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■基礎工事用機械技術委員会
月　日：5月 11 日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 14 名
議　題：①平成 27 年度活動の大深度立
坑施工調査の纏め説明　②平成 27 年
度の基礎工事用機械アタッチメント分
類について纏め説明　③メーカのア
タッチメント例の紹介　④空気注入不
飽和工法について情報提供　⑤省エネ
運転マニュアルの見直しについて

■トンネル機械技術委員会・幹事会
月　日：5月 12 日（木）
出席者：藤内隆委員長ほか 7名
議　題：①平成 28 年度の活動テーマ「省
エネルギー・省資源技術」の推進につ
いて　② 6月のトンネル工事現場見学
会について　③ 4月 28 日のトンネル
技術委員会代表者・国交省・環境省と
の意見交換についての報告

■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：5月 17 日（火）
出席者：吉野友純分科会長ほか 15 名
議　題：①アスファルトプラント変遷原
稿の 2005 年から 2015 年までの修正部
分の確認　②掲載原稿の区切りの確認
③まとめ年表の検討

■路盤・舗装機械技術委員会・幹事会
月　日：5月 17 日（火）
出席者：山口達也委員長ほか 11 名
議　題：①平成 28 年度の活動計画の内
容確認と具体的な進め方について　　
②平成 27 年度の情報化施工機器保有
アンケートについて　③次期委員会総
会の内容について　④ホームページの
更新について　⑤省エネ運転マニュア
ルの改訂作業について　⑥委員会名簿
について確認

■ダンプトラック技術委員会
月　日：5月 19 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 6名
議　題：①各社トピックスについて　　
②安全作業ガイドの内容改訂について
③品質確保・人材育成のテーマについ
て　④重ダンプ・不整地運搬車工法の
文献調査について　⑤その他

■ショベル技術委員会
月　日：5月 20 日（金）

出席者：尾上裕委員長ほか 10 名
議　題：① JCMASエネルギ消費量試験
法の国際規格化推進について　②建設
機械の燃費測定方法について経産省へ
説明した報告　③労働災害事例調査に
ついて　④ホームページのメンテナン
スについて　⑤業界情報（バウマ展示
会の情報収集）について　⑥その他

■情報化機器技術委員会
月　日：5月 27 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8名
議　題：①次期合同技術連絡会での報告
内容の取り纏め　②規格関連の情報共
有について　③ ISO 委員会における
その後の動きについて（ISO190014・
ISO13766）　④ i-Construction につい
て　⑤除雪作業現場見学への参加につ
いて

■機電交流企画 WG

月　日：5月 12 日（木）
出席者：落合博幸主査ほか 10 名
議　題：① 10 月の機電技術者意見交換
会について，テーマの決定，講演会の
候補　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，原
稿作成担当者決め　③その他

■建設機械事故調査 WG

月　日：5月 23 日（月）
出席者：松藤敏夫主査ほか 6名
議　題：① 4/18 締切見直しデータの確
認，DVD複写データの確認　②部会
長宛て文書の検討　③その他

■三役会
月　日：5月 27 日（金）
出席者：中田晴久部会長ほか 5名
議　題：①各WG報告　②現場見学会
について　③その他

■機関誌編集委員会
月　日：5月 11 日（水）
出席者：田中康順委員長ほか 22 名
議　題：①平成 28 年 8 月号（第 798 号）
の計画の審議・検討　②平成 28 年 9
月号（第 799 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 10 月号（第 800 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 28 年 5
～ 7 月号（第 795 ～ 797 号）の進捗状
況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：5月 18 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 4名

（2016 年 5 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
議　題：①「平成 28 主要建設資材価格
の動向」原稿検討　②その他

■新機種調査分科会
月　日：5月 26 日（木）
出席者：江本平分科会長ほか 4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 5 回支部通常総会
月　日：5月 11 日（水）
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 98 名
内　容：①平成 27 年度事業報告（案）
及び決算報告（案）承認の件　②平成
28 年度事業計画及び収支予算に関す
る件　③本部からの事業概要報告　　
④感謝状贈呈式　⑤建設機械優良運転
員・整備員の表彰

■支部講演会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：札幌市…センチュリーロイヤル
ホテル
演　題：建設技術の新たなステージ…
i-Construction
講　師：立命館大学理工学部環境システ
ム工学科教授…建山和由氏

出席者：熊谷勝弘支部長ほか 98 名
■請負工事機械経費積算に関する講習会
月　日：5月 19 日（木）
場　所：札幌市…北海道教育会館ホテル
ユニオン
受講者：123 名
内　容：①積算体系と機械経費　②建設
機械等損料の改正と動向　③施工パッ
ケージ型積算方式　④損料表の見方及
び使い方　⑤一般土木請負工事の機械
経費積算例　⑥道路維持請負工事の機
械経費積算例

■平成 28 年度除雪機械技術講習会（メー
カ）打合せ
月　日：5月 24 日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：……秋場健治技術委員会委員ほか4名
内　容：①平成 28 年度除雪機械技術講
習会　②講習会テキストの改定　③そ
の他

