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１．平成２８年度事業報告 

１－１．圧入工法普及事業 

（１）国土交通省・農林水産省の２３部署・事務所に対し圧入技術の説明

を実施した。 

地方局 部署・事務所数

北海道開発局  ４  

東北地方整備局  ２  

北陸農政局  １  

近畿地方整備局  １  

中国地方整備局 １２ 

四国地方整備局  ３  

合計 ２３ 

【参考】平成 27 年度実績 ２１事務所 

（２）各地方自治体に対して、圧入技術の説明を１５部署に実施した。 

併せて、太平洋沿岸等の地方自治体に対して、社会貢献活動として 

防災協定に関する活動を行った。 

地方自治体 部署数 

岩手県  ２  

静岡県  ２  

愛知県  ２  

三重県  ２  

和歌山県  ２  

大分県  ２  

宮崎県  ２  

熊本県  １  

合計 １５ 

【参考】平成 27 年度実績 １９部署 

（３）三重県が主催する技術講習会および現場見学会講師を派遣した。 

地方自治体 部署名 実施日 参加者 

三重県 
志摩土木事務所 H28.11.9 ９名

鈴鹿建設事務所 H28.12.6 １１名

２回 計 ２０名
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（４）コンサルタント・建設会社等を対象としたＣＰＤ（継続教育）認定

技術講習会（圧入工法・基礎編、施工事例編）を２３回開催し､合計

７４１名が受講した。 

講 習 会 名 称 実施日 場所 受講者 備考 

圧入工法・基礎編 H28.5.10 ＩＰＣ ２７名 有料 

圧入工法・基礎編 H28.5.18 松江市 ３４名 有料 

圧入工法・基礎編 H28.5.20 広島市 ４０名 有料 

圧入工法・施工事例編 H28.5.26 ＩＰＣ ２３名 有料

圧入工法・基礎編 H28.6.15 新潟市 ４６名 有料

圧入工法・基礎編 H28.6.23 名古屋市 ４６名 有料

圧入工法・基礎編 H28.6.24 大阪市 ５１名 有料

圧入工法・基礎編 H28.6.29 福岡市 ４１名 有料

圧入工法・基礎編 H28.7.6 仙台市 ３６名 有料

圧入工法・基礎編 H28.7.14 静岡市 ２２名 有料

圧入工法・基礎編 H28.7.20 ＩＰＣ ２７名 有料 

圧入工法・施工事例編 H28.7.22 広島市 １８名 有料

圧入工法・基礎編 H28.7.26 札幌市 ４０名 有料

圧入工法・基礎編 H28.7.26 ＩＰＣ ２５名 有料 

圧入工法・施工事例編 H28.8.4 名古屋市 ４６名 有料

圧入工法・施工事例編 H28.8.5 大阪市 ５３名 有料

圧入工法・施工事例編 H28.8.24 仙台市 ３３名 有料 

圧入工法・施工事例編 H28.8.24 新潟市 ４２名 有料

圧入工法・基礎編 H28.8.25 青森市 １８名 有料 

圧入工法・施工事例編 H28.8.31 ＩＰＣ ２１名 有料

圧入工法・施工事例編 H28.9.6 福岡市 ２４名 有料

圧入工法・基礎編 H28.9.7 大分市 １５名 有料 

圧入工法・施工事例編 H28.9.21 札幌市 １３名 有料

２３回 計 ７４１名

【参考】平成 27 年度実績は１５回、合計４０２名が受講した。 

なお、平成 27 年度は国際圧入学会と共催で「圧入工法設計・

施工指針」ＣＰＤ認定技術講習会を１５回実施し、合計３７５

名が受講した。 
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（５）ＣＰＤ認定の技術講習会と現場見学会を８回開催し､合計２６８名が

