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■コンクリート機械技術委員会　
月　日：4 月 6 日（木）
出席者：佐野和幸副委員長ほか 9 名
議　題：①前回議事の確認　②標準部の

ISO 委員会の概要説明　③合同部会及
び機械部会幹事会についての会議内容
の説明　④建設業部会の災害分析につ
いて　⑤今年度の活動テーマについて
⑥ i-Construction の取組状況について

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：4 月 12 日（水）
出席者：岩野健委員長ほか 6 名
議　題：①平成 28 年度の委員会活動実

績について　②平成 29 年度の委員会
運営について　③委員会総会の内容に
ついて

■基礎工事用機械技術委員会　
月　日：4 月 14 日（金）
出席者：関徹也委員長ほか 19 名
議　題：施工技術総合研究所にて①研究

所についての概要説明　②研究所の施
設見学　③委員会：各社のトピックス
紹介，説明

■原動機技術委員会　
月　日：4 月 21 日（金）
出席者：工藤睦也委員長ほか 18 名
議　題：①前回議事の確認　②平成 29

年度の委員会活動計画についての確認
③海外排出ガス規制の動向について　
④ JASO オイル規格の改正について
⑤協会ホームページの見直しについて
⑥ディーゼル車排ガス規制の路上走行
検査の義務付けについて　⑦書籍：
ICT を活用した建設技術について

■トラクタ技術委員会
月　日：4 月 25 日（火）
出席者：高松伸匡委員長ほか 5 名
議　題：①各社トピックスについて　 

②作業燃費検討 WG の状況について
③建設業部会の建設機械事故・災害分
析について　④委員会の平成 29 年度
活動計画について　⑤書籍：ICT を
活用した建設技術について

■クレーン安全情報WG

月　日：4 月 18 日（火）

（2017 年 4 月 1 日～ 30 日）

行 事一覧
出席者：久保隆道主査ほか 26 名
議　題：①移動式クレーンの風対策につ

いて　②その他
■三役会

月　日：4 月 20 日（木）
出席者：佐藤康博部会長ほか 6 名
議　題：① 4/28 提出「H28 事業報告書」

の確認　②各 WG 報告（2WG 報告・
1WG の継続について）　③ H29 年度
見学会の検討（若手 2 回・部会の夏季，
冬季）　④その他

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

て　②レンタル機器納入・引取時にお
ける諸問題について　③その他

■機関誌編集委員会
月　日：4 月 5 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 20 名
議　題：①平成 29 年 7 月号（第 809 号）

の計画の審議・検討　②平成 29 年 8
月号（第 810 号）の素案の審議・検討
③平成 29 年 9 月号（第 811 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 29 年 4
月 号 ～ 平 成 29 年 6 月 号（ 第 806 ～
808 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：4 月 19 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 5 名
議　題：①「平成 29 年度 公共事業関係

予算」（小笠原執筆原稿）確認　②検
討テーマの状況報告　③その他

■新工法調査分科会
月　日：4 月 19 日（水）
出席者：高橋浩史委員ほか 4 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
■新機種調査分科会

月　日：4 月 25 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 3 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 1回広報部会広報委員会 

月　日：4 月 7 日（金） 
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 29 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 21 日（金） 
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 28 年度事業報告（案）　

②平成 28 年度決算報告（案）　③平成
29 年度事業計画　④平成 29 年度収支
予算　⑤その他（第 1 回運営委員会及
び第 6 回総会関係）

■支部会計監査
月　日：4 月 24 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 25 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

14 名
内　容：①平成 29 年度除雪機械技術講

習会実施計画　②平成 28 年度実施結
果

■第 1回運営委員会
月　日：4 月 27 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 22 名
内　容：①平成 28 年度事業報告（案）

承認の件について　②平成 28 年度決
算報告（案）承認の件について　③平
成 29 年度事業計画に関する件につい
て　④平成 29 年度収支予算に関する
件について　⑤その他（第 6 回総会関
係）

■平成 29年度 第 1回 情報化施工技術委
員会
月　日：4 月 6 日（木） 
場　所：東北地方整備局会議室 
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出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長
ほか 32 名 

