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機械部会

■基礎工事用機械技術委員会 見学会，コ
マツ IoTセンタ東京 見学会
月　日：11 月 14 日（水）
参加者：遠藤智委員長ほか 20 名
見学内容：スマートコンストラクション
セミナー…概要説明，デモンストレー
ション，ドローンデモンストレーショ
ン，体感試乗，質疑応答

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：11 月 15 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 10 名
議　題：① H30 年度活動計画の進捗状
況の確認　②下期総会の概略内容の確
認と開催日程の検討　③現場・工場見
学会の日程等の検討　④ 2019 年版建
設機械要覧編集完了の報告　⑤その
他：2019 年度 NHK大河ドラマ「いだ
てん」に㈱NIPPOが撮影協力

■原動機技術委員会
月　日：11 月 22 日（木）
出席者：工藤睦也委員長ほか 20 名
議　題：①㈱堀場製作所 ｢PEMS 測定
に関する情報提供｣ についてのプレゼ
ンテーション　②前回の議事録確認　
③建設機械の次期燃費基準の件（作業
燃費検討WG（10/11開催）の概要報告）
④次期排出ガス規制対応部会（11/15
開催）の概要報告　⑤海外排出ガス規
制の動向に関する情報交換：中国ス
モーク規制について

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：11 月 26 日（月）
出席者：坂下幹事ほか 7名
議　題：① ICT 技術アンケート結果の
内容ヒヤリング（1社）とアンケート
のまとめ方の討議　②見学会について
…山岳トンネル見学会の最終確認，
シールドトンネル見学会の日程検討　
③講演会の詳細計画と開催案内の確認
④油脂技術委員会依頼の見学会の検討

■情報化機器技術委員会
月　日：11 月 27 日（火）
出席者：白塚敬三委員長ほか 7名
議　題：①車載ネットワークシステムの
サイバーセキュリティに関する情報共
有　②規制 ･規格の最新情報の共有　
③サイバーセキュリティに関連し，車
載端末とサーバ間情報伝送の暗号化の

（2018 年 11 月 1 日～ 30 日）

行 事一覧
要否を議論

■ダンプトラック技術委員会
月　日：11 月 30 日（金）
出席者：田中哲委員長ほか 5名
議　題：①各社トピックス：日立建機　
トロリーダンプの製品紹介　②安全装
置／システム：無人航空機について　
③ホームページの見直しの件：不整地
運搬車について

標準部会

■ ISO/TC 127/SC 2/JWG 28土工機械―
衝突気付き及び回避 国際WG会議
月　日：10 月 31 日（水）～ 11 月 2 日（金）
出席者：岡主査（コマツ）ほか 21 名
場　所：機械振興会館内会議室
議　題：① ISO/TC 127 柳州総会での決
議報告　②PWI車載高速通信　③WD 
21815 Part1，Part2 案文検討　④同
Part3 案文確認　⑤同 Part1，Part2
次段階へ向けた議論及び準備

■ ISO/TC 195建設用機械及び装置委員会
第 1回国内総会
月　日：11 月 6 日（火）
出席者：山口委員長（鹿島道路）ほか
11 名
場　所：アリストンホテル神戸 会議室
「カスティーリア」
議　題：①ドイツ国際会議報告（2018
年 9月 12～ 28日@ハンブルク／フラ
ンクフルト）　② SC 1・SC 2・WG 5・
WG 8・WG 9 各分科委員会案件の対
面審議　③ TC 195 委員会案件の説
明・協議　④今後の活動方針（2019
年 TC 195 国際会議@神戸開催に向
けた対応）

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5有志会合
月　日：11 月 12 日（月）
出席者：山本主査（コマツ）ほか 15 名
場　所：協会内会議室
議　題：① ISO 15143 土工機械及び自
走式道路建設機械―施工現場情報交換
② 11 月米国コロラド会議（@トリン
ブル社）対応方針協議　③AWI TS 
15143-4（第 4部：施工現場地形データ）
関連事項　④ 7月東京会議での宿題事
項等確認　⑤ PWI 車載高速通信プロ
トコル　⑥ ISO/TS 15143-3（第 3部：
テレマティクスデータ）関連事項　　
⑦その他 ISO 15143 全般

