
109建設機械施工 Vol.68　No.8　August　2016

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：6月 8日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 12 名
議　題：①最近の岩盤掘削機の動向につ
いて各社の資料の件　②立坑の現場見
学について検討　③首都圏のシールド
トンネルについて　④ニューマチック
ケーソン大深度立坑について　⑤自動
化オープンケーソンについて　⑥アー
バンリング工法・NH-PC ウエル工法
について　⑦その他

■コンクリート機械技術委員会
月　日：6月 9日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 6名
議　題：①内部振動機の定期見直し　　
②パワートロウエルの手腕振動につい
て　③トラックミキサー　④バッ
チャープラント　⑤ SCI 議長候補　
⑥TC195 国際会議日程　⑦TC297 対
応 TC195 業務範囲…各テーマの進捗状
況及び問題点について報告

■トンネル機械技術委員会・岩手県トンネ
ル工事現場見学会
月　日：6月 9日（木）～ 10 日（金）
出席者：加藤誠幹事ほか 21 名
議　題：①国道 45 号新鍬台トンネル工
事現場見学　②宮古盛岡横断道路…新
区界トンネル工事現場見学

■油脂技術委員会・高効率作動油分科会 

小委員会
月　日：6月 13 日（月）
出席者：永井利幸分科会長ほか 9名
議　題：①高効率作動油規格制定に向け
て，実機効率評価と相関があるラボ効
率評価について協議

■トラクタ技術委員会
月　日：6月 17 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 7名
議　題：①各社トピックスについて　　
②建設車両用タイヤマニュアル改訂の
具体的な進め方について　③ホーム
ページ改訂の具体的な進め方について
④省エネ運転マニュアル改訂の進め方
について

■原動機技術委員会
月　日：6月 24 日（金）
出席者：工藤睦也委員長ほか 23 名
議　題：①オフロード法 2014 年排出ガ

ス規制の各実施要領についての情報交
換　②排出ガス不正事案を受けた
ディーゼル乗用車等の検査見直しにつ
いての中間報告　③海外排出ガス規制
の動向についての情報交換　④ディー
ゼル用潤滑油の標準化活動について　
⑤協会ホームページの見直しについて

■油脂技術委員会・高効率作動油分科会・
規格普及促進分科会
月　日：6月 29 日（水）
出席者：豊岡司委員長ほか 26 名
議　題：①高効率作動油分科会…6/13 小
委員会での議論内容の報告　②規格普及
促進分科会…JAMA…Engine…Oil…Seminar
参加有無の検討他　③油脂技術委員会…
35VQ25 試験に関しての審議等　④講
演…インドの潤滑油事情　⑤平成 27 年
度のオンファイル状況について等

■幹事会
月　日：6月 14 日（火）
出席者：絹川秀樹部会長ほか 16 名
議　題：①新任挨拶…部会長，幹事長及
び事務局より　②平成 25 年～平成 27
年の中期実績報告と平成 28 年～平成
30 年の中期計画について　③平成 27
年度実績報告と平成 28 年度事業計画
について　④ i-Construction について
の説明　⑤平成 29 年の ISO 広島国際
委員会について　

■クレーン安全情報 WG

月　日：6月 21 日（火）
出席者：久保隆道主査ほか 7名
議　題：① 50 t ラフテレーンクレーンの
転倒報告について　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につ
いて　⑤「クレーン安全協議会」名の
名称存続について

■三役会
月　日：6月 22 日（水）
出席者：佐藤康博部会長ほか 3名
議　題：①各WG報告　②現場見学会
について　③その他

■レンタル業部会
月　日：6月 2日（木）
出席者：渡部純部会長ほか 12 名
議　題：①平成 26 年度事業報告内容に

（2016 年 6 月 1 日～ 30 日）

行 事一覧
ついて　②分科会の活動状況について
③各社の取組事項，部会員共通の問題，
課題について　④その他

■コンプライアンス分科会
月　日：6月 7日（火）
出席者：岩佐広文分科会長代理ほか 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：6月 1日（水）
出席者：田中康順委員長ほか 18 名
議　題：①平成 28 年 9 月号（第 799 号）
の計画の審議・検討　②平成 28 年 10
月号（第 800 号）の素案の審議・検討
③平成 28 年 11 月号（第 801 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 28 年 6
月号～平成 28 年 8 月号（第 796 ～
798 号）の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：6月 15 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 4名
議　題：①「建設企業の海外展開」原稿
検討（清水委員）　②その他

■新工法調査分科会
月　日：6月 22 日（水）
出席者：戸崎雅之分科会長ほか 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

■新機種調査分科会
月　日：6月 23 日（木）
出席者：江本平分科会長ほか 5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

■「2017 ふゆトピア in 函館」実行委員会
月　日：6月 9日（木）
場　所：北海道開発局…15F 特別会議室
出席者：本田幸一北海道開発局長ほか
20 名（辻会長出席）
議　題：①実行委員会設立（実行委員会
規約）　②基本計画（案），予算計画（案）
について　③今後のスケジュール（案）
について

