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■基礎工事用機械技術委員会
月　日：9月 2日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 17 名
議　題：①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　②硬
質地盤油圧式くい圧入機に係る労働安
全衛生関係法令の適用について　③バ
イブロハンマ（振動杭打抜き機）用ク
レーンの選定基準の見直し要否につい
ての意見交換　④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　⑤その他

■除雪機械技術委員会 協和機械製作所・
日本除雪機製作所 工場見学会
月　日：9月 3日（木）～ 4日（金）
参加者：江本平委員長ほか 16 名
内　容：9/3（木）：㈱協和機械製作所…
工場見学（会社説明，工場見学，質疑
応答），9/4（金）：㈱日本除雪機製作
所…工場見学（会社説明，曙工場見学，
稲穂工場見学，質疑応答）

■トンネル機械技術委員会 環境保全分科
会
月　日：9月 3日（木）
参加者：坂下誠分科会長ほか 8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，前回（7/29）
の各担当委員の検討内容を織り込んだ
全体まとめ案について，追加検討内容
の有無について　②まとめ成果に対す
る他部会（製造業部会，建設業部会等）
への意見確認方法について　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：9月 15 日（火）
出席者：石倉武久委員長ほか 5名
議　題：① 10 月開催予定の地球温暖化
対策検討分科会での国交省の説明資料
ドラフトに対する内容確認とWGか
らの意見提出について　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　③その他

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：9月 15 日（火）
出席者：山口達也委員長ほか 9名
議　題：① 9/29 開催の上期委員会総会
の発表テーマと時間割の最終確認につ

いて　② 11/13 開催予定の日立建機㈱
土浦工場見学会の内容確認について　
③平成 27 年度上期の活動結果と下期
の活動計画について　④その他

■トンネル機械技術委員会 建設生産シス
テム変遷分科会
月　日：9月 16 日（水）
出席者：橘伸一分科会長委員長ほか 7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
標準（一般）技術と要求される技術に
ついての比較表（A3，1 頁完結）の
各社作成（案）」の説明と討議　②活
動成果のまとめ方について　③その他

■ショベル技術委員会
月　日：9月 25 日（金）
出席者：尾上裕委員長ほか 10 名
議　題：① 8/21 および 9/17 開催の国交
省・作業燃費検討WG打合せ内容の
報告，先行 3機種（油圧ショベル，ブ
ルドーザ，ホイールローダ）の燃費基
準達成建設機械認定制度の次期運用基
準の検討について，10 月開催予定の
地球温暖化対策検討分科会に向けた準
備について　②平成 27 年度上期の活
動結果と下期の活動計画について　　
③市場燃費データの収集およびクラス
分け（バケット，エンジン出力）のそ
の後の情報について　④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）提供と整理に
ついて　⑤その他

■機械部会 油脂技術委員会および規格普
及促進分科会，高効率作動油分科会
月　日：9月 25 日（金）
出席者：豊岡司委員長ほか 18 名
議　題：①高効率作動油分科会・高効率
作動油規格案のディスカッション　　
②規格普及促進分科会・各社オンファ
イルスケジュールアンケート結果，阻
害要因の洗い出し及び対応策検討　　
③油脂技術委員会・15 年度上期実績，
下期計画，P041 高圧ピストンポンプ…
合格基準に対する質問事項

■機械部会・幹事会
月　日：9月 28 日（月）
出席者：阿部里視機副部会長ほか 16 名
議　題：①各技術委員会の平成 27 年度
上期の活動結果報告と下期の活動計画
について　②平成 27 年度第 2 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：9月 28 日（月）
出席者：石倉武久委員長ほか 4名

議　題：① 9/17 開催の国交省・作業燃
費検討WG（移動式クレーン分科会
WG含む）の打合せ結果の報告　②地
球温暖化対策検討分科会に向けた説明
資料について，最大吊上げ荷重による
クラス分けとファミリーの考え方につ
いての確認，燃費基準値の目標年につ
いての再確認，走行燃費についての説
明の仕方と作業燃費との合算評価をし
ない理由の再確認，国交省からのラフ
テレーンクレーンのユーザー団体に対
する事前ヒヤリング or アンケートの
追加要望に対する検討　③国交省受託
業務の CMI 報告書（案）に対する国
交省指摘事項への対応確認について　
④その他

