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Ⅰ．法人の概要

１．設立趣旨
この法人は、１９４８年２月２日、会員相互の連絡協調の下にセメント産業に関する諸般の調査・研究
を行い、セメント消費者の便益を図り、併せて会員の親睦を図るとともに、民主主義に基づきセメント産
業の健全な発達を促すことを目的に設立された。

２．設立年月日
１９４８年 ２月 ２日 設立
１９４８年１１月１８日 社団法人として設立登記
２０１３年 ４月 １日 一般社団法人へ移行登記

３．定款に定める目的
この法人は、ポルトランドセメント及び同系に属する各種セメントの生産、流通、消費等並びにセメン
ト製造業に関する技術、環境、労働、安全等の調査・研究、対策の企画・推進等を行うことにより、セメ
ント製造業の健全な発展を図り、もって、わが国産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とす
る。

４．定款に定める事業内容
（１）セメント技術の向上のための研究開発支援
（２）セメント・コンクリート知識の普及、技術の向上を目指した啓蒙活動及びこれらに付随する調査・情
報収集
（３）環境に配慮した生産体制の確立、地球温暖化問題への対応及び循環型社会形成のための環境改善、セ
メント業界における循環型社会構築への貢献に関する理解の促進
（４）セメント規格の標準化の推進
（５）セメントの生産、流通及び消費に関する調査、統計の実施
（６）業界として政府等に対する意見具申或いは要望活動の実施
（７）前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

５．会員の状況
２０２０年３月３１日現在、本邦におけるセメント製造業を営む法人１７社が加盟。

６．主たる事務所・従たる事務所（支所の状況）
（１）主たる事務所
本 部 ； 東京都中央区日本橋本町一丁目９番４号
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（２）従たる事務所
研究所 ； 東京都北区豊島四丁目１７番３３号

７．役員等に関する事項
（１）理 事
ア．補欠選任
２０１９年 ４月 １日付
泉 原 雅 人（宇部興産株式会社 代表取締役 社長執行役員）
[山 本

謙]

２０１９年 ７月２５日付
尾 崎 主 税（日立セメント株式会社 代表取締役 社長執行役員）
[株 木 貴 史]
２０１９年１０月 １日付
乾

敏 一

[木 村 耕太郎]
イ．新規就任
２０１９年１０月 １日付 理事 木 村 耕太郎
ウ．辞 任
２０２０年 ３月３１日付 理事 木 村 耕太郎
（２）副会長（補欠選定）
２０１９年 ４月 １日付
泉 原 雅 人（宇部興産株式会社 代表取締役 社長執行役員）
[山 本

謙]

（３）専務理事（補欠選定）
２０１９年１０月 １日付
乾

敏 一

[木 村 耕太郎]

８．委員会委員に関する事項
人事異動に伴い、以下のとおり委嘱した。
（１）政策審議会
[２０１９年 ４月 １日付]
委 員

宇部社

泉 原 雅 人（取締役 社長執行役員）
[山 本

謙]

2

（２）総務委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
委員長代行

太平洋社

朝 倉 秀 明（取締役 常務執行役員）
[松 島

茂]

（３）流通委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
副委員長

宇部三菱社

一ツ木

正（取締役 常務執行役員）

[水 野 達 郎]
[２０１９年 ７月２５日付]
委 員

八戸社

久 光 崇 之（営業部長）
[内 村 典 文]

委 員

敦賀社

三 上 立 人（常務取締役）
[松 本 好 弘]

（４）生産・環境委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
委 員

デンカ社

辻

均（インフラ・ソーシャルソリューション部門

[薬師神 義 久]

部門長補佐 兼 事業推進部長）

[２０１９年 ７月２５日付]
委 員

東ソー社

山 田 正 幸（取締役 常務執行役員）
[西 澤 恵一郎]

委 員

住友大阪社

土 井 良 治（取締役 常務執行役員）
[山 本 繁 実]

[２０１９年 ９月２６日付]
委 員

太平洋社

牛 木 保 司（執行役員 生産部長）
[上野山 佳 志]

[２０１９年１２月１９日付]
委 員

日立社

堀 邉

忍（執行役員 セメン製造部長

[上野山 佳 志]

兼 日立工場副工場長）

（５）国際委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
委 員

太平洋社

田 浦 良 文（常務執行役員）
[江 上 一 郎]

（６）開発・普及委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
委員長

宇部社

泉 原 雅 人（取締役 社長執行役員）
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[山 本
委員長代行

宇部社

小 山
[松 浪

委 員

太平洋社

謙]
誠（専務執行役員）
正]

吉 良 尚 之（執行役員 セメント事業本部 営業部長）
[朝 倉 秀 明]

（７）技術委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
委 員

宇部社

伊 藤 芳 明（執行役員 建設資材カンパニー
[小 山

委 員

デンカ社

誠]

辻

生産・技術部長）

均（インフラ・ソーシャルソリューション部門

[薬師神 義 久]

部門長補佐 兼 事業推進部長）

（８）地球温暖化対策特別委員会
[２０１９年 ４月 １日付]
委 員

宇部三菱社

一ツ木

正（取締役 常務執行役員）

[水 野 達 郎]
[２０１９年 ７月２５日付]
委 員

住友大阪社

土 井 良 治（取締役 常務執行役員）
[山 本 繁 実]

[２０１９年 ９月２６日付]
委 員

太平洋社

牛 木 保 司（執行役員 生産部長）
[上野山 佳 志]

（９）広報担当
[２０１９年 ４月 １日付]
委 員

宇部社

泉 原 雅 人（取締役 社長執行役員）
[山 本

謙]

９．役員会等に関する事項
（１）総 会
以下のとおり、総会の決議又は報告を省略した。
ア．２０１９年５月２３日 関根会長より提案、同日、全会員の同意書提出。
（ア）２０１８年度「貸借対照表」及び２０１８年度「損益計算書（正味財産増減計算書）
」の承認
（イ）２０１９年度 会費仮拠出金分担額の承認
（ウ）２０１８年度 事業報告
イ．２０１９年７月２５日 不死原副会長より提案、同日、全会員の同意書提出。
理事 株木貴史氏の後任として、尾崎主税氏（日立セメント株式会社・会員代表者）を２０１９
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年７月２５日付で補欠選任すること
ウ．２０１９年９月２６日 関根会長より提案、同日、全会員の同意書提出。
（ア）理事（専務理事）木村耕太郎氏の後任として、乾 敏一氏を２０１９年１０月１日付で補欠選任
すること
（イ）木村耕太郎氏を２０１９年１０月１日付で理事に追加選任すること
（ウ）木村専務理事の辞任に伴い、２０１９年度に限り常勤役員に対する報酬総額を５，５００万円に
変更すること
エ．２０２０年３月２６日 関根会長より提案、同日、全会員の同意書提出。
理事 藤本朋二氏の後任として、山本

