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機械部会

■機械部会 幹事会
月　日：3 月 5 日（火）
出席者：阿部里視副部会長ほか 15 名
議　題：①副部会長より挨拶　②各委員

長より平成 31 年度の活動計画につい
て説明　③事務局から平成 30 年度の
機械部会の活動実績（数値データ），
各委員会のトピックスについて報告

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：3 月 13 日（水）
出席者：遠藤智委員長ほか 14 名
議　題：①各社トピックス：ライト工業

㈱ ｢ICT 対応技術」の紹介，三井住
友建設㈱ ｢高圧水下でのケーソン立坑
からのシールド発進，到達について」
の紹介　②平成 31 年度の活動計画の
説明　③その他：建設機械施工 協会
70 周年特集の記事執筆依頼の件，情
報化施工委員会・規格検討WGから「地
盤改良工のデータ交換について」の紹
介

■原動機技術委員会
月　日：3 月 14 日（木）
出席者：工藤睦也委員長ほか 16 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：基準値検討プ
ロセスに関する説明　③次期排出ガス
規制対応部会（2/4 開催）の概要報告
④海外排出ガス規制の動向に関する情
報交換：中国 GB4 排ガス規制に関す
る情報　⑤平成 31 年度活動計画の説
明

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：3 月 18 日（月）
出席者：岩野健委員長ほか 8 名
議　題：① ICT 技術アンケート結果ま

とめ方について　②平成 30 年度活動
報告，31 年度活動計画に関する討議
③平成 31 年度総会開催の対応につい
て　④その他：油脂技術委員会でのプ
レゼンと意見交換会の対応について，
建設機械施工　協会 70 周年特集の記
事執筆依頼の件，トンネル機械の排ガ
ス規制の件

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：3 月 20 日（水）
出席者：山口達也委員長ほか 54 名
議　題：①委員長挨拶　②平成 30 年度

（2019 年 3 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
活動経過報告と 31 年度活動計画説明
③建設機械施工に係わる安全対策向上
に関する発表（3 件）　④ i-Construction
施工の普及拡大に関する発表（7 件）
⑤標準部から：TC195 国際会議の案
内　⑥渡辺業務執行理事ご挨拶

■油脂技術委員会
月　日：3 月 27 日（水）
出席者：豊岡司委員長ほか 25 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規格普及促進関
係：JAMA エンジンオイルセミナー
2019 の参加報告，JCMA オンファイ
ル状況および維持費の件，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　③高効率作動油関連：HVM
と HVE の規格案の紹介と討議　④油
脂技術委員会：トンネル機械技術委員
会からのプレゼン（トンネル・シール
ド 施 工 機 械 の 種 類 ） と 意 見 交 換，
NOK ㈱から：JCMAS P042 2004「建
設機械用生分解性油圧作動油」の見直
し依頼の件，平成 30 年度活動報告，
31 年度活動計画に関する討議

■ダンプトラック技術委員会
月　日：3 月 28 日（木）
出席者：田中哲委員長ほか 6 名
議　題：①各社トピックス：ヤンマー建

機 2 トンクラスの後方超小旋回ミニ
ショベルの新製品の紹介　②安全装置
／システムに関する輪講：自動車運転
における体調管理（ドライバーのバイ
タルサインの測定について）　③平成
30 年度活動報告，31 年度活動計画に
関する討議　④委員長交代の件

■情報化機器技術委員会
月　日：3 月 29 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8 名
議　題：①合同部会（2/20）での発表内

容の共有　②平成 30 年度活動報告，
31 年度活動計画に関する討議　③規
制 ･ 規格の最新情報の共有　④その他
情報交換：ISO13766-1/-2のJIS化の件，
センサシステム規格（IEC 62998）の
情報共有（安全センサのための新たな
規格）

