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機械部会

■油脂技術委員会 高効率作動油関連小委
員会　
月　日：12 月 3 日（月）
出席者：豊岡司委員長ほか 7名
議　題：高効率作動油の規格案について
の議論

■除雪機械技術委員会
月　日：12 月 4 日（火）
出席者：太田正樹委員長ほか 14 名
議　題：①国土交通省から除雪機械の開
発の方向性に関する説明　②日本建設
要覧見直し完了の報告　③除雪現場見
学会の実施要領の説明　④ロータリ分
科会取組状況の報告：ロータリ除雪車
の安全対策の件　⑤建設機械施工 10
月号掲載記事の内容説明：「除雪作業
従事者の実態と体制確保に向けた課
題」「除雪グレーダの最新技術動向」　
⑥協会からの報告：「ICT 施工の推進
状況」　

■トンネル機械技術委員会 見学会 新東名
高速道路高取山トンネル西工事現場見学
月　日：12 月 5 日（水）
参加者：篠原慶二幹事ほか 21 名
見学内容：①工事現場概要説明　②工事
現場見学　③質疑応答

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：12 月 6 日（木）
出席者：佐野和幸副委員長ほか 10 名
議　題：① JIS A 8612：2008 （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）について全圧連からの
要求事項に対する討議　②HP見直し
の件　③標準部から ISO/TC 195 国際
会議（2019 年 11 月神戸にて開催）の
説明　④委員長，副委員長の改選の件

■ショベル技術委員会　
月　日：12 月 7 日（金）
出席者：西田利明委員長ほか 8名
議　題：①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　②次期燃費基準の件：作業燃費
検討WGの報告と燃費低減技術アン
ケートに関する討議　④次期排出ガス
規制対応部会（11/15 開催）の概要報
告　⑤標準部から：ミニショベル騒音
測定（JISA8317-1）の車体基本寸法の
解釈について

（2018 年 12 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
■基礎工事用機械技術委員会 見学会 九州
新幹線彼杵川橋りょう工事現場見学
月　日：12 月 12 日（水）
参加者：遠藤智委員長ほか 9名
見学内容：①彼杵川橋りょう工事概要説
明　②地滑り抑止杭施工の説明　③工
事現場見学　④質疑応答

■トラクタ技術委員会　
月　日：12 月 14 日（金）
出席者：椎名徹委員長ほか 6名
議　題：①次期燃費基準の件：燃費デー
タ測定結果の説明，燃費低減技術アン
ケートに関する討議　②次期排出ガス
規制対応部会（11/15 開催）の概要報
告　③製品トピックス紹介：日立建機
の新型ホイールローダの紹介　

■油脂技術委員会　
月　日：12 月 18 日（火）
出席者：豊岡司委員長ほか 22 名
議　題：①燃料エンジン油関係…バイオ
燃料の最近の話題　②高効率作動油関
連…12/3 開催の小委員会の報告と規
格策定に関する議論　③規格普及促進
関係…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）
日本建設機械要覧の見直し完了の報
告，c）見学会に関する報告

■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：12 月 19 日（水）
出席者：石倉武久委員長ほか 4名
議　題：①ラフテレーン作業燃費につい
て…次期燃費基準の件（作業燃費検討
WG（10/11 開催）の概要報告），80 t
クラスの分類についての検討　

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：12 月 20 日（木）
出席者：坂下幹事ほか 6名
議　題：① ICT 技術アンケート結果ま
とめ方について　②見学会について…
シールドトンネル見学会の実施要領の
確認　③技術講演会の詳細についての
最終確認　④油脂技術委員会依頼の見
学会について…油脂技術委員会メン
バーとの打合せ　

標準部会

■ ISO/TC 127土工機械委員会国内総会
月　日：12 月 17 日（月）
出席者：正田明平委員長（コマツ）ほか
24 名

標　準　部　会

場　所：協会内会議室
議　題：① ISO/TC 127 中国柳州総会（10
月 21 日～ 26 日）の報告　②TC 127
委員会，SC 1 ～ SC 4 各分科会活動計
画及び進捗状況

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5有志会合
月　日：12 月 20 日（木）
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 11 月米国コロラド会議（@
トリンブル社）結果報告及び今後の対
応方針協議　② ISO/AWi TS 15143-4 
第 4 部：施工現場地形データ 関連事
項　③現場座標系，ディジタル地形モ
デル，作業結果，サーバ間交信，メタ
データ検討特設チームへの対応方針協
議　④車載高速通信プロトコル　⑤ISO/
TS 15143-3 第 3 部：テレマティクス
データ 関連事項　⑥その他ISO 15143
全般

建設業部会

■クレーン安全情報WG

月　日：12 月 5 日（水）
出席者：久松栄一主査長ほか 10 名
議　題：①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）
②教本改訂に向けての検討（災害事例
報告・改訂に伴う校正作業分担）　　
③災害事例報告　④その他

