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年月日 重要行事・事象 備考

H13.11.30
建設マネジメント研究委員会設立総会開催（5小委員会で
研究活動開始）

伊藤委員長、高野幹事長

小委員会：VE､PFI､
ISO､CALS/EC､PM･
CM の５つの小委員
会でスタート

H14. 3.18
北海道土木技術会臨時役員会で、７番目の研究委員会と
して加盟が承認される。

H14. 5.16
「国交省における新しい入札契約方式について」講演会
開催

講師：国総研・松井健
一室長

H14. 7. 3 平成14年度第2回通常総会開催

H14. 7.13 「入札改革の意義と建設業の戦略」講演会開催
講師：北大・金井一賴
教授

H14. 9.25 南北交流会開催
九州橋梁・構造工学
研究会

H14.11.12 米国とのアセットマネジメント懇談会開催
米国：ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ･ｸﾘｼｮﾝ
氏
ﾌﾗﾝｼｽ･ｶﾉｰﾄﾞﾙ女史

H15. 7.11 平成15年度第3回通常総会開催
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年月日 重要行事・事象 備考

H15.11.25
～11.26

土木学会建設マネジメント委員会主催「第21回建設マネ
ジメント問題に関する研究発表・討論会」の札幌開催にあ
たり当研究委員会が現地実行委員会を組織し運営する。

「建設産業の市民化」
をテーマにパネルディ
スカッションを実施し
「札幌宣言」を提唱。
（参加者数396名）

H16.1.29
～1.30

京都大学主催「ウインタースクール」札幌開催にあたり後
援する。

アセットマネジメントに
関する６演題の講演。

H16. 7.16
平成16年度第4回通常総会開催
（ＡＭ（アセットマネジメント）小委員会を新たに設置）

H16. 8. 5
「建設産業の市民化」に関する意見交換･講演会の開催
（第１～３回）

8/5室蘭､10/19函館
､12/15稚内

H16.9.6
講演会開催：公共工事におけるＣＭ技術の活用
「市町村に対するアドバイザー契約について」
「胆沢ダムにおけるＣＭの活用について」

H16.12.7
第22回建マネ研究発表討論会ｉｎ福岡「南北交流会」への
参加

H17.7.14 平成17年度第5回通常総会開催
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年月日 重要行事・事象 備考

H17.8.31
～H18.3.16

｢建設産業の市民化｣に関する意見交換･講演会の開催
（第４～６回）

8/31小樽､11/9釧路､
H18/3/16旭川

H18.7.14 平成18年度第6回通常総会開催
H18.11.6
～11.20

｢建設産業の市民化｣に関する意見交換･講演会の開催
（第７～８回）

11/6帯広､11/20網走

H19.7.13
平成19年度第7回通常総会開催

（小委員会組織を大幅に変更）

契約制度、民活、ｺﾝﾌﾟ
ﾗ、CALS/EC、地方公
共調達、地方WG、道
維持WG、ｺﾝｻﾙWG、ｱ
ｾｯﾄ

H19.7.13
講演会｢地方における公共調達を考える｣郷原信朗氏
､｢地方の社会資本整備のための資産流動化｣中村祐司
氏

通常総会後に開催

H19.11.26
「建設産業の市民化」に関する意見交換・講演会の開催
（第９回）

空知・留萌

H20.1
インターネットを介して入札制度に関わる住民意識調査を
実施

H20.7.16 平成20年度第8回通常総会開催
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年月日 重要行事・事象 備考

H20.7.16

講演会「ねじれ国会と福田内閣：衆議院選挙は政界再編
の引き金となるか」 白鳥 令 氏
講演会「インフラ事業における民間資金導入」八代晴美、
玉真俊彦、横塚雅美 ３氏

H20.11.15 住民参加型総合評価の模擬入札の実施

H21.6.6
住民参加型総合評価の実験
（国道230号喜茂別市街交差点工事）

H21.7.14 平成21年度第9回通常総会開催

H21.7.14
講演会「ファンタジー営業部とは何か？～建設会社の柔
軟運動」 岩坂照之氏(前田建設工業㈱)

