
                      

2022年度 年 次 大 会 資 料

・長野県支部会員・協賛団体

・長野県支部組織図

・2021年度事業報告（各委員会）

・2021年度一般会計決算

・2022年度事業計画案（各委員会）

・2022年度一般会計予算案

日 時 2022年 6月 12日（日）

場 所 ウェブ（Zoom）会議

公益社団法人 日 本 技 術 士 会

長 野 県 支 部
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正会員 準会員

1 機械 21 10

2 船舶・海洋

3 航空・宇宙 1

4 電気電子 20 8

5 化学 4 3

6 繊維

7 金属 7 1

8 資源工学

9 建設 116 23

10 上下水道 18 5

11 衛生工学 2

12 農業 8 4

13 森林 12 1

14 水産

15 経営工学 5 3

16 情報工学 3 2

17 応用理学 14 3

18 生物工学 2 2

19 環境 12 5

20 原子力・放射線

21 総合技術監理 55 2

299 73

212 55

注１：複数部門の登録者・合格者等がおられます。
注２：準会員は、技術士第一次試験合格者、日本技術者教育認
定機構（JABEE）認定課程修了者及び技術士第二次試験合格者
で技術士又は当該技術部門未登録の方です。

　　　　【会員】

　　　　【協賛団体】

長野技研コンサルタント株式会社

株式会社アンドー

会員数

        2022年3月31日現在

公益社団法人 日本技術士会 長野県支部

NO 技術部門
会員数

部門別の合計数

株式会社みすず綜合コンサルタント

株式会社高見澤

日本無線株式会社技術士会
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岩淵　 省

〃

〃

〃

小口　雄平

田代　幸雄

藤原　浩明

丸山　 進

山浦　直人

（支部運営庶務）

　　 〃 　　 　森　 茂雄　

山田　 誠

〃

（制度普及，CPD，行政協力，地域交流）

　副委員長　　田代　幸雄　　

〃

地区担当【東信】○中島　小宮山　小林　中村　【南信】○山田　池田　田代

長野県支部広報委員会

　事務局長　　小坂　祐司

　委員長　　　丸山 　進　　　　　　

防災担当　○山浦　池田

小林　 保〃

野村　一郎

長野県支部総務委員会

名誉支部長　　小口　雄平

　　 〃 　　　藤原　浩明

長野県支部事務局

　　 〃 　　　野村　一郎

〃

   公益社団法人 日本技術士会 長野県支部 組織図

池田　弘美

小坂　祐司

支部特別顧問　有賀　良夫

会計幹事

　　　　【中信】○岩渕　森　小坂　野村　【北信】○丸山　小口　藤原　山浦

小宮山 哲昭

 森   茂雄

中島　正道

〃

2022年6月12日

中村　 勤  

〃

幹　事

支　部　役　員　会

　副委員長　　小口　雄平　　　　

副支部長

〃

支 部 長

〃

本部部会担当【電気電子部会】森　【建設部会】山浦

　副委員長　　小林　保　　

（総務，財務，会規，会員，工事監査）

（広報，情報収集，会員拡大）

　委員長　　　山浦　直人

　委員長　　　池田　弘美

長野県支部企画業務委員会

　　 〃　　　 山田　 誠 　　　

　　 〃 　　　田代　幸雄
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2022年 6月 12日

総務委員会 2021（令和３）年度 事業報告

１．活動目的

長野県支部の円滑な事業実施・運営を目的とし、運営に関わる規程類の制定・改廃の

立案、事業実施・運営に関する総括及び各委員会活動の支援を行う。

また、会計幹事・事務局・各委員会と協力して、収入支出等の資産の管理、年次大

会・合格者祝賀会の開催、役員会の開催、業務事務処理、技術士社会貢献業務（一部）、

予算案の作成等を担当する。

２．活動内容

① 支部運営に関わる規程類の制定、管理関係

・本部のCPD講演会の個人配信の取扱いについて、長野県支部として「会員に限定

しないで、条件を付けるなど問題をクリアして、会員以外にも参加いただく方向

で検討いただきたい。」趣旨の意見書を提出した。

・支部役員会の開催方式について、リアル開催とウェブ開催の２方式の運用につい

て申し合わせを行った。

・役員会等の議事録作成について、日本技術士会規程「総務委員会の議事録作成に

関する手引き」に準じることを確認した。

② 支部役員会の開催

  長野県支部の事業活動及び運営に関わる事項について審議し決定した。

  第 1回：４月 25日（日）、第 2回：5月 30日（日）、第 3回：8月 1日（日）※、

第 4回：9月 25日（土）※、第 5回：10月 2日（土）※、

第 6回：12月 19日（日）※、第 7回：3月 21日（月）※  

※はウェブ開催

③ 支部年次大会、技術士第一次試験・第二次試験合格者紹介

2021年 6月 19日(土) ウェブ開催（年次大会・記念 CPD講演会・合格者紹介）

④ 外部団体委員等の推薦

・長野県建設工事紛争審査会委員 有賀 良夫 氏

・長野県ため池安全対策検討委員会委員 有賀 良夫 氏
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⑤ 日本技術士会が行う、地方自治体の工事監査などにおける工事技術調査に関する

