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■機械部会・運営連絡会
月　日：2 月 1 日（月）
出席者：阿部里視副部会長ほか 6 名
議　題：①平成 25 ～ 27 年度中期事業計

画の事業報告について　②平成 28 ～
30 年度中期事業計画の策定について
③ 2/22 開催の機械部会…幹事会に向け
ての確認について・平成 28 年度第 1
回技術連絡会のテーマ案について　　
④平成 28 年度第 1 回合同部会（幹事
役は建設業部会）のテーマについて　
⑤その他

■トンネル機械技術委員会・幹事会
月　日：2 月 2 日（火）
出席者：藤内隆委員長ほか 10 名
議　題：①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・建設
生産システムの変革分科会の活動結果
について・環境保全分科会の活動結果
について・2/15 の合同部会での発表
準備について・平成 28 年度の活動テー
マとその進め方について・現場見学会
の計画について　②平成 28 年度…委員
会…総会（4 月予定）の発表テーマと
開催日程について　③その他

■情報化機器技術委員会
月　日：2 月 5 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 5 名
議　題：①平成 27 年度の活動報告と平

成 28 年度活動計画について・協会の
平成28～平成30年度中期事業計画（案）…
・平成 28 年度の活動テーマとその進
め方について　② 12/15 開催の国交省
i-Construction 委員会の報告について
③ 1/27 ～ 28 開催の情報化施工委員会…
現場見学会の報告について（大分川ダ
ム・三光本耶馬渓道路）　④規格関連
の情報共有について　⑤トプコン白河
トレーニングセンター見学の検討につ
いて　⑥その他情報交換

■コンクリート機械技術委員会
月　日：2 月 5 日（金）
出席者：大村高慶委員長ほか 9 名
議　題：①前回（12/10）委員会の議事

録内容の確認　② 1/14 開催の Web
会議で審議した ISO トラックミキサ
用語と仕様のドラフトについての報告
③平成 27 年度の活動結果報告と平成

28 年度の活動計画について・協会の
平成 28 ～平成 30 年度中期事業計画

（案）・平成 28 年度の活動テーマとそ
の進め方　④ 12/15 開催の国交省
i-Construction 委員会の報告について
⑤ 1/27 ～ 28 開催の情報化施工委員会…
現場見学会の報告について（大分川ダ
ム・三光本耶馬渓道路）　⑥その他

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：2 月 10 日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 11 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委員長
の交替について　⑤見学会について・
博物館「地球の宝石箱」（鉱研工業㈱
保有）・都下水永田町シールド用アー
バンリング立坑工事　⑥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：2 月 16 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 1986 年から 1992 年までの修正部
分の確認について　②変遷原稿 1993
年以降について　③今後の編集作業に
ついて

■原動機技術委員会
月　日：2 月 19 日（金）
出席者：六本木明人委員長ほか 21 名
議　題：①前回 12/18 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国土交通省…平成
27 年度地球温暖化対策検討分科会の 3
月開催予定について　⑤ 2/15 開催の…
合同部会の報告について　⑥平成 27
年度の活動結果報告と平成 28 年度の
活動計画について・来年度の活動テー
マと活動体制について　⑦ 11/27 開催
の 2015 年度ディーゼル・省エネ環境
セミナー発表紹介報告・「省燃費・排
ガス規制対応トラックの最新技術動向
について（日野自動車）」・「オフロー
ドの排ガス規制について（日立建機）」
⑧環境省…建設機械の使用燃料実態調
査について　⑨国土交通省…建設機械
の市場燃費調査について　⑩その他

■機械部会・幹事会
月　日：2 月 22 日（月）
出席者：阿部里視副部会長ほか 12 名
議　題：①平成 28 年度～平成 30 年度中

期事業計画について（2/1 の運営連絡
会の報告）　②各技術委員会の平成 27
年度の活動結果報告と平成 28 年度の
活動計画について　③平成 28 年度第
1 回技術連絡会の発表テーマと日程に
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：2 月 24 日（水）
出席者：橘伸一分科会長ほか 7 名
議　題：①採取追加作成した技術比較表

