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■コンクリート機械技術委員会
月　日：4月 7日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 9名
議　題：①前回（2/5）委員会の議事録
内容の確認　② ISO トラックミキサ
用語と仕様のドラフトについての審議
③平成 28年度の活動計画について・活
動テーマとその具体的な進め方　④ 2
月 15 日開催の合同部会の報告につい
て　⑤ 2月 22 日開催の機械部会…幹事
会の報告について　⑥その他（ISO定
期見直し他）

■油脂技術委員会及び各分科会
月　日：4月 11 日（月）
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
作動油の規格化に向け，以下再調査結
果取り纏めの紹介…作動油性状，せん
断安定性の試験条件・効率評価方法，
各社の評価方法について供試油と試験
結果の具体例　②規格普及促進分科
会・日本語 PR資料の紹介およびホー
ムページ掲載案　③油脂技術委員会・
ホームページ改訂の素案提示と討議・
規格，運用マニュアル修正報告・28
年度活動計画説明　④その他…2月 15
日に開催した合同部会の報告，2月 22
日に開催した機械部会…幹事会の報告

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：4月 13 日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 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 28 年度
活動の具体的な進め方について　④見
学会について・博物館「地球の宝石箱」
（鉱研工業㈱保有）他　⑤その他・2
月 15 日に開催した合同部会の報告　

■トンネル機械技術委員会・総会
月　日：4月 20 日（水）
出席者：藤内隆委員長ほか 23 名
議　題：①委員長挨拶　② 27 年度の活
動報告・環境保全分科会の活動結果・
建設生産システム変革分科会の活動結
果　③平成 28 年度の活動計画・各社
の省エネ対策，省資源対策，地球温暖
化防止策活動について　④講演・

NPO…法人臨床トンネル工学研究所…10
周年記念講演（海外シールド・TBM
技術事情 VTR 無し版）　⑤全体的質
疑応答・意見交換

■原動機技術委員会
月　日：4月 22 日（金）
出席者：工藤睦也委員長ほか 22 名
議　題：①委員長の交代について　②前
回（2月 19 日（金））議事録の確認に
ついて　③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　④海外排出ガス規制の動向に
ついての情報交換　⑤国土交通省平成
27 年度地球温暖化対策検討分科会 3
月開催の延期について……⑥ 2 月 22 日
開催の機械部会…幹事会の報告につい
て，国交省 i-Construction のその後の
動きについて，環境省…L2-Tech 認証
制度について　⑦平成 28 年度の活動
計画の具体的な進め方について　⑧そ
の他…

■トラクタ技術委員会
月　日：4月 25 日（月）
出席者：高松伸匡委員長ほか 9名
議　題：①各社のトピックス　②平成
28 年度活動計画の具体的な進め方に
ついて　③建設車両用タイヤの選定 ･
仕様 ･整備 ･基準の改訂について　　
④国交省の i-Construction（建設の生
産性向上）その後の動きについて　　
⑤環境省の L2-Tech 認証制度につい
て　⑥国土交通省平成 27 年度地球温
暖化対策検討分科会 3月開催の延期に
ついて　⑦その他

■機械整備技術委員会
月　日：4月 27 日（水）
出席者：森三朗委員長ほか 7名
議　題：①委員の交代について　② 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　
③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　④平成 28 年度の活動
計画と具体的な推進について　⑤「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　⑥ 2月 15 日開催の合同部
会及び 2月 22 日開催の機械部会…幹事
会の報告　⑦その他

■トンネル機械技術委員会 代表者・国交省 

・環境省 意見交換
月　日：4月 28 日（木）
出席者：坂下誠分科会長ほか 6名
議　題：トンネル工事排出ガス対策型建
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設機械・現状の課題と今後の対応検討

■クレーン安全情報 WG

月　日：4月 11 日（月）
出席者：久保隆道主査ほか 11 名
議　題：①建設業部会での報告　②移動
式クレーン実態アンケート　③事故事
例　④積み上げのクレーン版のデータ
の精査

■三役会
月　日：4月 28 日（木）
出席者：中田晴久部会長ほか 4名
議　題：①各WG報告　②平成 27 年度
事業報告原稿の最終確認　③その他

■コンプライアンス分科会
月　日：4月 5日（火）
出席者：岩佐広文分科会長ほか 5名
議　題：①当年度分科会活動計画につい
て　②その他

■機関誌編集委員会
月　日：4月 6日（水）
出席者：田中康順委員長ほか 24 名
議　題：①平成 28 年 7 月号（第 797 号）
の計画の審議・検討　②平成 28 年 8
月号（第 798 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 9 月号（第 799 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 28 年 4
月号～平成 28 年 6 月号（第 794 ～
796 号）の進捗状況の報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：4月 13 日（水）
出席者：戸崎雅之分科会長ほか 3名
議　題：①新工法情報の持ち寄り検討　
②新工法紹介データまとめ　③その他

