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■原動機技術委員会　
月　日：1 月 18 日（木）
出席者：赤城二郎副委員長ほか 18 名
議　題：①前回議事の確認　②バイオ

ディーゼル燃料について説明と意見交
換　③オフロード法 2014 年排ガス規
制についての情報交換　④海外排出ガ
ス規制の動向についての情報交換　　
⑤油脂技術委員会よりの情報提供　　
⑥特殊自動車の排出ガス低減強化につ
いての情報交換

■トラクタ機械技術委員会　
月　日：1 月 19 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 6 名
議　題：①トピックス報告　②次期燃費

基準値等の意見交換　③i-Construction
施工における安全性の向上について　
④建設機械事故調査 WG からの安全
対応要望について　⑤平成 30 年度活
動内容について　⑥委員交代について

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会　
月　日：1 月 24 日（水）
出席者：山口達也委員長ほか 9 名
議　題：①情報化施工機器保有アンケー

トの状況確認　②アスファルトプラン
トの変遷の DVD 作成状況について　
③平成 30 年度活動計画について　　
④平成 29 年度下期総会の内容につい
て検討（新技術，安全技術等の紹介他）
⑤施設・工場見学会の反省　⑥協会よ
りの連絡事項他　

標　準　部　会

■ ISO/TC 127/SC 2/JWG 28有志特設会合
月　日：1 月 10 日（水）
出席者：岡ゆかり主査（コマツ）ほか

10 名
場　所：協会会議室
議　題：① ISO 21815“衝突気付き及び

回避”全般経緯報告　②第 1 部（土工
機械─衝突気付き及び回避─第 1 部：
性能要求事項及び試験）検討　③第 3
部（露天掘り鉱山で使用される機械の
性能要求事項）検討　④第 2 部（交信
インターフェース）検討

■ ISO/TC 127/SC 2/WG 24有志特設会合
月　日：1 月 12 日（金）

（2018 年 1 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
出席者：田中昌也委員（コマツ）ほか 4

名
場　所：協会会議室
議　題：① ISO/WD 19014-2（土工機械

─機能安全─第 2 部：安全関連機械制
御系の設計及び評価），主に油圧制御
系 の リ ス ク 評 価　 ② ISO/pWiTR 
19014-5 リスク評価の事例（ダンプト
ラックのリスク評価主体）及びメルボ
ルン近郊での国際 WG 対応方針　　
③その他の ISO 19014 関連事項　④メ
ルボルン会議以降の国際 WG 会議対
応方針検討

■ ISO/TC 127/SC 2/JWG 28国際WG会議
月　日：1 月 22 日（月）～ 24 日（水）
出席者：岡ゆかり主査（コマツ）ほか

25 名
場　所：会館内会議室
議　題：① WD 21815-1，-2，-3 案文検

討 ② WD 21815-4，-5 起案の可能性
について　③次回会合予定及び宿題事
項　④ WD 21815/17757 共通課題

■ ISO/TC 127/SC 2/JWG 22国際WG会議
月　日：1 月 25 日（木）～ 26 日（金）
出席者：岡ゆかり委員（コマツ）ほか

13 名
場　所：会館内会議室
議　題：①改正版 ISO 17757:2017 の内

容確認及びコメント対応の協議　②今
後行う作業の検討

■クレーン安全情報WG

移動式クレーン運転士安全衛生教育視察
月　日：1 月 21 日（日）
参加者：久松栄一主査ほか 5 名
講習名：移動式クレーン運転士安全衛生

教育
主　催： （一社）全国クレーン建設業協会
場　所：川崎市川崎区富士見 2-5-2 サン

ピアン川崎
内　容：最近の移動式クレーンと安全装

置（2h），移動式クレーンの取扱いと
保守管理（2.5h），災害事例及び関係
法令（1.5h）

■三役会
月　日：1 月 25 日（木）
出席者：植木睦央部会長ほか 4 名
議　題：①各 WG 報告：1）機電交流企

画 WG/・第 21 回機電技術者意見交換
会報告書 確認・2/26 開催予定 第 2 回
若手現場見学会『首都高速東品川大規
模更新工事（臨海）』報告・H30 以降
の 3 ヵ年計画について，2）クレーン
安全情報 WG/・クレーン休業姿勢 ア

