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連合会だより

平成23年度　事業報告
１．会　議
⑴　総　会　
　通常総会
　　平成23年５月30日㈪　アルカディア市ヶ谷
　　①　審議事項

・第１号議案　定款変更に関する件
・第２号議案　 平成22年度　事業報告及び収支決算（案）

に関する件
・第３号議案　 平成23年度　事業計画及び収支予算（案）

に関する件
・第４号議案　会費の減額に関する件
・第５号議案　一部監事の交替に関する件
・第６号議案　 その他の総会議案（１入会金及び会費規

程、２常勤役員報酬規程、３常勤役員退職
手当支給規程、４停止条件等）

　　②　報告事項
・大阪府土木施工管理技士会の加入
・連合会の20周年事業
・一般社団法人への移行スケジュール
・事業活動と義捐金
・平成23年５月30日理事会第７号議案（１入会・退会の書

類に関する規定、２理事会の職務と業務執行に関する規
程、３継続学習制度準備資金、４システム更新準備資
金、５顧問規程、６事務局規程、７企画運営委員会規
程、８技術委員会規程、９技術論文審査委員会規程、
10JCMマンスリーレポート編集委員会規程、11施策提
言委員会規程、12国際・技術者制度委員会規程、13表彰
規程、14土木施工管理技士会倫理綱領、15停止条件等）

⑵　理事会　
　通常理事会
　　平成23年５月30日㈪　アルカディア市ヶ谷
　　①　審議事項

・第１号議案　定款変更に関する件
・第２号議案　平成22年度　事業報告及び収支決算（案）

に関する件
・第３号議案　平成23年度　事業計画及び収支予算（案）

に関する件
・第４号議案　会費の減額に関する件
・第５号議案　一部監事の交替に関する件
・第６号議案　その他の総会議案（１入会金及び会費規

程、２常勤役員報酬規程、３常勤役員退職手当支給規
程、４停止条件等）

・第７号議案　理事会議案（１入会・退会の書類に関する
規定、２理事会の職務と業務執行に関する規程、３継続
学習制度準備資金、４システム更新準備資金、５顧問規
程、６事務局規程、７企画運営委員会規程、８技術委員
会規程、９技術論文審査委員会規程、10JCMマンスリー
レポート編集委員会規程、11施策提言委員会規程、12国
際・技術者制度委員会規程、13表彰規程、14土木施工管
理技士会倫理綱領、15停止条件等）

　　②　報告事項
・大阪府土木施工管理技士会の加入
・連合会の20周年事業
・一般社団法人への移行スケジュール
・事業活動と義捐金

　臨時理事会
　　平成23年11月２日㈬　東海大学校友会館
　　①　審議事項

・第１号議案　国土交通省との意見交換会に関する件
・第２号議案　一般社団法人の申請に関する件

　　②　報告事項
・技士会連合会活動の現況

　通常理事会
　　平成24年３月29日㈭　アルカディア市ヶ谷
　　①　審議事項

・第１号議案　平成24年度　暫定予算（案）に関する件
・第２号議案　平成24年度　予算（案）に関する件
・第３号議案　平成24年度　事業計画（案）に関する件
・第４号議案　平成23年度　表彰事業（案）に関する件
・第５号議案　表彰基準の改正（案）に関する件

　　②　報告事項
・国土交通省との意見交換会
・連合会活動の現況

⑶　技術論文等表彰式
　平成23年５月30日㈪　アルカディア市ヶ谷

・「表彰規程」に基づく表彰式
・技術論文表彰式
・感謝状贈呈式

⑷　事務局長及び実務担当者会議
　平成23年12月15日㈭　東京国際フォーラム

・CPDS
・平成24年度　技士会支援策
・アンケート
・連合会の20周年事業
・国土交通省との意見交換会
・監理技術者講習
・JCMセミナー、図書
・新事業・新委員会　どぼく検定　土木マーケット
・自由課題・実験紹介

２．委員会
⑴　企画運営委員会　　
　平成23年５月18日㈬　東京ステーションコンファレンス
　①　審議事項

・平成22年度　事業報告及び収支決算（案）
・平成23年度　事業計画、収支予算（案）
・会費の減額
・一部監事の交替
・その他の総会議案

　（第５−１定款変更、第５−２入会金及び会費規程、
第５−３常勤役員報酬規程、第５−４常勤役員退職手当
支給規程、第５−５停止条件等）
・理事会議案

（第６−１入会・退会の書類に関する規定、第６−２理
事会の職務と業務執行に関する規程、第６−３継続学習
制度準備資金、第６−４システム更新準備資金、第６−
５顧問規程、第６−６事務局規程、第６−７企画運営委
員会規程、第６−８技術員会規程、第６−９技術論文審
査委員会規程、第６−10JCMマンスリーレポート編集
委員会規程、第６−11施策提言委員会規程、第６−12国
際・技術者制度委員会規程、第６−13表彰規程、第６−
14土木施工管理技士会倫理綱領、第６−15停止条件等）