学氏（敦賀セメント株式会社・会員代表者）を２０２０年

４月１日付で補欠選任すること
（２）理 事 会
ア．以下の事項について審議し、承認した。
（ア）第７９６回理事会（２０１９年５月２３日開催）
ａ．２０１８年度 事業報告
ｂ．２０１８年度 決算
ｃ. ２０１９年度会費仮拠出金
（イ）第７９７回理事会（２０１９年７月２５日開催）
ａ．役員候補選考
ｂ．
「コンクリート甲子園」への賛助
（ウ）第７９８回理事会（２０１９年９月２６日開催）
ａ．役員候補等選考
ｂ．２０１９年度予算変更
ｃ．令和２年度税制改正要望
（エ）第７９９回理事会（２０１９年１０月２４日開催）
ａ．論文賞選考委員及び研究奨励金審査委員委嘱
ｂ．
「セメント産業の事業継続計画（ＢＣＰ）
」
（オ）第８００回理事会（２０１９年１２月１９日開催）
「２０５０年を展望した温暖化対策の長期ビジョンの検討」
【内部版】
（カ）第８０１回理事会（２０２０年２月２７日開催）
ａ．次期役員選考委員会の設置
ｂ．２０２０年度需要見通し（国内、輸出）
（キ）第８０２回定時理事会（２０２０年３月２６日開催）
ａ．役員候補者選考
ｂ．２０２０～２０２１年度役員候補者選考
ｃ．２０２０年度事業計画及び予算
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ｄ．２０２０年度４・５月分暫定会費拠出
ｅ．協会活動への貢献者表彰
ｆ．
「脱炭素社会を目指すセメント産業の長期ビジョン」
【公表版】
ｇ．第４８回論文賞受賞論文
ｈ．第３４回研究奨励金交付対象者
ｉ．諸規程の改訂
イ．以下のとおり、理事会の決議を省略した。
（ア）２０１９年９月２６日 関根会長より提案、同日、全理事の同意書提出。
専務理事 木村耕太郎氏の辞任に伴う後任として、理事 乾 敏一氏を２０１９年１０月１日付
で専務理事に補欠選定すること
（イ）２０１９年１１月１４日 関根会長より提案、同日、全理事の同意書提出。
令和元年台風第１９号及び１０月２４日からの大雨に伴う災害に対する義援金として、予備費
から５００万円を支出し、日本赤十字社に拠出すること
（３）政策審議会
理事会提出議題、報告事項など当協会の運営に係る重要事項について審議したほか、委員会、特別委
員会の活動報告を受けて連絡調整を行った。
政策審議会の開催
第１回 （２０１９年 ５月２３日）
第２回 （２０１９年 ７月２５日）
第３回 （２０１９年 ９月２６日）
第４回 （２０１９年１２月１９日）
第５回 （２０２０年 ２月２７日）
第６回 （２０２０年 ３月２６日）
（４）委 員 会
ア．総務委員会
事業計画、事業報告、予算、決算、会費拠出金、寄附金等について審議し、理事会に上程したほか、
諸規程の改変等総務に関する事項及び税制について審議した。
（ア）総務委員会の開催
第２３５回（２０１９年 ５月１４日）
書 面 審 議（２０１９年 ９月１３日）
書 面 審 議（２０１９年１０月１５日）
書 面 審 議（２０２０年 ２月 ３日）
第２３６回（２０２０年 ３月１７日）
（イ）専門委員会の開催
財務専門委員会ＷＧ（１回開催）
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イ．流通委員会
月次生産・販売、関係官庁からの情報等について報告を受け、必要な対応について審議するととも
に、専門委員会からの討議事項について審議した。
（ア）流通委員会の開催
第７３９回（２０１９年 ４月２５日）
第７４０回（２０１９年 ５月２２日）
第７４１回（２０１９年 ６月２０日）
第７４２回（２０１９年 ７月２４日）
第７４３回（２０１９年 ９月２５日）
第７４４回（２０１９年１０月２３日）
第７４５回（２０１９年１１月２８日）
第７４６回（２０１９年１２月１８日）
第７４７回（２０２０年 １月２３日）
第７４８回（２０２０年 ２月２６日）
第７４９回（２０２０年 ３月２５日）
（イ）幹事会の開催
流通幹事会（１１回開催）
（ウ）専門委員会の開催
ａ．輸送専門委員会（６回開催）
ｂ．需要調査専門委員会（１回開催）
ウ．生産・環境委員会
省エネルギー、温暖化対策、廃棄物・副産物の使用、工場排ガス調査などの環境関連及び生産関連
の事項について審議した。
（ア）生産・環境委員会の開催
開催無し（新型コロナウィルス感染拡大防止のため２０２０年３月開催予定を中止）
（イ）幹事会の開催
生産・環境幹事会（８回開催）
エ．国際委員会
わが国セメント輸出の状況、ＡＣＰＡＣ会議など国際会議への参加等について審議した。
輸出専門委員会（２回開催）
オ．開発・普及委員会
セメント・コンクリートの需要創出活動、普及活動により、セメント・コンクリートの需要開発を
行った。
需要創出活動としては、セメント系補修・補強材料、コンクリート舗装、セメント系固化材等に関
する調査・検討・普及活動を行った。また、普及活動としては、コンクリートセミナー、技術セミナー、
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セメント系固化材の利活用セミナー、セメント系固化材個別講習会等を開催した。
（ア）開発・普及委員会の開催
第９６回（２０１９年 ８月 ５日）
第９７回（２０１９年１１月２５日）
（２０１９年１１月２６日）兼 現場見学会
第９８回（２０２０年 ３月 ６日）
（書面審議）
（イ）専門委員会の開催
ａ．コンクリート普及専門委員会（３回開催）
ｂ．セメント系固化材普及専門委員会（３回開催（うち１回は書面審議）
）
カ．技術委員会
セメント関連の規格・試験方法に関する調査・検討、セメント・コンクリート、コンクリート舗
装及びセメント系固化材に関する調査・検討、セメント技術大会に関する企画・立案、セメント・
コンクリート論文集等の技術刊行物の発行、研究奨励金交付者及び論文賞の選考、セメント受託試
験等を行った。
（ア）技術委員会の開催
書面審議（２０２０年３月１０日）
（イ）幹事会の開催
技術幹事会（４回開催）
（ウ）専門委員会の開催
ａ．規格専門委員会（４回開催）
ｂ．セメント化学専門委員会（５回開催）
ｃ．コンクリート専門委員会（３回開催）
ｄ．セメントコンクリート技術専門委員会（５回開催）
ｅ．舗装技術専門委員会（２回開催）
ｆ．セメント系固化材技術専門委員会（４回開催）
ｇ．セメント技術大会企画専門委員会（３回開催）
ｈ．環境安全品質検討委員会（１回開催）
ｉ．エトリンガイトの遅延生成（ＤＥＦ）検討会（４回開催）
ｊ．コンクリート舗装の長寿命化・信頼性向上技術検討会（１回開催）
ｋ．地盤改良マニュアル改訂編集委員会（１回開催）
（エ）その他の委員会の開催
ａ．セメント・コンクリート論文集編集委員会（２回開催）
ｂ．セメント協会論文賞選考委員会（３回開催）
ｃ．セメント協会研究奨励金審査委員会（２回開催）

