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機械部会

■ダンプトラック技術委員会　
月　日：4 月 3 日（火）
出席者：田中哲委員長ほか 4 名
議　題：①トピックスの紹介　②ホーム

ページの内容検討　③平成 30 年度の
活動計画について　④日本建設機械要
覧の改定について

■除雪機械技術委員会
月　日：4 月 5 日（木）
出席者：太田正樹委員長ほか 18 名
議　題：①委員の自己紹介　②国交省の

取組み状況について　③日本建設機械
要覧の改定について　④平成 29 年度
活動実績と平成 30 年度活動計画につ
いて　⑤ホームページの改定について
⑥ロータリ除雪の安全対策について　
⑦除雪機械の未来像について　⑧除雪
現場見学会の計画について　

■情報化機器技術委員会
月　日：4 月 6 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8 名
議　題：①日本建設機械要覧の改定につ

いて　②合同部会，機械部会幹事会の
報告と内容共有　③障害物検知のセン
サに関する情報共有と活動の進め方の
議論　④軍事用センサの紹介　⑤ 3D 
LiDAR センサの紹介　⑥その他

■基礎工事用機械技術委員会　
月　日：4 月 11 日（水）
出席者：遠藤智委員長ほか 15 名
議　題：①平成 30 年度の委員会予定・

見学会計画について　②委員会名簿の
確認　③ブロハンマーの周波による区
分について　④薬液注入工法について

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：4 月 12 日（木）
出席者：岩野健委員長ほか 5 名
議　題：①次回委員会の内容について確

認　②平成 29 年度の活動実績と平成
30 年度の計画について　③配布アン
ケートの内容についての議論　④見学
会の計画について

■トラクタ技術委員会
月　日：4 月 13 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 7 名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ

いて　②委員長，委員交代について　
③平成 29 年度の活動実績と平成 30 年

（2018 年 4 月 1 日～ 30 日）

行 事 一覧
度の活動計画について　④トピックス
報告　⑤燃費基準達成建設機械の認定
制度の次期基準について

■トンネル機械技術委員会
月　日：4 月 19 日（木）
出席者：岩野健委員長ほか 23 名
議　題：①委員長よりの新年度挨拶　　

②平成 29 年度活動実績について　　
③平成 30 年度活動計画について　　
④ i-Construction の推進状況について
⑤その他　

■機械整備技術委員会
月　日：4 月 20 日（金）
出席者：森三朗委員長ほか 10 名
議　題：①日本建設機械要覧の改訂につ

いて　②平成 29 年度実績報告と 30 年
度活動計画について　③ホームページ
の見直しについて　④尿素 SCR 取扱
い資料の校正　⑤各社の近況について

標準部会

■ 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：4 月 9 日（月）
出席者： 岡ゆかり主査（コマツ）ほか 7 名
場　所：協会会議室
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　③ ISO 21815-2（同
第 2 部：交信インターフェース）検討
④ベルリン国際 JWG 会議へ向けての
国内意見調整

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 2/WG 

24機械制御系の機能安全 特設有志会合
月　日：4 月 18 日（水）
出席者：田中昌也委員（コマツ）ほか

10 名
場　所：協会会議室
議　題：①下記 19014-1，-2，-5 の投票

方針及び提出意見検討　② ISO/FDIS 
19014-1（土工機械―機能安全―第 1
部：制御系の安全関連部品の判定方法
及 び 性 能 要 求 事 項 ）　 ③ ISO/CD 
19014-2（同第 2 部：安全関連機械制
御系の設計及び評価）　④ ISO/CD 
19014-4（同第 4 部：制御系の安全関
連部品のためのソフトウェア及び送受
信 の 設 計 及 び 評 価 ）　 ⑤ ISO/AWi 
19014-5（第 5 部：パフォーマンスレ
ベルの表）対応　⑥ ISO/TC 127/SC 
2/WG 24 活動状況全般，当面の国際

標　準　部　会

WG 対応

建設業部会

■クレーン安全情報WG

月　日：4 月 17 日（火）
出席者：久松栄一主査ほか 10 名
議　題：①「クレーン又は移動式クレー

ンの過負荷防止装置構造規格等の一部
改正について」の説明（瓜委員）　　
②クレーン休業姿勢　アンケート結果
報告書の骨子検討（久保委員）　③教
本改訂に向けての検討　④クレーン安
全衛生教育の視察について（5/13：ボ
イラクレーン協会の確認報告）　⑤災
害事例報告　⑥その他

■機電 i-Con現場WG

月　日：4 月 20 日（金）
出席者：宮内良和主査ほか 7 名
議　題：①「i-Con 事例」のアンケート

様式検討確認（副島委員）　②「ICT
安全の事例」アンケート様式検討確認

（本多委員）　③その他
■三役会

月　日：4 月 24 日（火）
出席者：植木睦央部会長ほか 5 名
議　題：① JCMA H30 事業計画（5 月

理事会提出用）の確認　②各WG報告・
機電交流企画 WG・クレーン安全情報
WG・機電 i-Construction 現場 WG　
③現場見学会候補について　④その他