ンケート結果報告書の骨子検討・ク
レーン安全衛生教育の視察について

（1/21，28，3/25），3）新 WG（仮）「機
電 i-Construction 現場 WG」・参加表
明会社について・WG の方向性につい
て：「使用者側」としての主張・問題点・
安全関係 etc. コアな情報収集の場とい
う位置づけについて　② 2/8 開催予定
合同部会について　③ 3/13 開催予定
建設業部会について　④その他

■クレーン安全情報WG

移動式クレーン運転士安全衛生教育視察
月　日：1 月 28 日（日）
参加者：久松栄一主査ほか 3 名
講習名：移動式クレーン運転士安全衛生

教育
主　催：（一社）日本クレーン協会
場　所：東京都江東区新木場 1-11-7（一

社）日本クレーン協会東京支部
内　容：最近の移動式クレーンと安全装

置（2h），移動式クレーンの取扱いと
保守管理（2.5h），災害事例及び関係
法令（1.5h）

■機電交流企画WG

月　日：1 月 31 日（水）
出席者：落合博幸主査長ほか 7 名
議　題：①第 21 回機電秘術者意見交換

会報告書（機関紙・HP）確認　② 2/26
開催予定『首都高速東品川大規模更新
工事（臨海）』について　③平成 30 年
度以降の WG 三ヵ年計画の作成につ
いて　④その他（3/13 開催予定建設
業部会の報告事項について等）

■機関誌編集委員会
月　日：1 月 10 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 19 名
議　題：①平成 30 年 4 月号（第 818 号）

の計画の審議・検討　②平成 30 年 5
月号（第 819 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 6 月号（第 820 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 1
月 号 ～ 平 成 30 年 3 月 号（ 第 815 ～
817 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：1 月 23 日（火）
出席者：山名至孝分科会長ほか 5 名
議　題：①建設技能実習制度について執

筆方針を検討　②その他
■新機種調査分科会

月　日：1 月 24 日（水）
出席者：江本平分科会長ほか 6 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
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■新工法調査分科会
月　日：1 月 26 日（金）
出席者：升形剛分科会長ほか 6 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

支部行事一覧

■第 3回広報部会広報委員会
月　日：1 月 24 日（水）
場　所：北海道支部 会議室
出席者：川﨑博巳広報部会長ほか 10 名
議　題：①支部だより No.115 号の編集

について　②支部講演会講師の選定に
ついて　③建設工事等見学会について
④「建設機械施工」ずいそうについて
⑤その他

■平成 29年度 ICT施工講習会（札幌会場）
月　日：1 月 29 日（月）
場　所：札幌市 かでる 2・7
受講者：114 名
内　容： ① i-Construction（ICT 施 工 ）

の取組について　② UAV 及び LS 測
量，出来形管理について　③ ICT 建
機について　④ ICT 施工の工事事例
について

講　師：北海道開発局事業振興部機械課
合田機械施工専門官ほか

■平成 29年度 ICT施工講習会（旭川会場）
月　日：1 月 30 日（火）
場　所：旭川市民文化会館
受講者：121 名
内　容：上記札幌会場と同じ
講　師：北海道開発局事業振興部機械課