こと

・工事監査について、長野県内の監査案件についてはできるだけ長野県支部の会

員が実施できるように、本部工事監査支援 WG の登録会員を確保するため、工事

監査支援 WG による説明会の開催を長野県支部会員へ広報することとした。

（2021年度は、工事監査支援WGによる説明会なし。）

・なお、当支部からの意見もあり、「工事監査支援 WG 活動に関する手引き」の

登録会員の登録条件が改正された。

⑥ 財務に関すること

・支部交通費支給について、これまで運用してきた「掛け率」を廃止し、実費相

当額とすること、また、実費には駐車料金を加えることとした。

⑦ 協賛団体関係

・協賛団体として、2021年度 5団体からご支援をいただいた。

⑧ 防災・災害の対応・活動について

・支部としては、講演会、防災セミナー、現地見学会の主催・共催活動を行ってい

くこととしている。（今年度は、新型ウイルス対応のため中止）

・第2回関東甲信県支部防災連絡会議への参加 2021年9月1日（水）（ウェブ会議）

・第 3回関東甲信県支部防災連絡会議への参加 2022年 3月 11日（金）(ウェブ会議)

⑨ 他県支部・本部との連絡調整

・関東甲信地域県支部長会議 2021年 12月 21日（火）（ウェブ会議）

・本部建設部会会議 2021年 10月 5日(火) （機械振興会館）

・本部電気電子部会会議 2021年 12月 9日（木）（ウェブ会議）



5

5

2022 年 6 月 12 日

広報委員会 2021（令和 3）年度 事業報告

１．活動目的

日本技術士会・支部・会員活動の情報発信・交流、技術士制度の普及・啓発及び技

術士知名度向上のために、広報活動を行う。会員への情報発信機能の強化のための

会報、ホームページの内容充実を図るとともに、長野県地域の企業、行政機関、教

育機関、業界団体等へ技術士のＰＲを行う。

２．活動内容

  ・日本技術士会ホームページを利用した情報の発信 （随時）

・長野県支部会報(第 6号)の発行 （2022 年 1月）

・支部会員同報メールの活用 （随時）

・技術士及び日本技術士会・県支部の県行政機関等への広報 （随時）

・JABEE 認定校｢長野高専｣にて技術士説明会の開催

日時：2021 年 12月 9日(木) 14:30～16:00

会場：国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校(環境都市工学科53番教室)

講師：長野高専OB,OG技術士 3名

樋口 美樹 氏(上下水道部門)

土屋 博幸 氏(建設部門/総合技術監理部門；長野県)

富田 賢司 氏(上下水道部門；(株)ヒューテック)
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2022年 6月 12日

