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■基礎工事用機械技術委員会
月　日：5 月 13 日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 14 名
議　題：①話題提供「洋上風力発電の基

礎工事用 モノパイル掘削機械」の紹
介　②基礎工事用機械の分類とそのア
タッチメントの整理について　③ 6/12
開催の合同技術連絡会での当委員会の
発表資料について　④基礎工事現場の
見学会について　⑤その他連絡等

■トンネル機械技術委員会 建設生産シス
テムの変革分科会
月　日：5 月 13 日（水）
出席者：橘伸一分科会長ほか 9 名
議　題：①平成 27 年度の活動テーマの

再確認と具体的な活動の進め方につい
て　②その他

■ダンプトラック技術委員会
月　日：5 月 14 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 5 名
議　題：①各社トピックスについて　　

②人材育成のテーマとして YouTube
映像の活用について・YouTube 映像
の選定と具体的な利用の仕方について
の整理　③ 3/11 に開催の日本機械土
工協会との「不整地運搬車・ダンプト
ラック関係安全作業ガイド」意見交換
会の結果を踏まえたガイド資料の見直
しについて　④その他

■ショベル技術委員会
月　日：5 月 18 日（月）
出席者：尾上裕委員長ほか 12 名
議　題：① 4/17 開催の経産省省エネル

ギー型建機導入補助事業検討委員会に
おける「燃料コスト回収算出の算出方
法見直し提案」の説明報告　②現状バ
ケットクラスベースに対するエンジン
出力ベースでの分析結果について　　
③ EN474-1，EN474-5，JIS A8340-1，
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・
エアコンのフロンガス点検についての
情報について

■油脂技術委員会
月　日：5 月 18 日（月）
出席者：豊岡司委員長ほか 24 名
議　題：①油脂技術委員会・平成 27 年

度活動計画報告　②高効率作動油分科

会・平成 27 年 3 月建設機械施工協会 
合同部会の報告「高効率油圧作動油の
紹介と検討取組について」　③燃料・
エンジン油分科会…1）JATOP Ⅱ成
果発表会と 2）JORA の補助金事業

（BDF 流通）成果発表会に関係した報
告（燃料多様化をテーマに情報報告）
④規格普及促進分科会・規格普及の
PR 方法検討

■原動機技術委員会 代表者打合せ
月　日：5 月 20 日（水）
出席者：六本木明人委員長ほか 6 名
議　題：①前回（4/17）委員会において

国交省殿欠席となったため次回（6/26）
討議となった次の 2 件に関して委員会
内での情報の整理と共有について・陸
内協と国交省との排出ガス対策型建設
機械指定制度についての意見交換につ
いて・前々回押尾委員から提案のあっ
た第 3 次排出ガス対策型建設機械にお
ける黒煙測定器からオパシメータによ
る計測・判定基準の追加について　　
②その他

■トンネル機械技術委員会 環境保全分科
会
月　日：5 月 20 日（水）
出席者：坂下誠分科会長ほか 8 名
議　題：①平成 26 年度活動結果の最終

まとめ確認について　② 6/12 開催予
定の合同連絡会での当分科会からの発
表資料について　③上記①，②を踏ま
えた上での国土交通省との意見交換に
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：5 月 22 日（金）
出席者：石倉武久委員長ほか 6 名
議　題：① 25t クラスのラフテレーンク

レーンの JCMAS 作業燃費測定標準案
の具体検討について・各試験モードで
の試験条件，測定方法，作業割合，評
価値等　②平成 27 年度 国交省の他ク
ラス ラフテレーンクレーン燃費測定
の追加試験について・対象クラスと各
試験モードでの試験条件の確認につい
て・追加試験のメーカ機種，スケジュー
ル，準備について　③その他

■トンネル機械技術委員会 東京都下水道
局 千代田区永田町一丁目，霞が関二丁
目付近再構築工事見学会
月　日：5 月 29 日（金）
出席者：坂下誠分科会長ほか 18 名
現　場：東京都下水道局 千代田区永田

