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■トンネル機械技術委員会・幹事会
月　日：3月 10 日（火）
出席者：赤坂茂委員長ほか 10 名
議　題：①平成 27 年度の委員長選任に
ついて　②次回委員会（3/25）に向け
た平成 27 年度の分科会編成とその進
め方についての意見交換　③その他

■ダンプトラック技術委員会および日機協
技術委員会との意見交換会
月　日：3月 11 日（水）
出席者：田中哲委員長ほか 19 名
議　題：Ⅰ . ダンプトラック技術委員会
① 2/16 開催の機械部会幹事会の内容
報告・平成 27 年度活動計画の具体的
な進め方について　②品質確保・人材
育成のテーマについての討議　③ ISO
16001 視界性確保の動きについての状
況報告　④その他　Ⅱ . 日本機械土工
協会（日機協）殿との安全についての
意見交換会　①「不整地運搬車・ダン
プトラック関係安全作業ガイド」の紹
介説明と意見交換　②その他意見交換

■基礎工事用機械技術委員会 工場見学会
月　日：3月 13 日（金）
見学先：㈱前田製作所本社工場（長野市）
参加者：山下高俊委員長ほか 16 名
内　容：トンネル用重ダンプ（MDT30-
4i），カニクレーン等の機械製造ライ
ンの見学

■除雪機械技術委員会 幹事会
月　日：3月 17 日（火）
出席者：江本平委員長ほか 12 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）　⑤その他

■ショベル技術委員会
月　日：3月 18 日（水）
出席者：尾上裕委員長ほか 8名
議　題：① 2/16 開催の機械部会幹事会
の報告について，平成 26 年度活動報
告と平成 27 年度活動計画について，
6/12（金）開催予定の機械部会，製造
業部会合同技術連絡会について　　
②現状バケットクラスベースとエンジ
ン出力ベースでのトップランナー・燃

費バラ付きの分析について　③ EN
474-1，EN474-5，JISA8340-1，JIS
A8340-4 における運転者保護構造につ
いての確認について　④その他

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：3月 24 日（火）
出席者：行川恒弘委員長ほか 31 名
議　題：①平成 26 年度活動結果と平成
27 年度活動計画について，平成 26 年
度活動結果報告，平成 27 年度の委員
会の体制について新執行部の紹介，
平成 27 年度活動計画発表　②技術発
表，石油代替エネルギーの利用動向に
ついて，3.1 m モータグレーダ（独
NOBAS 社製）の紹介，情報化機器の
新着情報，情報化機器保有数調査結果
の報告　③その他事務連絡等

■トンネル機械技術委員会
月　日：3月 25 日（水）
出席者：赤坂茂委員長ほか 23 名
議　題：① 3/10 開催の技術委員会幹事
会の報告と委員会としての確認，平成
27 年度の委員長・分科会長の選任に
ついて，平成 27 年度の 2 分科会での
活動テーマと構成メンバーについて　
②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
ついて　③ 3/10 開催の合同部会の報
告について　④現場見学その他につい
て，4 月に予定の千代田区永田町
H&V（縦 2 連分岐型）泥水式シール
ド工事

■情報化機器技術委員会
月　日：3月 27 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 5名
議　題：① 2月 16 日開催の機械部会幹
事会の報告，平成 26 年度活動報告と
平成27年度活動計画について　②3/10
開催の合同部会の報告，「社会インフ
ラ用ロボット」について，「次世代無
人化施工技術研究組合UC-Tec」の概
要について，「高効率油圧作動油の紹
介」について　③ 3/17 開催の除雪機
械技術委員会への「除雪機械支援シス
テム関連情報」提供結果について，1
人乗り除雪グレーダの安全性に関する
検討について　④機械整備技術委員会
からの「エンジン整備情報開示共通化
の検討」についての意見交換　⑤ ISO/
TC127SC3/WG5におけるISO15143-
2施工現場での交換稼働データ辞書へ
の追加検討　⑥その他情報交換

■マテリアルハンドリングWG代表打合せ
月　日：3月 30 日（月）
出席者：内海光博主査ほか 3名

議　題：平成 25 年 6 月 30 日以前に生産
手配した既納機についてのアタッチメ
ント装着可能質量に関する考え方の整
理

■合同部会
月　日：3月 10 日（火）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 95 名
講　演：①「社会インフラ用ロボット」
について　②「次世代無人化施工技術
研究組合UC-Tec」の概要について　
③「高効率油圧作動油の紹介」につい
て　④質疑応答，意見交換

■クレーン安全情報WG

月　日：3月 11 日（水）
出席者：坂下誠主査ほか 8名
議　題：① 2/27 建設業部会（平成 27 年
度事業計画）の報告　② 4/17 建設業
部会（平成 26 年度事業報告）につい
て　③平成 27 年度の活動について　
④その他