標準部会

■ ISO/TC 127土工機械委員会国内総会
月　日：3 月 6 日（水）
出席者：正田明平委員長（コマツ）ほか

22 名
場　所：機械振興会館内会議室
議　題：TC 127 委員会，SC 1 ～ SC 4

各分科会活動計画及び進捗状況

標　準　部　会

■平成 30年度第 2回標準化会議
月　日：3 月 6 日（水）
出席者：正田明平委員長（コマツ）ほか

10 名
場　所：機械振興会館内会議室
議　題：①平成 30 年度活動報告・平成

31 年度活動計画：ISO/TC 127 土工機
械委員会，ISO/TC 195 建設用機械及
び装置委員会，ISO/TC 214 昇降式作
業台委員会，国内標準委員会，平成
30 年度標準部会事業報告（案），平成
31 年度標準部会事業計画（案）　②そ
の他：ISO/TC 82 の標準化活動との
連携，機関誌 11 月号 JCMA 70 周年
特集への寄稿依頼，運営幹事会対応

■ ISO/TC 195/WG 8建設用機械及び装置
─自走式破砕機分科委員会（C）
月　日：3 月 11 日（月）
出席者：清水委員（日立建機）ほか 2 名
場　所：協会 会議室
議　題：（2/19（火），2/28（木）開催の

同分科委員会（A）（B）と同じ内容を
説明・審議）　① 2019 年 ISO/TC 195
国際会議（11/18 ～ 22@ 神戸）開催
への参加・協力依頼　② WG 8 分科委
員会案件の対面審議 ハンブルク国際
会議での決議事項：-DIS 21873-2 投票
結果及び FDIS 21873-2 投票開始，-ISO/ 
PWI 21873-3 自走式破砕機─生産能力
の測定及び決定方法（韓国提案）対応
③ TC 195 委員会案件の説明：SC 2，
SC 3，SC 4（仮）分科委員会の設立

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：3 月 12 日（火）
出席者：進邦康成主査ほか 6 名
議　題：① 3/19 建設業部会について　

② 3/26 第 2 回若手現場見学会につい
て　③機電職就活パンフについて・改
訂に向けた修正・加筆箇所の持ち寄り
検討　④その他

■建設業部会
月　日：3 月 19 日（火）
出席者：金丸清人部会長ほか 19 名
議　題：①平成 31 年度事業計画につい

て　②平成 30 年度事業報告について・
2WG の活動報告，1 WG の継続等に
ついて・全体活動について（H31 見学
会，合同部会等）　③その他

■平成 30年度第 2回若手現場見学会
月　日：3 月 26 日（火）
出席者：進邦康成副幹事長ほか 16 名
発注者：中日本高速道路㈱
工事名：新東名高速道路 ぐみ沢下高架
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橋等工事
施工者：三井住友建設㈱，㈱日本ピーエ

ス，極東興和㈱ JV
内　容：U 桁リフティング工法架設等

■三役会
月　日：3 月 28 日（木）
出席者：金丸清人部会長ほか 4 名
議　題：①各 WG 報告　② 3/19 建設業

部会について　③ 3/26 第 2 回若手現
場見学会について　④その他・H30 事
業報告について

レンタル業部会

■レンタル業部会
月　日：3 月 7 日（木）
出席者：平清二郎部会長ほか 13 名
議　題：①部会長挨拶　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

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：3 月 6 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 20 名
議　題：①平成 31 年 6 月号（第 832 号）

の計画の審議・検討　②平成 31 年 7
月号（第 833 号）の素案の審議・検討
③平成 31 年 8 月号（第 834 号）の編集
方針の審議・検討　④平成 31 年 3 月号 
～平成 31 年 5 月号（第 829 ～ 831 号）
の進捗状況報告・確認

■新機種調査分科会
月　日：3 月 20 日（水）
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
■建設経済調査分科会

月　日：3 月 26 日（火）
出席者：山名至考分科会長ほか 2 名
議　題：① H31 公共事業関係予算の概

要原稿検討　②国土強靭化の見直し原
稿の検討　③その他

支部行事一覧

北海道支部

■広報部会
月　日：3 月 5 日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：川﨑博巳広報部会長ほか 10 名
内　容：①平成 30 年度の事業報告につ

いて　②平成 31 年度の事業計画につ

支部行事一覧

いて　③その他（支部だより No.117
号の発行について，支部講演会につい
て，建設工事等見学会について）

■技術部会
月　日：3 月 7 日（木）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：服部健作技術部会長ほか 18 名
内　容：①平成 30 年度の事業報告につ