町一丁目，霞が関二丁目付近
内　容：H&V シールド機地中分岐シー

ルド工事，アーバンシャフト立坑工事

■作業燃費検討WG 代表打合せ
月　日：5 月 21 日（木）
出席者：阿部里視副部会長ほか 8 名
議　題：①松本サブリーダー保有の過去

からのデータの概要説明とデータの保
管について　②作業燃費検討 WG の
懸案事項について　③その他

■製造業部会 幹事会
月　日：5 月 28 日（木）
出席者：西田悟幹事長ほか 14 名
議　題：①幹事長交替挨拶と平成 27 年

度部会組織について　②平成 26 年度
事業報告および平成 27 年度事業計画
について　③燃費基準認定制度の状況
について　④経済産業省の省エネル
ギー型建設機械導入補助事業について
⑤平成 25 年 7 月 1 日以前の油圧ショ
ベル既納機への装着可能なアタッチメ
ント質量に関する見解について・車両
系建設機械をベースとした木材伐出機
械の安全について　⑥平成 27 年度 第
1 回合同部会（幹事役：製造業部会）
のテーマと開催日程について　⑦その
他

■機電交流企画WG

月　日：5 月 21 日（木）
出席者：相田尚主査ほか 6 名
議　題：①第 19 回機電技術者意見交換

会テーマ（案）について　②第 19 回
機電技術者意見交換会講演会（案）に
ついて　③第 19 回機電技術者意見交
換会 PR 方法について　④その他（見
学案等）

■機関誌編集委員会
月　日：5 月 7 日（木）
出席者：田中康順委員長ほか 25 名
議　題：①平成 27 年 8 月号（第 786 号）

の計画の審議・検討　②平成 27 年 9
月号（第 787 号）の素案の審議・検討
③平成 27 年 10 月号（第 788 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 5
～平成 27 年 7 月号（第 783 ～ 785 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：5 月 20 日（水）
出席者：山名至孝分科会長 3 名
議　題：①平成 26 年度公共事業関係予

（2015 年 5 月 1 日～ 5 月 31 日）

行事一覧
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算の原稿検討　②その他
■新機種調査分科会

月　日：5 月 27 日（水）
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

支部行事一覧

■第 1回運営委員会
月　日：5 月 7 日（木）
場　所：札幌市，センチュリーロイヤル

ホテル
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 22 名
内 容：①平成 26 年度事業報告（案）承

認の件について　②平成 26 年度決算
報告（案）承認の件について　③平成
27 年度事業計画に関する件について
④平成 27 年度収支予算に関する件に
ついて　⑤その他

■第 4回支部通常総会
月　日：5 月 13 日（水）
場　所：札幌市，センチュリーロイヤル

ホテル
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 89 名
内 容：①平成 25 年度事業報告（案）及

び決算報告（案）承認の件　②平成
26 年度事業計画及び収支予算に関す
る件　③本部からの事業概要報告　　
④感謝状贈呈式　⑤建設機械優良運転
員・整備員の表彰

■支部講演会
月　日：5 月 13 日（水）
場　所：札幌市，センチュリーロイヤル

ホテル
演　題：竹鶴政孝と北海道～日本にウイ

スキーを伝えた男の愛と情熱の物語～
講　師：アサヒビール㈱ ウイスキーア

ンバサダー 簑輪陽一郎氏
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 89 名
■請負工事機械経費積算に関する講習会

月　日：5 月 20 日（水）
場  所：札幌市，北海道教育会館ホテル

ユニオン
受講者：88 名
内　容：①積算体系と機械経費　②建設

機械等損料の基本と動向　③施工パッ
ケージ型積算方式について　④損料表
の見方及び使い方　⑤一般土木請負工
事の機械経費積算例　⑥道路維持請負
工事の機械経費積算例

■平成 27年度除雪機械技術講習会（メー
カ）打合せ
月　日：5 月 26 日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：秋場健治技術委員会委員ほか 5

名
内　容：①平成 27 年度除雪機械技術講

習会について　②講習会テキストの改
定について　③その他

■第 3回技術部会技術委員会
月　日：5 月 29 日（金）
場  所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：服部健作部会長ほか 17 名
議　題：平成 27 年度除雪機械技術講習