の確認について　②報告書の確認につ
いて　③その他…

■トラクタ技術委員会
月　日：2 月 26 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 5 名
議　題：①各社のトピックス　②平成

27 年度活動報告と平成 28 年度活動計
画について　③建設車両用タイヤの選
定・仕様・整備・基準の改定の関連法
規について　④ 2/15 開催の合同部会
の報告について　⑤国土交通省の
i-Construction（建設の生産性向上）
のその後の動きについて　⑥環境省の
L2-Tech 認証制度について　⑦その他

■小幹事会
月　日：2 月 3 日（水）
出席者：西田悟幹事長ほか 9 名
議　題：①各 WG の平成 27 年度の活動

結果報告および平成 28 年度の活動計
画について・作業燃費検討 WG の活
動報告・マテリアルハンドリング WG
の活動報告　②平成 25 ～ 27 年度中期
事業結果報告および平成 28 ～ 30 年度
中期事業計画策定について　③平成
28 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 28 年度第 1 回合同技術
連絡会のテーマについて　⑤その他

■合同部会
月　日：2 月 15 日（月）
出席者：西田悟幹事長ほか 67 名
議　題：①競争法コンプライアンス体制

整備に向けた取組について　②移動式
破砕施設の設置申請審査と施設の種
類・構造・稼働状況の紹介……1）移動
式破砕施設の廃棄物処理法における設
置申請審査について，2）移動式破砕
施設の種類・構造・稼働状況の紹介　
③トンネル工事用排出ガス対策型建設
機械における現状の課題と今後の対策
検討について　④その他情報・意見交
換

（2016 年 2 月 1 日～ 29 日）

行事一覧
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■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：2 月 29 日（月）
出席者：尾上裕 WG リーダーほか 13 名
議　題：① 3 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に向
けての確認について・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・
環境省の L2-Tech 認証との関係につ
いて

■クレーン安全情報 WG

月　日：2 月 8 日（月）
出席者：久保隆道主査ほか 8 名
議　題：①平成 26 年度事業計画の確認

について・スケジュール・取組み事項
の確認・討議　②移動式・定置式クレー
ン事故情報の共有について・4.9 t ク
ローラクレーン転倒事故について・
70 t ラフタージブ折損事故について・
車載式クレーン敷鉄板挟まれ災害につ
いて・NY クローラクレーン倒壊事故
について　③クローラ転倒事故文書の
確認について（～ 3 月末）日立，コベ
ルコ，建設業部会三役と調整，（3 月
～ 4 月）情報発信　④その他

■平成 27 年度第 2 回若手現場見学会
月　日：2 月 18 日（木）
出席者：鈴木嘉昌会長ほか 26 名
場　所：中之島フェスティバルタワー・

ウェスト新築工事
内　容：国内最高水準の耐震性能を実現

したスーパー制振構造，関西最大級の
無柱大空間建築，大型タワークレーン
と特殊養生フレームを用いた安全施工
…発注者：㈱朝日新聞社，㈱竹中工務
店，施工者：㈱竹中工務店

■三役会
月　日：2 月 23 日（火）
出席者：鈴木嘉昌会長ほか 4 名
議　題：①各 WG 報告　② 2/15（月）

開催合同部会について　③ 2/18（木）
開催若手現場見学会について　③ 3/3

（木）開催予定建設業部会について・
2/26 提出期限：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・平成 28 事業計画報告・平成 27
事業報告原稿検討　④その他

■コンプライアンス分科会
月　日：2 月 2 日（火）
出席者：小野弘一委員ほか 9 名
議　題：①公開情報「レンタカー運用の

適正化」の今後の展開について　②次
期研究課題の選定について　③その
他・マイナンバーによる個人証明での
賃借申込みへの対応・オリンピック対
応

■機関誌編集委員会
月　日：2 月 3 日（水）
出席者：渡辺和弘事務局長ほか 17 名
議　題：①平成 28 年 5 月号（第 795 号）

の計画の審議・検討　②平成 28 年 6
月号（第 796 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 7 月号（第 797 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 28 年 2
月号～平成 28 年 4 月号（第 792 ～
794 号）の進捗状況の報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：2 月 17 日（水）
出席者：高橋浩史分科会長ほか 1 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
■新機種調査分科会