8

（５）対策委員会
ア．広報対策委員会（２回開催）
セメント業界の社会資本整備と循環型社会への貢献のＰＲ等について審議した。
イ．セメント・コンクリート編集委員会（１回開催）
各号の記事候補、特集号のテーマ等について審議した。
ウ．労務管理対策委員会（１回開催）
労務管理及び労務政策に関する事項について審議したほか、労働諸問題について情報交換した。
エ．安全衛生対策委員会（２回開催）
セメント工場の安全衛生に関する方策について審議、情報交換した。
オ．資材対策委員会（幹事会２回開催）
国際会議、調査団の派遣、原燃料の確保等に関する事項について審議した。
（６）次期役員選考委員会
２０２０年３月２６日開催、２０２０～２０２１年度役員候補者（案）を選考し、第８０２回理事会
に上程した。

１０．許認可等に関する事項
な し
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Ⅱ．事業活動

１．研究支援事業
セメント技術の向上のための研究開発を支援するため、広く学界、産業界を対象に以下の事業を実施し
た。
（１）研究奨励金の交付
セメント化学及びコンクリート化学の研究振興並びに研究者の育成を図るため、日本の大学、高等専
門学校に所属する研究者を対象に、２０１９年度は以下の７名に対して合計７００万円を交付した。ま
た、２０２０年度の交付対象候補者５名を決定した。
①「再生セメント設計を見越した新たな高Ｃａ/Ｓｉ比Ｃ-Ｓ-Ｈの合成方法に関する検討」
（交付額１００万円） 新潟大学

鈴 木 一 帆

②「中性化したひび割れに対する自己治癒補修の適用可能性」
（交付額１００万円） 愛媛大学

河 合 慶 有

③「種々の画像解析に基づくセメント硬化体の炭酸化機構の解明」
（交付額１００万円） 北海道大学

高 橋 駿 人

④「コンクリートの細孔内水分と中性化の相互作用を考慮した鉄筋腐食モデル」
（交付額１００万円） 東京大学

大 野 元 寛

⑤「可溶性高分子材料によるコンクリート中のひび割れ形成と水和生成相への影響」
（交付額１００万円） 京都大学

橋 本 勝 文

⑥「点過程法による気泡間隔評価値の信頼性と実践手順の明確化」
（交付額１００万円） 金沢大学

五十嵐 心一

⑦「実構造物模擬供試体を用いた養生による表層品質の差異が縮小する現象の解明」
（交付額１００万円） 東京大学

横 山 勇 気

（２）セメント技術大会の開催
セメント製造及びセメント・コンクリートの材料科学に関する研究発表並びに技術交流の場として、
第７３回セメント技術大会をホテルメトロポリタン（池袋）で２０１９年５月８日から３日間開催した。
講演件数１３４件、特別講演１件、基調講演１件、参加者数６８０名。
また、優秀講演者１３名に表彰状と記念品を授与した。
（３）論文賞の授与
セメント・コンクリート論文集に掲載された論文の中から特に優秀と認められた以下の論文３件に対
して、２０１９年度論文賞を授与した。また、２０２０年度論文賞として３件の論文を決定した。
①「フライアッシュの反応性に及ぼす粒子特性の影響」
太平洋セメント株式会社

中 居 直 人

太平洋セメント株式会社

引 田 友 幸

太平洋セメント株式会社

細 川 佳 史
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太平洋セメント株式会社

内田 俊一郎

②「深海底におけるセメントモルタルの物理的特性と水和物の変化」
宇部興産株式会社

小 林 真 理

宇部興産株式会社

高 橋 恵 輔

東京海洋大学

山 中 寿 朗

(国研) 海洋研究開発機構

牧 田 寛 子

③「伝導型熱量計による混合セメントおよび混合材の品質評価手法に関する研究」
清水建設株式会社

依 田 侑 也

清水建設株式会社

清 村 俊 介

清水建設株式会社

黒 田 泰 弘

東京工業大学

坂 井 悦 郎

（４）論文検索システムの運営
当協会発行のセメント技術年報とセメント・コンクリート論文集を対象としたインターネットによる
論文検索サービスを提供した。
（５）研究所講演会の開催

２０２０年３月１０日、第５３回セメント協会研究所講演会「世界のセメント・コンクリート研
究の動き－第１５回セメント化学国際会議より－」を開催する予定であったが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため延期した。
（６）図書室の運営
セメント・コンクリートに関する図書、雑誌資料、規格類などを幅広く収集・所蔵し、学界、産業界
の研究者の閲覧に供した。

