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回

（年月日）

第1回

1971(昭和46) 10/21～25

第2回

1972(昭和47) 11/3

第3回

1973(昭和48) 10/30～11/3

第4回

1974(昭和49) 11/8

第5回

1975(昭和50) 10/30～11/3

主催/開催地 韓国技術士会 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル

参加技術士 団長高田一郎 以下18名（日）

柳鐘会長   以下36名（韓）

団長鄭昞琡 以下 5名（韓）

古賀副会長 以下21名（日）

団長朝日啓一 以下18名（日）

李昌九会長 以下41名（韓）

団長張錫潤 以下13名（韓）

石橋重遠理事 以下26名（日）

団長本田尚士 以下19名（日）

林鳳鍵会長 以下21名（韓）

主な行事 1．合同懇談会

2．MBC TV対談

3．大邱工業団地視察

1．合議覚書第3、第5項の対策の具

体的な協議

2．73年度日韓科学技術庁長官の

提議事項の共通点の協議

3．両国技術士法の長短所の比較

研究

4．両国技術士会運営の実状と発

展について研究討議

5．産業視察

1．合同懇談会

2．工場見学

3．雪嶽山観光

1．両国技術士会及び技術士につい

て業務発展の具体策協議

2．両国科学技術振興の問題点解決

方策の検討

3．両国技術士法の長所、短所の比

較検討

4．日本の技術コンサルティング実

態見学と産業視察

1．日韓技術士合同懇談会

2．金星通信案養工場、仁川港閘門

工事見学

3．地下鉄乗車

4．扶余観光

回

（年月日）

第6回

1976(昭和51) 11/20

第7回

1977(昭和52) 4/28～5/3

第8回

1978(昭和53) 11/1

第9回

1980(昭和55) 1/10～13

第10回

1981(昭和55) 10/30

主催/開催地 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京

参加技術士 三浦貢副会長 以下21名（日）

団長李達雨 以下11名（韓）

団長轟謙次郎 以下21名（日）

李献卿会長 以下41名（韓）

団長崔錫煥 以下15名（韓）

三浦貢会長 以下31名（日）

団長喜多河庸二 以下14名（日）

李献卿会長   以下46名（韓）

団長鄭昞琡   以下19名（韓）

池田紀久男会長 以下41名（日）

主な行事 1．合同懇談会

* 韓国の都市と地方計画

* 国際製紙工業の動向

2．産業視察

* 地方都市（宮崎、高松）の施設

* 製紙工場

1．韓国科学技術団体連合会訪問

2．韓国科学技術研究所視察

3．日韓技術士会議開催

「日本技術士会の現況と展望」高田

一郎

「工場建設計画から製造開始まで」

扇田諦

「最新の鉄鋼技術」一戸正良

「斜面保護工法」黒瀬正行

4. 慶州仏国寺、蔚山現代造船所現

代自動車・昌原産業機械工業団地

視察

1．両国技術士会相互の共同発展と

活用増大及び国家社会の発展に

関する対策の具体的な問題の協

議

2．両国技術士の権益伸張並びに業

務発展問題

3．両国科学技術振興に関する共通

の問題点と解決方策

4．両国技術士制度についての具体

的検討と長短所の比較研究

5．日本のコンサルティング業務の

実態見学

6．産業視察

* 日本の産業安全研究所

* 日本の技術コンサルティング会

社

* 建築物工事現場

1．技術移転関連報告4件

2．TA(EAを含む）報告2件

3．産業安全に関する情報交換2件

4．産業視察

* 安養地区生産工場

1．日本側講演題目

* 省エネルギー及び新エネルギー

* 土木建築及び造景

2．韓国側講演題目

* 建築施工における安全業務の重

要性に関する研究

* 韓国の海運と港湾

* 韓国家庭の構成技法における特

性

* 韓国の水資源の現況と課題
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回

（年月日）

第11回

1982(昭和57) 2/25～28

第12回

1982(昭和57) 10/26

第13回

1983(昭和58) 11/19

第14回

1984(昭和59) 10/29

第15回

1985(昭和60) 11/23

主催/開催地 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル

参加技術士 団長伊東慶禧 以下11名（日）

金慶植副会長 以下41名（韓）

団長金慶植  以下26名（韓）

池田紀久男会長 以下41名（日）

団長伊東慶禧 以下13名（日）

