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■機械部会 幹事会
月　日：3月 1日（月）（web 会議で開催）
出席者：阿部里視副部会長ほか 17 名
議　題：①副部会長より挨拶　②各技術
委員会委員長より R3 年度事業計画に
ついて説明と計画の審議　③事務局か
ら R2 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

■油脂技術委員会　
月　日：3月 2日（火）（会議室，web並
行開催）
出席者：豊岡司委員長ほか 27 名
議　題：①燃料エンジン油関係：バイオ
燃料に関する最近の話題　②高粘度指
数油関係：「高粘度指数作動油の規格
案」についての議論　③規格普及促進
関係：マイクロクラッチスケジュール，
ピストンポンプ試験の汚染度測定方法
改訂の件　④その他：JCMAS P041：
2004，JCMAS P042：2004 の運用マ
ニュアルに関する質問の件，R3 年度
の活動計画に関する討議

■トンネル機械技術委員会・幹事会　
月　日：3月 3日（水）（会議室，web並
行開催）

出席者：橘伸一委員長ほか 9名
議　題：①小断面トンネル工事における
機械，設備調査について：ゼネコン工
事実績まとめの確認，保有機械，設備
調査結果のまとめ状況とスケジュール
の確認　② R3 年度活動計画について
③日本建設機械要覧（2022）編集作業
について

■除雪機械技術委員会
月　日：3月 8日（月）（web 会議で開催）
出席者：太田正樹委員長ほか 19 名
議　題：①国交省からの状況説明：除雪
に関する状況等　② R2 年度活動実績
の報告　③委員長交代に伴う新旧委員
長の挨拶　④ R3 年度活動計画の説明
⑤ロータリ分科会からの報告：ロータ
リ除雪車の安全性向上活動の進捗状況
の報告　

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：3 月 10 日（水）（会議室，web
並行開催）
出席者：樗沢淳一委員長ほか 17 名

（2021 年 3 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
議　題：①コマツの技術プレゼン：安全
で生産性の高いスマートでクリーンな
｢未来の現場｣を実現するソリューショ
ンサービス　②各社トピックス：㈱技
研製作所 会社紹介と圧入工法の特殊
技術の紹介　③ R3 年度活動計画に関
する討議

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：3 月 18 日（木）（会議室，web
並行開催）
出席者：山口達也委員長ほか会場参加者
22 名，web 参加 46 名
議　題：①委員長挨拶　② R2 年度活動
経過報告と R3 年度活動計画説明　　
③最新情報化技術の現場適応及び施工
機器情報に関する発表　（6件）　④建
設機械施工に係る安全対策の向上に関
する発表（4 件）　⑤標準部から：
ISO/TC195 活動状況の報告

■原動機技術委員会
月　日：3月 25日（木）（web会議で開催）
出席者：工藤睦也委員長ほか 20 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… ｢建設施工の
地球温暖化対策検討分科会｣ 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
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　⑤その
他…オフロード法技術検討委員会の報
告，R3年度活動計画について

■情報化機器技術委員会　
月　日：3月 26日（金）（web会議で開催）
出席者：白塚敬三委員長ほか 5名
議　題：①建機の遠隔操作の通信方式に
関する討議　②合同部会（2/25（木））
の内容の共有　③規制 ･規格の最新情
報の共有　④ R2 年度活動報告に関す
る討議　

標　準　部　会

■令和 2年度下期標準化会議
月　日：3月 2日（火）
出席者：正田明平（コマツ）部会長ほか
12 名（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：① ISO/TC 127 土工機械委員会
活動報告　② ISO/TC 195 建設用機械
及び装置委員会活動報告　③ ISO/TC 
214 昇降式作業台委員会活動報告　　
④国内標準委員会活動報告　⑤令和 2
年度標準部会事業報告　⑥令和 3年度
標準部会事業計画　⑦その他

■ ISO/TC 127/CAG 議長諮問グループ国
際バーチャル会議
月　日：3月 2日（火）夜
出席者：正田明平（コマツ）部会長ほか
日本からは 2名，全出席者数は未確認
（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：①審議中の案件の問題点　②新
業務案件の候補　③次回総会　④その
他

