
（公社）日本技術士会 応用理学部会 案内 

 

第十四回年度大会議案 平成２７年５月１９日（火） 

 

下記議案をご一読の上、ご出席、ご欠席（委任状送付）のご連絡をお願いいたします。 

 

■ご出席の方 

 下記をクリックの上、応用理学部会５月１９日の年度大会へ｢参加申込｣してください。 

ご出席の連絡はここをクリック 

 

■ご欠席の方 

 下記議案に賛成の方、及びご欠席の方は下記｢委任状送信ページ｣をクリックして会員

ページから委任をお願いします。 

委任状の送信ページはここをクリック 

 

年度大会 

開催日時：平成 27 年 5 月 19 日（火） 17：30～18：30 

場所：日本技術士会 葺手第二ビル ５Ｆ A,B 会議室 

議案  

1 号議案 平成 26 年度 事業報告、収支決算及び監査報告 

2 号議案 平成 27 年度 事業計画及び収支予算案 

3 号議案 役員改選 

 

（１号議案） 

  平成 26 年度事業報告・収支決算報告及び監査報告 

 ① 部会における年次大会（全体会合）・委員会活動・幹事会 

 年度大会（前回呼称は総会）は 5 月に開催し、1 年間の活動計画を決議した。定例活動は、毎月

第三火曜日（一部第三土曜日）とし、幹事会を開催して、その後、定例会及び交流会を実施した。

幹事会では、講演会企画及び運営の他、理事会及び委員会から依頼された検討議題などを定期的に

話し合った。平成 26年度は、文部科学省技術士分科会より依頼のあった技術士応用理学部門地質を

選択科目とした技術士に求められる資質能力パッケージについて、部会内の意見をとりまとめ案を

作成・提出した。また、11 月第 41 回技術士全国大会（福岡）の開催に合わせ、九州本部の応用理

学部門メンバーと協働して、｢2014’応用理学部会 in福岡｣を開催した。定例会は講演会を主体とし

て 11 回開催した。委員会活動は、常設委員に 7 名、実行委員に 7 名、個別規定による委員会に 2

名及びＷＧに 1名が参加した。 

  ② 講演会 

本部会の専門領域に限らず周辺の技術領域、エネルギー、リサイクル及び技術者倫理など幅広い

講演を実行した。また、研修会を開催し部会員が自ら発表者となり日々の課題と成果を持ち寄り、

参加者を交えた討論会を実施した。さらに、これに加えて会員相互の自己研鑚の場として、部会員

による講演も適宜実施した。 

③ その他 

平成 26年度は、Pe-CPD収録による WEB登録を 3件実施した。ただし、WEB会議システムを利用し

た講演（WEB講演）は実施できなかった。WEB登録及び WEB講演は、CPD提供の地域格差を是正する

ため、これまで以上に重点施策として認識を新たにし、本年度の活動課題としたい。 

  

https://www.engineer.or.jp/kaiin/dmsw0200.php
http://www.engineer.or.jp/kaiin/password/opin0000.php


１）平成２６年度事業報告書（部会活動報告）  

開催日 テーマ 所  属 講 師 
参加 

人数 

26.04.15 

技術士二次試験合格体験記等 

①『技術士二次試験合格までの長い道のり』 

②『一発合格賢者と浪人愚者』 

③『私が総監試験勉強で行ったこと』 

①(株)京三製作所 

②(株)富士通研究所 

③花王(株) 

①岡田 石矢 氏 

②池田 紀子 氏 

③佐竹 紀彦 氏 

23 

26.05.20 
①第十三回応用理学部会総会（年度大会） 

②準天頂衛星の開発とセンチメータ級測位

補強 

三菱電機(株) 瀧口 純一 氏 25 

26.06.21 富士フイルムにおける機能フイルム 
(株)先進知財総合研

究所 
畠山 晶 氏 14 

26.07.18 地熱発電最先端技術の紹介 (株)東芝 谷口 晶洋 氏 37 

26.08.19 補助金獲得方法教えます！ 東京都商談会 宮地 直孝 氏 20 

26.09.20 技術者の倫理 アジア航測(株) 今村 遼平 氏 25 

26.10.21 東京ガス｢ガスの科学館｣見学会 東京都江東区豊洲 6-1-1 18 

26.11.09 

｢2014’応用理学部会 in福岡｣ 

①防災と住み易い地元を目指して－ある自

治体顧問の経験から－ 

②地盤のリスクとジオ・メリット 

③福岡の地形・地質と歴史的土地利用の知

恵 

①パシフィックコン

サルタンツ(株) 

