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■コンクリート機械技術委員会
月　日：2 月 5 日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 9 名
議　題：①前回（12/11）委員会の議事

録内容の確認　②平成 26 年度活動結
果報告と平成 27 年度活動計画につい
て　③ ISO/TC195/SC1…でのトラック
ミキサの各国意見を反映した修正につ
いて　④機関誌連載を終了した「コン
クリート機械の変遷」の CD 保存デー
タについて　⑤その他

■機械整備技術委員会
月　日：2 月 6 日（金）
出席者：森三朗委員長ほか 11 名
議　題：①平成 26 年度活動実績報告と

平成 27 年度活動計画について　②「ハ
イブリッド建機・電動建機の安全整
備・点検のためのガイドライン」の最
終仕上げ　③ 12/4 開催の機械部会・
製造業部会…合同技術連絡会の報告　
④その他

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：2 月 10 日（火）
出席者：山下高俊委員長ほか 11 名
議　題：①平成 26 年度活動結果報告と

平成 27 年度活動計画について・平成
27 年度活動テーマの決定とその進め
方について　② 3 月に開催予定の㈱前
田製作所（長野市篠ノ井）工場見学会
について　③ 3 月に開催予定の合同部
会について　④その他連絡等

■トンネル機械技術委員会
月　日：2 月 12 日（木）
出席者：赤坂茂委員長ほか 19 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の成果物取り
纏めに向けた意見交換について　②平
成 26 年度活動報告と平成 27 年度活動
計画について・平成 27 年度の活動
テーマの決定とその進め方について　
③現場見学その他について・平成 27
年度に延期予定の千代田区永田町
H&V シールド工事（前田・大日本
JV）について　④平成 27 年度の新委
員長の選任について

■機械部会 幹事会
月　日：2 月 16 日（月）

出席者：斉藤秀企副部会長ほか 22 名
議　題：①各技術委員会の平成 26 年度

の活動結果報告と平成 27 年度活動計
画について　②平成 27 年度第 1 回技
術連絡会の発表テーマと日程について
③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：2 月 19 日（木）
出席者：石倉武久委員長ほか 6 名
議　題：① 25 t クラスのラフテレーン

クレーンの作業燃費測定試験結果に対
する各メーカーの検討意見（試験条件
等）の再確認　② 25 t クラスのラフ
テレーンクレーンの JCMAS 標準化タ
タキ台案（各試験モードでの試験条件，
測定方法，作業割合，評価値等）につ
いて　③各社の保有機種の整理と市場
保有台数（生産台数）について　④13 t
クラス，70 t クラスの試験条件につい
ての意見交換　⑤その他

■原動機技術委員会
月　日：2 月 20 日（金）
出席者：六本木明人委員長ほか 20 名
議　題：①平成 26 年度活動報告と平成

27 年度活動計画について・2/16 開催
の機械部会… 幹事会の報告　②オフ
ロード法 2014 年排出ガス規制の各実
施要領等についての情報交換　③海外
排出ガス規制の動向についての情報交
換　④オパシメータによる実機排気管
計測について建機工内での確認結果の
報告　⑤自工会オイル分科会からの
シール試験法改正の動きについて　　
⑥国交省　排ガス対策型建設機械指定
制度における Interim…Tier4，Stage
Ⅲ B エンジン搭載機の扱いについて
⑦中環審自動車排出ガス専門委員会

「今後の自動車排出ガス低減対策のあ
り方について（第十二次報告）」につ
いて　⑧ 3 月開催予定の合同部会につ
いて　⑨その他

■トラクタ技術委員会
月　日：2 月 27 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 2/16

開催の機械部会…幹事会の報告・平成
26 年度の活動報告と平成 27 年度の活
動計画　③ JCMAS…H022… ホイール
ローダ燃料消費量試験方法，ハイブ
リッド式・バッテリー式等への適用に
向けた改訂について　④ 3/10 開催予
定の合同部会について　⑤その他

