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2021 年度 第 21-03 回 中国本部役員会

開催日時

2021 年 10 月 9 日（土）13:00～17:20

議事録

2021 年 10 月 10 日

開催場所

日本技術士会中国本部会議室

作

作成者：若岡

成

役員の出欠

□大田一夫 □伊藤 徹 □渡部 修 □木口誠二 □福田直三 □住居孝紀

□：出席

□乗安直人 □大江清登 □上田昭彦 □岡村幸壽 □今井田敏宏□楠橋康広

（Web 出席を含む）

□長原基司 □藤原哲宏 □新渕大輔 □山下祐一 △河野 徹 □北浦直子

△：委任

□山本和宏 □金谷寛之 □高井英夫 □伊藤由実 □川端 誠 □若岡信利

■：欠席

□峯岡静彦 □松木宏彰 □桧垣光次 △平尾繁和 △田中秀典 □田邉信男

信利

△河内義文 △鈴木正範 □三宅健一
オブザーバー □木佐幸佳 □焼本数利
役員総数 33 名 出席者 31 名 委任状 2 名 合計 33 名で役員会は成立

議題

1.中国本部役員会（第 21-02 回）議事録の確認
2.理事会・本部長会議・総務委員会報告
3.規則に基づく報告・審議について
4.新型コロナ禍での対策の徹底と主要事業の実施
5.大学・高専との連携協力協定について
6.ウェブサイトの掲載内容等の監査・改善
7.2021 年度中国本部委員会委員・部会幹事について
8.県支部活動報告
9.委員会・部会・研究会活動報告

配布資料

10.その他
資料１
第 21-02 回中国本部役員会議事録（案）
資料 2.1 理事会(9/8)
資料 2.2 本部長会議(9/22)
資料 2.3 総務委員会報告(8/25)
資料 3.1 防災講演会 書面議決結果〔報告〕
資料 3.2 防災委員会 防災講演会開催結果〔報告〕
資料 3.3 上下水道部会 例会・講演会開催結果〔報告〕
資料 3.4 共催行事の別記表１への登録について〔審議〕
資料 3.5 岡山県支部士業連絡会への参加 書面議決〔報告〕
資料 3.6 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会への入会〔審議〕
資料 3.7 ひろしま環境ビジネス推進会議への入会〔審議〕
資料 4.1 取組み基本方針・対策実施事項
資料 4.2 CPD 行事登録および申込者画面操作方法及び CPD 実績登録
資料 4.3 オンライン講演会の実施と普及について
資料 4.4 新たな CPD 制度説明会・第２回建設部会講演会
資料 4.5 2021 年度 広島例会・中国本部業績発表年次大会
資料 4.6 2021 年度中国本部関連の行事開催実績・予定
資料 5.1 広島工業大学 協定締結
資料 5.2 岡山理科大学 教職員説明会
資料 5.3 松江高専 「地域社会とエンジニア」後援及び交流会
資料 6
ウェブサイトの掲載内容等の監査・改善について
資料 7
2021 年度 委員会・部会名簿
資料 8
県支部活動報告【口頭報告】
資料 9.1 委員会活動報告
資料 9.2 部会活動報告
資料 9.3 研究会活動報告
資料 10 会員の入退会等一覧

議

事
議事は、規定により本部長により進行。
１．前回議事録の確認
・本部長より各自確認しておくこと。
２．理事会・本部長会議・総務委員会報告
2-1.理事会報告：福田理事【資料 2.1】
2021 年度第 3 回 開催日 9 月 8 日 機械振興会館及びオンライン会議
Ⅰ.審議事項（要点について）
1.新たな技術士制度が公示（9 月 8 日の官報）（分冊 1/3 P9）
・理事会において「CPD ガイドライン」が承認され、これに伴い、技術士 CPD 活動
実績管理事業に関わる委員会等が設置され、委員会運営に関する規則変更が行
われた。
・統括本部事務局組織の規則の制定が行われ、事務局に総務部、事業部、技術士試
験センター、技術士 CPD センター及び情報セキュリティー室を置く。
2.ワーキンググループの設置及びワーキンググループ（WG）委員の委嘱について
（分冊 1/3 P11）
・倫理綱領関係規定改定 WG の設置（倫理委員会）委員委嘱、研修委員会（IPD WG
第Ⅲ期（研修委員会）委員委嘱、工事監査支援 WG（社会委員会）委員委嘱、男
女共同参画推進委員会「一社男女共同参画学協会連絡会」幹事団体業務に関す
る関連団体業務に関する WG の設置・委員の委嘱が行われた。
3.実行委員会・委員の選任・再任について
・中国本部より山下祐一氏が防災支援委員会委員として再任された。
Ⅱ.報告事項（要点について）
1.技術士 CPD ガイドライン 2021 年 9 月 8 日 Ver1.1