金慶植会長 以下31名（韓）

団長金慶植副会長以下10名（韓）

小林国司会長 以下26名 （日）

団長伊東慶禧 以下13名（日）

金慶植会長 以下26名（韓）

主な行事 1．日本側講演題目

* 小水力発電に関する話題

* 下水道処理に関する今後の方法

* 畜産排水処理と糞尿処理の環境

に及ぼす影響度

* 植林緑化工法について

2．韓国側講演題目

* 韓国の過去、現在及び将来にお

ける通信技術事業

* 韓国の技術検定制度

* 国際技術協力における専門技術

士の役割と促進方向

* 安全対策のためのバイオリズム

適用役割と促進

3．半月工業団地視察

1．日本側講演題目

* 畜産排水処理と糞尿処理の環に

及ぼす影響

* 太陽熱による食品乾燥処理の開

発研究

2．韓国側講演題目

* 韓国内潤滑油の最近の動向

* 日本の陥没湾における海水交流

に関する研究

3．産業視察

* 都市・地方の道路状況

* 地方都市の住宅建設状況

* 環境公害処理研究施設

1．日本側講演題目

* 日本における技術士制度の改正

* 日本おける環境計量証明事業の

現状

* 日本における金属洗浄装置並び

に洗浄剤について

2．韓国側講演題目

* 韓国における最近の技術用役事

業の動向

* 国際技術協力上の契約紛争処理

とその仲裁について

* 中小企業における産業災害防止

のための安全意識に関する調査

1．小集団活動の新方向

* 企業内における小集団活動の新

方向

* 企業内における技術士集団の形

成

2．生産性向上と技術士の役割

* 生産性向上と技術士の役割

* 工業技術の発展と技術士の役割

1．両国の技術士制度

* 韓国技術士制度の改善

* 改正された日本の技術士制度の

要点と現状

2．先端技術と技術士による技術移

転

* 先端技術と技術士による技術移

転

3．産業視察

* 首都都市開発の現況

* 京仁地区工業団地

回

（年月日）

第16回

1987(昭和62) 2/5

第17回

1987(昭和62) 11/18

第18回

1988(昭和63) 11/11

第19回

1989(平成元) 10/5

第20回

1990(平成2) 10/29

主催/開催地 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 東京

参加技術士 団長金慶植 以下 8名（韓）

古庄源治会長 以下29名（日）

団長成田英夫 以下12名（日）

金慶植会長 以下30名（韓）

団長金慶植 以下17名（韓）

上田稔会長 以下40名（日）

団長松平孝 以下26名（日）

金圭泰会長 以下48名（韓）

団長金圭泰 以下12名（韓）

上田稔会長 以下48名（日）

主な行事 両国の技術士制度をテーマに活

発な意見交換が行われた。

* 韓国技術士制度の改善方向

* 改正された日本の技術士制度の

現状と問題点

* 韓国技術用役の現状と問題点

* 企業内技術士集団の形成

おいて検討の結果、次回の日韓術士

会議において日韓両国の産構造の

理想像を求めて、双方か今後の研究

計画の大綱を発表し体的に推進す

ることとした。

懇親会 参加伊藤忠商事（株）

特別顧問瀬島龍三本委員会顧問

前回本田技術士から提案の日韓産

業構造に関する調査研究を中心に

討論が展開された。

* 日本の技術士制度近況

* 韓国技術士制度の当面の課題

* 日韓産業構造に関する調査研究

計画の概要

* 繊維に関する調査研究大綱私案

* 日本の食品産業

シンポジウム形式で次の2テーマで

討論が行われた

1．日本の産業経済活動の変遷

* 概要

* 総論（機械、電気、化学、繊

維、食料、建設）

* 化学産業・建設業・食料産業

2．韓国の産業構造

* 食品産業の構造

* 繊維産業の構造

20回目を記念してパネルディスカ

ッション形式で行われた

1．日韓産業構造に関する調査研究

* 化学産業の総論、プラスチック

産業に関する調査研究報告

* 食品産業における流通構造と課

題に関する調査研究報告

* 韓国における加工食品の消費現

況に関する調査報告

2．技術士制度について
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回

（年月日）

第21回

1991(平成3) 10/22

第22回

1992(平成4) 10/25

第23回

1993(平成5) 10/25

第24回

1994(平成6) 9/29

第25回

1995(平成7) 10/27

主催/開催地 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 新潟 韓国技術士会 大田 日本技術士会 札幌 韓国技術士会 慶州

