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■除雪機械技術委員会 幹事会
月　日：11 月 11 日（火）
出席者：江本平委員長ほか 18 名
議　題：①ホームページの作成について
②ロータリ除雪車の安全対策について
③除雪機械の変遷について　④除雪機
械技術ハンドブックの見直しについて
（ロータリ除雪車・除雪グレーダ・除
雪ドーザ）

■基礎工事用機械技術委員会 浜松防潮堤
工事の MY-Box式 CSG骨材製造設備見
学会
月　日：11 月 12 日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 16 名
内　容：浜松篠原海岸津波対策施設等政
治事業（海岸）工事

概　要：延長 5 kmの防潮堤築堤工事の
うち，CSG 製造プラントヤード造成
工・CSG ストックパイル造成・CSG
製造，及びコンストラクション・マネ
ジメント一式

場　所：静岡県浜松市南区倉松地先
発注者：静岡県…浜松土木事務所
施工者：前田・須山特定建設工事共同企
業体

■ショベル技術委員会
月　日：11 月 13 日（木）
出席者：尾上裕委員長ほか 9名
議　題：① 9/26 開催の機械部会…幹事会
の報告について・平成 26 年度上期活
動報告と下期活動計画・12/4 開催予
定の合同技術連絡会　②ミニショベル
の燃費基準達成認定制度についての報
告　③ JCMASエネルギ消費試験方法
の国際規格化に向けた評価方法の検討
について，20 t クラスでの市場稼働負
荷サンプリングデータと JCMAS試験
方法負荷の比較について，0.8 m3・
0.5 m3・0.28 m3のJCMAS燃費試験デー
タ（2006 年規制車）からの時間燃費
の比較検討について（CMI 稲葉氏へ
の検討依頼結果），燃費基準値から実
燃費と作業量の両方を評価できる方法
の検討　④その他

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：11 月 19 日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 15 名
議　題：① 12/4（木）開催予定の機械

部会・製造業部会…合同技術連絡会で
の発表資料原稿について　②下期活動
計画の進め方について　③ 12/12 開催
の浜松防潮堤工事 CSG 製造設備見学
会の概要報告　④その他

■トンネル機械技術委員会
月　日：11 月 25 日（火）
出席者：赤坂茂委員長ほか 17 名
議　題：①排出ガス基準別トンネル機械
保有台数・現状の課題・今後の方向性
に関する調査アンケートについて，ア
ンケート調査結果（前回分プラス今回
追加分を加えた）のメーカ・レンタル・
建設会社・トンネル専門協毎の集計結
果と分析および取りまとめ方法につい
て，現状の課題について，その他　　
②現場・工場見学会について，12/5
予定の古河ロックドリル吉井工場見学
および 2 月予定の千代田区永田町
H&V シールド工事（前田・大日本
JV）のその後の状況確認について　
③その他

■情報化機器技術委員会
月　日：11 月 28 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8名
議　題：①規格（ISO…16001/ISO5006）
の動向（欧州会合結果）についての説
明　②「次世代社会インフラ用ロボッ
ト開発・導入重点分野」のその後の動
きについて　③ 9/26 開催の機械部会・
幹事会の報告について　④安全確保用
情報化機器や監視装置についての紹介
／情報共有　⑤「次世代無人化施工技
術研究組合」の設立について　⑥その
他情報交換

■作業燃費検討WG

月　日：11 月 19 日（水）
出席者：尾上裕WGリーダーほか 13 名
議　題：①燃費基準達成建設機械の規定
および低炭素型建設機械の規定におけ
る「同一型式」の確認と整理　②その
他（報告），経産省の「省エネルギー
型建設機械導入補助事業」における燃
費差評価方法について，JCMAS…H022
土工機械…燃料消費量試験方法…ホイー
ルローダのハイブリッド等を組み込ん
だ見直しについて

■クレーン安全情報WG

月　日：11 月 18 日（火）
出席者：坂下誠WG主査ほか 8名

議　題：①改訂原稿の校正確認　②掲載
決定の事故事例 8件の原稿確認　③表
紙写真の選定　④その他（裏表紙の協
力会社掲載の件）

■機関誌編集委員会
月　日：11 月 5 日（水）
出席者：渡辺和弘事務局長ほか 14 名
議　題：①平成 27 年 2 月号（第 780 号）
の計画の審議・検討　②平成 27 年 3
月号（第 781 号）の素案の審議・検討
③平成 27 年 4 月号（第 782 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 26 年 11
～平成 27 年 1 月号（第 777 ～ 779 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：11 月 19 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 3名
議　題：①平成 27 年 1 月号「平成 26 年
度建設機械市場の現状」原稿検討　　
②平成 27 年 2 月号以降のテーマ決定
（持ち寄り情報の検討）　③その他

■ 新機種調査分科会
月　日：11 月 25 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 2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