について（分冊 1/3 P14～）

・技術士のキャリア形成に必要な CPD 時間の説明があり、年間 20CPD 時間の CPD
実績を「基準 CPD 時間」とし、年間 50CPD 時間の CPD 実績を「推奨 CPD 時間」
とする。
・
「技術士 CPD 管理運営マニュアル 2021 年 9 月 8 日 Ver1.1」については、11 月 20
日に開催予定の講演会で中川委員長（統括本部）に説明していただく。
・CPD 登録・証明書等の手数料について、日本技術士会のホームページの金額と異
なるとの指摘があった。⇒後日（11 日）
、日本技術士会のホームページの金額が
正しいとの報告があった。
2.2021 年度技術士全国大会（創立 70 周年記念）開催概要について
（分冊 1/3 P17～）
・全国大会が 11 月 25 日（木）～11 月 27 日（土）に開催される。開催にあたって
は、新型コロナウィルス感染節拡大に関わる制限、指導を十分に守ることを前
提とし、その中で「発信の場」および「交流の場」としての開催を目指す。
3.常設委員会報告（分冊 1/3 P20～）
・研修委員会から「技術士 CPD」サイトの見直しを行っている旨の報告があった。
・広報委員会から今期の活動基本方針が示され、ＦＭラジオを利用した技術士Ｐ
Ｒ番組の制作を行うことなどが報告された
2-2.本部長会議報告：大田本部長【資料 2.2】
2021 年度第２回 開催日 9 月 22 日 オンライン会議
Ⅲ.議事要旨（意見等）

【中国本部】関係審議事項（分冊 1/3 P23）
・中国本部：遠隔会場で集合視聴する場合は、一律の参加費とすることなく、
地域本部の裁量で会費設定が出来るようにしてもらいたい。
・統括本部：参加費 1,000 円は一律でなく目安金額であり、各部会によって講
演会の都度、決めるものとなっている。集合視聴での会費の考え方について、
他の地域本部にも聞き、その結果を企画委員会に報告し、地域本部からの意
見を共有していきたい。
・中国本部：もう一度、地域本部の意見を上げていきたい。
2-3.総務委員会報告：上田企画総務委員長【資料 2.3】
2021-22 期 第 1 回 開催日 8 月 25 日 オンライン会議
議事（要点について）
1.地域組織からの審議、報告事項（分冊 1/3 P34～）
・統括本部総務委員会がメール審議により、中国本部における行事「中国本部防災
委員会 令和３年度 第１回 WEB 防災講演会」及び「2021 年度 上下水道部会
例会・講演会」を他団体と共催・後援行事として実施することについて承認した
との報告が行われた。
質疑
Q1：ミラサポは、継続している案件なので新たな承認は不要か。（長原幹事）
A1：一旦、全部の案件を把握したい。（上田企画総務委員長）
県支部で行っている案件も整理した方が良い。
（大田本部長）
これから県支部に話をしていきたい。（上田企画総務委員長）
３．規則に基づく報告・審議について
1.規則における共催行事の扱いについて：上田企画総務委員長
・
「中国本部防災委員会 令和３年度

第１回 WEB 防災講演会」に関わる書面議決

（中国本部）結果及び開催結果の報告、
「2021 年度 上下水道部会例会・講演会」
の書面議決（中国本部）結果の報告が行われた。引続き、上記２講演会を記載し
た「別記表１」について審議が行われ承認された。
「別記表１」は、統括本部総
務委員会に提出される。（分冊 2/3 P59～）
・岡山県支部が岡山県被災者支援士業連絡会に参加することに関して行われた書
面議決（中国本部）結果が報告された。
（分冊 2/3 P83～）
・
「広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会」への入会について審
議が行われ、承認された。
（分冊 2/3 P87～）
・
「ひろしま環境ビジネス推進会議」への入会について審議が行われ、承認された。
（分冊 2/3 P92～）
質疑
Q1：団体名を「中国本部

登録グループ

温暖化対策研究会」としたらどうか

（長原幹事）
A1：そのように変更して、総務委員会（10 月 20 日）に提出する。
その他の意見：中国本部内に広島県支部を作れば、楽になるのではないか。
４．新型コロナ禍での対策の徹底と主要事業の実施
4-1.取組み基本方針・対策実施要項：乗安事務局長（分冊 2/3 P95～）
・「新型コロナウィルス対応緊急事態宣言等解除を受けての対処方針(2021.9.30)」
が寺井会長から示された。本会としても会員の方々の感染防止を継続する観点か