■第 1 回施工技術検定委員会
月　日：6月 15 日（水）
場　所：さつけんビル…6 階会議室
出席者：秋場健治施工技術検定委員長ほ
か 30 名
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議　題：①建設機械施工技術検定学科試
験の実施要領と監督要領の打合せ

■建設機械施工技術検定学科試験会場設営
月　日：6月 18 日（土）
場　所：北広島市（道都大学）
出席者：石塚事務局長ほか 6名

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 19 日（日）
場　所：北広島市（道都大学）
受検者：1級 370 名，2級 710 名（延 1,080
名）

■  平成28年度除雪機械技術講習会（第1回）
月　日：6月 24 日（金）
場　所：旭川市（道北経済センター）
受講者：220 名
内　容：①除雪計画　②除雪の施工方法
③冬の交通安全　④除雪の安全施工　
⑤除雪機械の取り扱い

■ EE 東北’16

月　日：6月 1日（水）～ 2日（木）…
場　所：仙台市…夢メッセみやぎ…
キャッチコピー：「広げよう新技術…つな
げよう未来へ」…
来場者，出席者：14,200 人…
内　容：①出展技術数：304 社，832 技
術（うち支部会員 13 社）　②新技術プ
レゼンテーション：52 社，52 題（う
ち支部会員3社）　③UAV（ドローン）
競技会：総合技術部門…6 チーム，一
般参加部門…5 チーム

■ i-Construction（ICT）セミナー
月　日：6月 10 日（金）…
場　所：八戸市…ユートリー（八戸地域
地場産業振興センター）…
受講者：40 名…
内　容：① i-Construction ～概要と取組
について～…講師：東北地方整備局…
山尾昭施工企画課長　②情報化施工の
測位…講師：情報化施工技術委員会…
委員長…鈴木勇治　③ICT活用工事（情
報化施工技術）…講師：情報化施工技
術委員会…千葉隆宏　④ ICT活用工事
における 3次元測量と出来形，出来高
…講師：情報化施工技術委員会…委員
長…鈴木勇治…

■情報化施工技術委員会
月　日：6月 15 日（水）…
場　所：東北支部…会議室…
出席者：鈴木勇治委員長ほか 6名…
内　容：東北地方整備局職員向けセミ
ナーについて…

■ i-Construction（ICT）セミナー
月　日：6月 15 日（水）…

場　所：仙台市…ハーネル仙台…
受講者：180 名…
内　容：① i-Construction ～概要と取組
について～…講師：東北地方整備局…
山尾昭施工企画課長　②情報化施工の
測位…講師：情報化施工技術委員会…
岩田好正　③ ICT 活用工事（情報化
施工技術）…講師：情報化施工技術委
員会…中村充彦　④ ICT活用工事にお
ける 3次元測量と出来形，出来高…講
師：情報化施工技術委員会…大場健…

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 19 日（日）…
場　所：滝沢市…アピオ（岩手産業文化
センター）…
受検者：1級… 327 名

2 級… 1,053 名
種別毎　1種… 181 名

2 種… 757 名
3 種… 29 名
4 種… 70 名
5 種… 14 名
6 種… 2 名

1・2 級…合計　1,380 名
■ i-Construction（ICT）セミナー
月　日：6月 21 日（火）…
場　所：大館市…大館市北地区コミュニ
ティーセンター…
受講者：61 名
内　容：① i-Construction ～概要と取組
について～…講師：東北地方整備局…
山尾昭施工企画課長　②情報化施工の
測位…講師：情報化施工技術委員会…
岩田好正　③ ICT 活用工事（情報化
施工技術）…講師：情報化施工技術委
員会…清水亮　④ ICT活用工事におけ
る 3次元測量と出来形，出来高…講師：
情報化施工技術委員会…委員長…鈴木勇
治

■ i-Construction（ICT）セミナー
月　日：6月 22 日（水）…
場　所：滝沢市…アピオ（岩手産業文化
センター）…
受講者：74 名…
内　容：① i-Construction ～概要と取組
について～…講師：東北地方整備局…
山尾昭施工企画課長　②情報化施工の
測位…講師：情報化施工技術委員会…
岩田好正　③ ICT 活用工事（情報化
施工技術）…講師：情報化施工技術委
員会…坪井正博　④ ICT活用工事にお
ける 3次元測量と出来形，出来高…講
師：情報化施工技術委員会…委員長…鈴
木勇治

■ ICT 活用工事推進の意見交換会
月　日：6月 3日（金）
場　所：サンポート合同庁舎「702 会議
室」（高松市）
出席者：四国地整側：赤松薫技術調整管
理官ほか 16 名
業界側：岩澤委式 JCMA四国支部事務
局長ほか 18 名
内　容：①業界団体（各社）の i-Const…
ruction の取組について　② ICT活用
工事の施工にあたっての適用条件につ
いて　③ ICT 活用工事における作業
分担について

