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機械部会

■トンネル機械技術委員会 幹事会　
月　日：7月 5日（木）
出席者：岩野健委員長ほか 6名
議　題：①アンケートの返信状況につい
ての確認とフォローアップ，およびま
とめ方について　②見学会の候補地お
よび日程について　③後継者育成のた
めの講演会の候補者選定について　　
④協会からの連絡事項…ISO/TC 195
審議委員会立ち上げの件，「PRISM」
の紹介

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：7月 11 日（水）
出席者：遠藤智委員長ほか 16 名
議　題：①基礎工からの寄稿依頼の対応
について　②薬液注入工法について　
③各社トピックス…調和工業殿会社紹
介と主要製品バイブロハンマーの説明
④協会からの連絡事項…ISO/TC 195
審議委員会立ち上げの件，「PRISM」
の紹介

■除雪機械技術委員会
月　日：7月 18 日（水）
出席者：太田正樹委員長ほか 16 名
議　題：①ロータリ除雪車の安全対策の
件…アンケート結果の説明，ロータリ
除雪車の安全規格の見直しの件　②除
雪機械の未来像（3Dマップ検討）…
ダイナミックマップ基板へのプレゼン
結果報告　③日本建設要覧見直しの件
④除雪現場見学会の企画説明　⑤協会
からの連絡事項…ISO/TC195 審議委
員会立ち上げの件　

■原動機技術委員会
月　日：7月 19 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建設機
械の次期燃費基準の検討スケジュール
について　③建設機械，および自動車
の排出ガスの車載測定 PEMS での測
定値（文献）と規制値との比較　④油
脂技術委員会より報告　⑤海外排出ガ
ス規制の動向についての情報交換　

■ショベル技術委員会
月　日：7月 20 日（金）
出席者：小澤学委員長ほか 11 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（日立 12 t 

（2018 年 7 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
ICT ショベルの紹介）　③建設業部会
でまとめた機械災害の事例分析と安全
に対する検討について　④次期燃費基
準のスケジュールと検討課題について
⑤その他…移動式クレーン構造規格改
正の件

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：7月 25 日（水）
出席者：山口達也委員長ほか 11 名
議　題：① H30 年度上期総会の発表内
容，概略時間割の検討　②現場・工場
見学会について（候補地の選定）　　
③日本建設機械要覧の内容見直しの報
告　 ④ 協 会 か ら の 連 絡 事 項 …
「PRISM」の紹介について

■ダンプトラック技術委員会
月　日：7月 26 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 4名
議　題：①トピックス…バイオ燃料に関
する説明　②安全装置／システム…航
空機の安全装置／システムについて　
③その他

■建築生産機械技術委員会（ラフテレーン
作業燃費分科会）
月　日：7月 30 日（月）
出席者：石倉武久委員長ほか 7名
議　題：①ラフテレーン作業燃費につい
て…次期燃費基準のスケジュールと検
討課題について，80 t クラスの分類に
ついての検討　②日本建設機械要覧の
内容見直しの担当決め

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：7月 31 日（火）
出席者：野中祥晶委員長ほか 15 名
議　題：①全圧連との意見交換…JIS A 
8612 について（コンクリートポンプ
車のブーム装置先端のホース延長につ
いて）

■情報化機器技術委員会
月　日：7月 31 日（火）
出席者：白塚敬三委員長ほか 7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規
制・規格の最新情報の共有　③その他
情報交換

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 国内有志会合
月　日：7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：ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 次
回カルガリー国際WG会議（7 月 18

標　準　部　会

日～ 20 日）対応検討…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）案文準
備 ② 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）案文準備　③ ISO 21815-2（同
第 2部：交信インターフェース）検討

■ 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：7月 10 日（火）～ 12 日（木）
出席者： 山本茂主査（コマツ）ほか 27名
場　所：機械振興会館会議室
議　題：① ISO/TS 15143-3 テレマティ
クスデータ　改正 投票結果に基づく
審議　② ISO/TS 15143-4 施工現場地
形データ 案文検討

■ ISO/TC 195建設用機械及び装置委員会 

平成 30年度第 1回WG8・WG9合同分
科委員会
月　日：7月 30 日（月）
出席者：山口達也TC 195 委員長（鹿島
道路）ほか 11 名
場　所：機械振興会館会議室
議　題：①各分科委員会案件の対面審議
…9月 17 ～ 21 日にドイツで開催され
るWG8，WG5，WG9 国際会議 対応
検討，WG8：韓国提案 CIB 対応検討，
WG9：FDIS 15645 投票対応検討他，
TC195/SC 2 国内審議委員会設立の報
告及び今後の方針検討　②TC 195 委
員会案件の対面審議…9月 17 ～ 21 日
にドイツで開催されるTC 195 国際会
議対応検討，TC 195/SC 3 設置 CIB
対応検討　③その他…2019 年 ISO/
TC 195 国際会議（秋季@神戸）開催
への協力依頼