支部行事一覧

■平成 26年度情報化施工推進連絡会
月　日：11 月 5 日（水）
場　所：さつけんビル…6 階会議室
内　容：①平成 25 年度情報化施工推進
連絡会活動報告　②平成 26 年度情報
化施工推進連絡会活動方針…事務局体
制について，データベースの更新につ
いて，「情報化施工と CIM シンポ
ジューム北海道」の開催について，地
方公共団体向け勉強会の実施　③情報
提供…平成 26 年度情報化施工の取り
組み（北海道開発局・北海道庁），情
報化施工の今後の取組方針（案），そ
の他
出席者：39 名
■「情報化施工と CIMシンポジューム北
海道」事務局会議
月　日：11 月 17 日（月）
場　所：札幌第 1合同庁舎…会議室
出席者：古賀修也広報部会相談役ほか 6
名

（2014 年 11 月 1 日～ 30 日）

行事一覧
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内　容：①シンポジューム開催概要につ
いて　②主催者等について　③プログ
ラム概要について　④基調講演及びパ
ネラーの選任及び依頼について　⑤そ
の他

■建設施工と建設機械シンポジューム
月　日：11 月 26 日（水）～ 27 日（木）
場　所：機械振興会館…B2 ホール・研修
室
出席者：北村征北海道支部施工技術検定
委員長ほか 3名

■施工部会（除雪講習会開催）
月日及び場所：11 月 5 日（水）仙台
参加者：183 名
■広報部会（第 1回 EE東北実行委員会）
月　日：11 月 10 日（月）
場　所：フォレスト仙台
出席者：安田吾郎企画部長ほか 33 名
議　題：①EE東北 '14 決算報告　②EE
東北 '15 組織（案）　③ EE東北 '15 実
施方針（案）　④EE東北 '15 予算（案）
⑤今後の予定　⑥技術管理課より
2015 建設リサイクル技術発表会・技
術展示会について

■企画部会
月　日：11 月 10 日（月）
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：平成 26 年度第 2 回運営委員会
開催打合せ…第 1号議案…平成 26 年度
上半期事業報告について，第 2号議案…
平成 26 年度上半期事業決算状況につ
いて，その他

■北陸防災連絡会議
月　日：11 月 6 日（木）
場　所：新潟県自治会館
出席者：丸山輝彦支部長（宮村兵衛事務
局長代理出席）
議　題：①北陸防災連絡会議での検討項
目と各機関の取り組み　②各機関から
の情報提供

■柏崎市除雪講習会
月　日：11 月 21 日（金）
場　所：柏崎市役所…会議室
出席者：講師派遣…青木鉄朗普及部会長
受講者：柏崎市道路除雪施工者 65 名
■建設技術報告会第 2回実行委員会
月　日：11 月 26 日（水）
場　所：新潟国道事務所会議室
出席者：坪内昭雄普及部会担当委員

議　題：①平成 26 年度…建設技術報告会
実施結果報告について　②平成 26 年
度…建設技術報告会収支報告について
③平成 27 年度…建設技術報告会の開催
（案）について

■道路除雪講習会
月　日：11 月 12 日（水）
場　所：岐阜県高山市飛騨・生活文化セ
ンター

参加者：38 名
■技術・調査部会
月　日：11 月 17 日（月）
出席者：青木部会長ほか 9名
議　題：技術発表会原稿査読及び準備に
ついて

■広報部会
月　日：11 月 28 日（金）
出席者：森副部会長ほか 5名
議　題：支部だよりの校正について

■建設業部会・リース・レンタル業部会 

合同見学会，部会
月　日：11 月 7 日（金）
場　所：ヤンマーミュージアム
参加者：寺口勝久建設業部会長，伊勢木
浩二リース・レンタル業部会長以下
22 名

内　容：①ヤンマーミュージアム見学　
②部会（合同討論会について）

■大規模津波防災総合訓練
月　日：11 月 8 日（土）
場　所：和歌山市下津港…西浜地区
参加者：松本克英事務局長
内　容：平成 26 年度大規模津波防災総
合訓練

■「ふれあい土木」出展
月　日：11 月 14 日（金）～ 15 日（土）
場　所：近畿技術事務所
入場者：約 1,600 人
テーマ：「情報化施工の普及促進」

■道路管理者除雪技術講習会
月　日：11 月 17 日（月）
場　所：今庄 365 スキー場
参加者：24 名
内…容：①除雪作業体制と安全管理及び
除排雪作業における事故事例紹介　②
除雪機械のアセットマネジメントにつ
いて　③除雪機械保守点検整備要領に
ついて

■除雪機械運転技術講習会
月　日：11 月 18 日…（火）

場　所：今庄 365 スキー場
参加者：66 名
内　容：①除排雪作業に伴う労働災害事
故防止について　②除排雪作業に伴う
交通事故防止対策について　③実技指
導訓練　④実技施工訓練

■企画部会
月　日：11 月 19 日（水）
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 403

回）
月　日：11 月 26 日（水）
場　所：中央電気倶楽部…会議室
議　題：①前回議事録確認　② JEM-
TR236 建設工事用 400V 級電気設備施
工指針の審議　③その他

■運営委員会
月　日：11 月 27 日（木）
場　所：大阪キャッスルホテル…6F 会議
室
出席者：深川良一支部長以下 28 名
議　題：①平成 26 年度上半期事業報告
②平成 26 年度上半期経理概況報告　
③その他

