
令和 元 年度 

 

 

年次活動報告会資料 

（第９回定時総会資料） 

 

 

 

 

 

日 時 ： 令和 元 年 7月 10日（水） 

     17：00～ 

場 所 ： ホテルモントレ札幌 

 

 

一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会 

  



次   第 

 

１． 開会 

２． 会長挨拶 

３． 議長選出 

４． 議事 

第１号議案 平成 30年度事業報告承認の件 

第２号議案 平成 30年度収支決算書の承認の件 

第３号議案 令和 元 年度事業計画（案）承認の件 

第４号議案 令和 元 年度予算書（案）承認の件 

５． その他 

新規入会の件 

６． 閉会 

  



第１号議案 

平成 30年度事業報告 

 

１． フォーラムの開催 

テーマを「コンクリート構造物の健康寿命を考える」と題して、

山口会場を皮切りに全国 13箇所でコンクリート構造物の補修・補強

に関するフォーラムを開催し、約 6,500名（前年度比 105％）の方に

ご参加いただきました 

講演内容については、産学官から多彩な講師陣を招き、メンテナ

ンスに関わるあらゆる技術を聞ける中立性をもったものになるよう

配慮いたしました。 

その結果、全国各地からコンクリート補修に関する問い合わせや

見積り依頼が多数寄せられ、それに伴い当協会が推奨するリハビリ

工法も多くの補修工事で採用となりました。 

 

 

 

 

 

 



 



２．リハビリ工法施工技術者研修会の開催 

 

コンクリート補修現場でのリハビリシリンダー工法、リハビリカプセル工法、

プロコンガードシステムの品質維持のため、統一的な認定基準に従い全国的な

技術者養成体制作りをすすめ、コンクリート補修技術の向上に寄与することを

目的に、リハビリ工法施工技術者の認定研修会を実施しました。 

 

・開催日時：平成 30年 4月 25日（水） 10：00～17：00 

      平成 30年 4月 26日（木）  9：00～16：00 

 

・開催場所：甲山農村環境改善センター（広島県世羅郡世羅町） 

      井上建設株式会社関連施設（広島県世羅郡世羅町） 

 

・講習内容：コンクリート補修に関する基礎講座    

  亜硝酸リチウムを使用したひび割れ注入工法及び内部圧入工法 

      の実技指導 

 

 ・参加者 ： ９３名 

 

  

 

 



 

３. JCIコンクリートテクノプラザ 2018への出展 

・開催日：平成 30年 7月 4日～6日 

・場所 ：神戸ファッションマート 

・訪問者：150人（資料減から推定） 

 

 

 

４. 年次活動報告会の開催 

  ・開催日時：平成 30年 7月 4日（水）17：00～18：00 

  ・場所  ：ホテルプラザ神戸 

  ・参加者 ：40名 

  

 

 

 



５.  コンクリート技士・診断士受験指南講習会（十河塾）の開催 

 

・コンクリート技士合格指南講座 

  十河顧問指導の下、講義や模試、工場見学などを行うコンクリート技士 

の合格指南講座を開設しました。 

全 5回の講習会で 8名が受講。 

うち 6名が合格し、高い合格率となりました。（合格率 75％） 

 

・コンクリート診断士合格指南講座 

  十河顧問指導の下、講義や模試、記述式問題の添削などを行う 

コンクリート診断士の合格指南講座を開設しました。 

広島会場と東京会場は全 5回、新潟会場は全 2回の講習会で、 

総勢 39名が受講。2019年 7月の試験に向け講習会を行っております。 

    ※なお、昨年度は 16名が受講し、うち 6名が合格する高い合格率 

となりました。（合格率 37.5％） 

 

 

 

 

 

 

 



６．ホームページの充実 

フォーラムの開催案内や実施レポート、各種プレスリリースの内

容などを頻繁に掲載・更新しました。 

また、工法・材料検索やＱ＆Ａのコーナーも充実させた結果、多

くのアクセスがありました。 

 さらに、フォーラムの講演動画や施工動画をＨＰに掲載すること

で、多数の方にフォーラムに関する理解を得られ、施工動画を掲載

することでリハビリ工法に対する関心を深めていただきました。 

 

