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IPEJ 501-01-2017 

神奈川県支部の運営における個別事項に関する手引き 
 

27. 6. 6 神奈川県支部役員会制定 

27.11. 7 神奈川県支部役員会変更 

28. 7. 2 神奈川県支部役員会変更 

29.10. 7 神奈川県支部役員会変更 

（目的） 
第１条 この手引きは、地域組織の設置運営に関する規則第 16 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、 
  神奈川県支部（以下、「当支部」という。）の運営についての個別事項について定める。 
 

第 1 章 基本運営 
 
（役員会の開催） 
第２条 役員会は、原則として毎月第一土曜日の午前中に開催する。 
 
（副支部長の定数） 
第３条 副支部長の定数を５名以内とする。 
 
（運営組織） 
第４条 別記表１に掲げる委員会等を設置し、当支部の運営に当たる。 
 
（委員会） 
第５条 委員会は、別記表２に掲げる事項を所掌する。 
２ 委員会委員の定数は、委員補佐を除き 30 名以内とする。 
３ 各委員会は、委員会運営のための要領を別に定めることができる。 
４ 前項の要領は、支部規定を管理する委員会での審議を経て役員会での承認を必要とするもの 
  とする。 
 
（小委員会の呼称） 
第６条 小委員会をチームと呼ぶことができる。 
 
（ＣＰＤ行事） 
第７条 当支部は、ＣＰＤ行事の開催に当たっては、別に定める「神奈川県支部ＣＰＤ行事開催 
  要領」によるものとする。 
 
（交通費支給範囲） 
第８条 当支部は以下の場合、対応した会員の交通費について実費相当額を、当支部役員会の承 
  認を得て支給することができる。詳細は別に定める「神奈川県支部交通費支給要領」による。 
  (1) 当支部の代表として外部団体の会議等に出席する場合。 
  (2) 当支部の委員会が主催する行事の運営要員として行事に参加する場合。 
  (3) 当支部の役員会への出席。 
 

第２章 協賛団体 
 
（協賛金等） 
第９条 協賛団体からの協賛金は、１口当たり 20,000 円（年間）とする。 
２ 協賛団体への申込み手続きなど詳細は、別に定める「神奈川県支部協賛団体に関する要領」 
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  による。 
 
（協賛団体の扱い） 
第 10条 協賛団体の取り扱いは次の通りとする。 
  (1) 協賛団体の代表又はその代理のものは、当支部年次大会に出席することができる。 
  (2) 協賛団体は、当支部会誌又はその他刊行物の配布を無償で受け、当支部の事業成果を当 
    支部の了解を得て利用することができる。 
  (3) 協賛団体は、当支部が主催する会合、講演会等（懇親会は除く）に協賛金 1 口当たり 2 
  名まで無料で参加することができる。 
 

第 3 章 事務局 
 
（所在地） 
第 11 条 当支部の事務局事務所を横浜市に置く。 
 
（体制） 
第 12 条 事務局体制は次の通りとする。 
  (1) 事務局長（正会員 1 名） 
  (2) 事務局職員（非常勤職員 2 名） 
 
（雇用契約の締結） 
第 13 条 事務局長は無報酬とし、事務局職員については、支部長と本人との間で締結した雇用契 
  約に基づき、担当職務に応じた報酬および実費相当の交通費を支払うものとする。 
 

第 4 章 その他 
 
（外部からの依頼対応） 
第 14 条 当支部管轄地域における外部からの技術士業務についての対応者紹介依頼については、 
  別に定める「神奈川県支部における外部からの依頼対応に関する要領」による。 

 
（事務所の共同利用） 
第 15条 事務所区画を本会会員が共同利用する場合は、別に定める「神奈川県支部事務所の共同 
  利用に関する要領」に基づき当支部役員会の了承を得なければならない。 
 
（事務所会議室の利用） 
第 16条 事務所会議室の利用等については、別に定める「神奈川県支部事務所の利用に関する要 
  領」に基づき管理する。 
 
（本手引きの改廃） 
第 17 条 本手引きの改廃については、地域組織の設置運営に関する規則第１６条の規定による。 
 
附則（平成 27 年 6 月 6 日） 
  この手引きは、平成 27 年 5 月 25 日統括本部総務委員会の審議を経て、平成 27 年 6 月 6 
  日から施行する。 
附則（平成 27 年 11 月 7 日） 
  この手引きは、平成 27 年 10 月 15 日統括本部総務委員会の審議を経て、平成 27 年 11 月 7 
  日から施行する。 
附則（平成 28 年 7 月 2 日） 
  この手引きは、平成 28 年 6 月 29 日統括本部総務委員会の審議を経て、平成 28 年 7 月 2 
  日から施行する。 
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附則（平成 29 年 10 月 7 日） 
  この手引きは、平成 29 年 8 月 28 日統括本部総務委員会の審議を経て、平成 29 年 10 月 7 
  日から施行する。 
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【 別表１ 】 神奈川県支部における組織体制