■製造業部会・小幹事会
月　日：2 月 18 日（水）
出席者：迎野雅行幹事長ほか 10 名
議　題：①各 WG の平成 26 年度活動結

果報告と平成 27 年度活動計画につい
て・作業燃費検討 WG の活動報告と
活動計画・マテリアルハンドリング
WG の活動報告と活動計画　②製造業
部会の平成 26 年度事業報告と平成 27
年度事業計画について・3/12 開催の
運営幹事会，3/19 開催の理事会での
報告案　③機械部会との平成 27 年度
第 1 回合同技術連絡会のテーマについ
て　④ 3/10 開催予定の平成 26 年度第
2 回合同部会（建設業部会が幹事役）
について　⑤その他

■三役会
月　日：2 月 27 日（金）
出席者：鈴木嘉昌会長ほか 5 名
議　題：① 2/27（金）15：30 からの建

設業部会について　②各 WG 報告　
③ 3/16 冬季現場見学会（箕面トンネ
ル）について　④ 3/10 合同部会につ
いて　⑤その他

■建設業部会
月　日：2 月 27 日（金）
出席者：鈴木嘉昌会長ほか 18 名
議　題：①平成 27 年度中期事業計画　

②平成 27 年度年度事業計画　③「機
電技術者交流企画 WG」の活動計画　
④「クレーン安全情報 WG」の活動計
画　⑤「建設機械事故調査 WG」の活
動計画　⑥その他

■コンプライアンス分科会
月　日：2 月 3 日（火）
出席者：山崎勝美委員ほか 6 名
議　題：①建設工事用車両レンタルの法

規制等について　②建設機械輸送に係
る諸問題について　③その他

■機関誌編集委員会
月　日：2 月 4 日（水）
出席者：篠原望委員ほか 14 名
議　題：①平成 27 年 5 月号（第 783 号）

の計画の審議・検討　②平成 27 年 6

（2015 年 2 月 1 日～ 28 日）

行事一覧
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月号（第 784 号）の素案の審議・検討
③平成 27 年 7 月号（第 785 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 2
～平成 27 年 4 月号（第 780 ～ 782 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：2 月 18 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 5 名
議　題：①外国人労働者受入状況につい

て…資料検討　②その他
■新機種調査分科会

月　日：2 月 24 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 5 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

■情報化施工と CIMシンポジウム北海道
「使う」から「活かす」へ　新たな建設
生産システムへの挑戦 !

月　日：2 月 13 日（金）
場　所：札幌第一合同庁舎…2 階講堂
主　催：北海道開発局，JCMA 北海道

支部，JSCE 建設用ロボット委員会
後　援：JACIC…北海道地方センター，
（一社）北海道建設業協会，（一社）北
海道舗装事業協会，JCCA 北海道支部

内　容：①基調講演「これからの建設技
術を考える」　②北海道開発局の取り
組み状況　③情報化施工・CIM の活
用事例　④パネルディスカッション

参加者：約 270 名

■施工部会（情報化施工技術委員会）
月　日：2 月 3 日（火）
場　所：支部会議室
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長

ほか 10 名
議　題：①平成 27 年度情報化施工セミ

ナー計画について　②震災復興支援情
報化施工導入チャレンジ工事報告　　
③経営者向け情報化施工セミナーにつ
いて

■施工部会（情報化施工技術委員会）
月　日：2 月 17 日（火）
場　所：支部会議室
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長

ほか 4 名
議　題：①平成 27 年度情報化施工セミ

ナー計画全般　②整備局との連携につ

いて　③その他
■企画部会

月　日：2 月 18 日（水）
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 3 回運営委員会

開催打合せ　①第 1 号議案…平成 27 年
度事業計画（案）について　②第 2 号
議案…平成 27 年度事業予算（案）につ
いて　③その他

■広報部会（第 1回 EE東北作業部会）
月　日：2 月 25 日（水）
場　所：フォレスト仙台
出席者：狩野武志副所長ほか 24 名
議　題：①「EE 東北 '15」開催概要　　

