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機械部会

■トンネル機械技術委員会・幹事会
月　日：4月 7日（水）（web 会議で開催）
出席者：丸山修委員長ほか 9名
議　題：①総会（4/27（火）開催）の内
容について　②幹事以外の委員の活動
参加に関する討議　③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　④令和 3年度
技術講演会について　⑤日本建設機械
要覧（2022）編集作業について

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：4 月 14 日（水）（会議室，web
並行開催）

出席者：樗沢淳一委員長ほか 17 名
議　題：①ケミカルグラウド㈱の技術プ
レゼン：会社紹介と主力工法の紹介（地
盤改良，土壌浄化，基礎工事）　②各
社トピックス：前田建設工業㈱　大断
面トンネルにおける高速施工の紹介　
③日本建設機械要覧（2022）編集作業
について　④見学会について

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：4 月 15 日（木）（会議室，web
並行開催）

出席者：木下洋一委員長ほか 13 名
議　題：①前回の議事録確認　②技術発
表：KYB㈱「海外のミキサ車の紹介」
③今年度の活動計画についての討議　
④日本建設機械便覧 2022 年版の編集
作業について

■トラクタ技術委員会
月　日：4月 16 日（金）
出席者：椎名徹委員長ほか 8名（web会
議で開催）
議　題：①委員長交代で新旧委員長の挨
拶　②次期燃費基準の件：3/22（月）
開催の建設施工の地球温暖化対策検討
分科会の報告　③各社トピックス：日
立建機㈱…新型ホイールローダの商品
紹介　④建設機械の構造規格銘板に関
する討議　⑤日本建設機械要覧（2022）
編集作業について

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：4 月 21 日（水）（会議室，web
並行開催）

出席者：山口達也委員長ほか 9名

（2021 年 4 月 1 日～ 30 日）

行 事 一覧
議　題：①新任幹事の紹介と挨拶　②今
年度の活動計画の内容と役割分担の確
認，今後の進め方について　③現場・
工場見学会の計画　④上期総会の発表
内容と日程について討議　⑤日本建設
機械便覧 2022 年版の編集について

■ショベル技術委員会
月　日：4月23日（金）（web会議で開催）
出席者：西田利明委員長ほか 12 名
議　題：①次期燃費基準の件：3/22（月）
開催の建設施工の地球温暖化対策検討
分科会の報告　②小型ショベルクラス
（ミニショベル）の次期燃費基準の検
討　③日本建設機械要覧（2022）編集
作業について　④グリーンイノベー
ション基金事業に関する情報共有　　
⑤建設機械の構造規格銘板に関する討
議

■トンネル機械技術委員会・総会
月　日：4 月 27 日（火）（会議室，web
並行開催）
出席者：丸山修委員長ほか 24 名
議　題：① R2 年度活動報告　②小断面
トンネル工事における機械，設備調査
について：施工実績報告書の紹介，保
有機械・設備調査結果のまとめ状況の
説明　③今年度活動計画の説明　④技
術講演「施工技術総合研究所（CMI）
のトンネル技術分野の取組み，活動紹
介」CMI 安井部長

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：4月 1日（木）夜～2日（金）夜
出席者：形見昌昭（㈱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）・日本コメント説明　②今後の
Web 会議日程（5月 11 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：4月 6日（火）夜
出席者：小塚大輔（コマツ）委員ほか 14
名（Web参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①日本提案 2件に関するWG意
見照会結果の確認　②今後のスケ
ジュール（再意見照会の後，ISO中央
事務局へDIS 投票用案文を提出）

標　準　部　会

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 5- ISO/TS 

15143-4「施工現場地形データ」原案統
合特設チーム会合
月　日：4月 7日（水）
出席者：日本からは山本茂委員（コマツ）
ほか 5名，海外から 13 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：原案作成のための共同作業用手
段の検討

■ ISO/TC 127/SC 1/WG 6 ISO 11152「エ
ネルギー使用試験方法」国際WG会議
月　日：4月 7日（水）夜～8日（木）夜
出席者：正田明平（コマツ）プロジェク
トリーダーほか 16 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議題：①過去の議事録の確認　②米国
Kittle 氏によるフィールドでの燃費計
測に関する説明　③ N 100 文書WG
意見照会結果・コメント審議及び案文
修正　④今後のWeb 会議日程（7 月
13 日，15 日）