企画業務委員会 2021（令和３）年度 事業報告

１．活動概要

技術士 CPD活動として、講演会・見学会等を実施し、技術士及び修習技術者の資質向上・

継続研鑽及び会員相互の交流に資するよう努めた

開催は地域性を考慮し、4ブロック（東信・南信・中信・北信）で計画し、一部実施を延

期したが、新型コロナ感染への対応の中でもウェブ方式により、実施ができた。

参加は、ウェブ方式により容易になった面もあるが、対面による実施が出来ず、交流面

では課題を残した。 なお、ウェブ方式はほぼ定着ができたが、本部の新しい CPD開催方

式により技術士会員参加が主となっている面は課題である。

２．個別行事の概要

（1）支部主催の CPD活動としての講演会等は次の通りである。

①2021年 6月 19日（土）：長野県支部年次大会記念CPD講演会

技術士試験の合格者体験発表と合格者紹介の祝賀行事を合わせて実施した。（祝賀懇親

会は中止）

・開催方法：Zoomを用いたウェブ方式

・講演１「一級河川裾花川の災害史・改修史を学ぶ」

   講師 国立長野高専客員教授 宮下秀樹 氏

・講演２「技術者倫理」 講師  有賀良夫 氏（名誉支部長）

  ・「合格者体験談」 発表者 中山哲也 氏

・参加者：46名（うち一般参加者6名）

②2021年 10月 2日（土）：中信ブロック CPD

・開催方法：Zoomを用いたウェブ方式

・講演「開智学校校舎（松本市）の国宝指定について」

  講師 松本市学芸員   遠藤正教 氏

・参加者：34名（うち一般参加者1名）

③2021年 11月 27日（土）：北信ブロック CPD

・開催方法：Zoomを用いたウェブ方式

・講演１「小規模水力発電について」

  信州大学工学部 機械システム工学科  准教授 飯尾昭一郎 氏

・講演２「誤差と精度―工業計測とバイオ検査の世界」

大野システム技術研究所代表 大野知彦 氏

・参加者：58名
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④2022年１月 22日（土）：東信ブロックCPD