受講した。 

発注者 場所 実施日 受講者 協会員 

宮城県 
宮城県 

塩竈市 
H28.5.10 ４３名 ㈱技研施工 

広島港湾・空港整備 

事務所 
広島市 H28.5.24 ３６名 ㈲タケハラ工業 

大阪市 大阪市 H28.8.19 ３８名 ㈱藤井組 

東北地方整備局 
山形県 

南陽市 
H28.9.13 ２１名 ㈱技研施工 

四国地方整備局 鳴門市 H28.11.22 ３８名 ㈱技研施工 

ヤマハ発動機㈱ 沼津市 H28.12.1 ４０名 ㈱小澤土木 

近畿地方整備局 尼崎市 H28.12.2 ２９名 ㈱德永組 

広島県 広島市 H28.12.8 ２３名 ㈲タケハラ工業 

８回 計 ２６８名 

【参考】平成 27 年度実績 ８回  受講者 ３５９名 

（６）協会員が行なう工法普及活動の支援として、現場見学会に講師を派

遣した。 

発注者 場所 実施日 受講者 協会員 

福島県 いわき市 H28.9.15 ５名 勿来建機㈱ 

三重県 鈴鹿市 H29.1.18 ７６名 ㈲ランテック 

２回 計 ８１名

【参考】平成 27 年度実績 ３回 ４０名 

（７）業界各団体が主催する「技術講習会」に講師を派遣した。 

名 称 場所 実施日 受講者 主催者 

ＥＥ東北 ’16 仙台市 H28.6.2 ４０名 東北地方整備局 

Ｉ Ｐ Ａ 圧 入 工 学 ｾﾐ ﾅ ｰ

in 高知 2016 
高知市 H28.7.12 ４０名 国際圧入学会 

九 州 建 設 技 術 ﾌ ｫ ｰ ﾗ ﾑ

2016 
福岡市 H28.10.17 ３７名 九州地方整備局 

建設技術フェア 2016 

in 中部 
名古屋市 H28.10.20 ３０名 中部地方整備局 

建設技術展 2016 近畿 大阪市 H28.10.26 ５０名 近畿建設協会 

  ５回 計 １９７名 

【参考】平成 27 年度実績 ５回    受講者２０２名 

平成２９年３月３１日までに、(一社)全国圧入協会が主催・参加した技術

講習会の受講者は、合計１,３０７名であった。（平成 27 年度実績１ ,４８２名） 

この内、ＣＰＤ認定技術講習会には、合計１,００９名が受講した。 

（平成 27 年度実績１ ,１３６名） 
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１－２．社会貢献活動 

