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機械部会

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：5月 16 日（木）
出席者：遠藤智委員長ほか 18 名
議　題：①日本基礎技術㈱の技術プレゼ
ン：多機能大口径掘削工法「BG工法」，
超多点注入工法　②各社トピックス：
コベルコ建機㈱「後方超小旋回ショベ
ル SK75SR-7」の製品紹介　③ bauma 
2019 視察報告　④クローラクレーン
フリーモードに関する説明　⑤見学会
について：コベルコ建機㈱見学会の詳
細説明，7月現場見学会の概要説明

■ショベル技術委員会　
月　日：5月 17 日（金）
出席者：西田利明委員長ほか 9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小型移動式クレーンの
過負荷防止装置について　

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：5月 20 日（月）
出席者：橘伸一委員長ほか 6名
議　題：①R元年度アンケート調査（ト
ンネル工事全般に係わる安全技術）に
ついて　②技術講演会のテーマ，講演
者選定等について　③見学会の候補地
について　④トンネル機械の消火器の
設置要求について（標準部から）

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：5月 22 日（水）
出席者：山口達也委員長ほか 10 名
議　題：①「舗装技術者のための建設機
械の基礎知識（仮称）」の出版の対応
について　②本年度活動計画の内容確
認と役割分担　③現場・見学会の候補
地，実施時期について　④上期総会の
日程と内容について　⑤建設機械施工 
協会 70 周年特集の記事執筆の件　

■原動機技術委員会　　
月　日：5月 23 日（木）
出席者：工藤睦也委員長ほか 17 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：4/25（木）開
催 作業燃費検討WGの報告　③次期
排出ガス規制対応部会（4/24 開催）
の概要報告　④オフロード法 2014 年
排出ガス規制の各実施要領等について

（2019 年 5 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
の情報交換：少数生産車の基準細目に
ついて　⑤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　⑥その他：油脂技術
委員会より報告（バイオ燃料に関する
最近の話題），GTL燃料の件他

■ダンプトラック技術委員会　　
月　日：5月 30 日（木）
出席者：渡辺浩行委員長ほか 6名
議　題：①各社トピックス：㈱諸岡「ク
ローラ式電源車」の紹介　②安全装置
／システムに関する輪講：「眠気検知
システム」について　③本年度活動計
画の具体的内容について討議　④ホー
ムページ改訂について　

■情報化機器技術委員会　
月　日：5月 31 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8名
議　題：①環境認識技術の建機適用可能
性に関する議論　②サイバーセキュリ
ティに関する活動の進め方について　
③規制 ･規格の最新情報の共有　④そ
の他情報交換：燃料電池のテスト方法
規格について（標準部会），センサシ
ステム規格（IEC62998）の情報共有
⑤ホームページ改訂について　

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：5月 14 日（火）
出席者：松本清志主査ほか 7名
議　題：①機電職就活パンフについて　
②その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：5月 8日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 25 名
議　題：①令和元年 8月号（第 834 号）
の計画の審議・検討　②令和元年 9月
号（第 835 号）の素案の審議・検討　
③令和元年 10 月号（第 836 号）の編
集方針の審議・検討　④令和元年 5月
号～令和元年 7月号（第 831 ～ 833 号）
の進捗状況報告・確認

■新機種調査分科会
月　日：5月 22 日（水）
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：5月 28 日（火）
出席者：山名至考分科会長ほか 5名
議　題：①主要建設資材の動向（6月号）

の検討（執筆：荒川委員）　②国土強
靭化と公共事業（案）の検討　③その
他

支部行事一覧

北海道支部

■第 8回支部通常総会
月　日：5月 13 日（月）
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 97 名
内　容：①平成 30 年度事業報告（案）
及び決算報告（案）承認の件　②令和
元年度事業計画及び収支予算に関する
件　③本部からの事業概要報告　④感
謝状贈呈式　⑤建設機械優良運転員・
整備員の表彰

■支部講演会
月　日：5月 13 日（月）
場　所：札幌市 センチュリーロイヤル
ホテル
演　題：組織不祥事とコンプライアンス
（なぜ，従業員は規則を破ってしまう
のか）
講　師：北海道大学大学院経済学研究科
教授 谷口勇仁氏

出席者：熊谷勝弘支部長ほか 97 名
■令和元年度除雪機械技術講習会第 2回
（メーカ）打合せ
月　日：5月 16 日（木）
場　所：北海道支部会議室
出席者：加藤信二施工技術検定技術委員
会委員長ほか 7名
内　容：①令和元年度除雪機械技術講習
会　②講習会テキストの改定　③その
他

