
103建設機械施工 Vol.70　No.5　May　2018

■機械部会 幹事会　
月　日：3月 5日（月）
出席者：阿部里視副部会長ほか 12 名
議　題：①新任委員長代理の挨拶　②日
本建設機械要覧の見直し依頼について
③平成 30 年度の活動計画について各
委員長よりの説明　④その他

■トンネル機械技術委員会 幹事会　
月　日：3月 12 日（月）
出席者：岩野健委員長ほか 5名
議　題：①平成 30 年度の委員会活動に
ついて　② 4月委員会の内容について
③トンネル技術についてのアンケート
内容について　④見学会の希望，候補
地について　

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：3月 14 日（水）
出席者：関徹也委員長ほか 17 名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ
いての分担　②平成 30 年度活動計画
と日程について　③各社よりのトピッ
クス発表 2件　④その他　

■原動機技術委員会　
月　日：3月 16 日（金）
出席者：工藤睦也委員長ほか 19 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前回の議事確認　
③ EU規制で定められた PEMS での
ノンロード機械の排出ガスモニタリン
グ方法について　④海外排出ガスの動
向について情報交換　⑤その他　

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：3月 23 日（金）
出席者：山口達也委員長ほか 47 名
議　題：①開会挨拶　②平成 29 年度活
動経過報告，平成 30 年度活動計画に
ついて　③建設機械施工に係る安全対
策について（5社よりのトピックス発表）
④情報化機器保有数調査結果の報告　
⑤ i-Construction 施工の普及拡大（最
新情報化施工機器情報として 5社より
トピックス発表）　⑥ i-Construction
への協会の取組状況について　⑦協会
からの挨拶

（2018 年 3 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG5

施工現場情報交換 特設有志会合
月　日：3月 8日（木）
出席者：正田明平委員長（コマツ）ほか
22 名
場　所：会館内会議室
議　題：① ISO 15143 の現況確認　②ビ
ルディングスマート IFC 紹介と標準
化に向けた意見交換　③今後の目指す
べき姿と利害関係の認識合せ　④ス
コープ（適用範囲）の説明図作成　　
⑤米国提案の意図及び背景の分析　　
⑥対応案及び 3/13-15 国際WG会議の
進め方検討

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 2/JWG 

28衝突気付き及び回避 特設有志会合
月　日：3月 12 日（月）
出席者：岡ゆかり主査（コマツ）ほか 5
名
場　所：会館内会議室
議　題：① ISO 21815-1（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）案文見直し　② ISO 
21815-1 と ISO 21815-3（同第 3部：露
天掘り鉱山で使用される機械の性能要
求事項）との整合

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5施工現場情報交換 国際WG会議
月　日：3月 13 日（火）～ 15 日（木）
出席者：山本茂主査（コマツ）ほか 27
名（うち海外勢 10 名）
場　所：会館内会議室
議　題：① ISO/AWi TS 15143-4「第 4
部：施工現場地形データ」の検討　　
②ISO/TS 15143-3「第3部：テレマティ
クスデータ」のメンテナンス　③デー
タ交換・通信システムに関する特設グ
ループ（ISO/TC 127/SC 3 広島総会
決議）の検討

■製造業部会 i-Constructionシステム学
月　日：3月 8日（木）
出席者：建機メーカ 6社，13 名
議　題：小澤一雅教授（東京大学）より，
i-Construction システム学（仮称）社
会連携講座の開設に関しての説明

■製造業部会 作業燃費検討WG 国交省と
の意見交換
月　日：3月 22 日（木）
出席者：阿部里視WG主査ほか 17 名
議　題：①次期燃費基準設定の意義とそ

標　準　部　会
の後の展開について　②燃費基準達成
建設機械のユーザへの理解と今後の使
用者規制について

■機電交流企画WG

月　日：3月 5日（月）
出席者：落合博幸主査長ほか 8名
議　題：① 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　②H30 以降
の 3 ヵ年計画について　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

■建設業部会
月　日：3月 13 日（火）
出席者：植木睦央部会長ほか 22 名
議　題：①平成 29 年度活動報告…（1）
活動体制，（2）年間活動実績，（3）各
WG活動（平成 30 年度計画含），（4）
その他活動　②平成 30 年度活動計画
（案）について…（1）活動体制，（2）
年間活動計画　③その他（部会員の皆
様からのご意見，ご提案）

■機電 i-Con現場WG

月　日：3月 15 日（木）
出席者：宮内良和主査ほか 7名
議　題：① 3/13 建設業部会 報告　　　
② i-Construction（ICT 施工）事例収
集アンケートについて・i-Construction
に関するアンケート（副島委員発表）・
ICT建機・施工に関するアンケート（本
多委員発表）　③その他（WG名称に
ついて）