■平成 28 年度建設機械施工技術検定【学
科】試験
月　日：6月 19 日（日）
場　所：香川大学経済学部・法学部（高
松市）
受験者：1級：228 名，2級：534 名　計
762 名

■第 1 回普及部会
月　日：6月 15 日（水）
場　所：新潟県建設会館
出席者：青木鉄朗普及部会長ほか 9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
事業について

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 19 日（日）
場　所：新潟コンベンションセンター朱
鷺メッセ
受検者：1 級延べ 267 名，2 級延べ 712
名

■技能検定委員会会議
月　日：6月 1日（水）
出席者：永江豊事務局長出席
議　題：建設機械整備技能検定の実施に
関する実務打合せ

■広報部会
月　日：6月 10 日（金）
出席者：高木理仁広報部会長ほか 9名
議　題：「中部支部ニュース」第 35 号に
ついて

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 19 日（日）
場　所：愛知学院大学名城キャンパス
受験者：1級 336 名，2級 641 名
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■愛知県ブロック前期災害対策用機械操作
訓練
月　日：6月 29 日（水）～ 30 日（木）
出席者：会員企業 23 社 54 人出席
内　容：無線操縦バックホウ，排水ポン
プ車，照明車等の操作訓練

■平成 28 年度 1･2 級建設機械施工技術検
定試験（学科）試験監督者打合せ
月　日：6月 6日（月）
場　所：関西支部…会議室
内　容：①学科試験監督要領について　
②その他留意事項

■平成 28 年度 1･2 級建設機械施工技術検
定試験（学科）
月　日：6月 19 日（日）
場　所：大阪工業大学　大宮キャンパス
受検者：1級 580 名，2級　919 名（1種
61 名，2種 838 名，3種 4名，4種 53 名，
5種 15 名，6種 12 名）

■広報部会
月　日：6月 23 日（木）　
場　所：関西支部…会議室
出席者：河村部会長以下 7名
内　容：①平成 28 年度事業計画　　　
②「JCMA関西」について

■建設用電気設備特別専門委員会（第426回）
日　時：6月 23 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-
TR236 建設工事用 400V 級電気設備施
工指針」の見直し検討　③「JEM-
TR246 建設用電気設備の接地工事指
針」の見直し検討

■広報部会
月　日：6月 30 日（木）　
場　所：関西支部…会議室

出席者：河村部会長以下 4名
内　容：見学会の開催について

■「中国地方整備局所管施設にかかる応急
対策業務に関する協定」による情報伝達
訓練
月　日：6月 13 日（月）
場　所：中国支部事務所ほか
参加者：鷲田治通企画部会長・齋藤実施
工技術部会長・役員 2名ほか協定参加
会員 35 社（内支部団体会員 28 社）
内　容：被災想定に対応した訓練（応急
対策業務支援）を実施し，協定で定め
る実施体制・連絡系統の再確認を行っ
た

■「建設機械等損料・橋梁架設・大口径岩
盤削孔の施工技術と積算」講習会
月　日：6月 22 日（水）
場　所：広島YMCA会議室
参加者：16 名
内　容：①大口径岩盤削孔の施工技術と
積算…（一社）日本建設機械施工協会
大口径岩盤削孔委員会委員…内海正人
氏　②建設機械等損料の積算…（一社）
日本建設機械施工協会中国支部企画部
会幹事…大石静夫氏　③ PC 橋架設の
施工技術と積算…（一社）日本建設機
械施工協会橋梁架設工事委員会委員…
荒川直樹氏　④鋼橋架設の施工技術と
積算…（一社）日本建設機械施工協会
橋梁架設工事委員会委員…藤原誠治氏

■平成 28 年度 1 級・2 級建設機械施工技
術検定（学科）試験
月　日：6月 19 日（日）
場　所：広島工業大学
受験者：1級 144 名，2級 424 名

■第 1 回施工技術部会
月　日：6月 27 日（月）
場　所：中国支部事務所
出席者：齊藤実部会長ほか 5名
議　題：①平成 28 年度部会事業実施計
画について　② I-CON（情報化施工）
関係行事（案）について　③平成 28
年度道路除雪講習会（案）の企画につ
いて　④その他懸案事項

■企画委員会
月　日：6月 15 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 8名
議　題：①橋梁架設・大口径岩盤削孔の
積算及び建設機械等損料講習会につい
て　② i-Construction（情報化施工）
技術講習会について　③建設機械技術
検定試験（学科試験）について　④平
成 27 年度決算結果について　⑤その
他

■ i-Construction（情報化施工）技術講習
会（熊本会場）
月　日：6月 24 日（金）
場　所：㈱アクティオ熊本南営業所
受講者：66 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　② i-Construction（ICT
土工）への取組み　③実技研修

■橋梁架設・大口径岩盤削孔の積算及び建
設機械等損料講習会
月　日：6月 28 日（火）
場　所：福岡建設会館
受講者：39 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