■ ISO/TC 127/SC 2/WG 24土工機械―機
械制御系の機能安全 国際WG会議
月　日：11 月 13 日（火）～ 14 日（水）
出席者：田中国際専門家（コマツ）ほか

標　準　部　会

13 名
場　所：機械振興会館内会議室
議　題：モータグレーダのリスクアセス
メント

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 5土工機械及び
自走式道路建設機械─施工現場情報交換 

国際WG会議
月　日：11 月 28 日（水）～ 30 日（金）
出席者：山本主査（コマツ）ほか 15 名
場　所：米国コロラド州デンバー近郊
ウェストミンスター市 Trimble 社会
議室
議　題：① ISO/AWI TS 15143-4 案文
作成　② ISO/TS 15143-3 テレマティ
クスデータ関連議論　③ ISO/TC 127
柳州総会での PWI 提案 車載高速通信
プロトコル及び SC 3/WG 16 設立に
ついて

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：11 月 6 日（火）
出席者：瀬谷主査代理ほか 5名
議　題：①第 22 回機電技術者意見交換
会のその後について・発表内容，シャッ
フル討議メモ等について・アンケート
状況　②機電職就活パンフについて　
③その他

■機電 i-Con現場WG（臨時開催）
月　日：11 月 14 日（水）
出席者：宮内良和主査ほか 5名
議　題：①「i-Con 事例」及び「ICT 安
全の事例」全アンケート結果の内容確
認・HP会社との打ち合わせ報告・報
告書に向けた分析報告，i-Con 事例に
ついて，ICT 安全について（田中・
相田）　②その他

■三役会
月　日：11 月 21 日（水）
出席者：金丸清人会長ほか 4名
議　題：①各 3WG報告　②合同部会に
ついて　③その他・下期見学会につい
て

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：11 月 7 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 20 名
議　題：①平成 31 年 2 月号（第 828 号）
の計画の審議・検討　②平成 31 年 3
月号（第 829 号）の素案の審議・検討
③平成 31 年 4 月号（第 830 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 11
月号～平成 31 年 1 月号（第 825 ～
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827 号）の進捗状況報告・確認
■新機種調査分科会
月　日：11 月 19 日（月）
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

■建設経済調査分科会
月　日：11 月 21 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 3名
議　題：①（仮題）ICT 建機の展開に
ついての資料持ち寄り（素案検討）　
②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（函館
工業高校出前授業）
月　日：11 月 5 日（月）
場　所：函館工業高校
受講者：環境土木科 2年生 40 名
内　容：①従来施工と ICT施工（座学）
② i-Construction，衛星測位（座学）

講師等：鈴木勇治プロジェクトリーダー

東北支部

■特殊工事現場研修会
月　日：11 月 1 日（木）～ 2日（金）
場　所：秋田県五城目町 五城目地域活
性化支援センター，秋田県能代市 八
峰風力発電所

出席者：齊藤貴之建設部会長ほか 9名
内　容：①建設 ICT総合研修 視察　　
②八峰風力発電所建設工事 視察

■除雪講習会　⑭仙台会場
月　日：11 月 6 日（火）
場　所：宮城県仙台市 フォレスト仙台
受講者：234 名
■「ゆきみらい 2019 in新庄」第 4回担当
者会議
月　日：11 月 7 日（水）
場　所：新庄市 新庄市役所
出席者：尾崎幸男東北地方整備局技術企
画官ほか 14 名
内　容：①各担当進捗報告等　②ポス
ター・チラシの報告・調整等について
③発注スケジュール及び全体運営につ
いて　④その他

■技術部会現場研修会
月　日：11 月 20 日（火）
場　所：石巻市 鞍坪排水機場，石巻市 
石井閘門

出席者：小野由則技術部会長ほか 10 名

支部行事一覧

内　容：①鳴瀬川鞍坪排水機場機械設備
更新工事 現場視察　②旧北上川右岸
石井水門ゲート設備設置工事 現場視
察

■平成 30年度 建設機械関係意見交換会
月　日：11 月 28 日（水）
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水越崇機
械施工管理官ほか 18 名
内　容：①建設機械に関する契約上の課
題について　②建設機械の開発動向に
ついて　③建設機械のメンテナンスに
ついて　④オペレータ育成について

