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■除雪機械技術委員会 幹事会
月　日：7月 7日（火）
出席者：江本平委員長ほか 17 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ロータリ除雪車性能試験方法の検討
について　④除雪機械の変遷について
⑤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）　⑥工場見学その他
⑦平成 27 年度新規課題（案）につい
て，・現場見学・安全マニュアル作成・
建設機械要覧の見直し編集

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：7月 8日（水）
参加者：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建設
機械要覧 2016 の見直し内容について
④ 6/12 開催の合同技術連絡会での当
委員会の発表報告　⑤矢上川地下調整
池中間立坑ニューマチックケーソン工
事の現場見学会について　⑥その他

■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：7月 15 日（水）
参加者：橘伸一分科会長ほか 15 名
議　題：①山岳TN：「大断面」「大深度」
「長距離」についての要求される技術
要素の確認　②シールド TN：「大断
面」「大深度」「長距離」についての要
求される技術要素の確認　③技術を検
索する対象の論文・報文について確認
④具体的な論文・報文の検索方法につ
いて

■ダンプトラック技術委員会
月　日：7月 16 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 7名
議　題：①各社トピックスについて　　
②建設機械要覧 2016 の「概説」見直
しについて　③人材育成のテーマ：
YouTube 映像の選定と具体的な HP
への掲載方法について　④ 6/12 開催
の機械部会・製造業部会合同技術連絡
会の報告について　⑤その他

■ショベル技術委員会
月　日：7月 17 日（金）
出席者：尾上裕委員長ほか 10 名
議　題：①現場地耐力試験装置のショベ
ルメーカへの紹介　②経産省の平成
27 年度省エネルギー型建機導入補助
事業についての報告　③ 6 t，12 t，30 t
の市場燃費データの検討について　　
④現状バケットクラス分けベースに対
するエンジン出力クラス分け検討委員
長案に対する，各社意見について　　
⑤ 6/8 開催の厚労省・クレーン協会か
らのクレーン機能付き油圧ショベルの
説明・意見交換についての報告　⑥建
設機械要覧 2016 見直しの委員長タタ
キ台案に対する各委員の案について　
⑦フランス「インターマット 2015 国
際展示会」の各社写真（コメント付き）
提供について　⑧その他

■機械整備技術委員会
月　日：7月 23 日（木）
参加者：森三朗委員長ほか 8名
議　題：①「整備の基本」のホームペー
ジ掲載についての確認　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」の最終確認
とホームページ掲載にあたっての確認
③ 2011 年及び 2014 年排出ガス規制対
応車の「DPF 再生の仕組み，洗浄，
廃液処理等」についてのユーザー教宣
の進め方と資料作成について　④6/12
開催の機械部会・製造業部会 合同技
術連絡会の報告　⑤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：7月 28 日（火）
出席者：石倉武久委員長ほか 6名
議　題：① 25 t クラス以外 5 クラスの
作業燃費実測結果の確認と測定方法の
見直し要否について，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ラフテレーンクレーンの
JCMAS 作業燃費測定標準案の検討に
ついて・クラス分けと各試験モードで
の試験条件の確認について，評価値の
考え方について　③ JCMAS作業燃費
測定標準案の制定に向けたタイムスケ
ジュールについて　④その他

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
参加者：山口達也委員長ほか 9名
月　日：7月 29 日（水）
議　題：①上期委員会総会の開催日程と
発表テーマの確認について　②現場見
学会の工事現場の決定と見学日程につ
いて　③その他

■トンネル機械技術委員会 環境保全分科会
月　日：7月 29 日（水）
出席者：坂下誠分科会長ほか 11 名
議　題：①「トンネル工事用排ガス対策
型建機に関する現状の課題と今後の展
望について」のまとめ作業・排ガス基
準対応機別の整備費データ・排ガス基
準対応機別の整備費データのジャン
ボ，吹付けロボット，ダンプの基礎価
格データ・総保有台数をそのままとし
た更新シミュレーション・経審点の加
点等・導入補助金，税制優遇等　②ま
とめ成果に対する他部会（製造業部会，
建設業部会等）への意見確認について
③その他

■情報化機器技術委員会
月　日：7月 31 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 9名
議　題：①日本航空電子工業の製品紹介
http://www.jae.com/jp/about.html　
②傾斜検出するセンサ等の情報持ち寄
りと整理について　③ 6/8 開催の厚労
省・クレーン協会からの移動式クレー
ン機能付き油圧ショベルの説明・打合
せについての報告　④ ISO/TC 127 
の当委員会に関連する内容についての
報告　⑤その他情報交換