■土木機械設備技術研修会
月　日：11 月 18 日（火）
場　所：土師ダム管理所
参加者：16 名
内　容：①施設の概要について…土師ダ
ム施設管理者　②施設見学（土師ダム
機械設備）　③意見交換他

■情報化（ICT）施工研修会
月　日：11 月 19 日（水）
場　所：（座学）下関リサイクルプラザ・
（実習）下関北 BC垢田地区舗装工事
現場
参加者：42 名
内　容：【座学】①情報化施工技術の最
近の動向について…国土交通省中国地
方整備局企画部施工企画課　②現場説
明及び情報化施工技術の活用について…
奥村組土木興業㈱…現場代理人…前田幸
孝氏【実習】①トータルステーション
による出来形管理技術　②マシンコン
トロール（モータグレーダ）技術　　
③ TS・衛星測位システム「GNSS」
による締固め管理技術…奥村組土木興
業㈱

■第 6回企画部会
月　日：11 月 20 日（木）
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場　所：中国支部事務所
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 3名
議　題：①中国地方整備局との意見交換
会について　②建機リース・レンタル
協会との連携について　③地震・津波
対策訓練の参加協力について　④その
他懸案事項

■ CIM・情報化施工 最新情報セミナー
月　日：11 月 27 日（木）
場　所：クレド岡山
参加者：88 名
内　容：①CIM最新情報及びCIM試行
実施状況について…施工技術総合研究
所　②OCFの CIM取り組み…OCF会
員　③ CIM試行案件の事例紹介…OCF
会員　④情報化施工の事例紹介…OCF
会員　⑤ CIMに対応するためのツー
ルとデータ連携のデモ…OCF会員

■除雪機械の運転技術講習会
月　日：11 月 28 日（金）
場　所：島根県雲南県土整備事務所及び
斐伊川河川敷

参加者：24 名
内　容：①島根県における除雪…島根県
土木部道路維持課…須谷元保氏　②冬
季道路の交通確保…国土交通省松江国
道事務所道路管理第二課長…甲田展丈
氏　③除雪ドーザアタッチメント各種
と除雪作業の安全について…日本建設
機械施工協会中国支部…原幹生氏　　
④冬期の道路交通における事故防止に
ついて…島根県警雲南警察署交通課長…
吾郷弘章氏　⑤除雪機械の取扱い…日
本建設機械施工協会中国支部…大石静
夫氏　⑥除雪機械毎の取扱い（現地実
習：班別）　⑦意見交換（グループ討議）

■国交省との共催事業・平成 26年度遠隔
操縦式バックホウ等操作訓練
月　日：11 月 11 日（火）～ 13 日（木）
場　所：国土交通省四国技術事務所（高
松市牟礼町）

受講者：41 名
内　容：① 0.45 m3 級バックホウを目視
により遠隔操縦する訓練　② 1.0 m3

級バックホウをカメラ映像により遠隔
操縦する訓練　③目視による遠隔操縦
訓練に関し，訓練前後の技量変化を評
価　④講習修了証の発行

■運営委員会
月　日：11 月 18 日（火）
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 22 名
議　題：①平成 26 年度上半期事業報告
に関する件　②平成 26 年度上半期収
支状況報告に関する件　③平成 26 年
度下半期事業計画（案）に関する件　
④機関誌「しこく」編集委員の追加に
関する件　⑤人事異動等に伴う役員等
の変更に関する件　⑥その他

■平成 26年度 J.C.M.A.四国支部建設施工
研修会
月　日：11 月 19 日（水）
場　所：建設クリエイトビル第一会議室
（高松市）
参加者：21 名
内　容：「液状化対策…総括版」「島原道
路舗装工事」等，全 13 件の建設記録
映像DVDを上映

■企画委員会
月　日：11 月 13 日（木）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 9名
議　題：①第 2回運営委員会の開催につ
いて　②「建設機械施工」ずいそう執
筆について　③日本建設機械施工大賞
について　④その他

■平成 26年度第 2回運営委員会
月　日：11 月 13 日（木）
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 13 名
議　題：①平成 26 年度上半期事業報告
②平成 26 年度上半期経理概況報告　
③支部団体会員数について　④運営委
員等交代について

■第 1回情報化施工技術講習会
月　日：11 月 18 日（火）
場　所：大分県建設会館（大分市）
受講者：15 名
内　容：①国土交通省の情報化施工への
取組み　②情報化施工設計データ作成
について　③情報化施工設計データ帳
票について　④情報化施工使用機器機
材の特徴と設計データ活用　⑤トータ
ルステーション実機デモ

■第 2回情報化施工技術講習会
月　日：11 月 19 日（水）
場　所：福岡建設会館（福岡市）
受講者：34 名
内　容：①国土交通省の情報化施工への
取組み　②情報化施工設計データ作成
について　③情報化施工設計データ帳
票について　④情報化施工使用機器機
材の特徴と設計データ活用　⑤トータ
ルステーション実機デモ