②(株)環境地質 

③国立大学法人福岡

教育大学 

①中里  薫 氏 

②稲垣 秀輝 氏 

③教授  

黒木 貴一 氏 

16 

26.11.18 

応用理学部会員の活動事例紹介～第一線で

活躍の 3例紹介～ 

①1300 点の電子基準点が教えてくれるこ

と 

②職場における応用理学部門技術士の役割 

③甚化する気象現象の中での火山国・日本

の自然災害 

①(株)ジェノバ 

②(株)京三製作所 

③(株)環境地質 

①鵜飼 尚弘 氏 

②岡田 石矢 氏 

③稲垣 秀輝 氏 

23 

26.12.19 小型家電リサイクルの現状 
東京都環境科学研究

所 
辰市 祐久 氏 23 

27.01.20 
2015 年日本技術士会の取り組み及び応用

理学部会の活動計画 
応用理学部会長 木寺 幸司 氏 18 

27.02.17 
高解像度 GPS 全電子数観測による電離圏の

研究 

独立行政法人情報通

信研究機構 
津川 卓也 氏 26 

 ＊朱色のセルは、土・日曜日開催です。 

 

２）平成２６年度収支決算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

科目 予算額 当期実績 当期-予算 当期-前期 

１．例会等会合参加費 390,000  345,500 ▲44,500 ▲100,500 

２．講演会・見学会補助費 340,000  254,727 ▲85,273 ▲85,273 

３. 共催部会振込み 0  0 0 0 

４．雑収入（口座利息） 0  65 65 18 

 (A)収入計 730,000  600,292 ▲129,708 ▲185,755 

 (B)繰越金 383,150  383,150 0  

 (C)合計（(A)＋(B)） 1,113,150  983,442 ▲129,708  

１．例会等部会運営費 660,000  460,660 ▲199,340 ▲237,216 

２．雑費 10,000  0 ▲10,000 ▲12,165 

３．源泉徴収額 0  0 0 0 

 (D)支出計 670,000  460,660 ▲209,340   

 期末収支差額 (C)－(D) 443,150  522,782 79,632 

【収入】平成 26 年度は、3 月休会のため参加者が年度想定を若干下回ったこと、忘年会の会計担当で

はなく 12 月が収支計上除外となったこと、等により会合参加費収入が減った。本部補助を全



額使用するには至らず、補助金に剰余が生じた。 

【支出】地方からの講師招待がなかったこと、忘年会経費がなかったこと、参加者数の関係等で交流

会費が減少したこと、等により部会運営費が減った。 

【全体】収入、支出ともに予算を下回ったが、減額幅は支出の方が大きかったため、最終的に 14 万円

の黒字収支（繰越金の増加、予算見込みより 8 万円増）となった。 

 

３）監査報告書 

 平成２６年度決算は監査の結果、適正に処理されていることを報告いたします。 

   

平成 27 年 4 月 15 日 

   会計監査人 宮島 愼 印 （印は省略） 

 

（定例会写真） 

 

10 月見学会 東京ガス｢ガスの科学館｣          11 月研修会 

 



（２号議案） 

平成 27 年度事業計画案及び収支予算案 

定例会（講演会、研修会、見学会）・交流会の実施、応用理学部門の会員相互の情報交流を一層深

めるため積極的に WEB 講演及び WEB 登録を実施し、活力ある部会活動を目指して 27 年度も推進し

ます。より部会員の皆様のための継続研鑽に資するため、専門領域に限らず周辺の技術領域まで拡

げた部会活動を進める予定です。また、23 年度から開始した 3 の倍数月（6 月、9 月、3 月）の土

曜日の定例会開催は、その効果が近年見られないことから原則第 3 火曜を開催日とし計画していま

す。ただし、今後参加者の動向や意見を集約しより部会員が参加し易い環境を整えて行きます。 

 

１）平成２７年度事業計画（案） 

開催日 テーマ 所属 講師 

2015.04.21 講演会 

一次、二次合同合格者歓迎会 

応用理学部会紹介など 

①応用理学部会紹介と技術士資

格の動向 

②技術士二次試験の合格体験

記・YES-Metals!の紹介」 

③｢合格体験談 意思の上にも｣ 

④｢技術士二次試験合格までの

道のり｣ 

①応用理学部会長 

②キヤノン(株)  

③国際航業(株)  

④パシフィックコンサルタンツ

(株) 