（１）太平洋沿岸の地方自治体の１２部署に対して、防災協定の締結に関

する技術説明を実施した。 

１－３．一般社団法人への移行 

（１）協会の社会的な位置づけを明確にすることを目的に、７月１日付で

「一般社団法人 全国圧入協会」へ移行した。

１－４．積算 

（１）国土交通省に協力してきた結果、「国土交通省土木工事積算基準」

が改定され、油圧圧入引抜工の適用範囲が換算Ｎ値６００以下まで

拡大された。（４月） 

（２）「圧入標準積算資料 平成２８年度版」を改定した。（８月） 

（３）積算ソフトの一部を改定し普及活動を行った。（２月～） 

（４）協会員に対する技術支援を目的に、積算実務講習「基礎編」「実践

編」を実施した。９地区で７月～９月に開催し､延べ１６６名が受講

した。 

 開催日 ブロック名 場所 コース 参加者 備考 

１ H28.7.7 東北地区 仙台市 
基礎編 １１名

有料 
実践編 １０名

２ H28.7.15 東海地区 名古屋市
基礎編 ８名

有料 
実践編 １２名

３ H28.7.27 北海道地区 札幌市 
基礎編 ７名

有料 
実践編 ７名

４ H28.7.29 近畿地区 大阪市 
基礎編 ６名

有料 
実践編 ７名

５ H28.8.3 四国地区 高松市 
基礎編 ５名

有料 
実践編 ６名

６ H28.8.5 中国地区 岡山市 
基礎編 ９名

有料 
実践編 ８名

７ H28.8.25 北信越地区 新潟市 
基礎編 ４名

有料 
実践編 ４名

８ H28.8.30 関東地区 ＩＰＣ 
基礎編 １２名

有料 
実践編 １６名

９ H28.9.2 九州・沖縄地区 福岡市 
基礎編 １７名

有料 
実践編 １７名

 合計 延べ１６６名

  注１：受講者数は､基礎編・実践編の重複受講者を含み延べ人数を示す。 

  注２:受講者数の内訳…基礎編７９名、実践編８７名。 

  【参考】平成 27 年度実績 ９８名 
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１－５．表彰 

（１）圧入工法のさらなる発展を目的に表彰を導入し、平成２８年度総会

において第１回表彰式を行った。（６月） 

〔圧入技術表彰〕 

名 称 協会員 工事名または氏名（敬称略）

現場部門賞 

㈲タケハラ工業 
広 島 港 海 岸 中 央 東 地 区 （ 矢
野）護岸（改良）築造工事 

（その 2）

土保産業㈱ 
二級河川春木川耐震対策工事 

その 6(六蓮橋下流） 

㈱藤井組 
一級河川西除川改進橋架替 

工事（下部工） 

田重機建設㈱ 
平成 27 年度犀川遊水地  

新堀川樋管改築工事 

メンテナンス部門賞 ㈱藤井組 ―  

オペレーター部門賞 

㈱出雲技研 中尾 幸一 

㈱﨑山組 田端 賢次 

㈱新光組 牧野 静二

㈱藤井組 俵積田良則 

㈱藤本重機 鳥生 健二 

㈱都 山口信一郎 

〔フォトコンテスト〕 

名 称 協会員 工事名 

優秀賞 

㈱小澤土木 
二級河川黒石川愛知静岡交流

圏域活性化事業(河川)工事  

(護岸工その 1) 

㈱角藤 
旧北上川右岸中央 ･門脇地区 

護岸工事 

㈱梶川建設 

広域河川堀川改修工事  

(26 白鳥その 3,27 白鳥その 3)

姫路港中島地区海岸施設老朽

化対策工事(その 4) 

㈱新光組 
矢部川小田地区堤防基盤対策 

工事 

㈱藤本重機 
防道改第 17 号の 3 他大下白潟

線道路改築工事 

㈱丸浩重機工業 
那覇港浦添ふ頭地区公有水面

埋立工事（第 4 工区）  

田重機建設㈱ 

桂川梅津地区 

高水浸食対策他工事 

平成 27 年度犀川遊水地  

新堀川樋管改築工事 
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〔特別表彰〕 

名 称 協会員 氏名（敬称略）

特別表彰 ㈱梶川建設 梶川 浩 

〔感謝状〕 

名 称 協会員 氏名（敬称略）

感謝状 ㈱佐藤重機建設 佐藤 信二 

１－６．広報事業 

（１）建設技術展の出展 

協会員と協働で建設技術展に圧入工法のブースを出展した。 

名  称  実施日 場所 協会員 

ＥＥ東北’16 H28.6.1～ 2 仙台市
㈱角藤 

丸井重機建設㈱ 

九州建設技術ﾌｫｰﾗﾑ 2016 H28.10.17～ 18 福岡市 ㈱技研施工 

建設技術フェア 2016in 中部 H28.10.20～ 21 名古屋市 ジオテック㈱ 

建設技術展 2016 近畿 H28.10.26～ 27 大阪市 
㈱藤井組 

㈱技研施工 

（２）協会ウェブサイトの充実 

① 第１回の表彰について、ウェブサイトのトップページに受賞企業

を掲載した。（７月～９月） 

② 一般社団法人への移行について、ウェブサイトのトップページな

らびに協会案内ページにメッセージを掲載した。（７月～９月） 

③ 第１回のフォトコンテスト受賞写真をウェブサイトのトップペー

ジに掲載した。（９月～） 

④「圧入標準積算資料 平成２８年度版」を掲載した。 

 （８月 計１０工法） 

⑤ 協会ウェブサイトに書籍販売ページを設け、国際圧入学会が発刊

した｢圧入工法設計・施工指針」｢ジャイロプレス（回転切削圧入）

工法による鋼管土留め擁壁設計・施工指針」の頒布を開始した。

（４月～） 

⑥ 協会ウェブサイトに構築した利用者登録システムにもとづき、技

術講習会・現場見学会の申込みを自動化で運営した。（４月～） 

⑦ 地盤工学会誌広告「圧入Ｑ＆Ａ」の解答を掲載した｡（５月より隔月）

⑧ 防災技術ページに、最新の情報を掲載した。（３月） 

⑨「ＪＰＡだより」を掲載し､協会活動の周知を図った。 

 （６月、９月、12 月  計３回） 

（３）会員サイト充実による会員への支援 

①「平成２８年度国土交通省土木工事標準歩掛の改定」について情報

を発信し周知を図った。（４月） 

②「建設技術展」協賛募集を掲載した｡（９月、３月） 
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③「硬質地盤クリア工法調査レポート」を掲載した｡（10 月） 