・開催方法：Zoomを用いたウェブ方式

・講演「美笹深宇宙探査用地上局の役割と研究課題」

   講師：JAXA宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系准教授 村田泰宏 氏

・参加者：42名

⑤2022年 3月 6日（土）：南信ブロック CPD  

対面方式による実施を目指したが、コロナ感染症対策により次年度へ延期した。

（2）その他支部主催行事

  ①2021年 11月 5日（金）：新たなCPD実績の管理及び活用の仕組みに関する説明会

・開催方法：本部の Teamsを用いたウェブ方式

・「新たな CPD実績の管理及び活用の仕組みについて」

（公社）日本技術士会技術士制度検討委員長 中川裕康 氏

・参加者：76名

（3）CPD活動の成果と課題

①新型コロナ感染の蔓延の中でもCPD活動を継続的に実施出来た。

②実施したすべての講演会が、ウェブ方式による開催となり、事前準備や当日対応も

経験が増えたことから スムーズに実施することができた。

③南信ブロックでは、現地見学を含む対面方式のCPD活動の実現を目指したが、新型

コロナ感染が急速に拡大したことから、次年度へ延期した。

ＣＰＤ研修は、見学会や対面による開催も必要な方式であることから、今後も状況

を判断しながら、実施を検討していく必要がある。

  ④ウェブ方式への参加が会員中心となっているが、技術士会活動を広めていくために

も非会員への配信について改善することが今後の課題である。

（4）本部専門部会への参加や情報交換を進めた。

専門部会の講演会等へのウェブ配信による参加が行われた。

（5）防災支援委員会の取り組みは、年2回実施された関東甲信地区の意見交換会への参加

はできたが、支部として目指した、共催による災害現場見学会等はコロナ対応などに鑑

み、実現に至らなかった。
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2022年3月31日

事業活動収入の部 （単位　円）

費　　目 予算額 決算額 増　減 備　　　考

事業収入 参加費収入 120,000 76,500 43,500  △ ZoomCPD講演会参加費

地域組織活動費収入 定率（会費×5%） 226,360 223,430 2,930  △ 
長野県支部所属会員の会費対象（2021.6.30現在）

正会員208名、準会員56名

  地域組織活動費
（支部拠点整備費）収入

定額 200,000 200,000 0 

講演会ＷEB配信奨励費2020年度 80,000 80,000 0 

講演会ＷEB配信奨励費2021年度 60,000 20,000 40,000  △ 前半期1回分

地域組織活動補助費収入 250,000 80,340 169,660  △ 

対外活動促進補助費収入 38,000 25,220 12,780  △ 長野高専広報活動12/9日分

協賛金収入 80,000 80,000 協賛金（5団体）

雑収入 3,000 5 2,995  △ 預金金利

繰越金 451,662 451,662 0 2020年度繰越金

収入合計 1,509,022 1,237,157 271,865  △ 

事業活動支出の部

費　　目 予算額 決算額 増　減 備　　　考

事業促進費 40,000 27,731 12,269  △ 対外的な広報活動を行う際の経費

20,000 0 20,000  △ 工事監査業務の説明会

事業広報費 45,000 63,484 18,484 会報制作・郵送費、インターネット運用費

研鑽費 250,000 84,282 165,718  △ Zoom講演会講師謝礼

90,000 70,000 20,000  △ 年次大会時・中信・北信ＣＰＤ

140,000 0 140,000  △ WEB講演会事務局経費等支部活動費に充当

業務推進費 535,000 332,192 202,808  △ 

業務推進費内訳 会議費 30,000 13,890 16,110  △ 会場代、事務局参加費

旅費交通費 120,000 52,500 67,500  △ 幹事会参加交通費等

印刷製本費 30,000 19,864 10,136  △ 会議資料印刷費、名刺代

通信運搬費 10,000 1,758 8,242  △ 書類郵送代

消耗品費 30,000 0 30,000  △ 

各種会合費 60,000 0 60,000  △ 

事務局経費 240,000 240,000 0 事務所賃借料等2万円×12＝24万円/年

雑費その他 15,000 4,180 10,820  △ 振込み手数料

予備費 389,022 0 389,022  △ 

支出合計 1,509,022 577,689 931,333  △ 

上記のとおり報告いたします。

会計 小宮山　哲昭

監査の結果、上記決算書に間違いないことを報告いたします。

会計監査 中島　正道

公益社団法人 日本技術士会 長野県支部　2021年度一般会計決算

（2021年4月1日　～　2022年3月31日）

内　　訳

対外活動促進費

講演会・見学会開催費

1,237,157円

577,689円

659,468円

内　　訳

講演会・見学会開催

補助費

対外活動促進補助費

収入総額

支出総額

差引残高

工事監査業務説明会

WEB講演会事務局費等

講演会WEB配信奨励費等

 上記の長野県支部2021年度会計決算を含め、日本技術士会全体として会計監査人による会計監査を受け、2022年5月
6日適正と認められております。

2022年4月14日
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2022年 6月 12日

総務委員会 2022（令和４）年度 事業計画（案）

１．活動目的

長野県支部の円滑な事業実施・運営を目的とし、運営に関わる規程類の制定・改廃の

立案、事業実施・運営に関する総括及び各委員会活動の支援を行う。

また、会計幹事・事務局・各委員会と協力して、収入支出等の資産の管理、年次大

会・合格者祝賀会の開催、役員会の開催、業務事務処理、技術士社会貢献業務（一部）、

予算案の作成等を担当する。

２．活動内容

① 支部運営に関わる規程類の制定、管理関係

② 役員会の開催

5回程度予定

  ③ 技術士第一次試験・第二次試験合格者祝賀 CPD講演会・合格者紹介の開催

日時 ：2022年 4月 16日（土）14：00～17：30
会場 ：ホテル信濃路（長野市）→ ウェブ開催に変更

講演１：「環境・ゼロカーボン課題解決に資する信大クリスタル」

  ～2050年サーキュラーエコノミーのその先のリジェネラティブ（地球再生）へ

                   信州大学工学部 教授手嶋 勝也 氏

講演２：「技術者倫理」     株式会社ＫＲＣ取締役社長 宮入 賢一郎 氏

合格者紹介：「2021年度第一次試験・第二次試験合格者」   

④ 支部年次大会・記念 CPD講演会の開催

日時：2022年 6月 12日（日）13：30～16：00
会場：ホテルモンターニュ松本（松本市）→ ウェブ開催に変更

年次大会：13：30～14：00
講演：14：15～16：00

「医療ビックデータを用いた生活習慣病疾患者のメンタルケアとデンタルケ

アのデータ分析」 公立諏訪東京理科大学 工学部教授 石井 一夫 氏

⑤ 外部団体委員等の推薦

・「長野県建設工事紛争審査会」 委員 有賀 良夫 氏

（令和 4年 5月 28日～令和 6年 5月 27日）

⑥ 日本技術士会が行う、地方自治体の工事監査などにおける工事技術調査に関する

こと

   ・工事監査支援WGによる説明会の開催を、長野県支部会員へ広報する。
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⑦ 財務に関すること

⑧ 協賛団体関係

⑨ 防災関係の検討・対応（研修会等は企画業務委員会）

   ・関東甲信県支部防災連絡会議への参加

⑩ 他県支部・本部との連絡調整

・関東甲信地域県支部会議、本部部会の会議への参加

⑪ 他委員会に属さないこと
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2022 年 6 月 12 日

広報委員会 2022（令和 4）年度 事業計画（案）

１．活動目的

日本技術士会・支部・会員活動の情報発信・交流、技術士制度の普及・啓発及び技

術士知名度向上のために、広報活動を行う。会員への情報発信機能の強化のための

会報の発行、ホームページの内容充実を図るとともに、長野県地域の企業、行政機

関、教育機関、業界団体等へ技術士のＰＲを行う。

２．活動内容

① 各種行事・社会貢献活動など日本技術士会・支部活動の情報発信、技術士制度

のＰＲ、会員の情報発信・交流の支援

・日本技術士会長野県支部ホームページの活用

・長野県支部会報（第 7号）の作成・発行

・支部会員同報メールの活用

・ＪＡＢＥＥ認定校などへの技術士制度のＰＲ（技術士説明会など）

② 技術士制度改正などの新情報の広報

③ 新会員の入会促進

④ 各委員会との連携の活動
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2022 年 6 月 12 日