■冬季現場見学会
月　日：3月 16 日（月）
参加者：鈴木嘉昌部会長ほか 17 名
見学先：新名神高速道路箕面トンネル
東工事
発注者：西日本高速道路㈱関西支社新名
神大阪西事務所
受注者：大成建設㈱
内　容：総延長2,530 m（土工延長443 m，
トンネル延長 2,087 m）トンネル工：
上り線 2,081 m，下り線 2,087 m，掘
削 389,561 m3，発破掘削（立口より
300 m は機械掘削），連続ベルコンに
よるズリ搬出，超長尺先進ボーリング
と排水構造（ウォータータイト）を採
用

■機電交流企画WG

月　日：3月 19 日（木）
出席者：渋谷光男主査ほか 7名
議　題：① 2/27 建設業部会（次年度計画）
報告　② 4/17 建設業部会（平成 26 年
度活動報告）について　③今年度の活
動計画・方針について　④その他

■建設機械事故調査WG

月　日：3月 24 日（火）
出席者：松藤敏夫主査ほか 5名
議　題：① 2/27 建設業部会（次年度計画）
について　② 4/17 建設業部会（平成
26 年度活動報告）について　③提出
アンケート結果の検討　④その他

（2015 年 3 月 1 日～ 31 日）

行事一覧
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■レンタル業部会
月　日：3月 5日（木）
出席者：中島嘉幸委員ほか 11 名
議　題：①平成 27 年度事業計画につい
て　②平成 26 年度事業報告（案）に
ついて　③分科会活動状況の報告　　
④各社の取組事項，部会員共通の問題，
課題について　⑤その他

■機関誌編集委員会
月　日：3月 4日（水）
出席者：田中康順委員長ほか 18 名
議　題：①平成 27 年 6 月号（第 784 号）
の計画の審議・検討　②平成 27 年 7
月号（第 785 号）の素案の審議・検討
③平成 27 年 8 月号（第 786 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 3
～平成 27 年 5 月号（第 781 ～ 783 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：3月 11 日（水）
出席者：江本平分科会長ほか 2名
議　題：①「外国人技能労働者受入状況
について」の原稿状況について　②そ
の他

■新工法調査分科会
月　日：3月 18 日（水）
出席者：高橋浩史分科会長ほか 2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：3月 24 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

■広報部会
月　日：3月 3日（火）
場　所：（一社）日本建設機械施工協会
北海道支部
出席者：杉岡博史広報部会長ほか 9名
内容：①平成 26 年度の事業報告につ
いて，支部だよりNo.109 号の発行に
ついて　②平成 27 年度の事業計画に
ついて，支部講演会について，建設工
事等見学会について　③その他

■調査部会
月　日：3月 4日（水）
場　所：（一社）日本建設機械施工協会
北海道支部

出席者：渡辺総悦調査部会長ほか8 名
内　容：①平成 26 年度の事業報告につ
いて　②平成 27 年度の事業計画につ
いて　③その他，平成 27 年度国土交
通省土木標準歩掛の改定概要につい
て，施工パッケージ型積算方式につい
て

■技術部会
月　日：3月 5日（木）
場　所：（一社）日本建設機械施工協会
北海道支部

出席者：服部健作技術部会長ほか 18 名
内　容：①平成 26 年度の事業報告につ
いて　②平成 27 年度の事業計画につ
いて　③その他，除雪機械技術講習会
の取組について

■第 3回運営委員会（企画部会）
月　日：3月 5日（木）
場　所：KKRホテル仙台
出席者：高橋弘支部長ほか 20 名
議　題：①平成 27 年度事業計画（案）
について　②平成 27 年度事業予算
（案）について　③その他

■施工部会（情報化施工技術委員会）
月　日：3月 6日（金）
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 20 名

議　題：①情報化施工技術委員会アン
ケート結果　②平成 27 年度活動計画
について　③TOPセミナーについて
④その他

■施工部会（情報化施工技術委員会）
月　日：3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 5名

議　題：①平成 27 年度情報化施工セミ
ナーについて　②TOPセミナーにつ
いて　③東北技術事務所との協力につ
いて　④その他

■平成 26年度北陸 ICT戦略推進委員会
月　日：3月 11 日（水）
場　所：新潟国道事務所会議室
出席者：藤田明施工技術部会長（委員：
代理穂苅正昭企画部会長）

議　題：①平成 25・26 年度取り組み状
況　②平成 27 年度取り組み計画（案）

■企画部会
月　日：3月 13 日（金）
場　所：新潟県建設会館会議室
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 13 名
議　題：①平成 26 年度事業報告（中間）
②平成 26 年度決算報告（見込み）　　
③平成 27 年度事業計画（案）　④平成
27 年度予算（案）　⑤その他