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：9月 29 日（火）
出席者：山口達也委員長ほか 26 名
議　題：①開会挨拶　②平成 27 年度活
動計画報告　③技術発表…1）コマツ…
2014 年排ガス規制対応 GD675-6 モー
タグレーダ，2）酒井重工業㈱…2014
年排ガス規制対応マカダムローラ
R2-4，3）範多機械㈱…2011 年基準少
数特例…搭乗型スクレーパHBS-2000　
④新技術の普及に向けた教育・支援…1）
前田道路㈱…情報化施工教育に関し
て，2）JCMA情報化施工委員会…復
興支援WG及び普及促進委員会の活
動報告　⑤日立建機㈱土浦工場見学会
の案内　⑥ JCMAからの連絡・標準
部連絡・事務局連絡

■国土交通省・作業燃費検討 WG 代表・
移動式クレーン分科会 WG 代表打合せ
月　日：9月 17 日（木）
出席者：尾上裕WGリーダーほか 9名
議　題：① 10 月開催予定の平成 27 年度
第 1回地球温暖化対策検討分科会説明
用資料内容の確認打合せについて，ホ
イールクレーン（ラフテレーンクレー
ン）燃費基準設定について，先行 3機
種の新たな燃費基準値の設定について
②その他

■製造業部会 小幹事会
月　日：9月 28 日（月）
出席者：西田悟幹事長ほか 8名
議　題：①各WGの平成 27 年度上期の
活動結果報告と下期の活動計画につい
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 27 年度上期事業報告につ

（2015 年 9 月 1 日～ 30 日）

行事一覧



102 建設機械施工 Vol.67　No.11　November　2015

いて，10/20 開催の運営幹事会での報
告案（10/7 企画部へ提出）　③平成 27
年度第 1回合同部会（製造業部会が幹
事役）のテーマについて　④機械部会
との平成 27 年度第 2 回合同技術連絡
会のテーマについて　⑤その他

■建設業部会夏季現場見学会
月　日：9月 10 日（木）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 13 名
発注者：北海道胆振総合振興局
工事名：厚幌ダム建設事業…ダム本体工
事
施工者：安藤ハザマ・岩田地崎・田中…
特定建設工事共同企業体
場　所：北海道勇払郡厚真町本郷 273-6
内　容：コンクリート製造設備，CSG
製造プラント，堤体視察

■三役会
月　日：9月 16 日（水）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 5名
議　題：① 9/9-10 夏季現場見学会報告
②各WG報告　③ 9/30 開催予定「建
設業部会」について，中期事業報告の
作成等　④ 10/8-9 機電技術者意見交
換会について　⑤その他・合同部会の
方向性報告

■機電交流企画 WG

月　日：9月 17 日（木）
出席者：相田尚主査長ほか 6名
議　題：①第 19 回機電技術者意見交換
会について，班分け等　②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紹介（相田）
③その他

■建設機械事故調査 WG

月　日：9月 28 日（月）
出席者：松藤敏夫主査長ほか 6名
議　題：①提出アンケート結果の精査検
討⇒前回 7/21 から各委員で分担した
検討結果の発表・今後の進め方・方向
性について　②その他（9/30 建設業
部会での発表内容等）

■建設業部会
月　日：9月 30 日（水）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 25 名
議　題：①部会長挨拶　②平成 27 年度
建設業部会活動計画　③各WG報告・
機電技術者交流企画WG・建設機械事
故調査WG・クレーン安全情報WG　
④その他・夏季現場見学会報告，国土
交通大学校専門課程への講師派遣につ
いて，部会員の皆様からのご意見・ご
提案