参加技術士 団長上田稔 以下14名（日）

金圭泰会長 以下47名（韓）

団長鄭昞琡 以下11名（韓）

上田稔会長 以下70名（日）

団長本田尚士 以下44名（日）

閔寿泓会長 以下70名（韓）

団長閔寿泓   以下30名（韓）

本田尚士副会長 以下60名（日）

保坂彬夫団長 以下70名（日）

許填副会長  以下80名（韓）

主な行事 1．両国委員長による基調報告

2．シンポジウム

* 韓国のプラスチック産業

* 日本における化学産業の構造

* 韓国醤類産業の現状

* 日本における米の消費動向と利

用分野

* 韓国技術士制度の問題

* 日本の技術士制度について

1．両国委員長による基調報告

2．合同シンポジウム「北東アジア

における日韓技術士の国際貢献」

3．分科会

第1分科会〔化学分野〕

第2分科会〔食品分野〕

第3分科会〔建設分野〕

1．感謝碑贈呈

本田尚士

2．合同シンポジウム

* 両国委員長の基調報告

3．合同討論会（第1部）

* 韓国の建設災害

* 安全教育が建設災害に及ぼす影

響

* 化学工場の災害危険性動向と予

防安全対策

* 安全問題について

4．合同討論会（第2部）

* 日韓技術士による北東アジア諸

国技術協力の可能性

5．分科会

第1分科会

第2分科会

第3分科会

第4分科会

6．大田エキスポ視察

1．感謝盾贈呈

金慶植、鄭昞琡

2．両国委員長による基調報告

3．合同シンポジウム

* 科学技術主役としての技術士の

役割

* 石狩川の治水技術の展開を踏ま

えて技術協力の可能性について

2

* 日韓技術士による東アジア諸国

技術協力の可能性調査その2

4．分科会

第1分科会〔建設〕

第2分科会〔安全〕

第3分科会〔農業〕

第4分科会〔品質保証とPL、リサイ

クル技術〕

1．感謝碑贈呈

鈴木清、松平孝、角谷豊樹

2．両国委員長基調報告

3．合同シンポジウム・中国東北辺

境地域開発の現況と日韓技術士

の技術協力の可能性について・

韓国の干拓技術

4．分科会

第1分科会〔防災関連〕

第2分科会〔安全関連〕

第3分科会〔地域計画関連〕

第4分科会〔品質保証・食品関連〕

5．ポスターセッション

日本側17枚の出展で盛況であっ

た。
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回

（年月日）

テーマ

第26回

1996(平成8) 11/14

第27回

1997(平成9) 10/27

第28回

1998(平成10) 11/11

第29回

1999(平成11) 10/29

東北Asiaの現況と将来

第30回

2000(平成12) 11/13

東Asiaの環境問題

主催/開催地 日本技術士会 松江 韓国技術士会 牙山 日本技術士会 千葉 韓国技術士会 釜山 日本技術士会 福岡

参加技術士 団長許填   以下 50名（韓）

鈴木清副会長 以下138名（日）

団長梅田昌郎  以下89名（日）

成楽正会長   以下57名（韓）

団長金命年  以下 56名（韓）

梅田昌郎   以下144名（日）

団長梅田昌郎 以下 97名（日）

金命年会長  以下188名（韓）

団長金命年会長 以下 93名（韓）

梅田昌郎会長   以下258名（日）

主な行事 1．感謝盾贈呈

閔寿泓、李康鎬

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 人体を含む複雑系の振動特性の

現状と動向

* WTO開放体制下における韓日間

技術進出の協力方案に対して

4．分科会

第1分科会〔国際交流〕

第2分科会〔地域計画と環境A〕

第2分科会〔地域計画と環境B〕

第3分科会〔品質保証と安全管理〕

第4分科会〔食品問題〕

第5分科会〔中小企業問題、技術

者の資格問題〕

5.ポスターセッション 年々参加

数が増加して盛んになってきた。

1．感謝碑贈呈

中山輝也、藤井三千勇

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 釜山新港湾開発事業

* ISO9000の現状と問題点

4．分科会

第1分科会〔国際交流〕

第2分科会〔地域計画・建設〕

