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■ダンプトラック技術委員会　
月　日：12 月 2 日（金）
出席者：田中哲委員長ほか 5名
議　題：①各社のトピックス紹介　②ホ 
ームページの内容充実について　③JIS 
A 8340-5:2012 の要求事項につて　　
④協会からの連絡事項…1）L-2Tech
認証のその後の経緯について，2）
i-Constructionセミナーのお知らせ，3）
尿素フィルターの啓蒙パンフレットに
ついて

■トンネル機械技術委員会 グループ別
WG3

月　日：12 月 6 日（火）
出席者：加藤誠幹事ほか 11 名
議　題：①トンネルにおける省エネ，省
資源化，地球温暖化対策について 5委
員による発表説明と質疑応答　②その
他

■コンクリート機械技術委員会
月　日：12 月 8 日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 9名
議　題：①日工㈱明石本社・工場にて工
場説明と見学会の実施　②委員会：前
回議事録の確認　③次期委員長の選任
④国際会議の出張報告　⑤その他

■トラクタ技術委員会
月　日：12 月 12 日（月）
出席者：高松伸匡委員長ほか 6名
議　題：①各社トピックスの紹介　②省
エネ運転マニュアルの改訂について　
③建設業部会の機械災害・事故につい
て　④その他

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：12 月 14 日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 17 名
議　題：①基礎工の寄稿記事について　
②尿素フィルターの啓蒙パンフレット
について　③地盤改良工事に関しての
各種の施行例について　④次回の委員
会開催について

■油脂技術委員会 高効率作動油分科会
月　日：12 月 19 日（月）
出席者：永井利幸分科会長ほか 16 名
議　題：①高効率作動油の規格化に向け
て，評価方法，試験方法等の検討

■三役会
月　日：12 月 22 日（木）
出席者：佐藤康博部会長ほか 2名
議　題：①各WG報告　②見学会の企
画　③合同部会の調整　④その他

■コンプライアンス分科会
月　日：12 月 6 日（火）
出席者：平清二郎幹事長ほか 4名
議　題：①当年度分科会活動計画につい
て　②その他

■レンタル業部会
月　日：12 月 8 日（木）
出席者：渡部純部会長ほか 11 名
議　題：①分科会活動状況報告　②各社
の取組事項，部会員共通の問題，課題
について　③その他

■機関誌編集委員会
月　日：12 月 7 日（水）
出席者：渡辺和弘事務局長ほか 17 名
議　題：①平成 29 年 3 月号（第 805 号）
の計画の審議・検討　②平成 29 年 4
月号（第 806 号）の素案の審議・検討
③平成 29 年 5 月号（第 807 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 28 年 12
月号～平成 29 年 2 月号（第 802 ～
804 号）の進捗状況報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：12 月 14 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：12 月 21 日（水）
出席者：山至孝分科会長ほか 4名
議　題：①建設業における労働災害の発
生状況 原稿検討　②その他

■新機種調査分科会
月　日：12 月 27 日（火）
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

（2016 年 12 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧 支部行事一覧

■北海道支部親睦会
月　日：12 月 2 日（金）
場　所：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 65 名
■平成 28年度第 4回除雪機械技術講習会
の打合せ
月　日：12 月 13 日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：伊藤正樹技術委員会委員長ほか
10 名
議　題：①平成 28 年度実施結果　②平
成 29 年度実施計画

■「除雪現場の省力化による生産性 ･安全
性向上に関する取組」第 3回準備会
月　日：12 月 16 日（金）
場　所：TKP 札幌駅カンファレンスセ
ンター 3階
出席者：石塚芳文事務局長ほか 37 名
議　題：①除雪グレーダ・除雪ドーザに
おける除雪運転支援ガイダンスシステ
ムについて　②除雪現場への ICT 技
術活用について　③ロータリ除雪車及
び凍結防止剤散布車における省力化・
安全性に関する技術開発の紹介　④除
雪トラックに関する技術動向について
⑤除雪機械（H28 納入除雪グレーダ）
視察

■ 2017ふゆトピア・フェアー in函館担当
者打合せ
月　日：12 月 22 日（木）
場　所：北海道開発局 14 階会議室
出席者：石塚芳文事務局長ほか 9名
議　題：各担当部門の進捗状況等の報告
確認

■ ICT活用工事検査講習会
月　日：12 月 1 日（木）
場　所：宮城県岩沼市 キャタピラー東
北（合同） 岩沼 ICTセンター
主　催：東北地方整備局
内　容：①座学（検査の留意事項）　　
②座学（ICT に関する取り組み）　　
③座学（衛星測位の概要）　④座学（3
次元設計データについて）　⑤実地（ド
ローン実演と解説）　⑥実地（GNSS
ローバーの実演と解説）　⑦実地（TS
の実演と解説）　
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講　師：東北支部 情報化施工技術委員
会 鈴木勇治委員長ほか 18 名

受講者：東北地方整備局 職員 25 名（検
査担当職員 21 名，関係課職員 4名）

■企画部会
月　日：12 月 2 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 5名
議　題：第 2回支部運営委員会について
…①平成 28 年度上半期事業報告につ
いて　②平成 28 年度上半期事業決算
状況について　③「2017 ふゆトピア・
フェア in 函館」について

■第 2回支部運営委員会
月　日：12 月 7 日（水）
場　所：仙台市 パレス宮城野
出席者：高橋弘支部長ほか 28 名
議　題：第 2回支部運営委員会について
…①平成 28 年度上半期事業報告につ
いて　②平成 28 年度上半期事業決算
状況について　③「2017 ふゆトピア・
フェア in 函館」について