■三役会
月　日：3月 26 日（月）
出席者：植木睦央部会長ほか 3名
議　題：① 3/13 建設業部会について　
②各WG 報告・機電交流企画WG・
クレーン安全情報WG・新WG（仮）「機
電 i-Construction 現場WG」　③その他

■レンタル業部会
月　日：3月 8日（木）
出席者：平清二郎幹事長ほか 12 名
議　題：①平成 30 年度事業計画（案）
審議　②分科会活動状況報告　③各社
の取組事項，部会員共通の問題，課題
について　④その他
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■機関誌編集委員会
月　日：3月 7日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 18 名
議　題：①平成 30 年 6 月号（第 820 号）
の計画の審議・検討　②平成 30 年 7
月号（第 821 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 8 月号（第 822 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 3
月号～平成 30 年 5 月号（第 817 ～
819 号）の進捗状況報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：3月 23 日（金）
出席者：升形剛分科会長ほか 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

■新機種調査分科会
月　日：3月 26 日（月）
出席者：江本平分科会長ほか 5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

■広報部会
月　日：3月 6日（火） 
場　所：北海道支部会議室
出席者：川﨑博巳広報部会長ほか 11 名
内　容：①平成 29 年度の事業報告につ
いて　②平成 30 年度の事業計画につ
いて　③その他…支部だより No.115
号の発行について，支部講演会につい
て，建設工事等見学会について 

■調査部会
月　日：3月 7日（水） 
場　所：北海道支部会議室
出席者：渡辺総悦調査部会長ほか 9名
内　容：①平成 29 年度の事業報告につ
いて　②平成 30 年度の事業計画につ
いて　③その他，土木工事標準歩掛の
改訂等について

■技術部会
月　日：3月 8日（木）
場　所：さつけんビル 6階会議室
出席者：服部健作技術部会長ほか 19 名
内　容：①平成 29 年度の事業報告につ
いて　②平成 30 年度の事業計画につ
いて　③その他，除雪機械技術講習会
の取組について

■北海道開発局との意見交換会
月　日：3月 15 日（木）

支部行事一覧

場　所：さつけんビル 6階会議室
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 39 名
内　容：①北海道開発局からの情報提供
② JCMAからの情報提供　③支部会
員からの意見・要望事項について　　
④意見交換

■平成 29年度除雪現場の省力化による生
産性・安全性の向上に関する取組プラッ
トフォーム『i-Snow』（第 3回）
月　日：3月 28 日（水）
場　所：TKP 札幌駅カンファレンスセ
ンター
出席者：石塚芳文事務局長ほか
議　題：① H29 年度の取組　② H30 年
度知床峠実証実験（案）　③その他

■平成 29年度第 2回 ICT活用施工連絡会
月　日：3月 28 日（水）
場　所：さつけんビル 6階会議室
出席者：石塚芳文事務局長ほか 39 名
議　題：① i-Construction に関する情報
連絡　②平成 29 年度 ICT活用施工連
絡会活動報告　③平成 30 年度 ICT活
用施工連絡会活動計画（案）　④建設
技術担い手育成プロジェクト［仮称］
⑤事務局体制について

■第 2回 東北土木技術人材育成協議会
月　日：3月 1日（木） 
場　所：東北地方整備局 会議室 
出席者：東北地方整備局 渡邉泰也企画
部長ほか 43 名 

議　題：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　④記
念写真撮影 

■第 3回 支部運営委員会
月　日：3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 27 名 
議　題：①平成 30 年度事業計画（案）
について　②平成 30 年度事業予算
（案）について　③その他 

■東北土木技術人材育成協議会 第 5回幹
事会に向けた事前打ち合わせ
月　日：3月 15 日（木） 
場　所：東北地方整備局 会議室 
出席者：東北技術事務所 阿部誠司総括
技術情報管理官ほか 8名 

議　題：①平成 30 年度基礎技術講習会
の日程（案）について　②東北 6県で
開催する ICT 基礎技術講習会につい
て　③その他 

■東北土木技術人材育成協議会 第 5回幹
事会
月　日：3月 22 日（木） 
場　所：東北地方整備局 会議室 
出席者：東北技術事務所 稲葉護事務所
長ほか 33 名 

議　題：①平成 30 年度基礎技術講習会
の日程（案）について　②東北 6県で
開催する ICT 基礎技術講習会につい
て　③その他 

■秋田デジタルイノベーション推進コン
ソーシアム設立総会
月　日：3月 22 日（木） 
場　所：秋田県秋田市 ルポールみずほ 
出席者：秋田県 中島英史副知事ほか 82
名 

議　題：①秋田デジタルイノベーション
推進コンソーシアムの設立について　
②秋田デジタルイノベーション推進コ
ンソーシアム規約（案）について　　
③会長の選出について　④専門部会の
設置について　⑤平成 30 年度事業計
画（案）について 

■山形県立産業技術短期大学の ICT実習
に関する打合せ
月　日：3月 26 日（月） 
場　所：東北支部 会議室 
出席者：情報化施工技術委員会 鈴木勇
治委員長ほか 4名 