■建設経済調査分科会
月　日：4月 20 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 3名
議　題：①「H28 公共事業関係予算」の
進捗原稿検討（小笠原委員）　②「H28
主要建設資材価格の動向」原稿に関す
る確認（荒川委員）　③その他
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支部行事一覧

■第 1 回広報部会広報委員会
月　日：4月 13 日（水）
場　所：北海道支部会議室
出席者：峰友博広報委員長ほか 3名
内　容：平成 28 年度建設機械優良運転
員・整備員の被表彰候補者の選定等

■第 1 回企画部会
月　日：4月 20 日（水）
場　所：札幌市…センチュリーロイヤル
ホテル
出席者：川村和幸企画部会長ほか 11 名
内　容：①平成 27 年度事業報告（案）　
②平成 27 年度決算報告（案）　③平成
28 年度事業計画　④平成 28 年度収支
予算　⑤その他，第 1回運営委員会及
び第 5回総会関係

■第 1 回調査委員会
月　日：4月 21 日（木）
場　所：さつけんビル 6階会議室
出席者：小宮山北海道開発局事業振興部
機械課調査係長ほか 17 名
議　題：平成 28 年度建設機械等損料の
改定について

■支部会計監査
月　日：4月 25 日（月）
場　所：北海道支部会議室
出席者：熊谷一男支部監査役ほか 2名
議　題：平成 27 年度支部事業及び決算
書の監査

■平成 28 年度除雪機械技術講習会第 1 回
打合せ
月　日：4月 26 日（火）
場　所：北海道開発局 10 階会議室
出席者：伊藤正樹技術委員会委員長ほか
16 名
内　容：①平成 28 年度除雪機械技術講
習会実施計画　②平成 27 年度実施結
果

■第 1 回運営委員会
月　日：4月 28 日（木）
場　所：札幌市…センチュリーロイヤル
ホテル
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 17 名
内　容：①平成 27 年度事業報告（案）
承認の件について　②平成 27 年度決
算報告（案）承認の件について　③平
成 28 年度事業計画に関する件につい
て　④平成 28 年度収支予算に関する
件について　⑤その他，第 2回運営委
員会及び第 5回総会関係

■広報部会
月　日：4月 7日（木）
場　所：東北支部会議室
出席者：浅野公隆部会長ほか 7名
内　容：①「支部たより 171 号」の編集
計画について　②「支部たより 171 号」
の原稿執筆依頼について　③「建設機
械施工 10 月号」ずいそう原稿執筆者
の推せん　④広報部会役員の交代等に
ついて　⑤その他

■情報化施工に関する整備局との打合せ
月　日：4月 7日（木）
場　所：東北地方整備局会議室
出席者：山尾昭施工企画課長，鈴木勇治
情報化施工技術委員長ほか 3名

内　容①平成 28 年度の情報化施工セミ
ナー計画について　②その他

■施工部会
月　日：4月 14 日（木）
場　所：東北支部会議室
出席者：稲村正弘施工部会長ほか 14 名
内　容：①平成 28 年度施工部会事業計
画について　②平成 28 年度除雪講習
会計画（案）について　③平成 28 年
度除雪講習会資料作成分担について　
④その他

■平成 28 年度 第 1 回 情報化施工技術委
員会
月　日：4月 15 日（金）
場　所：東北支部会議室
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長
ほか 17 名

内　容：①平成 28 年度 i-Construction
（ICT）セミナーの開催計画について
②工業高等学校向けセミナーの開催計
画について　③東北地方整備局の国交
省職員研修への対応について　④今後
のスケジュール　⑤その他

■支部監査
月　日：4月 25 日（月）
場　所：東北支部会議室
出席者：浅野博之支部監査役ほか 2名
内　容：平成 27 年度の事業及び決算の
監査全般

■建設部会
月　日：4月 26 日（火）
場　所：東北支部会議室
出席者：佐野真部会長ほか 6名
内　容：①委員の交代について　②部会
長，副部会長の選任について　③平成
28 年度活動計画（案）について　④「支
部たより」安全コーナーについて　　
⑤特殊工事現場研修について

■ EE 東北’16 第 3 回作業部会
月　日：4月 26 日（火）
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
内　容：① EE 東北’16…実施方針（案）
②EE東北’16…広報（案）　③EE東北…
’16…予算（修正案）　④今後の予定

■第 1 回広報委員会
月　日：4月 13 日（水）
場　所：北陸支部事務局
出席者：上杉修二広報委員長ほか 4名
議　題：機関誌「あかしや通信」の発行
について

■「オペレータの手引き」改訂 WG

月　日：4月 14 日（木）
場　所：新潟県建設会館
出席者：青木鉄朗雪氷部会委員ほか 12
名
議　題：「オペレータの手引き」改訂案
の検討

■支部会計監査
月　日：4月 25 日（月）
監査役：近藤正征氏，高原和彦氏
内　容：業務及び財産監査

■ i-construction 中部ブロック推進本部「愛
知県部会」
月　日：4月 25 日（月）
出席者：永江豊事務局長，鈴木勇治情報
化施工ガイドブック作成委員
内　容：ICT 土工の活用に向けた 3 次
元データを活用する基準類の説明