■ ISO/TC 214/WG 1「高所作業車」国際
WG会議
月　日：4月 8日（木）朝
出席者：日本からは事務局 1名，海外か
ら約 21 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：ISO/PWI 16368「高所作業車 -
設計，計算，安全要求事項及び試験方
法」改正案検討

■ ISO/TC 127/SC 2/WG 24「機能安全」
国際WG会議
月　日：4月 13 日（火）～ 15 日（木），
27 日（火）～ 29 日（木）
出席者：日本からは田中昌也委員（コマ
ツ）ほか 8 名，海外から 24 名（Web
参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：「非決定（論）的様相を含む機
械制御系の機能安全」予備業務提案の
ための検討

■ ISO/TC 127/SC 2/WG 30–ISO 6683 

「シートベルト及び取付部」国際WG会
議
月　日：4月 13 日（火）夜
出席者：日本からは小塚大介委員（コマ
ツ）ほか 6 名，海外から 10 名（Web
参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：ISO 6683「シートベルト及び取
付部」改正検討

■ ISO/TC 195/SC 1（コンクリート機械）
委員会
月　日：4月 15 日（木）
出席者：川上晃一（日工㈱）委員長ほか
18 名（Web 参加）
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場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：① 2021 年度 ISO/TC 195 委員
委嘱　②NP 19711-2 投票結果　③PWI 
5342  日 建連殿報告　④ PWI 6085 
NWIP 投票状況　⑤ FDIS 18650-1 投
票結果　⑥ 2021 年 TC 195 国際会議
予定　⑦ 2020 年度標準化会議 活動報
告

■ ISO/TC 127国際議長・委員会マネー
ジャー会議
月　日：4月 19 日（月）夜
出席者：日本からは正田明平部会長（コ
マツ）ほか 1名，海外から 5名（Web
参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①次回 ISO/TC 127 総会開催方
針　②各分科委員会などの活動状況概
要　③次回 ISO/TC 127/CAG 議長諮
問グループ会議開催検討

■ ISO/TC 23/SC 19/JWG 10「極低電圧電
機駆動」合同国際WG会議
月　日：4月 20日（火），21日（水）深夜
出席者：日本からは事務局 1名，海外か
ら約 16 名（Web 参加）

場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：ISO/DIS 23285「農業機械及び
トラクタ並びに土工機械の直流 32-75 
V 及び交流 21-50V で作動する電気及
び電子機能部品及び装置の安全」検討

■ JIS原案作成委員会（分科会）
月　日：4月 26 日（月）
出席者：栗本真司（日本車輌製造㈱）委
員長ほか 14 名（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：① JIS A 8509-2 改正案の概要
説明　②改正案に関する協議　③今後
の予定（次回分科会・本委員会の日程）

■ 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：4月 26 日（月）夜～ 28 日（水）
夜の 3日間
出席者：小倉公彦（JCMA標準部）ほ
か 15 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：① ISO/DIS 20500-1（続き）・
20500-2 コメント審議　②今後のWeb
会議日程（5 月 25 ～ 27 日，8 月 2 ～
4日，9月 21 ～ 23 日）

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 5- ISO/TS 

15143-4「施工現場地形データ」原案統
合特設チーム会合
月　日：4月 28 日（水）
出席者：日本からは正田明平部会長（コ
マツ）ほか 1名，海外から 8名（Web
参加）

場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：WG傘下の各特設チーム技術検
討結果を統合して原案作成のための検
討

建設業部会

■三役会
月　日：4月 21 日（水）
出席者：福田智之部会長ほか 7 名（内
WEB参加 1名）
議　題：①WG報告（4/23 開催予定ク
レーン案ン情報WGも含む）　② 2021
年度建設業部会委員 JCMA活動につ
いて　③その他

■三役会
月　日：4月 23 日（金）
出席者：久松栄一ほか 9名（内WEB参
加 2名）
議　題：①令和 3年度既存不適合機械尚
更新支援補助事業（トラッククレーン
過負荷防止装置・フルハーネス補助金）
について　②コマツ クイックカプラ
の拡販紹介　③委員提供事故事例紹介
（高所作業車，コンクリートポンプ車，
バックホー，タワークレーン，移動式
クレーン補，ミニクレーン，機械式駐
車場）　④テレハンドラーについて　
⑤次回改訂（2025 年）までの企画に
ついて　⑥インターネットからの 11
事例紹介　⑦その他

