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■コンクリート機械技術委員会
月　日：2 月 2 日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 9 名
議　題：①前回委員会の議事録確認　　

②トラックミキサ（Mobile Mixer）
について　③ CEN TC151 について　
④シールド機械の中国提案について　
⑤平成 28 年度委員会実績について　
⑥平成 29 年度の委員会活動計画につ
いて

■油脂技術委員会
月　日：2 月 3 日（金）
出席者：豊岡司委員長ほか 24 名
議　題：①高効率作動油の規格化につい

て　② JASO 改正に伴う情報紹介と
検討　③ JAMA エンジンオイルセミ
ナーの発表資料について　④ホーム
ページ改訂について　⑤ JAMA 規格
修正について　⑥平成 29 年度の委員
会運営について

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：2 月 8 日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 14 名
議　題：①各社の工法についての技術紹

介　②地盤改良技術の技術紹介　③平
成 29 年度の委員会運営について

■トラクタ技術委員会
月　日：2 月 10 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 6 名
議　題：①次期燃費基準認定検討状況に

ついて　②平成 28 年度下期活動結果
と平成 29 年度計画について　③ブル
ドーザの市場燃費調査結果について　
④その他

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：2 月 23 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 7 名
議　題：①平成 28 年度下期総会の発表

テーマとスケジュールについて　②平
成 28 年度の活動結果と平成 29 年度の
活動計画について　③その他連絡，確
認事項

■機械部会 幹事会
月　日：2 月 28 日（火）
出席者：福本部会長ほか 13 名
議　題：①部会長及び新任委員長の挨拶

②平成 29 年度の協会重点テーマの確
認　③各委員長より，活動状況と平成

（2017 年 2 月 1 日～ 28 日）

行 事 一覧
29 年度の重点テーマについて説明及
び質疑

■製造業部会 小幹事会
月　日：2 月 20 日（月）
出席者：小林真人幹事長代理ほか 5 名
議　題：①平成 28 年度の活動結果につ

いて　②平成 29 年度の協会重点テー
マと活動計画について　③ワーキング
主査よりの状況説明と平成 29 年度の
活動予定について

■三役会
月　日：2 月 15 日（水）
出席者：佐藤康博部会長ほか 2 名
議　題：① 2/16 日立建機視察の事前報

告　②各 WG 報告　③ 2/22 開催予定
合同部会の事前報告　④ 3/7 開催予定
建設業部会の事前報告　⑤平成 29 年
度事業計画・平成 28 年度事業報告に
ついて　⑥その他

■平成 28年度冬季現場見学会
月　日：2 月 16 日（木）
出席者：佐藤康博部会長ほか 21 名
場　所：①日立建機 ICT デモサイト視

察（茨城県ひたちなか市新光町 552-
48）　②日立建機土浦工場視察（茨城
県土浦市神立町 650）

内　容：① i-Construction のセミナ等を
実施する日立建機㈱の新設 ICT デモ
サイトの見学　②日立建機㈱における
つくばを中心とした最大の生産工場の
ライン視察

■クレーン安全情報WG

月　日：2 月 20 日（月）
出席者：久保隆道主査ほか 10 名
議　題：① CREVO700，250G4 の紹介

② 3/7 建設業部会の WG 報告内容　
③クレーン（移動式・定置式）事故災
害事例の蓄積・研究　④ HP 掲載の事
故事例について　⑤クローラクレーン
のアンケートについて　⑥クレーン協
会：移動式クレーンの見直し（タワー）
の報告　⑦その他

■合同部会
月　日：2 月 22 日（水）
出席者：佐藤康博部会長ほか 74 名
議　題：① i-Construction における協会

の活動について…二瓶正康　②「3D- 
ViMa（ヴィーマ）システム」につい
て…関徹也　③「建設機械（クレーン
以外）の事故・災害事例分析」につい

て中間報告…松藤敏夫　④「傾斜角を
検出するセンサの紹介」について…白
塚敬三　⑤その他意見交換

■機電技術者交流企画WG

月　日：2 月 24 日（金）
出席者：落合博幸主査長ほか 6 名
議　題：①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・ゲ
ラの確認　② 3/7 建設業部会報告資料
の確認・平成 29 年度事業計画を踏ま
えた WG の活動について　③その他

■コンプライアンス分科会
月　日：2 月 7 日（火）
出席者：平清二郎分科会長ほか 9 名
議　題：①テーマ「レンタル物件の引渡・

引取における諸問題について（仮題）」
に関する討議　②その他

■機関誌編集委員会
月　日：2 月 1 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 18 名
議　題：①平成 29 年 5 月号（第 807 号）

の計画の審議・検討　②平成 29 年 6
月号（第 808 号）の素案の審議・検討
③平成 29 年 7 月号（第 809 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 29 年 2
月号～平成 29 年 4 月号（第 804 ～
806 号）の進捗状況報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：2 月 15 日（水）
出席者：戸崎雅之分科会長ほか 2 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：2 月 22 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 3 名
議　題：①平成 29 年の執筆テーマ検討