■第 4回 情報化施工技術委員会
月　日：11 月 30 日（金）
場　所：仙台市 TKP ガーデンシティー
勾当台
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員長
ほか 31 名
内　容：① H30 年度活動結果について
② H31 年度 i-Construction セミナー
について　③その他

北陸支部

■ ICT活用工事の普及に向けた講習会
月　日：11 月 6 日（火）～ 8日（木）
場　所：長岡建設会館，上越建設会館，
新潟県建設会館
出席者：講師派遣（堤雄生事務局長，施
工総研 藤島次長）
受講者：3箇所　約 200 名
■ ICT推進委員会事前会議
月　日：11 月 26 日（月）
場　所：JCMA北陸支部
出席者：樋口昌幸 ICT推進委員長
課　題：①けんせつフェア北陸の出展関
係　②管内における ICT 活用状況調
査について　③ ICT 活用工事におけ
る地方整備局の要望について

■新潟市中央区小形除雪機安全操作研修会
月　日：11 月 27 日（火）
場　所：新潟市役所
主席者：穂苅正昭企画部会長を講師派遣

中部支部

■第 2回運営委員会
月　日：11 月 1 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 23 名
議　題：上期事業報告及び上期経理概況
について

■技術・調査部会
月　日：11 月 6 日（火）
出席者：青木保孝ほか部会員 6名

議　題：技術発表会原稿査読及び準備に
ついて

■道路除雪講習会
月　日：11 月 9 日（金）
場　所：岐阜県高山市飛騨・生活文化セ
ンター
受講者：71 名
■道路除雪講習会
月　日：11 月 15 日（木）
場　所：名古屋市中小企業振興会館
受講者：82 名
■技術講演会及び技術発表会
月　日：11 月 20 日（火）
場　所：名古屋市中小企業振興会館
参加者：86 名
■広報部会
月　日：11 月 26 日（月）
出席者：濱地仁部会長ほか 7名
議　題：支部だよりの校正について

関西支部

■「ふれあい土木展 2018」出展
月　日：11 月 9 日（金）～ 10 日（土）
場　所：近畿技術事務所
入場者：1,976 人
テーマ：①「情報化施工の普及促進」　
② 2本腕のロボット建設機械「アスタ
コ」及びミニショベルの展示

■除雪機械運転技術講習会
月　日：11 月 19 日（月）
場　所：今庄 365 スキー場
参加者：163 名
内　容：①除排雪作業に伴う労働災害の
防止について　②国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道事務所の除雪作業
について　③メンテナンス実技指導　
④除雪機械運転における留意事項につ
いて　⑤除雪作業の施工に関する留意
事項について

■企画部会
月　日：11 月 19 日（月）
場　所：関西支部 会議室
出席者：溝田寿企画部会長以下 9名
議　題：①平成 30 年度上半期事業報告
（案）・経理概況報告（案）について　
②会員の推移　③今後の予定

■運営委員会
月　日：11 月 26 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 23 名
議　題：①平成 30 年度上半期事業報告
②平成 30 年度上半期経理概況報告　
③その他
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中国支部

■除雪機械の運転技術講習会
月　日：11 月 2 日（金）
場　所：島根県雲南県土整備事務所及び
斐伊川河川敷

参加者：85 名
内　容：①除雪作業の安全確保と除雪機
械の取り扱いについて…日本建設機械
施工協会中国支部（㈱トーワエンジニ
アリング　柳瀬健一郎氏）　②除雪機
械毎の取扱い（現地実習：機械別）…
日本建設機械施工協会中国支部・島根
県建設業協会

■土木機械設備技術研修会
月　日：11 月 6 日（火）
場　所：芦田川河口堰
参加者：10 名
内　容：①芦田川の概要について…福山
河川国道事務所専門職　岡田弘晃氏　
②実地研修　③意見交換・質疑応答等

