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■情報化機器技術委員会
月　日：2月 2日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 6名
議　題：① H29 年度の活動実績書と事
業報告書の作成　②H30年度の活動計
画について　③欧州の規制・規格につ
いて最新情報の共有　④ INTERMAT 
2018 の協会視察団について

■コンクリート機械技術委員会
月　日：2月 6日（火）
出席者：野中祥晶委員長ほか 8名
議　題：①前回議事禄の確認　②コンク
リート関連機器のメンテナンス不良に
よるトラブルについて継続論議　③日
本建設機械要覧の改訂について見直し
依頼　④委員交代について

■機械整備技術委員会
月　日：2月 9日（金）
出席者：森三朗委員長ほか 7名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ
いて見直し依頼　②尿素システムの取
扱資料について　③平成 30 年度活動
計画について　④工場見学の計画につ
いて

■ショベル機械技術委員会
月　日：2月 13 日（火）
出席者：小澤学委員長ほか 8名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ
いて見直し依頼　②機械災害の事例分
析と安全に対する検討について　③今
年度の活動纏めと来年度の計画につい
て　④次期燃費基準の検討について　
⑤その他

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：2月 14 日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 15 名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ
いて見直し依頼　②各社トピックスに
ついての発表 2件　③来年度の委員会
運営と内容について　④その他

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：2月 15 日（木）
出席者：岩野健委員長ほか 7名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ
いて見直し依頼　②今年度の総括及び
纏め　③ H30 年度の活動・計画につ
いて　④その他

（2018 年 2 月 1 日～ 28 日）

行 事一覧
■油脂技術委員会 タダノ志度工場見学会
月　日：2月 16 日（金）
出席者：豊岡司委員長ほか 19 名
議　題：①タダノ志度工場見学　②燃料
エンジン油分科会（BDFの動向他）　
③高効率作動油分科会（試験内容につ
いて他）　④規格普及促進分科会（マ
ニュアル改定について他）　⑤委員会
組織について他

■トンネル機械技術委員会 流機エンジニ
アリング つくばテクノセンター見学会
月　日：2月 23 日（金）
出席者：岩野健委員長ほか 22 名
議　題：①流機エンジニアリングについ
て机上説明　②つくばテクノセンター
の見学（集塵装置・水再生処理装置等
のデモンストレーションなど）

■ ISO/TC195建設用機械及び装置委員会
月　日：2月 6日（火）
出席者：山口達也委員長（鹿島道路）ほ
か 19 名
場　所：会館内会議室
議　題：① TC195 国際会議報告（2017
年 11 月 7 ～ 10 日 @オースティン）　
②WG9 AHG会議報告（2017 年 11 月
13 ～ 15日@ナッシュビル）　③ SC1・
WG8・WG9 各分科委員会案件の審議
④TC195 親委員会案件の説明・協議
⑤TC297 対応関連―TC195 総会報告
／国内審議委員会との連携　⑥今後の
活動方針―2018 年・2019 年 TC195 国
際会議への対応

■ ISO/TC127土工機械委員会国内総会
月　日：2月 20 日（火）
出席者：正田明平委員長（コマツ）ほか
23 名
場　所：協会会議室
議　題：① TC127 親委員会・SC1 ～ 4
各分科委員会活動計画及び進捗報告　
②TC82 との関係　③ ISO 規格の JIS
化　④平成 29 年度活動報告及び平成
30 年度活動計画

■平成 29年度第 2回標準化会議
月　日：2月 23 日（金）
出席者：出浦淑枝委員長（コマツ）ほか
9名
場　所：協会会議室
議　題：①平成 29 年度活動報告・平成
30 年度活動計画　② ISO/TC82 の標
準化活動との連携　③標準化活動の関
連事項　④ ISO規格の JIS 化等

標　準　部　会

■製造業部会 小幹事会
月　日：2月 21 日（水）
出席者：絹川秀樹部会長ほか 6名
議　題：① H29 年度の事業報告と H30
年度事業計画について　②日本建設機
械要覧の見直し依頼について　③
i-Construction システム学（仮称）の
東大教授説明会について　④電波暗室
の選定について

