名 称

2020 年度 第 20-5 回 中国本部役員会 議事録(案)

開催日時

2021 年 2 月 20 日（土）19:00～21:30

議事録

2021 年 2 月 23 日

開催場所

日本技術士会中国本部事務局

作

作成者：山本 和宏

役員の出欠

成

◎大田一夫 ◎伊藤 徹 ◎渡部 修 ◎木口誠二 －外山涼一 ◎住居孝紀

□：出席

□乗安直人 □上田昭彦 ◎福田直三 ◎岡村幸壽 ◎大江清登 □山本和宏

◎：Web 出席

◎河野 徹 □中田圭吾 ◎長原基司 ◎青原啓詞 △小田宗孝 ◎三角春樹

△：委任

△中島泰孝 ◎川端 誠 ◎若岡信利 ◎峯岡静彦 ◎桧垣光次 ◎北浦直子

■：欠席

△平尾繁和 ◎田中秀典 ◎田邉信男 ◎河内義文 ◎鈴木正範 ◎今井田敏宏
オブザーバー ◎木佐幸佳 ◎焼本数利
役員総数 29 名 出席者 4 名 Web 出席者 22 名 委任状 3 名 欠席者 0 名
合計 29 名で役員会は成立

議 題

１． 中国本部役員会議事録（第20-4回）の確認
２． 理事会・本部長会議・全国事務局長会議・総務委員会報告
３．2021年度 中国本部/岡山・山口・鳥取支部 事業計画
４．中国本部・県支部役員改選について
５．中国本部規則について
６．Web配信を活用したCPD活動の推進について
７．技術士制度改革検討経過と対応について
８．会長表彰について
９．県支部活動報告
１０．委員会・部会・研究会活動報告
１１．その他
中国本部技術士試験普及・啓発に関する会議
１．大学・高専・企業等への技術士試験制度の説明会開催について

配布資料

資料 1 第 20-4 回中国本部役員会議事録(案)
資料 2.1 理事会報告（1/7）
資料 2.1 本部長会議（2/18）～当日配付～
資料 2.2 全国事務局長会議（2/9）
資料 2.3 総務委員会報告（12/1）
資料 3 事業計画（中国本部）
資料 4.1 中国本部 役員名簿（案）
資料 4.2 岡山県支部 役員名簿（案）
資料 4.3 鳥取県支部 役員名簿（案）
資料 4.4 山口県支部 役員名簿（案）
資料 4.5 中国本部 委員会・部会・研究会名簿 ～倫理
資料 4.6 活用促進委員会 名簿（案）
資料 4.7 機械/船舶・海洋/航空・宇宙部会 名簿（案）
資料 4.8 化学/繊維/金属部会 名簿（案）
資料 5.1 中国本部 諸規定類体系
資料 5.2 中国本部の運営における個別事項に関する手引き
資料 5.3 中国本部建設部会運営細目
資料 5.4 委員会委員及び部会幹事の定数の変更について
資料 6 Web 配信を活用した CPD 活動の推進について
資料 7 技術士制度改革検討経過と対応について（案）
資料 8 会長表彰候補者
資料 9 県支部活動報告（鳥取，山口）
資料 10.1 2020 年度中国本部関連の行事開催実績・予定
資料 10.2 委員会活動報告（防災，広報，活用促進）
資料 10.3 部会活動報告（建設，環境）
資料 11 会員の入退会等一覧
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議 事

はじめに
今回は夜間開催のため，本部長挨拶を省略し議事に入った。
１．中国本部役員会議事録（第 20-4 回）の確認：長原幹事
1）特に意見なし
2）各自で確認し，異議があれば 1 週間以内に連絡すること
２．理事会・本部長会議・全国事務局長会議・総務委員会報告
２-1

理事会報告：木口理事（2021/1/7）

（審議事項）
1）倫理綱領関係規定の改定について，ワーキンググループを設置し，改定作業
に移行する運びとなった。
2）若手世代正会員の入会促進等を目的とする年会費減免が実施されることとな
った。
・20 代および 30 代 年会費 \10,000
・40 代

