
建設部会

平成30年 活動報告

公益社団法人 日本技術士会
建設部会長 長崎 均
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Ⅰ.建設部会の運営方針

建設部会 部会長 長崎 均
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日本技術士会の活動

Ⅱ．日本技術士会の概要

日本技術士会の組織

*継続研鑽（CPD）

日本技術士会について

 技術士法に設立根拠（法第５４条）

 試験・登録の国の指定機関

（法第１１条）

 半世紀を超える歴史（６５周年）

 約１万５千人の技術士が加入

 技術士の各部門に対応した１９の

部会を中心に活動

 広い技術分野の専門家の

全国組織（技術者のコミュニティ）

※全国に８つの地域本部を設置

 国際的技術者資格認定に関する

我が国唯一の参加組織

日本技術士会の特徴

※APECエンジニア、IPEA国際エンジニア
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Ⅱ．日本技術士会の概要 日本技術士会について
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Ⅱ.日本技術士会の概要 日本技術士会について

登録数 89,780名 正会員数14,８６５名 約17％
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平成30年４月末現在

北海道本部

東北本部

北陸本部

近畿本部

中部本部

四国本部

中国本部

九州本部

宮城、青森、秋田、福島、山形、岩手

富山

愛知、岐阜、三重、静岡

兵庫

岡山、鳥取、山口

大分、鹿児島、宮崎、佐賀、長崎、熊本

987名 【県支部：３０県】

1,106名

666名

1,687名

1,788名

708名

371名

1,144名

東京都＊ 及び 関東甲信地域県支部
神奈川、埼玉、長野、山梨、千葉、茨城、栃木、群馬

6,908名

沖縄県＊ 78名

統括本部（東京）

*東京都及び沖縄県は統括本部直轄

Ⅱ. 日本技術士会の地域本部、県支部

※平成２９年度末の会員数は１４,８６５人

日本技術士会について

【地域本部：８本部】

高知
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倫理委員会

技術者の倫理啓発

総務委員会

運営管理、秩序、信用維持

企画委員会

財務、事業の全般的企画

研修委員会

技術士の研修、人材育成

広報委員会

広報、会誌の企画・編集・発行

社会委員会

社会貢献活動

国際委員会

国際活動の推進

Ⅱ．日本技術士会の委員会組織

男女共同参画推進委員会

技術士制度検討委員会

ＡＰＥＣエンジニア審査委員会

IPEAモニタリング委員会

IPEA審査委員会
ＣＰＤ支援委員会

修習技術者支援委員会

青年技術士交流委員会

技術士活性化委員会
防災支援委員会

科学技術振興支援委員会

日韓技術士交流委員会

海外活動支援委員会

役候補者選出選挙管理委員会

【常設委員会：７委員会】

【実行委員会：８委員会】

【個別規則設置：５委員会】

日本技術士会について
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Ⅱ．日本技術士会のCPD事業、社会貢献事業

○防災支援活動
地域の防災、減災活動への協力、大規模
災害発生時の復旧・復興への技術支援

○地域産業の活性化支援活動
地域における中小企業等への支援活動、
産学官セミナー等の開催

○科学技術支援活動
科学技術コミュニケーターとして、理科教
室など科学技術の普及活動等を支援

○司法支援活動
最高裁との協議を通じ、専門員、鑑定人、
調停委員として技術面から裁判を支援

○工事監査支援活動
地方自治体等からの受託事業として、工
事監査等を支援

○安全・安心の課題への取組み
食品安全、事故調査等への支援

社会貢献事業（社会委員会）

○技術士CPD中央講座（年６回程度）
○技術士CPDミニ講座（年６回程度）
○技術士フォーラム（年１回）
○新春記念講演会（年１回、１月）
○技術士業績・研究発表年次大会

（年１回、６月）
○技術士CPD教材の出版・頒布

ＷＥＢシステムを導入中
○技術者倫理ワークショップ
○各部会による例会、講演会、見学会
○各地域本部、県支部によるCPD事業
○他学協会との共催による講演会

※建設系CPD協議会（１８団体）のメンバー。

現在、日本技術士会が同協議会の事務局

CPD事業（研修委員会／CPD支援委員会）

○日本技術士会では「技術士CPD登録証明書」を発行（H14年４月～）するとともに、
「CPD認定会員制度」を発足（H１３年３月）させ、技術士のCPDを支援

○技術士の専門性を活かし、様々な分野で幅広く社会貢献

日本技術士会について
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Ⅲ.建設部会の平成30年活動報告

（注）建設部会運営規則及び運営要領を改定（平成27年10月）

１.幹事会の組織構成

２.幹事会の体制

３.建設部会の活動内容

４.講演会・見学会（テーマ・講師）

５.建設部門の全国連携活動

６.技術士の活用促進活動
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１. 幹事会の組織構成

部会長
副部会長

幹事会
幹事長
副幹事長（2名）
幹事（27名）
参与（5名）

企画委員会

広報委員会

研修委員会

地域本部
（建設部会員）

全国大会交流

情報交換

（注）建設部会運営規則及び運営要領を改定（平成27年10月）
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２. 幹事会の体制
氏 名 備 考