２．技術普及事業
ユーザーを始め、広く関係者に対してセミナー及び講習会の開催を通じて、セメント・コンクリートに
対する知識の普及、技術の向上を目指した啓蒙活動を実施した。また、コンクリート舗装の普及に向けて、
政府関係機関等との共同研究を実施した。
（１）補修セミナーほか
ア．２０１９年８月２８日、熊本県コンクリート診断士会の研修会において「セメント系補修・補強材
料の基礎知識」を講演した。参加者数１００名。
イ．２０１９年１０月１０日、宮崎県建設技術推進機構の２０１９年度コンクリート研修において「セ
メント系補修・補強材料の基礎知識」を講演した。参加者数９７名。
ウ．２０１９年１１月２６日、香川大学建築・都市環境コース３年生の授業で「セメント系補修・補強
材料の基礎知識」について講演した。参加者数６０名。
エ．
「セメント系補修・補強材料 製品紹介」を２０１９年８月に改訂・増刷した。
オ．具体的な使い方をわかりやすく解説する資料作成を目的に、セメント系補修・補強材料の事例調査
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を開始した。
（２）技術セミナー
ア．セメント系固化材の利活用セミナー
（ア）熊本会場
テーマ；
「セメント系固化材の拡がる用途と役割」
２０１９年１１月７日、熊本市において開催した。講演４件、参加者数１６７名。
（イ）福島会場
テーマ；
「セメント系固化材の拡がる用途と役割」
２０２０年１月２８日、福島市において開催した。講演４件、参加者数８９名。
（ウ）札幌会場
テーマ；
「セメント系固化材の拡がる用途と役割」
２０２０年３月１０日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。
イ．事例から学ぶセメント系材料の基礎知識セミナー
（ア）仙台会場
テーマ；
「コンクリート舗装・セメント系固化材・セメント系補修材の事例から」
２０１９年８月７日、仙台市において開催した。講演３件、参加者数２８７名。
（イ）広島会場
テーマ；
「コンクリート舗装・セメント系固化材・セメント系補修材の事例から」
２０１９年１０月３日、広島市において開催した。講演３件、参加者数３１８名。
ウ．コンクリート舗装に関するセミナー
（ア）名古屋会場
テーマ；
「ライフサイクルコストに優しい コンクリート舗装の入門セミナー」
２０２０年２月２０日、名古屋市において開催した。講演３件、参加者数１３４名。
（イ）新潟会場
テーマ；
「ライフサイクルコストに優しい コンクリート舗装の入門セミナー」
２０２０年３月１８日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。
エ．セメントの底力セミナー
大学生向けに「社会におけるセメントの役割」として、廃棄物・副産物の有効活用等、セメント産
業の環境貢献を中心とした「セメントの底力セミナー／出前授業、工場見学会」を以下のとおり開催
した。
（ア）東京農業大学
２０１９年４月１６日、地球環境科学部 生産環境工学科の学生を対象に、授業の一環として講
義を実施した。参加者数６６名。
（イ）山口大学
２０１９年４月２２日、工学部 社会建設工学科の学生を対象に、宇部社 伊佐セメント工場及び
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宇部セメント工場にて講義及び工場見学会を併せて実施した。参加者数２６名。
（ウ）北海道科学大学
２０１９年７月２２日、工学部 都市環境学科の学生を対象に、土木材料学の授業の一環として
講義を実施した。参加者数５５名。
（エ）大分大学
２０１９年７月８日、理工学部 創生工学科の学生を対象に、建築材料学の授業の一環として講
義を実施した。参加者数６６名。また、２０１９年１１月２１日、太平洋社 大分工場にて工場見
学会を併せて実施した。参加者数１９名。
（オ）関西大学
２０１９年８月６日、環境都市工学部 都市システム工学科の学生を対象に、住友大阪社 赤穂工
場にて講義及び工場見学会を併せて実施した。参加者数２３名。
（カ）日本大学
２０１９年１２月４日、理工学部 物質応用化学科の学生を対象に、三菱社 横瀬工場にて講義及
び工場見学会を併せて実施した。参加者数３８名。
（キ）九州大学
２０１９年１２月１０日、工学部 地球環境工学科の学生を対象に、土木材料学の授業の一環と
して講義を実施した。参加者数７８名。また、２０１９年１２月１６日、三菱社 九州工場、麻生社
田川工場にて工場見学会を併せて実施した。参加者数７８名。
（３）個別講習会及び他機関主催の講習会等へ講師派遣
ア．セメント系固化材個別講習会の開催
（ア）青森県測量設計業協会技術研修会
２０１９年４月２４日、青森市において開催した。参加者数１２０名。
（イ）大分大学
２０１９年６月２０日、理工学部 創生工学科建築学コース２年生を対象に開催した。
参加者数３０名。
（ウ）佐賀県建設技術支援機構 平成３１年度「建設技術職員専門研修／土質講座」
２０１９年７月１１日、佐賀市において開催した。参加者数７５名。
（エ）滋賀県建設情報センター「２０１９年度民間土木技術者研修」
２０１９年８月２７日、滋賀県において開催した。参加者数９３名。
（オ）地盤技術フォーラム「セメント系固化材セミナー」
２０１９年９月１２日、東京都において開催した。参加者数１４０名。
（カ）北海道土木技術会「地盤改良セミナー」
２０１９年１０月３１日、釧路市において開催した。参加者数３０名。
（キ）福岡県・平成３１年度建設技術等講習会「地盤改良セミナー」
２０１９年１２月３日、福岡県において開催した。参加者数１１７名。
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（ク）秋田大学
２０１９年１２月２４日、理工学部 土木環境工学コース２年生を対象に開催した。
参加者数５０名。
（ケ）北見工業大学
２０２０年１月２２日、工学部 社会環境工学科３年生を対象に開催した。参加者数５０名。
（コ）福井県建設技術公社「地盤改良研修」
２０２０年３月２４日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。
イ．他機関主催の講習会へ講師派遣
（ア）静岡県建設技術監理センター
２０１９年６月２７日、静岡市において開催した。参加者数５０名。
（イ）宮崎県建設技術推進機構
２０１９年１０月１０日、宮崎市において開催した。参加者数９７名。
（ウ）コンクリートメンテナンス協会 山口フォーラム
２０１９年５月１３日、宇部市において開催した。参加者数１５５名。
（エ）コンクリートメンテナンス協会 広島フォーラム
２０１９年５月１５日、広島市において開催した。参加者数６１７名。
（オ）コンクリートメンテナンス協会 東京フォーラム
２０１９年５月２３日、東京都において開催した。参加者数６９７名。
（カ）コンクリートメンテナンス協会 大阪フォーラム
２０１９年５月２９日、大阪市において開催した。参加者数８２９名。
（キ）コンクリートメンテナンス協会 山陰フォーラム
２０１９年６月５日、松江市において開催した。参加者数１９８名。
（ク）コンクリートメンテナンス協会 東北フォーラム
２０１９年６月２８日、仙台市において開催した。参加者数３３１名。
（ケ）コンクリートメンテナンス協会 四国フォーラム
２０１９年７月５日、高松市において開催した。参加者数２０７名。
（コ）コンクリートメンテナンス協会 岡山フォーラム
２０１９年７月１８日、岡山市において開催した。参加者数７７名。
（サ）コンクリートメンテナンス協会 福岡フォーラム
２０１９年７月２３日、福岡市において開催した。参加者数６７５名。
（シ）コンクリートメンテナンス協会 沖縄フォーラム
２０１９年８月１日、那覇市において開催した。参加者数２２５名。
（ス）コンクリートメンテナンス協会 東海フォーラム
２０１９年８月２０日、名古屋市において開催した。参加者数４２９名。
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（セ）コンクリートメンテナンス協会 北陸フォーラム
２０１９年８月３０日、新潟市において開催した。参加者数２６９名。
（ソ）コンクリートメンテナンス協会 北海道フォーラム
２０１９年９月５日、札幌市において開催した。参加者数２０４名。
（タ）コンクリートメンテナンス協会 高知フォーラム
２０１９年９月１９日、高知市において開催した。参加者数１６１名。
（チ）コンクリートメンテナンス協会 熊本フォーラム
２０１９年９月２６日、熊本市において開催した。参加者数１３０名。
（４）コンクリート舗装の共同研究
ア．土木研究所等との共同研究「コンクリート舗装の維持修繕工法の改善に関する検討」を推進した。
イ．北海道地区の産官学による北海道土木技術会コンクリート舗装小委員会に参画し、コンクリート舗
装の普及に向けた調査・研究活動に協力した。

