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機械部会

■油脂技術委員会
月　日：9月 4日（火）
出席者：豊岡司委員長ほか 19 名
議　題：①燃料エンジン油分科会…バイ
オ燃料の最近の話題　②高効率作動油
分科会…高効率作動油／試験内容に関
する意見ヒヤリング結果　③規格普及
促進分科会…a）JAMAエンジンオイ
ルセミナー 2019 の件，b）マイクロ
クラッチ標準油ラウンドロビンテスト
進捗報告　④油脂技術委員会…a）
JCMA油脂規格普及促進協議会運営
委員会の改組及び会議運営法について
の議論，b）平成 30 年度上期活動結果，
下期活動計画作成の件，c）日本建設
機械要覧の見直しについて

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：9月 12 日（水）
出席者：遠藤智委員長ほか 17 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各社製品説明…日本車輌製造㈱の
アースドリル，三点杭打機の説明　　
④各社トピックス…㈱技研製作所の会
社紹介とインプラント工法に関する説
明　⑤ 11 月コマツ IoT センタ見学会
の概要紹介

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：9月 13 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 44 名
議　題：①開会挨拶　②平成 30 年度活
動経過報告　③第 4次排ガス規制対応
道路建設機械に関する発表（2 件）　
④道路建設機械最新技術の動向に関す
る発表（6 件）　⑤住友建機㈱千葉工
場～ JFE スチール㈱東日本製鉄所見
学会の概要説明　⑥閉会挨拶

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：9月 19 日（水）
出席者：岩野健委員長ほか 6名
議　題：① ICT 技術に関するアンケー
トの件…a）アンケート結果に対する
ヒヤリング項目の確認，b）ヒヤリン
グ実施日程ほか検討　②見学会の計画
について…a）カヤバシステムマシナ
リー㈱見学会（9/28（金）），b）山岳
トンネル見学会（新東名高速道路「高
取山トンネル」）（12/5（水）），c）シー

（2018 年 9 月 1 日～ 30 日）

行 事 一覧
ルドトンネル見学会　③後継者育成の
ための講演会について…日程，講演者，
講演内容の調整　④ JIS 見直しの件

■原動機技術委員会
月　日：9月 20 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件　③次期特殊自
動車排気ガス規制の状況　④海外排出
ガス規制の動向についての情報交換　
⑤ディーゼルエンジンの自動車（乗用
車を除く）から排出される亜酸化窒素
およびメタンの測定値（文献）　⑥油
脂技術委員会より報告 バイオ燃料の
最近の話題

■トラクタ技術委員会
月　日：9月 25 日（火）
出席者：椎名徹委員長ほか 5名
議　題：①次期燃費基準の件…未認定機
械調査結果報告　②製品トピックス紹
介…コマツ ICTブルドーザの紹介

■ダンプトラック技術委員会
月　日：9月 27 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 5名
議　題：①各社トピックス…キャタピ
ラージャパン 大型ホイールローダの
製品紹介　②安全装置／システム…自
動車の自動ブレーキについて　③ホー
ムページの見直しの件　④ JIS 見直し
について

■トンネル機械技術委員会 見学会 カヤバ
システムマシナリー㈱ 三重工場見学会
月　日：9月 28 日（金）
参加者：岩野健委員長ほか 13 名
見学内容：①工場見学…精密機械製品生
産ラインの見学，会社説明　②機械見
学…自由断面掘機ブームへッダーRH-
250MB-SL

製造業部会

■製造業部会 幹事会
月　日：9月 18 日（火）
出席者：豊岡司部会長ほか 13 名
議　題：① ｢建設機械の高度化による省
CO2 効果実証事業（環境省，国交省連
携事業）｣ について国交省ご担当からの
概要説明と意見交換　②i-Construction
推進状況の説明　③ ISO13766（土工
機械の電磁両立生 EMC規格）改正の
件（電波暗室の状況について）　④H30
年度上期活動実績報告の件　⑤製造業
部会の進め方に関しての討議

建設業部会

■三役会
月　日：9月 6日（木）
出席者：金丸清人部会長ほか 2名
議　題：①「i-Con 事例」及び「ICT 安
全の事例」アンケート回答の途中状況
検討　②その他

■機電交流企画WG

月　日：9月 11 日（火）
出席者：進邦康成主査ほか 8名
議　題：①第 22 回機電技術者意見交換
会について・申し込み状況・当日の調
整など　② H30 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