④ ヒヤリハット事例の募集を掲載した｡（10 月） 

⑤「平成２９年度第２回表彰」の公募案内を掲載した｡（１月） 

⑥ 上記に加え「平成２８年度総会報告」｢ブロック会議・積算実務講

習情報」等の協会情報を発信し周知を図った。 

平成２８年度の協会ウェブサイトの延べ閲覧件数は合計７２,７５６件

となった。（平成 27 年度実績 ７１,９４０件）

（４）地盤工学会誌へ圧入工法の広告を掲載した｡（５月より隔月） 

１－７．杭圧入引抜機特別教育講習および圧入施工技士試験の実施 

（１）杭圧入引抜機特別教育講習は、前期と後期に実施した。 

開催日 場所 参加者 

H28.4.9～ 10 ＩＰＣ ４２名

H28.5.14～ 15 大阪市 ３５名

H28.5.28～ 29 高知市 ３０名

H28.10.1～ 2 ＩＰＣ ３７名

H28.10.15～ 16 大阪市 ３４名

合計 １７８名

【参考】平成 27 年度実績 受講者１３２名 

（２）圧入施工技士試験は、平成２８年７月に東京､大阪､高知で実施した。 

① 一級は１８名、二級は１６名が試験を受験した。 

② 一級は１３名、二級は９名が合格した。 

【参考】平成 27 年度実績 一級は１２名、二級は１６名が試験を受け、

一級は６名、二級は１１名が合格。 

１－８．技術委員会の運営 

（１）平成２８年度活動方針に基づき活動した。 

  ①  圧入工法歩掛標準化への取組み 

② 調査の実施（硬質地盤クリア工法施工実績､積算に関する調査、協

会活動に関わる調査） 

③ 労働災害防止対策の啓蒙 

④ ブロック会議、積算実務講習の運営 

⑤「ＪＰＡ Ｗｅｂ」「ＪＰＡだより」による情報発信 

（２）今年度活動方針に対する状況報告および協議を目的に､技術委員会を

３回開催した。(６月､１１月､３月） 
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（３）副委員長(２名)を選任し、技術委員会の体制充実を図った。 

 会社名 役職 氏名（敬称略）

委員長 ジオテック㈱ 代表取締役 藤田  学  

副委員長 
㈱藤井組 代表取締役 森  致光 

㈱出雲技研 代表取締役 板倉 広明 

（４）技術委員会において、平成２９年度活動方針を決定した。 

１－９．ＪＰＡブロック会議の開催 

ブロック会議は９地区で７月から９月に開催し､会員相互の意見交流を

深め協会活動の共有を図った。８９社１２４名が参加した。 

 開催日 ブロック名 場所 会員数 参加者 

１ H28.7.7 東北地区 仙台市 １５社 ２１名

２ H28.7.15 東海地区 名古屋市 １１社 １３名

３ H28.7.27 北海道地区 札幌市 ３社 ５名

４ H28.7.29 近畿地区 大阪市 １０社 １３名

５ H28.8.3 四国地区 高松市 ８社 １３名

６ H28.8.5 中国地区 岡山市 １２社 １５名

７ H28.8.25 北信越地区 新潟市 ８社 ９名

８ H28.8.30 関東地区 ＩＰＣ １１社 １７名

９ H28.9.2 九州・沖縄地区 福岡市 １１社 １８名

 合計 ８９社 １２４名

【参考】平成 27 年度実績   ８４社 １０７名 

注：各地区会員数は、支店・営業所を含む 
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１－10．会員の現況 