３．環境改善対策事業
環境に配慮した生産体制の確立を進めるとともに、地球温暖化問題への対応、循環型社会形成のための
廃棄物等の受入れ、災害廃棄物の処理等、環境改善を推進した。また、セメント工場における廃棄物・副
産物の活用による循環型社会構築への貢献に関する一般消費者の理解を促進した。
（１）地球温暖化対策
ア．
（一社）日本経済団体連合会 低炭素社会実行計画フォローアップ
（ア）２０１３年度に策定した低炭素社会実行計画の進捗状況について、フォローアップを行った。
２０１８年度実績として、
「セメント製造用エネルギー原単位を２０１０年度実績から、２０２０
年度において３９ＭＪ／t－セメント低減、２０３０年度において１２５ＭＪ／t－セメント低減す
る」目標に対し、１３１ＭＪ／t－セメントの低減となった。
（イ）２０２０年１月２２日に開催された経済産業省 産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境
小委員会の製紙・板硝子・セメント等ＷＧにおいて、低炭素社会実行計画の２０１９年度のフォロー
アップ結果並びに目標見直し結果を報告した。
イ．セメント工場からの排ガス中のＣＯ２回収技術に関する調査
セメント工場からの排ガス中のＣＯ２回収技術について、最適な方法・条件を探ることを目的に、
(公財)地球環境産業技術研究機構へ研究を委託し、セメント工場からの模擬排ガスを用いたラボス
ケール実験を行い、不純物の影響を調査した。
エ．
「脱炭素社会を目指すセメント産業の長期ビジョン」の策定
標記ビジョンの検討を行い、策定・公表した。
（２）廃棄物・リサイクル対策
ア．
（一社）日本経済団体連合会「循環型社会形成自主行動計画」フォローアップ
２０１８年度の実績についてフォローアップを行い、
（一社）日本経済団体連合会に結果を報告し
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た。
イ．廃棄物・副産物使用状況の調査
２０１ ８年度の各社における廃棄物・副産物使用量を調査し、「セメントハンドブック」

（２０１９年度版)などで調査結果を公表した。
（３）生産及び操業に関する調査並びにデータの公表
ア．生産及び操業に関する調査
セメント会社における生産及び操業に関する各種の調査（原料の使用量、廃棄物の使用量、設備の
設置状況他）を実施し、①セメントハンドブック ②セメント協会のホームページ ③産業のインベン
トリデータ（セメントのＬＣＩ）を公表した。
イ．国の事業等への協力
（ア）セメント製造に伴うＣＯ２排出量に係るデータ提供
環境省の温室効果ガスインベントリオフィス（ＧＩＯ）は、毎年「日本国温室効果ガスインベン
トリ報告書」を作成しており、本年度もセメント製造に伴うＣＯ２排出量の排出係数の算出用デー
タを提供した。

（イ）災害廃棄物処理支援ネットワーク（Ｄ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ）への参画
Ｄ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ情報交換会や災害廃棄物対策推進シンポジウムに参加し、平時より
環境省やネットワーク参加団体と情報交換した。
（４）セメント業界の循環型社会構築への貢献に関する一般消費者への理解の促進
ア．２０１９年４月５日、関西圏の小学生、その父兄を対象とした工場見学会を大阪科学技術館と
共催で住友大阪社 赤穂工場にて実施した。参加者数３６名。
イ．２０１９年８月７日、札幌市の小学生、その父兄を対象とした工場見学会を札幌市青少年科学
館と共催で日鉄社 室蘭工場にて実施した。参加者数３６名。
ウ．２０２０年３月２７日に、福岡県の小学生、その父兄を対象とした工場見学会を福岡市科学館
と共催で三菱社 九州工場にて実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止とした。
エ．２０２０年３月２７日に、首都圏の小学生、その父兄を対象とした工場見学会を科学技術館と
共催で太平洋社 埼玉工場及び埼玉太平洋生コン社 浦和工場にて実施する予定であったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。
オ．各地の科学技術館において、ホームページで実施中のクイズの案内と一般向けパンフレットを
配布した。

４．標準化推進事業
セメント分野の標準化を進めるため、関連する規格内容の検討・提案、解説の作成、規格維持のための
試験の実施等を行った。また、セメントの日本産業規格並びに国際規格に関する情報収集を行った。
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（１）セメントに関する日本産業規格の改正、制定に関する調査及び検討
ア．ＪＩＳ Ｒ ５２０４（セメントの蛍光Ⅹ線分析方法）に関する「セメント規格がわかる本」を作成
した。
イ．ＪＩＳ Ｒ ５２０３（セメントの水和熱測定方法（溶解熱法）
）の改正素案の検討を行った。
（２）ＩＳＯ／ＴＣ７４（Ｃｅｍｅｎｔ ａｎｄ ｌｉｍｅ）への対応
ＩＳＯ／ＴＣ７４（Ｃｅｍｅｎｔ ａｎｄ ｌｉｍｅ）より、ＩＳＯ ６７９:２００９（セメント 強さ
試験方法）及びＩＳＯ ２９５８２－１:２００９（セメント 水和熱試験 - 第１部：溶解熱方法）の定
期見直しに関する意見照会(投票開始；２０２０年１月１５日、投票締切；２０２０年６月３日)があり、
これに対応した。

