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機械部会

■コンクリート機械技術委員会
月　日：5 月 10 日（木）
出席者：佐野和幸副委員長ほか 8 名
議　題：①前回委員会の議事確認　②建

設機械要覧の見直し内容について意見
交換　③コンクリート機械のトラブル
事例，点検表について意見交換　④そ
の他

■原動機技術委員会　　
月　日：5 月 17 日（木）
出席者：工藤睦也委員長ほか 21 名
議　題：①前回の議事録確認　②特殊自

動車次期排気ガス規制について現状と
今後の予定　③海外排出ガス規制の動
向についての情報交換　④日本建設機
械要覧 2019 の原稿見直し状況につい
て

■ショベル技術委員会
月　日：5 月 18 日（金）
出席者：小澤学委員長ほか 8 名
議　題：①委員長の交代について　②シ 

ョベルの最新情報の共有　③安全支援
システムについて　④次期燃費基準の
課題，スケジュールについて　⑤日本
建設機械要覧の内容見直しについて

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：5 月 24 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 10 名
議　題：①委員会の新幹事体制について

②日本建設機械要覧の内容見直しにつ
いて　③平成 30 年度の活動計画の内
容と役割分担の確認及び具体的な進め
方について　④現場・工場見学会につ
いて　⑤委員会総会について

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：5 月 25 日（金）
出席者：岩野健委員長ほか 7 名
議　題：①平成 30 年度の委員会計画に

ついて　②アンケートの返信状況につ
いての確認　③見学会希望地への受入
れ先状況の確認　④講演会，テーマに
ついての検討

■基礎工事用技術委員会 日本車輌製造㈱
鳴海製作所見学会
月　日：5 月 30 日（水）
出席者：遠藤智委員長ほか 17 名
議　題：①机上説明：会社概要，会社の

歴史，製品ラインナップ等　②鳴海製

（2018 年 5 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
作所内の工場見学　③質疑応答

■情報化機器技術委員会
月　日：5 月 31 日（木）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8 名
議　題：①障害物検知センサに関する情

報共有と活動の進め方の議論　②日本
建設機械要覧の見直し内容のまとめ　
③規制・規格の最新情報の共有　④そ
の他

標準部会

■ ISO/TC 127土工機械委員会国内総会
月　日：5 月 9 日（水）
出席者：正田委員長（コマツ）ほか 21

名
場　所：会館会議室
議　題：下記を報告・議論…1）親 TC 

127 委員会・SC 1 ～ SC 4 分科会の活
動計画及び進捗状況，2）ISO 規格の
JIS 化検討，3）平成 29 年度報告

■建設機械に関する電磁両立性国際規格
ISO 13766改正の問題点説明会
月　日：5 月 9 日（水）
出席者：高山委員（日立建機）ほか 40 名
場　所：会館会議室
議　題：下記を説明
1）ISO 13766 改正案
・適用範囲：対象機種，適用除外
・技術面での主要変更点：周波数範囲，

電界強度など
2）EU 等海外での適用
・CEN での EN/ISO 13766-1 及び -2 発

行見込み
・猶予期間
・EU 機械指令及び電磁両立性指令での

参照
・他の諸国での適用可能性
3）試験対応
・オープンサイトでのイミュニティ試験

の困難性
・福島再生可能エネルギー研究所にある

電波暗室の利用可能性
・電磁サブアッセンブリ試験の実施可能

性
・他の電波暗室の利用可能性
・電波暗室を新たに建設する場合の問題

点
■ ISO/TC 195/SC 1委員会

月　日：5 月 10 日（木）
出席者：川上委員長（日工）ほか 8 名
場　所：会館会議室
議　題：①平成 30 年度 ISO/TC195 委員

及び SC 1 分科委員 就任依頼　② SC 
1/WG 4 FDIS 19711-1 トラックミキ
サ -Part1  進捗報告　③ SC 1/WG 6 

標　準　部　会

ISO/AWI 21573-2 コンクリートポン
プ - 第 2 部：技術パラメータの試験方
法（中国 PL）　④ SC 1/WG 7 ISO/
AWI 18650-1 コンクリートミキサ - 第
1 部：用語及び一般仕様（米国 PL）　
⑤ ISO 18651-1 定期的見直し投票結果
及び米国意見：コンパクションダイア
メターの測定方法対応　⑥新業務提案

