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■基礎工事用機械技術委員会
月　日：1月 14 日（木）
出席者：山下高俊委員長ほか 12 名
議　題：①基礎工事用機械の分類とその
アタッチメントの委員長整理（案）に
ついて　②大深度（市街地）立坑の施
工技術調査について　③平成 27 年度
活動結果および平成 28 年度の活動
テーマと活動計画について　④現場見
学会について・都下水永田町シールド
用アーバンリング立坑工事　⑤その他

■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：1月 19 日（火）
出席者：吉野友純分科会長ほか 14 名
議　題：①アスファルトプラントの変遷
原稿 1985 年以降について　②今後の
編集作業について　③変遷原稿 1976
年から 1985 年までの修正部分の確認
について　④ 12/7 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

■建築生産機械技術委員会 移動式クレー
ン分科会 WG 及び国土交通省打合せ
月　日：1月 19 日（火）
出席者：石倉武久委員長ほか 7名
議　題：Ⅰ．移動式クレーン分科会WG
…①ラフテレーンクレーン燃費基準設
定に向けた検討・クラス分け，評価値
算出方法，基準値（案）等の検討・確
認について・作業燃費測定方法
JCMAS 原案の作成検討について・
JCMAS 原案作成と標準部への原案提
案について　②その他　Ⅱ．国土交通
省殿との打合せ…①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　②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：1月 20 日（水）
出席者：橘伸一分科会長ほか 9名
議　題：①作成した技術比較表の説明に
ついて　②報告書様式の草案について
③その他

■ダンプトラック技術委員会
月　日：1月 21 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ホームページ掲載動画の最終レイア
ウトの最終確認について　③安全作業
ガイドの委員長見直し案の内容確認に
ついて　④重ダンプ，不整地運搬車工
法の文献調査の進め方について　⑤12/7
に開催した機械部会・製造業部会…合
同技術連絡会の報告　⑥その他

■機械部会 機械整備技術委員会
月　日：1月 21 日（木）
出席者：森三朗委員長ほか 8名
議　題：① 2011 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」についての教宣資料の取りま
とめについて　②エンジン診断装置の
共通化要望についての情報交換と問題
点の整理についての各社報告　③上記
①・②の分科会の実質活動の推進につ
いて　④「整備の基本」と「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」のホームページ
掲載についての確認　⑤ 12/7 開催の
機械部会・製造業部会…合同技術連絡
会の報告　⑥その他

■ショベル技術委員会
月　日：1月 22 日（金）
出席者：尾上裕委員長ほか 11 名
議　題：①国交省の地球温暖化対策検討
分科会（2月 or…3 月開催予定）に向け
た作業燃費検討WGと国交省の確認
打合せについて　②燃費データ
（JCMAS 評価値）のクラス分けをバ
ケット容量から運転質量に変更した場
合の案に対する討議と確認について　
③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）
資料のHP掲載にあたっての最終確認
について　④ 12/7 に開催した機械部
会・製造業部会…合同技術連絡会の報
告について　⑤来年度の活動テーマに
ついて　⑥その他

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：1月 26 日（火）
出席者：山口達也委員長ほか 11 名
議　題：①平成 27 年度下期総会の発表
テーマと開催日程について　②平成
27 年度の活動結果と平成 28 年度の活
動計画について（分科会長および担当
幹事）　③ 1/27 ～ 28 開催の情報化施
工委員会…現場見学会（大分川ダム，
三光本耶馬渓道路）について　④その
他

■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：1月 29 日（金）
参加者：豊岡司委員長ほか 22 名

議　題：①高効率作動油分科会…母機
メーカ殿・オイルメーカ殿等で実施し
ている作動油効率評価方法のアンケー
ト調査結果報告・議論，母機メーカ殿
が高効率作動油，省エネ作動油として
純正化，推奨している作動油のアン
ケート調査結果報告・議論　②規格普
及促進分科会…各社のオンファイルス
進捗ヒアリング，JCMAS の PR 用資
料の紹介　③油脂技術委員会…トタ
ル・ルブリカンツ・ジャパン㈱殿の紹
介（入会手続き中），「潤滑剤銘柄便覧」
に記載されている以下情報の紹介…
0W-20，0W-16 等の省燃費エンジン油
の情報，ガスエンジン油や工業用の省
燃費油の情報，JCMAS…P041・P045
の改訂（必要性を含めて審議），12/7
に開催された機械部会・製造業部会合
同技術連絡会の報告

■三役会
月　日：1月 18 日（月）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 3名
議　題：①各WG 報告　② 1/20（水）
開催予定冬季現場見学会について　　
③ 2/18（木）開催予定若手現場見学
会について　④ 3/3（木）開催予定建
設業部会について（平成 28 ～ 30 中期
事業計画・平成 25 ～ 27 中期事業計画
取組結果報告…含む）　⑤その他

■建設業部会 冬季現場見学会
月　日：1月 20 日（水）
参加者：鈴木嘉昌部会長ほか 15 名
場　所：コマツ粟津工場
住　所：石川県小松市符津町ッ 23
内　容：高度な環境性能と生産性をあわ
せもつ建設機械の次世代組立工場

■建設機械事故調査 WG

月　日：1月 22 日（金）
出席者：松藤敏夫主査ほか 6名
議　題：①事故事例・ヒヤリハット内容
再検討（1/4 締切分）の発表・検討　
② 3/3（木）開催予定建設業部会での
成果発表に向けて（平成 28 ～ 30 中期
事業計画・平成 25 ～ 27 中期事業計画
取組結果報告…含む）　③その他