５．調査事業
（１）統計の作成、公表
ア．生産・出荷・在庫状況、原料・エネルギー使用状況、廃棄物・副産物使用状況、国内販売、輸入、
輸出、輸送、資材に関する統計を作成するとともに、定例記者会見やホームページ等を通じて公表し
た。
イ．アジア７カ国の需給に関するデータを取りまとめ、各国へフィードバックした。また、定例記者会
見、ホームページ等を通じて公表した。
（２）調査、分析の実施
ア．需給関係
（ア）２０２０年度国内セメント需要予測及び輸出予測作業を行い、２０２０年２月に公表した。
（イ）国土交通省「建設資材需要連絡会 合同会議」に出席し、公共事業の予算・執行状況、各業界の需
給動向などについて情報共有を図った。出席者は、発注者である国土交通省、農林水産省、経済産
業省と建設資材・製品２１団体。
（ウ）国土交通省 近畿地方整備局「建設資材対策近畿地方連絡会」に出席し、建設資材の需給動向や建
設業界の現状について情報共有を図った。出席者は、発注者である国土交通省 土地・建設産業局、
近畿地方整備局及び各所管県担当部署と建設業団体、資材業者団体の団体。
（エ）国土交通省「道路における建設資材調達に関するあり方検討委員会」にオブザーバーとして出席
し、需給状況、供給体制などについて説明した。委員には、５名の学識者、オブザーバーにはセメ
ント協会、全国生コンクリート工業組合連合会、日本建設業連合会、日本道路建設業協会を含む 6
団体で構成されており、道路の維持・更新の際の建設資材調達のあり方を検討することを目的に開
催された。
（オ）
「独占禁止法遵守研修会」と題して、日比谷総合法律事務所によるコンプライアンス研修会を開催
した。
イ．輸送関係
（ア）国土交通省 港湾局長へ港湾整備に関する要望を申し入れた。
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（イ）安全帯の法改正と新規格への対応について、安全帯メーカーと情報交換した。
（ウ）船舶燃料油のＳＯｘ規制強化に関する関係業界の動向について、情報交換した。
（エ）計量法改正について、経済産業省と情報交換し対応を協議した。
（オ）トラックドライバーの労働時間改善について、国土交通省と意見交換した。
（カ）内航海運への要望及び課題について、国土交通省と意見交換した。
ウ．労務関係
（ア）労働災害及び労働疾病統計を作成し、安全衛生管理の向上に役立てるとともに、労働諸条件の調
査を行った。
（イ）会員各社及び他業界の労働問題について意見交換した。
エ．出版物等の発行
「セメントハンドブック」（生産・環境部門と共同で作成）２０１９年６月、１，８００部発行
した。
（３）国内外情報の収集及び提供
ア．ＡＣＰＡＣ会議を京都にて開催（７月）し、アジア７カ国（日本、韓国、台湾、フィリピン、タイ、
インドネシア、マレーシア）のセメント動向について情報交換した。総勢７８名参加、日本からは
２４名が参加し、入手した情報については定例記者会見やホームページ等を通じて公表した。
イ．日中石炭取引交流会（１１月北京）に出席し、情報交換した。中国側は政府関係者、石炭関係企業、
日本側はセメント、鉄鋼、電力等がそれぞれ出席。
ウ．国の事業等への協力
（ア）経済産業省、国土交通省、環境省等への情報提供、国の政策への協力
ａ．経済産業省 素材産業課に適宜、セメントの需給状況等を説明し、意見交換した。
ｂ．国土交通省 建設市場整備課等に適宜、セメントの需給状況を説明するとともに、公共事業の
執行状況等について懇談した。
（イ）関係機関、関係団体及びシンクタンク等への情報提供
ａ．
（一社）経済産業統計協会の月例研究会において、加盟１７団体の各業界の需給状況等につい
て情報交換した。
ｂ．
（一財）企業活力研究所の委員会において、業界動向等について意見交換した。
ｃ．セメント関連団体協議会懇談会（加盟７団体）に出席し、各業界の需給状況等について情報交
換した。
ｄ．国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要請に応じ、同機構主催のカザフスタン国別研修「産業部門の省
エネルギー／エネルギー監査と省エネ活動」研修に講師を派遣し、セメント産業の省エネルギー
の取り組みついて紹介した。
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６．需要開発等事業
需要拡大を目指したセミナー、講習会を開催するとともに、関係団体と連携したＰＲを行うことにより、
セメント・コンクリートの需要開発を推進した。また、講習会等を通じた啓蒙や顕彰事業を通じて、業界
を挙げて安全面、衛生面の向上に取り組んだ。
（１）コンクリートセミナー
第３０９回コンクリートセミナー
テーマ；
「いま求められるコンクリート像」
２０２０年２月６日、大阪市において開催した。講演５件、参加者数１３５名。
（２）関係団体等と連携したＰＲ活動
ア．コンクリート舗装の普及推進
（ア）コンクリート舗装の活用に関して有識者との懇談会を開催し、コンクリート舗装の課題や問題点
について意見交換した。
（イ）コンクリート舗装の普及に向けて、地方自治体へのコンクリート舗装に関する講習会を開催した。
（ウ）１ＤＡＹ ＰＡＶＥの施工実績調査を実施し、調査結果をホームページで公開した。
（エ）全生連と連携したコンクリート舗装の普及活動として、中国地区コンクリート舗装研修会へ講師
を派遣した。
イ．セメント系固化材の普及推進
（ア）セメント系固化材個別講習会など各種セミナーを通して、セメント系固化材の有効な使い方や最
新の地盤改良技術、委員会成果物等の普及・啓蒙活動を行った。
（イ）セメント系固化材関連で他機関が主催する技術研修会、講習会等からの講師派遣要請を受けて、
セメント系固化材の説明を行った。
（ウ）大規模災害に備えた工事、自然災害を受けた地域での復旧復興工事、全国で汎用的に実施されて
いる工事でのセメント系固化材を用いた地盤改良の適用事例について調査、取りまとめを行った。
（エ）海外での適用事例の調査として、香港国際空港の滑走路の新設工事、Ｔｕｎｇ Ｃｈｕｎｇ
Ｅａｓｔの住宅整備における埋立て工事、パリ市内地下鉄工事の視察及びフランス研究機関
（ＩＦＳＴＴＡＲ）との意見交換を行った。
（オ）土木研究所等との「建設発生土等の長期的な品質管理向上技術に関する共同研究」を推進した。
（カ）国土交通省「建設技術展示館」
、
「ＥＥ東北」
、
「建設技術フェア in 中部」
、フジサンケイビジネス
アイ「地盤改良技術展」へ出展し、セメント系固化材のＰＲ活動を行った。
（キ）セメント系固化材統計について調査、検討した。
（ク）各種講習会、需要動向、セメント系固化材技術資料及び報告書等について取材対応した。
（ケ）出版物等の発行
ａ．
「セメント系固化材製品紹介」を２０１９年４月に改訂・増刷した。
ｂ．
「セメント系固化材出荷基地リスト」を２０１９年７月に更新した。
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（３）安全衛生面等の取組み
ア．労務関連の大会、講習会、研修会の開催
（ア）第６９回セメント安全衛生大会
２０１９年６月６～７日、東京都において開催した。特別講演１件、研究発表８件、参加者数
２０７名。
（イ）第３８回ライン管理者研修会
２０１９年９月１７～１８日、東京都において開催した。参加者数２２名。
（ウ）第１１６回セメント安全講習会
２０１９年１０月２８～２９日、東京都において開催した。参加者数１８名。
（エ）第２回セメント業界衛生管理者能力向上教育
２０１９年１１月２０～２１日、東京都において開催した。参加者数１５名。
（オ）第１１７回セメント安全講習会
２０２０年１月３０～３１日、北九州市において開催した。参加者数２３名。
イ．安全・衛生面の取組み等
（ア）安全・衛生功労者の表彰（安全２５名、衛生２３名）
（イ）セメント安全・衛生優良事業場の表彰
ａ．安全優良事業場
① 安全大賞（連続無災害６年以上相当）
該当なし
② 安全優秀賞（連続無災害３年以上相当）
太平洋社 大船渡工場、太平洋社 熊谷工場、宇部社 宇部セメント工場、八戸社 八戸工場、
日立社 日立工場、
③ 安全優良賞（連続無災害１年以上相当）
日鉄高炉社 本社工場、住友大阪社 栃木工場、太平洋社 大分工場、宇部社 伊佐セメント
工場、三菱社 岩手工場
ｂ．衛生優良事業場
① 衛生大賞（連続基準達成年数６年以上）
三菱社 岩手工場
② 衛生優秀賞（連続基準達成年数３年以上）
八戸社 八戸工場、敦賀社 敦賀工場、琉球社 屋部工場、苅田社 苅田工場、宇部社
苅田セメント工場
③ 衛生優良賞（連続基準達成年数１年以上）
麻生社 田川工場、日立社 日立工場、住友大阪社 岐阜工場
（ウ）ポスター等によるバラトラックの安全対策の周知
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（エ）製造業安全対策官民協議会への参加
ａ．２０１９年６月２５日、第５回製造業安全対策官民協議会において、これまでの取組状況につ
いて報告があった。また、今後の活動方針について審議し、賛同した。
ｂ．２０１９年１０月１８日、第６回製造業安全対策官民協議会において、これまでの取組状況に
ついて報告があった。また、今後の活動方針について審議し、賛同した。
（４）新年賀詞交歓会の開催
２０２０年１月１５日、セメント業界新年賀詞交歓会をパレスホテル東京（東京都千代田区）におい
て開催し、セメント関連業界、官公庁、学会等から７５０名が参加した。