■機電 i-Con現場WG

月　日：12 月 19 日（水）
出席者：宮内良和主査ほか 7名
議　題：①「i-Con 事例」及び「ICT 安
全の事例」に関して，HP会社との打
ち合わせ報告と報告書に向けた分析報
告…i-Con 事例について（宮川・岩野），
ICT 安全について（田中・相田）　　
②その他

■三役会
月　日：12 月 21 日（金）
出席者：金丸清人部会長ほか 3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

レンタル業部会

■コンプライアンス分科会
月　日：12 月 4 日（火）
出席者：平清二郎部会長ほか 8名
議　題：①レンタル機器納入・引取時に
おける諸問題についてのまとめ　②来
年度検討業務の確認　③その他
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■レンタル業部会
月　日：12 月 6 日（木）
出席者：平清二郎部会長ほか 16 名
議　題：①分科会活動状況報告　②各社
の取組事項，部会員共通の問題，課題
について　③その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：12 月 5 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 23 名
議　題：①平成 31 年 3 月号（第 829 号）
の計画の審議・検討　②平成 31 年 4
月号（第 830 号）の素案の審議・検討
③平成 31 年 5 月号（第 831 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 12
月号～平成 31 年 2 月号（第 826 ～
828 号）の進捗状況報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：12 月 11 日（火）
出席者：戸崎雅之委員ほか 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

■建設経済調査分科会
月　日：12 月 12 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 5名
議　題：① i-Construction について，今
後の動向について　② Cat，ICT建機
の動画紹介　③建設機械産業の現状と
今後の予測 原稿検討

■新機種調査分科会
月　日：12 月 25 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 5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

■北海道支部親睦会
月　日：12 月 7 日（金）
場　所：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 65 名

■平成 30年度第 4回除雪機械技術講習会
の打合せ
月　日：12 月 20 日（木）
場　所：北海道支部会議室
出席者：伊藤正樹技術委員会委員長ほか
14 名

議　題：①平成 30 年度実施結果　②平
成 31 年度実施計画　③その他

支部行事一覧

東北支部

■企画部会
月　日：12 月 3 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 5名
議　題：第 2回支部運営委員会について
…①平成 30 年度上半期事業報告につ
いて　②平成 30 年度上半期事業決算
状況について　③「ゆきみらい 2019 in 
新庄」について　④「職域代表の推薦」
について

■第 2回支部運営委員会
月　日：12 月 5 日（水） 
場　所：仙台市 パレス宮城野 
出席者：高橋弘支部長ほか 23 名 
議　題：第 2回支部運営委員会について
…①平成 30 年度上半期事業報告につ
いて　②平成 30 年度上半期事業決算
状況について　③「ゆきみらい 2019 in 
新庄」について　④「職域代表の推薦」
について

■監査法人監査（平成 29・30年度）
月　日：12 月 10 日（月） 
場　所：支部会議室 
出席者：本部：森園経理課長，東北支部：
阿曽貢貴事務局長ほか 2名 

実施項目：①概況ヒアリング（組織体制，
収支状況，会員の状況等）　②現預金
関係の検討（現金，通帳実査）　③収
益関係の検討　④会員の管理状況検討
⑤経費関係の検討　⑥貸借対照表残高
の検討　⑦本部提出資料の作成に関す
る検討　⑧支部規程の閲覧 

■「ゆきみらい 2019in新庄」除雪機械展示・
実演会 出展者会議
月　日：12 月 11 日（火） 
場　所：新庄市 最上広域交流センター
ゆめりあ会議室 

出席者：水口辰夫本部企画部長ほか 30
名
内　容：①「ゆきみらい 2019  in 新庄」
基本計画について　②除雪機械展示・
実演会 実施計画について　③除雪機
械展示・実演会 実施体制について 

■「ゆきみらい 2019in新庄」第 5回担当
者会議
月　日：12 月 11 日（火） 
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 19 名 
内　容：①広報について　②契約状況に
ついて　③除雪機械展示・実演会につ
いて　④その他協議事項　⑤意見交換

■平成 30年度 i-Construction（ICT活用工
事）研修
主　催：㈱パスク 技術事業部 
月　日：12 月 14 日（金） 
場　所：仙台市 公益ビル 
内　容：① ICT 活用工事の概要・3 次
元出来形管理等の施工管理　② ICT
活用工事の留意点　③点群処理と 3次
元設計データ作成
講　師：情報化施工技術委員会 鈴木勇
治委員長，中村充彦委員 

北陸支部

■ ICT推進委員会
月　日：12 月 4 日（火）
場　所：新潟県建設会館
出席者：樋口昌幸 ICT 推進委員長ほか
15 名，北陸地方整備局 元平課長補佐・
直井技術情報管理官
課　題：①けんせつフェア北陸 in 富山
2019（仮称）の出展について　②北陸
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

■北陸 ICT戦略研究会
月　日：12 月 13 日（木）
場　所：新潟国道事務所 B棟大会議室
出席者：堤雄生事務局長
議　題：①平成 30 年度 ICT活用講習会・
見学会 結果報告　②平成 30 年度 ICT
活用工事報告会計画について　③平成
30 年度の実態を踏まえた課題討議

