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本 部 報 告

支部長会議報告（斉藤支部長）

平成22年度　第 1回支部長会議報告

日 時： 平成 22年 6月 16日（水）
 13：00～ 17：00
場 所： 葺出第二ビル 5階会議室
出 席 者：  （本部）高橋会長、山崎副会長、内村

副会長、末利副会長、高木専務理事、
西村常務理事

  （支部長）斉藤、吉川、中山、辻、福岡、
近藤、鎌田、甲斐、加賀四国副支部長、
江崎九州総務副委員長（記録）

議 　 長： 甲斐九州支部長

1．会長挨拶
　四国支部の発足と北陸支部 40周年祝賀会参加に
ついてのお礼他

2．本部報告及び確認事項［主要議題］
（1）慶弔規則の変更決定
（2）平成 22年度技術士 2次試験受験状況について

受験者 36432名昨年比＋ 1818
（3）WEB会議システムの導入について
（4）研修委員会報告
平成 21 年度 CPD 監査報告 97 名中 36 名不適　
⇒ガイドブック改定へ
（5） 平成 23年度技術士全国大会（創立 60周年記念

東京大会）
　　・大会テーマ「地球再生へのメッセージ」
　　・開催日：平成 23年 8月 26日（金）
　　・場所：経団連会館（大手町）
（6）次回第 3回支部長会議日程

平成 22年 9月 2日（木）

3．支部報告［主要議題］
（1）北海道支部（斉藤）

　　 　支部定期総会で協賛会員の「会友」への移行に
ついて承認される

（2）東北支部（吉川）
　　・ 平成 22年 9月 15日～ 26日 APEC 高級事

務レベル会議開催（仙台市）
　　・ 地域産学官セミナー（平成 22 年 10 月 22

日（金）13時～ 17時開催
　　 　場所：秋田市民交流プラザ
　　・ 北東 3支部技術士交流研修会開催
　　 　予定場所：盛岡市予定
（3）北陸支部（中山）
　　・ 北陸支部 40周年祝賀会出席お礼
　　・ 地域産学官セミナー開催予定
　　 　11月 16日　於金沢市
（4）中部支部（辻）
　　・  第 37回技術士全国大会案内
　　　 平成22年9月24日～26日三重県四日市市
　　　 場所：じばさん三重
（5）近畿支部（福岡）
　　・ JABEE 認定校支援体制について
（6）中国支部（近藤）
　　・ 中国支部設立総会報告
（7）四国支部（鎌田）
　　・ 四国支部設立総会報告
（8）九州支部（甲斐）
　　・ 第 30回地域産学官セミナー
　　　 日時：平成 22年 10月 23日（土）10：00
　　　 場所：福岡商工会議所

平成 22年度　第 2回支部長会議報告

日 　 時： 平成 22年 9月 2日（木）
 13：30～ 17：00
場 　 所： 葺出第二ビル 5階会議室
出 席 者：  （本部）高橋会長、山崎副会長、末利

副会長、内村副会長、高木専務理事、
西村常務理事、横山常務理事
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  （支部長）斉藤、吉川、中山、辻、福岡、
近藤、甲斐、加賀副支部長（四国支部
長代理）

議 　 長： 斉藤北海道支部長

★ここからWEB会議開始
1．会長挨拶
　WEB会議の試行について他
★議長、WEB会議各支部担当者紹介

2．本部報告及び確認事項［主要議題］
（1）事務局
　　・ 平成 22年度第 2回理事会報告
　　・ 本会の外務大臣表彰について
　　・ 支部長・部会長・常設 or 実行委員会委員長

の定年制導入について⇒否決
　　・ 平成 22年度技術士 2次試験受験状況
　　・ 平成 22年度技術士 1次試験申込状況
（2）広報委員会報告
　　・ HP からのCPD講演視聴方法について
（3）社会貢献委員会報告
　　・ 司法支援活動への技術士の支援
（4）その他
　　・ 支部担当者研修会開催について
　　・ 次々回、支部長会議開催日程等
　　　 3 月 24日（木）葺手ビル 5 F
　　　 担当：北陸支部　⇒　確定

★WEB会議終了⇒各支部担当者
総評及報告

3．本部議事
（1）地域組織に関する検討中間報告
4．支部報告［主要議題］
（1）東北支部（吉川）
　　・ 北東 3支部技術交流研修会
　　　 平成 22年 11月 12・13日（金・土）
　　　 盛岡市　プラザ「おでってホール」
　　・地方開催支部長会議
　　　平成 22年 12月 10日（金）