７．試験研究事業
セメント業界共通の技術的課題に対応するため、会員企業の研究者と共同で試験研究を実施した。
（１）専門委員会における各種の技術的な調査及び検討
ア．規格専門委員会
（ア）試験規格に関する正確な知識と習熟を目的に、ＪＩＳ Ｒ ５２０１及びＪＩＳ Ｒ ５２０３の試
験方法の解説ビデオの作製を継続した。
（イ）規格専門委員会並びにセメント化学専門委員会と共同で「コンダクションカロリーメーターによ
る水和熱測定の検討ＷＧ」を設置して、将来のＪＩＳ化を見据えた検討を行った。
イ．セメント化学専門委員会
蛍光Ⅹ線分析によるセメント中の微量成分の定量方法に関する検討を行った。
ウ．コンクリート専門委員会
（ア）実海洋環境下での塩分浸透性状の把握に関する共同研究（港湾空港技術研究所)を行った。
（イ）各種セメントを用いたコンクリートの施工性能について検討した。
エ．セメントコンクリート技術専門委員会
（ア）セメント・コンクリート技術に関する動向調査及び情報収集、関連業界との技術情報交換を行っ
た。
（イ）安全データシート（ＳＤＳ）及びラベル表示に関する調査を行った。
オ．舗装技術専門委員会
（ア）コンクリート舗装の路面性状に関する検討を行った。
（イ）供用性に関する追跡調査（供用２０年の福井県道ポーラスコンクリート舗装、供用３年の京都府
橋面舗装）を行った。
（ウ）スリップフォーム工法に適した舗装用コンクリートの配合等の検討を行った。
カ．セメント系固化材技術専門委員会
（ア）建設発生土等の品質管理手法に関する共同研究（土木研究所）を行った。
（イ）セメント固化処理土の長期安定性に関する共同研究（材齢１０年、港湾空港技術研究所)を行っ
た。
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（ウ）改良体の基礎物性に関する検討を行った。
キ．環境安全品質検討委員会
セメントの環境安全品質に関する論点及び基本的な考え方について検討を行った。
ク．エトリンガイトの遅延生成（ＤＥＦ）検討会
ＤＥＦに関する調査を行い、セメント業界として取り組むべき事項や実験研究の必要性等を検討し
た。
ケ．コンクリート舗装の長寿命化・信頼性向上技術検討会
コンクリート舗装の長寿命化・信頼性向上に資する５つの分科会の設置を行い、分科会ごとに検討
を開始した。
コ．地盤改良マニュアル改訂編集委員会
改訂の方向性を審議するとともに各章の担当者の割り振りを行い、改訂作業に着手した。
（２）セメントの品質に関する調査等
国内のセメントの品質について調査を行った。
（３）セメント共同試験の実施
セメント試験に関する技術の普及・向上のため、２０１９年１０月、日本産業規格（ＪＩＳ）試験一
般と外国規格試験の一部を含めたセメント共同試験を実施し、データを取りまとめた。
（４）クリンカーの鉱物組成に関する検討
廃棄物の利用拡大が可能となるクリンカーの鉱物組成の検討、そのクリンカーを使用したセメントの
水和活性の検討を行った。
（５）研究設備の維持及び研究員の能力開発
諸事業の遂行のため、研究設備の維持・管理を行うとともに、研究員の能力開発を行った。
（６）全国コンクリート工業組合連合会に対する委託研究
「スリップフォーム工法用舗装コンクリートのワーカビリティー試験方法に関する研究」、「生コン
クリートの強度管理試験の省力化に関する研究」をテーマに委託研究を実施した。
（７）ＩＳＯ ＴＲ２７９２２「セメント産業における二酸化炭素回収技術の概要」の作成への協力
ＩＳＯ／ＴＣ２６５／ＷＧ１において作成中の技術レポートＩＳＯ ＴＲ２７９２２「セメント産業
における二酸化炭素回収技術の概要」に関し、国内審議委員会を通して協力した。

