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■基礎工事用機械技術委員会 現場見学会
月　日：3 月 2 日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 12 名
見　学：東京都下水道局／前田・大日本

JV 千代田区永田町地先 アーバンリン
グ立坑工事現場の見学

■トンネル機械技術委員会・幹事会
月　日：3 月 15 日（火）
出席者：藤内隆委員長ほか 10 名
議　題：①平成 28 年度の活動テーマ「ト

ンネル工事における省資源 ･ 省エネル
ギー（仮題）」について・テーマにつ
いての再確認・検討体制と活動の進め
方および目標スケジュール・現場見学
会の計画　②平成 28 年度 委員会 総
会（4/20 開催予定）の発表テーマに
ついて　③「トンネル工事用排出ガス
対策型建設機械の現状の課題と今後の
対応検討（平成 27 年度活動成果）」に
ついての国土交通省との打合せについ
て　④その他・2/22 開催の機械部会 
幹事会の報告

■除雪機械技術委員会
月　日：3 月 16 日（水）
出席者：江本平委員長ほか 13 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　⑥ 2/15 開催した合同部会，2/22
開催した機械部会 幹事会の報告につ
いて　⑦その他・除雪現場見学会

■ショベル技術委員会
月　日：3 月 18 日（金）
出席者：尾上裕委員長ほか 9 名
議　題：①地球温暖化対策検討分科会
（3/23 or 3/31）に向けた作業燃費検
討 WG と国交省の確認打合せ（2/29
開催）の報告について　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
合の案に対する確認について　③2/15
開催した合同部会，2/22 に開催した
機械部会 幹事会の報告について　　
④環境省の L2-Tech 認証制度につい
て　⑤電気式マルチレバーにおける標

準操作方式の表示について　⑥平成
28 年度の活動テーマとその進め方に
ついて　⑦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：3 月 22 日（火）
出席者：吉野友純分科会長ほか 13 名
議　題：①アスファルトプラントの変遷

原稿 1993 年以降の修正部分の確認に
ついて　②変遷原稿 2004 年以降につ
いて　③今後の編集作業について

■ダンプトラック技術委員会
月　日：3 月 24 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 4 名
議　題：①各社トピックスについて　　

②ダンプ・不整地運搬車の動画紹介と
安全作業ガイド改定版の HP 掲載の最
終確認について　③平成 28 年度の活
動計画について・重ダンプの運行管理
に関する文献調査について　④ 2/15
開催した合同部会，2/22 開催した機
械部会 幹事会の報告　⑤その他

■路盤 ･舗装機械技術委員会　総会
月　日：3 月 24 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 34 名
議　題：①平成 27 年度活動経過報告，

平成 28 年度活動計画　②技術発表〔建
設機械 ･ 施工に係る安全対策〕1．ア
スファルトフィニッシャのフューム対
策　2．タイヤローラの緊急停止装置
　〔情報化施工の今後の動向〕1．情報
化機器保有数調査結果の報告　2．ド
ローンの活用 国土技術政策総合研究所
3．情報化施工最新機器情報　4．情報
化施工見学会報告　5．JCMA からの
連 絡・CONEXPO Latin America 参
加報告・事務局連絡

■情報化機器技術委員会
月　日：3 月 25 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 6 名
議　題：① 2/22 開催した機械部会 幹事

会の報告について，平成 27 年度の活
動報告と平成 28 年度活動計画），6 月
開催予定の合同技術連絡会での「傾斜
計」の紹介発表について　②平成 28
年度の活動テーマとその具体的な進め
方について　③国交省のi-Construction
のその後の動きについて　④規格関連
の情報共有（進展あれば）について　
⑤ 2/15 開催した合同部会の報告につ
いて　⑥その他情報交換

■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：3 月 29 日（火）
出席者：橘伸一分科会長ほか 7 名
議　題：①報告書の確認について　②そ

（2016 年 3 月 1 日～ 31 日）

行事一覧
の他

■建設業部会
月　日：3 月 3 日（木）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 24 名
議　題：①部会長挨拶　②平成 28 年度