■ 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：3月 3日（水）夜
出席者：形見昌昭（㈱技研製作所）委員
ほか 17 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①WD 11886 コメント審議（続
き）・日本コメント説明　②今後のWeb
会議日程（4月 1日，2日）

■ ISO/TC 127/SC 3/JWG 16（ISO/PWI 

23870 移動体セキュア高速データ通信）
国際バーチャルWG会議
月　日：3月 3日（水），4日（木）夜 
出席者：正田明平部会長（コマツ）ほか
日本からは 7 名，全出席者数 24 名
（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：①各種高速（通信）バスへの取
組　②セキュリティに関する説明

■ 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：3月 4日（木）夜
出席者：片桐顕（日立建機）委員ほか
14 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：① CD投票結果の審議（続き）
②今後のWeb 会議日程（4月 6日）

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 13（ISO/TR 

6750-2 改正）国際バーチャルWG会議
月　日：3月 8日（月）夜 
出席者：日本からは 2 名，全出席者数
10 名（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：① CDTR 6750-2 投票結果及び
各国意見対応並びに今後の進展（発行
準備）　②次回会合

■ ISO/TC 127/SC 2/WG 24（ISO/DIS 

19014-2）国際バーチャルWG会議
月　日：3月 8日（月），10 日（水），15
日（月），16 日（火），22 日（月），25
日（木）夜
出席者：日本からは田中昌也委員（コマ
ツ）ほか日本から 6名前後，全出席者
数 28 名前後（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
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議　題：DIS 19014-2 第 2 部：機械制御
系の安全関連部品のハードウェア及び
構成の設計及び評価 の投票時各国意
見，特に油圧制御系の機能安全に関す
る検討

■ ISO/TC 82/SC 8/JWG 2（ISO/AWI 23725

自動運搬のフリートマネージメントシス
テムのインターフェース）国際バーチャ
ルWG会議
月　日：3月 10 日（水）朝
出席者：日本からは岡ゆかり委員（コマ
ツ）ほか日本から 4名前後，全出席者
数 21 名前後（Web 参加）

場　所：Web 上（Zoom）
議　題：新業務提案時各国意見検討

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 5（ISO/TS 15143-4

施工現場地形データ 技術内容整合）国
際バーチャル チーム会議
月　日：3月 10日（水），12日（金），24
日（水），26 日（金）
出席者：日本からは山本茂コンビナー
（コマツ）ほか日本から 4名前後，全
出席者数 14 名前後（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：WG傘下の各特設チームの技術
的検討内容の ISO/TS 15143-4 案文へ
の盛り込みに関して：①全般的なAPI
の統一化　②ユーザーストリー（によ
る説明）の追加　③用語及び定義の見
直し　④適用範囲の図の見直し　⑤参
照文書の引用（Kantara の UMAに関
する文書及びRTCM文書）　⑥TS文
書作成に使用する環境（MARKDOWN）
及びWG全体での検討

■ ISO/TC 82/SC 8/JWG 3（ISO/PWI 3502

高度自動・自律運転の参照枠組み及び構
成）国際バーチャルWG会議
月　日：3月 17 日（水）朝
出席者：日本からは岡ゆかり委員（コマ
ツ）ほか日本から 3名前後，全出席者
数 21 名前後（Web 参加）

場　所：Web 上（Zoom）
議　題：ISO/PWi 3502 についての全般
的な概要説明

■ ISO/TC 127/WG 17（ISO/PWI 5757 二
次電池類）RESS国際バーチャルWG

会議
月　日：3月 18 日（木）朝
出席者：日本からは正田明平部会長（コ
マツ）ほか日本から 5名前後，全出席
者数 21 名前後（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：規格の適用範囲関連の事項に関
して説明

建設業部会

■建設業 ICT安全WG

月　日：3月 25 日（木）
出席者：副島幸也委員ほか 9名（内WEB
参加 6名）
議　題：①日建連との連携について（日
建連，JCMA合同）　②業界意見抽出
のためのアンケート案の協議（JCMA
委員）　③その他