「コンクリート機械 - 施工現場情報交
換」（中国コンビナー）SC 1 宿題事項
検討　⑦ 2018 年 TC 195 国際会議（9
月 @ ドイツ）に向けた議題準備　　
⑧ 2019 年 TC 195 国際会議（秋季 @
日本）近畿地区開催への協力依頼

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5有志会合
月　日：5 月 25 日（金）
出席者：正田委員長（コマツ）ほか 18

名
場　所：TKP スター貸会議室東京タワー

通り第 1 ルーム会議室
議　題：① 3 月東京会議報告　② ISO/

AWi TS 15143-4 適用範囲検討（第 4
部：施工現場地形データ）・宿題事項
及び対処方針検討　③ 7 月東京会議対
処方針検討

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：5 月 10 日（木）
出席者：落合博幸主査ほか 8 名
議　題：①第 22 回機電技術者意見交換

会テーマ・講演会の検討　② H30 年
度第 1 回若手現場見学会の検討　③そ
の他

■三役会
月　日：5 月 29 日（火）
出席者：植木睦央部会長ほか 6 名
議　題：①各 WG 報告　②現場見学会

について　③その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：5 月 9 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 23 名
議　題：①平成 30 年 8 月号（第 822 号）

の計画の審議・検討　②平成 30 年 9
月号（第 823 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 10 月号（第 824 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 5
月号～平成 30 年 7 月号（第 819 ～
821 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：5 月 23 日（水）
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出席者：山名至考分科会長ほか 3 名
議　題：①外国人技能実習制度について

② i-Con，ICT 対応情報機器の動向に
ついて（検討）　③その他

■新機種調査分科会
月　日：5 月 23 日（水）
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
■新工法調査分科会

月　日：5 月 25 日（金）
出席者：大峰秀之委員ほか 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

支部行事一覧

北海道支部

■第 7回支部通常総会
月　日：5 月 15 日（火）
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 97 名
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

及び決算報告（案）承認の件　②平成
30 年度事業計画及び収支予算に関す
る件　③平成 30･31 年度運営委員選任
に関する件　③本部からの事業概要報
告　④感謝状贈呈式　⑤建設機械優良
運転員・整備員の表彰

■支部講演会
月　日：5 月 15 日（火）
場　所：札幌市，センチュリーロイヤル

ホテル
演　題：今後の採用活動・人材定着につ

いて
講　師：㈱ジョブズマーケティング北海

道 代表取締役　太田和雄氏
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 97 名
■平成 30年度第 1回建設技術担い手育成
プロジェクト会議
月　日：5 月 16 日（水）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：鈴木勇治プロジェクトリーダほ

か 27 名
内　容：①平成 30 年度プロジェクト実

施計画について　②その他
■平成 30年度除雪機械技術講習会第 2回
（メーカ）打合せ
月　日：5 月 18 日（金）
場　所：北海道支部会議室
出席者：加藤信二施工技術検定技術委員

会委員長ほか 6 名
内　容：①平成 30 年度除雪機械技術講

支部行事一覧

習会　②講習会テキストの改定　③そ
の他

■請負工事機械経費積算に関する講習会
月　日：5 月 23 日（水）
場　所：札幌市，北海道教育会館ホテル

ユニオン
受講者：110 名
内　容：①平成 30 年度土木工事標準部

係の改定概要　②建設機械等損料の改
正と動向　③施工パッケージ型積算方
式　④損料表の見方及び使い方　⑤一
般土木請負工事の機械経費積算例　　
⑥道路維持請負工事の機械経費積算例

■平成 30年度除雪機械技術講習会第 3回
（講師）打合せ
月　日：5 月 25 日（金）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：服部健作部会長ほか 23 名
内　容：①平成 30 年度除雪機械技術講

習会講習内容について　②その他

北陸支部

■平成 30年度 北陸防災連絡会議幹事会
月　日：5 月 9 日（水）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：①専門部会報告　②次期取り組

みテーマ　③各機関からの情報提供
■平成 30年度第 1回運営委員会

月　日：5 月 21 日（月）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山支部長ほか 20 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 30
～ 31 年度役員改選について　③優良
建設機械運転員・整備員表彰（案）に
ついて

■北陸支部第 7回通常総会
月　日：5 月 21 日（月）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか 118 社 
議　題：①平成 29 年度支部事業報告及