７.技術資料の配布・販売 

 リハビリ工法各種の概要をＡ３用紙にまとめた「コンクリート

100年時代を支える亜硝酸リチウムを用いた総合的コンクリート補

修工法」を発行しました。令和元年度よりフォーラム参加者に無料

配布し、リハビリ工法採用の拡大を目指します。 

 

８.諸官庁・コンサルタントへのＰＲ 

 各官公庁やコンサルタントにコンクリート構造物のフォーラム

の案内や技術的支援、リハビリ工法の現場見学会を積極的に行うこ

とで補修・補強工事の品質向上に努めました。 

 



９．活動実績の推移 

リハビリ工法 施工実績数 

 
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

ASRリチウム 
工法 

11 件 9 件 3 件 11 件 14 件 13 件 

リハビリ 
カプセル工法 

6 件 7 件 10 件 13 件 16 件 11 件 

リハビリ 
シリンダー工法 

31 件 38 件 29 件 54 件 70 件 62 件 

プロコンガードシステム 5 件 17 件 30 件 23 件 35 件 57 件 

リハビリ 
被覆工法 

37 件 27 件 25 件 25 件 40 件 16 件 

リハビリ 
断面修復工法 

24 件 9 件 24 件 32 件 44 件 27 件 

 

会員数 推移 



フォーラム参加者数推移 

 

 



 



 

 

 

 



 

第３号議案 

令和 元 年度事業計画 （案） 

 

１． フォーラムの開催 

本年度は、「鉄筋防錆の観点からコンクリート構造物の健

康寿命を考える」をテーマに、「コンクリート構造物の補修・

補強に関するフォーラム」を全国 15ヶ所で開催いたします。 

上記テーマに沿って、予防保全と事後保全の双方の観点に

立ち、コンクリート構造物の健康寿命を延ばすための維持管

理の考え方に関する基本概念、そして適切な調査・診断と適

切な補修・補強に関する各種維持管理技術を紹介します。 

  



全国 15ヶ所 20日間の開催予定 

6/10現在、山陰フォーラムまで終了しており、約 4,100人が参加 



２． リハビリ工法施工技術者講習の開催 

 

開催日：平成 31年 4月 25日～平成 31年 4月 26日 

 

場所：甲山農村環境改善センター多目的ホール（広島県世羅郡） 

井上建設㈱関連施設（広島県世羅郡世羅町） 

 

開催済み 

参加者：73名 

 

  

 

    
 

３.JCIコンクリートテクノプラザ 2019への出展 

 ・開催日：2019年 7月 10日（水）～2019年 7月 12日（金） 

 ・場所 ：札幌コンベンションセンター 

 

 

 

 



４．年次活動報告会の開催 

 

５.  コンクリート技士・診断士受験指南講習会（十河塾）の開催 

 

６．ホームページの充実 

フォーラムの開催案内や実施レポート、各種プレスリリースの内

容などを頻繁に掲載・更新します。 

今後はＨＰに会員専用ページを設け、施工計画書の例や施工要領

図等の協会内部で作成した最新の資料を協会員が取得できるように

いたします。 

 

 

７.技術資料の配布・販売 

 「小規模橋梁の簡易点検要領(案)」今年度の５月に近未来コン

クリート研究会の十河代表とともに発刊。 

 「コンクリート構造物の維持管理 ～塩害・中性化・ASR補修の

考え方～」 技術資料冊子の改定。 

 

 

 



 

８.諸官庁・コンサルタントへのＰＲ 

 各官公庁やコンサルタントにコンクリート構造物のフォーラム

の案内や技術的支援、リハビリ工法の現場見学会を積極的に行うこ

とで補修・補強工事の品質向上に努めます。 

令和元年度からは協会員が各官公庁やコンサルタントに営業を行

えるよう、「営業力向上のための会員研修会」を全国各地で開催いた

します。 

  

  

 全国９会場にて実施予定。6/10現時点で４会場終了しております。 

 

９．活動実績の推移 

 



  



  

会 員 名 簿 



 

 

 



 


