
 

平成 29年度 事業報告 

（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

 

Ⅰ事業内容 

１ 調査研究事業（定款第４条第１項(１)(２)(４)） 

１）技術力の向上、社会的地位の向上を図る講習会 

（１）土木技術に関する講習会（6回開催） 

①コンクリート工 

平成 29年 4月 19日・21日   受講者：210名 

②土工及び盛土の品質管理と新技術・新工法 

平成 29年 6月 13日・14日   受講者：215名 

③工事検査の留意点 

平成 29年 7月 4日・5日    受講者：233名 

④入札契約制度について 

平成 29年 7月 25日・26日   受講者：166名 

⑤建設業法と安全管理 

平成 29年 8月 29日・30日   受講者：211名 

⑥ＪＣＭ維持管理セミナー「橋梁編」 

   平成 29年 10月 26日       受講者：63名 

    （２）技術発表会の開催    

第 28回建設技術発表会 平成 29年 11月 15日 倉吉市(倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ) 

［主 催］ （一社）鳥取県土木施工管理技士会 

［後 援］ 国土交通省鳥取県内各事務所、鳥取県 鳥取県建設技術協会 

   (公財)鳥取県建設技術センター 

［発表者］ 国土交通省 1名 鳥取県 1名 技術センター 1名 

     技士会 5名  計 8名 

 [出席者]  合計 101名 

（３）直前受験準備講習会 

鳥取県建設労働者等スキルアップ研修事業を平成 27年度から新設、40歳以下の受 

講者へ受講料 3万円を鳥取県が助成 

①平成 29年度１級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会 

平成 29年 6月 6日～ 6月 8日 3日間 

講 師：土木施工管理技術研究会登録講師 

受講者： 18名（40歳以下 12名内 2名合格） 

②平成 29年度２級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会 

平成 29年 9月 12日～14日 3日間 

講 師：土木施工管理技術研究会登録講師 

受講者： 17名（40歳以下 14名内 8名合格） 

 



 

（４）監理技術者講習会（3回開催）  

・建設業法に基づく監理技術者講習 

平成 29年 6月 20日 湯梨浜町（倉吉体育文化会館） 受講者：88名 

平成 29年 10月 3日 米子市 （米子食品会館）   受講者：64名 

平成 30年 2月 20日 鳥取市 （白兎会館）     受講者：96名  

（５）土木工事現場視察 地区技士会実施へ支援（２回） 

 

２）工事の安全・品質及び効率の向上     

 （１）地区技士会が実施した技術研修会(３回)、現場見学会・安全パトロール(４回)に助成 

    

３）若年者の入職促進・人材育成 

（１）建設業の魅力を発信する事業、建協会と共催 

       ① 高校生への進路ガイダンス及びキャリア探究 

        ・平成 29年 5月 26日 鳥取工業高校 3年生 26名 保護者 7名 

           土木系 講師：森本 邦彦 大和建設㈱ 

           建築系 講師：民谷 徹  大和建設㈱ 

        ・平成 29年 7月 12日 鳥取中央育英高校 3年生 28名 

           講師：井木 敏晴 ㈱井木組社長 

        ・平成 29年 10月 27日 鳥取工業高校 1.2年生 66名 保護者 4名 

           講師：川上 啓志 吉田建設㈱ 

② 大学生への出前講座 

・平成 30年 1月 25日 鳥取大学工学部 2年生 63名 

講師：湯谷 政博 やまこう建設㈱ 大学 OB 

              山本 真二 やまこう建設㈱ 大学 OB 

       中村 力男 (一社)鳥取県土木施工管理技士会 専務理事 

③ 女性会員と県外女性技術者との交流 

        ・平成 29年 11月 28日 米子市(ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ)   

          しまね建設女子魅力向上委員会との交流会  

           しまね女子会 4名  当会女性会員 8名 

        ・平成 30年 1月 29日 広島市(広島合同庁舎) 

          平成 29年度くらしてミーティング総会  

           女性会員 1名  事務局長  2名出席 

④ 若者向けリーフレットの作成 

  講習会会場で若い技術者の方を対象にアンケート調査を行い、結果を掲載する 

作成：1,000部  

配布先：会員、県内行政関係、中・高等学校等、出前講座等資料活用 

        ⑤ 建設業協会主催事業への協賛 

     （２）行政機関主催事業への協賛 

        ①鳥取県建設労働者等スキルアップ研修事業 

1.2級土木受験準備講習会の 40歳以下の受講者へ、受講料 3万円助成  

          申請者数 1級:12名申請(内 2名合格)   2級:14名申請(内 8名合格)             