会講師打合せ会

■情報化施工技術委員会（施工部会）
月　日：5 月 8 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 6 名
議　題：①情報化施工セミナー会場費等

負担について　②仙台会場担当業務に
ついて　③学生向け情報化施工資料に
ついて　④その他

■企画部会
月　日：5 月 11 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：①平成 26 年度事業報告につい

て　②平成 26 年度決算報告について
③平成 27 年度事業計画（案）につい
て　④平成 27 年度予算（案）につい
て　⑤平成 27 年度役員名簿について

■支部運営委員会（企画部会）
月　日：5 月 12 日（火）
場　所：KKR ホテル仙台
出席者：高橋弘支部長ほか 20 名
議　題：運営委員会を開催

■広報部会（第 2回 EE東北実行委員会）
月　日：5 月 13 日（水）
場　所：フォレスト仙台
出席者：企画部長ほか 39 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今後の予定

■平成 27年度支部総会（企画部会）
月　日：5 月 20 日（水）
場　所：仙台ガーデンパレス
出席者：高橋弘支部長及び支部会員 118

社（委任状 54 社）出席総数 107 名 議
決権総数 129 社

内　容：平成 27 年度東北支部総会開催

■技術部会
月　日：5 月 24 日（日）
場　所：水防演習（盛岡市南大橋：北上

川右岸側）
出席者：高橋弘支部長及び山岸嗣宏技術

部会長
内　容：北上川上流水防演習
■情報化施工技術委員会（施工部会）

月　日：5 月 25 日（月）
場　所：支部会議室
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長

及び施工企画課ほか 15 名
議　題：①情報化施工セミナー申し込み

状況　②情報化施工セミナー準備等に
ついて　③説明資料について　④東北
技術事務所向け研修について　⑤その
他

■広報部会（橋梁架設・大口径岩盤削孔の
施工技術と積算，及び建設機械等損料講
習会）
月　日：5 月 29 日（金）
場　所：ハーネル仙台
出席者：山田仁一事務局長ほか 53 名
内　容：①大口径岩盤削孔の施工技術と

積算　②建設機械等損料の積算　③鋼
橋架設の施工技術と積算　④ PC 橋架
設の施工技術と積算

■北陸支部第 4回総会
月　日：5 月 13 日（水）
場　所：ホテルラングウッド新潟
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか 116 社
（74 名）

議　題：①平成 25 年度支部事業報告及
び決算報告に関する件　②平成 26 年
度事業計画及び収支予算に関する件

記念行事：優良建設機械運転員並びに整
備員の表彰，記念講演会

■第 1回雪氷部会
月　日：5 月 20 日（水）
場　所：新潟県建設会館
出席者：山崎吉晴雪氷部会長ほか 11 名
議　題：「道路除雪オペレータの手引き」

改定について
■第 2回広報委員会

月　日：5 月 26 日（火）
場　所：北陸支部事務局
出席者：上杉修二広報委員長 5 名
議　題：機関誌「あかしや通信」の発行

について
■北陸雪氷技術研究会第 12回幹事会

月　日：5 月 27 日（水）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：宮村兵衛事務局長（幹事）
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議　題：第 30 回北陸雪氷技術シンポジ
ウムの開催について

■技能検定実技試験実施事務打合せ会議
月　日：5 月 8 日（金）
出席者：永江事務局長出席
議　題：建設機械整備技能検定に関する

実務打合せ
■第 4回 支部通常総会実施

月　日：5 月 11 日（月）
場　所：ウイル愛知 女性総合センター
出席者：所輝雄支部長約 110 名
議　題：①平成 26 年度事業報告及び決

算報告承認の件　②平成 27 年度事業
計画及び収支予算承認の件等

■出前除草作業安全講習会
月　日：5 月 19 日（火）
場　所：愛知県豊橋市・豊橋建設興業㈱
受講者：7 名
■第 6回 東海・東南海・南海地震対策中
部圏戦略会議
月　日：5 月 21 日（木）
場　所：ポートメッセ名古屋
出席者：所支部長
議　題：南海トラフ地震対策中部圏戦略

