名 称

2021 年度 第 21-1 回 中国本部役員会 議事録(案)

開催日時

2021 年 4 月 24 日（土）13:30～16:00

議事録

2021 年 4 月 25 日

開催場所

日本技術士会中国本部事務局

作

作成者：岡村 幸壽

役員の出欠
〇：出席
(Web 出席を含む)

△：委任
■：欠席

成

〇大田一夫 〇伊藤 徹 〇渡部 修 〇木口誠二 －外山涼一 〇住居孝紀
〇乗安直人 〇上田昭彦 〇福田直三 〇岡村幸壽 〇大江清登 〇山本和宏
〇河野 徹 〇中田圭吾 〇長原基司 △青原啓詞 〇小田宗孝 △三角春樹
〇中島泰孝 〇川端 誠 〇若岡信利 〇峯岡静彦 〇桧垣光次 △北浦直子
△平尾繁和 〇田中秀典 △田邉信男 △河内義文 〇鈴木正範 〇今井田敏宏
オブザーバー

〇木佐幸佳 〇楠橋康弘 〇新渕大輔

〇伊藤由実 〇山下祐一

〇藤原哲宏 〇高井英夫 〇松木宏彰 〇三宅健一
役員総数 29 名 出席者 23 名（Web 出席者を含む） 委任状 6 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（第20-5回）議事録の確認
２．理事会・本部長会議・全国事務局会議・総務委員会 会議報告
３．2021年度(ｺﾛﾅ後)事業方針変更点等
４．2021年度役員改選並びに中国本部委員会・部会幹事（案）について
５．規定等改訂について
６．2020年度事業報告並びに収支決算について
７．2021年度事業計画並びに収支予算について
８．高専・大学等との連携協力協定の締結について
９．主要事業について
10．登録グループ(研究会)活動兼登録申請について
11．県支部活動報告
12．委員会・部会・研究会活動報告
13．その他

配布資料

○資料 1 第 20-05 回中国本部役員会議事録(案)
○資料 2.1 理事会報告（3/5）
○資料 2.2 本部長会議（2/18）
全国事務局会議（4/8） 〔資料 3.2 参照〕
○資料 2.3 総務委員会報告（2/26）
○資料 2.4 総務委員会報告（4/21）
〇資料 3.1 二度目の緊急事態宣言の解除を受けて
○資料 3.2 CPD 講演会の『個人への Web 配信』の取り扱い
〇資料 3.3 若手世代会員の入会促進を中心とした会員拡大・会費減免
〇資料 3.4 科学技術･学術審議会 技術士分科会(第 42 回)抜粋
○資料 3.5 ウェブサイトの掲載内容等に関する規則制定
○資料 4.1 統括本部理事・地域組織幹事 選挙結果
○資料 4.2 役員名簿（案）
○資料 4.3 委員会、部会名簿（案）
○資料 5.1 中国本部 諸規定類体系
〇資料 5.2 中国本部倫理委員会設置・運営細目
〇資料 5.3 中国本部の運営における個別事項に関する手引き
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○資料 6.1 2020 年度中国本部事業報告書
○資料 6.2 2020 年度中国本部収支決算書
○資料 6.3 2020 年度県支部決算書
○資料 7 2021 年度中国本部事業計画書
○資料 8.1 広島工業大学との連携協力協定
○資料 9.1 2021 年度中国本部関連の行事開催実績・予定
○資料 9.2 2020 年度二次合格祝賀会（5/29）
中国本部年次大会（7/13）
西日本大会〔鳥取〕
（10/15～16）
地域産学官〔岡山〕
（8/28）
中国本部例会〔松江〕（12/4）
資料 10.1 省エネ・温暖化対策支援研究会
資料 12.1 委員会活動報告
資料 12.2 部会活動報告
資料 13.1 会員の入退会等一覧