第3分科会〔安全管理〕

第4分科会〔食品・環境〕

第5分科会〔技術者の資格問題〕

1．友好盾贈呈

許填、金桂恒、李奎東

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 信頼性管理に基づく保全方式の

基本理念

* 韓国の産業技術市場の現況と21

世紀の展望

4．分科会

第1分科会〔国際交流〕

第2分科会〔新社会資本〕

第3分科会〔建設及び安全〕

第4分科会〔技術者の資格問題〕

第5分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．見学会：東京湾アクアライン、

千葉市モノレール

1．感謝碑贈呈

安達真夫、武内譲二

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 東北アジアの経済協力エネルギ

ー産業インフラ

* 北東アジアの概況とこれからの

技術協力の可能性

4．分科会

第1分科会〔エネルギー資源と環

境及びリサイクル〕

第2分科会〔地域計画・建設〕

第3分科会（建設と安全）

第4分科会〔技術者の交流と資格

問題〕

第5分科会（英文発表）

5．ポスターセッション

6．見学会：巨済島三星重工業

ほか

1．友好織贈呈

金斗煥

2．両国委員長の基調報告：日本側

本田委員長病気欠席の為中山委

員長代理及び韓国側李康鎬委員

長より報告

3．長年日韓技術士会議に尽力され

た許填韓国技術士会元副会長に

哀悼の意を表した。

4．合同シンポジウム共通テーマ

* 日本側東ASIAの環境問題

* 韓国側東ASIAの海洋汚染環境保

全の為の国際協力

5．分科会

第1分科会〔環境問題〕

第2分科会〔ASIAの観光資源〕

第3分科会〔建設と安全A〕

第4分科会〔技術者の資格問題〕

第5分科会〔IT問題〕

6．ポスターセッション日本側21

点、韓国側5点

7．見学会：阿蘇山、大蘇ダム、別府

温泉、サッポロビール 九州工場
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回

（年月日）

テーマ

第31回

2001(平成13) 11/16

今世紀の技術のあり方

第32回

2002(平成14) 11/18

「持続可能な社会」における

技術士の役割

第33回

2003(平成15) 10/6

北東Asiaにおける科学技術と

文化交流（日本側基調講演ﾀｲﾄﾙ）

第34回

2004(平成16) 10/26

地球環境保全そして

Risk management

第35回

2005(平成17) 10/24

技術士の叡智「自然と人工の

災害を防ぐ技術開発の方向」

主催/開催地 韓国技術士会 済州 日本技術士会 仙台 韓国技術士会 束草 日本技術士会 米子 韓国技術士会 全州

参加技術士 団長佐藤清会長 以下 83名（日）

黄商模会長   以下151名（韓）

団長黄商模会長 以下 95名（韓）

佐藤清会長   以下192名（日）

団長清野茂次会長 以下 74名（日）

黄商模会長   以下101名（韓）

団長清野茂次会長 以下208名（日）

李桓範会長   以下112名（韓）

団長都丸徳治会長 以下102名（日）

李桓範会長   以下150名（韓）

主な行事 1．感謝盾贈呈

中原幸政、橋本義平

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 今世紀の技術のあり方―情報工

学の観点から

* 今世紀の望ましい技術開発の方

向－東アジアの共同繁栄に日韓

技術士の協力方策－

4．分科会

第1分科会〔環境・観光資源開発〕

第2分科会〔技術リスク・安全問

題〕

第3分科会〔技術倫理、継続教

育、資格問題〕

第4分科会〔建設一般、CM、VE〕

第5分科会〔自由討論・英語発表〕

5.ポスターセッション

6．産業視察

* 農業技術院

* Ｗ杯サッカー会場

1．感謝盾贈呈

金命年、全相伯

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 持続可能な社会における技術士

の役割―技術Utopia―

* 自然順応に基づいた技術倫理の