レンタル業部会

■コンプライアンス分科会
月　日：4 月 5 日（木）
出席者：工藤正人委員ほか 7 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

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：4 月 4 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 19 名
議　題：①平成 30 年 7 月号（第 821 号）

の計画の審議・検討　②平成 30 年 8
月号（第 822 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 9 月号（第 823 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 4
月 号 ～ 平 成 30 年 6 月 号（ 第 818 ～
820 号）の進捗状況報告・確認
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■建設経済調査分科会
月　日：4 月 25 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 5 名
議　題：①「建設技能実習制度の原稿」

の再検討　②公共工事関係予算の原稿
検討（小笠原委員）　③その他

■新機種調査分科会
月　日：4 月 25 日（水）
出席者：江本平分科会長ほか 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

支部行事一覧

北海道支部

■第 1回広報部会広報委員会
月　日：4 月 9 日（月）
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 30 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 18 日（水）
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 12 名
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）　

②平成 29 年度決算報告（案）　③平成
30 年度事業計画　④平成 30 年度収支
予算　⑤その他…第 1 回運営委員会及
び第 7 回総会関係

■平成 30年度除雪機械技術講習会第 1回
打合せ
月　日：4 月 24 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

17 名
内　容：①平成 30 年度除雪機械技術講

習会実施計画　②平成 30 年度実施結
果

■支部会計監査
月　日：4 月 25 日（水）
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 28 年度支部事業及び決算

書の監査
■第 1回運営委員会

月　日：4 月 27 日（金）
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 21 名
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

承認の件について　②平成 29 年度決

支部行事一覧

算報告（案）承認の件について　③平
成 30 年度事業計画に関する件につい
て　④平成 30 年度収支予算に関する
件について　⑤平成 30・31 年度運営
委員候補（案）に関する件について　
⑥その他…第 7 回総会関係

東北支部

■第 1回施工部会
月　日：4 月 4 日（水） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：坪井正博施工部会長ほか 13 名
内　容：①平成 30 年度施工部会事業計

画について　②平成 30 年度除雪講習
会計画（案）について　③平成 30 年
度除雪講習会資料作成分担について　
④その他 

■第 1回広報部会
月　日：4 月 11 日（水） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：浅野公隆部会長ほか 5 名 
内　容：①「支部たより 175 号」の編集

計画について　②「支部たより 175 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
ソーシアム建設部会 第 1回運営会議
月　日：4 月 12 日（木） 
場　所：秋田県 秋田地方総合庁舎 
出席者：情報化施工技術委員会 鈴木委

員長ほか 16 名 
内　容：五城目町馬場目地区における
「（仮称）ICT 総合研修エリア」構想
の推進について

■第 1回情報化施工技術委員会
月　日：4 月 16 日（月） 
場　所：東北地方整備局会議室 
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長

ほか 47 名
内　容：①H30年度活動内容（i-Construction

に関する講習会等計画（案））　② H30
年度セミナーについて（開催日程，会
場）　③ D アカデミー東北・秋田県建
設業協会との共催活動について（「（仮
称）建設 ICT 総合研修エリア運営協
議会」）　④担い手育成・確保への取組

（地元工業高校，大学等に向けた活動）
⑤東北地方整備局が実施する研修等へ
の対応について 

■ゆきみらい 2019in新庄（仮称）に係る
打合せ
月　日：4 月 17 日（火） 
場　所：山形県 最上総合支庁 

出席者：高橋甚悦山形県県土整備部道路
保全課課長補佐ほか 17 名 

内　容：①会場視察　②基本計画（案）
について　③開催テーマ，開催コンセ
プトほかについて

■ EE東北’18第 2回実行委員会作業部会
月　日：4 月 23 日（月） 
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 27 名 
内　容：① EE 東北’18 開催概要　② EE

東北’18 実施計画（案）　③ EE 東北’18
広報（案）　④ EE 東北’18 予算（修正
案） ⑤今後の予定について　⑥規約
改正案について 

■平成 29年度支部監査
月　日：4 月 24 日（火） 
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 29 年度の事業及び決算の

監査全般 
■ EE東北’18第 2回実行委員会

月　日：4 月 27 日（金） 
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 39 名 
内　容：① EE 東北’18 開催概要　② EE

東北’18 実施計画（案）　③ EE 東北’18
広報（案）　④ EE 東北’18 予算（修正
案）　⑤今後の予定について　⑥規約
改正案について 

北陸支部

■平成 30年度 北陸 ICT戦略研究会
月　日：4 月 25 日（水）
場　所：北陸地方整備局新潟国道事務所

会議室
出席者：北陸地方整備局吉越工事品質調

整官ほか 19 名
議　題：①平成 30 年度の取組計画につ

いて　②整備局・事務所の取組計画
（案）について　③会員各機関の取組
計画（案）について

■第 1回企画部会
月　日：4 月 27 日（金）
場　所：新潟県建設会館
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 15 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（案）

及び決算（案）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（案）
について
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中部支部