活動計画（案）　③平成 28 ～ 30 年度
中期事業計画（案）　④平成 28 年度事
業計画（案）　⑤平成 27 年度活動報告
⑥平成 25 ～ 27 年度中期事業計画取組
結果　⑦平成 27 年度活動報告・活動
体制・活動スケジュール・各 WG 活動・
その他の活動　⑧その他部会員の皆様
からのご意見，ご提案

■機電交流企画WG

月　日：3 月 16 日（水）
出席者：相田尚主査ほか 8 名
議　題：① 3/3（木）開催建設業部会の

報告　②機電職員確保に向けた PR 活
動パンフレット作成について検討　　
③その他

■機械事故調査WG

月　日：3 月 23 日（水）
出席者：松藤敏夫主査ほか 7 名
議　題：① 3/3（木）開催建設業部会の

報告　②「事故事例・ヒヤリハット
160220 修正版」の検討　③その他

■三役会
月　日：3 月 30 日（水）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 5 名
議　題：①各 WG 報告　② 4/22 提出期

限：平成 27 年度事業報告原稿検討　
③その他

■レンタル業部会
月　日：3 月 3 日（木）
出席者：隼直毅委員ほか 18 名
議　題：①中期事業報告及び中期事業計

画　②平成 28 年度事業計画　③分科
会活動テーマ選定の経緯について　　
④各社の取組事項，部会員共通の問題，
課題について　⑤その他

■機関誌編集委員会
月　日：3 月 2 日（水）
出席者：田中康順委員長ほか 18 名
議　題：①平成 28 年 6 月号（第 796 号）

の計画の審議・検討　②平成 28 年 7
月号（第 797 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 8 月号（第 798 号）の編
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集方針の審議・検討　④平成 28 年 3
～ 5 月号（第 793 ～ 795 号）の進捗状
況の報告・確認

■新機種調査分科会
月　日：3月 22 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 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

■建設経済調査分科会
月　日：3月 24 日（木）
出席者：山名至考分科会長ほか 4名
議　題：①「国土強靭化関係予算案の概
要」関係の執筆について　②「建設技
能労働者の確保について」執筆検討　
③「平成 28 年度公共事業関係予算に
ついて」執筆検討　④その他

支部行事一覧

■広報部会
月　日：3月 1日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：杉岡博史広報部会長ほか 8名
内　容：①平成 27 年度の事業報告につ
いて…支部だよりNo.109 号の発行に
ついて　②平成 28 年度の事業計画に
ついて…支部講演会について，建設工
事等見学会について　③その他

■調査部会
月　日：3月 2日（水）
場　所：北海道支部会議室
出席者：渡辺総悦調査部会長ほか…8 名
内　容：①平成 27 年度の事業報告につ
いて　②平成 28 年度の事業計画につ
いて　③その他

■技術部会
月　日：3月 3日（木）
場　所：さつけんビル 6階会議室
出席者：服部健作技術部会長ほか 12 名
内　容：①平成 27 年度の事業報告につ
いて　②平成 28 年度の事業計画につ
いて　③その他…除雪機械技術講習会
の取組について

■北海道開発局との意見交換会
月　日：3月 9日（水）
場　所：さつけんビル 6階会議室
出席者：西股忠克副支部長ほか 31 名
内　容：①北海道開発局からの情報提供
…i-Construction の推進について，除
雪機械の現状について　②支部会員か
らの意見・要望事項について　③意見
交換

■第 3回 支部運営委員会
月　日：3月 3日（木）
場　所：仙台市…パレス宮城野
出席者：高橋弘支部長ほか 16 名
議　題：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その他

■第2回 東北震災復興 i-Construction（ICT）
連絡会議（現地視察）
月　日：3月 4日（金）
場　所：東松島市野蒜字中下地区（鳴瀬
川中下地区現場）ほか