■ ISO/TC 195建設用機械及び装置委員会 

平成 30年度第 2回 SC1分科委員会
月　日：7月 31 日（火）
出席者：川上晃一SC 1分科委員長（日工）
ほか 7名

場　所：協会会議室
議　題：①2018年ISO/TC 195国際会議・
CEN/TC 151/WG8 会議（9/12 ～ 26@
ドイツ）に向けた議題準備　② 2019
年ISO/TC 195国際会議（秋季@神戸）
開催に向けた準備　③全圧連殿との意
見交換結果（コンクリート機械技術委
員会での協議案件）

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：7月 3日（火）
出席者：進邦康成主査ほか 7名
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議　題：①第 22 回機電技術者意見交換
会テーマ，講演会の決定，テーマの数，
シャッフル毎のテーマ設定など（7月
配信の開催予告（案内 - 案）に向けて）
②H30 年度 第 1 回若手現場見学会の
詳細　③その他・機電職就活パンフに
ついて

■三役会
月　日：7月 26 日（木）
出席者：金丸清人会長ほか 4名
議　題：①各 3WG報告　②現場見学会
について，8/23-24 夏季現場見学会に
ついて，9/14 第 1 回若手現場見学会
について　③その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：7月 4日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 21 名
議　題：①平成 30 年 10 月号（第 824 号）
の計画の審議・検討　②平成 30 年 11
月号（第 825 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 12 月号（第 826 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 7
月号～平成 30 年 9 月号（第 821 ～
823 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：7月 18 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 2名
議　題：① 8月号原稿「H30 建設企業の
海外展開」検討（清水委員）　②その
他

■新工法調査分科会
月　日：7月 24 日（火）
出席者：戸崎雅之委員ほか 5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：7月 26 日（木）
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

支部行事一覧

北海道支部

■平成 30年度除雪機械技術講習会（第 2

回）
月　日：7月 9日（月）
場　所：札幌市（ポールスター札幌）
受講者：166 名

支部行事一覧

内　容：①除雪計画　②除雪の施工方法
③冬の交通安全　④除雪の安全施工　
⑤除雪機械の取り扱い

■除雪機械技術講習会テキスト編集委員会
作業部会（構造取扱い ･点検整備）第 1

回打合せ
月　日：7月 13 日（金）
場　所：北海道支部 会議室
出席者：加藤信二部会リーダほか 12 名
議　題：①編集スケジュールについて　
②編集方針について　③作業分担につ
いて　④その他

■建設技術担い手育成プロジェクト（北見
工業高校出前授業）
月　日：7月 18 日（水）
場　所：北見工業高校　
受講者：建設科 2年生 36 名
内　容：① ICT建機（実習）　② 3次元
測量（自動追尾TS，GNSS ローバー）
（実習）　③建設VR体験　④UAV空
中写真測量（実習）
講師等：鈴木勇治プロジェクトリーダー
ほか

東北支部

■第 2回 情報化施工技術委員会
月　日：7月 2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会
委員長ほか 36 名 
内　容：① i-Academy 恋地について　
②東北地整職員研修について　③人材
育成協議会 ICT 基礎技術講習会につ
いて　④チャレンジ型 ICT 活用工事
アドバイザーについて　⑤秋田県ICT
技術研修について

■平成 30年度 除雪講習委員会
月　日：7月 4日（水）
場　所：東北地方整備局会議室
出席者： 水越崇機械施工管理官ほか12名
内　容：平成 30 年度除雪講習会実施計
画について説明し了承を得た

■建設部会
月　日：7月 5日（木） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：齋藤貴之部会長ほか 4名 
内　容：①平成 30 年度活動計画（案）
について　②「支部たより」安全コー
ナーについて　③特殊工事現場研修会
について

■ i-Construction（ICT活用工事）セミナー
内　容：① i-Construction 東北地方整備
局の取組　② ICT土工の手引　③H30
年度 ICT 活用工事　④H30 年度技術