①木寺幸司 氏 

②島崎安隆 氏 

③小早川雅行氏 

④田村友紀夫氏 

2015.05.19 

年度大

会 / 講

演会 

①応用理学部会（第十四回）年

度大会 

②記念講演会「海溝型巨大地

震の実態解明と予測システ

ム構築」  

独立行政法人海洋研究開発機構

（JAMSTEC）地震津波海域観測研

究開発センター 

センター長 

小平 秀一 氏 

2015.06.16 講演会 
リチウムイオン二次電池の安全

化技術 
渡辺春夫技術士事務所  渡辺 春夫 氏 

2015.07.21 講演会 「・・未定・・」 PAOSグループ 
代表 

中西 元男 氏 

2015.08.18 講演会 

ヴァイオリン演奏に関する実験

科学からのアプローチ- 弦の

振動からコンサートホールでの

実験まで -（仮題）」 

国立大学法人東京工業大学 技

術部 半導体 MEMSプロセス技

術センター 

センター長 

松谷 晃宏 氏 

2014.09.07 講演会 「気象現象を読み解く」 
日本教育大学院大学 学校教育

研究科 

客員教授 

武田 康男 氏 

2015.10.03 

講演会 

（技術士

全 国 大

会） 

｢2015’応用理学部会 in富山｣ 

①「伝統工法「しがら組み」に

よる市民治山への取り組み又は

里山再生プロジェクト（仮）」 

②「富山の地質と自然災害（仮）」 

①京福コンサルタント(株) 

②国立大学法人富山大学 

①鳥居 直也 氏 

②准教授 

柏木 健司 氏 

2015.10.20 見学会 「一般財団法人電力中央研究所」横須賀市長坂 2-6-1 

2015.11.17 研修会 企画中 企画中 部会員３名予定 

2014.12.12 

（資源工学

部会共催） 

講演会 「グリーン水素について（仮）」 国立大学法人横浜大学 
名誉教授 

太田 健一郎 氏 

2016.01.20 講演会 

①2016 年日本技術士会の取り

組み 

②2016 年応用理学部会の活動

計画 

日本技術士会理事 

応用理学部会部会長 

柴田 悟 氏 

木寺 幸司 氏 

2016.02.17 講演会 企画中 企画中 企画中 

  ＊27年度計画は変更になる場合も有ります。 

    ＊朱色のセルは、土曜日開催です。 



２）平成２7 年度収支予算書（案）（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日） 

科目 予算額 前期実績 増減 

１．例会等会合参加費 440,000  345,500 94,500 

２．講演会・見学会補助費 340,000  254,727 85,273 

３. 共催部会振込み 0  0 0  

４．雑収入（口座利息） 0  65 ▲ 65  

 (A)収入計 780,000  600,292 179,708 

 (B)繰越金 522,782  383,150 139,632 

 (C)合計（(A)＋(B)） 1,302,782 983,442 319,340 

１．例会等部会運営費 720,000 460,660 259,340 

２．雑費 10,000 0 10,000 

３．源泉徴収額 0 0 0 

 (D)支出計 730,000 460,660 269,340 

期末残高差額 (C)－(D) 572,782 522,782 
 

平成 27年度 年間収支 
  

＋50,000 

 

（３号議案） 

３．役員改選 

次期部会長選出  部会長立候補者並びに幹事会推薦者から次期部会長を選任する。（部会長の立候補

届は次のとおり）  

平成 27年 5月 15日（金）１７時必着。親書もしくはメールにて応用理学部会部会長宛お送り下さい。  

親書：105－0001 東京都港区虎ノ門 4丁目 1番 20号（公社）日本技術士会 応用理学部会長宛  

メール：kidera@geo.or.jp 

 

■ご出席の方 

 下記をクリックの上、応用理学部会５月１９日の年度大会へ｢参加申込｣してください。 

ご出席の連絡はここをクリック 

 

■ご欠席の方 

 本議案に賛成の方、及びご欠席の方は下記｢委任状送信ページ｣をクリックして会員ペ

ージから委任をお願いします。 

委任状の送信ページはここをクリック 

 

年度大会終了後，講演会、交流会を開催します。  

  

(18:30～20:30) 

講演会：「海溝型巨大地震の実態解明と予測システム構築」  

講 師：独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC） 

地震津波海域観測研究開発センター研究開発センター長 小平 秀一 氏 
  

(20:30～21:00) 

交流会 

参加費：会員 1,500 円、会員外 2,000 円 

（総会、講演会終了後の交流会費含む、軽い飲食がでます) 

以上 

mailto:kidera@geo.or.jp
https://www.engineer.or.jp/kaiin/dmsw0200.php
http://www.engineer.or.jp/kaiin/password/opin0000.php