実践（持続可能な社会を作る健

全たる技術発展方向の模索）

4．分科会

第1分科会〔地域つくり〕

第2分科会〔技術リスクと安全〕

第3分科会〔21世紀の資源〕

第4分科会〔建設技術〕

第5分科会〔Communicationを重点

として：教育文化論等（英

語）〕

5.ポスターセッション

6．産業視察

* JR東日本仙台総合車輌所

* 松島湾遊覧

1．友好盾贈呈

青葉尭、宮原宏

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 韓・日・中の産業技術市場と相

互協業の分野

* 北東アジアにおける科学技術と

文化交流

4．分科会

第1分科会〔物流、リサイクルと

環境〕

第2分科会〔建設と安全〕

第3分科会〔技術士資格制度、

APECエンジニア、EMF国際登

録技術〕

第4分科会〔資源、エネルギー〕

第5分科会〔英語討論〕

5．ポスターセッション

6．合同視察

* 束草周辺及び雪獄山

* 金剛山

1．友好盾贈呈

黄商模、金叉俊

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 亜細亜(ASIA)環境の創生

* 地球環境問題と開発保全の葛藤

4．分科会

第1分科会〔環境と観光〕

第2分科会〔建設と防災〕

第3分科会〔技術と倫理、CPD〕

第4分科会〔資源と新エネルギー〕

第5分科会〔技術者の国際交流：

英語発表〕

5．ポスターセッション

6．合同視察

10/25

* アジア博物館、氷温技術食品加

工㈱ダイマツ見学

10/27

* 朝鍋ダム、とっとり花回廊、日

韓友好交流公園「風の丘」

1．友好盾贈呈

森田裕之、稲垣正晴

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

・技術士の叡智「自然と人工の災

害を防ぐ技術開発の方向」

4．分科会

第1分科会〔環境、観光、資源、

地域開発〕

第2分科会〔技術リスクと安全、

PL関連〕

第3分科会〔技術倫理、CPD、技術

資格〕

第4分科会〔施工管理、CM、VE、

PFI〕

第5分科会〔英語討論（課題自由）〕

第6分科会〔青年技術士討論（課題

自由、英語）〕

5．ポスターセッション

6．産業視察

10/25

* 韓屋村、慶基殿、Sae Man Gum展

示館、採石江

（10/23 全州Ｗ杯スタジアムにて、

日韓青年技術士サッカー大会が開

催された。）
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回

（年月日）

テーマ

第36回

2006(平成18) 11/13

社会開発における技術士の役割

－ものづくりの心－

第37回

2007(平成19) 10/1

東アジアの人類の幸せのために、

環境保全と日韓技術士の役割

第38回

2008(平成20) 9/29

東北アジアの発展のための

技術士の役割

－物・知・人の交流に向けて－

第39回

2009(平成21) 10/8

低炭素緑色成長時代の

技術士の役割

第40回

2010(平成22) 10/17

Green Technology と

技術士の関わり

主催/開催地 日本技術士会 沖縄 韓国技術士会 ソウル 日本技術士会 新潟 韓国技術士会 仁川 日本技術士会 下関

参加技術士 都丸徳治会長 以下132名（日）

李桓範会長 以下189名（韓）

高橋修会長 以下 91名（日）

李庭満会長 以下181名（韓）

高橋修会長 以下201名（日）

李庭満会長 以下179名（韓）

高橋修会長 以下101名（日）

李庭満会長 以下257名（韓）

高橋修会長 以下261名（日）

韓榮成会長 以下162名（韓）

主な行事 1．感謝状贈呈

鄭武鎔、秦成元、嚴翼俊

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 社会開発における技術士の役割

－ものづくりの心－

* 持續可能한開發에 있어서의

技術士의役割 -技術을 創造

하는 마음가짐 -

4．分科会

第1分科会（観光・環境・資源エ

ネルギー）

第2分科会（建設と安全)