 

２ 啓発・支援事業 

１）制度の普及、表彰、情報収集（定款第４条第１項(２)） 

（１）表彰事業   

・平成 29年 5月 23日 倉吉市（倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ） 

          永年にわたり役員、委員会の委員又は職員として尽力した会員及び職員を表彰 

            正会員 地区技士会役員 8名 

・平成 29年 11月 15日 倉吉市（倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ）  

          建設技術発表会時に、優良工事受賞者の工事担当技士会員を表彰 

            国土交通省工事 20名  鳥取県工事 22名   合計 42名 

（２）技術論文の募集・表彰及びその活用              

（３）ホームページを活用した情報の提供               

①意見交換会の結果掲載 

②会員サービスのための技術論文公開 

③行政庁等からの諸通知、技術に関する資料の掲載 

（４）会誌「ＪＣＭマンスリーレポート」の寄稿募集、配布 

 

２）継続学習制度（ＣＰＤＳ）の推進                 

（１）継続学習制度に関する情報収集 

（２）継続学習制度の管理運営 

・学習履歴証明書の発行  

発行件数 H29:325件 （参考 H28:347件、H27:402件 H26:349件） 

              

３ 政策提案事業(定款第４条第１項(５)） 

１）国・県等との意見交換会の開催             

   （１）中国技士会連合会及び行政庁との意見交換会  

平成 29年 8月 3日 広島市(ﾒﾙﾊﾟﾙｸ広島) 

《議題》 

        ・国土交通省中国地方整備局に対し当技士会は下記の議題を提案 

1.技術者の処遇改善・労働環境の改善  

2.技術者の社会的地位の向上を 

          （鳥取県提案議題の回答は技士会 HPに掲載）  

     （２）鳥取県と技術委員会との意見交換会(議題の詳細は、技術委員会報告に記載) 

         平成 29年 9月 5日(白兎会館) 

          1.県土整備部技術企画課へ 9議題の提案 

          2.会計局工事検査課へ 6議題の提案 

          （鳥取県からの回答は技士会 HPに掲載）                                                                                                                                         

２）女性活躍推進キャラバン隊と女性会員との意見交換会（8/23）  

     

３）地方機関と地区技士会の意見交換会に対する助成    ・・・・１５回 

 

 



 

４ セミナー事業(定款第４条第１項(３)）………調査研究事業に記載 

１）各種研修会・講習会の実施   

（１）土木技術に関する講習会等の開催        ・・・・・・５回 

（２）土木施工管理技術検定試験受験準備講習会(1・2級)  ・・・各１回 

（３）監理技術者講習会開催への協力          ・・・・・年３回 

 

５ その他目的を達成するために必要な事業(定款第４条第１項(６)） 

   （１）組織拡充のための活動 

（２）委員会 

       ①総務委員会  開催 2回 平成 29年 6月 21日、平成 30年 2月 27日（水明荘） 

       ②技術委員会  開催 3回 平成 29年 6月 5日、平成 29年 8月 23日、 

                    平成 30年 2月 22日（水明荘） 

        ③研修委員会  開催 2回 平成 29年 8月 23日、平成 30年 2月 22日（水明荘） 

  

Ⅱ 会議 

  １ 定時総会  平成２９年５月２３日  倉吉市 倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

（１）表彰の伝達及び技士会長表彰 

      ・(一社)全国土木施工管理技士会連合会長表彰 受賞者 6名 

       ・(一社)鳥取県土木施工管理技士会長表彰(功労賞) 受賞者 8名 

（２）議題  

【審議事項】 

議案第 1号 平成 28年度収支決算報告(案)に関する件 

議案第 2号 理事の選任に関する件 

【報告事項】 

・平成 28年度事業報告について 

・平成 29年度事業計画及び収支予算について 

 

２ 理事会   

  １）定時理事会  平成２９年４月１８日  湯梨浜町(水明荘) 

議 題 

【審議事項】 

議案第 1号 平成 28年度事業報告及び決算報告(案)に関する件 

議案第 2号 平成 28年度表彰(功労賞)に関する件 

議案第 3号 会計に関する帳簿及び書類の破棄に関する件 

【報告事項】 

・(一社)鳥取県土木施工管理技士会理事の推薦に関する件 

その他 

・(一社)全国土木施工管理技士会連合会会長表彰について 

          ・平成 29年度第 68回中国地方技術研究会の発表について 

          ・中国土木施工管理技士会連合会と行政庁との意見交換会提案議題について 



 

