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機械部会

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：4月 10 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：オリエンタ
ル白石㈱…「プレストレストコンク
リート工法」「ニューマチックケーソ
ン工法」他工法の紹介，住友重機械建
機クレーン㈱…「アースドリル SDX
シリーズ」の製品紹介，東洋建設㈱…
海洋土木工事の施工例，保有する作業
船の紹介　②平成 31 年度の活動計画
スケジュールの説明　③コベルコ建機
㈱見学会の概要説明　④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，標準部から ISO/TC 195/
SC 3 委員選出依頼の件

■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：4月 12 日（金）
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基準に
ついて…最大吊り荷重 80 t 以上の機械
の対応検討，次期燃費基準に対する対
応検討

■トンネル機械技術委員会 総会
月　日：4月 17 日（水）
出席者：橘伸一委員長ほか 26 名
議　題：①平成 30 年度委員会活動実績
報告　② ICT技術アンケート結果報告
③平成31年度活動計画説明　④bauma 
2019 視察報告（前田建設工業㈱ 篠原
委員）　④ i-Construction の推進状況
についての説明（JCMA 梶田技師長）

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：4月 18 日（木）
出席者：清水弘之委員長ほか 9名
議　題：①HP見直しの件（改訂内容の
最終確認）　②平成 31 年度活動計画の
具体的内容の討議…各社の技術紹介の
実施，現場および工場見学会の計画　
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

■除雪機械技術委員会
月　日：4月 19 日（金）
出席者：太田正樹委員長ほか 18 名
議　題：①平成 30 年度委員会活動実績
報告　②平成 31 年度活動計画説明　
③ロータリ分科会取組状況の報告…

（2019 年 4 月 1 日～ 30 日）

行 事 一覧
ロータリ除雪車の安全性向上　④除雪
現場見学会の実施報告…見学内容概要
と実施スケジュール，除雪業者との座
談会（除雪作業の実態に関する質疑・
応答のまとめ）の報告　⑤その他…建
設機械施工 協会 70 周年特集の記事執
筆のための役割分担の件，HP改訂の
件

■トラクタ技術委員会　
月　日：4月 26 日（金）
出席者：椎名徹委員長ほか 7名
議　題：①次期燃費基準の件…4/25（木）
開催 作業燃費検討WGの報告　②次
期排出ガス規制対応部会（4/24 開催）
の概要報告　③建設機械の燃費測定方
法の国際標準化（ISO化）について…
中国GB規格が与える影響について討
議

標準部会

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5分科会有志会合
月　日：4月 3日（水）
出席者：山本主査（コマツ）ほか9名（Web
参加 3名含む）
場　所：機械振興会館 会議室
議　題：ISO/DTS 15143-3.2（改正）へ
の対応及びメンテナンス機関（MA）
設立対応検討　① ISO/DTS 15143-3.2
改正案の検討（意見提出含む）及び
MA関連…1）新規データ項目及び
XSDを追加する手順・所要手続き，2）
MAに関する協会ホームページ上での
表示，3）ISO/DTS 15143-3.2 の表記　
② ISO 15143-2 データ辞書との整合
（及びメンテナンス）

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5分科会有志会合
月　日：4月 9日（火）
出席者：山本主査（コマツ）ほか 17 名
場　所：協会内会議室
議　題：ISO/TC 127/SC 3/WG 5 会議（4
月 15 日～ 17 日＠ドイツ国ミュンヘン
近郊Trimble TerraSat 社）対応方針
協議…1）ISO/AWi TS 15143-4（土工
機械及び走行式道路工事機械―施工現
場情報交換―第 4 部：施工現場地形
データ）検討，2）ISO/DTS 15143-
3.2（同上―第3部：テレマティクスデー
タ）投票方針確認

■ ISO/TC 195/SC 1建設用機械及び装置
─コンクリート機械及び装置分科委員会
月　日：4月 18 日（木）
出席者：川上委員長（日工）ほか 9名
場　所：協会 会議室