■支部会計監査
月　日：4 月 25 日（水）
監査役：高原和彦氏，神谷泰博氏
内　容：平成 29 年度業務及び財産監査

関西支部

■建設業部会
月　日：4 月 16 日（月）
場　所：エル・おおさか 会議室
出席者：滝﨑建設業部会長以下 16 名
議　題：①平成 29 年度活動報告　②平

成 30 年度事業計画（案）説明　③そ
の他

■支部監査
月　日：4 月 17 日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：田口定一支部監査役，神谷敏孝

支部監査役
内　容：平成 29 年度決算報告及び関係

書類にもとづく監査の実施
■企画部会

月　日：4 月 20 日（金）
場　所：関西支部 会議室
出席者：溝田寿企画部会長以下 5 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 26 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 25 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（案）

及び決算報告（案）の件　②平成 30・
31 年度運営委員選任の件　③優良建
設機械運転員等表彰について　④平成
30 年度会長表彰について　⑤支部総
会後の講演について　⑥その他

中国支部

■第 1回施工技術部会
月　日：4 月 5 日（木）
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平成 30 年度部会事業実施計

画について　② i-Con（情報化施工）関
係行事（案）について　③ H30 道路
除雪講習会（案）の企画について　　
④その他懸案事項

■第 1回部会長会議
月　日：4 月 6 日（金）

場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 10 名
議　題：①運営委員会（春季）について

②第 7 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 16 日（月）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：河原能久支部長ほか 26 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（案）

に関する件　②平成 29 年度経理状況
（案）に関する件　③平成 29 年度支部
監査に関する件　④平成 30 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

■ i-Constructionセミナー～ i-Con深化の
時代へ～広島会場
月　日：4 月 17 日（火）
場　所：広島県民文化センター 多目的

ホール
参加者：346 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 建設現場の生産性向上
について…中国地方整備局企画部機械
施工管理官　赤星剛氏　③【事例紹介】
ICT 土工の創意工夫とポイント…カ
ナツ技建工業㈱特別顧問　高橋広幸氏
④【事例紹介】測量・設計の現場にお
ける CIM 活用について…㈱荒谷建設
コンサルタント道路部長　山本悟氏　
⑤【事例紹介】ICT を活用した施工
について…五洋建設㈱・井森工業㈱特
定建設工事共同企業体徳山下松港新南
陽地区航路（マイナス 12 メートル）
浚渫工事現場代理人　福本臣起氏

■ i-Constructionセミナー～ i-Con深化の
時代へ～松江会場
月　日：4 月 18 日（水）
場　所：くにびきメッセ 国際会議場
参加者：171 名
講演内容：①【基調講演】i-Construction

の最新情報…国立研究開発法人土木研
究所つくば中央研究所技術推進本部上
席研究員　新田恭士氏　②【講演】中
国地方 建設現場の生産性向上につい
て…中国地方整備局企画部工事品質調
整官　足立宏氏　③【事例紹介】ICT
土工の創意工夫とポイント…カナツ技
建工業㈱土木部情報技術グループチー
ムリーダー　木村義信氏　④【事例紹
介】測量・設計の現場における CIM
活用について…㈱荒谷建設コンサルタ
ント道路部長　山本悟氏　⑤【事例紹
介】ICT を活用した施工について…

五洋建設㈱・井森工業㈱特定建設工事
共同企業体徳山下松港新南陽地区航路

（マイナス 12 メートル）浚渫工事監理
技術者　小林隆一郎氏

■第 42回新技術・新工法発表会
月　日：4 月 26 日（木）
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：120 名
発表課題：【講話】①国土交通行政の最

近の状況と新技術・新工法の動向につ
いて…中国地方整備局企画部総括技術
情報管理官　田村実氏　② ICT 舗装
工と地上型レーザースキャナーを用い
た面的出来形管理の方法について…

（一社）日本建設機械施工協会施工技
術総合研究所　椎葉祐士氏　【技術発
表】① ICT，IoT を活用した舗装現場
の新たな取り組み「N-PNext」…㈱
NIPPO 総合技術部　梶原覚氏　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～…コ
ベルコ建機㈱営業促進部　小見山昌之
氏　③建設生産プロセスにおける IoT
の活用…㈱ランドログ　井川甲作氏　
④ CAT 次世代油圧ショベル 320 のご
紹介…日本キャタピラー合同会社情報
化施工推進部　小笹剛志氏

四国支部

■ H30第 1回（春季）[企画・施工・技術 ]

合同部会幹事会
月　日：4 月 17 日（火）
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 20 名
内　容：① H29 事業報告（案）につい

て　② H29 決算報告（案）について
③ H30 事業計画について　④ H30 予
算書について　⑤ H30 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

■ H29四国支部会計及び業務監査
月　日：4 月 23 日（月）
場　所：支部事務局
監査者：中山義男支部監査役及び堀具王

支部監査役
内　容：【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　【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
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定福利等関係書類の整理について

九州支部

■支部監査
月　日：4 月 25 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 29 年度会計監査及び業務
監査

■企画委員会
月　日：4 月 25 日（水）
出席者：原尻克己企画委員長ほか 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 技術講習会について
⑤ H30 年度災害協定支援体制につい
て　⑥その他