          ・平成 29年度研修・講習会一覧表 

          ・平成 29年度定時総会及び理事会の開催について 

 

     ２）臨時理事会  平成２９年９月２６日  湯梨浜町(水明荘) 

議 題 

【審議事項】 

          議案第 1号 会員入会に関する件 

          議案第 2号 平成 30年度実施加点予定研修に関する件 

          議案第 3号 平成 30年度監理技術者講習に関する件 

【報告事項】 

          ・会長、副会長及び専務理事の職務の状況報告について 

・中国技士会連合会と行政庁との意見交換会概要 

・平成 29年度建設技術発表会について 

 

     ３）定時理事会  平成３０年３月２０日  湯梨浜町(水明荘) 

議 題 

【審議事項】 

          議案第 1号 会員入会に関する件 

          議案第 2号 平成 29年度補正予算(案)に関する件 

          議案第 3号 平成 30年度事業計画(案)に関する件 

          議案第４号 平成 30年度収支予算(案)に関する件 

          議案第 5号 平成 30年度理事・監事及び各委員会の定数(案)に関する件 

【報告事項】 

          ・会長、副会長及び専務理事の職務の状況報告について 

・平成 30年度研修・講習会一括申込等について 

 

３ 監査会  

１）期末監査  平成２９年４月１２日  鳥取市（㈱鳥取県建設会館） 

議 題  平成 28年度事業報告・収支決算 監査 

 

２）中間監査  平成２９年１０月２５日 鳥取市（㈱鳥取県建設会館） 

         議 題  平成 29年度 中間監査 

 

 

◎事業報告の付属明細書の内容 

  事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業広告の付属明細書は作成していない。 

 

 

 

 

 



 

４ 委員会 

 

１） 総務委員会 

事 業 計 画 ・ 概 要 実 施 状 況 

(1)会の基盤の拡充 

・一般社団法人としてのガバナンス、コンプライアン 

スの徹底 

  

・各地区技士会の運営について支援 

 

・会員メリットによる入会促進 

    CPDS制度の活用と普及 

    会員の受講料 

 

 

 

 

 

・平成 27年 3月 31日移行後、情報公開を行うこと

によりガバナンス・コンプライアンスの徹底に務

める 

 

・技術研究への支援金として、地区活動へ支援。 

 

・平成 29年度研修講習会ポスターと併せて会員メ 

リットのパンフを配布。 

・H27から受講料を更改。 

・H26より中国地整管内の入札において「CPDS」の 

評価基準が 5年間で 100 ﾕﾆｯﾄ保有者加点 1.0点、 

50 ﾕﾆｯﾄで 0.5点に改定され受講者が急増したが、 

近年横ばい。 

・学習履歴証明書の発行 

 

【会員状況】 

年 月 日 正会員(名) 賛助会員(社) 

29．3. 31 1,579  227 

30. 3. 31 1,565 224 

増 減 ▲14  ▲3 
 

(2)平成 29年度 定時総会の開催 

定款（第 13条）による定時総会 

平成 29年 5月 23日 倉吉市（倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ） 

出席者 92名 

(3)技術情報の収集と提供に関すること 

 

・(一社)全国技士会連合会発行機関紙(マンスリー

レポート)及び技術図書、資料関係 

・各行政庁及び関係団体からの諸通知、技術に関す

る資料関係 

・CPDS制度に関する情報収集と提供 

・ホームページによる迅速な情報提供 

(4)(一社)全国技士会連合会の実施する事業への協力   

・平成 29年度「監理技術者講習会」他 

  

・「監理技術者講習会」関係 

 



 

(5)女性会員の活動 

・全県合同会議の開催 

 

 

  

 

 

 ・県土整備部と女性会員との意見交換会 

・平成 29年 8月 23日 倉吉市 (中部建設会館) 

 女性活躍推進キャラバン隊と女性会員との 

意見交換会開催  (フリートーク) 

[出席者]総務委員長 

     女性会員 東部 2名、八頭 1名、 

中部 4名、西部 3名 

計 10名 

 

(6)・県土整備局担当職員との意見交換会他 

 

各地区技士会開催（別紙） 

(7)総務委員会の開催 

・必要に応じて随時開催 

第 1回委員会 

平成 29年 6月 21日 湯梨浜町（水明荘） 

・平成 29年度事業計画 

   