第3分科会（技術者資格と教育

（倫理・CPD））

第4分科会（英語討論）

第5分科会（日韓青年技術士討

論）

5.ポスターセッション

6．研修旅行

* 万座毛

* 名護パイナップルパーク

* 沖縄美ら海水族館

* 名護オリオンビール工場

（11/12 南風原町黄金森公園陸上

競技場にて第2回日韓青年技術士

サッカー大会が開催された。）

1．功労牌贈呈

岡崎孝雄、市村一志、玉井丈生

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 漢江Renaissance Project 

Master Plan」

* 東アジアの人類の幸せのため

に、環境保全と日韓技術士の役

割

4．分科会

第1分科会〔観光、環境、資源、

エネルギー〕

第2分科会〔建設、安全、防災〕

第3分科会〔技術と倫理、技術者

資格〕

第4分科会〔電気電子、通信、情

報処理、機械〕

第5分科会〔英語討論〕

5．ポスターセッション

6．研修旅行

10/2

* 仁川大橋 建設現場、仁川経済

自由区域 建設現場、清渓川（文

化館）見学等

（9/30 第3回日韓青年技術士サッ

カー大会と、日韓女性技術士競争

力強化シンポジウムが開催され

た。）

1．感謝状贈呈

李桓範、余浩榮、沈淳輔

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 北東アジア発展のための技術士

の役割 物、知、人の交流に向

けて―北東アジア（Asia)発展

方策―）

* 東北亞細亞의 發展을 爲한

技術士의 役割－人․物․文化－

4．分科会

第1分科会〔環境・資源・エネル

ギー〕

第2分科会〔建設と安全・防災〕

第3分科会〔技術と倫理、技術者

資格〕

第4分科会〔産業連携における技

術士の役割〕

第5分科会〔技術士会における青

年層の課題〕

5．ポスターセッション

6．研修旅行 9/30

Aコース(佐渡) 朱鷺の森公園、

佐渡金山等

Bコース(金属加工視察) 地場産

業センター、大河津分水資料

館・可動堰等

（9/28 第4回日韓青年技術士サッ

カー大会と、日韓女性技術士の会

が開催された。）

1．功労牌贈呈

中西利美、伊藤徹、渥美純一

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 低炭素社会を目指した緑色成長

戦略と担い手

* 低炭素緑色成長時代の到来と技

術士の役割

4．分科会

第1分科会〔国土、環境、観光、

資源、ENERGY〕

第2分科会〔建設、防災、安全〕

第3分科会〔技術者倫理、技術者

資格〕

第4分科会〔電気、電子、通信、

情報処理、機械〕

第5分科会〔英語発表分科会（青

年層）〕

5．ポスターセッション

6．研修旅行 10/9

* 仁川大橋、仁川世界都市祝典会

場、仁川都市計画館、現代製鉄

仁川工場見学等

（10/7 第5回日韓青年技術士サッ

カー大会と、日韓女性技術士競争

力強化シンポジウムが開催され

た。）

1．感謝状贈呈

李庭滿、金悳鎭、金振英、宋俸鉉

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* Green Technology と技術士の

関わり

* 緑色成長を実現するための緑色

技術開発と主体別（技術士）の

役割～現代人類生存の源泉は何

か?

4．分科会

第1分科会〔環境・資源・エネル

ギー・食料〕

第2分科会〔建設・安全・防災〕

第3分科会〔技術倫理・技術資

格・技術教育〕

第4分科会〔電気・電子・情報・

機械〕

第5分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/18

Aコース（三菱重工下関造船－エ

コタウン）

Bコ－ス（秋芳洞－萩焼－角島大

橋：日本側参加者）

Cコース（秋芳洞－萩焼：韓国側

参加者）

（10/16 第6回日韓技術士親善サッ

カー大会と、第4回日韓女性技術

士交流会が開催された。）



日韓技術士国際会議開催実績 7/8

回

（年月日）

テーマ

第41回

2011(平成23) 10/14

自然と人工災害対策における

技術士の役割

第42回

2012(平成24) 10/18

技術士の立場から多様な

エネルギー戦略を考える

第43回

2013(平成25) 10/18

未来科学技術時代における

技術士の役割

第44回

2014(平成26) 10/20

日韓両国に影響する

危機管理対策と技術士の役割
Crises facing Japan and Korea: 
The Professional Engineer's 
roles in their management

