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■路盤・舗装機械技術委員会 アスファル
トプラント変遷分科会
月　日：8月 4日（火）
出席者：吉野友純分科会長ほか 9名
議　題：①アスファルトプラントの変遷
資料の機関誌掲載に向けた第 4章から
の編集作業について　②今後の編集作
業の進め方について　③その他

■コンクリート機械技術委員会
月　日：8月 6日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 9名
議　題：①前回（6/11）委員会の議事録
内容の確認　② ISO/TC195/SC1のト
ラックミキサの各国意見を反映した修
正審議　③ ISO/TC195/SC1 のコンク
リートおよびモルタル準備用機械及び
プラントの審議　④ ISO18652 コンク
リート用外部振動機，ISO21592 コン
クリート吹付機の定期見直しについて
⑤建設機械要覧 2016 の見直しについ
て　⑥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・国交省打合せ
月　日：8月 7日（金）
出席者：石倉武久分科会長ほか 8名
議　題：①ホイールクレーン燃費基準設
定に向けた検討状況の確認・ラフテ
レーンクレーンの追加機種の作業燃費
測定状況について・作業燃費測定方法
JCMAS 原案の作成検討状況と評価値
算出方法・クラス分けについて・
JCMAS 原案作成スケジュールと燃費
基準値設定について　②平成 27 年度
第 1回建設施工の地球温暖化対策検討
分科会に向けた準備とスケジュールに
ついて　③その他

■トラクタ技術委員会
月　日：8月 21 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 6名
議　題：①各社のトピックス　② 8/21
AM開催の国土交通省・作業燃費検討
WG打合せ結果の報告　③平成 27 年
度上期の活動報告と下期の活動計画に
ついて・下期の活動テーマとその進め
方について　④その他

■トンネル機械技術委員会 建設生産シス
テムの変遷分科会
月　日：8月 26 日（水）

出席者：橘伸一分科会長ほか 8名
議　題：①山岳TN，シールドTNの「大
断面」「大深度」「長距離」についての
要求される技術についての標準（一般）
技術との比較表（A3,1 ページ完結）
の説明と討議　②活動成果のまとめ方
について　③その他

■原動機技術委員会
月　日：8月 28 日（金）
出席者：六本木明人委員長ほか 19 名
議　題：①前回（6 月 26 日）議事録の
確認について　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国交省殿
からの質問「欧州及び中国の排出ガス
規制情報」の回答について　⑤ 8/21
開催の作業燃費検討WG・国交省殿打
合せ結果について　⑥平成 27 年度上
期の活動報告と下期の活動計画につい
て　⑦建設機械要覧 2016 見直し結果
の報告について　⑧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：8月 31 日（月）
出席者：石倉武久分科会長ほか 6名
議　題：①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（エンジン出力で
なくクレーン容量とする）についての
再確認・各試験モードでの試験条件の
再確認・3レバー操作についての合否
の根拠確認・評価値 kg/h（案）につ
いて未測定 3機種での再現性の確認　
②燃費基準値設定工程を 2015/7/16 案
②として国交省地球温暖化対策検討
分科会を 10 月開催とした準備につい
て（8/7 の国交省打合せを踏まえて）・
走行燃費についての取扱いの説明の仕
方・10 月開催に向けた国交省の説明
ドラフト案についての意見確認（8/17
時点で未着）　③その他

■作業燃費検討WG・国土交通省 打合せ
月　日：8月 21 日（金）
出席者：尾上裕リーダーほか 14 名
議　題：①先行 3機種（油圧ショベル，
ホイールローダ，ブルドーザ）および
ミニショベルの新たな燃費基準の設定
について・見直し or 据置きの判断に
ついて（効率改善余地，費用対効果）・
目標年次，データ収集方法，基準値発
表時期，認定開始時期　②地球温暖化
対策検討分科会の開催時期と開催に向

けた準備について　③その他

■三役会
月　日：8月 19 日（水）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 4名
議　題：①各WG報告　② 9/9 ～ 10 夏
季現場見学会について　③ 9/16 開催
予定「建設業部会」について・中期事
業報告の作成等　④その他

■クレーン安全情報WG

月　日：8月 24 日（月）
出席者：久保隆道主査ほか 9名
議　題：①クレーン事故情報の共有　　
②再教育状況調査方法について　③ク
ローラ転倒事故事例の安全情報WG
としての取組みについて　④その他

■コンプライアンス分科会
月　日：8月 4日（火）
出席者：阿部弘二幹事長代理ほか 6名
議　題：①「レンタカー運用の適正化に
向けた取組について」各委員提出案の
審査　②その他