第 2回委員会 

平成 30年 2月 27日 湯梨浜町（水明荘） 

・平成 29年度事業報告 

 ・平成 30年度事業計画(案) 

(8)その他 

・各委員会に属さない事項に関すること 

・関係団体への委員の選出 

 

・関係団体への委員の選出 

  鳥取県建設工事紛争審議委員  

井中玉枝  ㈱井中組 

(公財)鳥取県建設技術センター理事  

川瀬香織  ㈱若松組 

(公財)鳥取県建設技術センター 

建設技術研修検討委員   中村専務理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２） 技術委員会 

事 業 計 画 ・ 概 要 実 施 状 況 

(1)建設技術交換会の開催 

・関係機関との意見交換会等の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・三者交流会の開催：発注者・測量設計者・施工者

の三者による交流会の開催 

平成 29年 9月 5日 鳥取市(白兎会館) 

鳥取県との意見交換会開催 

《県土整備部技術企画課への議題》  

議題 1 アスファルト舗装工パッケージについて 

 議題 2 クレーン･生コンポンプ車の単価見直しについて 

 議題 3 コンクリート構造物のひび割れ抑制対策の実施 

状況について 

 議題 4 安全施設費の計上について 

 議題 5 発注図書の整備の責任(橋梁補修工事) 

 議題 6 設計基準 

    1)キャットウォーク 

    2)連続繊維補強土工(ジオファイバー) 

    3)仮設排水管設置、撤去 

 議題 7 電子納品 

 議題 8 踏掛版の配筋管理方法について 

 議題 9 管理基準 

1)盛土補強工の出来形、写真管理の方法について 

    2)橋梁補修工の仮設足場工 

 [出席者]県土整備部次長、技術企画課長他 2名 

     技士会長、技術委員他 17名 

 

《会計局工事検査課への議題》 

 議題 1 粗面ブロックの調整コンクリートについて 

 議題 2 書類の簡素化に繋がる検査等の推進 

 議題 3 協議・承諾 

 議題 4 構造物の面取りについて 

 議題 5 工事成績評定の考査項目内容について 

 議題 6 書類検査について 

 [出席者]工事検査課長他 2名 

     技士会長、技術委員他 18名 

 （意見交換会概要は技士会 HPに掲載） 

 

・各地区技士会開催 （別紙） 

(2)第 68回中国地方技術研究会への参加                                  平成 29年 7月 10.11日（広島市） 

発表者 ㈱井中組 下山 博 

演題「河川工事現場におけるＩＣＴ施工」 



 

(3)(公財)鳥取県建設技術センター運営への協力  （公財）鳥取県建設技術センター  

理事の選出 川瀬香織 ㈱若松組 平成 30年 5月まで 

研修検討委員の選出 中村専務理事 

(4)中国地方建設技術開発交流会への参加 

・［主催］中国地方建設技術開発交流会実行委員会 

 

 

 

テーマ「安全・安心社会を目指して ～社会資本の老朽化 

対策・生産性向上及び防災・減災とへの取り組み～」 

平成 29年 11月 7日 鳥取県会場（倉吉未来中心） 

          参加人数 125名（内技士会員 20名） 

平成 29年 10月 18日 島根県会場（くにびきメッセ）  

(5)建設技術講習会への参加 

・［主催］全日本建設技術協議会中国地区連合会 

 ・[目的] 建設技術水準並びに建設技術者の地位 

の向上等を目的 

 

 

(6)第 11回鳥取県県土整備部測量競技会への参加 

 ・測量技術の向上を目的に、県及び市町村の技 

術職員等を対象に行われる。 

 ・平成 28年度は中部地震の為中止 

平成 29年 11月 22日 

[場所]（公財）鳥取県建設技術センター及び天神川河川敷 

[参加] 東部技士会、中部技士会有志 

 (結果：東部 2位、中部 7位) 

(7)土木施工管理技術論文の募集及び｢ＪＣＭマン

スリーレポート(現場の失敗)｣の寄稿募集 

 

(8)技術委員会の開催 

・技術的な諸課題の検討及び協議、随時開催 

 

 

 