■レンタル業部会夏季現場見学会
月　日：9月 3日（木）～ 4日（金）
出席者：隼直毅部会長ほか 13 名
場　所：㈱アイチコーポレーション新治
工場

■機関誌編集委員会
月　日：9月 2日（水）
出席者：早矢仕編集委員ほか 17 名
議　題：…①平成 27 年 12 月号（第 790 号）
の計画の審議・検討　②平成 28 年 1
月号（第 791 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 2 月号（第 792 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 9
～平成 27 年 11 月号（第 787 ～ 789 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：9月 16 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 3名
議　題：①予定原稿の経過説明（本省関
連）　②今後の予定検討…「建設機械市
場の現状」原稿執筆依頼を建設機械工
業会に依頼する　③持ち寄り情報の検
討　④その他

■新機種調査分科会
月　日：9月 24 日（木）
出席者：江本平分科会長ほか 3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

■  平成27年度除雪機械技術講習会（第2回）
月　日：9月 11 日（金）
場　所：道北経済センター
受講者：172 名
内　容：①除雪計画　②除雪の施工方法
③冬の交通安全　④除雪の安全施工　
⑤除雪機械の取り扱い

■  平成27年度除雪機械技術講習会（第3回）
月　日：9月 16 日（水）
場　所：小樽経済センター
受講者：147 名
内　容：上記第 2回と同じ

■平成 27 年度 東北地方整備局 総合防災
訓練への参加 （技術部会）
月　日：9月 1日（火）
場　所：東北支部会議室
出席者：山岸嗣宏技術部会長ほか 7名
内　容：総合防災訓練本部を設置し，情
報収集訓練に参加

■情報化施工技術委員会（施工部会）
月　日：9月 2日（水）
場　所：東北支部会議室
出席者：鈴木勇治委員長ほか 5名
内　容：①工業高校向けセミナーについ
て　②トップセミナーについて

■除雪講習会 事前打合せ（施工部会）
月　日：9月 9日（水）
場　所：東北支部会議室
出席者：稲村正弘部会長ほか 10 名
内　容：①古川工業高向けセミナーのカ
リキュラム打合せ　②トップセミナー
の日程調整について　③平成 28 年度
セミナーの会場候補について

■除雪講習会 事前打合せ（施工部会）
月　日：9月 10 日（木）
場　所：宮城県警察本部，宮城県庁，仙
台河川国道事務所
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

■情報化施工技術委員会 （施工部会）
月　日：9月 10 日（木）
場　所：パレス宮城野
出席者：鈴木勇治委員長ほか 21 名
内　容：①平成 27 年度セミナーの総括
（アンケート結果）について　②古川
工業高向けセミナーの担当について　
③トップセミナーの日程調整，進め方
について　④平成 28 年度セミナーの
会場選定について

■除雪講習会（施工部会）
①弘前会場
月　日：9月 24 日（木）
場　所：弘前市…弘前文化センター
受講者：158 名
②青森会場
月　日：9月 25 日（金）
場　所：青森市…ホテルクラウンパレス
青森
受講者：236 名
③秋田（1）会場
月　日：9月 29 日（火）
場　所：秋田市…秋田テルサ
受講者：171 名
④秋田（2）会場
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月　日：9 月 30 日（水）
場　所：秋田市 秋田テルサ
受講者：153 名

■「道路除雪オペレータの手引き」改訂第
2回WG

月　日：9 月 9 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 7 名
議　題：「道路除雪オペレータの手引き」