■ i-Construction説明者試験
月　日：11 月 14 日（水）
場　所：広島YMCA会議室
受験者：46 名

■ i-Construction説明認定者向け説明会
月　日：11 月 14 日（水）
場　所：広島YMCA会議室
参加者：17 名

■秋季運営委員会
月　日：11 月 19 日（月）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 23 名
議　題：①平成 30 年度上半期事業報告
に関する件　②平成 30 年度上半期経
理状況報告に関する件　③平成 30 年
度下半期事業実施計画（案）について
④その他懸案事項

■第 5回広報部会
月　日：11 月 27 日（火）
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（CMnavi50）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

■ H30災害情報伝達訓練（協会独自）
月　日：11 月 1 日（木）
場　所：支部事務局（情報集約）を拠点
に会員各社にて

参加社：支部会員 38 社

伝達手段：E-mail
■ H30秋季合同部会幹事会
月　日：11 月 5 日（月）
場　所：建設クリエイトビル第 1会議室
（高松市）
出席者：宮本正司企画部会長ほか 14 名
議　題：①H30上半期事業報告　②H30
上半期収支状況報告　③ H30 下半期
事業計画（案）　④人事異動等に伴う
役員等の変更について

■ H30第 2回運営委員会
月　日：11 月 13 日（火）
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 23 名
議　題：①H30上半期事業報告　②H30
上半期収支状況報告　③ H30 下半期
事業計画（案）　④人事異動等に伴う
役員等の変更について

■共催事業「ドローン操作訓練」
月　日：11 月 13 日（火）
場　所：国営讃岐まんのう公園（多目的
広場）
共催者：（一社）建設コンサルタンツ協
会 四国支部，（一社）四国クリエイト
協会，（一社）日本建設機械施工協会 
四国支部，（一社）日本補償コンサル
タント協会 四国支部，㈱建設マネジ
メント四国
参加者：共催団体から 8社 45 名，ドロー
ン 11 機。JCMA四国支部会員会社か
ら 4社 12 名参加，支部からは事務局
長が参加
内　容：公園休園日を利用して，災害発
生時に迅速に対応するため，各社所有
のドローンを用いて訓練を実施

■ ICT技術研修会（現場説明会）
月　日：11 月 22 日（木）
場　所：高知県中央西土木事務所外（高
知県いの町）
出席者：高知県 ICT モデル工事支援連
絡会議を構成する機関及び地元建設会
社から 52 名が出席。JCMA四国支部
からは事務局長が出席
議　題：①座学…i-Construction につい
て，工事概要説明，ICT の活用状況
について　②現場説明…3次元測量デ
モ，ICT建機（MC）による模擬施工

■共催事業「ICT計測機器　展示・実演フェ
ア」&「ICT施工技術講習会 in四国」
月　日：11 月 27 日（火）～ 28 日（水）
場　所：国土交通省 四国技術事務所（高
松市）
参加者：基礎講習 44 名，実践講習 31 名，

展示フェア 32 名
内　容：①基礎講習…ICT 施工技術全
般を学ぶコース　②実践講習…3次元
出来形計測技術，3次元設計データ作
成の実務を演習するコース　③フェア
…ICT 建設機械，高性能トータルス
テーション，地上型レーザースキャ
ナー，無人航空機等展示

■ H30JCMA四国支部「建設施工研修会」
月　日：11 月 29 日（木）
場　所：建設クリエイトビル第 1会議室
（高松市）
参加者：48 名
内　容：「フロート式プラスチックボー
ドドレーン工法」等，全 18 件の建設
記録映像DVDを上映

九州支部

■ i-Construction（ICT活用工事）技術講
習会（熊本会場）
月　日：11 月 1 日（木）
場　所：火の国ハイツ 2 階祥雲
受講者：81 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（大分会場）
月　日：11 月 5 日（月）
場　所：ビーコンプラザ 小会議室 31
受講者：47 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

■企画委員会
月　日：11 月 14 日（水）
出席者：原尻克己企画委員長ほか 9名
議　題：①第 2回運営委員会開催につい
て　② 2 期目「i-Construction」講習
会について　③建設行政講演会の開催
について　④その他

■第 2回運営委員会
月　日：11 月 14 日（水）
出席者：松嶋支部長ほか 23 名
議　題：①平成 30 年度上半期事業報告
②平成 30 年度上半期経理概況報告　
③支部団体会員数について　④運営委
員交代に関する件について