第45回

2015(平成27) 10/23

持続可能なインフラの構築法

主催/開催地 韓国技術士会 大邱 日本技術士会 愛知県名古屋市 韓国技術士会 水原 日本技術士会 愛媛県松山市 韓国技術士会 春川

参加技術士 内村好会長 以下124名（日）

韓榮成会長 以下171名（韓）

内村好会長 以下218名（日）

韓榮成会長 以下116名（韓）

吉田克己会長 以下121名（日）

嚴翼俊会長  以下154名（韓）

吉田克己会長 以下207名（日）

嚴翼俊会長  以下138名（韓）

吉田克己会長 以下101名（日）

嚴翼俊会長  以下210名（韓）

主な行事 1．感謝牌、功労牌贈呈

梅田昌郎、高橋修、中山輝也

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 白頭山火山と火山活動

* 災害大国NIPPONからの発進

4．分科会

第1分科会〔環境・資源・エネル

ギー・国土・観光〕

第2分科会〔建設・交通・安全・

防災〕

第3分科会〔技術者倫理・技術者

資格・FTA〕

第4分科会〔電気電子・情報通

信・機械〕

第5分科会〔英語発表〕

5.ポスターセッション

6．研修視察

* 洛東江達城堡建設団建設現場

* 大邱地下鉄3号線 モノレール建

設現場等

（10/13 第7回日韓技術士親善サッ

カー大会と、第5回日韓女性技術士

シンポジウムが開催された。）

1．感謝状贈呈

金日、柳忠鉉、金相求

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

* 技術士の立場から多様なエネル

ギー戦略を考える

* 代替エネルギー戦略と技術士の

役割

4．分科会

第1分科会〔環境・資源・エネル

ギー・食料〕

第2分科会〔建設・安全・防災〕

第3分科会（技術者倫理・技術者

資格・技術教育）

第4分科会〔電気・電子・情報・

機械〕

第5分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/19

Aコース「愛知が世界に誇る技術

の歴史を楽しく学ぶ」 産業技

術記念館、リニア・鉄道館

（SCMAGLEV AND RAILWAY 

PARK）

Bコース「世界のTOYOTAの技術と

歴史を学ぶ」 TOYOTA自動車工

場見学、TOYOTA会館、盛田酒造

「味の館」

（10/17 第8回日韓技術士親善サッ

カー大会と、第6回日韓女性技術

士交流会が開催された。）

1．功労牌贈呈

田仲喜一郎、富田武彦

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「未来科学技術における技術士の

役割」富田武彦

「科学技術時代の到来に続く創造

経済活性化と経済主体の役割」

李康建

4．分科会

第1分科会〔国土・環境・資源・

エネルギー〕

第2分科会〔建設・安全・防災〕

第3分科会〔技術者倫理・技術者

資格・技術教育〕

第4分科会〔電気・電子・情報・

通信・機械〕

第5分科会〔英語発表〕

5.ポスターセッション

6．研修視察

* 三星電子

* 世界遺産 水原華城

（10/17．第9回日韓技術士親善サ

ッカー大会と、第7回日韓女性技

術士交流会が開催された。）

1．感謝状贈呈

朴慶夫、李康建

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「日本が直面する危機とその対応

における技術士の役割」室中善

博

「韓国の危機管理対策と技術士の

役割」 金在權

4．分科会

第1分科会（環境・資源・エネル

ギー・食料）

第2分科会（建設・安全・防災・

危機管理）

第3分科会（技術者倫理・技術者

資格・技術教育）

第4分科会（電気・電子・情報・

機械）

第5分科会（英語発表）

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/21

Aコース「三浦工業北条工場→民

芸伊予かすり会館→松山城」

Bコース「井関松山製造所→民芸

伊予かすり会館→松山城」

（10/19 第10回日韓技術士親善サ

ッカー大会と、第8回日韓女性技術

士交流会が開催された。）

1．国際貢献賞贈呈

田吹隆明、平野輝美、氷上克一

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「持続可能な公共施設の建設と運

営のあり方について」野口好夫

「成功的平昌冬季オリンピックの

ための持続可能インフラ構築方

案」李康建

4．分科会

第1分科会〔国土・環境・資源・

エネルギー・食品〕

第2分科会〔建設・安全・防災・

危機管理〕

第3分科会〔技術者倫理・技術者

資格・教育・新技術及び新

工法〕

第4分科会〔電気・電子・情報・

通信・機械〕

第5分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/24

* KD パワー

* 春川マッククス（混ぜそば）体

験博物館

* 昭陽江ダム

（10/22 第11回日韓技術士親善サ

ッカー大会と、第9回日韓女性技

術士交流会が開催された。）



日韓技術士国際会議開催実績 8/8

回

（年月日）

テーマ

第46回

2016(平成28) 10/3

伝統的技術と最新技術の