■第 3 回技術部会技術委員会
月　日：5月 27 日（金）
場　所：さつけんビル…6 階会議室
出席者：服部健作部会長ほか 24 名
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議　題：平成 28 年度除雪機械技術講習
会講師打合せ会

■企画部会
月　日：5月 6日（金）
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 6名
議　題：第 1回支部運営委員会について
内　容：①平成 27 年度事業報告につい
て　②平成 27 年度事業決算について
③表彰について　④平成 28 ～ 29 年度
役員について

■ EE 東北’16 第 2 回実行委員会
月　日：5月 9日（月）
場　所：仙台市…フォレスト仙台
出席者：鈴木研司委員長（東北地方整備
局企画部長）ほか 38 名

内　容：①EE東北’16…開催概要　②EE
東北’16…実施計画（案）　③ EE 東北…
’16…広報（案）　④EE東北’16…予算（修
正案）　⑤今後の予定

■第 1 回支部運営委員会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：仙台市…パレス宮城野
出席者：高橋弘支部長ほか 20 名
内　容：①平成 27 年度事業報告につい
て ②平成 27 年度事業決算について
③表彰について　④平成 28 ～ 29 年度
役員について

■「最新の建設施工技術（情報化施工）」
講習会（座学）
月　日：5月 16 日（月）
場　所：大崎市…古川工業高等学校
受講生：土木情報科…3 年生 40 名
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員会
委員長ほか 6名

内　容：①情報化施工技術　②衛星測位
③実習について（安全講習）

■平成 28 年度 第 5 回 通常総会
月　日：5月 18 日（水）
場　所：仙台市…仙台ガーデンパレス
出席者：支部会員：119 社（委任状 60 社，
議決権総数 132 社），出席者総数：高
橋支部長ほか 99 名

内　容：①平成 27 年度事業報告につい
て　②平成 27 年度決算報告について
③平成 28・29年度役員の改選（案）に
ついて　④平成 28 年度事業計画（案）
について　⑤平成 28 年度予算（案）
について　⑥本部関係報告

■「最新の建設施工技術（情報化施工）」 

講習会（実習）
月　日：5月 23 日（月）
場　所：大崎市…古川工業高等学校

受講生：土木情報科…3 年生 40 名
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員会
委員長ほか 16 名
内　容：①TS出来形管理　②衛星測量
（VRS）　③二次元マシンガイダンス
バックホウの操作体験　④UAV写真
測量のデモンストレーション

■  平成 28 年度 馬淵川・高瀬川総合水防演習
月　日：5月 29 日（日）
場　所：青森県八戸市長苗代地先…馬淵
川左岸（大橋上流）
出席者：高橋弘支部長，山岸嗣宏技術部
会長
内　容：①第 1部…洪水対応訓練，情報
収集訓練　②第 2部…関係機関の連携
訓練

■橋梁架設・大口径岩盤削孔の施工技術と
積算，及び建設機械等損料講習会
月　日：5月 30 日（月）
場　所：仙台市…ハーネル仙台
受講者：57 名
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 8名
内　容：①大口径岩盤削孔の施工技術と
積算　②建設機械等損料の積算　③鋼
橋架設の施工技術と積算　④ PC橋架
設の施工技術と積算

■第 1 回企画部会
月　日：5月 10 日（火）
場　所：新潟県建設会館
出席者：……穂苅正昭企画部会長ほか 13 名
議　題：①平成 27 年度支部事業報告及
び決算報告について　②平成 28 年度
事業計画及び収支予算について　③優
良建設機械運転員並びに整備員の表彰
について

■平成 28 年度長岡国道事務所雪氷研究会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：長岡国道事務所会議室
出席者：穂苅正昭企画部会長
議　題：冬期道路管理に関わる雪氷対策
や課題の調査・研究，取組に関する意
見交換，検討

■第 1 回運営委員会
月　日：5月 17 日（火）
場　所：ホテルラングウッド新潟
出席者：……丸山暉彦北陸支部長ほか 21 名
議　題：①平成 27 年度支部事業報告及
び決算報告に関する件　②平成 28 ～
29 年度役員改選に関する件　③平成
28 年度事業計画及び収支予算に関す
る件　④優良建設機械運転員並びに整
備員の表彰に関する件

■北陸支部第 5 回総会
月　日：5月 17 日（火）
場　所：ホテルラングウッド新潟
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか 115 社
（77 名）
議　題：①平成 27 年度支部事業報告及
び決算報告に関する件　②平成 28 ～
29 年度役員改選に関する件　③平成
28 年度事業計画及び収支予算に関す
る件
記念行事：優良建設機械運転員並びに整
備員の表彰，記念講演会

■北陸雪氷技術研究会第 1 回幹事会
月　日：5月 23 日（月）
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北陸雪氷研究会の開催予定に
ついて　②北陸雪氷技術研究会の規約
及び北陸雪氷シンポジウム実施要領の
改正について

