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R 2 　SUM （一社）日本建設機械施工協会
中国支部

新支部長に「河合 研至氏」が就任されました　～第 ９ 回支部通常総会を開催～

（一社）日本建設機械施工協会中国支部は、
第 ９回通常総会を ５月18日広島YMCA本館に
おいて、支部団体会員76社（うち委任状68社）
の参加のもとに開催しました。ただ今回は、
「新型コロナウイルスの感染拡大防止措置」
の観点から通常より大幅に規模を縮小して主
要議題のみでの開催とし、本部からの外出自
粛要請等を考慮し、例年総会開催に合わせて
実施している諸行事は中止としています。
冒頭、河原支部長の挨拶では、「第 ９回通常総会を開催するにあたりまして、一言ご挨拶申し上げ
ます。新型コロナウイルスの感染拡大の防止の緊急事態宣言の中、出席ありがとうございました。
本日は通常総会でありますが、今回は、出席者も議題も最小限に限らせていただき、開催方法も変
更して開催させていただきました。
昨年度の当支部の事業は、12月以降開催方法を一部変更したりしておりますが、行事につきまして
はほぼ予定通り開催することができました。これも皆様のご尽力によるものと感謝申し上げます。
今回のパンデミックの影響は、社会経済に限らず、我々の個々の生活にまで大きな影響を及ぼして
おります。このことは、新型コロナウイルス感染の影響が収束した後において、当協会の目的、ある
いは強みを再度見直し、取り組むべき方向や指導・活動等の内容について見直していくことに繋がる
のではないかと思います。いろいろなことが変わらざるを得ない状況にあり、変化に対応しつつ取り
組んでいく必要があります。本日は、新型コロナウイルス感染の影響など見通しが悪い中ではありま
すがご審議をいただきたいと思います。よろしくお願いします。」と、昨今の情勢を踏まえた中国支
部の方針を踏まえつつ、総会での審議および支部活動への協力要請が伝えられました。

なお、総会議事は次の通りで、いずれも原案通
り承認されました。　

第 1号議案　令和元年度事業報告について
第 2号議案　令和元年度決算報告について
第 ３号議案　令和 2・ ３年度役員選任について
第 ４号議案　令和 2年度事業計画（案）について
第 ５号議案　令和 2年度収支予算（案）について



また、これまで支部長を務めて頂いた河原能久
様におかれましては、今回の総会をもって支部長
を退任されることになりました。河原様には、平
成21年度から11年の長きにわたり当協会支部をご
指導いただき誠にありがとうございました。
なお、河原様には、当協会の田崎会長より「感
謝状」を総会の席上で贈呈しました。

後任の新支部長には、広島大学大学院先進理工
系科学研究科先進理工系科学専攻教授の河合研至
様に就任いただくことになりました。
河合新支部長からは「この新型コロナウイルス
感染の影響により中国支部も非常に厳しい状況下
にあると伺いました。まずは新型コロナウイルス
の早い収束を願いますとともに、協会の発展のた
め微力ながら務めさせていただきますので、どう
ぞよろしくお願い致します。」と就任の挨拶があり
ました。

令和 2年度「建設の機械化施工優良技術者表彰」では、会員各社から推薦された『運転整備部門 2
名、管理部門 ３名、技術開発部門 1名の計 ３部門 6名の優良技術者』が受賞されることになり、表彰
状と記念品が贈られるところでしたが、新型コロナウイルスの関係で表彰式を開催できませんでした
ので、別途関係者のもとに送ることとしました。
今年度の優良技術者表彰を受賞された方々は次のとおりです。

運転整備部門
清水　遼太　：前田道路（株）中国支店
宮下　正士　：日本道路（株）中国支店

管理部門
川西　裕幸　：新光産業（株）建設事業部
木本　和博　：五洋建設（株）中国支店
西島　明宏　：鹿島道路（株）中国支店

技術開発部門 楢崎　　茂　：復建調査設計（株）道路地域整備部

また、例年であれば、引続き記念講演会が行われるところですが、同様に、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止を踏まえて中止しました。



国土交通省コーナー

中国地方整備局では、災害応急対策や防災活動に対する協力又は支援等において特に顕著な功績があった
団体や個人を対象に「災害対策関係功労者」の表彰を行っています。平成３１年４月～令和元年１１月迄に発生
した災害を対象とし、支援頂いた５１団体を表彰しました。６月下旬からの大雨［九州地方］、台風１０号［島根県
内］、８月前線による大雨［山口県内、九州地方］、台風１７号［島根県内］及び令和元年東日本台風（台風１８号）
［東北地方、関東地方］の被災地支援に際し、休日、夜間を問わず、過酷な状況下において迅速かつ的確な応急
対策等の対応を頂きました。心よりお礼申し上げます。
新型コロナの影響で贈呈式は行えませんでしたが、近隣事務所長等より感謝状をお渡ししております。