■請負工事機械経費積算に関する講習会
月　日：5月 24 日（金）
場　所：札幌市 北海道教育会館ホテル
ユニオン
受講者：118 名
内　容：①平成 31 年度土木工事標準歩
掛の改定概要　②建設機械等損料の基
本と動向　③施工パッケージ型積算方
式　④損料表の見方及び使い方　⑤一
般土木請負工事の機械経費積算例　　
⑥道路維持請負工事の機械経費積算例

■令和元年度除雪機械技術講習会第 3回
（講師）打合せ
月　日：5月 31 日（金）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：服部健作部会長ほか 23 名
内　容：①令和元年度除雪機械技術講習

支部行事一覧
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会講習内容について　②その他

東北支部

■第 1回 企画部会
月　日：5月 7日（火）
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 6名
議　題：第 1回支部運営委員会について
内　容：①平成 30 年度 事業報告（案）
について　②平成 30 年度 事業決算
（案）について　③令和元年度 役員の
交代について　④令和元年度 表彰に
ついて

■情報化施工技術委員会 第 1回 幹事会
月　日：5月 9日（木）
場　所：東北支部 事務局会議室
出席者：鈴木勇情報化施工技術委員会委
員長ほか 11 名
議　題：2019 年度活動について
内　容：①各セミナー等の担当者決定に
ついて　②委員会，幹事会の活動につ
いて

■第 1回支部運営委員会
月　日：5月 13 日（月）
場　所：仙台市 パレス宮城野
出席者：高橋弘支部長ほか 28 名
内　容：①平成 30 年度 事業報告（案）
について　②平成 30 年度 事業決算
（案）について　③令和元年度役員の
交代について　④令和元年度 表彰に
ついて

■第 7回 東北復興 i-Construction連絡調整
会議
月　日：5月 17 日（金）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：西尾崇東北地方整備局企画部長
ほか 25 名
内　容：①国土交通本省からの情報提供
②東北地方整備局からの情報提供　　
③関係機関における i-Construction の
取組状況　④福島県 現場支援型モデ
ル事業の取組状況　⑤意見交換　⑥そ
の他 

■令和元年度 第 8回東北支部通常総会
月　日：5月 20 日（月）
場　所：仙台市 仙台ガーデンパレス
出席者：支部会員 119 社（委任状 63 社，
議決権総数 146 社）

出席者総数：高橋支部長ほか 109 名　
内　容：①平成 30 年度 事業報告につい
て　②平成 30 年度 事業決算について
③令和元年度 役員の交代（案）につ
いて　④令和元年度 事業計画（案）
について　⑤令和元年度 予算（案）
について　⑥本部関係報告　⑦表彰

（本部会長感謝状の贈呈ほか）　⑧特別
講演「i-Construction で共に実現する
建設業働き方改革」講師：上坂克巳（国
土交通省東北地方整備局 副局長）

■令和元年度 阿武隈川総合水防演習
月　日：5月 26 日（日）
場　所：福島県郡山市冨久山町福原地先 
阿武隈川左岸河川敷
参加者：菊地身智雄国土交通省技監ほか
約 1400 名，支部からの参加者：高橋
弘支部長，小野由則技術部会長
内　容：①第 1部 洪水対応訓練，情報
収集訓練　②第 2部 関係機関の連携
訓練

北陸支部

■令和元年度第 1回運営委員会
月　日：5月 14 日（火）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山支部長ほか 22 名
議　題：①平成 30 年度事業報告（案）
及び決算（案）について　②支部監査
役監査報告について　③優良建設機械
運転員・整備員表彰（案）について　
④令和元年度事業計画及び予算につい
て

■北陸支部第 8回通常総会
月　日：5月 14 日（火）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか 114 社
議　題：①平成 30 年度支部事業報告及
び決算報告に関する件　②令和元年度
事業計画及び収支予算に関する件
記念行事：①永年継続会員等の表彰　　
②優良建設機械運転員並びに整備員の
表彰　③記念講演

■庄川・小矢部川総合水防演習
月　日：5月 18 日（土）
場　所：富山県高岡市出来田地先
出席者：堤事務局長，CMI 佐野部長　
展示内容：H30 年度製作した「流水体験
装置」の組立・解体の技術指導

中部支部

■第 8回支部通常総会
月　日：5月 13 日（月）
場　所：ウイル愛知 女性総合センター
出席者：所輝雄支部長ほか約 110 名
議　題：①平成 30 年度事業報告及び決
算報告承認の件　②令和元年度事業計
画及び収支予算承認の件等