合田機械施工専門官ほか

■仙台工科専門学校 ICT建機実習
月　日：1 月 10 日（水） 
場　所：岩沼市 日本キャタピラー（同）

岩沼 ICT センター 
参加者：仙台工科専門学校 環境土木工

学科 2 年生 14 名 
講義内容：ICT 建機の概要／衛星測位

／設計データ作成演習／ MC 建機解
説（BD） ／ MG 建 機 解 説（BH） ／
MC 実習／ MG 実習／ GNSS 実習

講　師：情報化施工技術委員会 鈴木勇
治委員長 

■支部合同部会
月　日：1 月 17 日（水） 
場　所：仙台市 パレス宮城野 

出席者：高橋弘東北支部長ほか 45 名 
議　題：①各部会平成 30 年度事業計画

打合せ　②合同部会（1．平成 30 年度
事業計画概要について，2．各部会報告）

■平成 29年度 復興県土づくりシンポジウム
月　日： 1 月 25 日（木）第 44 回土木技

術研究発表会   
1 月 26 日（金）講演，パネルディ
スカッション

開催主体：主催：岩手県，共催：（公財）
岩手県土木技術振興協会，岩手県建設
技術協会，後援：（公社）土木学会東
北支部（予定） 

場　所：盛岡市 プラザおでって 
参加者：県職員，市町村職員，共催・後

援関係者 25 日 150 名，26 日 120 名 
講　師：情報化施工技術委員会 鈴木勇

治委員長がパネラーとして参加 
■平成 29年度 土木部技術研究発表会

月　日：1 月 26 日（金） 
開催主体：主催：宮城県，宮城県建設技

術協会 
場　所：仙台市 宮城県庁 
聴講者：160 名 
講　師：情報化施工技術委員会 橋本靖

彦（研究発表会後の「情報提供」「ICT
活用工事（情報化施工）について」を
講義）

■ゆきみらい 2018 in富山事務局会議
月　日：1 月 15 日（月）
場　所：富山市役所
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：ゆきみらい 2018  in 富山の進捗

状況報告と調整

■平成 30年新年名刺交換会
月　日：1 月 5 日（金）
場　所：名古屋観光ホテル
主　催：（一社）日本建設業連合会中部

支部
出席者：所輝雄支部長，永江豊事務局長
■情報化施工出前授業

月　日：1 月 5 日（金）
場　所：名城大学
参加者：理工学部社会基盤デザイン工学

科 102 名
講　師：サイテックジャパン㈱　鈴木勇

治氏，㈱シーティーエス　中山俊彦氏・
酒井満氏

内　容：最新の建設 ICT 技術等の紹介

■情報化施工出前授業
月　日：1 月 30 日（火）
場　所：岐阜大学
参加者：工学部基盤工学科 70 名
講　師：国土交通省中部地方整備局企画

部施工企画課施工係長　出口大治氏，
㈱シーティーエス　中山俊彦氏

内　容：最新の建設 ICT 技術等の紹介

■広報部会
月　日：1 月 23 日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：河村謙輔広報部会長以下 7 名
議　題：「JCMA 関西」第 112 号の発刊

について
■建設用電気設備特別専門委員会（第 441

回）
月　日：1 月 24 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①前回議事録確認　②「JEM-

TR246 建設用電気設備の接地工事指
針」改正案審議　③次期 JEM-TR 改
正方針検討　④その他

■建設インキュベーション委員会
月　日：1 月 29 日（月）
場　所：エル・おおさか 会議室
主席者：小林泰三建設インキュベーショ

ン委員会委員長以下 19 名
議　題：技術講演「深層学習に基づく土

木・機械構造物の点検業務の省力化に
関する検討」

講　師：立命館大学理工学部都市システ
ム工学科講師　野村泰稔氏

■第 4回施工技術部会
月　日：1 月 25 日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：齋藤実部会長ほか 5 名
議　題：① i-Con（情報化施工）関係行

事（案）について　② H30 除雪機械
の運転技術講習会について　③その他
懸案事項

■第 2回広報部会
月　日：1 月 25 日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：西村元次部会長ほか 1 名
議　題：①広報誌（CMnavi）48 号の編

集について　②支部ホームページの管
理について　③その他懸案事項
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■協賛事業「平成 29年度第 1回四国建設
広報協議会」
月　日：1 月 29 日（月）
場　所：高松サンポート合同庁舎南 101

大会議室（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・

組織のうち 22 団体・組織から 27 名が
出席。JCMA 四国支部からは山下事

務局長が出席
内　容：①平成 29 年度収支及び監査に

ついて　②平成 30 年度協議会役員
（案）について　③建設フェア四国
2018  in 高松（仮）について　④広報
活動報告　⑤その他

■企画委員会
月　日：1 月 23 日（火）

出席者：7 名
議　題：①災害協定の見直しについて　

②永年会員，永年役職員等の本部表彰
について　③支部の建設の機械化功労
者表彰について　④九州地方整備局と
の意見交換会について　⑤その他