■ ICT活用工事検査講習会
月　日：12 月 15 日（木）
場　所：宮城県岩沼市 キャタピラー東
北（合同） 岩沼 ICTセンター
主　催：東北地方整備局
内　容：①座学（検査の留意事項）　　
②座学（ICT に関する取り組み）　　
③座学（衛星測位の概要）　④座学（3
次元設計データについて）　⑤実地（ド
ローン実演と解説）　⑥実地（GNSS
ローバーの実演と解説）　⑦実地（TS
の実演と解説）

講　師：東北支部 情報化施工技術委員
会 鈴木勇治委員長ほか 18 名

受講者：東北地方整備局 職員 11 名（検
査担当職員 9名，関係課職員 2名）

■平成 28年度 建設機械関係意見交換会
月　日：12 月 20 日（火）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：渡邉泰也東北地方整備局企画部
長ほか 17 名
議　題：①建設機械の動向について…建
設機械に関する契約上の課題につい
て，建設機械の開発動向について，建
設機械のメンテナンスについて　　②
オペレータ育成について

■新潟市中央区小形除雪機械安全操作研修
会
月　日：12 月 5 日（月）
場　所：新潟市役所

出席者：穂苅正昭企画部会長を講師派遣
受講者：約 20 名
■建設技術報告会第 2回実行委員会
月　日：12 月 20 日（火）
場　所：新潟国道事務所
出席者：坪内昭彦担当委員（宮村兵衛事
務局長代理出席）
議　題：①平成 28 年度実施報告　②平
成 29 年度開催計画（案）他

■愛知県ブロック後期災害対策用機械操作
訓練
月　日：12 月 14 日（水）～ 15 日（木）
出席者：会員企業 18 社 29 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年度施工技術報告会第 3回幹事会
月　日：12 月 12 日（月）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 5名
議　題：①発表原稿　②査読担当　③原
稿執筆要領　④作成見本　⑤「会告文」
について　⑥「まえがき」について　
⑦当日役割分担　⑧今後のスケジュー
ル

■広報部会
月　日：12 月 12 日（月）
場　所：関西支部 会議室
出席者：河村謙輔広報部会長以下 5名
議　題：｢JCMA関西｣ 第 110 号の発刊
について

■コマツ IOTセンタ近畿見学
月　日：12 月 13 日（火）
場　所：コマツ IOTセンタ近畿
参加者：滝﨑治行建設業部会長以下 2名
内　容：コマツ IOTセンタ近畿見学
■福井河川国道事務所との意見交換会
月　日：12 月 14 日（水）
場　所：近畿建設協会福井支所 会議室
参加者：松本克英事務局長以下 30 名
内　容：①話題提供…1）点検・整備・
更新マニュアル（案），点検整備標準
要領（案）について，2）平成 28 年度
土木機械設備点検整備業務 点検結果
と課題について，3）設備の維持管理
を行うための資料について　②意見交
換…1）機械設備点検整備業務におけ
る課題について，2）若手技術者育成
の取組みについて

■建設業部会，リース・レンタル業部会合
同幹事会
月　日：12 月 22 日（木）
場　所：関西支部 会議室
出席者：建設業部会及びリース・レンタ
ル業部会，各部会長・副部会長 4名
内　容：合同討論会の開催について

■平成 28年度土木機械設備意見交換会
月　日：12 月 5 日（月）
場　所：中国地方整備局会議室
出席者：錦織中国地方整備局企画部機械
施工管理官ほか 28 名
意見交換：①土木機械設備の諸課題につ
いて意見要望（入札契約関係・新設工
事及び整備工事の発注規模，時期，工
期延期，施工の課題等）　②発注者か
らの意見に対するアンケート結果　　
③その他

■協賛事業「四国建設広報協議会WG」
月　日：12 月 6 日（火）
場　所：高松サンポート合同庁舎 702 会
議室（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 20 団体・組織から 23 名が
出席。JCMA四国支部からは岩澤委
式事務局長が出席
内　容：①建設フェア概要報告について
②平成 28 年度収支及び監査報告　　
③次回の建設フェアについて　④その
他

■協賛事業「H28大規模津波防災総合訓練」
実行委員会（第 3回）
月　日：12 月 26 日（月）
場　所：総合あんしんセンター会議室
（高知市）
出席者：畠中秀人四国地方整備局企画部
長ほか実行委員会構成 91 機関のうち
36 機関から 53 名が出席（支部からは
宮本正司企画部会長が出席）
内　容：①訓練の実施結果について　　
②訓練参加機関へのアンケートの集約
結果について　③各機関の計画の検証
結果について　④その他

■協賛事業「四国建設広報協議会」H28

第 2回会議
月　日：12 月 27 日（火）
場　所：高松サンポート合同庁舎・アイ
ホール（高松市）
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出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 20 団体・組織から 23 名が
出席。JCMA四国支部からは支部長
代理として岩澤委式事務局長が出席

内　容：12 月 6 日開催のWGに同じ
■建設行政講演会
月　日：12 月 9 日（金）
出席者：江﨑哲郎支部長ほか 75 名
議　題：①河川行政の現状…九州地方整
備局 永松義敬河川調査官　②道路行
政の現状…九州地方整備局 土井弘次
道路部長　③国土交通行政における最

近の話題…九州地方整備局 小平卓企
画部長

■企画委員会
月　日：12 月 21 日（水）
出席者：8名
議　題：①建設行政講演会の結果につい
て　② i-Construction（ICT 土工）技
術講習会結果について　③整備局との
意見交換会について　④その他




