名 称

2020 年度

第２回活用促進委員会

議事要旨メモ (案)

開催日時

2020 年 11 月 7 日（土）13:30～15：30

開催場所

日本技術士会 中国本部委員会各位自宅等

出欠 確認用

2020.11.08
大江清登

（出席者：15 名/24 名。順不同）
□大江 清登 □長原 基司

□：WEB 出席

□川本 明人 □河野

■：欠席

□佛原

◇：無連絡

■渡部 修

議

作 成

肇

□正井 慎悟

徹

□中島 泰孝 □池田 昌浩 □梶原 友幸

□坂元 康泰 ■角南 修平 ■田村 善光 ◆徳富 隆

□向井 利文

□山下 祐一

■熊田 安亮 □栗原 光一郎 ■松下幸之助

◆栗原 茂

◆永富 壽

□石丸 祐司 ■中井 芳雄 □福冨 弘幸

題（案） １．前回議事要旨メモについて
２. 2020 年度委員会事業及び活動計画概要について
（１）活用促進アンケートについて
（２）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
（３）統括本部海外活用支援委員会の概況について （佛原委員）
３. 今年度.1.16 技術士業務開業研修会について
４. 役員会概要報告
５. 意見交換
（１）コロナ禍での独立技術士同士／会員のコミュニケーション向上策はないか？
（２）業務のマッチングについて
(３)委員会の活性化等について
６. 話題提供、情報・その他

配布資料

議事メモ

資料 1-1 第２回活用促進委員会 議事次第案 (本紙)
資料 1-2 中国本部 2020 年度活用促進委員会委員名簿
資料 1-3 200606 第 1 回活用促進委員会議事要旨メモ(案)
資料 2-1 2020 年度事業概況及び活動計画概要
資料 2-2 活用促進アンケート結果 概要 201107
資料 2-3 201010 活用促進委員会活動概況（第 3 回役員会）
資料 3-1 技術士業務開業研修会 開催案内（2019.1.11）
資料 3-2 2020 年度活用促進委員会セミナー 担当
資料 4-1 10.10 2020 年度 第 20－03 回 中国本部役員会 議題
資料 4-2 中国本部上下水道部会運営細目（案）IPEJ CG-203-201010
資料 4-3 松江高専との連携協定 200818
資料 4-4 オンライン講演会の実施と普及 200914
資料 4-5 中国本部・倫理委員会第 2 回準備会（オンライン）議事録（案）201001
資料 4-6 2020 年度中国本部委員会名簿（20.10.10 現在）
資料 4-7 chugokuhonbu_gyoujiyotei201012
資料 5-1 業務開拓へのご相談及びご助言のお願い
資料 5-2 第 25 回中小企業問題・研究会・交流会 調査報告書（茨城県）
資料 6-1 技術士 PR リーフレット（第 1 号）
資料 6-2 先進企業・スタートアップ HP 紹介（中国経済連合会）20201021
配布資料は電子ファイルで事前送付され、WEB(Teams)にて自宅等からのオンラインで資料
1-1 の議事次第案に略沿って委員長の進行にて委員会は開催された。要旨概略次の通り。
１．前回議事要旨メモについて (資料 1-2 及び,1-3)
資料 1-2 及び 1-3 にてレビューされ確認された。さらに修正の場合、委員長迄。
２. 2020 年度委員会事業及び活動計画概要について (資料 2-1)
・委員及び状況（P.2）にて、来年度役員、委員の改選に伴い、委員会活動活性化に向け委員
の見直し、企画・計画チームを組織することが提案され、今後具体化を図る。
・今年度の委員会は 3 回開催で計画されたが、PDCA のスムースな展開に昨年並みの 4 回が
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望ましいと協議され、次年度は 9 月を追加して 4 回開催を基本計画とする。
・資料 2-1 の内容に沿って、事業状況、計画について状況交換、確認がされた。
（１）活用促進アンケートについて (資料 2-2)
・今回で 3 回目となるが、新たに高専・大学等の学校にて講義の経験等を追加し UPDATE
アンケート（2020 年 9 月末まで）の結果概要の報告があり、状況を共有した。
・このアンケートで業務発掘に尽力の方々が見えてきており、委員会活動に活かしていく。
・アンケートの合理化に向け、Google にてアンケートを行う案が出された。実施に当たって
Google のアカウントを要す等あり、次回に向け検討を行うことになった。
（２）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）
資料 2-1 P.５及び 2-3 の内容を基に、新型コロナ問題で事業の改廃・状況についての概
要説明・報告があった。本件資料 2-1 の該当部の要更新。11/18 予定は来年 3/17(水)に変
更の見込み等、今後のコロナ禍状況による。中国本部で可能な WEB を計画する。
（３）統括本部海外活用支援委員会の概況について （佛原委員）
7 月の委員会より佛原委員が WEB にて参加。資料 2-1 の P.5 及び 2-3 の内容も参考のも
とに委員が最近 2 名辞められた等概況について説明、報告があった。当面 11 月 27 日の
研修会について、中国本部でも会員に対し開催案内を行うように進める。
３. 今年 1 月 16 日開催予定の「技術士業務開業研修会」について
・昨年度の開催案内(資料 3-1)を基に具体化が協議され、技術士資格活用委員会の笠原委
員長、当委員会の長原副委員長、正井副委員長、研修会アンケートにて紹介があった島
根県の細田氏に講演を頂くことが提案・協議・確認され、講演テーマ等早期に具体化を図
り HP に間に合うように 12 月始め目途に開催案内を発行することになった。
・1 月 16 日(土)は、午前中に第 3 回委員会を行い、午後に昨年度同様に研修会を行う。
・また、活用促進アンケート結果より、活性化に向け講演可能候補者が、数人ピックアップさ
れ、来年度可能なら委員会の後、WEB を大いに活用して研修会を行う等も検討していく。
・資料 3-2 にて、1.16 研修会の役割担当について、協議された。
・参加者アンケートについて、Google にて行うように進める。
４. 役員会概要報告
委員長より資料 4-1～4-7 にて、10 月 10 日開催の役員会の要旨について報告があった。
・日本技術士会、中国本部役員、部会、委員会とも今年度末に改選なること、新規に中国本
部で倫理委員会が 4 月創設されることになり委員の公募がある等の報告がされた。
５. 意見交換、話題提供、情報・その他
業務のマッチング、委員会・技術士の活用促進、課題等について意見交換がされた。
（１）栗原委員より、資料 5-1 にて業務開拓への相談、助言の要請があり、状況の共有・意見交
換を行った。今後さらにこのような経験談等を通じて、会員に役立つような委員会活動に繋
ぐべく展開しようと共有された。
（2）委員会活動の事例として、技術士会 HP にある資料 5-2 の紹介、技術士資格活用委員会
が作成、発行の資料 6-1 技術士 PR パンフレット(HP に掲載)、中国経済連合会が活動展開
を始めた「オープンイノベーションを通じて課題解決」(資料 6-2)の活用紹介がされた。
(３)意見交換では、どこでニーズがあるか、中小企業課題、口コミ、コネクト、大学との連携・しか
し壁があるといった意見。課題の見えるか化が必要。大学の教育を活用した展開、事例を
どのように作っていくか・組織の壁/人とのつながりが大切等々の意見が出された。
６. 次回
2021 年 1 月 16 日(土)10：00 から第 3 回委員会、引続いて 13：15 から 2020 年度の技術士
業務開業研修会の開催で、スムーズな展開とするよう確認された。
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