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名

称

2020 年度

第１回活用促進委員会

議事要旨メモ（案）

開催日時

2020 年 6 月 6 日（土）13:15～15：30

開催場所

各位 自宅等 Web.（Teams）にて開催

出欠 確認用

（出席者： 18 名/24 名。

作

成

大江 清登

オブザーバー：2 名 順不同）

□大江 清登 □長原 基司 □正井 慎悟 □中島 泰孝 □池田 昌浩 □梶原 友幸
□：WEB 出席

□川本 明人 □河野

徹

□坂元 康泰 □角南 修平 ■田村 善光 ■徳富

■：欠席

□佛原 肇 □向井 利文 ■山下 祐一 □熊田 安亮 □栗原 光一郎 ■松下 幸之助

◇：無連絡

□渡部 修 ■栗原 茂

■永富 壽

隆

□石丸 祐司 □中井 芳雄 □福冨 弘幸

オブザーバー：大田本部長、乗安事務局長
議 題（案） １．2020 年度活用促進委員会委員について
２．前回議事録のレビューと確認
３．2019 年度委員会事業実施概要について
（１）1.11 技術士業務開業研修会（セミナー）のアンケート結果について
（２）活用促進アンケートについて
（３）統括本部技術士活性化委員会の概況について
（４）統括本部海外活用支援委員会の概況について
（５）その他
４．2020 年度委員会事業概況及び活動計画について
（１）コロナウイルス関係について
（２）中国本部会報 No.20 について
（３）1.16 技術士業務開業研修会について
（４）その他
５．役員会報告、話題提供、情報・意見交換
６．その他
配布資料

資料 1-1 第 1 回活用促進委員会 議事次第案
資料 1-2 中国本部 2020 年度活用促進委員会委員名簿
資料 2-1 200111 第 3 回活用促進委員会議事要旨メモ(案)
資料 3-1 2019 年度事業実施概要
資料 3-2 200111 技術士業務開業研修会アンケート－集計・まとめ－
資料 3-3 活用促進アンケート結果 概要
資料 3-4.1* 2020 年 4 月 14 日技術士活性化委員会議事録_r1
資料 3-4.2* 2020 年 5 月 20 日活性化委員会議事録_江本
資料 3-5 海外活動支援委員会 2020 年度４月期議事録 20200429
資料 4-1 2020 年度事業概況及び活動計画概要（案）
資料 4-2.1 新コロナへの対応について（5.19 中国本部事務局長メール）
資料 4-2.2 新型コロナウイルス対応「緊急事態宣言」解除を受けての対処方針
資料 4-3 第 20 号_中国本部 会報 発行スケジュール
資料 4-4 1.16 技術士業務開業研修会検討参考用（1.11 開催案内）
資料 4-5 200111 技術士開業研修会 020530
資料 5-1.1*会員の入会状況
資料 5-1.2*企業・公務員・大学等技術士会一覧
資料 5-1.3*2020 年度中国本部活性化について（案）
資料 5-2 2020 年度委員会・部会・研究会名簿 200418
資料 5-3 chugokuhonbu_gyoujiyotei1
資料 5-4* 2020 中小企業庁 持続化給付金
備考：（*）付き資料は、委員会前日送付なるも不届きもしくは当日紹介資料。要すれば送付します
のでご連絡ください。
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議事メモ