標　準　部　会

議　題：① 2019 年度 ISO/TC195 委員
及び SC 1 分科委員 委嘱　② SC 1/
WG 4 PWI 19711-2 トラックミキサ─
Part2 進捗　③ SC 1/WG 6 CD 21573-
2 コンクリートポンプ - 第 2 部：技術
パラメータの試験方法 CD投票結果　
④SC 1/WG 7 CD 18650-1 コンクリー
トミキサ─第 1部：用語及び一般仕様 
CD投票結果　⑤新業務提案「コンク
リート機械─施工現場情報交換」進捗
⑥ 11 月 18 ～ 22 日 TC 195 国際会議
＠神戸商工会議所に向けた準備

■ ISO/TC 195/SC 2建設用機械及び装置
─道路作業機械及び関連装置分科委員会 

小会合
月　日：4月 19 日（金）
出席者： 太田委員（NICHIJO）ほか16名
場　所：機械振興会館 会議室
議　題：① SC 2 投票案件の審議 ISO/
NP 24147 ～ 24152 路面清掃車・凍結防
止剤散布車・冬期保守用機器 対応協
議　② 2019 年度 ISO/TC195 委員及
び SC 2 分科委員 就任依頼について　
③2019年ISO/TC 195国際会議（11/18
～ 22 ＠神戸）開催への参加・協力依
頼

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5分科会有志会合
月　日：4月 24 日（水）
出席者：山本主査（コマツ）ほか 11 名
（Web 参加 6名含む）
場　所：協会内会議室
議　題：① ISO/TS 15143-3 XSD ファ
イル移管に関するコマツ主査からHP
メンテナンス業者への指示　② TS 
15143-3 改正案投票時に上記指示内容
を参照した意見の提出

製造業部会

■製造業部会 作業燃費検討WG

月　日：4月 25 日（木）
出席者：阿部里視主査ほか 15 名
議　題：①燃費基準達成認定制度の次期
燃費基準について国交省からの説明…
平成 30 年度に実施した調査結果の報
告，燃費基準策定スケジュールについ
て，平成 31 年度の検討事項および建
機メーカへの依頼事項について　②意
見交換

建設業部会

■クレーン安全情報WG

月　日：4月 9日（火）
出席者：久松栄一主査ほか 10 名
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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 日経 BP社との意見
交換
月　日：4月 18 日（木）
出席者：岩野健主査ほか 6名
議　題：①「機電 i-Con 現場WG」の設
立経緯について　②アンケート結果の
ポイントについて　③データベース等
の今後について　④ safety2.0 につい
て　⑤その他

■三役会
月　日：4月 24 日（水）
出席者：藤内隆部会長ほか 6名
議　題：①各WG報告　② H30 事業報
告について　③ 2019 年度見学会につ
いて　④その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：4月 3日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 22 名
議　題：①平成 31 年 7 月号（第 833 号）
の計画の審議・検討　②平成 31 年 8
月号（第 834 号）の素案の審議・検討
③平成 31 年 9 月号（第 835 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 31 年 4
月号～平成 31 年 6 月号（第 830 ～
832 号）の進捗状況報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：4月 10 日（水）
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

■建設経済調査分科会
月　日：4月 17 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 2名
議　題：①平成 31 年度公共事業関係予
算原稿検討（5 月号）　②国土強靭化
苦境事業（案）の検討（協会の意向確
認）

■新機種調査分科会
月　日：4月 25 日（木）
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

■第 1回広報部会広報委員会 

月　日：4月 9日（火） 
場　所：北海道支部会議室
出席者：古賀修也広報委員長ほか 3名
内　容：平成 31 年度建設機械優良運転
員・整備員の被表彰候補者の選定等

■平成 31年度除雪機械技術講習会第 1回
打合せ
月　日：4月 19 日（金） 
場　所：北海道開発局 2階講堂
出席者：伊藤正樹技術委員会委員長ほか
16 名
内容：①令和元年度（平成 31 年度）除
雪機械技術講習会実施計画　②平成
30 年度実施結果