②「EE 東北 '15」実施計画（案）　③「EE
東北 '15」広報（案）　④「EE 東北
'15」予算（修正案）　⑤その他

■平成 26年度北陸 ICT戦略研究会
月　日：2 月 3 日（火）
場　所：新潟国道事務所会議室
出席者：宮村兵衛事務局長（研究会会員）
議　題：平成 25・26 年度取り組み状況，

平成 27 年度取り組み計画（案）
■北陸地方整備局との意見交換会

月　日：2 月 27 日（金）
場　所：新潟県建設会館
出席者：北陸地方整備局…小口浩企画部

長ほか 6 名，北陸支部…丸山暉彦支部
長ほか 16 名

議　題：機械設備工事・点検整備作業に
おける諸課題について

■北陸防災連絡会議幹事会
月　日：2 月 27 日（金）
場　所：北陸地方整備局会議室及び富山

河川国道事務所会議室（テレビ会議）
出席者：宮村兵衛事務局長（幹事）
議　題：北陸防災連絡会議検討項目と各

機関の取り組みについて（東日本大震
災における各機関及び北陸地方が果た
した役割，北陸地方の大規模災害に対
する備え，隣接地域の大規模災害に対
する取り組み…他）

■「南海トラフ地震対策中部戦略会議」第
3回中部圏地震・津波対策アドバイザー
会議
月　日：2 月 4 日（水）
出席者：永江事務局長
内　容：有識者らによる地震・津波アド

バイザー会議の聴講

■「公共工事の品質確保の促進に関する法
律第 22条に基づく発注関係事務の運用
に関する指針（運用指針）説明会
月　日：2 月 5 日（木）
出席者：永江事務局長
内　容：品質確保の促進に関する説明会
■「応急組立橋見学会」

月　日：2 月 10 日（火）
出席者：災害対策協定協力会員会社 14

名
内　容：中部技術事務所構内に架設され

た応急組立橋の見学
■「建設 ICT導入普及研究会総会」

月　日：2 月 12 日（木）
出席者：永江事務局長
内　容：建設 ICT 取組状況等について
■技術・調査部会

月　日：2 月 20 日（金）
出席者：青木部会長ほか 7 名
議　題：春季講演会，次世代社会インフ

ラ用ロボット開発・導入コンソーシア
ムについて

■「南海トラフ地震対策中部戦略会議」事
務局会議
月　日：2 月 26 日（木）
出席者：永江事務局長
内　容：平成 27 年度の取組について等

■平成 27年度 施工技術報告会
月　日：2 月 12 日（木）
場　所：建設交流館…グリーンホール
参加者：119 名
内　容：①安全性向上，高環境性能，省

電力を実現する坑内換気システムにつ
いて─丹波綾部道路瑞穂トンネル水呑
地区工事─　②山岳トンネルにおける
ノンコア削孔切羽前方探査技術─鳥取
豊岡宮津自動車道（野田川大宮道路）
道路新設工事（補助）第 14 トンネル
工事─　③環境・保全に配慮した鉄道
立体交差工事における国道 2 号仮橋撤
去計画と施工─山陽電鉄本線立体交差
工事…明石川～西新町─　④丹波帯の
付加堆積物における 3 種類の探査によ
る切羽前方予測─丹波綾部道路…須知
第二トンネル工事─　⑤新旧構造物の
一体化と耐震補強技術の開発─阪神高
速道路大和川線…三宝ジャンクション
工事─　⑥金剛寺トンネル中間低土被
り部工事─那智勝浦道路金剛寺トンネ
ル工事─

■建設用電気設備特別専門委員会（第416回）
月　日：2 月 25 日（水）
場　所：中央電気倶楽部…会議室
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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