いて　②平成 31 年度の事業計画につ
いて　③その他（除雪機械技術講習会
の取組について）

■調査部会
月　日：3 月 12 日（火）
場　所：北海道支部会議室
出席者：小松正明調査部会長ほか 6 名
内　容：①平成 30 年度の事業報告につ

いて　②平成 31 年度の事業計画につ
いて　③その他（土木工事標準歩掛の
改訂等について）

■北海道開発局との意見交換会
月　日：3 月 14 日（木）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 37 名
内　容：①北海道開発局からの情報提供

② JCMA からの情報提供　③支部会
員からの意見・要望事項について　　
④意見交換

■平成 30年度第 2回 ICT活用施工連絡会
月　日：3 月 27 日（水）
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 36 名
議　題：① i-Construction に関する連絡

事項　②平成 30 年度 ICT 活用施工連
絡会活動報告　③平成 31 年度 ICT 活
用施工連絡会活動計画（案）　④平成
31 年度事務局体制について　⑤その
他

■平成 30年度第 3回建設技術担い手育成
プロジェクト会議
月　日：3 月 27 日（水）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：鈴木勇治リーダほか 27 名
議　題：①平成 30 年度活動報告　②平

成 31 年度実施計画，収支計画　③協
賛会社紹介冊子（案）について　④当
面の出前授業の担当について　⑤その
他

東北支部

■第 3回 支部運営委員会
月　日：3 月 6 日（水）
場　所：仙台市 パレス宮城野
出席者：高橋弘支部長ほか 25 名
議　題：①平成 31 年度事業計画（案）

について　②平成 31 年度事業予算

（案）について　③その他
■第 1回 情報化施工技術委員会幹事会

月　日：3 月 12 日（火）
場　所：東北支部 会議室
出席者：情報化施工技術委員会 鈴木勇

治委員長ほか 9 名
内　 容： ① H31 年 度 i-Construction セ

ミナー，ICT 検査官講習について　
② H31 年度 建設 ICT 総合研修につい
て　③建設ふれあいフェア 2019（秋
田県）について　④ H31 年度 東北土
木人材育成協議会　実機研修について

（秋田県）　⑤ H31 年度 整備局研修に
ついて

■「ゆきみらい 2019in新庄」第 7回担当
者会議
月　日：3 月 13 日（水）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：尾崎幸男東北地方整備局技術企

画官ほか 11 名
内　容：①開催報告（東北地方整備局・

山形県）　②反省点，改善点について
③その他

北陸支部

■第 2回企画部会
月　日：3 月 15 日（金）
場　所：新潟県建設会館 401 号室
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 21 名
議　題：①平成 30 年度事業報告（中間）

について　②平成 30 年度決算報告（見
込み）について　③平成 31 年度事業
計画（案）について　④平成 31 年度
予算（案）について　⑤北陸支部第 8
回総会に向けての計画について　⑥あ
かしや通信 No.37 の発行について　　
⑦北陸支部ホームページのリニューア
ルについて

■北陸 ICT戦略推進委員会
月　日：3 月 19 日（火）
場　所：北陸地方整備局 共用会議室
出席者：堤雄生事務局長
議　題：①北陸 ICT 戦略推進委員会の

組織継続（案）について　②北陸 ICT
戦略推進委員会　規約改正（案）につ
いて　③平成 30 年度の ICT 活用の取
組状況について　④平成 31 年度の
ICT 戦略推進の取組計画（案）につ
いて　⑤けんせつフェア北陸 in 富山
2019 について

■第 2回運営委員会
月　日：3 月 25 日（月）
場　所：東映ホテル
出席者：丸山暉彦支部長ほか 22 名
議　題：①平成 30 年度事業報告（中間）
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について　②平成 30 年度決算報告（見
込み）について　③平成 31 年度事業
計画（案）について　④平成 31 年度
予算（案）について　⑤北陸支部第 8
回総会に向けての計画について　⑥あ
かしや通信 No.37 の発行について　　
⑦北陸支部ホームページのリニューア
ルについて

■第 4回建設機械整備技術委員会（標準
作業工数検討委員会）
月　日：3 月 28 日（木）
場　所：新潟県建設会館 402 号室
出席者：水澤和久建設機械整備技術委員