H22.2.25
特別幹事会開催
（各小委員会のあり方について）

H22.7.16
平成22年度第10回通常総会開催

（小委員会組織を大幅に変更）

公共調達､総合WG､０
道路維持WG､民間活
力､建設経営革新､施
行プロセス､ｱｾｯﾄﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ

H22.7.16

地域シンポジウムの開催 （パネルディスカッション）
「留萌元気プロジェクト：高宮則夫」、「稚内ワッコルプロ
ジェクト：富田伸司」、「空知フード＆ワインロード計画：植
村真美」
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年月日 重要行事・事象 備考

H22.11.26
～H23.3.17

「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第1～２回）

11/26ｵﾎｰﾂｸ二建会､
3/17小樽建世会

H23.6.4
住民参加型総合評価の実験
（国道5号蘭越町市街地線形改良工事）

H23.6.10 平成23年度第11回通常総会開催
高野委員長、倉内幹
事長

H23.6.10
講演会｢ｲﾝﾌﾗ事業におけるPFI/PPPについて」宮本和明
氏
講演会「経済学はなぜ間違え続けるのか」木下栄蔵氏

H23.8.11

2010年度土木学会建設マネジメント委員会表彰において、
「公共工事入札における住民参加の実験」がグッドプラク
ティス賞、「公共工事入札における住民参加の可能性に
関する研究」が論文賞を受賞

H23.12.9
～H24.3.8

「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第３～４回）

12/9釧路建親会､3/8 
空知経営研究会

H24.6.14 平成24年度第12回通常総会開催

H24.6.14
講演会「災害対応マネジメントのあり方について」松本直
也氏

H25.3.22
「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第５回）

宗谷建設建青会
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年月日 重要行事・事象 備考

H25.6.6 平成25年度第13回通常総会開催
H25.6.6 講演会「入札契約制度の歴史的考察」木下誠也 氏
H25.12.7
～H26.4.12

「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第６～７回）

12/7函館道南建設二
世会､4/12帯二建会

H26.6.6
平成26年度第14回通常総会開催

（小委員会の改名・新たなWGの設置）

公共調達､総合WG､
道路維持WG､民間活
力､建設経営､ﾜｰｸﾗｲ
ﾌWG､生産システム､ｱ
ｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

H26.6.6
講演会「若者を建設産業に取り戻す」内田俊一氏(建設業
振興基金理事長

H26.6.16
「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第８回）

室蘭経営研究会

H26.11.12
「地方における建設業の人材確保・育成の現状と実践に
関するシンポジウム」開催（共催：土木学会建設マネジメ
ント委員会）

H27.5.27
「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第９回）

旭川建設二世会

H27.6.11 平成27年度第15回通常総会開催(2WGの終了) 総合評価､維持終了
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年月日 重要行事・事象 備考

H27.6.11
講演会「地方におけるインフラ維持管理技術者育成の試
み」倉内文孝氏（岐阜大学教授）

H27.12.3
講演会｢インフラ長寿命化への挑戦･長崎県の取組｣松田
浩氏(長崎大学教授)

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ小委員
会主催

H28.6.10
平成28年度第16回通常総会開催
(２WGの設置など体制の再編）

公共調達･生産ｼｽﾃﾑ､
技術継承WG､災害対
応WG、ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ､
民間活力､建設経営

H28.6.10
講演会｢ITと融合する最新建設技術｣家入龍太氏(㈱家入
ﾗﾎﾞ代表取締役)

H28.10.28
新たな入札制度についての自治体説明と意見交換
「住民参加型総合評価入札制度」
倶知安町長等倶知安町幹部と意見交換

H28.11.30
講演会「建設事業マネジメント論 －ＣＭの本質とは－」佐
橋義仁氏(㈱建設技術研究所顧問)

公共調達･生産ｼｽﾃﾑ
小委員会主催

H29.2.1 講演会｢維持管理とICT｣横田弘氏（北海道大学教授)

H29.2.28
講演会「新たな公共工事発注システムを求めて」國島正
彦氏(高知工科大学 技術顧問・客員教授)