第 1回委員会 

 平成 29年 6月 5日 湯梨浜町（水明荘）  

 ・平成 29年度事業計画 

・中国技士会連合会 行政庁との意見交換会提案議題 

第 2回委員会 

 平成 29年 8月 23日 湯梨浜町（水明荘） 

 ・鳥取県に対する議題について 

第 3回委員会 

 平成 30年 2月 22日 湯梨浜町（水明荘）  

 ・平成 29年度事業報告 

 ・平成 30年度事業計画(案) 

 

 

 

 

 

 

 



 

３） 研修委員会 

事 業 計 画 ・ 概 要 実 施 状 況 

(1)研修委員会の開催 

 

第 1回委員会 

平成 29年 8月 23日 湯梨浜町（水明荘）   

 ・平成 29年度事業実施状況 

 ・平成 30年度実施鳥取県加点予定研修 

 

第 2回委員会 

平成 30年 2月 22日 湯梨浜町（水明荘） 

・平成 29年度事業報告 

・平成 30年度事業計画(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．その他の会議 

2-①＜県内会議・会長会＞ 

会議名 開催年月日 概     要 備 考 

会長会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.4.18 

(第 1回) 

議事 理事会に付議する事項 

【審議事項】 

議案第 1号 平成 28年度事業報告及び決算報告(案)に関する件 

議案第 2号 平成 28年度表彰(功労賞)に関する件 

議案第 3号 会計に関する帳簿及び書類の破棄に関する件 

【協議事項】 

 ・(一社)鳥取県土木施工管理技士会理事の推薦に関する件 

【その他】 

・(一社)全国土木施工管理技士会連合会会長表彰について 

・平成 29年度第 68回中国地方技術研究会の発表について 

・中国土木施工管理技士会連合会と行政庁との意見交換会提案 

 議題について 

・平成 29年度研修・講習会一覧表 

・平成 29年度定時総会の開催について 

湯梨浜町 

(水明荘) 

29.9.26 

(第 2回) 

議題 理事会に付議する事項 

【審議事項】 

議案第 1号 会員入会に関する件 

議案第 2号 平成 30年度実施加点予定研修に関する件 

 議案第 3号 平成 30年度監理技術者講習に関する件 

【報告事項】 

 ・会長、副会長及び専務理事の職務の状況報告について 

 ・中国技士会連合会と行政庁との意見交換会概要 

 ・平成 29年度建設技術発表会に関する件その他   

【その他】・第 11回鳥取県県土整備部測量競技会の参加について 

湯梨浜町 

(水明荘) 

30.2.27 

(第 3回) 

議題 

(1)平成 29年度補正予算(案)について 

(2)平成 30年度改選理事・監事及び各委員定数(案)について 

湯梨浜町 

(水明荘) 

30.3.20 

(第 4回) 

議題 理事会に付議する事項 

【審議事項】 

議案第 1号 会員入会に関する件 

議案第 2号 平成 29年度補正予算(案)に関する件 

 議案第 3号 平成 30年度事業計画(案)に関する件 

 議案第 4号 平成 30年度収支予算(案)に関する件 

 議案第 4号 平成 30年度理事・監事及び委員会の定数(案)に 

関する件 

【報告事項】 

 ・会長、副会長及び専務理事の職務の状況報告について 

湯梨浜町 

(水明荘) 



 

2-②＜県外会議＞ 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会関係 

会議名 開催年月日 概     要 備 考 

定時総会 

・表彰式 

29.5.30 

 

定時総会 

 議題 

【審議事項】 

第 1号議案 平成 28年度事業報告及び収支決算(案)に関する件 

第 2号議案 入会金及び会費規程の改正に関する件 

【報告事項】 

 平成 29年度事業計画及び収支予算 

表彰式  

連合会長表彰   鳥取県技士会員 4名 職員 2名受賞 

《出席者》会長、事務局長 

 

 

東京都 

(ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 

市ヶ谷) 

事務局長及

び実務担当

者合同会議 

 

 

 

29.12.13 議題 

(1) 技士会連合会活動の現況について 

(2)平成 30年度技士会活動計画支援策について 

(3)連合会会長表彰枠の拡大について 

(4)CPDSガイドライン 

(5)監理技術者講習について 

(6)各種セミナー 

(7)どぼく検定について 

(8)国土交通省との意見交換会について 

(9)Ｈ30土木施工管理技士に関するアンケートについて 

(10) 図書関係 

(11)論文の募集について 

(12)土木工事写真の募集について 

(13)その他 

《出席者》事務局長 

 