企画業務委員会 2022（令和 4）年度 事業計画（案）

１．活動方針

技術士及び修習技術者の資質向上・継続研鑽及び会員相互の交流を図る技術士 CPD
活動として、講演会や見学会等を開催する。

実施に際しては、長野県の地域性に配慮し、各ブロック（東信・南信・中信・北信又

は東北信・中南信）での開催により各地の会員が参加しやすいよう配慮する。

専門技術者の集団である特性を活かし、社会における多種多様な課題に対する技術

的支援の見地から、社会貢献活動の推進を目指していく。

２．活動内容

(1) 県支部として CPD 行事を次により実施する。

①県支部年次大会に合わせて講演会を開催する。

なお、支部会員の自主的な学習、研究、活動などの発表の機会をこの年次大会

に開催できるような仕組み作りを今年度中に検討する。

②技術士第一次・第二次試験合格者祝賀会に合わせて講演会を開催する。

③支部主催の CPD は、4 ブロック毎に各 1回開催とする。

④開催方法は、対面方式、またはコロナ感染症の状況などを踏まえたウェブ配信方

式をその都度判断して選択していく。

(2)本部各部会等が行う CPD としての講演会等のウェブ配信については、支部会員等が

参加しやすい個別受信ができるように本部主催者へ引き続き要望していく。

(3)未加入者に対する CPD 活動参加を促進し、新規加入に繋げていく。

そのためにも、非会員のウェブ配信方式による参加について本部方針の改善を求め

ていく。

(4) 本部の各部会等との連携協力を進める。

①建設部会、電気電子部会等との情報交換、交流に取り組む。

②防災支援委員会の関東甲信県支部防災連絡会議へ参加していく。

(5) 技術士の社会貢献活動の開拓・推進を目指し、関係する情報収集に努めるととも

に、活動のあり方を検討していく。

  なお、具体的には、防災講演会、見学会の開催により防災支援活動への意識向上

などの取り組みとし、開催にあたっては他団体等との連携をめざす。
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事業活動収入の部

費　　目 金額(円) 備　　　考

事業収入 参加費収入 160,000 CPD講演会・見学会参加費(20,000円×8回)　※1

地域組織活動費収入 定率（会費×5%） 223,430 2021年度の実績(長野県支部所属会員の会費対象）

 地域組織活動費
（支部拠点整備費）収入

定額 200,000

講演会ＷEB配信奨励費2021年度分 3回分 60,000 20,000円×3（後半期分）

地域組織活動補助費収入 300,000 CPD講演会・見学会開催補助費。上限額300,000円。

対外活動促進補助費収入 31,000 長野高専広報活動等

協賛金収入 80,000 協賛金（5団体）

雑収入 5 預金金利

繰越金 659,468 2021年度繰越金

収入合計 1,713,903

事業活動支出の部

費　　目 金額(円) 備　　　考

事業促進費

40,000 対外的な広報活動を行う際の経費

20,000 工事監査業務の説明会(長野県内で実施の場合）

事業広報費 50,000 会報制作・郵送費、インターネット運用費、その他印刷費等

研鑽費 360,000 50,000円×6回(現地)＋30,000円×2回(Web)

20,000 講演会2回分（10,000円×2）

業務推進費 701,000

業務推進費内訳 会議費 30,000 役員会会場費等

旅費交通費 120,000 役員会出席等に要する交通費

印刷製本費 30,000 資料、名刺印刷等

通信運搬費 76,000
Zooｍライセンス料24,000円+新パソコンの
プロバイダ料42,000円+通常通信費10,000円

消耗品費 30,000

備品費 100,000 パソコン代

各種会合費 60,000 交流会等経費　※2

事務局経費 240,000 事務所賃借料等 20,000円/月

雑費その他 15,000 振込み手数料、他

予備費 522,903 翌年度事業運営予備費等

支出合計 1,713,903
注）※2：飲食を伴う交流会における講演者、来賓者及び合格者の経費（全部又は一部）を当支部が負担する場合等。

講演会・見学会開催費

WEB講演会事務局費

公益社団法人 日本技術士会 長野県支部　2022年度一般会計予算(案)

内　　訳

注）※1：飲食を伴う交流会等の参加費は除く。

内　　訳

対外活動促進費

工事監査業務説明会
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