議 事

１．中国本部役員会議事録（第 20-05 回）の確認
・特に意見なし
・各自で確認し、指摘事項などあれば１週間以内に連絡すること。
２．理事会・本部長会議・全国事務局会議・総務委員会 会議報告
（１）理事会報告：木口理事
１）日本技術士会組織改革委員会の設置について
・「統括本部の適正なガバナンス機構の構築」、
「地域組織活動の活性化に向けた
組織改革」を主な検討内容とする。
・設置期間は、2021 年４月～2023 年 6 月。委員構成は、会長を委員長とし、副
会長、専務理事、常務理事、総務委員長、地域本部長を役職指定委員とする。
委員定数は 20 名とし、アドバイザーは定数に含めない。
２）2021 年度事業計画書（案）
・入会促進に加え退会防止を図る。
・技術士の資質向上に関しては、個人への配信を含めたウェブ講演会の一層の促
進を図る。技術士 CPD ガイドライン（第３版）を見直す。
・資格活用の促進に関しては、
「2021 年度第 47 回技術士全国大会（創立 70 周年
記念）
」
、
「地域産学官技術士合同セミナー」などを開催する。
・技術系人材の育成に関しては、文部科学省の分科会における IPD のあり方の検
討に的確に対応した検討を進める。
・技術士資格の国際的実質同等性確保に対し的確に対応を図る必要がある。
・各委員会・地域組織・部会における活発な情報発信及びホームページの維持管
理を目的とした規程制定とその運用を進める。
・現役若手世代の正会員を中心とした年会費減免制度を導入し入会促進を図る。
・一般会計予算では、地域組織活動費が 4 百万円減額されており、地域本部から
は懸念の声が上がっている。
2