表彰団体名 所在地 事 象

（株）井木組 鳥取県 東日本台風

★ 出雲土建（株） 島根県 台風１０号、東日本台風

（株）井中組 鳥取県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

今井産業（株） 島根県 東日本台風

今岡工業（株） 島根県 台風１０号

馬野建設（株） 鳥取県 東日本台風

栄光テクノ（株） 岡山県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

大津建設（株） 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

★ 大畑建設（株） 島根県 東日本台風

大林道路（株）
中国支店

広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

（株）奥野組 岡山県 東日本台風

★ （株）加藤組 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

（株）共栄組 鳥取県 東日本台風

（株）興洋工務店 鳥取県 東日本台風

こおげ建設（株） 鳥取県 東日本台風

山陽建設（株） 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

山陽工業（株）
広島県 ６月下旬からの大雨、８月前線に伴う

大雨、東日本台風

（株）重道組 鳥取県 東日本台風

★ 大栄建設（株） 山口県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

大成ロテック（株）
中国支社

広島県 東日本台風

★ 大福工業（株） 島根県 台風１０号、台風１７号

★ （株）大和エンジニ
ヤリング

広島県 東日本台風

大和建設（株） 島根県 台風１０号

（株）チュウブ 鳥取県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

（株）土井豆組 島根県 台風１０号

★東亜道路工業
（株）中四国支社

広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

表彰団体名 所在地 事 象

（株）トガノ建設 島根県 台風１０号

（株）トヨタレンタリー
ス新埼玉

埼玉県 東日本台風

永井建設（株） 島根県 東日本台風

★ （株）中筋組 島根県 台風１０号、台風１７号

錦建設（株）
広島県 ６月下旬からの大雨、８月前線に伴う

大雨、東日本台風

★ （株）ＮＩＰＰＯ
中国支社

広島県 東日本台風

★ 沼田建設（株） 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

（株）野村組 島根県 東日本台風

蜂谷工業（株） 岡山県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

★ （株）原工務所 島根県 東日本台風

日立建設（株） 山口県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

（株）フクダ 島根県 台風１０号、台風１７号

富士建設（株） 広島県 東日本台風

フジタ道路（株）
広島支店

広島県 東日本台風

（株）伏光組 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

藤田工業（株） 山口県 東日本台風

★ 前田道路（株）
中国支店

広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

（株）増岡組
広島本店

広島県 東日本台風

★ 松江土建（株） 島根県 東日本台風

三島産業（株） 広島県 東日本台風

（株）みたこ土建 鳥取県 東日本台風

美保テクノス（株） 鳥取県 東日本台風

宮川興業（株） 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

宮田建設（株） 広島県 ８月前線に伴う大雨、東日本台風

山口建設（株） 島根県 東日本台風

国土交通省コーナー

（五十音順敬称略）

★印は、 （一社）日本建設機械施工協会中国支部の協会員



新入会員紹介新入会員紹介

　これからも、高い技術力と経験を生かし、人と人、自然と人、街と人が共存して
いく新しい環境整備をめざし、多様なニーズにお応えしていきます。

住む人が自然と調和できる
地域環境づくりを目指します

　創業以来、主に河川、道路、下水道などの公共工事を中心に行ってまいりまし
た。国土交通省中国地方整備局より「優良工事施工団体」としての局長表彰を平成
6年に初めて受賞以来27年間で通算14回受賞しており、より良い仕事を目指してい
ます。
　毎年、公共事業削減が続く中、民間工事へのシフトを図るため大規模な宅地造成
工事や民間開発型（業務代行方式）の土地区画整理事業を提案から施工まで行って
おります。

〒693-0033 島根県出雲市知井宮町138番地3
TEL 0853-22-4118 FAX 0853-22-4195
http://www.i-doken.co.jp

自然に学び、地域に生かす

令和 ２年度の「建設機械施工技術検定試験」について（令和 ２年 ６月 １日現在）

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、今年度の試験日程に変更が生じています。
延期となる試験日程につきましては、７月下旬頃を目安に本協会ホームページ上にてお知らせする予

定です。
受検者の皆様には、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、感染症拡大防止へのご協力と皆様の安

全のため、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
https://jcmanet-shiken.jp/

編集後記

ここのところ明けても暮れても新型コロナウイルスの事を聞かない日はありません。せめて、目に見
えるようなものであれば対処もしやすいでしょうが、有効的な治療薬が開発され、ワクチンの接種が始ま
るまでは、一人ひとりが「新しい生活様式」を日常生活の中で取り入れて実践するしかないと思っている
ところです。
さて、CMnavi５５号ですが、例年ならこの ４月以降に中国支部において取り組んだ発表会やセミナーの

報告を掲載させていただくところですが、計画していた内容は中止や延期をせざるを得ないこととなり、
通常の 8ページ組から ４ページ組に変更しました。今後は感染状況を見ながらにはなりますが、中国支部
では発表会やセミナーの開催に努めて参りますので、皆様方には極力参加して頂くようお願いします。
� 広報部会　
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