■機電技術者交流企画 WG

月　日：1月 27 日（水）
出席者：相田尚主査ほか 9名
議　題：① 2/18（木）開催予定若手現
場見学会について　②平成 27 年度第
19 回機電技術者意見交換会の報告書
について　③機電職員確保に向けた

（2016 年 1 月 1 日～ 31 日）

行事一覧
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PR 活動について　④ 3/3（木）開催
予定建設業部会について（平成 28 ～
30中期事業計画・平成 25～ 27中期事
業計画取組結果報告…含む）　⑤その他

■機関誌編集委員会
月　日：1月 7日（木）
出席者：田中康順委員長ほか 18 名
議　題：①平成 28 年 4 月号（第 794 号）
の計画の審議・検討　②平成 28 年 5
月号（第 795 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 6 月号（第 796 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 28 年 1
月号～平成 28 年 3 月号（第 791 ～
793 号）の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：1月 20 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 2名
議　題：①平成 28 年掲載原稿の内容検
討　②その他

■新機種調査分科会
月　日：1月 26 日（火）
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

■第 3 回広報部会広報委員会
月　日：1月 22 日（金）
場　所：北海道支部…会議室
出席者：杉岡博史広報部会長ほか…10 名
議　題：①支部だよりNo.111 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

■「ゆきみらい 2016 in 盛岡」事務局会議
月　日：1月 19 日（火）
場　所：盛岡市…マリオス
出席者：地本敏雄企画部技術企画官ほか
19 名
内　容：①実施内容について　②ガイド
ブックについて　③予算について　　
④来賓について

■合同部会
月　日：1月 22 日（金）
場　所：仙台市…パレス宮城野
出席者：高橋弘東北支部長ほか 36 名
議　題：①平成 28 年度事業計画概要に
ついて　②各部会からの連絡事項　　
③その他

■「オペレータの手引き」改訂 WG 事務
局会議
月　日：1月 15 日（金）
場　所：北陸支部事務局
出席者：青木鉄朗雪氷部会委員ほか 3名
議　題：改訂案の検討

■「建設技術報告会」第 2 回実行委員会
月　日：1月 20 日（水）
場　所：北陸地方整備局新潟国道事務所
会議室

出席者：坪内昭雄委員（普及部会委員）（宮
村事務局長代理出席）

議　題：①実施報告について　②収支報
告について　③次回開催について

■平成 27 年新年名刺交換会
月　日：1月 6日（水）
場　所：名古屋観光ホテル
主　催：（一社）日本建設業連合会中部
支部

出席者：所輝雄支部長，永江豊事務局長
■新年顔合わせ会
月　日：1月 21 日（木）
出席者：所輝雄支部長ほか 19 名
場　所：中部支部事務局

■地理院地図活用促進説明会
月　日：1月 28 日（木）
場　所：名古屋合同庁舎第 2号館 3階供
用会議室

出席者：永江豊事務局長
内　容：災害時におけるUTMグリッド
座標の活用について等

■情報化施工ガイドブック作成実行委員会
月　日：1月 29 日（金）
出席者：本部・森川博邦技師長，青木保
孝部会長ほか 8名

議　題：高校生向け情報化施工参考書「情
報化施工技術基礎」の初稿打合せ

■建設インキュベーション委員会（「海底
資源開発」講演会）
月　日：1月 19 日（火）
場　所：大阪産業創造館
出席者：小林泰三委員長以下 11 名
内　容：「形状・変形・振動・き裂の計
測技術とその応用」
講　師：4Dセンサー㈱代表取締役会長…
森本吉春…氏（和歌山大学名誉教授）

■摩耗対策委員会
月　日：1月 28 日（木）
場　所：奥村機械製作㈱
参加者：深川良一摩耗対策委員会委員長
以下 10 名
内　容：①シールドマシン製作工場見学
②摩耗対策委員会

■情報化施工学生向体験セミナー
月　日：1月 21 日（木）
場　所：朝山大田道路波根地区改良第 6
工事現場
参加者：国立松江工業高等専門学校生
40 名，講師 5名…計 45 名
議　題：①現場施工会社による概要説明…
まるなか建設現場担当者　②情報化施
工技術の実機試乗会・最新情報化施工
機器体験会（3DMC ドーザーシステ
ム・3DMGショベルシステム，GNSS
転圧管理システム・3D計測測量機）

■支部機関誌「しこく No.95」を発刊
月　日：1月 8日（金）
配付部数：約 240 部
配布先：支部役員・団体会員ほか関係機
関等約 200 箇所

■情報化施工意見交換会・徳島を開催
月　日：1月 13 日（水）
場　所：国土交通省徳島河川国道（事）
吉野川貞光（出）会議室（徳島県つる
ぎ町）
参加者：木下功四国地整施工企画課長補
佐ほか 15 名
内　容：情報化施工に関して，発注者（官
側）と，施工会社・リース会社・建機
販売会社・ソフト会社等（民側
=JCMA側）とで意見交換
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■支部財政健全化 WG を開催
月　日：1月 15 日（金）
場　所：建設クリエイトビル内会議室（高
松市）

参加者：工藤建夫副支部長ほか 5名
内　容：支部の収支決算がマイナス続き
である現状を鑑み，財政健全化方策に
ついて協議

■企画委員会
月　日：1月 20 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 11
名

議　題：①建設機械施工技術検定試験の

手引き販売について　②災害協定の見
直しについて　③永年会員，永年役職
員等の本部表彰について　④支部の建
設の機械化功労者表彰について　⑤そ
の他