■第 1回企画部会
月　日：4月 22 日（月） 
場　所：札幌市 センチュリーロイヤル
ホテル
出席者：川村和幸企画部会長ほか 13 名
内　容：①平成 30 年度事業報告（案）　
②平成 31 年度決算報告（案）　③令和
元年度（平成 31 年度）事業計画　　
④令和元年度（平成 31 年度）収支予
算　⑤その他（第 1回運営委員会及び
第 8回総会関係）

■支部会計監査
月　日：4月 24 日（水） 
場　所：北海道支部会議室
出席者：熊谷一男支部監査役ほか 2名
議　題：平成 30 年度支部事業及び決算
書の監査

■第 1回運営委員会
月　日：4月 26 日（金）
場　所：札幌市 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 20 名
内　容：①平成 30 年度事業報告（案）
承認の件について　②平成 30 年度決
算報告（案）承認の件について　③令
和元年度（平成 31 年度）事業計画に
関する件について　④令和元年度（平
成 31 年度）収支予算に関する件につ
いて　⑤その他（第 8回総会関係，感
謝状贈呈者，優良運転者・整備員表彰）

支部行事一覧 東北支部

■第 1回 施工部会
月　日：4月 3日（水） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：坪井正博施工部会長ほか 13 名
内　容：①平成 31 年度施工部会事業計
画について　②平成 31 年度除雪講習
会計画（案）について　③平成 31 年
度除雪講習会資料作成分担について　
④その他 

■第 1回 広報部会
月　日：4月 3日（水） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：浅野公隆部会長ほか 5名 
内　容：①「支部たより 177 号」の編集
計画について　②「支部たより 177 号」
の原稿執筆依頼について　③「建設機
械施工 10 月号」ずいそう原稿執筆者
の推薦　④その他 

■第 1回 情報化施工技術委員会
月　日：4月 11 日（木） 
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長
ほか 40 名 
内　容：① i-Construction セミナーと 
ICT 検査官講習について　②建設
ICT 総合研修について　③秋田県 建
設ふれあいフェアについて　④東北土
木人材育成協議会について　⑤整備局
研修について　⑥高等学校，高専の特
別授業について 

■ EE東北’19 第 2回実行委員会作業部会
月　日：4月 18 日（木） 
場　所：仙台市 ハーネル仙台 
出席者：布宮明道東北技術事務所副所長
ほか 20 名 
内　容：①EE東北’19 開催概要　②EE
東北’19 実施計画（案）　③ EE 東北 
’19 広報（案）　④EE東北’19 予算（修
正案）　⑤今後の予定について   

■平成 30年度 支部監査
月　日：4月 23 日（火） 
場　所：東北支部会議室 
出席者：浅野博之支部監査役ほか 2名 
内　容：平成 30 年度の事業及び決算の
監査全般

■ EE東北’19 第 2回実行委員会
月　日：4月 25（木） 
場　所：仙台市 ハーネル仙台 
出席者：山口崇東北技術事務所長ほか
28 名 
内　容：①EE東北’19 開催概要　②EE
東北’19 実施計画（案）　③ EE 東北 
’19 広報（案）　④EE東北’19 予算（修
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正案）　⑤今後の予定について

北陸支部

■平成 30年度 北陸支部 支部監査
月　日：4月 22 日（月）
場　所：北陸支部事務室
出席者：本間久雄支部監査役，髙村直哉
支部監査役

議　題：①業務監査（支部業務全般にわ
たる適正，適法性について）　②会計
監査（貸借対照表，正味財産増減計算
書及び付属明細書，財産目録の適正，
適法性について）

■第 5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：4月 23 日（火）
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 18 名

議　題：①第 1回～第 4回までの議事報
告について　②改定全般について概要
③建設機械整備標準作業工数（案）　
④編集委員名簿の掲載等について

■第 1回企画部会
月　日：4月 25 日（木）
場　所：新潟県建設業会館
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 14 名
議　題：①平成 30 年度 事業報告につい
て　②平成 30 年度 決算報告について
③平成 30 年度 監査報告について　　
④令和元年度 優良建設機械運転員・整
備員表彰について　⑤令和元年度事業
計画について　⑥令和元年度予算につ
いて