内　容：①H29年度i-Construction（ICT）
セミナーの開催計画について　②古川
工業高等学校向けセミナーについて　
③苫小牧高等専門学校向けセミナーに
ついて　④秋田県主催セミナーについ
て　⑤整備局職員研修について　⑥東
北土木技術人材育成協議会について　
⑦東北地方整備局の国交省職員研修へ
の対応について　⑧山形県立産業技術
短期大学に向けた取り組みについて　
⑨その他

■第 1回 広報部会
月　日：4 月 7 日（金） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：浅野公隆部会長ほか 6 名 
内　容：①「支部たより 173 号」の編集

計画について　②「支部たより 173 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 

■第 1回 施工部会
月　日：4 月 12 日（水） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：稲村正弘施工部会長ほか 12 名
内　容：①平成 29 年度施工部会事業計

画について　②平成 29 年度除雪講習
会計画（案）について　③平成 29 年
度除雪講習会資料作成分担について　
④その他 

■   i-Construction JCMA標準資料説明者試験
月　日：4 月 19 日（水） 
場　所：太陽生命仙台本町ビル 会議室 
受験者：支部情報化施工技術委員会メン

バー等 13 名 
■ EE東北’17 第 2回作業部会

月　日：4 月 21 日（金） 
場　所：仙台市 TKP ガーデンシティ勾

当台
出席者：宮本典明東北技術事務所副所長

ほか 25 名 
内　容：① EE 東北’17 開催概要　② EE

東北’17 実施計画（案）　③ EE 東北’17 
広報（案）　④ EE 東北’17 予算（修正
案）　⑤今後の予定 

■平成 28年度 支部監査
月　日：4 月 26 日（水） 
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 28 年度の事業及び決算の

監査全般 
■ EE東北’17 第 2回実行委員会

月　日：4 月 26 日（水） 
場　所：仙台市 TKP ガーデンシティ勾

当台 
出席者：渡辺泰也東北地方整備局企画部

長ほか 35 名 
内　容：① EE 東北’17 開催概要　② EE

東北’17 実施計画（案）　③ EE 東北’17
広報（案）　④ EE 東北’17 予算（修正
案）　⑤今後の予定 

■平成 29年度 ICT活用工事講習会WG

月　日：4 月 20 日（木）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：吉越工事品質調整官ほか 16 名
議　題：①北陸地方整備局の取組方針案

について　②平成 29 年度講習方針案
等について

■第 1回企画部会
月　日：4 月 27 日（木）
場　所：新潟県建設会館
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 16 名
議　題：①平成 28 年度事業報告及び決

算について　②平成 29 年度事業計画
及び予算について　③優良建設機械運
転員・整備員表彰について

■支部会計監査
月　日：4 月 25 日（火）
監査役：高原和彦氏，神谷泰博氏
内　容：平成 28 年度業務及び財産監査

■平成 29年度 施工技術報告会幹事会
月　日：4 月 13 日（木）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 8 名
議　題：① 第 41 回施工技術報告会実績

報告　②第 42 回施工技術報告会につ
いて

■支部監査
月　日：4 月 17 日（月）
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 28 年度決算報告及び関係

書類にもとづく監査の実施
■建設業部会

月　日：4 月 19 日（水）
場　所：エル・おおさか 会議室
出席者：寺口勝久建設業部会長以下 19 名
議　題：①平成 28 年度活動報告　②平

成 29 年度事業計画（案）説明　③そ
の他

■企画部会
月　日：4 月 25 日（火）
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（木）
場　所：大阪キャッスルホテル
出席者：深川良一支部長以下 24 名
議　題：①平成 28 年度事業報告（案）

及び決算報告（案）の件　②優良建設
機械運転員等表彰について　③平成
29 年度会長表彰について　④会員の
推移について　⑤支部総会後の講演に
ついて　⑥その他

■ i-Constructionセミナー～ CIM情報化施
工 本格化の時代へ～広島会場
月　日：4 月 11 日（火）
場　所： 広 島 市 南 区 民 文 化 セ ン タ ー 