■ 2019年豊川・矢作川連合水防演習・広
域連携防災訓練
月　日：5月 19 日（日）

出席者：原一儀災害対策部会長，永江豊
事務局長
場　所：愛知県豊田市矢作川右岸豊田大
橋河川敷
内　容：豊川・矢作川流域における洪水
被害等を想定した大規模水防演習等
で，当支部会員の協力を得てUAV及
びレーザ測量機器等の展示，地盤改良
及びブロック等のパネル展示を行った

■第 9回南海トラフ地震対策中部圏戦略
会議
月　日：5月 30 日（木）
出席者：原一儀災害対策部会長
場　所：ポートメッセなごや 交流セン
ター 3階会議ホール

内　容：「令和元年度南海トラフ地震対
策中部圏戦略会議活動計画」等につい
て

■第 8回 ICT導入普及研究会総会
月　日：5月 31 日（金）
出席者：安江規尉運営委員，永江豊事務
局長
場　所：名古屋合同庁舎第 2号館
内　容：建設 ICT 導入普及研究会活動
報告等

関西支部

■建設用電気設備特別専門委員会（第 452

回）
月　日：5月 14 日（火）
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

■支部通常総会
月　日：5月 16 日（木）
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 95 名
議　題：①平成 30 年度事業報告及び決
算報告の件　②令和元年度事業計画及
び収支予算の件　③本部事業概要報告
④令和元年度会長表彰　⑤優良建設機
械運転員等表彰
講　演：「Die 革命 医療完成時代の生き
方」講師：埼玉医科大学客員教授　奥
真也氏

■「緊急災害応急対策業務に関する協定」
に関わる災害時機械関係業務の現場対応
訓練
月　日：5月 31 日（金）
場　所：近畿地方整備局 近畿技術事務
所
出席者：57 名
内　容：①災害対策に関する講義　②操
作訓練　③意見交換
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中国支部

■第 8回支部通常総会
月　日：5月 20 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
出席者：河原能久支部長ほか 73 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令和元年度事業計画（案）について
④令和元年度収支予算（案）について
⑤本部事業概要及び事業計画説明　　
⑥本部感謝状贈呈　⑦講話「国土交通
行政の最近の話題」中国地方整備局企
画部長 冨樫篤英氏

■令和元年度「建設の機械化施工優良技術
者」表彰式
月　日：5月 20 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
受賞者：運転・整備部門 2名，管理部門
3名，技術開発部門 1名　計 6名

■記念講演会
月　日：5月 20 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
演　題：小規模現場での ICT 技術活用
による生産性向上

講　師：㈱加藤組 取締役土木部長 原田
英司氏

■第 2回施工技術部会
月　日：5月 31 日（金）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：齋藤実部会長ほか 6名
議　題：① i-Con 関係行事の推進とその
体制について　②令和元年度道路除雪

講習会（案）の企画について　③その
他懸案事項

四国支部

■ R元第 1回運営委員会
月　日：5月 16 日（木）
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 24 名
内　容：① H30 年度事業報告に関する
件　② H30 年度決算報告に関する件
③ H30 会計及び業務監査報告に関す
る件

■四国支部第 8回（R元年度）通常総会
月　日：5月 16 日（木）
場　所：ホテル「マリンパレスさぬき」（高
松市）
議決権総数：126 社
出席社数：114 社（うち，委任状提出 45
社）
出席者総数：長谷川修一支部長ほか 117
名
議　題：①第 1 号議案 H30 年度事業報
告承認の件　②第 2 号議案 H30 年度
決算報告承認の件　③第3号議案 H30
年度会計及び業務監査報告に関する件
④第 4 号議案 R 元年度事業計画に関
する件　⑤第 5 号議案 R 元年度収支
予算に関する件　⑥その他：1）H31
年度本部等事業概要説明，2）永年会員，
優良建設機械運転員・整備員等表彰，3）
特別講演「ICT 施工機器とその遠隔
操作技術」講師：西尾レントオール㈱

山口秀樹氏

九州支部

■ R元年度第 1回運営委員会
月　日：5月 15 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：松嶋支部長ほか 25 名
議　題：① H30 年度事業報告及び決算
報告　② R元年度事業計画及び収支
予算　③ R元年度支部役員の選任　
④ R元年度優良建設機械運転員等表
彰

■第 8回通常総会
月　日：5月 15 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：松嶋憲昭支部長ほか 75 名
議　題：① H30 年度事業報告及び決算
報告　② R元年度事業計画及び収支
予算　③R元年度支部役員の選任

■優良建設機械運転員等表彰
月　日：5月 15 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
表彰者：団体 3社，個人 10 名
■九州建設技術フォーラム 2019実行委員
会
月　日：5月 20 日（月）
出席者：永溝茂事務局長
議　題：①「九州建設技術フォーラム
2018」の開催結果について　②「九州
建設技術フォーラム 2019」の開催方
針について