公共調達･生産ｼｽﾃﾑ
小委員会主催

H29.3.8
「地域建設産業活性化」等に関する意見交換会・講演会
（第１０回）

札幌建青会
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年月日 重要行事・事象 備考
H29.6.15 平成29年度第17回通常総会開催

H29.6.15
講演会「復興需要と地域建設業の挑戦」深松務氏(㈱深
松組 代表取締役社長)

H29.10.11
講演会｢舗装の維持管理に関する最近の動向｣亀山修一
氏(北海道科学大学工学部都市環境学科教授)

インフラメンテナンス
小委員会主催

H29.12.21
講演会「ＣＩＭと建設マネジメント」小林一郎氏(熊本大学
大学院先端科学研究部・特任教授)

公共調達･生産ｼｽﾃﾑ
小委員会主催

H30.2.2

講演会「i-Construction大賞 国土交通大臣賞を受賞し
て」真坂紀至氏(㈱砂子組企画営業部長(兼)ICT施工推進
室長)
「建設技術者・技能者の生きがいについて」渡邊法美氏
(高知工科大学 経済・マネジメント学群教授)

公共調達･生産ｼｽﾃﾑ
小委員会主催

H30.3.13
講演会｢鋼道路橋の維持管理｣松本高志氏(北海道大学
大学院工学研究院教授)

インフラメンテナンス
小委員会主催

H30.6.12
｢地域建設産業活性化｣に関する意見交換会
建設関連業界(第1回)

道北若力会

H30.6.22 平成30年度第18回通常総会開催 予定

H30.6.22
講演会｢建設人材の確保･育成に関する取組 ～富士教育
訓練センター開校20周年を迎えて～｣菅井文明氏(職業訓
練法人全国建設産業教育訓練協会専務理事)

予定
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平成30年度の主な活動計画
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各小委員会の事業計画
研究活動としては以下に記述の４つの小委員会と、２つのワーキングを基本体制と
して継続した調査・研究を行う。

１ 公共調達・生産システム小委員会
講演会等を企画・実施し、公共調達や建設生産システム全般に関する意見交換と情
報提供及び研究の場とする。講演会等は２回を予定する。

２ 公共調達・生産システム小委員会 技術継承ＷＧ
仮称「技術継承読本」の制作に向け、各企業で実施している技術継承ツールの事例
を収集するなど、引き続き各委員と意見交換を行い、具体に読本製作の作業を進める。

３ 公共調達・生産システム小委員会 災害対応調査ＷＧ
「豪雨災害対応アンケート」集計分析結果を踏まえ、実際にそれぞれの立場で災害
対応に当たった行政、民間事業者等から
①地域の建設業及び建設関連業の災害対応での働きを調査し、地域の建設業及び建
設関連業の役割の重要性を発信

②災害対応の困難性を検証



北海道土木技術会建設マネジメント研究委員会 11

③どのような建設業及び建設関連業が地域に必要なのかを再認識
等を検討を継続し、情報や検討内容を発信していく。

４ 民間活力推進小委員会
北海道の公共施設整備における民間資金や能力を活用するＰＦＩ・ＰＰＰ事業の事

例研究と導入の可能性について調査・研究を行う。

５ 建設経営小委員会
建設業及び建設関連業との情報交換、意見交換等をはじめ、勉強会、講習会といっ

た活動を継続するとともに、採用増や人材育成、働き方改革につながるような具体的
な活動を目指すこととし、継続的な活動を進めていく。

６ インフラメンテナンス小委員会
社会基盤施設の維持管理に関する研究の一環として、以下の活動を行う。
①道内のインフラメンテナンスの充実に資する情報収集・提供
②そのための情報収集の一環として、外部講師による講演会を企画・実施する

建マネ会員数
●賛助会員（団体）２０団体（平成30年6月15日現在）
●賛助会員（企業）８４企業（平成30年6月12日現在）

年会費
●賛助会員(企業) 20,000円

会員になると
●建マネ主催の各種講演会へのご案内
●各研究小委員会への参加で、多様な人との情報交換
●多様な人との懇親

会員への参加をお待ちしてます
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