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■ 機 械 部 会

■情報化機器技術委員会
月　日：4月 4日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 4名
議　題：① 2/18 開催の機械部会…幹事会
の報告・平成 25 年度の活動結果報告
と平成 26 年度の活動計画について・
6/6 開催の機械部会・製造業部会…合
同技術連絡会の議題（案）について　
②平成 26 年度活動計画の各テーマに
対する具体的取組と進め方について　
③「次世代社会インフラ用ロボット開
発・導入重点分野」の説明　④経産省
「省エネルギー型建機導入補助事業」
における情報化施工機器搭載建機につ
いて　⑤その他情報交換

■トンネル機械技術委員会・幹事会
月　日：4月 8日（火）
出席者：赤坂茂委員長ほか 10 名
議　題：① 2/18 開催の機械部会…幹事会
の報告　②各分科会の平成 25 年度活
動成果報告書の説明　③平成 26 年度
活動テーマ「トンネル工事用機械にお
ける排出ガス規制対応の現状の課題と
今後の展望」についての検討体制と実
施計画について　④ 4/22 開催予定の
トンネル機械技術委員会…総会の次第
について　⑤平成 26 年度の現場・工
場見学会について・新名神箕面トンネ
ル（NATM）・永田町霞ヶ関付近再構
築工事（H&V 工法）・中部横断自動
車道宮狩トンネル（ロングブーム吹付
機）・古河ロックドリル吉井工場　　
⑥その他

■油脂技術委員会及び日本ルーブリゾール
㈱工場見学会
月　日：4月 11 日（金）
出席者：豊岡司委員長ほか 21 名
場　所：日本ルーブリゾール株式会社…
衣浦事業所

議　題：1）油脂及び添加剤の試験設備
の見学 2）委員会会議①燃料・エンジ
ン油分科会・平成 25 年度実績最終報
告と平成 26 年度計画協議・BDF情報
（土木研究所（見学）の取組，JORA:…
BDFフォーラム（聴講）内容） ②高
効率作動油分科会・市販高効率作動油
まとめのご紹介・ユーザー向けアン
ケートの内容について　③規格普及促

進分科会・JCMAS 普及促進アンケー
トについて・JCMAS…P040 書面審議結
果について　④油脂技術委員会・平成
25 年度実績最終報告と平成 26 年度計
画協議・運用マニュアル訂正と JCMA
規格訂正・委員会運営マニュアルにつ
いて

■機械整備技術委員会
月　日：4月 11 日（金）
出席者：森三朗委員長ほか 9名
議　題：① 2/18 開催の機械部会…幹事会
の報告・平成 25 年度の活動結果報告
と平成 26 年度の活動計画・6/6 開催
の技術連絡会について　②ハイブリッ
ド・電動（バッテリー含む）建機の整
備の安全についての最終まとめ　③平
成 26 年度活動計画の各テーマについ
ての具体的な取組みと進め方について
④その他

■建築生産機械技術委員会  移動式クレー
ン分科会 WG

月　日：4月 15 日（火）
出席者：石倉武久分科会長ほか 6名
議　題：① 4/2 発注公告のラフテレーン
クレーンの作業燃費試験業務について
②ラフテレーンクレーンの作業燃費試
験方法の検討と今後の進め方について
③走行燃費の試験方法の検討について
④その他

■基礎工事用機械技術委員会高知海岸 堤
防耐震・液状化対策工事現場および工場
見学会
月　日：4月 17 日（木）
出席者：篠原慶二委員長ほか 18 名
見学場所：〔現場見学〕…高知県土佐市高
知海岸…新居工区

見学内容：鋼管杭の回転圧入による堤防
耐震・液状化対策工事〔工場見学〕㈱
技研製作所…本社工場・基礎工事用圧
入機械の製造工場

■コンクリート機械技術委員会
月　日：4月 17 日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 7名
議　題：① 2/18 開催の機械部会…幹事会
の報告・平成 25 年度活動結果報告，
平成 26 年度活動計画について・6/6
開催の機械部会・製造業部会…合同技
術連絡会について　②平成 26 年度活
動計画の各テーマに対する具体的取組
と進め方について　③機関誌連載中の
「コンクリート機械の変遷」の掲載割
振りと追加内容チェックについて　　
④ ISO/TC195 国際会議（5/13 ～ 16）
に向けた準備について　⑤その他