■作業燃費検討WG

月　日：7月 24 日（金）
出席者：尾上裕WGリーダほか 12 名
議　題：① 2020 年基準後の次期燃費基
準目標年度について　②次期燃費基準
の決定方法について　③次期燃費基準
の公開スケジュールについて　④その
他

■機電技術者交流企画WG

月　日：7月 2日（木）
出席者：相田尚主査ほか 5名
議　題：①第 19 回機電技術者意見交換
会開催案内（案）について　②講演内
容の決定　③ 7/13 霞が関シールドの
見学について　④第 19 回機電技術者
意見交換会 PR方法について（リリー
ス原稿作成者，三紙窓口紹介）　⑤第
19 回機電技術者意見交換会 各委員今
後の役割分担　⑥その他

■平成 27年度第 1回若手現場見学会
月　日：7月 13 日（月）
工事名：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

（2015 年 7 月 1 日～ 31 日）

行事 一覧
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発注者：東京都下水道局
受注者：前田・大日本建設共同企業体
参加者：鈴木嘉昌部会長ほか 20 名
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

■三役会
月　日：7月 13 日（月）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 3名
議　題：①各WG報告　②夏季現場見
学会について　③ 11 月開催の国土交
通大学校の講師選任について　④その
他

■建設機械安全情報WG

月　日：7月 21 日（火）
出席者：松藤俊雄主査ほか 9名
平成 27 年議題：①提出アンケート結果
の精査検討⇒前回 3/24 から各委員で
達した検討結果の発表　②今後の進め
方・方向性について⇒部会内での開示
方法　③WGとしての成果物作成へ
の行程意見　④その他

■機関誌編集委員会
月　日：7月 1日（水）
出席者：吉田潔課長補佐ほか 20 名
議　題：①平成 27 年 10 月号（第 788 号）
の計画の審議・検討　②平成 27 年 11
月号（第 789 号）の素案の審議・検討
③平成 27 年 12 月号（第 790 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 7
～平成 27 年 9 月号（第 785 ～ 787 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：7月 22 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 6名
議　題：①「建設業の海外展開」原稿検
討　②その他

■新機種調査分科会
月　日：7月 28 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

■第 2回広報部会広報委員会
月　日：7月 28 日（火）
場　所：北海道支部 会議室
出席者：峰友博広報委員長ほか 6名
議　題：①支部だよりNo.110 号の編集
について　②支部講演会講師の選定に

ついて　③建設工事等見学会について
④その他

■技術部会（技術施工講習会（映画会））
月　日：7月 1日（水）
場　所：フォレスト仙台
参加人数：120 名
　  ①橋梁用舗装高さ自動制御システム
「カメラアイシステム」…㈱NIPPO　
②村の未来を拓く葛尾村除染の記録 
工事名称／平成 24 年度 葛尾村除染等
工事…㈱奥村組　③姫路城大天守保存
修理工事 総集編─白鷺を現代に 伝統
と革新の融合─…鹿島建設㈱　④建物
解体機…コベルコ建機㈱　⑤新型 3 t
クラスミニショベル…コベルコ建機㈱
⑥歴史の継承 歴史的建造物の保存・
再生技術　日本橋ダイヤビルディング
…㈱竹中工務店　⑦街路樹用根切断機 
『根こそぎ切るソー』…㈱アクティオ
⑧フーバーダムバイパス コロラドリ
バー橋 建設工事…㈱大林組　⑨ FTJ
（エフツインジェット）工法／ FTJ-
FAN（エフティジェイファン）工法
…㈱不動テトラ　⑩見えないからこそ
大切な技術～不動テトラの地盤改良～
…㈱不動テトラ　⑪風と共に挑む 日
本初，沖合の洋上風力発電施設建設…
鹿島建設㈱　⑫コマツ GD675-6 モー
タグレーダ…コマツ　⑬雲仙普賢岳 
赤松谷川 11 号床固工工事…㈱熊谷組

■情報化施工セミナー（施工部会）
月　日：7月 9日（木）
場　所：郡山ビックパレット
受講者：52 名
議　題：①ガイダンス　②主催者挨拶：
東北支部及び東北地方整備局施工企画
課　③情報化施工の概要と効果　④衛
星測位　⑤MC，MG　⑥締固め管理
⑦TS出来形管理