■平成 30年度第 1回若手現場見学会
月　日：9月 14 日（金）
出席者：落合博之委員ほか 23 名
見学先：①住友建機㈱ ICT研修センター
…住友 ICT 建機及び FVM2 の説明・
試乗（MG/MC の運転）　②住友重機
械建機クレーン㈱（HSC）名古屋工場
…クレーンの製造から検査までの流れ
を視察

■機電 i-Con現場WG（臨時開催）
月　日：9月 26 日（水）
出席者：宮内良和主査ほか 1名
議　題：①「i-Con 事例」及び「ICT 安
全の事例」アンケート回答の途中状況
検討　②その他

レンタル業部会

■レンタル業部会
月　日：9月 6日（木）
出席者：平清二郎部会長ほか 14 名
議　題：①平成 30 年度上期事業報告内
容について　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（11 月予定
の見学会について）

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：9月 5日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 19 名
議　題：①平成 30 年 12 月号（第 826 号）
の計画の審議・検討　②平成 31 年 1
月号（第 827 号）の素案の審議・検討
③平成 31 年 2 月号（第 828 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 9
月号～平成 30 年 11 月号（第 823 ～
825 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：9月 27 日（木）
出席者：山名至考分科会長ほか 2名
議　題：①「H30 建設業の業況」素案検
討（清水委員）　②その他

■新機種調査分科会
月　日：9月 28 日（金）
出席者：江本平分科会長ほか 4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

■建設技術担い手育成プロジェクト（苫小
牧工業高校出前授業（座学））
月　日：9月 12 日（水）
場　所：苫小牧工業高校
受講者：土木科 2年生 40 名
内　容：①従来の道路施工と ICT 施工
（座学）　②行政が取組む ICT 活用工
事と ICT導入効果（座学）

講師等：鈴木勇治プロジェクトリーダー
■ 平成30年度除雪機械技術講習会（第3回）
月　日：9月 14 日（金）
場　所：旭川市（道北経済センター）
受講者：130 名
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

■平成 30年度 ICT活用施工連絡会
月　日：9月 20 日（木）
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 23 名
議　題：① i-Construction（ICT 施工）
に関する連絡事項　②事務局体制につ
いて　③平成 30 年度活動計画（案）
について　④その他

■平成 30年度建設工事等見学会
月　日：9月 27 日（木）
見学場所：①北海道電力㈱石狩湾新港発
電所建設現場　② NEXCO 東日本北
海道横断自動車道余市～小樽間工事現
場

出席者：川﨑博巳広報部会長ほか 34 名
■ 平成30年度除雪機械技術講習会（第4回）
月　日：9月 30 日（日）
場　所：稚内市（稚内海員会館）
受講者：106 名
内　容：上記第 3回と同じ

支部行事一覧

東北支部

■第 3回 情報化施工技術委員会
月　日：9月 4日（火）
場　所：仙台市 太陽生命仙台本町ビル 
6 階 会議室

出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長
ほか 25 名
内　容：① i-Academy 恋地（建設 ICT
総合研修エリア運営協議会）について
② ICT 基礎技術講習会（東北土木技
術人材育成協議会）について　③チャ
レンジ型 ICT 活用工事のアドバイ
ザーについて　④金ケ崎町との取組に
ついて

■ゆきみらい 2019in新庄 除雪機械展示会
に係る建築確認申請打合せ
月　日：9月 5日（水）
場　所：新庄市 山形県最上総合支庁 会
議室
出席者：阿曽貢貴事務局長ほか 5名
内　容：①ユニットハウスの基礎構造に
ついて　②積雪荷重について　③会場
敷地形状の確認　④会場敷地内情報の
確認

■学校への出前セミナー
月　日：9月 6日（木）
学校名：学校法人北杜学園 仙台工科専
門学校
受講生：環境土木工学科 2年生 32 名
講　師：情報化施工技術委員会 鈴木勇
治委員長ほか 2名

内　容：ICT建機と従来施工（座学）
■第 2回施工部会
月　日：9月 7日（金）
場　所：支部会議室
出席者：坪井正博施工部会長ほか 10 名
内　容：①平成 30 年度除雪講習会開催
一覧表について　②平成 30 年度道路
除雪の手引きについて　③平成 30 年
度パワーポイントについて

■第 2回広報部会
月　日：9月 11 日（火）
場　所：支部会議室
出席者：浅野公隆広報部会長ほか 5名
内　容：①「支部たより 175 号」の反省
について　②「支部たより 176 号」の
編集計画について　③「支部たより
176 号」の原稿執筆依頼について