■三役会
月　日：3月 25 日（木）
出席者：福田智之部会長ほか 7 名（内
WEB参加 1名）
議　題：①委員交代関係　② 3/16 運営
幹事会報告　③ ICT安全WG報告（同
日 13：30-15：00 開催分）　④ 2021 年
度企画検討（講演について）

■レンタル業部会
月　日：3月 11 日（木）（web 会議併用）
出席者：平部会長ほか 11 名
議　題：①部会長より挨拶　②コンプラ
イアンス分科会活動報告（レンタル業
としてのトラック輸送に係る運賃につ
いて）　③ R2 年度合同部会報告　　
④ R2 年度活動実績　⑤ R3 年度活動
計画　⑥各社の取組事項等について

■機関誌編集委員会
月　日：3月 4日（木）
出席者：見波潔委員長ほか 26 名
議　題：①令和 3 年 6 月号（第 856 号）
計画の審議・検討　②令和 3年 7月号
（第 857 号）素案の審議・検討　③令
和 3年 8月号（第 858 号）編集方針の
審議・検討　④令和 3年 3月号～令和
3年 5 月号（第 853 ～ 855 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

■技術部会
月　日：3月 2日（火）
場　所：北海道建設会館 8 階 A会議室
出席者：服部健作技術部会長ほか 15 名
内　容：①令和 2年度の事業報告につい

て　②令和 3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

■広報部会
月　日：3月 2日（火）
場　所：北海道建設会館 8階 A会議室
出席者：川﨑博巳広報部会長ほか 9名
内　容：①令和 2年度の事業報告につい
て　②令和 3年度の事業計画について
③その他…支部だよりNo.121 号の発
行について，支部講演会，建設工事等
見学会について 

■調査部会
月　日：3月 3日（水）
場　所：北海道建設会館 9 階中会議室
出席者：小松正明調査部会長ほか 10 名
内　容：①令和 2年度の事業報告につい
て　②令和 3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概
要等について

■北海道開発局との意見交換会　
月　日：3月 12 日（金）
場　所：札幌第 1合同庁舎 2 階講堂
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 28 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

■第 3回 企画部会（書面会議）
月　日：3月 4日（木） 
参加者：木村信悦企画部会長ほか 5名 
議　題：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②令和 3年度事業予算（案）
について　③令和 3 年度表彰候補者
（案）について　④その他 

■第 3回 支部運営委員会（Web会議）
月　日：3月 10 日（水） 
参加者：高橋弘支部長ほか 21 名 
議　題：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②令和 3年度事業予算（案）
について　③令和 3 年度表彰候補者
（案）について　④その他 

■第 3回 情報化施工技術委員会 幹事会
（Web会議）
月　日：3月 11 日（木） 
参加者：鈴木勇治情報化施工技術委員会
委員長ほか 12 名 
内　容：①令和 3年度の活動計画につい
て　② i-Construction（活用工事）セ
ミナーについて…講義内容，資料作成
分担，開催方法（Web 方式の検討），
開催日程 



102 建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

■第 3回道路除雪オペレータの手引等改
定委員会
月　日：3月 2日（火）
場　所：興和ビル 10F 大会議室
出席者：八橋義明雪氷部会長委員長ほか
改定委員 12 名
議　題：①二次案の改定内容について　
②まえがき，用語及び定義について　
③参考文献，委員会名簿について　　
④改定スケジュールについて

■令和 2年度 第 2回企画部会
月　日：3月 16 日（火）
場　所：興和ビル 10F 大会議室
出席者：穂苅正昭企画部長ほか 19 名
議　題：①令和 2年度事業報告（見込み）
及び決算報告（見込み）について　　
②令和 3年度事業計画（案）及び収支
予算（案）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北陸支部第 10 回通常総会に向けて
の計画　⑤あかしや通信No.39 の発行
について

■令和 2年度 第 2回運営委員会
月　日：3月 22 日（月）
場　所：新潟東映ホテル 1F 白鳥の間
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか運営委
員12名，支部監査役 2名，事務局 4名
議　題：①令和 3年度事業計画（案）及
び収支予算（案）について　②優良建
設機械運転員・整備員表彰（案）につ
いて　③北陸支部第 10 回通常総会に
向けての計画