ら、対処方針に準じて対処する。
・中国本部においても、寺井会長の声明を受けて基本対策を遵守し、中国本部にお
ける、会議の開催、CPD 講演会、見学会、懇親会、交流会を再開することとする。
4-2.CPD 行事登録及び申込者画面操作方法及び CPD 実績登録：乗安事務局長
（分冊 2/3 P97～）
・文部科学省省令改正(2021.9.8)により新たな CPD 活動実績の管理及び活用制度
が開始された。中国本部でも、11 月 20 日に「新たな CPD 制度説明会・第 2 回建
設部会講演会」を開催し、新制度の普及を図る。
意見
・北海道本部のホームページ上で新妻議員の新制度に関する講演が YouTube でア
ップされている。中国本部も情報共有のため同じ様な取組をしたらどうか。
（福田理事）
・中国本部のホームページに載せると 11 月 20 日の説明会・講演会の参加者が減
る恐れがある。（大田本部長）
・11 月 20 日の説明会・講演会の会場（WEB）として、鳥取、倉吉、山口各会場は
各県支部の行事と重複しており開催不可。
・講演の様子を録画して、県支部行事のため参加できない県支部等が後で視聴で
きるようにしてほしいとの要望があった。
4-3.オンライン講演会の実施と普及について：今井田事務局次長（当日配布資料）
・オンライン講演会における、参加者の登録方法、参加費の徴収方法について新た
な提案「Passmarket」の説明が行われた。
意見
・12 月 5 日に開催される会は有料でセットするので、
「Passmarket」を試行してみ
たい。 （大田本部長）
・情報工学部会で前例があるので、関連資料を探してみる。
（長原幹事）
・有料の参加者と無料の参加者の区別ができるのか。
・早くこのシステムを標準として欲しい。
4-4.2021 年度広島例会・中国本部業績発表年次大会について：峯岡事業委員会副委
員長（分冊 2/3 P107～）
・12 月 4 日、5 日に開催される上記の例会・大会の説明が行われた。現在、テーマ
（講師）の募集中。
・テーマ（講師）が不足した場合は、連携した高専の先生にお願いする。
（大田本部長）
・論文の提出は任意としていただきたいとの意見（今井田事務局次長）があり。了
承された。
4-6.2021 年度中国本部関連の行事開催実績・予定（分冊 2/3 P112～）
・大田本部長から「中国本部関連の会場を設置せず、Web 中継の場合は、項目を削
除した。全て記載すると作業量が大変。これで如何か。」との提案があった。
意見
・中国本部が手をかけた案件（東京からのオンラインに切り替え）などは、中国
本部が連絡メールを行っており、項目としてカウントしてほしい。
・広報委員会か事業委員会で行ったらどうか。
・部会の事業計画に準じればいい。
5．大学・高専との連携協力協定について

5-1.広島工業大学 協定締結（分冊 3/3 P118～）
・大田本部長から説明が行われた。
5-2.岡山理科大学 教職員説明会（分冊 3/3 P123～）
・大田本部長から説明が行われた。
5-3.松江高専「地域社会とエンジニア」講演及び交流会（分冊 3/3 P126～）
・藤原修習技術者支援委員長から、2022 年 1 月 21 日に開催される講演会と交流会
の開催概要の説明が行われた。講師も決定済み。
6.ウエブサイトの掲載内容等の監査・改善：楠橋広報委員長（分冊 3/3 P127～）
・中国本部のウェブサイトの改善方針と取組の現況が説明され「活動報告について
は出来たものから、その都度送って欲しい」との依頼があった。
・自己監査は 2022 年 3 月に実施予定で、大田本部長と乗安事務局長が担当される。
7.2021 年度中国本部委員会委員・部会幹事について：上田企画総務委員長
（分冊 3/3 P129～）
・広報委員会に中井氏が、温暖化対策研究会に仲井氏が加入した。
・確認して変更点があれば連絡して欲しい。
8.県支部活動報告
・特になし。
9.委員会・部会・研究会活動報告（分冊 3/3 P135～）
・活用促進委員会（大江氏）から「広島県中小団体中央会寄りの新企画」につい
て、建設部会（川端氏）から「見学会の開催（11 月 29 日）」について報告が行
われた。
10.その他
・各県支部への活動費（現行通り）についての説明が行われた。
以上、出席者全員の承認を得た。
以上

