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■基礎工事用機械技術委員会
月　日：1 月 13 日（水）（会議室，web
並行開催）

出席者：樗沢淳一委員長ほか 19 名
議　題：①各社トピックス：鉱研工業㈱
新製品（鉄筋切削ビット）の紹介　 
②標準部から JIS 改訂に関する説明

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：1 月 14 日（木）（会議室，web
並行開催）

出席者：清水弘之委員長ほか 11 名
議　題：①前回の議事録確認　②各社技
術紹介：新明和工業㈱「事業紹介と特
装車関係の商品説明（ダンプトラック，
ミキサー車，バルク車，塵芥車他）」　
③令和 3年度活動計画に関する討議　
④正副委員長交代について　⑤日本建
設機械便覧 2022 年版の編集について

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：1 月 20 日（水）（会議室，web
並行開催）

出席者：山口達也委員長ほか 11 名
議　題：①今年度の活動計画の進捗状況
の確認　②下期総会の発表内容につい
て討議　③情報化機器保有アンケート
中止に関する報告　④来年度の委員会
役員について　⑤日本建設機械便覧
2022 年版の編集について

■原動機技術委員会　　
月　日：1月21日（木）（web会議で開催）
出席者：工藤睦也委員長ほか 22 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：進捗状況の報
告　③海外排出ガス規制の動向に関す
る情報交換：中国ノンロード 4次規制
の件，カナダ，コロンビアの情報共有　
④油脂技術委員会より，バイオ燃料に
関する最近の話題について紹介

■トンネル機械技術委員会 技術講演会（技
術の伝承について）　　　　
月　日：1 月 25 日（月）（会議室，web
並行開催）

出席者：橘伸一委員長ほか 120 名
講演題目：①全自動ドリルジャンボ
J32Rx-Hi について：古河ロックドリ
ル㈱ 宮越征一副部長　②（厚生労働
省）ずい道等建設工事における粉じん
対策に関するガイドラインの概要，お

（2021 年 1 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
よび換気技術の提案：㈱流機エンジニ
アリング 西村章会長　③新東名トン
ネル建設における清水建設の新技術：
清水建設㈱ 福田毅工事長

■情報化機器技術委員会　
月　日：1月 29 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 7名（web
会議で開催）
議　題：①ジック社 自動運転技術見学
会の情報共有と報告書の作成について　
②施工現場での通信方式に関する議論　
③規制・規格の最新情報の共有　④令
和 3年度活動計画に関する討議　

標　準　部　会

■ ISO/TC 195/SC 3/WG 1（穿孔及び基礎
工事用機械 -用語及び定義）国際バー
チャルWG会議
月　日：1月 13 日（水）夜
出席者：山本卓也（㈱技研製作所）委員
ほか 15 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①WD 11886 コメント審議（続
き）　② CIB 2 件（PWI 11886 投票結
果・NP 21467 投票開始）の審議　③今
後のWeb 会議日程（3月 3日）

■ ISO/TC 195/WG 9（自走式道路建設機
械 -安全要求）国際バーチャルWG会議
月　日：1月 26 日（火）夜～ 28 日（木）
夜の 3日間
出席者：小倉公彦（JCMA標準部）ほ
か 18 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：① ISO/DIS 20500-1 コメント審
議（続き）　②今後のWeb 会議日程：
3 時間 / 日× 3 日間× 4 回（2 月 9 ～
11 日，3月 8～ 10 日，4月 26 ～ 28 日，
5月 25 ～ 27 日）

■ ISO/TC 127/SC 3/JWG 11 ISO 12509灯
火類 改正 国際バーチャルWG会議
月　日：1月 26 日（火）夜
出席者：片桐顕（日立建機）委員ほか
16 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①CD投票結果の審議（続き）　
②今後のWeb 会議日程（2月 2日，
16 日，3月 4日）

■機関誌編集委員会
月　日：1月 6日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 28 名
議　題：①令和 3 年 4 月号（第 854 号）
計画の審議・検討　②令和 3年 5月号

（第 855号）素案の審議・検討　③令和
3年6月号（第856号）編集方針の審議・
検討　④令和 3年 1 月号～令和 3年 3
月号（第 851～853 号）進捗状況報告・
確認   ※通常委員会及びZoomにて実施

支部行事一覧

■第 2回施工技術検定委員会
月　日：1月 12 日（火）
場　所：北海道建設会館 9 階大会議室
出席者：加藤信二施工技術検定委員長ほ
か 23 名
議　題：建設機械施工技術検定 2級学科
試験の実施要領と監督要領の打合せ

■建設機械施工技術検定 2級学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：北広島市（星槎道都大学）
受検者：2級 730 名（延 885 名）
■第 3回広報部会広報委員会
月　日：1月 22 日（金）
場　所：北海道建設会館 9 階大会議室
出席者：川崎博巳広報部会長ほか 11 名
議　題：①支部だよりNo.121 号の編集
について　②支部講演会講師の選定，
支部懇親会について　③建設工事等見
学会について　④「建設機械施工」ず
いそうについて　⑤その他