■技術部会現場見学会打合せ
月　日：9月 13 日（木）
場　所：北上川下流河川事務所
出席者：小野由則技術部会長ほか 2名
内　容：現場見学会の依頼

■ ICT，UAV（i-Construction）基礎技術講
習会（宮城県・仙台市）に関する打合せ
月　日：9月 20 日（木）
場　所：東北地方整備局会議室
出席者：東北地方整備局 企画部技術管
理課 片野正章建設専門官ほか 9名
内　容：①受講者応募状況について　　
②運営（役割分担等）について　③ア
ンケートについて　④ CPD（CPDS）
について

■除雪講習会
①弘前会場
月　日：9月 26 日（水）
場　所：弘前市 弘前文化センター
受講者：172 名
②青森会場
月　日：9月 27 日（木）
場　所：青森市 ホテルクラウンパレス
青森
受講者：250 名
■ ICT，UAV（i-Construction）基礎技術講
習会（主催：東北土木人材育成協議会）
【座学】・東北地方整備局における
i-Construction の取り組み　・宮城県
における取り組み　・ICT活用工事（概
要，実施方針，要領） ・3 次元測量
の概要と留意点（3次元測量の基礎知
識，安全対策，事例等）　・ICT 建機
施工　・ICT 活用工事の監督・検査
の留意事項　・点群ソフト，3D設計
データ　・TS，GNSS3 次元計測（検
査等現場計測）

【実習】・ICT 建機操作実習に関する概
要説明　・ICT建機操作実習　・レー
ザースキャナ計測実習　・TS，GNSS
ローバー計測実習
①宮城県会場（座学）
月　日：9月 26 日（水）
場　所：仙台市 宮城県自治会館会議室
受講者：53 名（国・自治体 21 名，民間
32 名）
②宮城県・仙台市 合同会場（実習）
月　日：9月 27 日（木）
場　所：岩沼市 日本キャタピラー（同）
岩沼 ICTセンター
受講者：午前 23 名（国・自治体 11 名，
民間 12 名），午後 19 名（国・自治体
4名，民間 15 名）
③仙台市会場（座学）
月　日：9月 28 日（金）
場　所：仙台市 仙台市役所会議室
受講者：21 名（国・自治体 7 名，民間
14 名）
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北陸支部

■  ICT活用現場見学会 施工計画打ち合わせ
月　日：9月 5日（水）
場　所：新潟国道事務所 黒埼国道維持
出張所

出席者：堤雄生事務局長
内　容：当日の見学会の流れ，役割分担
の決定

■除雪機械管理施工技術講習会 講師事前
打合せ会
月　日：9月 10 日（月）
場　所：（一社）日本建設機械施工協会
内

出席者：穂苅正昭企画部会長，堤雄生事
務局長ほか 5名

中部支部

■建設機械施工技術検定実地試験
月　日：8月 31 日（金）～ 9月 3日（月）
場　所：愛知県刈谷市「住友建機販売㈱
愛知教習センター」

受験者：1 級延べ受験者 135 名，2 級延
べ受験者 360 名

■建設施工研修会（映画会）
月　日：9月 19 日（水）
場　所：名古屋市中小企業振興会館
参加者：65 名

■技術・調査部会
月　日：9月 25 日（火）
出席者：青木保孝部会長ほか 8名
議　題：技術講演・発表会の発表テーマ
の選出について

関西支部

■「建設技術展 2018近畿」幹事会
月　日：9月 13 日（木）
場　所：大阪マーチャンダイズ・マート
ビル

出席者：松本克英事務局長
議　題：①「建設技術展 2018 近畿」の
プログラム及び全体概要について　　
②開会式出席依頼について　③注目技
術賞の審査員について　④当日の動員
体制について　⑤技術交流会について
⑥その他

■第 3回広報部会
月　日：9月 21 日（金）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長
議　題：①行事予定　② JCMA関西に
ついて

■工場見学会
月　日：9月 21 日（金）
見学先：日立造船㈱ 堺工場
参加者：河村謙輔広報部会長以下 24 名
内　容：日立造船㈱ 堺工場見学

■建設用電気設備特別専門委員会（第 445

回）
日　時：9月 26 日（水）
場　所：日本銀行 京都支店
議　題：①前回議事録確認　②見学会：
日本銀行京都支店

中国支部

■ 1・2級建設機械施工技術検定実地試験
月　日：9月 1日（土）～ 3日（月）
場　所：大竹市晴海地先（大竹晴海商業
施設等用地）
受検者：1 級 64 名，2 級 230 名（1 種
28，2 種 224，3 種 4，4 種 38）