■ 平成 31年度 第 1回 北陸 ICT戦略研究会
月　日：4月 26 日（金）　
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 31 年度の ICT戦略推進
の取組計画（案）について　② ICT
の普及拡大に向けた取組ロードマップ
③整備局における当面の取組計画（案）
④ ICT普及・拡大計画工程表　⑤ ICT
活用講習会（入門者クラス，実践者ク
ラス）　⑥チャレンジ砂防プロジェク
ト体験講習会（案）　⑦けんせつフェ
ア北陸 in 富山 2019 における取組み　
⑧会員各機関の取組計画（案）につい
て

中部支部

■「日本キャタピラー研修センターサテラ
イト豊橋」見学会
月　日：4月 5日（金）

場　所：日本キャタピラー研修センター
サテライト豊橋
内　容：ICT 建機トレーニングセンタ
の見学
参加者：25 名
■ユーザカンファレンス 2019

月　日：4月 17 日（水）
場　所：名古屋市中小企業振興会館
内　容：㈱ニコン・トリンブルと共催で
最新の ICT 機器の紹介及びセミナー
の開催
参加者：約 430 名
■支部会計監査
月　日：4月 24 日（水）
監査役：高原和彦氏，中川義治氏
内　容：平成 30 年度業務及び財産監査

関西支部

■支部監査
月　日：4月 15 日（月）
場　所：関西支部 会議室
出席者：田口定一支部監査役，神谷敏孝
支部監査役
内　容：平成 30 年度決算報告及び関係
書類に基づく監査の実施

■企画部会
月　日：4月 19 日（金）
場　所：関西支部 会議室
出席者：村中浩昭企画部会長以下 3名
議　題：①運営委員会に提出する議題関
連　②その他

■建設業部会
月　日：4月 22 日（月）
場　所：エル・おおさか 会議室
出席者：菊岡良治建設業副部会長以下
11 名
議　題：①平成 30 年度活動報告　②平
成 31 年度事業計画（案）説明　③そ
の他

■運営委員会
月　日：4月 25 日（木）
場　所：大阪キャッスルホテル
出席者：深川良一支部長以下 27 名
議　題：①平成 30 年度事業報告（案）
及び決算報告（案）の件　②優良建設
機械運転員等表彰について　③平成
31 年度会長表彰について　④会員の
推移について　⑤その他

中国支部

■第 1回部会長会議
月　日：4月 9日（火）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 9名

議　題：①運営委員会（春季）について
②第 8回支部通常総会について　③そ
の他懸案事項

■第 1回施工技術部会
月　日：4月 12 日（金）
場　所：中国支部事務所
出席者：齋藤実部会長ほか 7名
議　題：①令和元年度部会事業実施計画
について　② i-Con（情報化施工）関
係行事の推進とその体制について　　
③令和元年度道路除雪講習会（案）の
企画について　④その他懸案事項

■ i-Constructionセミナー～ i-Con貫徹の
時代へ～広島会場
月　日：4月 22 日（月）
場　所：広島県民文化センター 多目的
ホール
参加者：331 名
講演内容：①【基調講演】i-Construction
の最新情報…総合政策局公共事業企画
調整課企画専門官　山下尚氏　②【講
演】中国地方建設現場の生産性向上に
ついて…中国地方整備局企画部工事品
質調整官　安立宏氏　③【事例紹介】
小規模現場で生産性向上を実現～
i-Construction の殻を打ち破る～…㈱
加藤組取締役土木部長　原田英司氏　
④【事例紹介】～3次元データ活用!ICT
導入の勧め～…㈱大竹組常務取締役　
山西公彦氏　⑤【事例紹介】小さな
i-Con ツール紹介／フロントローディ
ング課題解決について…（一社）日本
建設機械施工協会中国支部施工技術部
会　實田泰之氏