会議活動計画等
■平成 27年度揖斐川連合総合水防演習・
広域連携防災訓練
月　日：5 月 24 日（日）
出席者：所支部長
場　所：岐阜県大垣市今福町地先（1 級

河川揖斐川右岸河川敷）
内　容：河川・砂防・港湾・道路が連携

した大規模水防演習

■支部通常総会
月　日：5 月 14 日（木）
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 106 名
議　題：①平成 26 年度事業報告及び決

算報告の件　②平成 27 年度事業計画
及び収支予算の件　③本部事業概要報
告　④平成 27 年度会長表彰・永年団
体会員表彰 60 年 1 社，50 年 1 社，30
年 1 社，20 年 3 社　⑤優良建設機械
運転員等表彰 運転部門 2 名，整備部
門 3 名

講　演：「ICT とロボット技術を基盤と
した国際救助隊サンダーバード構想」
講師…京都大学工学研究科教授  松野
文俊氏

■建設用電気設備特別専門委員会（第 418

回）
月　日：5 月 20 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①平成 27 年度総会　②平成 27

年度活動計画について　③前回議事録
確 認　 ④「JEM-TR236 建 設 工 事 用
400V 級電気設備施工指針」の見直し
検討　⑤その他

■第 4回支部通常総会
月　日：5 月 13 日（水）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
出席者：河原能久支部長ほか 74 名
議　題：①平成 26 年度事業報告及び同

決算報告承認の件　②平成 27 年度事
業計画（案）及び同収支予算（案）報
告の件　③本部事業概要及び事業計画
説明　④本部感謝状・表彰状贈呈　　
⑤講話「国土交通行政をめぐる最近の
話題について」中国地方整備局企画部
長 野田勝氏

■平成 27年度「建設の機械化施工優良技
術者」表彰式
月　日：5 月 13 日（水）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
受賞者：運転・整備部門 5 名 管理部門

3 名 技術開発部門 2 名 計 10 名
■記念講演会

月　日：5 月 13 日（水）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
演　題：「ICT 施工イノベーション『ス

マートコンストラクション』」
講　師：コマツレンタル㈱代表取締役社

長 小野寺昭則氏

■四国支部第 4回通常総会
月　日：5 月 12 日（火）
場　所：ホテル「マリンパレスさぬき」
（高松市）

議決権総数：129 社
出席社数：112 社（うち，委任状提出 36

社）

出席者総数：島弘支部長ほか 106 名
議　題：①第 1 号議案 平成 26 年度事業

報告承認の件　②第 2 号議案 平成 26
年度決算報告承認の件　③第 3 号議案 
平成 26 年度会計及び業務監査報告に
関する件　④第 4 号議案 平成 27 年度
事業計画に関する件　⑤第 5 号議案 
平成 27 年度収支予算に関する件

■支援事業「平成 27年度（香川地区）排
水ポンプ車操作訓練」
月　日：5 月 26 日（火）
場　所：高松市東植田町地先「公渕池」
主　催：国土交通省香川河川国道事務所・

四国技術事務所
支部参加者：会員会社 5 社が訓練に参加

■支部監査
月　日：5 月 1 日（金）
出席者：玉石修介支部監査役，松嶋憲昭

支部監査役
議　題：平成 26 年度会計監査及び業務

監査
■平成 27年度第 1回運営委員会

月　日：5 月 13 日（水）
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 19 名
議　題：①平成 26 年度事業報告及び決

算報告　②平成 27 年度事業計画及び
収支予算　③平成 27 年度支部役員の
選任　④平成 27 年度優良建設機械運
転員等表彰

■第 3回通常総会
月　日：5 月 13 日（水）
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 64 名
議　題：①平成 26 年度事業報告及び決

算報告　②平成 27 年度事業計画及び
収支予算　③平成 27 年度支部役員の
選任

■優良建設機械運転員等表彰
月　日：5 月 13 日（水）
表彰者：12 名
■特別講演

月　日：5 月 13 日（水）
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 64 名
議　題：①公共工事の現状と円滑な施工

取り組みについて…九州地方整備局 
企画部 甲斐技術管理課長補佐　②情
報化施工について…九州地方整備局 
企画部 安藤機械施工管理官