防災支援小委員会

科学技術振興支援小委員会

ＣＰＤ支援小委員会

修習技術者支援小委員会

技術士活性化委員会

技術士活躍支援小委員会

地域広報小委員会

社会委員会

研修委員会

支部役員会

地域委員会 総務委員会

企画・総務小委員会

広報小委員会

ＭＩＸ小委員会
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【 別表２ 】      神奈川県支部における委員会とその所掌事項 

 

委員会名 所掌事項 統括本部委員会との業

務上の対応関係 

総務委員会 

【総務】：総務委員全員で対応 
1) 支部の全体運営に関わる会合の開催 
ａ．年次大会、賀詞交歓会、役員会 

 
【企画・総務】 
1) 会員相互の情報の共有と発信 
ａ．情報交流の会 

2) 規定の維持管理 
3) 会計管理 
ａ．予算、決算の策定 
ｂ．経費執行管理 

4) 事務所運営管理、文書管理、印章管理 
5) 技術士試験（神奈川会場）の実施協力 
6) 事務局の統括管理 
 
【広報】 
1) 会員拡大 
ａ．未入会技術士に向けた入会促進 
ｂ．新合格者(技術士第一、二次試験)の入会促進 

2) 情報の発信、管理 
ａ．同報メール発信、管理 
ｂ．ホームページの掲載、維持管理 

3) 会員情報管理 
ａ．会員名簿、メールアドレス、写真管理 

4) 統括本部への行事情報対応 
ａ．月刊技術士への掲載 
ｂ．統括本部ホームページへの掲載 
 

【MIX】 
1) 若手の技術士が同年代の仲間作りや自らの研鑽、相互の連携

などを図るための「場」の開催 

 

1) 総務委員会【総 9】 

研修委員会【研 1】 

 

 

1) 総務委員会【総 9】 

 

2) 総務委員会【総 4】 

3) 企画委員会【企 3,4】 

 

 

4) 総務委員会【総 9】 

5) 技術士試験ｾﾝﾀｰ 

6)【総 9】 

 

 

1) 企画委員会【企 1】 

 

 

2) 広報委員会【広 2,3】 

 

 

3) 総務委員会【総 9】 

 

4) 広報委員会【広 2】 

 

 

 

 

1) 青年技術士交流委員

会 

研修委員会 

【CPD 支援】 
1) 技術士 CPD 推進のための講演会等の開催 
ａ．CPD 講座 
ｂ．オープンテクノフォーラム 
ｃ．賀詞交歓会特別講演会 
ｄ．年次大会記念講演会 
ｅ．CPD 見学会 

2) CPD 会計の総括、運用管理 
 
【修習技術者支援】 
1) 修習技術者への修習活動支援 
ａ．修習ガイダンス（技術士への道） 

2) JABEE及び技術系教育機関への技術士及び技術士制度の広報 
 

 
1) 研修委員会【研 1,2】 
 
 
 
 
 
2) 研修委員会【研 2】 
 
 
1) 研修委員会【研 4】 
 
2) 研修委員会【研 3】 
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委員会名 所掌事項 統括本部委員会との 

業務上の対応関係 

技術士活性化

委員会 

【技術士活躍支援】 
1) 会員の地域産業支援能力向上の支援 
ａ．技術士業務開業研修会の開催 
ｂ．地域産業支援に必要な能力向上研修会 

2) 技術士業務に関する外部から依頼への対応 
3) 業務実績等に関わるデーターベース（技術士パーソナルＤＢ）

の充実 
 
【地域広報】 
1) 正会員による地域産業支援活動の外部広報のための行事開催 
ａ．中小企業活性化研究会 
ｂ．テクニカルショウヨコハマ（含ビジネスオーディション） 
ｃ．テクノトランスファーin かわさき 
ｄ．テクノセミナー 

2) 上記 1)推進のための地方自治体、関係機関、商工会議所、士業

団体等との連携 
 
 

 
1) 社会委員会【社 1,2】 
 
 
2) 社会委員会【社 2】 
3) 社会委員会【社 1】 
 
 
 
1) 社会委員会【社 1,2】 
 
 
 
 
2) 社会委員会【社 1,2】 
 
 
 

社会委員会 

【防災支援】 
1) 地域災害を軽減する活動の支援 
2) 地域コミュニティ防災への支援 
3) 行政機関等との防災支援協定に基づく支援活動 
4) 防災施設の見学会や講演会の実施 
 
【科学技術振興支援】 
1) 科学技術振興支援活動の促進のための会員への支援 
2) 理科教育支援に関わる外部からの依頼への対応 
3) 小・中・高校生に対する理科教育支援 
4) 一般者に向けたサイエンスカフェの実施 
 
 

 
1) 社会委員会【社 2】 
2) 社会委員会【社 2】 
3) 社会委員会【社 1,2】 
4) 社会委員会【社 2】 
 
 
1) 社会委員会【社 2】 
2) 社会委員会【社 2】  
3) 社会委員会【社 2】 
4) 社会委員会【社 2】 

 
 