名 称

2021 年度 第 21-1 回 中国本部役員会 議事録(案)
・特別会計予算では、コロナ対策のため、試験会場借料がアップしている。
３）文部省分科会の議論内容
・更新制の導入については、技術士法の改正を伴うものではないため、政省令以
下での対応とすることとし、今期における導入検討は見送る。
・今期は、CPD 活動の実績を管理し、その活用を促進する公的な枠組みを構築す
ることを優先的に取り組む。
４）CPD 講演会への『個人へのウェブ配信』の取扱いについて
・「個人配信」参加者からの参加費徴収方法については、「一括徴収」方式を基
本とするものの、主催組織（部会、地域組織）が希望する場合にはその主催組
織の中心的な運営による「都度支払」方式を、「一括徴収」方式と共に併用可
能とする仕組みの検討を行う。
・「個人配信」については、当面本会会員に限定し、「会員のメリット」として
位置付ける。
・本会の知名度向上や社会貢献活動など CPD に関係しない講演会については、未
入会者に対する制限は必要ない。
（２）本部長会議報告：大田本部長
・技術士制度改革については、技術士会が CPD の登録・管理・活用をすることが
指示される。省令を改正し、R3 年度には全ての技術士が技術士登録に際し、
CPD 実績を登録できることとし、
「CPD 登録技術士」を名乗ることができるよう
にする。
（３）総務委員会報告：上田企画総務委員長
・理事会報告・本部長会議報告と重複するところは省略する。
・宇部高専と山口県支部との意見交換会について報告した。
・2021 年度フェロー認定申請について認定要件を満たすことを確認し、理事会
に付議する。中国本部の木口誠二氏が含まれる。
・2021 年度会長表彰（２号）に中国本部から４名（河野氏、小田氏、池末氏、中
島氏）を推薦、了承された。
・行事後援等の名義使用に関しては規則（案）に準拠すること。国・県・学協会
については統括本部への報告は必要ないが、それ以外については報告する必要
がある。
・国際活動推進について、これまでは海外業務の受注を目的とした活動があった
が、今後は、営業活動的なものは行わないものとする。
・統括本部の「青年技術士交流委員会」は「青年技術士支援委員会」に変更する。
ただし、地域本部の委員会名は、必ずしも統括本部と一致させる必要はない。
・中国本部倫理委員会の設置について審議され、了承された。
・広島工業大学との連携協定について了承されたが、協定書の連携・協定事項に
ついて変更する場合は、速やかに報告することとされた。
・上記の連携・協定事項のうち、「学術研究及び技術教育・研究・開発に関する
こと」は問題が多いため、岡山理科大との協定書と同様に、教育支援プログラ
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ムなどの表現に修正する。
３．2021 年度(コロナ後)事業方針変更点等：乗安事務局長
（１）CPD 講演会の個人 Web 配信への対応
・統括本部の CPD 講演 Web 配信では、当面個人配信は会員（正会員、準会員）の
み、個人 ID・パスワードを用いて実施する。参加料は有料とし、主催者が徴収
する。
・中国本部・県支部が主催する CPD 行事については、中国本部従来方式で実施す
る予定であり、会員は無料で考えている。
・上記の説明に対して、中国本部建設部会からは、CPD 有料化は実質的に会費値
上げに等しく退会者が増えるおそれがある、統括本部方式と中国本部方式の２
本立てが継続的に可能なのかという意見が挙がっている。
（２）会員拡大・会費減免、技術士制度改革への対応
・若手世代正会員の会費減免の内容と財政上の影響について
・IPD 制度の整備・充実、CPD 実績の管理活用について
（３）ウェブサイトの掲載内容等の監査他(案)
・自己監査チェックシートによる中国本部 HP の自己監査の実施について報告が
あった。
・広報委員会より、各委員会・部会からの広報委員の輩出についての依頼、古い
HP 内容の更新についての依頼があった。
４．2021 年度役員改選並びに中国本部委員会・部会幹事（案）について：乗安事務局長
・理事に福田直三氏が選出、中国本部を含む全ての地域本部幹事が信任された。
県支部幹事についても全て信任された。投票率は 50％を上回った。
・中国本部の役員の役職（案）
、委員会・部会幹事（案）が示された。修正を今月
末まで事務局に報告する。
５．規定等改訂について：乗安事務局長
・「中国本部倫理委員会設置・運営細目（案）
」、倫理委員会設置に伴う「中国本
部の運営における個別事項に関する手引き」の改訂について説明がなされた。
６．2020 年度事業報告並びに収支決算について
・事業報告については、年次大会で報告するため、修正あれば速やかに連絡いた
だくこととする。
・収支決算の説明、監査報告があり、収支決算書は承認された。
・県支部の決算書について、大田本部長より説明がなされた。
７．2021 年度事業計画並びに収支予算について
・主要事業として、二次合格者記念講演会（5/29）、年次大会（7/17）の計画を
説明した。二次合格祝賀会のパネラーに技術士会入会のメリットの一つである
活用促進委員会を加える。
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・西日本大会（鳥取）、地域産学官セミナー（岡山）については、コロナの状況
を鑑み、再延期の方向で考えている。岡山県支部内での調整、および統括報部
との調整を行う。
・中国本部例会（松江）12 月については、コロナの推移をみながら、今後判断す
る。
・事業計画（案）については、各委員会・部会行事の具体的日程決めを進めてい
ただくよう委員長・部会に依頼する。
８．登録グループ(研究会)活動兼登録申請について
・省エネ・温暖化対策支援研究会の報告がなされた。本年度は体制を変更し「温
暖化対策研究会」として活動を継続する。
９．委員会・部会・研究会活動報告
・広報委員会より、中国本部会報誌の発刊予定について説明があった。原稿作成
の時間を確保するため、原稿依頼と締切を１か月早める。また、オリンピック
は、大会組織委員会が商標登録しているため、使用を控えていただきたいとの
依頼があった。
・活用促進委員会、防災委員会、社会貢献委員会、機械部会、電気情報部会、建
設部会ほかより活動報告がなされた。
10．その他
・中国本部の運営要領で委員は 3 委員会までと記載されているが、4 つの委員会
の委員に就任する長原氏について、役員会にて承認する。
・鳥取県支部では米子高専と連携協定の意見交換をした。9 月に技術士とはと題
した説明会を予定しているが、実績を積み重ねながら今後検討する。また、鳥
取環境大学とはこれまで交流を続けているが、同様の考え方である。
以上
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