■トンネル機械技術委員会　総会
月　日：4月 22 日（火）

出席者：赤坂茂委員長ほか 26 名
議　題：①平成 25 年度の活動結果報告・
全体報告・建設生産システム変革分科
会活動報告・環境保全分科会の活動報
告・安全・安心分科会の活動報告　　
②DVD上映：トンネル機械の紹介（ヘ
グローダ，剪断二軸クラッシャー）　
③平成 26 年度活動計画と活動の進め
方について　④その他意見交換・事務
連絡

■トラクタ技術委員会
月　日：4月 25 日（金）
出席者：阿部里視委員長ほか 7名
議　題：①各社のトピックス　② 2 月
18 日開催の機械部会…幹事会の報告に
ついて・平成 25 年度の活動結果報告
と平成 26 年度の活動計画　③ 6/6 開
催の機械部会・製造業部会…合同技術
連絡会の議題について　④ホームペー
ジの更新について　⑤バイオディーゼ
ル燃料（BDF）の動きについて　　
⑥その他

■ 製 造 業 部 会

■製造業部会・小幹事会
月　日：4月 7日（月）
出席者：小室洋幹事長ほか 8名
議　題：①平成 25 年度の製造業部会…事
業報告について・作業燃費検討WG
の活動報告・マテリアルハンドリング
WGの活動報告・クレーン車道路走行
WGの活動報告　②平成 26 年度の製
造業部会…事業計画について・3/13 開
催の運営幹事会，3/18 開催の理事会
の報告を含む　③製造業部会…幹事会
の開催について　④ 6/6 開催の機械部
会との合同技術連絡会のテーマについ
て　⑤ 7月開催予定の合同部会（製造
業部会が幹事役）のテーマについて　
⑥その他

■ 建 設 業 部 会

■三役会
月　日：4月 17 日（木）
出席者：立石洋二部会長ほか 5名
議　題：① 4月の建設業部会開催につい
て・平成 25 年度建設業部会としての
活動報告・平成 26 年度建設業部会と
しての活動計画の詳細（WGの選任報
告等）・部会開催日の確認　②その他

■建設業部会
月　日：4月 24 日（木）
出席者：立石洋二部会長ほか 25 名
議　題：①部会長挨拶　②平成 25 年度

…行事一覧…
（2014 年 4 月 1 日～ 30 日）
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活動概要　③平成 26 年度WGについ
て　④その他（部会員からのご意見，
ご提案）　⑤新三役挨拶

■レンタル業部会

■コンプライアンス分科会
月　日：4月 8日（火）
出席者：長崎学分科会長ほか 10 名
議　題：①「建設機械等レンタル契約の
手引き」解説欄の検討　②その他

■ 各 種 委 員 会 等

■機関誌編集委員会
月　日：4月 9日（水）
出席者：渡辺和弘事務局長ほか 22 名
議　題：…①平成 26 年 7 月号（第 773 号）
の計画の審議・検討　②平成 26 年 8
月号（第 774 号）の素案の審議・検討
③平成 26 年 9 月号（第 775 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 26 年 4
～平成 26 年 6 月号（第 770 ～ 772 号）
の進捗状況の報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：4月 18 日（金）
出席者：高橋浩史分科会長ほか 4名
議　題：①新工法情報の持ち寄り検討　
②新工法紹介データまとめ　③その他

■新機種調査分科会
月　日：4月 22 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 4名
議　題：①新機種情報の持ち寄り検討　
②新機種紹介データまとめ　③その他

■建設経済調査分科会
月　日：4月 23 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 2名
議　題：①平成 26 年度執筆・掲載テー
マの検討　②その他

…支部行事一覧…

■ 北 海 道 支 部

■第 1 回広報部会広報委員会
月　日：4月 7日（月）
出席者：峰友博広報委員長ほか 3名
議　題：平成 26 年度建設機械優良運転
員・整備員の被表彰候補者の選定等

