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本部長会議報告（斉藤本部長）

平成23年度　第 2回本部長会議報告

日 　 時：平成 23年 9月 27日（火）
	 	 13：30～ 17：15
場 　 所：日本技術士会　葺手第二ビル 5階
出 席 者：	（統括本部）内村会長、清水・小林・末

利各副会長、高木専務理事、西村・横
山常務理事

	 	 	（本部長）斉藤（北海道）、吉川（東北）、
辻（中部）、近藤（中国）、加賀（四国）、
甲斐（九州）、大谷（北陸）、福岡（近畿）

議 　 長：福岡　近畿本部長

1．内村会長挨拶
　第 38回全国大会が開催された。関東地域の支部
が年内にも誕生する。最近、中国や韓国との人材交
流が促進されている。

2．統括本部報告
　1）事務局（高木専務・西村常務）
　　→	平成 23年度技術士第二次試験筆記試験受験

結果について
　　　　受験者数 26 ,690 名受験率 77 .9％
　　　　昨年より 1 ,172 名減
　　→	平成 23年度技術士第一次試験受験申し込み

状況について
　　　　	受験申込者 22 ,745 名、昨年より 4 ,500

名減
　2）広報委員会　西村常務
　　→	フジサンケイビジネスアイへの積極的な投

稿、月間『技術士』へ巻頭言寄稿依頼
　3）防災支援委員会
　　→	第 2回東日本大震災復興支援報告会を 11月

15日学士会館で開催
　4）企画委員会

　　→	会員拡大のチラシを作ったので、非会員に周
知するよう願いたい

　5）地域本部理事懇談会
　　→地域本部における支部設置状況報告
　6）総務委員会
　　→地域組織の設置運営に関する規則検討状況
　7）広報戦略特別委員会
　　→理系大学等への広報活動について
　　　	北海道本部では、高専との協力協定に対し、

JABEE 支援については、教員への理解も深
まるのではないかとの期待がある（斉藤本部
長）

3．地域本部報告
　・北海道本部（斉藤本部長）
　　→	北海道内 4東高専と（独）寒地土木研究所と

の連携協力協定を年内に締結する
　　→	技術士試験の試験監督業務の改善提案
　・東北本部（吉川本部長）
　　→東北 6県の支部設立状況報告
　・北陸本部（大谷本部長）
　　→北東 3地域本部交流研修会報告
　・中部本部（辻本部長）
　　→県支部当面設置予定なし
　・中国本部（近藤本部長）
　　→広島県災害復興支援士業連絡会へ参加
　・四国本部（加賀本部長）
　　→会員拡大目標 400名、現在 348名
　・九州本部（甲斐本部長）
　　→	第 17回西日本技術士研究業績発表年次大会

開催報告
　・近畿本部（福岡本部長）
　　→第 39回技術士全国大会（大阪）開催報告

平成 23年度　第 3回本部長会議報告

日 　 時：平成 23年 12月 1日（木）

総 括 本 部 報 告
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	 	 13：30～ 17：00
場 　 所：日本技術士会　葺手第二ビル 5階
出 席 者：	（統括本部）内村会長、清水・小林・末

利各副会長、高木専務理事、西村・横
山常務理事

	 	 	（本部長）斉藤（北海道）、吉川（東北）、
辻（中部）、近藤（中国）、加賀（四国）、
甲斐（九州）、大谷（北陸）、福岡（近畿）

議 長：近藤中国本部長

1．内村会長挨拶
　関東甲信地域の支部が続々誕生する。
　今後、準備が整ったところから逐次設置したい。

2．統括本部報告
　1）事務局（高木専務・西村・横山常務）
　　→	平成 23年度技術士第二次試験筆記試験受験

結果について
　　　JABEE 合格者 45名
　　→	総務省から検査検定、資格認定に係る利用者

の負担軽減のための勧告があった
　　→地域本部管轄化の支部の設置について
　2）総務委員会
　　→関東甲信地域の支部設置状況について
　　→	地域組織の設置運営に関する規則等の変更状

況について
　3）企画委員会
　　→	平成 24年度事業計画・終始予算策定につい

て
　4）広報委員会
　　→CPD行事内容のWEB掲載状況について

3．地域本部報告
　・北海道本部（斉藤本部長）
　　→	北海道内 4東高専と（独）寒地土木研究所と

の連携協力協定を 11月締結完了
　　→	第 31 回地域産学官と技術士との合同セミ

ナー開催報告
　・東北本部（吉川本部長）
　　→東北 6県の県支部設立進捗状況報告

　・北陸本部（大谷本部長）
　　→防災委員会の取り組みについて
　・中部本部（辻本部長）
　　→域産学官と技術士との合同セミナーについて
　・近畿本部（福岡本部長）
　　→ 	2011 日中科学技術シンポジュームについ

て
　・四国本部（加賀本部長）
　　→第 4回地域本部長会議開催について
　　　平成 24年 3月 23日高知市にて開催
　・九州本部（甲斐本部長）
　　→	総合技術監理試験を 1～ 19部門と同一試験

日とすることについて
　・中国本部（近藤本部長）
　　→	会員サービスの地域格差解消のためのWEB

中継の活用について

4．その他
　次回本部長会議は、3月 23日（金）高知市

理事会報告（能登理事）

平成23年度　第 4回

日 時：平成 23年 11月 10日（木）
　　　　　　13：00～ 16：30
場 所：葺手第 2ビル 5 F会議室
議 題：（主なもの）

【審議事項】
1．神奈川県支部長の選出
　　→	前回理事会で設置が承認された神奈川県支部

の幹事選挙の結果を受けて、理事会において
支部長を選出した。

2．埼玉県、長野県及び山梨県支部の設置について
　　→原案通り、設置が認められた。

3．地域組織の設置運営に関する規則の変更について
　　→	継続検討になっていた第 10条（役員の責務）
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の最終案が提示され、承認された。また、第
16条（個別規則の制定）、付則の追加案につ
いて、原案通り了承された。

4．会員の入会等
　　→	事務局から、平成 23年 9月末現在、正会員

14 ,110 名、準会員 3 ,615 名、賛助会員
164社であるとの報告があった。

【報告事項】
1．�平成 24 年度事業計画・収支予算策定にあたっ
ての基本方針

　　→企画委員会より説明があった。

2．平成24年度技術士第二次試験（筆記試験）の結果
　　→	総監部門を除く 20部門で 22 ,967 名（うち

JABEE 課程修了者 512名）の受験者があり、
4 ,093 名の合格者（JABEE 課程修了者 45
名）、総監部門で 3 ,719 名の受験者、654
名の合格者があった旨報告があった。

3．平成 23年度技術士第一次試験実施状況（速報）
　　→ 	22 ,745 名の申込があり、18 ,400 名の受

験者との報告があった。昨年度より 4 ,500
名の減となっている。

4．東日本大震災復興支援に向けた取組について
　　→	防災会議よりこれまでの活動経過について、

報告があった。

5．第 41回日韓技術士会議報告
　　→	日韓技術士会議実行委員会より報告があっ

た。

6．常設委員会報告
　　→各委員会から活動報告があった。