ホール
参加者：500 名
講演内容：①（基調講演）i-Construction

の最新情報…総合政策局公共事業企画
調整課課長補佐　近藤弘嗣氏　②（講演）
中国地方整備局に於ける「i-Construction」
の取り組み状況…中国地方整備局企画
部機械施工管理官　玉田一雄氏　③（講
演）CIM の動向と今後の展開…（一財）
日本建設情報総合センター研究開発部
児玉直樹氏　④（事例紹介）効果実証 
ICT 活用工事 !…山陽建設㈱土木統括
部　中路恒平氏　⑤（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　⑥（事例紹介）橋梁取付け部
における ICT 土工事例報告…㈱荒木
組工務本部工事グループ玉島笠岡道路
六条院東地区改良工事作業所長　中塚
仁視氏　

■ i-Constructionセミナー～ CIM情報化施
工 本格化の時代へ～米子会場
月　日：4 月 12 日（水）
場　所：米子コンベンションセンター 

BigShip 小ホール
参加者：263 名
講演内容：①（基調講演）i-Construction

の最新情報…総合政策局公共事業企画
調整課課長補佐　近藤弘嗣氏　②（講演）
中国地方整備局に於ける「i-Construction」
の取り組み状況…中国地方整備局企画
部工事品質調整官　藤原博明氏　③（講
演）CIM の動向と今後の展開…（一財）
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日本建設情報総合センター研究開発部
児玉直樹氏　④（事例紹介）効果実証 
ICT 活用工事 !…山陽建設㈱土木統括
部　中路恒平氏　⑤（事例紹介）3 次
元データの活用について…㈱ウエスコ
CIM 推進ワーキングリーダー　宮下
征士氏　⑥（事例紹介）橋梁取付け部
における ICT 土工事例報告…㈱荒木
組工務本部工事グループ玉島笠岡道路
六条院東地区改良工事作業所長　中塚
仁視氏　

■第 1回部会長会議
月　日：4 月 14 日（金）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 8 名
議　題：①運営委員会（春季）について

②第 6 回支部通常総会について　③そ
の他懸案事項

■春季運営委員会
月　日：4 月 19 日（水）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：河原能久支部長ほか 24 名
議　題：①平成 28 年度事業報告（案）

に関する件　②平成 28 年度経理状況
（案）に関する件　③平成 28 年度支部
監査に関する件　④平成 29 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

■第 40回「新技術・新工法」発表会
月　日：4 月 26 日（水）
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：110 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　貞任俊典氏　②新
技術の最新情報と活用状況について…
中国地方整備局企画部総括技術情報管
理官　森山博氏　【技術発表】①小黒
板電子化の取組みについて～スマート
フォンアプリ「SiteBox」～…㈱建設
システム　西野学氏　②生活道路柵に
ついて～「防護柵設置基準・同解説」
の改訂と新しい防護柵技術～…日鐵住
金建材㈱　山田慶太氏　③尾道・松江
自動車道川尻第 2 改良工事における
ICT 活用事例について…㈱加藤組土
木課　下岡幸司氏　④生産性向上 コ
マツの「スマートコンストラクション」
…コマツレンタル㈱　林成佳氏

■ H29第 1回（春季）[企画・施工・技術 ]

合同部会幹事会
月　日：4 月 17 日（月）
場　所：建設クリエイトビル（高松市）
出席者：宮本正司企画部会長ほか 23 名
内　容：① H28 事業報告（案）につい

て　② H28 決算報告（案）について
③ H29 事業計画について　④ H29 予
算書について　⑤ H29 団体会員，永
年勤続役職員，優良建設機械運転員・
整備員表彰者について　⑥人事異動等

に伴う役員等の変更について
■ H28四国支部会計及び業務監査

月　日：4 月 21 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事業計画・事業報告・予算決算の適
正処理について　③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 19 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 8 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（ICT 土工）技術講
習会について　⑤ H29 年度災害協定
支援体制について　⑥その他

■支部監査
月　日：4 月 26 日（水）
出席者：玉石修介支部監査役，松嶋憲昭

支部監査役
議　題：平成 28 年度会計監査及び業務

監査