コロナウイルス禍で WEB にて開催。出席者の接続の状況、進行について共有の後、
事前送付の電子ファイル資料 1-1 議事次第案に基づき議事進行された。
１．2020 年度活用促進委員会委員について
資料 1-2 にて今年度の委員の確認が行われ、石原氏が中国本部より転出。
統括本部海外活用支援委員会委員の角南氏が業務の関係で今年度より佛原
氏に交代で、当委員会の委員に新しく加わり、角南氏も留任で現在 24 名からなること
が確認された。
資料 1-2 にあって、一部所属、連絡先の追記、訂正の指摘あり、共有化した。
２．前回議事録のレビューと確認
事前配布の資料 2-1 にて前回（1/11）議事の主要事項のレビューがされ確認され
た。なおさらに訂正等あれば早期に連絡の旨、要請された。
３．2019 年度委員会事業実施概要について
資料 3-1 に沿って、昨年度の委員会実施事業について、フォロー、確認が行われ
た。意見等要点次の通り。
（1）同資料中の P.2 委員会名簿・出席・担当リストにあって、委員会事業に参加のない
委員について、やる気のある方の参加・推薦等による見直しが必要とされ、候補者・推
薦者を求めることになった。
（2）事業計画の中で、JETRO との連携（資料 P.5 の 5））、BCP への技術士活用検討
（P7、3.3.2）そして産官学金の連携活動（P7、3.3.3（2））について、コロナ禍の影響もあ
るが、今後さらに推進のために検討が必要とされた。
（3）その他、実施事業の確認、コロナ禍の影響で計画の Web 講座等の中止状況等が
本資料で確認された。
（4）1.11 技術士業務開業研修会（セミナー）のアンケート結果（出席者 50 名回答数 40
票）について、資料 3-2 にて報告があった。
（5）2019 年度後期の実施のアンケート 2020 年 3 月末までの回答分について結果概要
の報告が資料 3-3 にてあった。（回答数 52 名（対全会員回答率：5.5％）、業務斡旋情
報希望者数 32 名。）
（6）統括本部技術士活性化委員会の概況について、長原副委員長より、4/15 及び
5/20 開催の各委員会の議事録案（追加資料 3-4.1 及び 3-4.2）により、状況報告がさ
れた。（2020 年度計画は、後記参照）
（7）統括本部海外活用支援委員会の概況について、角南委員より次年度より委員交
代の挨拶の後、4/24 開催の海外活動支援委員会議事録の資料 3-5 により、状況報告
がされた。（2020 年度計画は、後記参照）
４．2020 年度委員会事業概況及び活動計画について
昨年度第 3 回委員会にて確認、その後の情報を織り込んだ資料 4-1 にそって議事
進行された。
（1）委員会委員について、前述の通り見直しの検討を行う。
（2）今年度は第 1 回委員会を 6/6（土）、第 2 回を 11/7（土）、第 3 回を 21 年 1/16（土）
に行うこと、及び技術士業務開業研修会（セミナー）を第 3 回委員会の午後に開催
することで再確認された。
（3）1/16（土）の研修会については、9 月末を目標に内容骨子を副委員長及び委員有
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志にて起案検討し、11/7（土）の第 2 回委員会にて確認することになった。
（4）BCP への活動検討について、コロナ禍の影響も勘案し池田（昌）副委員長、向井委
員も担当に加わることになった。
（5）産官学金の連携活動について、さらに課題の見える化の検討が必要との意見があ
った。（チャットによる意見）
（6）技術士活性化委員会関係では、計画の 9/16（入門コース）及び 10/9-10（実践コ
ース）の開業研修会の Web は行わない計画（中国本部 Web 無）となったこと

また

11/18（水）計画の環境視点取組研修会の Web については、現在未定。
（7）海外活用支援委員会関係では、コロナ禍で委員会減少要請もあり、7 月は各小委
員長が集会、8 月は全委員が集会の委員会の計画。
（8）コロナウイルス関係について資料 4-2.1、4-2.2 にて状況の共有化が行われた。
（9）中国本部会報 No.20 について、資料 4-3 にてスケジュールが確認がされ資料 4-5
にて角南委員作成の 1.11 研修会要旨報告の原稿が紹介された。
（10）2020 年 1.16 技術士業務開業研修会について、参考用に昨年度の例として資料
4-4 にて、検討の共有化が行われた。
５．役員会報告、話題提供、情報・意見交換
資料 5-1 以降の資料の概要説明紹介があった。（配布資料にないものもある。）
６．その他/あとがき
・コロナ禍で WEB（中国本部認可の長原副委員長の PC をホストとして、資料を共有し
実施）にて開催した。委員は県外の方も多く出席者は 18 名（オブザーバー2 名：計 20
名）と通常の 1.5 倍の参加者となった。ニューノーマルへの参考の一つとなるものと考え
られる。
・今回の委員会を機に各お世話担当にて具体化をお願い致したい。
・次回の第 2 回委員会は 11 月 7 日（土）の予定。また 2020 年 1 月 16 日（土）の研修
会に向け、9 月末を目処に具体化を図ることとなった。