理事 高木 茂知 日本技術士会 会長

理事 中川 裕康 日本技術士会 副会長
制度検討委員会 委員長

理事 廣澤 遵 広報委員会 副委員長

監事 宮下 紀代則

部会長 長崎 均 制度検討委員会

副部会長 徳川 和彦 企画委員会、制度検討委員会

幹事長 増野 正男

副幹事長 柴野 正一 広報委員会

副幹事長 新屋 浩明 総務委員会

幹 事 27名

参 与 5名
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３. 建設部会の活動内容

3.1 幹事会
メンバー構成：コンサル60％、ゼネコン20％、

官公庁10％、個人10％

理事会・部会長会議・本部委員会・部会委員会等の報告

及び審議と意見交換、原則1回/月開催

3.2 本部委員会における活動
常設７委員会（倫理、総務、企画、研修、広報、社会、国

際）、7実行委員会（ＣＰＤ支援、修習技術者支援、青年

技術士交流会、防災支援、科学技術振興支援、日韓技

術士交流、海外活動支援）などに参加し活動
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3.3 建設部会における委員会活動
■企画委員会：理事会、部会長会議等における審

議事項並びに建設部会の企画に関する事項

■広報委員会：建設部会ＨＰへの掲載・管理、月刊技

術士、同報メール等広報に係る事項

■研修委員会：技術士ＣＰＤとして、1回/月程度の講

演会または現場研修会を開催

【平成30年の実績および計画】

●講演会： 7 回

●現場研修会： 4 回
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４.講演会・見学会（テーマ・講師）

月 テーマ 内容 講師（敬称略） 参加

平成30年 (人)

1 講演 国内外の自転車政策の最新動向 古倉 宗治
(株)三井住友トラスト
基礎研究所

29

2 講演 道路施設の老朽化対策事業の推進 井波 丈明
㈱長大 インフラマネジメ
ント事業部 執行役員

33

4
講演

現場研修
土木遺産とまちづくり 阿部 貴弘

日本大学 理工学部
准教授

28

5 現場研修
首都高１号線 東品川・鮫洲埋立部 見

学
石橋学

吉田大二郎
首都高速（株）

品川工事事務所
38

6 講演 土砂災害と砂防技術 大野 宏之
砂防・地すべり技術セン
ター 専務理事兼砂防
技術研究所長

57
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月 テーマ 内容 講師（敬称略） 参加

7 講演
トンネルの維持管理に必要な地形・地
質の素養

大島 洋史
国際航業(株) 技術サービ
ス本部 最高技術顧問

45

8 講演
気象庁の地震津波火山に関する情報
について

藤原 健治
東京管区気象台 気象防
災部 地震津波火山防災
情報調整官

48

10 現場見学
東武スカイツリー線
竹ノ塚駅付近連立事業 見学会

小島弘行
東武鉄道（株）
鉄道事業本部
改良工事部

24

10 現場見学 リニア事業見学会 ―
山梨県立リニア見学セン
ター

30

11 講演
土木・建築構造物補修補強工事におけ
る炭素繊維の活用

奈良達也
東レＡＣＥ（株）
環境資材部
複合材料課

49

12 講演 東京駅の変遷 林 康雄
次期土木学会 会長
鉄建建設(株) 社長

（80）
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講演会・現場研修会の事例

講演会（道路施設の老朽化対策事業の推進） （2月）

講演会（土砂災害と砂防技術）（10月）

16

首都高速1号線更新事業（5月）

土木遺産とまちづくり現場（4月）



5.建設部門の全国連携活動

5.1  全国関係者意見交換会
■関東甲信地域県支部代表者との意見交換会を開催（10/3）

 出席県支部：長野県支部、群馬県支部、栃木県支部、埼玉

県支部、茨城県支部、千葉県支部、神奈川県支部

■ 地域８建設部会と意見交換会を開催（11/11：全国大会）

5.2  部会報告活動
■全国大会（福島）において「H30建設部会活動報告」を配布

5.3 WEB会議システムを活用した「講演会」開催
■現時点では未実施。機材の正常運用を確認後に再開予定。

17



議事次第

Ⅰ．日本技術士会の概要

Ⅱ．建設部会運営方針

Ⅲ．建設部会活動報告（平成30年）

Ⅳ．地域本部活動報告（８本部）

Ⅴ．部会と地域との連携について

Ⅵ．技術士制度検討委員会の状況報告
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第45回技術士全国大会(福島）建設部会交流会

平成30年11月11日



6.技術士の活用促進活動
6.1 技術士二次試験合格者祝賀会の実施

 4月25日に建設部会主催の祝賀会を開催し、技術士会、建
設部会の活動を紹介。

 30名を超える参加者。「参加してよかった」と言う意見が
9割以上を占め、来年も開催の予定。

6.2 国土交通省との意見交換会の実施
 国土交通省との情報共有と技術士資格の活用促進を目的に、
平成25年より意見交換会を開催。

 第5回意見交換会を調整中。

6.3 部会長会議などで本部への要望
 国交省における登録民間資格の活用等の動向を踏まえ、

技術士資格の活用や更新制度についての検討を要望。
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建設部会の活動に
是非ご参加ください