■第 1回新潟県除雪オペレータ担い手確
保協議会
月　日：3月 26 日（金）
場　所：新潟県自治会館 301 会議室
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 1名
議　題：①担い手協議会の設立趣旨につ
いて　②担い手協議会の規約（案）に
ついて　③担い手協議会の概要につい
て　④意見交換会

■第 2回部会長・副部会長会議
月　日：3月 9日（火）
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桜華会館
議　題：①令和 2年度事業報告（案）　
②令和 2年度決算報告（概算）　③令
和 3年度事業計画（案）　④令和 3年
度収支予算（案）等

■第 3回運営委員会
月　日：3月 16 日（火）
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 22 名
議　題：①令和 2年度事業報告（案）　
②令和 2年度決算報告（概算）　③令
和 3年度事業計画（案）　④令和 3年
度収支予算（案）等

■企画部会
月　日：3月 23 日（火）
出席者：川西光照企画部会長ほか 5名
場　所：愛知県名古屋市中区中部建友会
会議室
議　題：令和 3年度総会についての打合
せ等

■企画部会
月　日：3月 9日（木）
場　所：関西支部　
出席者：村中浩昭企画部会員以下 4名
議　題：①令和 3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今後
の予定

■運営委員会
月　日：3月 11 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 24 名
議　題：①令和 3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 465

回）
月　日：3月 17 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」
審議　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」審議

■ 3月期運営委員会
月　日：3月 23 日（火）
場　所：書面会議
参加者：河合研至支部長ほか 38 名
議　事：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②令和 3年度収支予算（案）
について

■協賛事業「四国建設広報協議会」
月　日：3月 4日（木）
場　所：高松サンポート合同庁舎 103 中
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 24 団体・組織から 27 名が
出席。JCMA四国支部からは事務局
長がWeb で参加
内　容：①令和 3年度協議会役員（案）
について　②令和 2年度収支報告と監
査について　③建設フェア四国2021in
徳島について　④広報活動報告　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 合格発表
月　日：3月 9日（火）
場　所：支部事務局
対象者：試験地【高松市】分のみ
■共催事業「ドローン操作訓練」
月　日：3月 16 日（火）
場　所：国営讃岐まんのう公園（多目的
広場）
共催者：（一社）建設コンサルタンツ協
会 四国支部，（一社）四国クリエイト
協会，（一社）日本建設機械施工協会 
四国支部，（一社）日本補償コンサル
タント協会 四国支部，㈱建設マネジ
メント四国
参加者：共催団体から 7社 41 名，ドロー
ン 13 機，支部からは事務局長が参加
内　容：公園休園日を利用して，災害発
生時に迅速に対応するため，各社所有
のドローンを用いて訓練を実施

■ R2第 3回運営委員会
月　日：3月 23 日（火）
場　所：書面による会議
参加者：岡村未対支部長ほか 31 名
議　題：① R3 年度事業計画（案）につ
いて　② R3 年度予算書（案）につい
て　③ R3 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

■ i-Construction施工による九州支部生産
性向上推進会議
月　日：3月 9日（火）
場　所：㈱リファレンスはかた近代ビル
貸会議室 1F 106 会議室
出席者：鈴木幹事長ほか 15 名
議　題：①「i-Construction 施工による
生産性向上推進本部」の取組動向　　



103建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

② i-Construction 技術講習会について
（開催時期や場所，テキスト，受講証
明書，その他）　③オンラインの開催
について　④ JCMA講師認定資格に
ついて　⑤自治体からの要請による
ICT 関連の機器実演や講師派遣につ

いて　⑥その他
■第 3回運営委員会
月　日：3月 25 日（木）
場　所：（一社）日本建設機械施工協会
九州支部 会議室

出席者：松嶋支部長ほか 19 名（議長委

任書面提出者 17 名を含む）
議　題：①令和 3年度事業計画書（案）
に関する件　②令和 3年度収支予算書
（案）に関する件


