仕上

4

15:20 ～ 15:40
15:40

5

～

Ｔマックスシリーズ

パラボラ工法

16:15 ～ 16:35

HR-03008-A

全国パラボラ工法協会

鉄蓋の維持修繕時、円形球面切断を行う（従来：四角垂直切断）

打ち水グラスパーク

6

日本道路 株式会社

【休憩】

15:55

15:55 ～ 16:15

QS-040001-A

採石マスチック舗装

－

緑化舗装
大林道路 株式会社

ＥＸＰ工法（エコＴＭＳ管入替工法）

KT-080006-A

非開削改築推進工法

タックファインＥ

7

16:35 ～ 16:55

KT-030043-A

タイヤに付着し難い改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
東亜道路工業 株式会社

ＴＯＡピュアカラー

KT-060054-A

無色透明景観舗装用バインダ

【２日目】
12:30 ～

受付開始

13:00 ～ 14:00

技術講演会

14:15 ～ 16:50

出展技術発表会
テーマ：舗装、地盤改良等、施工環境の向上

(仮題）業務における入札契約と品質確保について
関東地方整備局 企画部 技術管理課
建設専門官 外川 和彦 氏

技術名称
「副題」

時間枠

ＮＥＴＩＳ登録№

出展者名

CB-030060-A

TSファイン・ミリング工法研究会

KK-980067-V

株式会社 小松製作所

－

ニチレキ 株式会社

KK－９８００１２ーV

株式会社 コトー

現在申請中

株式会社 間組

KT-040003

株式会社 千葉コベックス

現在申請中

株式会社 東洋スタビ

TS ファイン・ミリング工法

1

14:15 ～ 14:35
切削時の騒音、振動低減

自走式土質改良機リテラのご紹介

2

14:35 ～ 14:55
建設発生土を固化材と混合して改良土とする混合技術

3

14:55 ～ 15:15

ポーラスモードＥ（アスファルト乳剤系トップコート）
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤による舗装面保護、強化

4

15:15 ～ 15:35
15:35

～

万能土質改良機による建設発生土再利用システム
土質性状の異なる建設発生土を混合して盛土材とする混合技術

【休憩】

15:50

5

15:50 ～ 16:10

6

16:10 ～ 16:30

7

16:30 ～ 16:50

Grand-M工法（ガランダム工法）
解体ｺﾝｸﾘｰﾄを再生材とし固化

乾式ND地盤改良工法
山砂を改良材とした軟弱地盤改良

STB-MC工法
セメント飛散防止

※1)この発表会は、土木学会ＣＰＤプログラム及び全国土木施工管理技士会連合会ＣＰＤＳ（継続学習）の認定を受けております。
※2)講演者及び発表者の都合により、変更が生じる場合があります。予めご了承ください。

交通のご案内

至 大宮
国道１７号

至 大宮

さいたま
スーパー
アリーナ
さいたま
新都心駅
けやき
ひろば

県道５６号
さいたま新都心
合同庁舎２号館
５階 共用会議室５Ａ

北与野

至 浦和
至 武蔵浦和

・JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線
「さいたま新都心駅」から徒歩約５分
・JR埼京線「北与野駅」から徒歩約７分

注意事項
①駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場は
ご遠慮ください。
②さいたま新都心合同庁舎２号館ではセキュリティ強化を
目的に入館に当たって身分証等（社員証、免許証、保険
証、パスポート等）により身分確認をさせていただいており
ます。ご来館の際には忘れずに身分証をお持ち下さい。
※）一時入館証の発行は合同庁舎２号館２Ｆで行っております。１Ｆからおい
での場合はエスカレーターで２Ｆまでお越し下さい。