融合と発展

第47回

2017(平成29) 10/27

気候変化と自然災害への

挑戦と対応

第48回

2018(平成30) 10/18

次世代スマートシティの展望と

技術士の役割

～経済・社会・技術要素の融合～

第49回

2019(令和元) 10/25

第4次産業革命の先導技術の

展望と技術士の役割

第50回

2021(令和3) 10/31
「もっと知ろう日本、もっと知ろう韓国」

―日韓技術士交流50年、

そして次の50年に向けて―

主催/開催地 日本技術士会 栃木県日光市 韓国技術士会 釜山 日本技術士会 兵庫県神戸市 韓国技術士会 高陽 日本技術士会 宮城県仙台市

参加技術士 吉田克己会長 以下216名（日）

金在權会長  以下116名（韓）

高木茂知会長 以下112名（日）

金在權会長  以下160名（韓）

高木茂知会長 以下230名（日）

金在權会長  以下 94名（韓）

寺井和弘会長 以下 85名（日）

金在權会長  以下114名（韓）

寺井和弘会長 以下141名（日）

朱勝皓会長  以下132名（韓）

主な行事 1．国際貢献賞贈呈

金在權、朴浩慶、洪興杓

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「東京スカイツリーの建設：世界

一の高さへの挑戦」池田雄一、

黒田浩司

「水原華城200年歴史と空間変化

と発展」劉完鍾

「平和の使節・朝鮮通信使と日

光」青木勲

4．分科会

第1分科会〔国土・環境・資源・

エネルギー・食品〕

第2分科会〔建設・安全・防災・

危機管理〕

第3分科会〔技術者倫理・資格・

教育・新技術・新工法〕

第4分科会〔電気・電子・情報・

通信・機械〕

第5分科会〔英語発表）

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/4

Aコース「古河電工日光事業所→

日光東照宮・五重の塔」

Bコース「東京電力今市発電所→

日光東照宮・五重の塔」

Cコース「日光東照宮・五重の塔

→二荒山神社→輪王寺三仏堂」

（10/2 第12回日韓技術士親善サッ

カー大会と、第10回日韓女性技術

士交流会が開催された。）

1．国際貢献賞贈呈

吉田克己、須賀幸一、内村好

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「気候変化と自然災害への挑戦と

対応」須賀幸一

「災難の国際化と技術士の役割」

尹錫龍

「人と技術，文化で隆盛する

Dynamic 釜山」金仁煥

4．分科会

第1分科会〔国土・資源・エネル

ギー・食品〕

第2分科会〔建設・安全・防災・

危機管理〕

第3分科会〔技術者倫理・資格・

教育・環境〕

第4分科会〔電気・電子・情報・

通信・機械〕

第5分科会〔新技術・新工法・第4

次産業革命〕

第6分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/28

* 金海首露王陵

* 洛東江河口エコセンター

（10/26 第13回日韓技術士親善サ

ッカー大会と、第11回日韓女性技

術士交流会が開催された。）

1．国際貢献賞贈呈

安永浩、李芝衡、尹錫龍

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「技術士が叶えるSociety5.0～ア

ントレナーシップを発揮して

～」河野千代

「韓国スマートシティの展望、今

後の専門家の役割」李康建

4．分科会

第1分科会〔基盤分野〕

第2分科会〔エネルギー〕

第3分科会〔技術監理〕

第4分科会〔先端分野〕

第5分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/19

* 生田神社

* 相楽園

* 人と防災未来センター

（10/17 第14回日韓技術士親善サ

ッカー大会と、第12回日韓女性技

術士交流会が開催された。）

1．国際貢献賞贈呈

渡邉嘉男、田中俊生

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「第4次産業革命の先導技術の展

望と技術士の役割～より多くの

人々の幸せのために～」廣瀬由

紀

「4次産業革命先導技術の展望と

技術士の役割」朴浩慶

4．分科会

第1分科会〔基盤分野〕

第2分科会〔エネルギー〕

第3分科会〔技術監理〕

第4分科会〔先端分野〕

第5分科会〔英語発表〕

5．ポスターセッション

6．研修視察 10/26

* 西五陵

* 現代モータースタジオ高陽

（10/24 第15回日韓技術士親善サ

ッカー大会と、第13回日韓女性技

術士交流会が開催された。）

※ 対面会議とWEB会議を併用した

ハイブリッド形式で開催

1．国際貢献賞贈呈

洪興杓、朴泰熙

2．両国委員長の基調報告

3．合同シンポジウム

「日本技術士会70年の歩みと日韓

交流」室中善博

「過去半世紀を回顧して、新しい

半世紀を迎えよう」金斗煥、

李康建

4．特別報告

5．分科会

第1分科会〔基盤分野〕

第2分科会〔エネルギー〕

第3分科会〔技術監理〕

第4分科会〔先端分野〕

6．まとめ、大会宣言

（10/30 第14回日韓女性技術士交

流会と、日韓の技術士・学生座談

会が開催された。）