改訂について
■親睦ゴルフ大会

月　日：9 月 15 日（火）
場　所：日本海カントリークラブ
出席者：小林鶴雄運営委員ほか 14 名
■除雪機械管理施工技術講習会（長岡会場）

月　日：9 月 30 日（水）
場　所：ハイブ長岡
受講者：188 名

■広報部会
月　日：9 月 4 日（金）
出席者：高木広報部会長ほか 8 名
議　題：「支部だより」第 75 号の編集方

針について
■除草作業出前安全講習

月　日：9 月 10 日（木）
場　所：愛知県春日井市 知多公民館㈱

中日建設除草作業安全講習会会場
受講者：約 30 名
■技術・調査部会

月　日：9 月 24 日（木）
出席者：青木部会長ほか 8 名
議 題：技術講演・発表会の発表テーマ

の選出について
■建設施工研修会（映画会）

月　日：9 月 25 日（金）
場　所：名古屋市中小企業振興会館
参加者：75 人

■ロボットシンポジュウム
月　日：9 月 7 日（月）
場　所：大阪大学
出席者：松本克英事務局長
■摩耗委員会幹事会

月　日：9 月 15 日（火）
場　所：関西支部 会議室

出席者：深川良一委員長ほか 3 名
内　容：摩耗対策委員会の今後のテーマ

について
■建設技術展 2015近畿 幹事会

月　日：9 月 17 日（木） 
場　所：大阪マーチャンダイズ・マート

ビル
出席者：松本克英事務局長
内　容：①「建設技術展 2015 近畿」の

準備状況について　②出展企業等につ
いて　③審査員について

■広報部会
月　日：9 月 25 日（金）
場　所：関西支部 会議室
出席者：溝田寿以下 7 名
内　容：①建設施工研修会の開催につい

て　②建設技術展 2015 の出展につい
て　③ふれあい土木展 2015 の出展に
ついて　④ JCMA 関西 108 号の発刊
について

■第 3回広報部会
月　日：9 月 3 日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：西村元次部会長ほか 4 名
議　題：①広報誌（CMnavi）43 号の編

集について　②支部ホームページリ
ニューアル後の状況について　③メー
ルマガジンの整備と有効活用について
④支部パンフレットの改訂作業につい
て　⑤その他懸案事項

■第 3回開発普及部会
月　日：9 月 4 日（金）
場　所：中国支部事務所
出席者：飯國卓夫部会長ほか 6 名
議　題：①第 66 回新技術活用現場研修

会について　②第 37 回新技術・新工
法発表会について　③土木機械設備維
持管理研究会について　④建設機械新
機種・新工法発表会について　⑤その
他懸案事項等

■第 2回企画部会
月　日：9 月 24 日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：鷲田治通部会長ほか 4 名
議　題：①事業実施計画と行事日程につ

いて　②中国地方整備局との意見交換
会について　③その他懸案事項

■第 2回部会長会議
月　日：9 月 30 日（水）
場　所：広島 YMCA 会議室

出席者：鷲田治通企画部会長ほか 8 名
議　題：①中国支部下半期行事予定等に

ついて　②中国地方整備局との意見交
換会について　③その他懸案事項

■平成 27年度災害情報伝達訓練（四国地
整と協働）
月　日：9 月 1 日（火）
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 27 社
伝達手段：E-mail
■平成 27年度建設機械施工技術検定【実
地】試験
月　日：9 月 5 日（土）～ 6 日（日）
場　所：日立建機日本㈱四国支店構内（善

通寺市）
受験者：1 級 -96 名，2 級 -264 名（共に

延べ人数）
試験監督者：小松修夫総括試験監督者ほ

か 10 名
■ CIM導入の取組みと情報化施工 3Dデー
タ作成実務講習会・高知
月　日：9 月 18 日（金）
場　所：高知市春野文化センターピアス

テージ（高知市）
参加者：7 名
■ CIM導入の取組みと情報化施工 3Dデー
タ作成実務講習会・徳島
月　日：9 月 25 日（金）
場　所：徳島健康科学総合センター（徳

島市）
参加者：15 名

■建設機械施工技術検定試験
月　日：8 月 31 日（月）～ 9 月 11 日（金）
場　所：コマツ教習所㈱九州センタ
受験者：1 級 -309 名，2 級 -699 名
■企画委員会

月　日：9 月 24 日（木）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 10

名
議　題：①建設機械施工技術検定実地試

験結果について　②本部理事会資料に
ついて　③運営委員会の開催について
④情報化施工講習会について　⑤建設
行政講演会について　⑥整備局との意
見交換会について　⑦その他