び決算報告に関する件　②平成 30 ～
31 年度役員改選に関する件　

報　告：平成 30 年度事業計画及び収支
予算に関する件

記念行事：優良建設機械運転員並びに整
備員の表彰，記念講演会

東北支部

■企画部会
月　日：5 月 7 日（月） 
場　所：東北支部 事務局会議室 
出席者：木村信悦企画部会長ほか 6 名

議　題：第 1 回支部運営委員会について
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

について　②平成 29 年度事業決算
（案）について　③役員の交代につい
て　④表彰について 

■第 1回 支部運営委員会
月　日：5 月 9 日（水） 
場　所：仙台市 パレス宮城野 
出席者：高橋弘支部長ほか 36 名 
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

について　②平成 29 年度事業決算
（案）について　③役員の交代につい
て　④表彰について 

■東北土木技術人材育成協議会 事前打合せ
月　日：5 月 10 日（木） 
場　所：東北地方整備局 会議室 
出席者：東北地方整備局企画部亀井技術

管理課長ほか 11 名 
議　題：① ICT 基礎技術講習会の開催

日程，受講者数と官民比率について　
②募集主体について　③カリキュラム
について　④ CPD について

■平成 30年度 第 7回 通常総会
月　日：5 月 15 日（火） 
場　所：仙台市 仙台ガーデンパレス 
出席者：支部会員 :124 社（委任状 61 社，

議決権総数 145 社）
出席者総数：高橋支部長ほか 109 名
内　容：①平成 29 年度 事業報告につい

て　②平成 29 年度 決算報告について
③平成 30 年度 役員の交代について　
④平成 30 年度 事業計画（案）につい
て　⑤平成 30 年度 予算（案）につい
て　⑥本部関係報告　⑦表彰（本部会
長感謝状の贈呈ほか）  

■東北土木技術人材育成協議会 WG

月　日：5 月 16 日（水） 
場　所：東北技術事務所 会議室 
出席者：東北技術事務所 宮本典明副所

長ほか 23 名 
議　題：① ICT 基礎技術講習会の開催

日について　②実習の可否について　
③現場見学会について　④受講生の募
集方法，募集定員，各団体割合につい
て　⑤受講生のレベル設定について　
⑥講習講師の依頼について　⑦テキス
ト作成について　⑧テキストの出力・
持参について 

■東北土木技術人材育成協議会 第 6回幹
事会
月　日：5 月 16 日（水） 
場　所：東北技術事務所 会議室 
出席者：東北技術事務所 稲葉護事務所

長ほか 36 名 
議　題：①平成 30 年度 基礎技術講習会

について　②その他 
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■第6回 東北震災復興 i-Construction（ICT）
連絡調整会議
月　日：5 月 18 日（金） 
場　所：東北地方整備局 
出席者：津田修一東北地方整備局長ほか

27 名 
内　容：①国土交通本省からの情報提供

②関係機関における i-Construction の
取組状況等　③現場支援型モデル事業
の実施報告（秋田県）　④意見交換

■平成 30年度 最上川水防演習
月　日：5 月 27 日（日） 
場　所：山形県北村山郡大石田町横山地

先 最上川左岸河川敷 
参加者：秋本真利国土交通大臣政務官ほ

か約 2000 名，支部からの参加者 : 高
橋弘支部長，小野由則技術部会長

内　容：①第 1 部 洪水対応訓練，情報
収集訓練　②第 2 部 関係機関の連携
訓練

■ゆきみらい 2019 in 新庄 実行委員会 準
備会
月　日：5 月 28 日（月） 
場　所：新庄市役所 
出席者：東北地方整備局 尾崎技術企画

官ほか 16 名 
内　容：①議事・報告事項　②今後の調

整等　③その他 

中部支部

■技能検定実技試験実施事務打合せ会議
月　日：5 月 11 日（金）
出席者：永江豊事務局長
議　題：建設機械整備技能検定に関する

実務打合せ
■第 9回 南海トラフ地震対策中部圏戦略
会議
月　日：5 月 17 日（木）
出席者：所輝雄支部長
場　所：ポートメッセなごや 交流セン

ター 3 階会議ホール
内　容：「平成 30 年度南海トラフ地震対

策中部圏戦略会議 活動計画」等につ
いて

■第 7回 支部通常総会
月　日：5 月 17 日（木）
場　所：ウイル愛知 女性総合センター
出席者：所輝雄支部長ほか約 110 名
議　題：①平成 29 年度事業報告及び決