■機関誌編集委員会
月　日：8月 5日（水）
出席者：渡辺和弘事務局長ほか 19 名
議　題：①平成 27 年 11 月号（第 789 号）
の計画の審議・検討　②平成 27 年 12
月号（第 790 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 1 月号（第 791 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 8
～平成 27 年 10 月号（第 786 ～ 788 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：8月 19 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 5名
議　題：①「建設業の海外展開」ゲラ検
討　②平成 27 年度建設投資見通しの
概要素案検討　③平成 27 年度主要建
設資材の見通し素案検討　④その他

■新機種調査分科会
月　日：8月 25 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

■新工法調査分科会
月　日：8月 27 日（木）
出席者：高橋浩史分科会長ほか 3名
議　題：①新工法情報の持ち寄り検討　

（2015 年 8 月 1 日～ 31 日）

行事一覧
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②新工法紹介データまとめ　③その他

支部行事一覧

■情報化施工トップセミナー
月　日：8月 11 日（火）
場　所：小樽開発建設部第 1会議室
参加者：熊谷一男支部監査役ほか 46 名
議　題：①北海道開発局における情報化
施工　②基調講演「情報化施工で現場
が変わる !」　③情報化施工活用事例

■第 2回施工技術検定委員会
月　日：8月 19 日（水）
場　所：さつけんビル6 階会議室
出席者：秋場健治施工技術検定委員長ほ
か 15 名
議　題：建設機械施工技術検定実施試験
の実施要領について

■建設機械施工技術検定実施試験
月　日：8月 28 日（金）～ 30 日（日）
場　所：石狩市㈱日立建機教習センタ
北海道教習所
受検者：実人数 1級  70 名，2級390 名
　　　　延人数 1級 107 名，2級454 名

■除雪講習会事前打合せ（施工部会）
月　日：8月 3日（月）～ 4日（火）
場　所：岩手県警察本部，宮古警察署，
岩手県庁，三陸国道事務所
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 1名
内　容：平成 27 年度除雪講習会講師依
頼及び打合せ

■除雪機械開発資料とりまとめ（施工部会）
月　日：8月 6日（木）
場　所：東北支部会議室
出席者：山崎晃参与ほか 6名
内　容：除雪機械開発の変遷資料とりま
とめ

■除雪講習会事前打合せ（施工部会）
月　日：8月 10 日（月）～ 11 日（火）
場　所：天童警察署，山形県庁，山形河
川国道事務所，新庄警察署
出席者：山崎晃参与ほか 1名
内　容：平成 27 年度除雪講習会講師依
頼及び打合せ

■除雪講習会事前打合せ（施工部会）
月　日：8月 18 日（火）
場　所：会津若松警察署，福島県庁，郡
山国道事務所
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 1名
内　容：平成 27 年度除雪講習会講師依

頼及び打合せ
■建設機械施工技術検定実地試験会場と事
前講習会の確認（施工部会）
月　日：8月 20 日（木）
場　所：キャタピラー東北㈱　岩沼 ICT
センター

出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 1名
内　容：8 月 22 日からの実地試験に関
する事前確認

■建設機械施工技術検定実地試験監督者打
合せ（施工部会）
月　日：8月 21 日（金）
場　所：キャタピラー東北㈱　岩沼 ICT
センター

出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 10 名
内　容：8 月 22 日からの実地試験に関
する試験監督者打合せ

■建設機械施工技術検定試験実地試験（施
工部会）
月　日：8月 22 日（土）～ 27 日（木）
場　所：キャタピラー東北㈱　岩沼 ICT
センター

受験者数： 種別 1級 2級 合計
1種  67 108 175 名
2 種  60 608 668 名
3 種   6  15  21 名
4 種  52  38  90 名
計 185 769 954 名

■情報化施工技術委員会（施工部会）
月　日：8月 31 日（月）
場　所：宮城県古川工業高等学校
出席者：鈴木勇治委員長ほか 3名
内　容：技術委員会から学校側に提案し
ていた情報化施工に関する特別授業の
実施に向けた日程と内容の打合せ

■「けんせつフェア in北陸金沢 2015」第
2回実行委員会
月　日：8月 7日（金）
場　所：北陸地方整備局新潟国道事務所
会議室

出席者：穂苅正昭技師長（丸山支部長代
理出席）

議　題：「けんせつフェア in 北陸金沢
2015」の実施について

■柏崎市平成 27年度除雪講習会
月　日：8月 24 日（月）
場　所：柏崎市文化会館アルフォーレ
出席者：青木鉄朗普及部会長講師派遣
受講者：約 60 名

■建設機械施工技術検定試験実地試験
月　日：8月 27 日（木）～ 29 日（土）
場　所：石川県小松市小松教習所粟津
センタ

受検者：1級延べ 85 名
　　　　2級延べ 190 名

■「建設 ICT施工ガイドブック」作成実
行委員会
月　日：8月 4日（火）
出席者：青木保孝技術部会長ほか 6名
場　所：三愛物産ビル 3階会議室
内　容：高校生向けの情報化施工参考図
書の作成について

