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名 称
開催日時
開催場所
出欠 確認用
□：WEB 出席
■：欠席
◇：無連絡
議 題（案）

配布資料

議事メモ

2021 年度 第 2 回活用促進委員会 議事要旨メモ (案)
2021 年 9 月 4 日（土）10：00～12：15
2021.9.18
作 成
大江 清登
委員の職場、自宅等
（出席者：21 名/26 名。順不同）
（オンライン）
□大江 清登 □長原 基司 □正井 慎悟 □池田 昌浩 □向井 利文 □梶原 友幸
□川本 明人 □北浦 直子 □河野 徹 ■古森 龍一 □坂元 康泰 ■田村 善光
■中島 泰孝 □佛原 肇 □焼本 数利 □山下 祐一 □栗原 光一郎 □黒川 清和
■田中 淑郎 □渡部 修 □細田 直樹 ■永富 壽 □分部 秀樹 □石丸 祐司
□中井 芳雄 □福冨 弘幸
１． 前回議事要旨の確認
２． 役員会、広報委員会等概要報告
３． 2021 年度活動計画及び事業概要について
１）統括本部委員会活動概況等について
（１）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）
（２）統括本部 海外活動支援委員会の概況について（佛原委員）
２）委員会内担当活動について
４． 2022.1.15（計画） 技術士業務開業研修会について
５． 広島県中小企業団体中央会「新企画『専門家からの提案』について
６．話題提供、情報・意見交換
１）広島大学の産官学連携状況について
７．その他
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 210605_第 1 回活用促進委員会 議事要旨メモ（案）
資料 2-1 修正 20210717_議事録_第 21-02 回
資料 2-2 第 2 回広報委員会 会議議事録 2021.08.02
資料 2-3 新たな技術士 CPD 講演会等の開催方式（IPEJ HP）
資料 2-4 308 中国本部主催の CPD 講演会の Web 配信要領内規 210720
資料 2-5 210717 中国本部組織と会員・登録会員 0810
資料 2-6 2021 年度 中国本部委員会、部会、研究会 名簿 210717
資料 2-7 chugokuhonbu_gyoujiyotei
資料 3-1 2021 年度活動計画及び事業概要
資料 3-1.1 技術士活性化委員会議事次第 20210818
資料 3-1.2 （資料 1）20210721 活性化委員会議事録案
資料 3-1.3 （資料 2-1）活性化委員会研修会計画案 20210818
資料 3-1.4 （資料 3-1）20210915 企画書 JIS 法文書及びプロジェクトマネジメント
資料 3-2 お世話担当
資料 3-3 中小企業 119_事業者用運用ガイド_支援機関設置チラシ
資料 4-1 技術士業務開業研修会 開催案内（210904）
資料 4-2 210116 技術士業務開業研修会アンケート－ 集計・まとめ －(改 1）
資料 4-3 川本さんからの提案
資料 5-1 【メモ】210818 広島県中小企業団体中央会面談要旨メモ
資料 5-1.1 新企画 「専門家からの提案」（中央会）（資料 1）
資料 5-1.2 新企画 「専門家からの提案」募集方法（案）
資料 5-1.3 中小企業 ひろしま No.775 抜粋（資料 2）
資料 5-1.4 中央会～技術士会連載（冊子掲載。たたき台）
中国地方では広島県、岡山県に新型コロナ感染者拡大防止緊急事態宣言が 9 月 12 日ま
で、そして 8 月 24 日の中国本部事務局会議にて集会型の講演会等は中止とされ、その後も様
子を見ながらという状況下、委員の各自宅等からオンライン（Teams）にて計画通り開催された。
参加者の確認後、議事次第案に沿って議事進行され、その要旨は次の通り。
１．前回議事要旨の確認
既事前送付の前回の議事要旨案（資料 1-2）について、要点のレビューを通して内容確認さ
れた。さらに変更点あれば早期に委員長迄連絡要請され、なければこのまま会員用 HP に UP
する。。
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２．役員会、広報委員会等概要報告
１）役員会（７/17 開催）の要旨について、委員長より議事録（資料 2-1）により報告があった。特
記、関連について、次の通り。
（１）理事会・本部長会議・総務委員会報告（当委員会関連）