レンタル業部会

■コンプライアンス分科会
月　日：4月 6日（火）（web 会議併用）
出席者：中村分科会長ほか 14 名
議　題：①分科会長より挨拶　②レンタ
ル業としてのトラック輸送業における
運賃について　③各社からの報告事
項・情報交換

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：4月 7日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 28 名
議　題：①令和 3 年 7 月号（第 857 号）
計画の審議・検討　②令和 3年 8月号
（第 858 号）素案の審議・検討　③令
和 3年 9月号（第 859 号）編集方針の
審議・検討　④令和 3年 4月号～令和
3年 6 月号（第 854 ～ 856 号）進捗状
況報告・確認　※通常委員会及び
Zoomにて実施

■新工法調査分科会 WEB開催
月　日：4月 15 日（木）
出席者：石坂仁委員長ほか 3 名（内
WEB参加 2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

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 8日（木）
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：令和 3 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

■支部会計監査
月　日：4月 22 日（木）
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：令和 2年度支部事業及び決算書
の監査

■第 1回企画部会
月　日：4月 22 日（木）
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 12 名
内容：①令和 2年度事業報告（案）　　
②令和 2年度決算報告（案）　③令和
3年度事業計画　④令和 3年度収支予
算　⑤その他（第 1回運営委員会及び
第 10 回総会関係）

■第 1回運営委員会
月　日：4月 27 日（火）
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 23 名
内　容：①令和 2年度事業報告（案）承
認の件について　②令和 2年度決算報
告（案）承認の件について　③令和 3
年度事業計画に関する件について　　
④令和 3年度収支予算に関する件につ
いて　⑤役員の交代（案）に関する件
について　⑥その他（第 10 回総会関
係，感謝状贈呈者，優良運転者・整備
員表彰）

東北支部

■第 1回広報部会（書面会議）
月　日：4月 2日（金）
参加者：浅野公隆広報部会長ほか 6名
内　容：①「支部たより 181 号」の編集
計画について　②原稿執筆依頼につい

支部行事一覧
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て　③表紙写真について　④本部機関
誌「建設機械施工」令和 4 年 2 月号ず
いそう原稿執筆者について　⑤その他

■ EE東北’21「i-Construction体験広場」
第 1回出展者会議（Web会議）
月　日：4 月 8 日（木）
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員会

委員長ほか 14 名
内　容：①前年度の経緯（中止となった

EE 東北’2020 について）　②東北地方
整備局からの方針説明　③今後の予定
について

■情報化施工技術委員会 第 1回幹事会
（Web会議）
月　日：4 月 8 日（木）
出席者：鈴木勇治情報化施工技術委員会

委員長ほか 11 名
内　容：①令和 3 年度の取組予定　　　

② i-Construction（ICT 活用工事）セ
ミナーについて・講義内容・資料作成
担当・開催方法・日程

■ EE東北’21第 2回実行委員会作業部会
（Web会議）
月　日：4 月 15 日（木）
出席者：伊藤圭東北技術事務所副所長ほ

か 18 名
内　容：① EE 東北’21 経過報告　② EE

東北’21 コロナ対策　③その他
■企画部会（Web会議）

月　日：4 月 22 日（木）
参加者：木村信悦企画部会長ほか 5 名
議　題：第 1 回支部運営委員会ほかにつ

いて
内　容：①令和 2 年度事業報告（案）に

ついて　②令和 2 年度事業決算（案）
について　③役員の交代（案）につい
て　④第 10 回東北支部通常総会につ
いて

■令和 2年度支部監査
月　日：4 月 22 日（木）
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：令和 2 年度の事業及び決算の監

