一般社団法人 日本砕石協会

砕石フォーラム2018［第45回全国砕石技術大会（横浜）］のご案内
後援： 骨材資源工学会

Ⅰ．会

期

Ⅱ．会

場

平成30年10月10日(水)～12日(金)

1.講演会

神奈川県民ホ－ル 小ホ－ル
神奈川県横浜市中区山下町3-1

2.懇親会

TEL 045-633-3696

ローズホテル横浜 ２階 ザ・グランドローズボールルーム
横浜市中区山下町77番地(横浜中華街) TEL 045-681-2914

3.見学会

Aｺｰｽ：芳村石産㈱美山事業所、東京活用土協同組合（細尾鉱業㈱現場）
出発 八王子駅 9：30

～解散 八王子駅 15：00頃 (昼食あり）

Ｂｺｰｽ：甲州砕石㈱初狩鉱業所、山梨県立リニア見学センター
出発 八王子駅 9：15

～解散 八王子駅 15：10頃 (昼食あり）

Ⅲ．交通案内
「会場へのアクセス」をご参照ください。
Ⅳ.参加費 （1名につき、消費税込）
講演会費

懇親会費

Ａコース
見学会費

Ｂコース
見学会費

正 会 員

8,000円

10,000円

6,000円

8,000円

賛助会員

10,000円

12,000円

6,000円

8,000円

一 般

10,000円

12,000円

―

―

※一般の方の参加申込は一般社団法人日本砕石協会事務局
担当者：味岡 （あじおか） 宛 eメールまたは電話にてお問合せお願いします。
一般社団法人日本砕石協会 : 電話 03-5435-8830
事務局担当宛eメール :

y.ajioka@saiseki.or.jp

Ⅳ．講演会・懇親会(表彰式）
第1日

10月10日（水）

【会場：神奈川県民ホール 小ホ－ル】
12：00～ 受付開始

（以下 敬称略）

12：30～ 開会挨拶
13：00

【一般講演 1】
砕砂の粒度分布が生コンのフレッシュ性状に及ぼす影響について
近畿砕石協同組合 技術委員会 委員長 好田 裕之

13：20

【一般講演 2】
砕石粉をブレンドした砕砂「カクテルサンド」について
中央砕石㈱ 事業支援部 部長代理 松下 晴彦

13：40

【特別講演 1】
採石業における労働災害防止について
建設業労働災害防止協会 安全管理士 水野 健介

14：40

休

憩

14：50

【一般講演 3】
トイレットペーパーを利用した法面緑化種子吹付け作業
吉澤石灰工業㈱ 採鉱部 技術グループ 主査 松原 慎介

15：10

【一般講演 4】
採石跡地の「ふるさとの山づくり」とわが社における安全衛生活動
塚田陶管㈱ 業務課 課長 土屋 守

15：30

【研究助成事業報告 1】
プロピオン酸カルシウムを用いたアルカリ骨材反応の抑制に関する研究
愛知工業大学 工学部 土木工学科 教授 岩月 栄治

16：00

【賛助講演 1】
商品紹介 PC490-11N0、PC700LC-11
コマツ 国内販売本部 事業企画部 商品・QAグループ 主査 表西 秀忠

16：10

【賛助講演 2】
原石山における移動式破砕機と仮設コンベアを使ったコストダウンについて
宇部興産機械㈱ 破砕機グループ 大宮ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ長 濱谷 直樹

16：20

【賛助講演 3】
新型ＰｏｗｅｒＲＯＣ Ｔ45 製品紹介
エピロックジャパン㈱ マーケティング部 プロダクトマネージャー 小串 雅則

16：30

【賛助講演 4】
最新式 自走式砕石プラント
㈱中山鉄工所 企画開発課 主任 市瀬 賢治

16：40

講演会終了

懇 親 会 （表 彰 式）
10月10日(水) 17：00～
ローズホテル横浜 ２階 ザ・グランドローズボールルーム
横浜市中区山下町77番地(横浜中華街)
TEL 045-681-2914

第2日

10月11日（木）

【会場：神奈川県民ホール 小ホ－ル】
9：00～ 入場
9：10

【一般講演 5】
採石(砕石)業の今後の経営戦略について
加藤産業㈱ 営業部 営業課長 山口 泰典

9：30

【研究助成事業報告 2】
アルカリ溶融を活用した砕石ケーキからのジオポリマーセメント製造技術の開発
千葉大学 大学院 工学研究科 准教授 和嶋 隆昌

10：00

【一般講演 6】
(仮題)ドローン×砕石業
㈱桃生石産 代表取締役 土井 康博

10：20

休

憩

10：30

【特別講演 2】
(仮題)砕石とコンクリートの品質について ※砕石とコンクリートの乾燥収縮について
㈱竹中工務店 大阪本店 技術部 専門役 岩清水 隆

11：00

【一般講演 7】
茨城県再生砕石需給調査システムについて
茨城県砕石事業協同組合 専務理事 須藤 修一
（一財）茨城県建設技術管理センター 建設副産物リサイクル事業部 羽持 和巳