■情報化施工セミナー（施工部会）
月　日：7月 10 日（金）
場　所：置賜文化センター
受講者：33 名
議　題：①ガイダンス　②主催者挨拶：
東北支部及び東北地方整備局施工企画
課　③情報化施工の概要と効果　④衛
星測位　⑤MC，MG　⑥締固め管理
⑦TS出来形管理

■施工部会（雪みらい 2016 In 盛岡 実行委
員会）
月　日：7月 13 日（月）
場　所：盛岡市アイーナ会議室
出席者：縄田正東北地方整備局長ほか

21 名（辻会長出席）
内　容：①雪みらい 2016 In 盛岡実行委
員会設立及び事業内容（案）　②実行
委員会大成・予算（案）について　　
③今後のスケジュールについて

■施工部会
月　日：7月 13 日（月）
場　所：支部会議室
出席者：稲村正弘部会長ほか 3名
議　題：①平成 27 年度除雪講習会計画
②平成 27 年度道路除雪の手引き編集
について　③平成 27 年度パワーポイ
ント及び機器等について　④その他

■建設部会
月　日：7月 14 日（火）
場　所：東北支部会議室
出席者：佐野真部会長ほか 3名
内　容：①平成 27 年度活動計画につい
て　②「支部たより」安全コーナーに
ついて　③特殊現場見学会について　
④その他

■広報部会（第 4回 EE東北作業部会）
月　日：7月 21 日（火）
場　所：フォレスト仙台
出席者：狩野武志東北技術事務所副所長
ほか 26 名
内　容：①「EE東北’15」実施報告　　
②「EE東北’15」アンケート概要　　
③「EE 東北’15」決算（案）　④出展
者負担金精算（案）について　⑤次回
開催（案）　⑥今後の予定　⑦その他

■施工部会
月　日：7月 24 日（金）
場　所：東北地方整備局会議室
出席者：木我茂道路情報管理官ほか 13
名
内　容：平成 27 年度除雪講習会及び講
習実施計画（案）について

■広報部会
月　日：7月 27 日（月）
場　所：支部会議室
参加者：菅野公正部会長ほか 7名
内　容：①支部たより 169 号の反省点　
②支部たより 170 号の編集計画につい
て　③「建設機械施工」誌原稿執筆依
頼について　④ 170 号エッセイについ
て　⑤その他

■広報部会（第 3回 EE実行委員会）
月　日：7月 28 日（火）
場　所：フォレスト仙台
出席者：安田吾郎企画部長ほか 36 名
内　容：①「EE東北’15」実施報告　　
②「EE東北’15」アンケート概要　　
③「EE 東北’15」決算（案）　④出展
者負担金精算（案）について　⑤次回
開催（案）　⑥今後の予定　⑦その他



114 建設機械施工 Vol.67　No.9　September　2015

■施工部会（除雪講習会事前打合せ）
月　日：7月 28 日（火）～ 30 日（木）
場　所：①湯沢河川国道事務所，横手警
察署，秋田県庁，秋田県警本部，秋田
河川国道事務所　②水沢警察署，弘前
警察署，青森県庁，青森県警本部，青
森河川国道事務所
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 3名
内　容：平成 27 年度除雪講習会講師依
頼及び打合せ

■「けんせつフェア in北陸金沢 2015第 2

回幹事会
月　日：7月 6日（月）
場　所：北陸地方整備局北陸技術事務所
会議室
出席者：上杉修二広報委員長
議　題：「けんせつフェア in 北陸金沢
2015」の実施について

■「道路除雪オペレータの手引き」改訂
WG

月　日：7月 15 日（水）
場　所：新潟県建設会館
出席者：青木鉄朗雪氷部会委員ほか 11
名
議　題：「道路除雪オペレータの手引き」
改訂について

■北陸雪氷技術シンポジウム
月　日：7月 27 日（月）
場　所：新潟県建設会館
出席者：山崎吉晴雪氷部会長
議　題：平成 27 年度北陸雪氷技術シン
ポジウムの開催について

■平成 27年度第 1回普及部会
月　日：7月 31 日（金）
場　所：新潟県建設会館
出席者：青木鉄朗普及部会長ほか 8名
議　題：平成 27 年度事業計画の実施に
ついて