■支部監査
月　日：4月 19 日（火）
場　所：関西支部…会議室
出席者：太田義己支部監査役，神谷敏孝
支部監査役
内　容：平成 27 年度決算報告および関
係書類にもとづく監査の実施

■建設業部会
月　日：4月 20 日（水）　
場　所：エル・おおさか…5F…研修室 3
出席者：寺口勝久建設業部会長以下 19
名
議　題：①新旧部会長挨拶　②平成 27
年度活動報告　③平成 28 年度事業計
画（案）説明　④その他
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■企画部会
月　日：4月 25 日（月）
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運営委員会に提出する議題関
連　②その他

■運営委員会
月　日：4月 27 日（水）
場　所：大阪キャッスルホテル…会議室
出席者：深川良一支部長以下 18 名
議　題：①平成 27 年度事業報告（案）
及び決算報告（案）の件　②平成 28・
29 年度運営委員選任について　③優
良建設機械運転員等表彰の件　④会長
表彰について　⑤講演会について　　
⑥その他

■第 38 回「新技術・新工法」発表会
月　日：4月 12 日（火）
場　所：広島市まちづくり市民交流プラ
ザマルチメディアスタジオ

参加者：116 名
発表課題：（講話）①国土交通行政の最
近の状況について…中国地方整備局企
画部技術管理課長…井上和久氏　②建
設現場の生産性向上「i-Construction」
について…中国地方整備局企画部機械
施工管理官…錦織豊氏

技術発表：① CIMへの取り組みについ
て…復建調査設計㈱…亀田雄二氏　　
② PC構造における新技術・新工法に
ついて…（一社）プレストレスト・コ
ンクリート建設業協会中国支部…田中
寛規氏　③規格（サイズ）の標準化と
施工の効率化について…ランデス㈱…
細谷多慶氏　④移動測量システム
（MMS・UAV）によるデータ取得と
その利活用について…㈱荒谷建設コン
サルタント…南免羅裕治氏，北野幸宏
氏

■第 1 回部会長会議
月　日：4月 13 日（水）
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（春季）について
②第 5回支部通常総会について　③そ
の他懸案事項

■ i-Construction セミナー～ CIM 情報化施
工 本格化の時代へ～
月　日：4月 19 日（火）
場　所：広島県民文化センター
参加者：534 名　
内　容：①（基調講演）これからの建設
施工と i-Construction…立命館大学理
工学部教授…建山和由氏　②中国地方
整備局に於ける「i-Construction」の
進捗状況…中国地方整備局企画部機械
施工管理官…錦織豊氏　③測量への無
人航空機（UAV）導入に向けた取組
について…国立地理院中国地方測量部
次長…高橋英尚氏　④（事例紹介）CIM
への取り組みについて…復建調査設計
㈱事業推進本部CIM推進室長…亀田雄
二氏　⑤（事例紹介）3Dデータの活
用～現場での見える化への取組～…カ
ナツ技建㈱土木部…木村善信氏

■春季運営委員会
月　日：4月 20 日（水）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 23 名
議　題：①平成 27 年度事業報告（案）
に関する件　②平成 27 年度経理状況
（案）に関する件　③平成 27 年度支部
監査に関する件　④平成 28 年度建設
の機械化施工優良技術者表彰について
⑤その他懸案事項

■平成 28 年度第 1 回（企画・施工・技術）
合同部会幹事会
月　日：4月 15 日（金）
場　所：サン・イレブン高松（高松市）

出席者：小松修夫企画部会長ほか 20 名
内　容：①平成 27 年度事業報告（案）
について　②平成 27 年度決算報告（暫
定版）について　③平成 27 年度事業
計画について　④平成 27 年度予算書
について　⑤平成 28 年度団体会員，
優良建設機械運転員・整備員表彰者
（案）について　⑥平成 28 ～ 29 年度
役員等候補者（案）について　⑦その
他

■平成 27 年度四国支部会計及び業務監査
月　日：4月 22 日（金）
場　所：支部事務局
監査者：河渕久支部監査役及び堀具王支
部監査役
内　容：1．会計監査…①経理事務全般
②資産・負債・財産・収入及び支出の
適正処理について　③財務諸表・財産
目録等の適正管理について　2．業務
監査…①会員の入退会処理について　
②運営委員会・総会等の適正処理につ
いて　③事業計画・事業報告・予算決
算の適正処理について　④その他，職
員の法定福利等関係書類の整理につい
て

■企画委員会
月　日：4月 13 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 10
名
議題：①総会・運営委員会の運営につい
て　②支部役員の交代について　③本
部会長表彰・支部長表彰について　　
④ i-Construction（情報化施工）技術
講習会について　⑤平成 28 年度災害
協定支援体制について　⑥その他