議　題：① ICT 実習授業計画（案）に
ついて　②その他 

■第 2回企画部会
月　日：3月 15 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 10 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（中間）
及び決算（見込み）について　②平成
30 年度事業計画及び予算について　
③北陸支部第 7回総会計画について

■第 2回運営委員会
月　日：3月 26 日（月）
場　所：新潟県建設会館
出席者：丸山暉彦支部長ほか 16 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（中間）
及び決算（見込み）について　②平成
30 年度事業計画及び予算について　
③北陸支部第 7回総会計画について

■第 2回部会長・副部会長会議
月　日：3月 8日（木）
出席者：川西光照企画部会長ほか 7名
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場　所：愛知県名古屋市中区三愛ビル
議　題：①平成 29 年度事業報告（案）　
②平成 29 年度決算報告（概算）　③平
成 30 年度事業計画（案）　④平成 30
年度収支予算（案）等

■南海トラフ地震対策中部圏戦略会議・第
7回幹事会
月　日：3月 14 日（水）
場　所：名古屋市熱田区名古屋国際会議
場
支部出席者：原一儀災害対策部会長
議　題：南海トラフ地震対策中部圏戦略
会議活動計画等

■第 3回運営委員会
月　日：3月 15 日（木）
場　所：愛知県名古屋市中区桜華会館
参加者：所輝雄支部長ほか 20 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（案）　
②平成 29 年度決算報告（概算）　③平
成 30 年度事業計画（案）　④平成 30
年度収支予算（案）等

■企画部会
月　日：3月 19 日（月）
出席者：川西光照企画部会長ほか 6名
場　所：愛知県名古屋市中区三愛ビル
議　題：平成 30 年度総会についての打
合せ等

■建設業へ新規入職する人たちへの ICT

を活用した建設技術の紹介
月　日：3月 6日（火），13 日（火），20
日（火），27 日（火）
場　所：静岡県富士宮市・富士山大沢川
遊砂地
参加者：275 名
内　容：平成 30 年 4 月に東日本（青森
県～岐阜県）で高校等を卒業し，建設
業へ新規入職する人たちに ICT を活
用した建設技術を紹介

■企画部会
月　日：3月 6日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：溝田寿企画部会長以下 7名
議　題：①平成 30 年度事業計画（案）
及び収支予算（案）　②支部監査役の
推薦　③会員入退会　④優良建設機械
運転員等の推薦　⑤その他

■運営委員会
月　日：3月 12 日（月）
場　所：大阪キャッスルホテル 会議室
出席者：深川良一支部長以下 20 名
議　題：①平成 30 年度事業計画（案）
及び収支予算（案）　②支部監査役の
推薦　③会員入退会　④優良建設機械
運転員等の推薦　⑤その他

■建設用電気設備特別専門委員会（第 442

回）
月　日：3月 20 日（火）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①次期 JEM-TR 改正方針検討
②「JEM-TR104 建設工事用受配電設
備点検保守のチェックリスト」の審議
③「JEM-TR121 建設工事用電機設備
機器点検保守のチェックリスト」の審
議

■ 3月期運営委員会
月　日：3月 15 日（木）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 33 名
議　事：①平成 30 年度事業計画（案）
に関する件　②平成 30 年度収支予算
（案）に関する件　③その他懸案事項

■第 4回開発普及部会
月　日：3月 20 日（火）
場　所：中国支部事務所

出席者：飯國卓夫部会長ほか 5名
議　題：①平成 30 年度部会事業活動に
ついて　②第 42 回新技術・新工法発
表会について　③その他懸案事項

■ H29第 3回運営委員会
月　日：3月 19 日（月）
場　所：ホテルマリンパレスさぬき（高
松市）
出席者：長谷川修一支部長ほか 24 名
議　題：① H30 年度事業計画（案）に
ついて　② H30 年度予算書（案）に
ついて　③ H30 年度表彰予定者につ
いて　④人事異動等に伴う役員等の変
更について

■九州地方整備局との機械設備に関する意
見交換会
月　日：3月 12 日（月）
場　所：九州地方整備局会議室
出席者：宮崎機械施工管理官ほか 22 名
議　題：①九州地方整備局の取組み状況
②意見・要望等

■企画委員会
月　日：3月 14 日（水）
場　所：博多グリーンホテル 2号館
出席者：原尻企画委員長ほか 7名
議　題：①第 3回運営委員会について　
②第 7回支部総会について　③その他

■第 3回運営委員会
月　日：3月 14 日（水）
場　所：博多グリーンホテル 2号館
出席者：原尻企画委員長ほか 21 名
議　題：①平成 30 年度事業計画書（案）
に関する件　②平成 30 年度収支予算
書（案）に関する件　③平成 30・31
年度支部役員候補に関する件