■第 3回広報部会
月　日：9月 5日（水）
場　所：中国支部事務所
出席者：錦織豊部会長ほか 2名
議　題：①広報誌（CMnavi）49 号の発
行について　②広報誌（CMnavi）50
号の編集について　③支部ホームペー
ジの管理について　④その他懸案事項

■第 2回開発普及部会
月　日：9月 6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 年度事業活動につい
て　②その他懸案事項

■第 1回企画部会
月　日：9月 21 日（金）
場　所：中国支部事務所
出席者：鷲田治通部会長ほか 3名
議　題：① H30 企画部会事業実施計画
について　②情報伝達訓練について　
③中国地方整備局との意見交換会につ
いて　④その他懸案事項

■「中国地方整備局所管施設にかかる応急
対策業務に関する協定」による情報伝達
訓練
月　日：9月 26 日（水）
場　所：中国支部事務所他
参加者：鷲田治通企画部会長・實田泰之
施工技術副部会長・役員 2名ほか協定
参加会員 35 社（内支部団体会員 28 社）
内　容：被災想定に対応した訓練（応急
対策業務支援）を実施し，協定で定め
る実施体制・連絡系統の再確認を行っ
た

■第 3回部会長会議
月　日：9月 26 日（水）

場　所：広島YMCA会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 8名
議　題：① H30 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

四国支部

■平成 30年度建設機械施工技術検定【実
地】試験
月　日：9月 8日（土）～ 9日（日）
場　所：日立建機日本㈱四国支店構内（善
通寺市）
受験者： 1級 109 名，2 級 265 名， 計
374 名（延べ人数）
試験監督者：須田道夫総括試験監督者ほ
か 12 名

■ ICT施工現地講習会・美馬（中鳥防災
ステーション舗装工事）
月　日：9月 14 日（金）
場　所：座学…徳島県立西部防災館（徳
島県美馬市美馬町中鳥），現場…中鳥
防災ステーション舗装工事
参加者：58 名
内　容：① 3Dレーザースキャナーを用
いた起工測量について　② 3次元設計
データ作成・起工測量データの処理に
ついて　③ 3次元出来形管理・3次元
電子データ納品について　④ 3Dレー
ザースキャナーによる測量の実務　　
⑤ ICT建機による施工の実務

■協賛事業「平成 30年度第 1回四国建設
広報協議会」
月　日：9月 19 日（水）
場　所：高松サンポート合同庁舎南館
606 会議室（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 20 団体・組織から 23 名が
出席。JCMA四国支部からは山下事
務局長が出席
内　容：①平成 29 年度収支報告と監査
②建設フェア四国 2018in 高松につい
て　③その他

■第 2回四国 ICT施工活用促進部会
月　日：9月 28 日（金）
場　所：高松サンポート合同庁舎 低層
棟 2Fアイホール（高松市）

出席者：部会を構成する 20 の団体・組
織から 51 名が出席。JCMA四国支部
からは山下事務局長が出席
内　容：①平成 29 年度までの取り組み
②徳島県 ICT モデル工事取り組みの
紹介　③ ICT 取り組み事例の紹介　
④ i-Con 大賞の紹介　⑤平成 30 年度
の取り組み
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九州支部

■建設機械施工技術検定試験（実地試験）
月　日：8月 28 日（火）～ 9月 6日（木）
場　所：コマツ教習所㈱九州センタ
受験者：1級 222 名，2級 714 名

■ i-Construction実機体験講習会（福岡県
嘉麻市会場）
月　日：9月 11 日（火）
場　所：コマツ IoTセンタ北九州
受講者：6名
内　容：① ICT 活用工事への取組み事

例　② ICT建機と計測器の実機体験
■ i-Construction実機体験講習会（熊本県
大津町会場）
月　日：9月 14 日（金）
場　所：コマツ IoTセンタ九州
受講者：18 名
内　容：① ICT 活用工事への取組み事
例　② ICT建機と計測器の実機体験

■ i-Construction実機体験講習会（福岡県
北九州市会場）
月　日：9月 19 日（水）
場　所：トプコン北九州トレーニングセ
ンタ

受講者：9名
内　容：① ICT 活用工事への取組み事
例　② ICT建機と計測器の実機体験

■企画委員会
月　日：9月 26 日（水）
出席者：原尻克己企画委員長ほか 9名
議　題：① 2期 i-Construction 講習会の
開催について　②第 2回運営委員会の
開催について　③建設行政講演会の開
催について　④ ICT 標準化への展開
について　⑤その他