東京都 

(東京国際 

ﾌｫｰﾗﾑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-②＜県外会議＞ 

中国土木施工管理技士会連合会関係 

会議名 開催年月日 概     要 備 考 

通常総会 29.8.3 協議事項   

(1)行政庁との意見交換会へ提出する議題について 

 ・国土交通省中国地方整備局に対する事項 

 ・各県行政当局に対する事項  

(2)(一社)全国土木施工管理技士会連合会への要望 

 

 

 

広島市 

(ﾒﾙﾊﾟﾙｸ 

広島) 行政庁との 

意見交換会 

議題 （鳥取県提案議題の回答は技士会 HPに掲載） 

「国土交通省中国地方整備局に対する事項」 

〈法令・制度・建設産業の振興に関すること〉 

1．技術者の処遇改善・労働環境の改善 （鳥取県提案議題） 

2．技術者の社会的地位の向上を （鳥取県提案議題） 

3. 工事成績評定について 

〈入札・契約に関すること〉 

 4．工事着手遅延に繋がる発注時の詳細設計について  

 5．低入札価格調査基準の運用の見直しについて 

 6. 入札スケジュールの改善 

 7. 工事発注について 

 8. 週休 2日制の推進・適正工期の確保について 

〈設計・積算・工事の施工に関すること〉 

 9．小規模な地盤改良工の積算について  

10．鉄筋機械式継手について 

11. 安全費の積算計上について 

12. 設計変更の歩掛見積について 

13. 変更契約手続きの適正化について 

14. 積算条件等の内訳の明示について 

15. 船舶の回航費について 

16. 設計図書・現場説明書について 

17. 特別調査により決定された材料単価等の不整合について 

「各県行政当局への要望」 

 1. 配置予定技術者の優先順位廃止について  

 2. 岡山県総合評価落札方式について  

3. 予定価格の事後公表について 

 4. 平成 29年度入札制度改正における情報化施工技術の活用 

(選択項目)について 

 5. 設計図書に係る質問書の持参による提出について 

 6. 砂防歩掛の見直しについて 

 7. 建設業のイメージアップについて 

《出席者》会長、副会長、専務理事、事務局長 

 