　②　報告事項
・大阪府土木施工管理技士会の加入
・連合会の20周年事業
・一般社団法人への移行スケジュール
・事業活動と技士会支援

　平成23年10月26日㈬　東京ステーションコンファレンス
　①　審議事項

・国土交通省との意見交換会
・一般社団法人の申請

　　②　報告事項
・技士会連合会活動の現況

　　平成24年３月22日㈭　東京ステーションコンファレンス
　　①　審議事項

・平成24年度　暫定予算（案）
・平成24年度　事業計画（案）
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・平成23年度　表彰事業（案）
・表彰基準の改正（案）

　②　報告事項
・国土交通省との意見交換会
・（技士会）連合会活動の現況

⑵　技術委員会CPDS部会
　平成24年１月13日㈮　アルカディア市ヶ谷

・CPDSの現状と課題

⑶　編集・講習委員会
　平成24年１月13日㈮　アルカディア市ヶ谷

・技士会連合会図書改訂計画
・図書新刊・廃刊
・JCMセミナー
・監理技術者講習

⑷　会誌「JCMマンスリーレポート」編集委員会　
　平成23年６月８日㈬　アルカディア市ヶ谷
　平成23年10月18日㈫　アルカディア市ヶ谷
　平成24年２月７日㈫　アルカディア市ヶ谷

⑸　技術論文審査委員会
　平成23年４月８日㈮　日比谷松本楼
　平成23年５月11日㈬　日比谷松本楼
　平成23年５月13日㈮　日比谷松本楼

⑹　施策提言委員会
　平成23年７月14日㈭　アルカディア市ヶ谷
　平成23年９月30日㈮　アルカディア市ヶ谷
　平成23年12月21日㈬　アルカディア市ヶ谷
　平成24年３月９日㈮　アルカディア市ヶ谷

・一般への土木のPRや技術者の技術力向上のインセン
ティブなどを審議、どぼく検定を試行

・現場の工夫などの普及策の今後の方向などを審議・土木
マーケットを試行

⑺　国際・技術者制度委員会
　平成23年９月30日㈮　アルカディア市ヶ谷
　平成24年３月９日㈮　アルカディア市ヶ谷

・技術者制度・建設マネジメント・国際会議を審議
・国際会議については受発注者が関係する実務に関する会

議の意義を確認

⑻　他法人の設置する委員会への参加　　
　①　継続教育実施委員会　㈳土木学会主催
　　委　員　　猪熊　明　（本会　専務理事）
　②　建設系CPD協議会　建設系CPD協議会主催
　　委　員　　猪熊　明　（本会　専務理事）

３．会員状況（平成24年３月31日現在）　　
・正会員50技士会
・正会員に所属する土木施工管理技士　102,527人　（前年同

期　97,987人）

４．CPDS（継続学習制度）事業
・CPDS管理システムの運営
・CPDS加入者登録　（平成24年１月現在加入者数139,905人）
・CPDS技術者証の発行、プログラム認定、履歴登録、履歴

証明書の発行
・CPDS部会の運営
・Web-CPDS自宅学習システムの運営

公共工事の技術評価項目に採用している行政機関
（平成24年１月現在JCM調査による　下線は新規採用）

種類 行政機関

総合評価の
入札での配
置予定技術
者評価で取
得ユニット
に応じて加
点

北海道開発局　東北地方整備局　関東地方整備局　北
陸地方整備局　中部地方整備局　近畿地方整備局　中
国地方整備局　四国地方整備局　九州地方整備局　沖
縄総合事務局
北海道　青森県　宮城県　秋田県　横手市　大仙市　
福島県　茨城県　群馬県　さいたま市　千葉県　千葉
市　新潟県　富山県　金沢市　小松市　福井県　山梨
県　長野県　松本市　伊那市　岐阜県　静岡県　静岡
市　愛知県　滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　和歌
山県　鳥取県　島根県　岡山県　広島県　広島市　福
山市　東広島市　山口県　宇部市　岩国市　光市　防
府市　山口市　長門市　萩市　徳島県　香川県　高松
市　愛媛県　松山市　宇和島市　八幡浜市　新居浜市
　西条市　四国中央市　西予市　東温市　高知県　高
知市　福岡県　佐賀県　熊本県　大分県　大分市　別
府市　鹿児島県　沖縄県

入札参加資
格審査で取
得ユニット
に応じて主
観点数に加
点

岩手県　さいたま市　兵庫県　奈良県　島根県　松江
市　広島県　広島市　呉市　庄原市　東広島市　安芸
高田市　江田島市　山口県　徳島県　愛媛県　松山市
　高知県　仁淀町　佐賀県　長崎県　熊本県　宮崎県
　鹿児島県　
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５．講習の実施
⑴　監理技術者講習（連合会主催講習）　
　・開催技士会数：19　（22年度：19）

・開催地 受講者数
北海道 17回 881名
青　森 ２回 40名
栃　木 ２回 62名
東　京 ４回（連合会） 146名
神奈川 ２回 34名
山　梨 ４回 136名
新　潟 ２回 30名
富　山 ２回 70名
福　井 ２回 138名
愛　知 １回 59名
鳥　取 ３回 213名
島　根 ２回 16名
広　島 ５回 488名
山　口 ２回 108名
徳　島 ２回 56名
香　川 ４回 261名
愛　媛 ６回 246名
高　知 ５回 271名
福　岡 ２回 54名
宮　崎 ４回 227名