■平成 28 年度「建設技術報告会」第 1 回
実行委員会
月　日：5月 26 日（木）
場　所：新潟国道事務所会議室
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：①「建設技術報告会」実行委員
会規約について　②平成 28 年度「建
設技術報告会」実施計画（案）及び予
算（案）について

■技能検定実技試験実施事務打合せ会議
月　日：5月 10 日（火）
出席者：永江豊事務局長出席
議　題：建設機械整備技能検定に関する
実務打合せ

■第 5 回支部通常総会実施
月　日：5月 18 日（水）
場　所：ウィル愛知…女性総合センター
出席者：所輝雄支部長ほか約 110 名
議　題：①平成 27 年度事業報告及び決
算報告承認の件　②平成 28 年度事業
計画及び収支予算承認の件等

■平成 28 年度木曽三川連合総合水防演習・
広域連携防災訓練
月　日：5月 29 日（日）
出席者：原一儀災害対策部長
場　所：愛知県稲沢市祖父江町地先
内　容：木曽三川流域における洪水被害
等を想定した大規模水防演習

■中部圏インフラロボットコンソーシアム
月　日：5月 30 日（月）
出席者：永江豊事務局長出席
場　所：名古屋市中区・桜華会館
内　容：災害分野のロボットに関する説
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明会

■支部通常総会
月　日：5月 19 日（木）
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 114 名
議　題：①平成 27 年度事業報告及び決
算報告の件　②任期満了に伴う運営委
員選任に関する件　③平成 28 年度事
業計画及び収支予算の件　④本部事業
概要報告　⑤平成 28 年度会長表彰　
⑥優良建設機械運転員等表彰

講　演：『稲盛経営哲学とアメーバ経営』
講　師：京セラコミュニケーションシス
テム㈱…理事…コンサルティング事業統
括本部長　松井達朗氏

■第 5 回支部通常総会
月　日：5月 18 日（水）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
出席者：河原能久支部長ほか 66 名
議　題：①平成 27 年度事業報告及び同
決算報告承認の件　②平成 28 年度事
業計画（案）及び同収支予算（案）報
告の件　③本部事業概要及び事業計画
説明　④本部感謝状・表彰状贈呈　　
⑤講話「国土交通行政の最近の話題」
中国地方整備局企画部長　吉田敏晴氏

■平成 28 年度「建設の機械化施工優良技
術者」表彰式
月　日：5月 18 日（水）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
受賞者：運転・整備部門 2名，管理部門
4名，技術開発部門 1名　計 7名

■記念講演会
月　日：5月 18 日（水）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
演　題：「技術者復権－見える化の技法」
講　師：熊本大学大学院自然科学研究科
教授　小林一郎氏

■平成 28 年第 1 回運営委員会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：ホテル「マリンパレスさぬき」（高
松市）
出席者：風間優副支部長ほか 26 名
内　容：①平成 27 年度事業報告に関す
る件　②平成 27 年度決算報告に関す
る件　③平成 27 年度会計及び業務監
査報告に関する件　④平成 28 年度優
良建設機械運転員・整備員等の表彰者
に関する件　⑤平成 28 ～ 29 年度役員
等候補者（案）に関する件

■四国支部平成 28 年（第 5 回）通常総会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：ホテル「マリンパレスさぬき」（高
松市）
議決権総数：131 社
出席社数：118 社（うち，委任状提出 41
社）
出席者総数：長谷川修一支部長外 120 名
議　題：第 1号議案…平成 27 年度事業報
告承認の件，第 2号議案…平成 27 年度
決算報告承認の件，第 3号議案…平成
27 年度会計及び業務監査報告に関す
る件，第 4 号議案…平成 28 ～ 29 年度
役員選任に関する件，第 5号議案…平
成 28 年度事業計画に関する件，第 6
号議案…平成 28 年度収支予算に関する
件

その他：①平成 28 年度本部等事業概要
説明　②永年会員及び優良建設機械運
転員・整備員等表彰　③特別講演「公
共事業の進め方の改革」…四国地方整
備局企画部長　畠中秀人氏

■平成 28 年度第 1 回運営委員会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 21 名
議　題：①平成 27 年度事業報告及び決
算報告　②平成 28 年度事業計画及び
収支予算　③平成 28・29 年度支部役
員の選任　④平成 28 年度優良建設機
械運転員等表彰

■第 5 回通常総会
月　日：5月 11 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 63 名
議　題：①平成 27 年度事業報告及び決
算報告　②平成 28 年度事業計画及び
収支予算　③平成 28・29 年度支部役
員の選任

■優良建設機械運転員等表彰
月　日：5月 11 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
表彰者：10 名

■特別講演
月　日：5月 11 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 63 名
議　題：現場に未来がやってくる！ス
マートコンストラクション…コマツ執
行役員スマートコンストラクション推
進本部長　四家千佳史氏