・当委員会から、河野氏、中島氏が 2021 年度会長表彰受賞。統括本部実行委員会の技
術士活性化に長原基司氏、日韓技術士交流・海外活動支援に佛原肇氏、男女共同参
画推進委員会に北浦直子氏に委嘱。防災支援に特別枠で山下祐一氏が就任
・技術士の資質向上に関する継続研さん活動の実績の管理及び活用について文部科
学大臣から日本技術士会に通知があり、CPD への取り組みを活発化する。
CPD 認定センターを技術士会が担うことになり、8 月末より取り組み始め、来年度より
本格的に実施との情報（資料 2-3.1）。別途、統括本部より説明か。
（２）CPD 講演会の在り方について
・統括本部より新たな技術士 CPD 講演会等の開催方式の中で、参加費については、主
催会場での対面参加、オンライン個人参加、地域会場での対面参加いずれの場合につ
いても同額有償とするとの（資料 2-3） HP 通達。また中国本部では地域遠隔で WEB を
利用することで CPD 講演が受けやすくなることより中国本部主催の CPD 講演会の Web
配信要領内規（資料 2-4）が制定されたことについて、要旨説明、意見交換された。
CPD 講演会の開催に向けて中国本部事務局の担当等（資料 2-3）が紹介された。
今、過渡期であり、各地域状況を踏まえ、会員のためになるよう期待したいとされた。。
（３）中国本部の最新組織と登録会員（資料 2-5）、今年度の中国本部委員会、部会、研究会
名簿（資料 2-6）、最新の行事開催予定・実績（資料 2-7）について、また当委員会は中
国本部役員、各県支部、種々部会等から委員構成されていると紹介があった。
・温暖化対策研究会が、新たに発足。
・広島工業大学と中国本部で包括連携協定を 8/12 締結。
２）広報委員会からの報告（資料 2-2）
8/2 開催の広報委員会議事録にて、概要を広報委員兼務の古森委員に代わって委員長よ
り要点の報告があった。
（1）広報委員の主な作業として、「中国本部会報誌発刊」と「HP 掲載内容の自己監査と適正
な情報発信」がある。
（2）HP の見直し等については、自己監査結果を年度末に統括本部に要報告で、年末には略
完成を目標。別途、広報委員長からの通達に基づき、活用促進委員会分については委員
長が原稿案を担当し、副委員長の査読を得て広報委員と調整し掲載に向ける。
（3）次会報 23 号は、2022 年 3 月 1 日発行予定で、2021 年 12 月 10 日原稿締切の計画。
３．2021 年度活動計画及び事業概要（資料 3-1）について
本日迄の実施概要、今後の計画について資料 3-1 に基づいて確認。特記事項次の通り。
１）統括本部委員会活動概況等について
（1）統括本部 技術士活性化委員会の概況について
技術士活性化委員の長原副委員長より、近々のものとして、9 月 15 日（水）の技術支援
基礎講座を事務局会議室で WEB 中継の予定であった。しかし広島県のコロナ緊急事態宣
言の発令で、集会方式は総て中止の指示が出され、急遽会場参加申込の方に対しオンラ
イン個人配信に変更の手配・案内を行った旨、そして統括本部の委員会状況について報
告が資料 3-1.1，-1.2，-1.3 にてあった。要点次の通り。
・今年度より、委員長が滑川氏に代わって福崎氏が着任。滑川氏は委員として延長在任。
・現在、コロナ禍でセミナ参加費は WEB 無料となっているが、今後方針明確化の予定。
・2021 年度研修会計画案（資料 3-1.3）にて、今年度としての計画は次の通り。
〇2021 年 11 月 17 日（水） 「技術士開業ガイダンス実践コース」
〇2022 年 1 月 19 日（水） 「知的資産経営 WEEK2021」
〇2022 年 3 月 16 日（水） 「地域の低炭素化基礎整備支援研修会」
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（２）統括本部 海外活動支援委員会の概況について
・海外活動支援委員の佛原委員より、今年度より森山委員長に代わって、佐々木委員長
が着任。委員長と次の変更で大幅に今までとは活動も変わってくる見込みとなっている。
この委員会の親委員会である国際委員会にあって、所掌業務の変更があり、その実行
委員会である本委員会の活動も、新規海外提携の掘り起こし活動等やらない方向で、国内
にある他の海外関係機関・部署、例えば JICA、JETRO 等とのやり方、連携等の方向で見
直し検討がされているところ。
・既に中国本部内に開催案内済の 9 月 11 日統括本部からの個人オンライン配信テーマ