８．広報・出版事業
セメント産業の貢献、セメント業界の状況等の情報を出版物など様々なチャンネルを活用して広報し、
国民の理解を深める取り組みを実施した。
（１）マスコミ等に対する広報活動
ア．広報担当理事、流通委員長と一般紙・業界紙の担当記者との定例記者会見を毎月１回開催し、需給
及び各委員会活動等のトピックスについて公表した。
イ．２０１９年１０月２４日、関根会長、小野副会長、不死原副会長、泉原副会長、麻生副会長、大西
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流通委員長と重工業研究会（通称；重工業記者クラブ）所属の記者及び業界紙記者との定例懇談会を
開催した。参加者１５社、１７名。
ウ．２０１９年１１月１９日、住友大阪社 栃木工場にて、マスコミを対象にセメント工場見学会を実
施した。参加者１５社、１８名。
（２）国民に向けた広報活動
ア．セメント業界の取組み、社会貢献を広くＰＲするために、新聞・雑誌等に関連広告を掲載した。こ
れに加えてセメント産業の果たしている社会的役割について一般の方々の認知度を上げるため、
「週
刊新潮」への広告掲載を継続した。
イ．ホームページによる情報提供を充実させるため、操作性の改善を図り、併せて小学生向けのクイズ
を継続実施した。
ウ．一般消費者等へ業界の環境貢献のＰＲを充実させるため、①各社で共通して利用できるＰＲパンフ
レットとして「セメントの底力」
、
「セメントの底力２」
、
「セメントは安全で快適な暮らしを支えるサ
ポーター」及び「環境にやさしいセメント産業」 ②ホームページでの「キッズ向けクイズ」告知ビラ
及びクリアファイルを作成し、会員会社で実施している工場見学会、環境関連イベント、関連学協会、
大学、ゼネコン等において広く配布し広報に努めた。
エ．首都圏の小・中学生を対象にセメント・コンクリートへの理解・促進を図るため、科学技術館サイ
エンス友の会において、２０１９年７月２６日、
「セメントで手形をつくろう」の実験教室を行った。
参加者数６５名。
（３）出版物の発行
ア．セメント・コンクリートの技術情報発信と普及・啓蒙及びセメント産業の環境貢献ＰＲとして、月
刊誌「セメント・コンクリート」
（Ｎｏ．８６６～８７７）を発行した。
イ．
「セメントハンドブック」及び英文パンフレット「Ｃｅｍｅｎｔ ｉｎ Ｊａｐａｎ（２０１９年度
版）
」を発行し、海外に情報発信した。
ウ．「環境にやさしいセメント産業２０１９」及び英文版「Ｔｈｅ Ｃｅｍｅｎｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ
ｉｎ Ｊａｐａｎ ２０１９」を発行し、海外に情報発信した。
エ．
「第７３回セメント技術大会講演要旨（ＣＤ－ＲＯＭ版を含む）
」を発行した。
オ．セメント・コンクリートに関する学術上、技術上の進歩発展に資するため、セメントに関連する広
範囲な論文を募集し、
「セメント・コンクリート論文集Ｖｏｌ.７３（電子版）
」を作成した。

９．標準物質販売、検査・試験受託事業
セメント・コンクリート技術の維持・向上に欠かせない標準砂や標準物質の提供を行うとともに、生コ
ン工場等から依頼される品質検査、試験、研究等を受託した。
（１）ＪＩＳ標準砂及びセメント標準物質の作製、管理及び販売
ア．蛍光Ｘ線分析用の認証標準物質１種を作製した。
イ．標準砂を９,０４７箱（１,３５７,０５０袋）
、販売した。
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ウ．標準物質（１５種類）を合計１,７３２箱、特殊試験用セメントを２７２袋、販売した。
（２）セメント受入れ検査の実施
生コン工場におけるセメント受入れ検査１０，２８０件を受託した。
（３）試験、研究の受託
セメントの各種試験１５件を受託したほか、豊浦硅砂の検査５件、試験用機械器具の検査３０件を受
託した。
（４）認定試験所の維持
ＪＩＳ Ｑ １７０２５に適合する試験所として登録を維持した。

１０．その他
（１）令和２年度税制改正要望
財務専門委員会ＷＧにおいて「平成３１年度税制改正要望」
（石油石炭税の免税措置の恒久化など全
２２項目）を取りまとめ、２０１９年９月度の理事会において承認後、記者発表し、自由民主党 税制調
査会、経済産業省及び（一社）日本経済団体連合会に提出した。
（２）生コン議員連盟 需要開拓小委員会
全国生コンクリート工業組合連合会・協同組合連合会からの要請により、生コン議員連盟 需要開拓
小委員会に藤原常務理事が出席し、情報提供した。
（３）情報システムの強化
データの外部漏洩対策として情報システムを強化するとともに、データの外部バックアップ体制を継
続した。

Ⅲ．事業報告の附属明細書

附属明細書に記載すべき事項は特になし。

以 上
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