算報告承認の件　②平成 30 年度事業
計画及び収支予算承認の件等

■平成 30年木曽三川連合水防演習・広域
連携防災訓練
月　日：5 月 27 日（日）
出席者：所輝雄支部長，原一儀災害対策

部会長，永江豊事務局長
場　所：岐阜県岐阜市長良川右岸鵜飼大

橋下流河川敷
内　容：長良川流域における洪水被害等

を想定した大規模水防演習等で，当支
部の会員の協力を得て浮体式防潮ゲー
ト，次世代無人化施工による災害対応
等のパネル等の展示を行った

関西支部

■支部通常総会
月　日：5 月 16 日（水）
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 93 名
議　題：①平成 29 年度事業報告及び決

算報告の件　②任期満了に伴う運営委
員選任に関する件　③平成 30 年度事
業計画及び収支予算の件　④本部事業
概要報告　⑤平成 30 年度会長表彰　
⑥優良建設機械運転員等表彰

講　演：「アスタコシリーズの開発と災
害対応について」講師…日立建機㈱ブ
ランド・コミュニケーション本部 広
報戦略室 広報・IR 部 広報グループ 
部長代理　小俣貴之氏

■建設用電気設備特別専門委員会（第443回）
月　日：5 月 23 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①委員会総会　②「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」見直し検討　③その
他

中国支部

■第 7回支部通常総会
月　日：5 月 14 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
出席者：河原能久支部長ほか 108 名
議　題：①平成 29 年度事業報告につい

て　②平成 29 年度決算報告について
③平成 30・31 年度役員選任について
④平成 30 年度事業計画（案）につい
て　⑤平成 30 年度収支予算（案）に
ついて　⑥本部事業概要及び事業計画
説明　⑦本部感謝状贈呈　⑧講話「国
土交通行政の最近の話題」中国地方整
備局企画部長　吉田敏晴氏

■平成 30年度「建設の機械化施工優良技
術者」表彰式
月　日：5 月 14 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
受賞者：運転・整備部門 1 名，管理部門

5 名，技術開発部門 1 名，計 7 名

■記念講演会
月　日：5 月 14 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
演　題：i-Construction による建設技術

者教育のイノベーション
講　師：松江工業高等専門学校 環境・

建設工学科教授　大屋誠氏　

四国支部

■ H30第 1回運営委員会
月　日：5 月 9 日（水）
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 25 名
内　容：① H29 年度事業報告に関する

件　② H29 年度決算報告に関する件
③ H29 年度会計及び業務監査報告に
関する件　④ H30 ～ 31 年度役員等候
補者（案）に関する件

■四国支部第 7回（H30年度）通常総会
月　日：5 月 9 日（水）
場　所：ホテル マリンパレスさぬき（高

松市）
議決権総数：130 社
出席社数：117 社（うち，委任状提出 45

社）
出席者総数：長谷川修一支部長ほか 99

名
議　題：第 1 号議案　H29 年度事業報告

承認の件，第 2 号議案　H29 年度決算
報告承認の件，第 3 号議案　H29 年度
会計及び業務監査報告に関する件，第
4 号議案…1）任期満了に伴う役員改
選に関する件，2）運営委員会の報告
に関する件，第 5 号議案　H30 年度事
業計画に関する件，第 6 号議案　H30
年度収支予算に関する件

その他…① H30 年度本部等事業概要説
明　②優良建設機械運転員・整備員等
表彰　③特別講演「公共工事の品質確
保と i-Construction・生産性向上の取
り組み」講師…四国地方整備局企画部
長　野﨑智文氏

九州支部

■九州建設技術フォーラム 2018実行委員会
月　日：5 月 8 日（火）
出席者：深田英二事務局長
議　題：①「九州建設技術フォーラム

2017」の開催結果について　②「九州
建設技術フォーラム 2018」の開催方
針について

■ H30年度第 1回運営委員会
月　日：5 月 17 日（木）
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場　所：福岡リーセントホテル
出席者：麻生誠副支部長ほか 25 名
議　題：① H28 年度事業報告及び決算

報告　② H29 年度事業計画及び収支
予算　③ H29 年度支部役員の選任　
④ H28 年度優良建設機械運転員等表
彰

■第 7回通常総会
月　日：5 月 17 日（木）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：松嶋憲昭支部長ほか 75 名
議　題：① H29 年度事業報告及び決算

報告　② H30 年度事業計画及び収支
予算　③ H30・31 年度支部役員の選

任
■優良建設機械運転員等表彰

月　日：5 月 17 日（木）
場　所：福岡リーセントホテル
表彰者：33 名