■建設機械整備技能検定実技試験
月　日：7月 2日（木）～ 4日（土）
場　所：愛知県立高浜高等技術専門学校
受験者：1級 39 名，2級 76 名
■工事現場見学会
月　日：7月 15 日（水）
場　所：三重県桑名郡木曽岬町源緑輪中
地内
内　容：大径・高品質深層混合処理工法
（CI-CMC工法）の現地見学会
出席者：約 40 名

■広報部会
月　日：7月 16 日（木）
出席者：高木広報部会長ほか 5名
議　題：「中部支部ニュース」第 34 号の
校正等について

■建設業部会，リース・レンタル業部会，
整備サービス業部会 合同見学会
月　日：7月 10 日（金）
場　所：「新名神高速道路 安威川橋（PC
上部工）工事」

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
38 名

内　容：①工事概要説明　②施工現場見
学　③質疑応答

■建設技術展 2014近畿 現地説明会
月　日：7月 13 日（月）
場　所：マイドームおおさか 2F ホール
出席者：松本克英事務局長
内　容：当支部の展示コマは 3F 団体
No5 ブースに決定

■平成 27年度 施工技術報告会 幹事会
月　日：7月 14 日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 7名
議　題：①開催日時，場所　②平成 27
年度実施要領について　③講演募集の
会告文　④発表題数

■近畿地方整備局との意見交換会事前打ち
合わせ
月　日：7月 16 日（木）
場　所：エル・おおさか 10 階研修室 5
参加者：松本事務局長以下 21 名
内　容：①意見交換会開催目的　②開催
概要　③事前打ち合わせ

■建設用電気設備特別専門委員会（第420回）
日　時：7月 22 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「JEM-TR236 建設工事用
400 V 級電気設備施工指針」の見直し
検討　②「JEM-TR246 建設用電気設
備の接地工事指針」の見直し検討　　
③前回議事録確認

■広報部会
月　日：7月 23 日（木）
場　所：関西支部 会議室
出席者：河村謙輔部会長以下 8名
内　容：「JCMA関西」第 107 号の発刊
について

■第 1回開発普及部会
月　日：7月 7日（火）
場　所：中国支部事務所
出席者：飯國卓夫部会長ほか 7名
議　題：①平成 27 年度部会事業計画（案）
について　②建設技術フォーラムへの
参加について　③中国地方建設技術開
発交流会への参加について　④第 37
回新技術・新工法発表会について　　
⑤第 66 回新技術活用現場研修会につ
いて　⑥土木機械設備維持管理研究会
について　⑦その他懸案事項

■第 1回企画部会
月　日：7月 29 日（水）
場　所：中国支部事務所
出席者：鷲田治通部会長ほか 5名
議　題：①平成 27 年度部会事業実施計
画について　②中国地方整備局との意
見交換会について　③情報伝達訓練の
結果と防災体制の見直し等について　
④その他懸案事項

■第 2回施工技術部会
月　日：7月 30 日（木）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：齋藤実部会長ほか 9名
議　題：①情報化施工（体験セミナー）
講習会について　②情報化施工技術研
究会（第 5回）について　③道路除雪
講習会（案）の企画について　④その
他懸案事項

■平成 27年度国土交通行政関係功労者表
彰式
月　日：7月 31 日（金）
場　所：四国地方整備局四国技術事務所
（高松市）
表彰者：四国地方整備局四国技術事務所
長 松本秀應
受彰者：（一社）日本建設機械施工協会
…優良業務　太田正志（JCMA 施工
技術総合研究所）…優秀建設技術者
対象業務：平成 26 年度 不整地運搬車の
有効活用検討業務

■工事・業務の新しい入契制度及び土木工
事積算に関する講習会
月　日：7月 31 日（金）
場　所：建設クリエイトビル第一会議室
（高松市）
参加者：60 名
内　容：①新たな入札契約方式について
（講師）四国地方整備局企画部技術管
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理課 課長補佐 片岡浩史 氏　②建設コ
ンサルタント業務等の入札・契約制度
について（講師）四国地方整備局企画
部技術管理課 課長補佐 青木研 氏　　
③土木工事積算について（講師）四国
地方整備局企画部技術管理課 課長補
佐 岩本英浩 氏

■企画委員会
月　日：7月 15 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 8名
議　題：①建設機械施工技術検定試験に
ついて　②軟弱地盤改良講演会につい
て　③九州地方整備局との意見交換会
について　④その他