■調査部会調査委員会
月　日：4月 21 日（月）
出席者：村椿紀幸調査委員会委員長ほか
21 名
議　題：平成 26 年度建設機械等損料の

改正動向等について・その他（連絡事
項等）

■平成 26 年度除雪機械技術講習会第 1 回
打合せ
月　日：4月 22 日（火）
場　所：北海道開発局職員研修室…第 2・
第 3教室

出席者：北村征施工技術検定委員長ほか
16 名

内　容：①平成 25 年度までの実績につ
いて　②平成 26 年度除雪機械技術講
習会実施計画について　③その他

■第 1 回企画部会
月　日：4月 23 日（水）
出席者：本名一夫企画部会長ほか 18 名
議　題：①平成 25 年度事業報告（案）
について　②平成 25 年度決算報告
（案）について　③平成 26 年度事業計
画について　④平成 26 年度収支予算
について　⑤その他（第 1回運営委員
会及び第 3回総会関係，その他）

■支部会計監査
月　日：4月 24 日（木）
場　所：北海道支部会議室
出席者：熊谷一男支部監査役ほか 2名
議　題：平成 25 年度支部事業及び決算
書の監査について

■ 東 北 支 部

■広報部会
月　日：4月 8日（火）
場　所：支部会議室
参加者：浅野公隆副部会長ほか 3名
内　容：①支部たより 167 号の編集計画
について　②平成 26 年度の事業計画
について　③原稿執筆依頼について　
④その他

■企画部会
月　日：4月 18 日（金）
場　所：東北支部会議室
出席者：阿部新治部会長ほか 4名
議　題：①平成 25 年度事業報告につい
て　②…平成 25 年度事業決算について
③役員の改選について　④表彰につい
て

■広報部会（第 3 回 EE 東北 '14 実行委員
会作業部会）
月　日：4月 23 日（水）
場　所：フォレスト仙台
出席者：東北技術事務所…狩野武志副所
長ほか 22 名

議　題：①開催概要　②「EE東北 '14」
実施計画　③「EE東北 '14」予算案　
④今後の予定　⑤その他

■企画部会
月　日：4月 25 日（金）
場　所：東北支部会議室
出席者：阿部新治部会長ほか 4名
議　題：①…平成 25 年度事業報告につい
て　②平成 25 年度事業決算について
③支部監査役について　④平成 26・
27 年度役員の改選について　⑤平成
26 年度事業計画（案）について　　
⑥平成 26 年度予算（案）について

■ 北 陸 支 部

■企画部会
月　日：4月 25 日（金）
場　所：新潟県建設会館
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 10 名
議　題：①平成 25 年度支部事業報告及
び決算報告　②平成 26 年度事業計画
及び収支予算　③北陸防災連絡会議に
ついて　④支部監査役規程について

■ 中 部 支 部

■平成 26 年度木曽三川連合水防演習・広
域連携防災訓練連絡調整会議
月　日：4月 17 日（木）
出席者：永江事務局長
内　容：水防演習等に関する打合せ

■支部会計監査
月　日：4月 21 日（月）
監査役：近藤正征氏，大倉茂樹氏
内　容：業務及び財産監査

■「建設 ICT 施工ガイドブック（仮称）」
作成実行委員会
月　日：4月 24 日（木），25 日（金）
出席者：青木保孝技術部会長ほか 10 名
場　所：コマツ粟津工場，福井コンピュー
タ㈱本社
内　容：最新情報化施工機械及び CIM
についての調査等

■ 関 西 支 部

■建設業部会
月　日：4月 15 日（火）
場　所：追手門学院…大阪城スクエア
出席者：寺口勝久建設業部会長以下 19
名
議　題：①新旧部会長挨拶　②平成 25
年度活動報告　③平成 26 年度事業計
画（案）説明　④その他

■支部監査
月　日：4月 21 日（月）
場　所：関西支部…会議室
出席者：太田義己支部監査役，神谷敏孝
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支部監査役
内　容：平成 25 年度決算報告および関
係書類にもとづく監査の実施

■企画部会
月　日：4月 21 日（月）
場　所：関西支部…会議室
出席者：溝田寿企画部会長以下 8名
議　題：①運営委員会に提出する議題関
連　②その他

■建設用電気設備特別専門委員会（第 408

回）
月　日：4月 23 日（水）
場　所：中央電気倶楽部…会議室
議　題：①平成 26 年度専門委員会総会
②前回議事録確認　③ JEM-TR104 建
設工事用受配電設備点検保守のチェッ
クリストの審議　④その他