■合同部会
月　日：2月 8日（木）
出席者：植木睦央部会長ほか 115 名
議　題：① i-Con/ICT 等における国交
省の今後の取り組みについて…〔発表
者〕国土交通省 総合政策局 公共事業
企画調整課 施工安全企画室 課長補佐
近藤弘嗣様　②衝突軽減システム
『K-EYEPRO』のご紹介～現場事故ゼ
ロを目指して～…〔発表者〕コベルコ
建機㈱ 営業促進部 ショベルマーケ
ティンググループ　小見山昌之様　　
③防げ!現場のヒューマンエラー…〔発
表者〕国立研究開発法人 産業技術総
合研究所 人工知能研究センター NEC
─産総研人工知能連携研究室 副室長
中田亨様　④その他意見交換

■クレーン安全情報WG

月　日：2月 15 日（木）
出席者：久松栄一主査ほか 11 名
議　題：①クレーン安全衛生教育の視察
について（1/21，28 報告）　②教本改
訂に向けての検討　③クレーン休業姿
勢 アンケート結果報告書の骨子検討
④災害事例報告　⑤安全教育修了証の
再発行について・「クレーン安全協議
会」として 5年以前の再発行は必要か・
再発行について，他の団体はどうされ
ているか　⑥その他

■三役会
月　日：2月 22 日（木）
出席者：植木睦央部会長ほか 4名
議　題：① 2/8 合同部会について　②各
WG 報告●機電交流企画WG・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）」
について・H30 以降の 3ヵ年計画につ
いて●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）・今後の改訂
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作業に向けた動き●新WG（仮）「機
電 i-Construction 現場WG」進捗状況
③ 3/13 開催予定建設業部会について
（JCMA事業計画・事業報告含む）　
④その他

■平成 29年度第 2回若手現場見学会
月　日：2月 26 日（月）
出席者：植木睦央部会長ほか 26 名
工事名：高速 1号羽田線（東品川桟橋 ･
鮫洲埋立部）更新工事

場　所：東京都品川区東品川二丁目～同
区東大井一丁目

発注者：首都高速道路㈱
施工者：大林・清水・三井住友・東亜・
青木あすなろ・川田・東骨・MMB・
宮地高速 1号羽田線（東品川桟橋・鮫
洲埋立部）更新異工種建設工事共同企
業体

内　容：目黒川渡河部での桁材大ブロッ
ク撤去作業，大型揚重機（400 tAC ×
2 台），運搬台船他等

■機電 i-Con現場WG

月　日：2月 28 日（水）
出席者：宮内良和主査ほか 9名
議　題：①（仮）「機電 i-Con 現場WG」
趣旨について　②WG名称の確定に
ついて　③実施課題（案）についての
意見交換　④ i-Construction（ICT 施
工）事例収集の方法について　⑤その
他

■コンプライアンス分科会
月　日：2月 6日（火）
出席者：平清二郎幹事長ほか 6名
議　題：①当年度分科会活動テーマに関
する討議　②その他

■機関誌編集委員会
月　日：2月 7日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 18 名
議　題：①平成 30 年 5 月号（第 819 号）
の計画の審議・検討　②平成 30 年 6
月号（第 820 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 7 月号（第 821 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 2
月号～平成 30 年 4 月号（第 816 ～
818 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：2月 14 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 1名
議　題：① 3月号の原稿について　②そ
の他

■新機種調査分科会
月　日：2月 28 日（水）
出席者：江本平分科会長ほか 7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

■小形水門等の点検技術に関する説明会 

月　日：2月 23 日（金）
場　所：寒地土木研究所 会議室
出席者：北海道開発局藤谷機械施工専門
官ほか 20 名
内　容：①小形水門等の状態監視技術の
試行について　②メンブランパッチを
用いた RGB 色相による潤滑油診断技
術について　③意見交換

■田瀬ダムコンジットゲート機械遺産登録
に関する打合せ
月　日：2月 5日（月）
場　所：支部会議室
出席者：髙橋弘支部長ほか 6名
内　容：①現地視察について
■ゆきみらい 2018in富山における除雪機
械展示・実演会ほかの視察
月　日：2月 8日（木）～ 9日（金）
場　所：富山市　 
参加者：阿曽貢貴事務局長ほか 7名
視察内容：①除雪機械展示・実演会　　
②ゆきみらいシンポジウム　③ゆきみ
らい研究発表会　④ゆきみらい見本市