の出来形管理要領　⑤ ICT 活用工事
の要点（土工・舗装工）　⑥点群処理，
設計データ作成ソフトウェアの解説

【滝沢会場】
月　日：7月 6日（金）
場　所：滝沢市 岩手産業文化センター 
アピオ
受講者：77 名
【青森会場】
月　日：7月 12 日（木）
場　所：青森市 青森県観光物産館 アス
パム
受講者：123 名
【山形会場】
月　日：7月 13 日（金）
場　所：山形市 山形ビッグウィング
受講者：66 名
【郡山会場】
月　日：7月 17 日（火）
場　所： 郡山市 ビッグパレットふくしま
受講者：85 名
■平成 30年度 第 11回 建設技術研修会
月　日：7月 10 日（火）
場　所：仙台市 フォレスト仙台
内　容：建設施工技術に関する技術映画 
全 18 本を上映
参加者：122 名
■津軽ダム放流設備等技術研鑽会
月　日：7月 11 日（水）
場　所：東北地方整備局 岩木川ダム統
合管理事務所 津軽ダム管理支所
内　容：①維持管理に必要な技術的視点
や留意点について　②機器障害や不具
合に対する対応方法について
参加者：岩木川ダム統合管理事務所岩淵
洋之保全対策官ほか 14 名

■除雪講習会事前打合せ
内　容：平成 30 年度除雪講習会講師依
頼及び打合せ
①青森会場，弘前会場 関係
月　日：7月 12 日（木）～ 13 日（金）
場　所：青森河川国道事務所，青森県庁，
青森警察署，弘前警察署
出席者：山田仁一参与ほか 1名
②山形会場，新庄会場 関係
月　日：7月 19 日（木）
場　所：山形河川国道事務所，山形県庁，
山形警察署，新庄警察署
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 1名
③滝沢会場，奥州会場，宮古会場 関係
月　日：7月 23 日（月）～ 24 日（火）
場　所：岩手河川国道事務所，三陸国道
事務所，岩手県庁，岩手県警察本部，
宮古警察署，奥州警察署
出席者：山崎晃参与ほか 1名
④秋田会場，横手会場 関係
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月　日：7 月 25 日（水）～ 26 日（木）
場　所：秋田河川国道事務所，湯沢河川

国道事務所，秋田県庁，秋田県警察本
部，横手警察署

出席者：山田仁一参与ほか 1 名
⑤会津会場 関係
月　日：7 月 26 日（木）
場　所：郡山国道事務所，福島県庁，会

津若松警察署
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 1 名
⑥仙台会場 関係
月　日：7 月 31 日（火）
場　所：仙台河川国道事務所，宮城県庁，

宮城県警察本部
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 1 名

■チャレンジ型 ICT活用工事 実務担当者
打合せ
月　日：7 月 23 日（月）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：東北地方整備局技術管理課片野

正章建設専門官ほか 17 名
内　容：①チャレンジ型 ICT 活用工事
（試行）の実施詳細　②アドバイザー
による支援内容の想定（事例紹介等）
③各団体における概ねの実施体制

■ EE東北’18 第 3回実行委員会
月　日：7 月 25 日（水）
場　所：仙台市 TKP ガーデンシティ勾

当台
出席者：西尾崇東北地方整備局企画部長

ほか 32 名
内　容：① EE 東北’18 実施報告　② EE

東北’18 決算（案）　③ EE 東北’18 ア
ンケート概要　④ EE 東北’19 につい
て

■「ゆきみらい 2019 in新庄」第 3回 実行
委員担当者会議
月　日：7 月 30 日（月）
場　所：山形市 山形県庁会議室
出席者：尾﨑幸男 東北地方整備局企画

部 技術企画官ほか 15 名
内　容：①特別講演及びパネルディス

カッションについて　②概略行程及び
発注スケジュールについて　③ H/P 
トップページ（案）について　④後援
依頼について　⑤山形県建設業協会と
の打合せについて