■第 2回除雪管理施工技術講習会 反省会
月　日：12 月 14 日（金）
場　所：JCMA北陸支部
出席者：樋口昌幸 ICT 推進委員長ほか
8名
課　題：①除雪講習会の過去 5カ年受講
者の実態について　②他支部の除雪講
習会について　③除雪講習会のアン
ケート結果について　④除雪講習会受
講者の企業数について　⑤除雪技術実
技講習会（南魚沼地域振興局）につい
て

■第 2回建設機械整備技術員会（標準作
業工数検討委員会）
月　日：12 月 21 日（金）
場　所：新潟県建設会館
主席者：水澤和久建設機械整備技術委員
会委員長ほか 22 名，北陸地方整備局 
以倉委員，新潟県道路管理課 水上課
長補佐
議　題：①新機種等改定全般について（改
定要旨）　②除雪トラック，除雪グレー
ダ，除雪ドーザ，ロータリ除雪車　③
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小形除雪車，散布車，管理シシテム 
改定（案）について　④工数表改定ス
ケジュール（案）について　⑤平成
22 年版 標準作業工数（除雪機械偏）
の販売数について

中部支部

■学生のための ICT講座
月　日：12 月 10 日（月），12 日（水）
場　所：愛知工業大学
参加者：工学部土木工学科 1年 132 名（12
月 10 日），工学部土木工学科 2年 144
名（12 月 12 日）
講　師：サイテックジャパン㈱ 鈴木勇
治氏（12 月 10 日），㈱中部テクノス 
大竹日出夫氏（12 月 12 日）

内　容：最新の建設 ICT技術等の紹介
■学生のための ICT講座
月　日：12 月 13 日（木）
場　所：静岡県立浜松工業高等学校
参加者：土木科 3年 38 名
講　師：㈱シーティーエス 中山俊彦氏，
酒井満氏
内　容：最新の建設 ICT技術等の紹介
■学生のための ICT講座
月　日：12 月 21 日（金）
場　所：名城大学
参加者：理工学部社会基盤デザイン工学
科 3年 102 名
講　師：施工企画課施工係長 出口大治
氏，㈱建設システム 柳田信氏

内　容：最新の建設 ICT技術等の紹介

関西支部

■福井河川国道事務所との意見交換会
月　日：12 月 10 日（月）
場　所：近畿建設協会福井支所 会議室
参加者：松本克英事務局長以下 38 名
内　容：①意見交換会の経緯および成果
②受注者の点検整備業務履行における
努力・工夫・課題等について　③点検
性業務の履行における意見・要望等に
ついて

■ 建設用電気設備特別専門委員会（第447回）
月　日：12 月 10 日（月）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「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　②その他

■ 平成 30年度施工技術報告会第 3回幹事会
月　日：12 月 18 日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 11 名
議　題：①発表原稿　②査読担当　③原
稿執筆要領　④作成見本　⑤「会告文」
について　⑥「まえがき」について　
⑦当日役割分担　⑧今後のスケジュー
ル

■近畿地方整備局との意見交換会
月　日：12 月 20 日（木）
場　所：プリムローズ大阪　
参加者：松本克英事務局長以下 32 名
内　容：土木機械設備に関する要望事項
について

中国支部

■第 5回部会長会議
月　日：12 月 14 日（金）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 4名
議　題：①平成 30 年度意見交換会の準
備状況について　②事業執行の進捗管
理と平成 31 年度事業計画（案）につ
いて　③その他懸案事項

■平成 30年度土木機械設備関係意見交換
会　
月　日：12 月 17 日（月）
場　所：中国地方整備局会議室
出席者：竹田中国地方整備局企画部施工
企画課長ほか 23 名
内　容：①アンケート結果に基づく意見
交換　②意見・要望等

四国支部

■協賛事業「四国建設広報協議会WG」
月　日：12 月 10 日（月）

場　所：高松サンポート合同庁舎アイ
ホール（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 21 団体・組織から 24 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 30 年度収支報告と監査
②建設フェア四国 2018  in 高松にかか
る結果報告　③次回建設フェアの開催
場所について　④その他

■協賛事業「四国建設広報協議会」
月　日：12 月 20 日（木）
場　所：高松サンポート合同庁舎 607 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 24 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 30 年度収支報告と監査
②建設フェア四国 2018  in 高松にかか
る結果報告　③次回建設フェアの開催
場所について　④その他

九州支部

■建設行政講演会 

月　日：12 月 17 日（月） 
出席者：91 名 
議　題：①道路を取り巻く最近の話題…
九州地方整備局 前佛和秀道路部長　
②河川行政の現状とこれからについて
…九州地方整備局 竹島睦河川部長　
③国土交通行政に関する最近の話題…
九州地方整備局 藤巻浩之企画部長 

■企画委員会 

月　日：12 月 19 日（水） 
出席者：原尻克己企画委員長ほか 9名 
議　題：①入管法改正と外国人技能実習
制度の動向　②「i-Construction」講
習会説明者認定試験及びマスター講習
会について　③ i-Constructin 施工に
よる九州生産性向上推進会議の設置に
ついて　④その他