会委員長ほか 20 名
議　題：①新機種等改定全般について　

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，小形除雪車，
散布車，管理システム改定（素）につ
いて　③工数表改定スケジュール（案）
について　④ WG 解散及び新刊発行
に向けての委員会等の名称について

中部支部

■平成 30年度公共工事（機械関係）の諸
課題に関する意見交換会
月　日：3 月 6 日（水）
出席者：国土交通省中部地方整備局 瀬

古眞一企画部機械施工管理官ほか 6
名，中部支部 川西光照企画部会長ほ
か 22 名

内　容：機械設備保守点検の契約につい
て他 9 課題について意見交換を実施し
た

■第 2回部会長・副部会長会議
月　日：3 月 8 日（金）
出席者：川西光照企画部会長ほか 7 名
場　所：愛知県名古屋市中区三愛ビル
議　題：①平成 30 年度事業報告（案）　

②平成 30 年度決算報告（概算）　③平
成 31 年度事業計画（案）　④平成 31
年度収支予算（案）等

■第 3回運営委員会
月　日：3 月 15 日（金）
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 19 名
議　題：①平成 30 年度事業報告（案）　

②平成 30 年度決算報告（概算）　③平
成 31 年度事業計画（案）　④平成 31

年度収支予算（案）等
■企画部会

月　日：3 月 19 日（火）
出席者：川西光照企画部会長ほか 4 名
場　所：愛知県名古屋市中区三愛ビル
議　題：平成 31 年度総会についての打

合せ等
■三重県 ICT活用工事支援協議会

月　日：3 月 22 日（金）
場　所：三重県農協会館
出席者：永江豊事務局長が出席
内　容：三重県における ICT 活用工事

の実施状況等の報告等

関西支部

■企画部会
月　日：3 月 5 日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：村中浩昭企画部会員以下 6 名
議　題：①平成 31 年度事業計画（案）

及び収支予算（案）　②会員の推移　
③優良建設機械運転員等表彰の推薦　
④総会終了後の講演について　⑤その
他

■運営委員会
月　日：3 月 13 日（水）
場　所：大阪キャッスルホテル 会議室
出席者：葭谷文一副支部長以下 21 名
議　題：①平成 31 年度事業計画（案）

及び収支予算（案）　②会員入退会　
③優良建設機械運転員等表彰の推薦　
④総会終了後の講演について　⑤今後
の予定

■ 建設用電気設備特別専門委員会（第450回）
月　日：3 月 22 日（金）
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

中国支部

■ 3月期運営委員会
月　日：3 月 15 日（金）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：河原能久支部長ほか 22 名
議　事：①平成 31 年度事業計画（案）

に関する件　②平成 31 年度収支予算

（案）に関する件　③その他懸案事項

四国支部

■防災等に関する講習会
月　日：3 月 6 日（水）
場　所：建設クリエイトビル 5 階第一会

議室（高松市）
参加者：27 名
内　容：①四国地方整備局の防災への対

応について…（講師）四国地方整備局
企画部防災課 課長補佐　②高知道立
川トンネル坑口付近での大規模斜面崩
壊と復旧計画について…（講師）西日
本高速道路㈱四国支社建設事業部技術
計画課長

■ H29第 3回運営委員会
月　日：3 月 18 日（月）
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
議　題：① H31 年度事業計画（案）に

ついて　② H31 年度予算書（案）に
ついて　③ H31 年度表彰予定者につ
いて　④人事異動等に伴う役員等の変
更について

九州支部

■ i-Construction施工による九州支部生産
性向上推進会議 第 2回幹事会
月　日：3 月 8 日（金）
場　所：BMT 貸会議室会議室 C
議　題：①平成 31 年度講習会の開催内

容について　②平成 31 年度講習会の
開催時期について　③その他

■企画委員会
月　日：3 月 14 日（木）
場　所：博多グリーンホテルアネックス
出席者：原尻企画委員長ほか 11 名
議　題：①第 3 回運営委員会について　

②第 8 回支部総会について　③その他
■第 3回運営委員会

月　日：3 月 14 日（木）
場　所：博多グリーンホテルアネックス
出席者：原尻企画委員長ほか 19 名
議　題：①平成 31 年度事業計画書（案）

に関する件　②平成 31 年度収支予算
書（案）に関する件