■運営委員会
月　日：3月 13 日（金）
場　所：新潟県建設会館会議室
出席者：丸山暉彦支部長ほか 16 名
議　題：①平成 26 年度事業報告（中間）
及び決算報告（見込み）　②平成 27 年
度事業計画（案）及び予算（案）　　
③その他

■路面清掃車製作工場見学会
月　日：3月 4日（水）
場　所：豊和工業㈱本社工場（清須市）
出席者：32 名
内　容：路面清掃車の製造工程等の見学
後，意見交換

■第 2回部会長・副部会長会議
月　日：3月 5日（木）
出席者：三宅豊企画部会長ほか 10 名
議　題：①平成 26 年度事業報告（案）　
②平成 26 年度決算報告（概算）　③平
成 27 年度事業計画（案）　④平成 27
年度収支予算（案）等

■第 3回運営委員会
月　日：3月 12 日（木）
場　所：桜華会館（名古屋市）
参加者：小川敏治支部長ほか 22 名
議　題：①平成 26 年度事業報告（案）　
②平成 26 年度決算報告（概算）　③平
成 27 年度事業計画（案）　④平成 27
年度収支予算（案）　⑤支部長交代に
関する件等

■企画部会
月　日：3月 17 日（火）
出席者：三宅企画部会長ほか 6名
議　題：平成 27 年度総会についての打
合せ

■「建設技術フェア 2014 in中部」幹事会
月　日：3月 18 日（水）
出席者：安江運営委員
内　容：次年度の計画について
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■企画部会
月　日：3月 4日（水）
場　所：関西支部会議室
出席者：溝田寿企画部会長以下 7名
議　題：①平成 27 年度事業計画（案），
平成 27 年度予算（案）について　　
②会員入退会について　③優良建設機
械運転員等表彰について　④その他

■運営委員会
月　日：3月 5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 29 名
議　題：①平成 27 年度事業計画（案）　
②平成 27 年度予算（案）　③その他

■平成 24年度 施工技術報告会 幹事会
月　日：3月 11 日（水）
場　所：関西支部会議室
出席者：松本克英事務局長以下 6名
議　題：①平成 26 年度施工技術報告会
実績報告　②運営要領の確認　③会告
文

■建設用電気設備特別専門委員会（第 407

回）
月　日：3月 18 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 400 V 級電気設備
施工指針の審議　③その他

■第 5回部会長会議
月　日：3月 6日（金）
場　所：広島YMCA会議室

出席者：鷲田治通企画部会長ほか 5名
議　題：①運営委員会（3月期）につい
て　②意見交換会及び同WGの実施
結果について　③その他懸案事項

■第 5回開発普及部会
月　日：3月 11 日（水）
場　所：中国支部事務所
出席者：飯國卓夫部会長ほか 4名
議　題：①平成 27 年度部会事業計画（案）
について　②第 36 回新技術・新工法
発表会について　③第 66 回新技術活
用現場研修会について　④平成 27 年
度土木機械設備維持管理研究会につい
て　⑤その他懸案事項

■ 3月期運営委員会
月　日：3月 17 日（火）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 25 名
議事：①平成 27 年度事業計画（案）に
関する件　②平成 27 年度収支予算
（案）に関する件　③支部監査役の推
薦に関する件　④その他懸案事項

■四国地方整備局と JCMA四国支部との
技術交流会
月　日：3月 4日（水）
場　所：高松サンポート合同庁舎
参加者：国交省側…近藤秀樹技術調整管

理官ほか 5名
　　　　JCMA側…島弘支部長ほか15名
内　容：①四国地方整備局からの情報提
供　②情報化施工に関する JCMA会
員各社の取組状況　③情報化施工に関
する JCMA会員各社からの意見・要
望について　④情報化施工に関する官
民の意見交換

■部会長等会議
月　日：3月 5日（木）
場　所：建設クリエイトビル第二会議室
（高松市）
参加者：小松修夫企画部会長ほか 5名
内　容：①平成 26 年度四国支部事業実
績について　②平成 27 年度四国支部
事業計画（案）について　③四国支部
設立 40 周年記念事業について

■平成 26年度第 3回運営委員会
月　日：3月 18 日（水）
場　所：ホテルマリンパレスさぬき（高
松市）
参加者：島弘支部長ほか 26 名
内　容：①平成 27 年度事業計画（案）
について　②平成 27 年度予算書（案）
について　③四国支部設立 40 周年記
念事業について

■第 11回企画委員会
月　日：3月 13 日（金）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 7名
場　所：博多グリーンホテル
議　題：①第 3回運営委員会について　
②本部及び支部の総会等について　　
③本部会長表彰者推薦について　④総
会時の講演について

■第 3回運営委員会
月　日：3月 13 日（金）
出席者：江崎哲郎支部長ほか 24 名
場　所：博多グリーンホテル
議　題：①平成 27 年度事業計画書（案）
に関する件　②平成 27 年度収支予算
書（案）に関する件