②新規テーマの検討　③その他

支部行事一覧

■ ICT活用施工連絡会事務局会議
月　日：2 月 28 日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：石塚芳文事務局長ほか 11 名
議　題：① ICT 活用施工連絡会の開催

について　②その他
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■第 3回情報化施工技術委員会
月　日：2 月 10 日（金）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：鈴木勇治委員長ほか 33 名
内　容：①平成 28 年度情報化施工セミ

ナーアンケート結果報告　② ICT 検
査官講習の報告と今後の対応　③大学
からの支援依頼について　④平成 29
年度計画について　⑤その他

■企画部会
月　日：2 月 27 日（月）
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 3 回支部運営委員会について
内　容：①平成 29 年度事業計画（案）

について　②平成 29 年度事業予算
（案）について　③その他

■技術・調査部会
月　日：2 月 9 日（木）
出席者：青木保孝部会長ほか 9 名
議　題：春季講演会について

■情報化施工出前授業
月　日：2 月 13 日（月）
場　所：名古屋市立工芸高校
講　師：㈱ニコン・トリンブル　鈴木勇

治氏，㈱シーティーエス　酒井満氏
受講者：社会システム科 1 年 40 名

■「建設 ICTガイドブック」作成実行委員会
月　日：2 月 16 日（木）
出席者：青木保孝委員長ほか 10 名
内　容：「ICT を活用した建設技術（情

報化施工）」の発刊に向けての打合せ

■平成 28年度 施工技術報告会
月　日：2 月 15 日（水）
場　所：建設交流館 グリーンホール
参加者：188 名

内　容：①坑内回収型上向きシールド工
法について　②急峻な崖錐堆積部及び
崩落性岩盤斜面を通過する山岳部進入
道路他の施工例　③短工期を実現した
天井板撤去の取り組み　④発進基地が
確保できない長距離推進をシールド坑
内から発進

■建設業部会，リース・レンタル業部会 

合同討論会
月　日：2 月 22 日（水）
場　所：ドーンセンター
出席者：滝﨑治行建設業部会長，山本祥

平リース・レンタル業部会長以下 38 名
内　容：①「i-Construction（アイ・コ

ンストラクション）」について…近畿
地方整備局 企画部機械施工管理官　
宇野孝一氏　②「フラップ式可動防潮
堤による災害対策とその成果・効果」
について…日立造船㈱社会インフラ事
業本部 フラップゲート部　神藤拓也
氏　③次世代無人化施工により災害対
応阿蘇大橋地区等の最近の災害対策事
例について…㈱熊谷組 本社土木事業
部  機材部　坂西孝仁氏　④次世代 
Work Platform 独創性の追及…西尾
レントオール㈱　岩佐広文氏

■建設用電気設備特別専門委員会（第432回）
月　日：2 月 28 日（火）
場　所：国立研究開発法人理化学研究所
（理研） 計算科学研究機構

内　容：①「京」開発・成果ビデオ，「京」
と成果の概要　②「京」見学，設備見
学

■第 4回施工技術部会
月　日：2 月 1 日（水）
場　所：中国支部事務所
出席者：齋藤実部会長ほか 6 名
議　題：① I-CON（情報化施工）関係

行事（案）について　②平成 29 年度
道路除雪講習会（案）の企画について
③その他懸案事項

■平成 28年度 JCMA四国支部災害情報伝
達訓練
月　日：2 月 3 日（金）
場　所：支部事務局（情報集約）を拠点

に会員各社にて
参加社：支部会員 20 社から 21 名が参加
伝達手段：E-mail
■現場見学会

月　日：2 月 6 日（月）
場　所：徳島県那賀郡那賀町長安字向イ

22-1「長安口ダム施設改造工事」現場
参加者：平野貢施工部会長ほか支部会員

会社から 29 名が参加
■国交省との共催事業「平成 28遠隔操縦
式バックホウ等操作訓練（四技）」
月　日：2 月 21 日（火）～ 22 日（水）
場　所：国土交通省四国技術事務所構内
（高松市牟礼町）

受講者：支部会員会社等からの応募者
29 名

訓練評価者：大喜多孝雄施工部会幹事ほ
か 1 名

内　容：① 0.45 m3 級バックホウを目視
及びカメラ映像により遠隔操縦する訓
練　② 1.0 m3 級バックホウを目視に
より遠隔操縦する訓練　③土嚢造成機
の操作訓練　④バックホウ遠隔操縦訓
練に関し，訓練前後の技量変化を評価
⑤講習修了証の交付

■企画委員会
月　日：2 月 15 日（水）
出席者：12 名
議　題：①本部理事会提出資料について

②平成 28 年度第 3 回運営委員会につ
いて　③九州地方整備局と災害協定締
結団体との意見交換会について　④先
進建設技術フェア in 熊本について　
⑤その他