■東北土木技術人材育成協議会 第 4回幹
事会
月　日：2月 13 日（火）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：稲葉護東北技術事務所長ほか
35 名
内　容：①東北土木技術人材育成協議会
について　②覚書（案）について　　
③今後のスケジュールについて

■「（仮称）建設 ICT総合研修エリア運営
協議会」設立に関する打合せ
月　日：2月 19 日（月） 
場　所：秋田県庁 秋田地方総合庁舎 会
議室 
出席者：情報化施工技術委員会 鈴木委
員長ほか 7名 

内　容：①建設 ICT 研修の概要につい
て　②研修場所について　③研修実施
体制について 

支部行事一覧

■ゆきみらい 2018in富山除雪機械展示・
実演会
月　日：2月 8日（木）～ 9日（金）
場　所：富山市五福公園駐車場特設会場
来場者：約 1,900 名

■技術・調査部会
月　日：2月 6日（火）
出席者：青木保孝部会長ほか 8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 15 日（木）
場　所：名古屋市立工芸高校
講　師：サイテックジャパン㈱　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
■ i-Construction出前講習会
月　日：2月 28 日（水）
場　所：㈱北村組
講　師：サイテックジャパン㈱　鈴木勇
治氏，㈱シーティーエス　酒井満氏，
コマツレンタル㈱　児玉浩氏，福井コ
ンピュータアーキテクト㈱　菅原誠志
氏
受講者：社員約 100 名

■平成 29年度 施工技術報告会
月　日：2月 14 日（水）
場　所：建設交流館 グリーンホール
参加者：166 名
内　容：①導坑から地山改良を行い脆弱
な盛土直下を掘削した事例　②高速道
路ランプ部への矩形シールド工法の導
入実績　③厳しい条件下での道路盛土
工事における工期短縮事例　④プレ
キャスト工法による大断面ボックスカ
ルバートの施工　⑤歴史的建造物（レ
ンガ建屋等）の改築更新・耐震化の施
工例

■建設業部会，リース・レンタル業部会 

合同討論会
月　日：2月 21 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 27
名
内　容：①「国土交通省における建設ロ
ボットの取り組み」について…近畿地
方整備局 企画部施工企画課 課長補佐
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味田悟氏　②「建設機械の自動化によ
る次世代の建設生産システムへの取組
み」について…鹿島建設㈱ 機械部 自
動化施工推進室長　三浦悟氏　③「働
き方改革におけるサコスの提案」…サ
コス㈱ 京都営業所長　松下博貴氏

■共催事業 ドローン操作訓練
月　日：2月 20 日（火）
場　所：国営讃岐まんのう公園（中央広
場及び多目的広場）
共催者：（一社）建設コンサルタンツ協
会 四国支部，（一社）四国クリエイト
協会，（一社）日本建設機械施工協会 
四国支部，（一社）日本補償コンサル
タント協会 四国支部，㈱建設マネジ
メント四国

参加者：共催団体から10社81名，ドロー
ン 14 機   
JCMA 四国支部会員会社から 3 社 8
名参加，支部からは事務局長が参加
内　容：公園休園日を利用して，災害発
生時に迅速に対応するため，各社所有
のドローンを用いて訓練を実施

■防災等に関する講習会
月　日：2月 27 日（火）
場　所：建設クリエイトビル 5階第一会
議室（高松市）
参加者：42 名
内　容：①南海トラフ巨大地震時におけ
る四国地方整備局の対応について…
（講師）四国地方整備局企画部防災課 
課長補佐　白川豪人氏　②地震・津波
等に関する話について…（講師）高松
地方気象台地震津波火山防災情報調整
官　立津秀樹氏

■企画委員会
月　日：2月 20 日（火）
出席者：11 名
議　題：①平成 30 年度事業計画につい
て　②支部監査役の選任について　　
③ H29 年度第 3 回運営委員会につい
て　④第 7回支部総会について　⑤そ
の他

■九州地方整備局との i-Constructionに関
する意見交換会
月　日：2月 20 日（火）
出席者：宮崎機械施工管理官ほか 14 名
議　題：①最新の取組み状況　②平成
29 年度講習会の報告　③ ICT 施工の
課題について