出席者：桑原徹郎東北地方整備局副局長，
高橋弘東北支部長ほか 33 名

内　容：①鳴瀬川河口部堤防整備現場に
おける ICT 導入状況の視察　②第 3
南蒲生幹線工事現場におけるロボット
スーツ導入状況視察

■東日本大震災 5年シンポジウム～建設技
術者が果たした役割，そしてこれから～
月　日：3月 10 日（木）
場　所：仙台市…江陽グランドホテル
主　催：東北建設業協会連合会，東北地
方整備局

共　催：（一社）日本建設機械施工協会
東北支部ほか 10 団体

内　容：①開会挨拶　②基調講演　③パ
ネルディスカッション　④パネル展

参加者：行政機関，建設産業界から 760
名

■復興加速功労者表彰式
月　日：3月 16 日（水）
場　所：東北地方整備局
出席者：太田副支部長ほか 1名
内　容：（一社）日本建設機械施工協会
東北支部ほか 66 団体が受賞

■田瀬ダムコンジットゲート機械遺産登録
に向けた打合せ（第 2回）
月　日：3月 22 日（火）
場　所：東北支部会議室
出席者：高橋弘支部長，佐藤伸吾北上川
ダム統合管理事務所長ほか 6名

内　容：①当時の関係者からのヒアリン
グ　②今後の進め方　③その他

■新技術評価会議
月　日：3月 10 日（木）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：藤田明施工技術部会長（新技術
評価会議委員）

内　容：新技術活用効果評価

■北陸 ICT戦略委員会
月　日：3月 14 日（月）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：穂苅正昭企画部会長
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

■第 2回企画部会
月　日：3月 16 日（水）
場　所：新潟県建設会館
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 11 名
内　容：①平成 27 年度事業報告（中間）
②平成 27 年度決算報告（見込み）　　
③平成 28 年度事業計画（案）　④平成
28 年度予算（案）

■第 2回運営委員会
月　日：3月 18 日（金）
場　所：新潟東映ホテル
出席者：丸山暉彦支部長ほか 12 名
内　容：①平成 27 年度事業報告（中間）
②平成 27 年度決算報告（見込み）　　
③平成 28 年度事業計画（案）　④平成
28 年度予算（案）

■中部圏インフラ用ロボットコンソーシア
ム第 2回会議
月　日：3月 3日（木）
支部出席者：所輝雄支部長，永江豊事務
局長
場　所：愛知県名古屋市東区ウィルあいち
内　容：次世代社会インフラ用ロボット
開発・導入の推進について等

■第 2回部会長・副部会長会議
月　日：3月 7日（月）
出席者：三宅豊企画部会長ほか 8名
場　所：愛知県名古屋市中区三愛ビル
議　題：①平成 27 年度事業報告（案），
平成 27 年度決算報告（概算）　②平成
28 年度事業計画（案）　③平成 28 年
度収支予算（案）等

■第 3回運営委員会
月　日：3月 14 日（月）
場　所：愛知県名古屋市中区桜華会館
参加者：所輝雄支部長ほか 21 名
議　題：①平成 27 年度事業報告（案）　
②平成 27 年度決算報告（概算）　③平
成 27 年度事業計画（案）　④平成 28
年度収支予算（案）等

■企画部会
月　日：3月 17 日（木）
出席者：三宅豊企画部会長ほか 5名
場　所：愛知県名古屋市中区三愛ビル
議　題：平成 28 年度総会についての打
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合せ等
■第 7回 東海・東南海・南海地震対策中
部圏戦略会議
月　日：3月 24 日（木）
場　所：日本ガイシフォーラム
支部出席者：所輝雄支部長，永江豊事務
局長

議　題：南海トラフ地震対策中部圏戦略
会議活動計画等

■企画部会
月　日：3月 3日（木）
場　所：関西支部…会議室
出席者：溝田寿企画部会長以下 6名
議　題：①平成 28 年度事業計画（案），
平成 28 年度予算（案）について　　
②会員入退会について　③優良建設機
械運転員等表彰について　④その他