査全般
■建設業への担い手支援に関する宮城県と
の打合せ
月　日：4 月 26 日（月）
参加者：鈴木勇治情報化施工技術委員会

委員長ほか 2 名
議　題：令和 3 年度みやぎクラフトマン

21 事業の進め方
内　容：①対象とする宮城県内高等学校

について　②対象とする学年と実施内
容について　③実施時期について

■ EE東北’21第 2回実行委員会（Web会
議）
月　日：4 月 26 日（月）
出席者：角湯克典東北地方整備局企画部

長ほか 31 名
内　容：① EE 東北’21 経過報告　② EE

東北’21 コロナ対策　③その他
■第 1回支部運営委員会（Web会議）

月　日：4 月 27 日（火）
参加者：高橋弘支部長ほか 29 名
内　容：①令和 2 年度事業報告（案）に

ついて　②令和 2 年度事業決算（案）
について　③役員の改選について　　
④第 10 回東北支部通常総会について

北陸支部
■令和 2年度北陸支部 支部監査

月　日：4 月 22 日（木）
場　所：北陸支部事務室
出席者：本間久雄，中川明彦支部監査
議　題：①業務監査（支部業務全般にわ

たる適正，適法性の監査）　②会計監
査（貸借対照表，正味財産増減計算書，
財産目録の適正・適法性の監査）

■令和 3年度 第 1回企画部会
月　日：4 月 23 日（金）
場　所：書面表決
議　題：①令和 2 年度業務報告書につい

て　②令和 2 年度決算書について

中部支部

■令和 3年度木曽三川連合総合水防演習・
広域連携防災訓練連絡調整会議
月　日：4 月 14 日（水）
場　所：WEB 会議
参加者：永江豊事務局長
内　容：5 月 23 日（日）演習本番に向

けての第 4 回調整会議
■支部会計監査

月　日：4 月 27 日（火）
監査役：中川義治氏，岡智明氏
内　容：令和 2 年度業務及び会計監査

関西支部

■建設用電気設備特別専門委員会（第466回）
月　日：4 月 13 日（火）
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

■支部監査
月　日：4 月 19 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：令和 2 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 20 日（火）
場　所：WEB 会議
出席者：村中浩昭企画部会長以下 4 名
議　題：①令和 2 年度事業報告（案）及

び決算報告（案）の件　②優良建設機
械運転員等表彰の件　③令和 3 年度会
長表彰の件　④会員の推移　⑤運営委
員会及び総会開催方法の変更について
⑥提案書

■運営委員会
月　日：4 月 28 日（水）
場　所：書面会議　
出席者：深川良一支部長以下 31 名
議　題：①令和 2 年度事業報告（案）及

び決算報告（案）の件　②優良建設機
械運転員等表彰の件　③令和 3 年度会
長表彰の件

中国支部

■第 1回部会長会議
月　日：4 月 5 日（月）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：塩形幸雄企画部会長ほか 9 名
議　題：①運営委員会（春季）について

②第 10 回通常総会について　③その
他懸案事項

■支部会計監査
月　日：4 月 20 日（火）
場　所：中国支部事務室
出席者：髙倉寅喜支部監査役ほか 2 名
内　容：令和 2 年度業務及び決算報告に

ついて関係書類に基づく監査の実施
■春季運営委員会

月　日：4 月 23 日（金）
場　所：書面会議
参加者：河合研至支部長ほか 35 名
議　題：①令和 2 年度事業報告の件　 

②令和 2 年度決算報告の件　③令和 2
年度監査報告の件　④令和 3 年度建設
の機械化施工優良技術者表彰の件

四国支部

■ R3第 1回（春季）[企画・施工・技術 ]

合同部会幹事会
月　日：4 月 21 日（水）
場　所：書面による会議
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出席者：宮本正司企画部会長ほか 24 名
内　容：① R2 事業報告（案）について

② R2 決算報告（案）について　③ R3
事業計画について　④ R3 予算書につ
いて　⑤ R3 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

■ R2四国支部会計及び業務監査
月　日：4 月 23 日（金）
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

■令和 3年度 i-Construction施工による九
州支部生産性向上推進会議 第 1回幹事会
月　日：4 月 19 日（月）
場　所：リファレンス駅東ビル会議室 3

階 H-7
出席者：鈴木勇治幹事長ほか 12 名
議　題：①令和 3 年度 i-Construction セ

ミナーの実施方針について　②セミ

ナー開催方法について　③自治体独自
の講習会開催の協力要請について

■支部監査
月　日：4 月 21 日（水）
場　所：九州支部 会議室
出席者：支部監査役 2 名
議　題：令和 2 年度会計及び業務監査
■企画委員会

月　日：4 月 21 日（水）
場　所：九州支部 会議室
出席者：原尻克己企画委員長ほか 10 名
議　題：① R2 年度第 3 回運営委員会の

開催報告　②令和 3 年度支部総会につ
いて　③ i-Construction 推進会議幹事
会の報告　④その他