【海外技術協力実務研修会-1】のベトナムに関する講演会を実施の紹介があった。
・委員よりベトナムに関しては、広島工業大学の坂本先生（ベトナム協会の元理事）が、
詳しいと紹介意見があった。
・佛原委員は、本支援委員会の研修グループに参画。
２）委員会内担当活動について
（１）活用促進アンケートは、今後は活用促進調査チームが担当する。今までの方式で 9 月
中にアップデートアンケートを発出する。
（2）中小企業支援事業「中小企業 119」の登録促進パンフレット配布（資料 3-3）
（3）産官学金の連携活動における広島工大との地域連携技術研究協力会発祥の勉強会
については、少人数で貯木場周辺を対象にコロナ禍、有志で意見交換会を行っている。
これらが広工大との包括提携へ少しは役立っている可能性もあると委員長より話あり。
（4）お世話担当について
・前回確認された「お世話担当」（資料 3-2）について、活用促進委員会活性化に向け
見直しや希望担当等の提案が委員長より求められた。
・本日の協議・提案で、川本委員が企画・計画 T に参画。石丸委員が企画・計画 T と
産官学金推進 T に参画。全副委員長（長原氏、正井氏、池田氏）も産官学金推進 T
に参画に追加変更。（資料 3-2 の表に〇追記）
４．2022.1.15（計画） 技術士業務開業研修会について
・企画・計画 T の池田チームリーダーより、昨年度の開催案内ベースでの資料４-１の説明、
また研修会参加者へのアンケート結果（資料 4-2）を基に①ミラサポの使い方、②大学等と
の関連演題、③副業活動との関係演題が考えられると提案がされた。
・川本委員から異業種からの講演。産学官金前提で開業のための研修は考えていないとの
前提で講師候補者の提案（資料 4-3）があった。
・正井副委員長から候補の一人として道をつけておいた方がよい等の意見交換がされた。
・基調講演の候補者の一人として川本委員紹介の井上氏にコンタクトいただくことになった。
・研修会の候補者として、井上氏、池田氏、正井氏（BCP）,長原氏が、また石丸委員より、安
衛であれば中小企業 13 社と「タンポポ計画」を 3 年間やったことがあり、発表可能と提案が
あった。また中小企業 119、BCP、マッチングの場紹介関連等、他に研修講演候補を希望
される方は、池田 T リーダーに連絡するように要請された。
・コロナ禍もあり先は読めないため、個人配信オンライン方式と集会方式のハイブリッド講演方
式で検討は進める。
・これら調整、検討し次回の委員会に諮り、そこで最終確認できるように進めることとなった。
５．広島県中小企業団体中央会「新企画『専門家からの提案』」について
・本提案について、本部事務局会議で進めることが確認され、これを受けて事前検討を本委
員会の産学官金推進 T と調査 T に準備をお願いしたと委員長より報告があった。
・内容は中小企業と技術の専門家（技術士）の間に高ハードルがあり、それを下げる助けにと
中央会月刊冊子に掲載の提案である等（資料 5-1、-1.1、-1.3）、提案内容について委員長
より説明があった。
・産学官金推進 T の坂元 T リーダーから、連携の進め方、要考慮点等について、提言（資料
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5-1.4）がされた。また調査 T の向井 T リーダーより掲載原稿の募集（案）（資料 5-1.2）につ
いて紹介、提案がされた。
・意見交換で、この提案された機会を大切に受け止め内容のある掲載に向け、経験豊富な委
員の方にも入っていただくことになり、産学官金の連携推進チーム取り纏めで、執筆者募集も
あり調査チーム共同で本件に対応することが確認された。そして「お世話担当」（資料 3-2）の
追加等の見直しがされた。
・掲載開始目標は、来年 1 月とか年度始めの 4 月と区切りの良い時を要望されている。
・今回の協議をもとに中央会との初回打合せを 9 月 28 日に行ない、その結果を共有し産学官
金推進 T を中心に各協力しあい実装に向けて進めることが確認された。。
６．話題提供、情報・意見交換
１）広島大学の産官学連携状況については、次回に再延期
７．その他
次回の第 3 回委員会は次の計画。（コロナ禍状況により変更があり得る。）
・第 3 回委員会：2021 年 11 月 6 日（土）10：00～12:00 （Web.による。懇親会はなし？）
（第 4 回委員会：2022 年 1 月 15 日（土）10：00～12:00 （午後、研修会））