■建設用電気設備特別専門委員会（第424回）
月　日：3月 3日（木）
場　所：中央電気倶楽部…会議室
議　題：①前回議事録確認　② JEM-TR…
236…建設工事用 400V 級電気設備施工
指針の審議　③その他

■運営委員会
月　日：3月 8日（火）
場　所：大阪キャッスルホテル…6F会議室
出席者：深川良一支部長以下 29 名
議　題：①平成 28 年度事業計画（案）　
②平成 28 年度予算（案）　③その他

■平成 28年度 施工技術報告会 幹事会
月　日：3月 15 日（火）
場　所：関西支部…会議室
出席者：松本克英事務局長以下 6名
議　題：①平成 27 年度施工技術報告会…
実績報告　②平成 28 年度施工技術報
告会について

■情報化施工現場見学会
月　日：3月 25 日（金）
見学先：西尾レントオール㈱西日本テク
ノヤード

参加者：松本克英事務局長以下 57 名

内　容：①国土交通省の取り組み　②ICT
建設機械見学

■第 4回開発普及部会
月　日：3月 2日（水）
場　所：中国支部事務所
出席者：飯國卓夫部会長ほか 5名
議　題：①平成 27 年度部会事業活動の
状況について　②平成 28 年度部会事
業活動計画（案）について　③第 38
回新技術・新工法発表会の準備につい
て　④その他懸案事項

■第 5回部会長会議
月　日：3月 15 日（火）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 10 名
議　題：①運営委員会（3月期）につい
て　②第 5回通常総会について　③「i-…
Construction」関連事項について　　
④その他懸案事項

■ 3月期運営委員会
月　日：3月 24 日（木）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 24 名
議　事：①平成 28 年度事業計画（案）
に関する件　②平成 28 年度収支予算
（案）に関する件　③その他懸案事項

■国交省との共催事業「平成 27年（松山
管内）遠隔操縦式バックホウ操作訓練」
月　日：3月 1日（火）～ 3日（木）
場　所：重信川河川敷（愛媛県東温市上
村地先）

参加者：松山管内河川・道路維持業者等
からの参加者 14 名が受講

訓練評価者：岩澤委式事務局長
内　容：① 0.45 m3 級バックホウを目視
により遠隔操縦　②目視による遠隔操
縦訓練に関し，訓練前後の技量変化を
評価　③訓練修了証の交付

■（企画・施工・技術）各部会幹事会
月　日：3月 11 日（金）～ 18 日（金）
方　法：メールによる資料の配信と意見
交換
対象者：各部会長及び全部会幹事
内　容：①平成 28 ～ 30 年度中期事業計
画（案）について　②平成 28 年度事
業計画（案）について

■会員会社との共催事業「情報化施工（コ
マツ・スマコン）現場見学会」
月　日：3月 16 日（水）
場　所：高知県檮原町
参加者：119 名
内　容：①工事概要説明　②コマツ
Smart…Construction の説明と活用法
③現場見学（MC（Machine…Control）
搭載バックホウによる施工）

■平成 27年度第 3回運営委員会
月　日：3月 31 日（木）
場　所：ホテルマリンパレスさぬき（高
松市）
参加者：風間優副支部長ほか 20 名
内　容：①平成 28 ～ 30 年度中期事業計
画（案）について　②平成 28 年度事
業計画（案）について　③平成 28 年
度予算書（案）について

■企画委員会
月　日：3月 16 日（水）
出席者：……久保田正春企画委員長ほか10名
議　題：①第 3回運営委員会の運営につ
いて　②本部及び支部の総会等開催計
画について　③ i-Construction（情報
化施工）技術講習会について　④支部
団体会員の入会について

■運営委員会
月　日：3月 16 日（水）
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 23 名
議　題：①平成 28 年度事業計画書（案）
に関する件　②平成 28 年度収支予算
書（案）に関する件　③平成 28・29
年度支部役員候補に関する件




