平成２２年１２月１３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６回技術講演会・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、関係の方々への周知およびご参
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２３年１月１８日（火）、１９日(水)
１３：３０～１６：３０（受付１３：００～）

２．場

所
千葉県松戸市五香西６－１２－１
国土交通省 関東技術事務所構内

建設技術展示館内

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
５．申込み締切り・定員
平成２３年１月７日（金） ６０名程度
（先着順。応募人数に達し次第ＨＰでお知らせいたします。応募多数の場合にはお断り
をする場合がございます。その際は事務局より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６回技術講演会・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６回技術講演会・出展技術発表会」を下記のとおり開催いたしま
す。

【第６回技術講演会・出展技術発表会】
○開催日時

:

○場

: 「建設技術展示館」
国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所構内
千葉県松戸市五香西6-12-1

所

平成２３年１月１８日（火）、１９日（水）
１３：３０～１６：３０頃 （受付１３：００～）

○プログラム

： 発表プログラムは別紙「第６回技術講演会・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２３年１月７日（金） 各６０名程度
（先着順。応募人数に達した場合はＨＰにてお知らせをいたします。
応募多数の場合にはお断りをする場合がございます。その際は事務局
よりご連絡させて頂きます。）
○申込先

： 「参加申込書」をメールにてお送り下さい。
（参加申込書は建設技術展示館ホームページよりダウンロードして下さい。
アドレス：http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kengaku/techno-kan/index.htm）
建設技術展示館 事務局宛て
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。

「第６回 技術講演会・出展技術発表会」 プログラム
開催日 ：
開催場所：

【1日目】

平成２３年１月１８日（火）・１９日（水）
関東技術事務所 建設技術展示館

１月１８日（火）

13:00 ～

受付開始

13:25 ～ 13:30

開会挨拶

13:30 ～ 14:30

技術講演会 （仮題）「軟弱地盤対策工と補強土壁工の現状と今後について」

関東技術事務所長 吉田 正

独立行政法人土木研究所 技術推進本部 施工技術チーム
主席研究員 小橋秀俊氏

14:40 ～ 16:35

出展技術発表会
テーマ：施工、法面保護、補強土壁、環境、リサイクル
技術名称
「副題」

時間枠
1

14:40 ～ 15:00

2

15:00 ～ 15:20

TS ファイン・ミリング工法

15:20 ～ 15:40

出展者名

CB-030060-A

TSファイン・ミリング工法研究会

HK-040017-V

正和電工 株式会社

切削時の騒音、振動低減

バイオラックストイレ
「水を使わない」事を特長とする「環境にやさしい」トイレです。

耐候性大型土のうツートンバック ２ｔ Bag

3

ＮＥＴＩＳ登録№

KT-060144-V

土木用 大型土のう

前田工繊株式会社

アデムウオール工法

KK-020061-V

センシング機能を有した補強土壁工法

15:40

～

【休 憩】

15:55

4

15:55 ～ 16:15

5

16:15 ～ 16:35

地中控え護岸工法

KT-980128-V

ＴＲＤ工法協会

ＫＫ-980067-Ｖ

株式会社 小松製作所

TRD工法による低水護岸の施工

自走式土質改良機リテラ（BZ210・BZ200・BZ120）
建設発生土を固化材と混合して改良土とする混合技術

【２日目】 １月１９日（水）
13:00 ～

受付開始

13:25 ～ 13:30

開会挨拶

13:30 ～ 14:30

技術講演会 (仮題)「生物多様性に配慮した法面緑化の現状と今後について」
国土技術政策総合研究所 環境研究部 緑化生態研究室
室長 松江正彦氏

14:40 ～ 16:00

出展技術発表会
テーマ：施工、法面保護、補強土壁、環境、リサイクル

関東技術事務所長 吉田 正

技術名称
「副題」

時間枠
発泡セラミックス緑化工法

1

14:40 ～ 15:00

ＮＥＴＩＳ登録№

出展者名

－

水路コンクリート鉛直面緑化

エコクーリング舗装

戸田建設 株式会社
KT-070004-A

保水性舗装

2

15:00 ～ 15:20

3

15:20 ～ 15:40

4

15:40 ～ 16:00

天然重曹で芝生地の除草工

CB-070031-A

株式会社中部安全施設

KT-010112-A

西松建設株式会社

KT-100069

株式会社 間組

重曹を用いた除草

根をリサイクル工法
建設発生木材を利用した法面緑化

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

※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。

建設技術展示館事務局 行

（E-mail kense-te@sweet.ocn.ne.jp）

参 加 申 込 書
【第6回 技術講演会・出展技術発表会】
日 時 ： 平成２２年１月1８日（火）、１９日（水） １３：３０～
場 所 ： 関東技術事務所構内 建設技術展示館

ふ
勤

り

が
務

な

区分

団体区分をご記入下
さい

先

勤 務 先 所 在 地
連絡担当者で聴講希
望の方は恐れ入りま
すが、参加者氏名にも
ご記入下さい

ふりがな
《 氏 名 》
連 絡 ご 担 当 者

《 所 属 》
フリガナ
《アドレス》
《ＴＥＬ》

参加希望日に○印をつけてください
参加希望日
参加者氏名
18日
19日

《ＦＡＸ》

所属

役職

CPDS聴講
証明希望

事務処理簡略化のため、エクセル
での提出を基本としますが、理由
によりPDF等で提出される方は必
ず、アドレスを間違えないようふり
がなを振ってください
ＣＰＤＳ聴講証明発行
を希望の方はご記入
下さい

この参加申込書は、建設技術展示館HP
（URL：http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kengaku/techno-kan/index.htm）

からダウンロード願います。

※）この用紙を1月7日（金）までに、メールにてお送り願います。
※）記載された個人情報は、適正に管理し今回の目的以外には使用しません。
※）駐車場の用意は若干ございますが、数に限りがございます。なるべく公共交通機関でお越し下さい。
※）CPDS聴講証明発行を希望の方はご記入下さい

なお、当日発表されるパワーポイント資料の一部は、建設技術展示館ホームペー
ジに1月上旬から一定期間（一ヶ月程度）掲載しますのでご参照下さい。
【建設技術展示館ＨＰ】
ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kengaku/techno-kan/index.htm

交通のご案内

新京成バス 八柱駅発（牧ノ原団地行き）

新京成バス 官舎前発（八柱駅行き）

11:00

11 23 35 47 59

13:00

01 13 25 37 49

12:00

11 23 35 47 59

14:00

01 13 25 37 49

13:00

11 23 35 47 59

15:00

01 13 25 37 49

14:00

11 23 35 47 59

16:00

01 13 25 37 49

15:00

11 23 35 47 59

17:00

04 14 24 33 43 54

16:00

11 23 36 47 56

18:00

02 10 17 25 33 41 47 55

【建設技術展示館 事務局】
ＴＥＬ：０４７－３９４－６４７１
Ｍａｉｌ： kense-te@sweet.ocn.ne.jp
住所：〒２７０－２２１８ 千葉県松戸市五香西６－１２－１

※公共交通機関でのお越しをお願いします。