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定 

学科試験
月　日：1月 17 日（日） 
場　所：滝沢市 岩手産業文化センター
（アピオ） 
受検者：2級 実受検者数 647 名
　　　　延べ受検者数 741 名
　　　　　　種別内訳  1 種  90 名
    2 種  583 名
    3 種  13 名
    4 種  40 名
    5 種  5 名
    6 種  10 名

■令和 2年度 機械技術専門技術研究会
月　日：1月 12 日（火）
場　所：北陸地方整備局 4F 合同会議室
出席者：堤雄生事務局長ほか EM6 人，
北陸地方整備局職員 6名
議　題：①除雪機械配置計画（改定）の
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取組状況について　② 1人乗り除雪グ
レーダの圧雪除去性能向上について　
③雪のトップランナー ICT 除雪機械
の開発について

■ ICT活用講習会（入門者クラス）
月　日：1 月 14 日（木），19 日（火），
21 日（木）
場　所：西部ブロック 石川県建設総合
センター，中部ブロック 上越市市民
プラザ，東部ブロック 新潟県建設会
館

　※ 「緊急事態宣言の発出を踏まえた職
員の勤務のあり方（令和 3年 1 月 8
日付け，国土交通省事務次官通知）」
により全て中止

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：朱鷺メッセ（新潟コンベンショ
ンセンター）

受検者：2級延べ 398 名
　　　　第 1種：47 名
　　　　第 2種：359 名
　　　　第 3種：9名
　　　　第 4種：25 名
　　　　第 5種：5名
　　　　第 6種：3名

■学生のための ICT講座
月　日：1月 8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年約 60 名
講　師：サイテックジャパン㈱鈴木勇治
氏，横幕果澄氏
内　容：建設 ICT技術等についての講義

■建設機械施工技術検定試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：名古屋芸術大学東キャンパス
受験者：2級 425 名

■令和 3年度木曽川連合水防演習・広域
連携防災訓練連絡調整会議
月　日：1月 27 日（水）
場　所：WEB会議
主　催：中部地方整備局
参加者：永江豊事務局長

■令和 2年度 建設機械施工技術検定（2

級学科試験）試験監督者打合せ
月　日：1月 7日（木）
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学科試験監督要領について　

②その他留意事項
■令和 2年度 建設機械施工技術検定（2

級学科試験）試験監督者打合せ
月　日：1月 8日（金）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 2名
議　題：①学科試験監督要領について　
②その他留意事項

■建設用電気設備特別専門委員会（第463回）
月　日：1月 20 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「JEM-TR104 建設工事用受
配電設備点検補修のチェックリスト」
見直し検討　②「JEM-TR121 建設工
事用電気設備機器点検保守のチェック
リスト」見直し検討　③委員会活動報
告について　④その他

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：国立京都国際会館
受 検 者：2 級 735 名（1 種 56 名，2 種
648 名，3種 4名，4種 63 名，5種 8名，
6種 14 名）

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
学科試験監督者事前説明会
月　日：1月 7日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：新宅清人総括試験監督者ほか 6
名
内　容：2級建設機械施工技術検定学科
試験実施要領説明

■第 4回広報部会
月　日：1月 14 日（木）
場　所：Web 会議
出席者：錦織豊部会長ほか 5名
議　題：①広報誌（CMnavi）57 号の編
集・発行について　②今後の発行予定
と編集（案）について　③その他懸案
事項

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：TKP ガーデンシティ広島駅前
大橋
受検者：284 名
■第 3回施工技術部会
月　日：1月 27 日（水）
場　所：Web 会議
出席者：新宅清人部会長ほか 9名
議　題：①令和 2年度の部会活動の実施
状況について　②令和 3年度の部会活
動の予定と実施体制について　③その

他懸案事項
■第 5回広報部会
月　日：1月 29 日（金）
場　所：中国支部事務所
出席者：錦織豊部会長ほか 1名
議　題：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②広報誌（70 周年記念）特
集号の発行について　③支部ホーム
ページの改訂について　④その他懸案
事項

■令和 2年度建設機械施工技術検定【学科】
（2級）試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：第一会場 高松センタービル（高
松市），第二会場 屋島中学（高松市）

受検者：第一会場 359名，第二会場102名
■第 2回 香川県 ICT活用工事支援連絡協
議会
月　日：1月 26 日（火）
場　所：香川用水記念会館（高松市）
出席者：四国地方整備局ほか関係 7機関
から 26 名が出席。JCMA四国支部か
ら事務局長が出席
議　題：①香川県の取組みについて　 
②国土交通省の取組みについて

■建設行政講演会
月　日：1月 6日（水）
出席者：86 名
議　題：①道路行政の現状…九州地方整
備局 道路部長 沓掛敏夫　②河川行政
の現状とこれからの対応…九州地方整
備局 河川部長 藤井政人　③国土交通
行政における最近の話題…九州地方整
備局 企画部長 堂薗俊多 

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：豊国学園高等学校，福岡国際会
議場
受験者：482 名（豊国学園）＋1044 名（福
岡国際）＝ 1526 名

■企画委員会
月　日：1月 29 日（金）
場　所：メールによる書面会議
出席者：原尻克己企画委員長ほか 19 名
議　題：①災害協定の見直しについて　
②永年会員，永年役職員等の本部表彰
について　③優良建設機械運転員等表
彰について　④第 3回運営委員会開催
について　⑤その他