東部地区 八頭地区 中部地区 西部地区 日野地区

日時：平成29年5月29日 日時：平成29年6月27日 日時：平成29年5月10日

会場：八頭建設業協会 会場：中部建設会館　3階大会議室 会場：米子食品会館

【工事共有システムの研修会】 【河川工事の施工における留意事項等について】 【技術講習会】

　　　　講師：㈱現場サポート 　①河川の自然環境保全（国交省） 　①施工上の留意点について　

［出席者］　八頭技士会員　29名 　　　　講師：倉吉河川国道事務所　副所長 　　　講師：米子県土整備局　維持管理課参事

　②多自然川づくりの取組工事施工にかかる留意事項（県） 　②検査事項の留意点について

　　　　　　　 　　　　講師：中部　県土整備局　河川砂防課　係長 　　　講師：米子工事検査事務所　所長、専門員3名

　③河川における生物の多様性　 ［出席者］　米子県土整備局　1名

　　　　講師：鳥取県衛生環境研究所　 　　　　　　　米子工事検査事務所　所長　他3名

　④河川工事施工の留意事項 　　　　　　　西部技士会員　97名

　　　　講師：天神川漁業協同組合長

［出席者］　倉吉河川国道事務所　副所長

　　　　　　　中部　県土整備局　7名　　農林局　2名

　　　　　　　中部技士会員他　32名

日時：平成29年8月3日 日時：平成29年10月23日 日時：平成29年12月21日 日時：平成29年6月15日

会場：国土交通省鳥取河川国道事務所　1階会議室 会場：中部建設会館　3階大研修室 会場：西部総合事務所　第17会議室 会場：日野建設会館　会議室

【国土交通省との技術交流会(八頭と合同）】 【中部県土整備局・米子工事検査事務所との技術交流会】 【西部県土整備局との技術者による技術交流会】 【第1回座談会】

　①講演「週休2日の推進に向けた取り組みについて」 　(1)講演　　 《目的》官民の職員が問題点についてお互いに理解し　　質疑応答

　　　　　「コンクリートスランプ規定の見直しについて」 　　　①中部管内の今後の展望について 　　　　 合い、同じ気持ちを持ち合わせ、現場施工が進 　　・工事検査について

　　　　　　(参考)ＩＣＴ活用工事について 同左 　　　　　　　講師：計画調査課長 　　　　 めわれること。 　　・出来形管理について

　　　講師：大西工事品質管理官 　　　②施工上の注意点等について 《テーマ》「スピード感を持って、 　　・協議事項について

　②意見交換会 　　　　　　　講師：各課　課長 　　　　　　　　　　　現場をすすめるためには」 　　・積算について

　③その他「ＩＣＴ活用施工と従来工法との 　　　③工事検査事項の注意点 《グループ討議・まとめ・発表》 ［出席者］　日野県土整備局計画調査室長他2名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比較について」 　　　　　　　講師：米子工事検査事務所　所長　専門員1名 　　課題・解決(目標)への提案、方針をまとめ発表 　　　　　　　日野技士会員　15名

[出席者]　鳥取河川国道事務所　副所長1名　 　(2)技術交流会（質問等に対する回答及び意見交換） [出席者]　西部県土整備局　12名　　

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　 　品質管理官　他15名 　　　　回答者：米子工事検査事務所長、計画調査課長補佐　　　　　　 西部技士会員　   29名

　　　　　　㈱シーエム・エンジニアリング他1社 [出席者]　中部県土整備局　局長他3名　　

　　　　　　技士会員　　東部　32名　　八頭　16名 　　　　　 　米子工事検査事務所　所長他1名

　　　　　　 中部技士会員　42名

日時：平成29年10月11日 日時：平成29年7月6日 日時：平成29年11月21日 日時：平成29年7月25日

会場：鳥取市役所　本庁　6F会議室 会場：八頭建設業協会 会場：国土交通省倉吉河川国道事務所　第1会議室 会場：日野建設会館　会議室

【鳥取市との技術交流会】 【鳥取県会計局工事検査課との意見交換会】 【国土交通省と技術委員会との意見交換会】 【第2回座談会】

　①講演「工事情報共有システムについて」 　①講演「工事検査のポイントについて」 議題 　質問事項に対する回答

　　　 講師：㈱現場サポート 　　　講師：工事検査課　課長　村下　　勝  発注者に対する質問・確認事項及び施工現場での問題点 　・連続繊維補強土壁工(ジオファイバー)について

　②意見交換会「意見及び要望・提案」 　　　　　　 工事検査課　検査専門員　岡田　崇朗 　・入札・現説 　・橋梁補修工の仮設足場工について

　③グループ研修 　②意見交換会 　・設計・契約変更 　・コンクリート打設について

　　・工事情報の電子課について(電子納品） ［出席者］　県会計局　工事検査課長他　3名 　・施工管理 　・キャットウォークについて

　　　1)概要説明　　2)パソコンによる実技研修 　　　　　　　八頭県土整備事務所　河川砂防課長 　・監督体制 　・仮設排水管設置・撤去工について

　　　総括意見発表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他1名 　・工事検査 ［出席者］　日野県土整備局計画調査室長他1名

[出席者]　鳥取市都市整備部長他　14名 　　　　　　　八頭技士会員他　26名 [出席者]　倉吉河川国道事務所　副所長2名　他6名 　　　　　　　日野技士会員　14名

　　　　　　 東部技士会員他　21名 　　　　　　 中部技士会員　9名

日時：平成29年12月14日 日時：平成30年2月1日 日時：平成30年1月16日 日時：平成29年12月7日

会場：鳥取県東部庁舎　2階202会議室 会場：八頭建設業協会 会場：中部建設会館　2階会議室 会場：日野建設会館　会議室

【鳥取県土整備事務所との技術交流会】 【三者による意見交換会】 【(公財)天神川流域下水道公社理事長との意見交換会】 【第3回座談会】

　１）質疑・提案・要望等について 　①勾配斜面の落石防護柵基礎の施工について テーマ：公共工事と建設技術者 (1)前回までの質疑に対する回答

　２）鳥取県土整備事務所からの情報提供 　②待受擁壁の平面計画について 　①公共工事を取巻く状況 　　・警備員について　　　　　・協議書について

　　　・工事成績評定要領の一部改定について 　③曲線部を考慮せず設計し大幅な増額事例 　②発注者及び受注者の課題 　　・法面作業事のライフライアン経費、足場作業

　　　・交通弱者への配慮について 　④ブロック積の施工を重力式擁壁へ変更事例 　③原価管理と生産性の向上 　　　の幅木等の経費について

　３）その他 　⑤橋梁に添架していた道路照明灯の取り扱い 　④担い手確保・育成の取組み (2)その他協議事項

　　　・ＩＣＴ活用工事について 　⑥雨水処理無しで大型土のうを仮置きし被害 　⑤入札契約制度 　　・仮設モノレール積算について　　　　

[出席者]　鳥取県土整備事務所長他　6名 [出席者]　八頭県土整備事務所長他　5名 ［出席者］　(公財)天神川流域下水道公社理事長 　　・ジョイントエースについて