北陸支部

■平成 30年度 ICT活用工事（舗装工）現
場見学会の計画
月　日：7 月 12 日（木）
場　所：新潟国道事務所 黒埼国道維持

出張所 会議室

出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 8 名
議　題：①開催場所及び見学時期につい

て　②実施日の現場条件について　　
③役割分担（案）について

■建設機械整備技術委員会（第 1回）
月　日：7 月 31 日（火）
場　所：新潟県建設会館 会議室
出席者：水澤和久施工技術部会（建設機

械整備技術委員会）担当委員ほか 20
名

議　題：①建設機械整備標準作業工数
（除雪機械編）改定方針について　　
②改定作業に向けた体制及び任務分担

（案）について　③工数表改定スケ
ジュール（案）について　④ H22 年
度版正誤表等について

■標準作業工数改定検討委員会（第 1回）
WG会議
月　日：7 月 31 日（火）
場　所：新潟県建設会館 会議室
出席者：水澤和久建設機械整備技術委員

会 委員長ほか 25 名
議　題：①建設機械整備標準作業工数（除

雪機械編）改定方針について　②改定
作業に向けた体制及び任務分担（案）
について　③工数表改定スケジュール

（案）について　④標準工数改定作業
にあたって守るべき点について　⑤改
定における除雪機械及び形式について

（案）

中部支部

■建設機械整備技能検定実技試験
月　日：7 月 11 日（水）～ 13 日（金）
場　所：愛知県立高浜高等技術専門学校
受験者：1 級 31 名，2 級 99 名
■広報部会

月　日：7 月 23 日（月）
出席者：濱地仁広報部会長ほか 8 名
議　題：「中部支部ニュース」第 37 号の

校正等
■平成 30年度大規模津波防災総合訓練第

2回部会
月　日：7 月 25 日（水）
出席者：原一儀災害対策部会長
内　容：11 月 3 日実施の大規模津波防

災総合訓練打合せ
■技術・調査部会

月　日：7 月 27 日（金）
出席者：青木保孝技術・調査部会長ほか

8 名
議　題：平成 30 年度技術講演会及び技

術発表会の開催について等

中国支部

■第 1回開発普及部会
月　日：7 月 5 日（木）
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その他懸案事項
■第 2回部会長会議

月　日：7 月 12 日（木）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 6 名
議　題：①平成 30 年度支部事業実施計

画の進捗について　②各部会の実施状
況について　③その他懸案事項

■第 2回広報部会
月　日：7 月 17 日（火）
場　所：中国支部事務所
出席者：錦織豊部会長ほか 3 名
議　題：①広報誌（CMnavi）49 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

四国支部

■工事・業務における入札・契約制度及び
土木工事積算に関する講習会
月　日：7 月 23 日（月）
場　所：建設クリエイトビル 5F 第 1 会

議室
参加者：63 名
内　容：①土木工事積算について…（講

師）四国地方整備局企画部技術管理課 
課長補佐 小椋卓実氏　②業務におけ
る入札・契約制度について…（講師）
四国地方整備局企画部技術管理課 課
長補佐 大西篤氏　③工事における入
札・契約制度について…（講師）四国
地方整備局企画部技術管理課 課長補 
佐 田邊守英氏

九州支部

■企画委員会
月　日：7 月 18 日（水）
出席者：原尻克己企画委員長ほか 9 名
議　題：①「i-Construction」関連講演

会について　②建設機械技術検定試験
（実地試験）について　③支部団体会
員の拡大に向けた課題について　④そ
の他
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■ i-Construction（ICT活用工事）技術講
習会（長崎会場）
月　日：7月 23 日（月）
場　所：長崎県建設総合会館 8階 大会
議室

受講者：129 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　② ICT 施工の実施体験
講話　③平成 30 年度 ICT活用工事の
要点　④ ICT活用工事のデータ処理

■ i-Construction（ICT活用工事）技術講
習会（佐賀会場）
月　日：7月 24 日（火）
場　所：サンメッセ鳥栖 4階 ホール
受講者：73 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　② ICT 施工の実施体験

講話　③平成 30 年度 ICT活用工事の
要点　④ ICT活用工事のデータ処理

■ i-Construction（ICT活用工事）技術講
習会（福岡会場）
月　日：7月 25 日（水）
場　所：北九州学術研究都市 学術情報
センター
受講者：74 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　② ICT 施工の実施体験
講話　③平成 30 年度 ICT活用工事の
要点　④ ICT活用工事のデータ処理

■ i-Construction（ICT活用工事）技術講
習会（宮崎会場）
月　日：7月 30 日（月）
場　所：JAビル ･AZMホール別館 3階
302 研修室

受講者：102 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　② ICT 施工の実施体験
講話　③平成 30 年度 ICT活用工事の
要点　④ ICT活用工事のデータ処理

■ i-Construction（ICT活用工事）技術講
習会（鹿児島会場）
月　日：7月 31 日（火）
場　所：TKP ガーデンシティ鹿児島中
央 2階桜島プレミアム
受講者：77 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　② ICT 施工の実施体験
講話　③平成 30 年度 ICT活用工事の
要点　④ ICT活用工事のデータ処理