　　　青森県蔦温泉
（2）北陸支部（中山）
　　　特になし
（3）中部支部（辻）
　　・ 第 37回技術士全国大会詳細
　　　第 37回技術士全国大会の準備状況について
（4）近畿支部（福岡）
　　・ 第 16回西日本技術士研究・業績発表
　　　年次大会の実施について他
（5）中国支部（近藤）
　　・ 第 40回日韓技術士会議について
（6）四国支部（加賀）
　　・ 四国支部現状報告
（7）九州支部（甲斐）
　　・ 技術士試験合格祝賀会の見直し
　　　○○年度合格者研修会にしたらどうか
（8）北海道支部（斉藤）
　　・ 支部現状報告（会員増強策について）

理事会報告（能登理事）

平成22年度　第 2回

日 　 時： 平成 22年 7月 15日（木）
 13：00～ 17：00
場 　 所： 葺手第 2ビル 5 F会議室
議 　 題： （主なもの）

【審議事項】
①事業受託における本会の基本方針
　⇨ 本会が直接事業受託をする際に、本会が公益法
人であることを踏まえ基本方針を定めるもので
あるが、技術士活用促進事業推進の面から、文
言追加など再検討することとした。

②委員会委員の異動
　⇨ 原案通り了承された。

［報告事項］
①本会の外務大臣表彰受賞
 　⇨ 本会の 40年にわたる日韓技術協力の促進が評
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価され、受賞した旨報告があった。
②平成 22年度技術士第二次試験受験申し込み状況
 　⇨ 技術士第二次試験に36 ,423名（前年比1 ,818
名増）の申し込みがあったとの報告があった。

③提出発議書に関わる各理事見解の集約結果
 　⇨ 支部長、部会長、委員会委員の定年制に関わる
発議書に対し、各理事の見解を集約した結果、
本件の検討を行わないことにした旨、報告が
あった。

④総会委任状の様式検討状況
 　⇨ 委任状方式と書面表決方式の選択が可能な様式
の検討をしている旨、報告があった。

⑤地域組織に関する検討状況（中間報告）
 　⇨ 関東甲信越地域での地域組織設置に関する検討
状況について報告があった。

⑥技術士倫理要綱検討状況
 　⇨ 検討中の技術士倫理要綱の概要と今後の検討の
進め方について報告があった。

⑦防災支援委員会における事業継続計画（中間報告）
 　⇨ 大規模災害発生時の事業継続計画が報告され
た。

⑧支部長の異動
 　⇨ 中国支部長に近藤英樹氏、四国支部長に鎌田文
明氏が就任したことの報告があった。

 ⑨会員等の入退会状況
 　⇨ 事務局から、平成 22 年 5 月末現在、会員
13 ,745名、準会員A12名、準会員B3 ,631名、
賛助会員 168社であるとの報告があった。

平成 22年度　第 3回

開 催 日 時： 平成 22年 9月 16日（木）
 13：00～ 16：00
場 　 所： 葺手第 2ビル 5 F会議室
議 　 題： （主なもの）

【審議事項】
① 技術士活用促進活動及び業務受託に関わる基本方
針

 　⇨ 一部文言を修正し、成案とすることとした。

②提出発議書（理事選挙制度）について
 　⇨ 複数の理事及び部会長名で理事選挙制度の 1
票格差の是正について発議があり、現行の当選
得票数「50票以上」を「200票以上」に引き上げ
てはどうかとの提案があったが、各種意見が輻
輳し、次回理事会で検討することとした。

③「技術士CPD監査規則」の変更
 　⇨  CPD の監査体制について、研修委員会に「監
査チーム」を設置することとし、規則を変更す
ることとした。

［報告事項］
 ① 平成 23年度事業計画・予算策定にあたっての基
本方針
 　⇨ 企画委員会より平成 23年度の事業計画・予算
策定に際しての基本計画の説明があった。

② 平成 22年度技術士第二次試験筆記試験受験結果
（速報）
 　⇨ 総監を除く 20 部門で 24 ,355 名、総監部門
で 3 ,570 名の受験者数であり、いずれも昨年
を上回っている、また JABEE 資格者も 332
名の受験があったとの報告があった。

③「常設委員会委員の定年制度」の発議書
 　⇨ 次回理事会で検討することとした。
④地域組織検討状況（中間報告）
 　⇨ 標記に関し、地域組織設置に関わる骨子につい
て説明があった。

⑤技術士倫理要綱改訂（中間報告）
 　⇨ 改訂技術士倫理綱領（案）について報告があっ
た。

⑥会員等の入退会状況
 　⇨ 事務局から、平成 22 年 7 月末現在、会員
13 ,819名、準会員A12名、準会員B3 ,625名、
賛助会員 168社であるとの報告があった。

⑦常設委員会等報告
 　⇨ 各委員会から活動状況の報告があった。