　　　　　　 東部技士会員　7名 　　　　　　測量設計業協会東部支部　15名 　　　　　　　中部技士会員　18名 ［出席者］　日野県土整備局計画調査室長他2名

　　　　　 　　　　　　八頭技士会員　21名 　　　　　　　日野技士会員他　15名

研
修
・
講
習
会

平成29年度　地区技士会活動一覧表（Ｈ29.4～H30.3）

行
政
庁
と
の
技
術
交
流
会
・
意
見
交
換
会



東部地区 八頭地区 中部地区 西部地区 日野地区

日時：平成30年1月30日

会場：鳥取県東部庁舎　2階202会議室

【鳥取県と東部技士会の

　　　　　　若手技術者による技術交流会】

(5班に分かれ、グループ討議により意見をまとめ発表)

　１）工事情報共有システムの活用について

　　・工事情報共有システムの概要の確認

　　・鳥取県内での活用状況の紹介

　　・パソコンによる実務研修

　　・電子検査の実務研修

　　・質疑応答

　２）ＩＣＴの活用について

　　・ビデオ、プロジェクターによる説明

　３）講評（オブザーバーより）

[出席者]　県会計局工事検査課総括検査専門員　1名

　　　　　　鳥取県土整備事務所　25名

　　　　　　東部技士会員　26名

　　　　　　

日時：平成29年7月4日

会場：西部建設会館

【米工女子生徒と西部技士会女性部会との懇談会】

　　～私たちこんな仕事していますよ～

　・建設会社への入社・現状について（女性の立場）

　・女性生徒の将来の就職(希望)について

　・今後の建設業界受け入れ(女性技士）について

［出席者］　米子工業高校女子生徒　9名　先生2名

　　　　　　　西部技士会長、女性会員他6名

　　　　　　　

日時：平成29年10月26日 日時：平成29年11月1日 日時：平成29年7月24日

見学場所：県道湯山鳥取線(砂丘大橋)橋梁補修工事 見学場所：・北近畿豊岡自動車道・日高豊岡自動車道路 見学場所：日本植生㈱研究圃場他見学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2工区) 　　　　　　 　上石トンネル（トンネル工事） 【西部女性部会見学会】

　　　　　   国道178号(岩美道路)橋梁下部工事(5工区) 　　　　　　 ・鳥取西道路　金沢第8改良工事　 　・日本植生㈱研究圃場・・・研究開発、生産工場見学

　　　　　　工事現場安全研修会 　　　　　　　　　（ＩＣＴ建設機械施工現場）　現場見学会　　　　　　　　[参加者]　西部技士会女性部会　6名

[参加者]　鳥取労働基準監督署　安全衛生課長 [説明者]　国交省近畿地方整備局豊岡河川工事事務所

　　　　　　鳥取県土整備事務所　　11名 　　　　　　㈱安藤・間 日時：平成29年7月25日

　　　　　　東部技士会員他　22名 　　　　　　国交省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 見学場所：国道181号(岸本バイパス）改良工事(7工区)

　　　　　　八幡コーポレーション㈱ 　　　(社会交付金）(経済対策）・・・美保テクノス㈱現場

[参加者]　中部技士会員他22名 【ＩＣＴ土木現場見学会】

　i-Ｃonstructionの活用について

　　　　　　　　～魅力ある建設現場を目指して～

[参加者]　西部技士会員他　20名

日時：平成29年11月20日
見学場所：国道9号北条バイパス災害応急復旧第2工事、
　　　　　　湯梨浜町地区改良第2工事、長瀬橋下部工事、
　　　　　　とっとり花回廊　倉吉農高1年生現場見学会
[参加者]　倉吉農高1年生　23名　教諭　3名
　　　　　　中部技士会員　5名

日時：平成30年2月16日
震災で不同沈下したコンクリート舗装(連続鉄筋コンクリート
舗装）の復旧工事施工見学会
見学場所：北条バイパス・
　　　　　　 連続鉄筋コンクリート舗装区間の一部
[参加者]　中部技士会員　8名
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