正会員は１４社増加し､平成２９年３月３１日現在で１７４社となった。 

新規正会員は１４社、退会は無かった。 

会員の構成 

平成 28年 3月 31日現在 平成 29年 3月 31日現在 増 減 

正会員 １６０社 １７４社 ＋１４

協賛会員 １５社 ２３社 ＋８

賛助会員 ３社２団体 ３社４団体 ＋２

合計 １７８社２団体 ２００社４団体 ＋２４

特別会員 ８名 ８名 ±０

会員の異動 

①入会会員 

【正会員】 １４社 

㈱佐藤工務店、㈲秀栄興業、㈱ウエノ工業、㈱カワテ、㈱青木組、 

㈱弘栄、進英技研㈱、㈱日の丸建設工業、㈱テクノス、 

㈱鏡石重機建設、㈱コレクト、㈱絆施工、㈱ＴＯＫＩＸ、㈱大興鋼業 

【協賛会員】 ８社 

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱、㈱千葉コベックス、

中部工業㈱、㈱カナモト、三興機械㈱、フタバ工業㈱、京葉リース㈱、

㈱九州建産 

【賛助会員】 ２団体 

国際圧入学会、（一社）日本建設機械施工協会 
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１－11．その他 

（１）会員総会の開催 

① 平成２８年度会員総会は６月７日に開催し、｢平成２７年度事業報

告並びに決算報告書承認の件」「平成２８年度事業計画並びに予算

案承認の件」｢平成２８・２９年度 理事・監事選任の件」「一般社

団法人格の取得並びに定款案承認の件」の審議を行い承認した。 

② 平成２８・２９年度の役員については次のとおり。 

 会社名等 役職等 氏名（敬称略）

会長 

（代表理事） 
（一社）全国圧入協会 特別会員 中岡 智信 

副会長 ㈱梶川建設 代表取締役会長 梶川  浩 

副会長 土保産業㈱ 代表取締役 樋口 佳行 

副会長 ㈱技研施工 代表取締役社長 大平 厚 

理事 ㈱出雲技研 代表取締役 板倉 広明 

理事 稲森クレーン建設㈱ 代表取締役 稲森 勝次 

理事 ㈱ウエヤマ 代表取締役 上山 雅樹 

理事 ㈱遠藤工業 代表取締役 遠 藤  誠 

理事 ㈱小澤土木 代表取締役社長 小澤 智久 

理事 ㈱第一基礎 代表取締役 菅野 守雄 

理事 ㈱角藤 専務取締役 久保田修一 

理事 ㈲瑞穂重機 常務取締役 小林 峰幸 

理事 ㈲タケハラ工業 会長 竹原 脩雄 

理事 共栄産業㈱ 代表取締役 中村 栄吉 

理事 ㈱東洋商行 代表取締役社長 埴生 健一 

理事 ジオテック㈱ 代表取締役 藤田 学 

理事 ㈱元栄組 代表取締役 元栄 健造 

理事 ㈱藤井組 代表取締役 森  致光 

理事 ㈱横山基礎工事 代表取締役 横山 弘介 

理事 田重機建設㈱ 会長 田 俊司 

理事 渡辺アーステック㈱ 取締役会長 渡辺 勝一 

監事 ㈱佐藤重機建設 代表取締役社長 白﨑 賢市 
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（２）理事会の開催 

① 平成２８年度第１回理事会は４月に開催し、｢平成２７年度事業報

告並びに決算報告書承認の件」「平成２８年度事業計画並びに予算

案承認の件」「平成２８年度総会 議案の件」「一般社団法人格の

取得並びに定款案の件」の審議を行い承認した。 

併せて、「平成２８・２９年度 理事・監事候補の件」を報告した。 

② 第２回理事会は６月に開催し、会員総会の議案である｢平成２７年度

事業報告並びに決算報告書承認の件」「平成２８年度事業計画並び

に予算案承認の件」｢平成２８・２９年度 理事・監事選任の件」「一

般社団法人格の取得並びに定款案承認の件」を確認した。 

併せて､「平成２８年度表彰案件について」を報告した。 

③ 第３回理事会は６月の総会中に開催し､会長・副会長の選任を行った。 

④ 第４回理事会は１１月に開催し、｢平成２８年度中間事業報告の件」

「平成２９年度総会 日程の件」を報告した。 

併せて､「国際圧入学会との連携について」「支部制の検討について」

を理事会で意見交換した。 

⑤ 第５回理事会は１２月に開催し、｢圧入施工技士試験委員会設置につ

いて」の審議を行い承認した。 

⑥ 第６回理事会は平成２９年２月に開催し、｢組織体制の整備について」

の審議を行い承認した。 

〔協会組織図（下線は新設を示す）〕 
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