月　日：2 月 23 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
■建設経済調査分科会

月　日：2 月 24 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 4 名
議　題：①「建設技能労働者について」（3

月号）執筆計画検討　②「国土強靭化
関係予算案の概要」について検討　　
③その他

支部行事一覧

■平成 27 年度情報化施工推進連絡会
月　日：2 月 23 日（火）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
内　容：①情報化施工の取り組み状況…
（北海道開発局，北海道庁）　②「i-Con-…
struction」（北海道開発局） ③情報
提供「スマート・コンストラクション」

「UAV」の紹介　④平成 28 年度…推進

連絡会活動方針（案）　⑤その他
出席者：47 名

■第1回 東北震災復興 i-Construction（ICT）
連絡会議
月　日：2 月 1 日（月）
場　所：東北地方整備局…大会議室
出席者：川瀧弘之東北地方整備局長，高

橋弘東北支部長ほか 23 名
内　容：①連絡会議について　② i-Con-

struction の概要（国土交通省…技術調
査課）　③東北地方整備局，自治体及
び業団体等における ICT 取組状況の
紹介　④意見交換

■東日本大震災 5 年シンポジウム 参加団
体打合せ
月　日：2 月 3 日（水）
場　所：東北地方整備局…会議室
出席者：梅森総括防災調整官ほか 18 名
内　容：①シンポジウム概要　②スケ

ジュール　③会場（配置）　④費用及
び準備依頼事項等について

■情報化施工技術委員会 （施工部会）
月　日：2 月 4 日（木）
場　所：東北地方整備局…会議室
出席者：鈴木勇治委員長ほか 24 名
内　容：①平成 28 年度の方針　②平成

28 年度の開催場所　③平成 28 年度の
開催スケジュール　④担当者の選任　
⑤トップセミナー，高校生向けセミ
ナーの進め方について

■ゆきみらい 2016 in 盛岡における 除雪機
械展示・実演会（施工部会）
月　日：2 月 9 日（火）～ 10 日（水）
場　所：……盛岡市…アイーナ脇盛岡市所有地
参加者数：民間企業 14 社（うち会員 7

社），東北地方整備局東北技術事務所…
計 15 団体

内　容：①展示機械数…15 団体…32 台　
②実演台数…5 団体…6 台　③来場者数…
1900 名

■企画部会
月　日：2 月 24 日（水）
場　所：東北支部…事務局会議室
出席者：阿部新治企画部会長ほか 5 名
議　題：第 3 回支部運営委員会について

①平成 28 年度事業計画（案）につい
て　②平成 28 年度事業予算（案）に
ついて　③支部会員動向について

■ EE 東北 '16 第 2 回作業部会 （広報部会）
月　日：2 月 24（水）
場　所：仙台市…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 25 名
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内　容：① EE 東北 '16…開催概要　② EE
東北 '16…実施計画（案）　③ EE 東北
'16…広報（案）　④ EE 東北 '16…予算（修
正案）　⑤今後の予定

■田瀬ダム・湯田ダム放流設備調査 （技術
部会）
月　日：2 月 25 日（木）～ 26 日（金）
場　所：北上川ダム統合管理事務所…田

瀬ダム管理所，湯田ダム管理所
出席者：高橋弘東北支部長，佐藤伸吾北

上川ダム統合管理事務所長ほか 7 名
内　容：機械遺産登録へ向けた現地確認

…①田瀬ダム…コンジットゲート　　
②湯田ダム…コンジットゲート

■ゆきみらい盛岡
月　日：2 月 9 日（火）～ 10 日（水）
出席者：丸山暉彦支部長，宮村兵衛事務

局長，田邊事務局員
内　容：次回の北陸開催に向け視察団派

遣
■「オペレータの手引き」改訂 WG 事務

局会議
月　日：2 月 24 日（水）
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

■防災連絡会議第 2 回幹事会
月　日：2 月 26 日（金）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：①北陸防災連絡会議検討項目と