■運営委員会
月　日：4月 25 日（金）
場　所：大阪キャッスルホテル…会議室
出席者：深川良一支部長以下 25 名
議　題：①…支部規程改正の件　②平成
25 年度事業報告（案）及び決算報告
（案）の件　③平成 26・27 年度運営委
員選任の件　④優良建設機械運転員等
表彰の件　⑤本部会長表彰について　
⑥支部通常総会後の講演について　　
⑦その他

■ 中 国 支 部

■第 1 回企画部会
月　日：4月 9日（水）
場　所：中国支部事務所
出席者：髙倉寅喜部会長ほか 5名
議　題：①第 3回支部通常総会について
②平成 26 年度「建設の機械化施工優
良技術者表彰」について　③運営委員
会（春期）の準備について　④情報伝
達訓練について　⑤その他懸案事項

■第 1 回部会長会議
月　日：4月 15 日（火）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：髙倉寅喜企画部会長ほか 9名
議　題：①春期運営委員会について　　
②第 3回支部通常総会について　③情
報伝達訓練について　④その他懸案事

項
■春期運営委員会
月　日：4月 18 日（金）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 26 名
議　題：①平成 25 年度事業報告（案）
に関する件　②平成 25 年度経理状況
（案）に関する件　③平成 25 年度支部
監査に関する件　④平成 26 年度建設
の機械化施工優良技術者表彰について
⑤その他懸案事項

■第 34 回「新技術・新工法」発表会
月　日：4月 21 日（月）
場　所：広島県立産業技術交流センター
会議室

参加者：67 名
講　話：国土交通行政の最近の状況につ
いて…中国地方整備局企画部機械施工
管理官…津村信昌氏

技術発表：①新しい斜面防災技術…ES
ネット工法の紹介…ライト工業㈱…歳
藤修一氏　② CAT大型発電機の活用……
…キャタピラーイーストジャパン㈱…
小野浩俊氏　③安全管理サイガード…
…㈱建設システム…高橋尚也氏　④ノ…
ップキャリイ工法…㈱大本組…早瀬幸
知氏

映像発表：①赤レンガ駅舎…保存・復原
の軌跡…鹿島建設㈱　②アルミニウム
合金製ドーム屋根…㈱フジタ

■第 1 回施工技術部会
月　日：4月 24 日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：齊藤実部会長ほか 5名
議　題：①平成 26 年度事業実施計画（案）
について　②建設機械施工技術検定試
験について　③情報伝達訓練について
④その他懸案事項

■ 四 国 支 部

■平成 26 年度第 1 回合同部会幹事会
月　日：4月 15 日（火）
場　所：建設クリエイトビル（高松市）
出席者：小松修夫企画部会長ほか 15 名
議　題：①平成 25 年度事業報告につい
て　②平成 25 年度決算報告について

③平成 26 年度事業計画について　　
④平成 26 年度予算書について　⑤平
成 26 年度優良建設機械運転員・整備
員等表彰者（案）について　⑥平成
26 ～ 27 年度役員等候補者（案）につ
いて　⑦その他

■支部監査役による平成 25 年度会計及び
業務監査
月　日：4月 22 日（火）
場　所：四国支部…事務局
監査者：河渕久及び堀具王四国支部監査
役
内　容：①会計監査…経理事務全般，資
産・負債・財産・収入及び支出の適正
処理について，財務諸表・財産目録等
の適正管理について　②業務監査…会
員の入退会処理について，運営委員会・
支部総会等の適正処理について，事業
計画・事業報告・予算決算の適正処理
について，その他職員の法定福利等関
係書類の整理について

■平成 26 年度第 1 回運営委員会
月　日：4月 24 日（木）
場　所：ホテルマリンパレスさぬき（高
松市）
出席者：島弘支部長ほか 21 名
内　容：①平成 25 年度事業報告につい
て　②平成 25 年度決算報告について
③平成 25 年度会計及び業務監査報告
について　④平成 26 ～ 27 年度役員等
候補者について　⑤平成 26 年度優良
建設機械運転員・整備員等表彰につい
て

■ 九 州 支 部

■企画委員会
月　日：4月 16 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 10
名
議　題：①総会・運営委員会の運営につ
いて　②本部会長表彰・支部長表彰に
ついて　③建設機械施工技術検定試験
について　④平成 26 年度災害協定支
援体制について