74回 3,536名
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６．表　彰
⑴　正会員　表彰（表彰規程第２条−基準１のイ～ホ）

３技士会
⑵　技士会の会長　表彰（表彰規程第３条−基準２の⑵のイ）

２名
⑶　技士会の役員　表彰（表彰規程第３条−基準２の⑵のロ）

53名
⑷　技士会の職員　表彰（表彰規程第３条−基準２の⑵のハ）

15名
⑸　優良工事従事技術者　表彰（表彰規程第４条第２項）

95名
⑹　特別の功労者　表彰（表彰規程第５条） ２名

７．国土交通省との意見交換会
　平成23年11月２日㈬　東海大学校友会館

・技術者の技術力向上及び現場の改善における提案事項説明
・意見交換

⑵　ブロック別　意見交換会等の実施

８�．会誌「JCMマンスリーレポート」の発行、ホームページ
の維持・強化　　

・マンスリー発行部数　月平均　　68,000部
・内　訳　会員への配布部数　　　67,000部
　　　　　その他配布部数　　　　　1,000部
・発行月　平成23年５月～平成24年３月年６回
・内　訳　B5判平均20 ～ 28頁隔月（５. ７. ９. 11. １. ３月）

９�．テキスト・技術論文集及び技術図書の作成・改訂及び提
供・販売

・第15回土木施工管理技術論文報告集　　　4,500部
・技術図書販売部数　収支計算書（特別会計）収入の部　備考

参照

10．20周年記念用事業
・式典・記念冊子の作成準備

11．受託事業
平成23年度建設工事事故情報管理業務
委　託　者　　国土交通省　北陸地方整備局

12．公益法人改革に対する適切な対処
・一般社団法人への移行

⑵　JCMセミナー
開催地 日程 参加数
札　幌 平成23年８月26日㈮ 144名
仙　台 平成23年７月７日㈭ 196名
千　葉 平成23年７月１日㈮ 66名
東　京 平成23年９月30日㈮ 69名
新　潟 平成23年６月22日㈬ 134名
名古屋 平成23年10月26日㈬ 108名
福　井 平成23年７月21日㈭ 96名
神　戸 平成23年11月11日㈮ 85名
広　島 平成23年10月６日㈭ 149名
福　岡 平成23年10月12日㈬ 95名

1142名

⑶　JCMセミナー（DVD講習会）
開催地 日程 参加数

北海道 平成23年11月８日㈫ 80名
石川県自主開催 平成23年７月19日㈫ 131名
福井県 平成23年７月12日㈫ 20名
広島県 平成23年６月17日㈮ 63名
長崎県五島支部 平成23年６月15日㈬ 30名
長崎県大村支部 平成23年６月27日㈪ 34名
長崎県対馬支部 平成23年７月５日㈫ 18名
長崎県長崎支部 平成23年７月８日㈮ 41名
長崎県五島支部 平成23年７月13日㈬ 25名
長崎県北部支部 平成23年８月５日㈮ 26名
長崎県諫早支部 平成23年９月27日㈫ 13名
長崎県島原支部 平成23年９月27日㈫ ９名
沖縄県自主開催 平成23年10月31日㈪ 275名

765名

⑷　JCMセミナー（特別講習会）
開催地 日程 参加数

北海道 平成23年12月９日㈮ 28名
青森県自主開催 平成23年９月13日㈫ 35名
宮城県自主開催 平成23年９月７日㈬ 35名
茨城県 平成23年11月８日㈫ 32名
神奈川県 平成23年11月９日㈬ 32名
静岡県 平成23年10月13日㈭ 30名
富山県 平成23年９月27日㈫ 32名
三重県 平成23年11月25日㈮ 29名
滋賀県 平成23年11月１日㈫ 37名
兵庫県 平成23年12月12日㈪ 29名
広島県 平成23年12月９日㈮ 35名
香川県 平成23年10月３日㈪ 29名
愛媛県 平成23年12月５日㈪ 36名
高知県 平成23年10月24日㈪ 35名
福岡県 平成23年11月７日㈪ 29名
宮崎県 平成23年11月14日㈪ 40名
鹿児島県 平成23年11月28日㈪ 37名

560名

地　方 日　程 主　な　議　題

北 海 道 平成24年２月８日 CPDSの評価、設計変更

東 　 北 震災のため非開催

関 　 東 隔年実施のため非開催

北 　 陸 平成24年３月15日 設計変更、労務単価

東 　 海 平成24年１月16日 管理技術者制度、総合評価

近 　 畿 平成24年２月21日 工事成績の反映方法、法令順守
ガイドライン

中 　 国 平成23年８月１日 工事延長変更、総価契約単価合
意

四 　 国 平成23年４月28日 監理技術者の状況説明、提出書
類、設計変更

九 州 沖 縄 事情により非開催