各機関の取り組みについて　②隣接地
域の大規模災害に対する取り組み　　
③その他

■「北陸 ICT 戦略研究会
月　日：2 月 26 日（金）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：①平成 26 年度の取り組み状況
（速報）　②平成 26 年度の取り組み状
況（速報）　③平成 27 年度の取り組み
計画

■社会保険未加入対策推進中部協議会
月　日：2 月 5 日（金）
出席者：永江豊事務局長

内　容：社会保険未加入対策に関する連
絡調整会議

■応急組立橋見学会
月　日：2 月 10 日（水）
出席者：災害対策協定協力会員会社 10

名
内　容：中部技術事務所構内に架設され

た応急組立橋の見学
■技術・調査部会

月　日：2 月 18 日（木）
出席者：青木保孝部会長ほか 9 名
議　題：春季講演会について

■第 1 回「i-Construction 中部ブロック推
進本部」委員会
月　日：2 月 29 日（月）
出席者：所輝雄支部長
内　容：本部の設置及び事業の取り組み

について等

■建設用電気設備特別専門委員会（第 423

回）
月　日：2 月 3 日（水）…
場　所：中央電気倶楽部…会議室
議　題：①前回議事録確認　② JEM-

TR246 建設用電気設備の設置工事指
針の審議

■平成 27 年度 施工技術報告会
月　日：2 月 16 日（火）…
場　所：建設交流館…グリーンホール
参加者：139 名
内　容：①落差 30 m を超える道路崩壊

箇所の災害復旧事例　②都市部におけ
る超近接無導坑メガネトンネルの建設
③ T-iROBO…UW（シャフト式遠隔操
縦水中作業機）について　④国内最大
級の大規模深層崩壊による河道閉塞対
策工事事例　⑤丹波綾部道路由良川橋
の特殊性と工程短縮事例

■建設業部会，リース・レンタル業部会 

合同討論会
月　日：2 月 23 日（火）
場　所：ドーンセンター（大阪府男女参

画・青少年センター）…
出席者：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
39 名

内　容：①「i-Construction（アイ・コ
ンストラクション）」について…近畿
地方整備局…企画部…機械施工管理官…川

﨑…和來氏　②「ダム再開発用仮締切
に関する新構造・新工法（浮体式仮締
切工法）」について…日立造船㈱…社会
インフラ事業本部…水門部…設計 1 グ
ループ…部長代理…神藤…拓也氏　③「水
中作業機によるダム湖掘削工事」につ
いて…㈱アクティオ…本社技術部…副部
長…石田…一氏

■平成 27 年度土木機械設備関係意見交換
会
月　日：2 月 16 日（火）
場　所：広島合同庁舎 2 号館会議室
出席者：中国地方整備局企画部…錦織…豊

機械施工管理官・中国支部企画部会…
鷲田治通部会長ほか 25 名

話題提供：施工企画課に係わる最近の話
題について

意見交換：土木機械設備の点検・整備に
係わる諸課題について…①入札契約方
式について　②意見・要望について

■平成 27 年度四国地方整備局と JCMA 四
国支部との技術交流会
月　日：2 月 22 日（月）
場　所：サンポートホール高松・ホール

棟 5F……53 会議室
参加者：畠中秀人四国地方整備局企画部

長ほか 29 名
内　容：①公共工事に関する最近の動向

について　② i-Construction について
③ i-Construction・情報化施工等に関
する JCMA 会員各社の現況　④フ
リートーキング

■企画委員会
月　日：2 月 17 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 7 名
議　題：①平成 28 年度事業計画（案）

について　②情報化施工講習会につい
て　③平成 27 年度第 3 回運営委員会
について　④九州支部役員候補者名簿

（案）について　⑤その他