■建設業部会リース・レンタル業部会 合
同討論会
月　日：2 月 25 日（水）
場　所：ドーンセンター（大阪府男女参

画・青少年センター）
出席者：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
31 名

内　容：①「建設機械の排出ガス規制に
ついて」近畿地方整備局…企画部…施工
企画課…課長補佐…矢野公久氏　②「オ
ゾンマイクロバブルを用いた油・
VOC の高速浄化技術」㈱奥村組…土木
本部…環境技術室…主任…小河篤史氏　　
③「林業機械の取り組み」㈱レンタル
のニッケン…関西支店…チームリーダ…有
明二朗氏

■平成 26年度土木機械設備関係意見交換
会開催について打合せ
月　日：2 月 2 日（月）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：清水芳郎事務局長ほか 10 名
議　題：①土木機械設備関係意見交換会

開催について
■第 6回広報部会

月　日：2 月 3 日（火）
場　所：中国支部事務所
出席者：松村邦則部会長ほか 4 名
議　題：①平成 27 年度部会事業実施計

画（案）について　②広報誌（CMnavi）
41 号について　③その他懸案事項

■平成 26年度土木機械設備関係意見交換
会
月　日：2 月 10 日（火）

場　所：広島合同庁舎会議室
出席者：中国地方整備局企画部津村信昌

機械施工管理官ほか 44 名
話題提供：土木機械設備の維持管理の現

状と対策について
意見交換：①土木機械設備工事の不調・

不落対策について　②工事施工，監督・
検査に関する課題　③点検整備業務に
関する課題　④その他の課題

■平成 26年度建設機械レンタル関係意見
交換会
月　日：2 月 10 日（火）
場　所：広島合同庁舎会議室
出席者：中国地方整備局企画部津村信昌

機械施工管理官ほか 19 名
話題提供：建設機械等に関する話題につ

いて
意見交換：①「広島豪雨災害」に対する

現場報告とそこから見えてきた問題点
及び今後の災害時の初動体制について
②「情報化施工」のこれまでと今後に
ついて　③その他の課題

■「長安口ダム施設改造工事」現場見学会
を開催
月　日：2 月 3 日（火）
場　所：徳島県那賀郡那賀町大戸地先・

長安口ダム周辺
参加者：支部会員会社から 24 名が参加

■安全と防災に関する講習会を開催
月　日：2 月 6 日（金）
場　所：建設クリエイトビル第一会議室
（高松市）

参加者：支部会員会社等から 29 名が参
加

内　容：①四国の防災術と対応について
②建設機械の安全操作について～ク
レーン装置付きバックホウの安全操作

～　③建設工事の安全施工について…
～安全はものづくりの中に～

■支部内災害情報伝達訓練を実施
月　日：2 月 9 日（月）
場　所：支部事務局（情報集約）を拠点

に会員各社にて
参加社：支部会員 36 社
伝達手段：メールによる
■情報化施工意見交換会・徳島を開催

月　日：2 月 10 日（火）
場　所：国土交通省徳島河川国道事務所

会議室
参加者：木下功四国地整施工企画課長補

佐ほか 19 名
議　題：会員各社の取組状況と現状の課

題について官民で意見交換
■情報化施工意見交換会・高知を開催

月　日：2 月 18 日（水）
場　所：国土交通省土佐国道事務所会議

室
参加者：木下功四国地整施工企画課長補

佐ほか 15 名
議　題：会員各社の取組状況と現状の課

題について官民で意見交換
■支部機関誌「しこく（№ 94：2015.2）」
を発刊
月　日：2 月 24 日（火）
配付部数：約 240 部
配布先：支部役員・団体会員ほか関係機

関等約 200 箇所

■企画委員会
月　日：2 月 18 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 7 名
議　題：①本部理事会提出資料について

②災害協定の見直しについて　③平成
26 年度第 3 回運営委員会について　
④支部団体会員の入会について