11：20

【賛助講演 5】
超大型ブレーカ開発について
古河ロックドリル㈱ 開発設計部 さく岩機設計課 主務 井上 節

11：30

【賛助講演 6】
ＦＭＳ（鉱山運行管理システム）とＡＨＳ（ダンプトラック自律走行システム）のご紹介
日立建機㈱ 顧客ソリューション本部 副本部長 安田 知彦

11：40

【賛助講演 7】
ＡＩ、ＩＯＴを活用した安全安心の配車出荷管理システム
ＣＢＭ㈱ システム事業部 常務取締役システム事業部長 白木 竜明

11：50

【賛助講演 8】
（仮題）新機種（もしくは設備）の紹介
㈱アーステクニカ 技術部 破砕技術課 課長 高田 浩

12：00

昼 食 休 憩

13：00

【研究助成事業報告 3】
砕砂の流動性の定量評価に関する研究
岩手大学 理工学部 助教 鴨志田 直人

13：30

【賛助講演 9】
『運搬を変える！』

“25ｔ積載 コンパクトトレーラー”
㈱上陣 取締役副社長 近藤 康

13：40

【賛助講演 10】
Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ 次世代大型油圧ショベルのご紹介
キャタピラージャパン(同) 商品サポート部 大友 将也

13：50

【賛助講演 11】
耐摩耗鋼ＡＢＲＥＸのご紹介
新日鐵住金㈱ 厚板営業部 厚板第一室 主幹 小林 正典

14：00

【賛助講演 12】
砕石作業に対応するマスクについて
㈱重松製作所 営業本部 企画部 担当部長 渡邉 雅之

14：10
14：20

休

憩

【賛助講演 13】
ロードライト360°(ロードアウト） 砕石現場での積み込み管理システム
サイテックジャパン㈱ ペイロード担当 綾部 信幸

14：30

【賛助講演 14】
砕石地盤改良 エコジオ工法
エコジオ工法協会 事務局 ㈱尾鍋組 広報委員長 中村 正則

14：40

【賛助講演 15】
新型ＥＤＤについて
カヤクジャパン㈱ 技術部 中村 聡磯

14：50

【賛助講演 16】
業界初の低価格硬化肉盛用シームレスワイヤ
ユテクジャパン㈱ 営業技術 顧問 平石 正廣

15：00

【賛助講演 17】
「ストーンコラム工法による新たな市場開拓」 年間40万トンの砕石を使う
日本砕石地盤改良協会 ハイスピードコーポレーション㈱ 副会長 堀田 誠

15：10

閉会挨拶

第3日

10月12日（金）

【見学会】

【Ａコース予定】
◇見学先
① 芳村石産㈱美山事業所
② 東京活用土協同組合（細尾鉱業㈱現場）
・建設工事等で副次的に発生する土砂などを採石跡地へ受け入れている組合
◇スケジュール
09：20 ＪＲ八王子駅南口周辺 集合 ⇒ 09：30 出発 ⇒
⇒ 10：00 芳村石産㈱美山事業所着 ⇒ 見学 ⇒ 11：45 出発 ⇒
⇒ 昼食 ⇒ 13：10 東京活用土協同組合着 ⇒ 見学
⇒ 14：20 出発

15：00 JR八王子駅南口周辺 解散

◇参加費 6,000円 (昼食代込）
【Ｂコース予定】
◇見学先
① 甲州砕石㈱初狩鉱業所
② リニア見学センター
・時速500Kmで走行するリニアモーターカーの見学
◇スケジュール
09：05 ＪＲ八王子駅南口周辺 集合 ⇒ 09：15 出発 ⇒
⇒ 10：15 甲州砕石㈱初狩鉱業所着 ⇒ 見学 ⇒ 12：00 出発 ⇒
⇒ 昼食 ⇒ 13：10 リニア見学センター着 ⇒ 見学
⇒ 14：10 出発

15：10 JR八王子駅南口周辺 解散

◇参加費 8,000円 (昼食代込）
【Ａ・Ｂコース共通の連絡事項】
(１)集合場所までと解散場所以降の乗車券等の費用は各自にてご負担ください。
(２)集合場所等の詳細連絡は、10月10日(水)～11日(木)の講演会場受付にて
ご案内致します。
（3）定員はAコース25名、Bコース20名となります。
御希望者多数の場合は調整させて頂きます。
※見学時の緊急連絡用に携帯電話番号を把握させて頂きます。

会場へのアクセス

ローズホテル横浜

・鉄道を利用の方
みなとみらい線

「日本大通り」駅下車 3番出口より 徒歩6分
「元町中華街」駅下車 1番出口より 徒歩12分

横浜市営地下鉄

「関内」駅下車 1番出口より 徒歩15分

JR線

「関内」駅南口または「石川町」駅北口下車 徒歩15分

・羽田空港を利用の方
羽田空港（第1・第2ターミナル1階10番乗り場）から、みなとみらい方面
山下公園直通バス 乗車29分 徒歩2分にてお越しください。
（バスは要予約：京急高速バス03-3743-0022）