年会費 \15,000

・50 代および 60 代 年会費 \20,000（現行どおり）
・70 代以上

年会費 \18,000

・支払方法について，銀行口座引落かつ年 1 回請求を対象とする。
・実施時期については，2021 年度年会費請求分からとする。
3）中国本部の役員定数 30 名を 35 名に変更することが承認された。
4）本会ウェブページに記載する記事の取り扱いについて，
「ウェブページ掲載の
手引き」が廃止され，新たに「ウェブサイトの掲載内容等に関する規則」とし
て規定化された。
5）常勤理事のボーナスについて，民間支給割合との均衡を図るため，4.50 を 4.45
月分/年に引き下げられることとなった。
（報告事項）
1）今後の技術士 CPD 活動の推進検討状況について報告がなされたものの，慎重
を期する意見が多く出された。
2）そのほか資料による報告がなされた。
２-２

本部長会議報告：大田本部長（2021/2/18）

1）オンライン個別配信の料金水準について，統括本部に対し参加費の減額の検
討を要望した。
2）
「オンライン」に関する表現について，統一化を要望した。
3）上記について，中国本部としては「オンライン」に表現を統一する。
２-３

全国事務局長会議報告：乗安事務局長（2021/2/9）

今後の技術士 CPD 実施システムについて，資料のとおり，意見交換を行った。
２-４

総務委員会報告：上田企画総務委員長（2020/12/1）

1）
「令和 2 年度 第 2 回 WEB 防災講演会」の共催について報告した。
2）次回総務委員会（2/16）において，倫理委員会新設に伴う「中国本部の運営
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における個別事項に関する手引き」の変更，宇部高専との協定を付議する予定。
３．2021 年度 中国本部/岡山・山口・鳥取支部 事業計画：岡村事業委員長
岡村事業委員長により 2021 年度事業計画について説明がなされた。
４．中国本部・県支部役員改選について
1）中国本部および県支部役員候補者選出立候補者名簿（案）が提示され，名簿
のとおり承認された。
2）最新の委員，部会幹事の名簿が提示され，変更が承認された。
3）2021 年度の委員，部会幹事については，中国本部第 21-1 回役員会までに調
整することとされた。
５．中国本部規則について
1）倫理委員会の設立に伴い，
「中国本部の運営における個別事項に関する手引き」
の変更が承認された。この件は，第 10 回総務委員会（2021/2/26）に付議され，
2021 年 4 月 17 日（中国本部第 21-1 回役員会）から施行される予定である。
2）
「中国本部建設部会運営細目」が承認され，中国本部諸規定体系に追加された。
3）
「委員会委員及び部会幹事の定数の変更について」の廃止が承認された。
６．Web 配信を活用した CPD 活動の推進について：乗安事務局長
乗安事務局長により，会員認証システムを用いた申込等の自動化・省力化，Web
配信個人視聴のセキュリティ確保と有料化等について説明がなされた。
７．技術士制度改革検討経過と対応について：乗安事務局長
1）技術士制度改革に向けた検討の方向性として，IPD ガイドライン・CPD ガイド
ラインの策定，若手優秀技術者の参入促進等について説明がなされた。
2）中国本部の基本的取組みとして，会員・すべての技術士に更新制のための CPD
受講の勧め，大学・高専との連携協力協定の締結による IPD として技術士一次
試験受験の支援が提案された。
８．会長表彰について：上田企画総務委員長
会長表彰（第 2 号）候補者（中国本部枠）として，下記を推薦することが承認
された。
・河野徹（33.0点）
・小田宗孝（25.0点）
・池末二朗（22.0点）
・中島泰孝（21.5点）
９．県支部活動報告：県支部長
各県支部長より活動報告がなされた。
１０．委員会・部会・研究会活動報告
1）三角青年技術士交流委員会副委員長より，非会員向けの活動に関する報告が
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なされた。これについて，大田本部長より会員勧誘に資するとの見解が示され
た。
2）中田広報委員長より，中国本部会報 No.22 発行のスケジュールが示された。
・発行予定日：2021年9月1日
・原稿募集依頼日：2021年4月20日
・原稿締切日：2021年6月15日
【中国本部技術士試験普及・啓発に関する会議】
1）住居支部長より，宇部工業高等専門学校と中国本部山口県支部との連携協定
締結について報告された。連携協力の例として，下記を想定している。
・同校への技術士派遣
・中国本部主催の講演会への教員派遣
・小中学生を対象にした理科教育の開催
・市民への防災教育
2）呉工業高等専門学校および松江工業高等専門学校における説明会「技術士知
ろう」について報告がなされた。

以

4

上