■ i-Constructionセミナー～ i-Con貫徹の
時代へ～米子会場
月　日：4月 23 日（火）
場　所：米子コンベンションセンター小
ホール
参加者：169 名
講演内容：①【基調講演】i-Construction
の最新情報…総合政策局 公共事業企画
調整課課長補佐　二瓶正康氏　②【講
演】中国地方建設現場の生産性向上に
ついて　中国地方整備局　企画部機械
施工管理官　竹田幸詞氏　③【事例紹
介】小規模現場で生産性向上を実現～
i-Construction の殻を打ち破る～㈱加
藤組 取締役土木部長　原田英司氏　
④【事例紹介】～3次元データ活用!ICT
導入の勧め～…㈱大竹組 常務取締役
山西公彦氏　⑤【事例紹介】小さな
i-Con ツール紹介／フロントローディ
ング課題解決について…（一社）日本
建設機械施工協会 中国支部施工技術
部会　實田泰之氏
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■春季運営委員会
月　日：4月 24 日（水）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：河原能久支部長ほか 25 名
議　題：①平成 30 年度事業報告に関す
る件　②平成 30 年度決算報告に関す
る件　③平成 30 年度支部監査に関す
る件　④令和元年度建設の機械化施工
優良技術者表彰について　⑤その他懸
案事項

■第 44回新技術・新工法発表会
月　日：4月 25 日（木）
場　所：広島市まちづくり市民交流プラ
ザマルチメディアスタジオ
参加者：114 名
発表課題：【講話】①国土交通行政の最
近の状況について…中国地方整備局 
企画部技術管理課長　山﨑彰氏　②新
技術・新工法活用の状況について…中
国地方整備局 企画部機械施工管理官
竹田幸詞氏　【技術発表】①MR技術
を活用したトンネル維持管理システム
『トンネルMR』…㈱鴻池組　長沼論
氏　②軟弱地盤改良工（スラリー攪拌
工法）『GI コラム工法』…GI コラム
研究会　九十九督氏　③ ICT 活用に
よる保全業務の高度化について…東芝
デジタルソリューションズ㈱　星川俊
則氏　④施工現場での河川情報の活用

について～国土交通省「川の防災情報」
を用いて～…（一財）河川情報センター
秋山良壮氏

四国支部

■ H31第 1回（春季）[企画・施工・技術 ]

合同部会幹事会
月　日：4月 22 日（月）
場　所：建設クリエイトビル（高松市）
出席者：宮本正司企画部会長ほか 19 名
内　容：① H30 事業報告（案）につい
て　② H30 決算報告（案）について
③ R元事業計画について　④ R元予
算書について　⑤ R元団体会員，永
年勤続役職員，優良建設機械運転員・
整備員表彰者について　⑥人事異動等
に伴う役員等の変更について

■ H30四国支部会計及び業務監査
月　日：4月 25 日（木）
場　所：支部事務局
監査者：中山義男支部監査役及び堀具王
支部監査役
内　容：①会計監査　1．経理事務全般，
2．資産・負債・財産・収入及び支出
の適正処理について，3．財務諸表・
財産目録等の適正管理について　②業
務監査　1．会員の入退会処理につい
て，2．事業計画・事業報告・予算決

算の適正処理について，3．その他，
職員の法定福利等関係書類の整理につ
いて

九州支部事業報告

■ i-Construction施工による九州支部生産
性向上推進会議 第 3回幹事会
月　日：4月 19 日（金）
場　所：筑前織物 会議室 401 号室
議　題：①令和元年 i-Construction セミ
ナーについて　②宮崎県建設技術セン
ター対応について　③ JCMA i-Con 講
師認定試験について　④その他

■支部監査
月　日：4月 24 日（水）
出席者：玉石修介支部監査役，的場眞二
支部監査役
議　題：平成 30 年度会計監査及び業務
監査

■企画委員会
月　日：4月 24 日（水）
出席者：原尻克己企画委員長ほか 8名
議　題：①総会・運営委員会の運営につ
いて　②支部役員の交代について　　
③本部会長表彰・支部長表彰について
④ i-Construction 技術講習会について
⑤ R元年度災害協定支援体制につい
て　⑥その他