■技術・調査部会
月　日：8月 5日（水）
出席者：青木部会長ほか 9名
議　題：技術講演・発表会について
■建設機械施工技術検定実地試験
月　日：8月 28 日（金）～ 31 日（月）
場　所：愛知県刈谷市「住友建機販売㈱
愛知教習センター」
受験者：1級…実受験者 125 名，延べ受
験者 211 名，2 級…実受験者 274 名，
延べ受験者 294 名

■平成 27年度 1・2級建設機械施工技術
検定試験（実地）試験監督者打合せ
月　日：8月 3日（月）
場　所：関西支部会議室
出席者：松本克英事務局長以下 8名
内　容：①実地試験実施要領について
②その他

■近畿地方整備局との意見交換会
月　日：8月 4日（火）
場　所：ドーンセンター第二会議室
参加者：深川良一支部長以下 43 名
内　容：①話題提供…1．公共工事の品
質確保の取り組みについて　2．土木
機械設備の取り組みについて　3．情
報施工の普及促進の取り組みについて
②意見交換…1．土木機械設備工事に
ついて 2．情報化施工について

■平成 27年度 1・2級建設機械施工技術
検定試験（実地）試験監督者打合せ
月　日：8月 5日（水）
場　所：関西支部会議室
出席者：松本克英事務局長以下 10 名
内　容：①実地試験実施要領について
②その他

■「ふれあい土木展」連絡調整会議
月　日：8月 6日（木）
場　所：近畿地方整備局会議室
出席者：松本克英
内　容：①「平成 26 年度ふれあい土木展」
実施報告　②「平成 27 年度ふれあい
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土木展」の実施について　③その他
■平成 27年度 建設機械施工技術検定試験
（実地試験）
月　日：8月 26 日（水）～ 30 日（日）
場　所：キャタピラー教習所㈱およびコ
ベルコ教習所㈱

受検者：実人数1 級 233 名，2級 571 名
　　　　延人数1 級 377 名，2級 581 名

■第 2回開発普及部会
月　日：8月 4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建設技術フォーラムへの参加
について　②中国地方技術開発交流会
への参加について　③第 37 回新技術・
新工法発表会について　④第 66 回新
技術活用現場研修会について　⑤土木
機械設備維持管理研究会について　　
⑥その他懸案事項

■ 1・2級建設機械施工技術検定実地試験
監督者事前説明会
月　日：8月 6日（木）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：齊藤実総括試験監督者ほか 9名
議　題：建設機械施工技術検定実地試験
実施要領説明

■ 1・2級建設機械施工技術検定実地試験
月　日：8月 22 日（土）～ 26 日（水）
場　所：大竹市晴海地先（大竹商業施設
用地）

受検者：1級 59 名2 級 225 名（1 種 38，
2 種 249，3 種 4，4 種 44）

■情報化施工（体験セミナー）講習会
月　日：8月 26 日（水）
場　所：（座学）大竹市市民会館
（実習）大竹市晴海地先（大竹晴海商業
施設用地）

参加者：16 名
講習内容：（座学）…①情報化施工の現
状と動向について　②情報化施工シス
テムを応用した技術と CIM対応ツー
ルの紹介（実習）…③MC，MG実機
試乗体験，最新情報化施工機器実測体
験

■平成 27年度 1・2級建設機械施工技術
検定【学科】試験 合格発表
月　日：8月 5日（水）
場　所：支部事務局
対象者：試験地【高松市】分のみ

■情報化施工現地講習会・宿毛
月　日：8月 6日（木）
場　所：宿毛市総合社会福祉センター（高
知県宿毛市）

参加者：岩澤委式事務局長ほか 87 名
内　容：①国土交通省の CIM構想と情
報化施工推進戦略について　②オペ
レータの立場から見た情報化施工につ
いて　③ TS 出来形管理技術及び
3D-MG 技術について　④情報化施工
の先に見えるもの [ スマートコンスト

ラクション ] について　⑤TS 出来形
管理技術及び 3D-MG技術の実地見学

■平成 27年度 1・2級建設機械施工技術
検定【実地】試験監督者打合せ会議
月　日：8月 21 日（金）
場　所：建設クリエイトビル（高松市）
参加者：小松修夫総括試験監督者ほか 7
名
議　題：平成 27 年度実地試験の実施要
領と注意事項について

■企画委員会
月　日：8月 19 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
（学科試験）結果について　②建設機
械施工技術検定試験（実地試験）につ
いて ③「建設機械施工」随想執筆に
ついて　④九州支部会員入会案内（案）
について

■試験監督者説明会
月　日：8月 19 日（水）
出席者：久保田正春整備部会長ほか 9名
議　題：試験実施要領等の確認
■試験監督者説明会
月　日：8月 30 日（日）
出席者：コマツ教習所㈱秋永武志所長ほ
か 8名
議　題：試験実施要領等の確認




