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平成 30年度 事業実施報告 

（平成 30年 4月 1日～平成 31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) (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（5回開催） 

①コンクリート工 

平成 30年 4月 20日・24日   受講者：221名    

②工事検査 

平成 30年 6月 12日・13日   受講者：251名     

③新技術・新工法及び道路工に関する設計施工 

平成 30年 7月 3日・4日    受講者：211名 

④建設業法と安全管理 

平成 30年 8月 28日・39日   受講者：207名     

⑤ＩＣＴ活用工事 

平成 30年 9月 3日・4日    受講者：189名   

    （２）技術発表会の開催    

第 29回建設技術発表会 平成 30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 98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 30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 30年 6月 5日～ 6月 7日 3日間 

講 師：土木施工管理技術研究会登録講師 

受講者：15名 

② 平成 30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 30年 9月 11日～13日 3日間 

講 師：土木施工管理技術研究会登録講師 

受講者：12名 

（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 
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平成 30年 6月 19日 倉吉市（倉吉体育文化会館） 

講 師：監理技術者登録講師 

受講者：99名 

平成 30年 10月 4日 米子市（米子食品会館） 

講 師：監理技術者登録講師 

受講者：65名 

平成 31年 2月 19日 鳥取市（とりぎん文化会館） 

講 師：監理技術者登録講師 

受講者：101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(２回)、現場見学会・安全パトロール(３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 高校生への進路説明会及び進路ガイダンス 

        ・平成 30年 5月 25日 鳥取工業高校 3年生 22名 保護者 3名 

           土木系 講師：瀧尾 昭仁 ㈱藤原組 

           建築系 講師：竹内  実 ㈱藤原組 

        ・平成 30年 10月 26日 鳥取工業高校 1.2年生 65名 保護者 1名 

           土木系 講師：清水 友弘 こおげ建設㈱ 

           建築系 講師：山根 達也 こおげ建設㈱ 

               講師：中村 力男 (一社)鳥取県土木施工管理技士会 専務理事 

② 大学生への出前講座 

・平成 31年 1月 24日 鳥取大学工学部 2年生 56名 

  講師：湯谷 政博  やまこう建設㈱ 鳥大 OB 

     米井  奨  やまこう建設㈱ 鳥大 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 30年 11月 13日 松江市(ホテル白鳥)   

          しまね建設産業イメージアップ女子会との交流会  

           しまね女子会 8名  当会女性会員 9名  事務局 1名 

        ・平成 31年 1月 31日 広島市(広島合同庁舎) 

          平成 30年度くらしてミーティング総会  

           女性会員 1名  事務局 1名   

④ 若者向けリーフレットの活用 

 高校生の進路説明会及び進路ガイダンス、大学生の出前講座、高校生の現場見学会 

等で配布する。  

       ⑤ 建設業協会主催事業への協賛 
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    （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:受講者 15名の内 12名申請 内 8名合格  

  2級:受講者 12名の内 9名申請 内 4名合格 

      ②鳥取県建設労働者等スキルアップ研修フォロー事業 

     40歳以下の人が 1.2級土木施工管理技士資格を取得するために、県が実施する研 

修を受講する際、研修期間中受講者の業務をフォローする者の人件費の一部を助 

成する。（10千円/日×受講日数）H30 受講者 9名の内 7名合格 合格率 77.8％ 

（参考 H29受講者 10名の内 6名合格 合格率 60.0％ ） 

             

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)（３）） 

（１）表彰事業   

・平成 30年 5月 22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 

            該当者なし 

・平成 30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 15名  鳥取県工事 26名  合計 41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 

①学習履歴証明書の発行 発行件数 H30:314件 

（参考 H29:325件、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 30年 11月 26日 広島市(ﾒﾙﾊﾟﾙｸ広島) 

（8月 2日開催予定が、7月豪雨災害のため延期となる） 

《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．週休 2日制の取組について   2．積算の改善            
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     （２）鳥取県と技術委員会との意見交換会  （未開催）  

 

２）女性会員の活動 

・しまね建設産業イメージアップ女子会との交流会開催 

・平成 30年度くらしてミーティング総会に参加                                                                                                                             

 

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監理技術者講習会の開催              ・・・・・・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 30年 6月 28日、平成 31年 2月 28日（水明荘） 

       ②技術委員会  開催 2回 平成 30年 6月 4日、 平成 31年 2月 25日（水明荘） 

        ③研修委員会  開催 2回 平成 30年 6月 28日、平成 31年 2月 25日（水明荘） 

  

Ⅱ 会議 

  １．定款に定める会議 

１）定時総会  平成 30年 5月 22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 4名 

       ・(一社)鳥取県土木施工管理技士会長表彰(功労賞) 該当者なし  

（２）議題  

【審議事項】 

議案第 1号 平成 29年度収支決算報告(案)に関する件 

議案第 2号 理事・監事の選任に関する件 

【報告事項】 

・平成 29年度事業報告について 

・平成 30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 30年 4月 18日  湯梨浜町(水明荘) 

議 題 
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【審議事項】 

議案第 1号 平成 29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 29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 

          ・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 30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 30年 5月 22日  倉吉市(倉吉シティホテル) 

         議 題 

        【審議事項】 

          議案第 1号 会長、副会長、専務理事の選任に関する件 

          議案第 2号 委員会の構成に関する件 

         その他 

          今後の行事日程 

③臨時理事会 

        平成 30年 9月 28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 31年度実施加点予定研修に関する件 

          議案第 3号 平成 31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 

・平成 30年西日本豪雨に係る支援金について 

・平成 30年度建設技術発表会について 

・中国土木施工管理技士会と行政庁との意見交換会延期 

      ④定時理事会 

        平成 31年 3月 13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 31年度事業計画(案)に関する件 

          議案第 3号 平成 31年度収支予算(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 31年度研修・講習会一括申込等について 
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         その他 

          ・平成 31年度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 

の提出について 

・平成 31年度第 70回中国地方技術研究会の発表について 

・今後の技士会日程について 

 

３）監査会  

①期末監査  

平成 30年 4月 9日  鳥取市（㈱鳥取県建設会館） 

議 題  平成 29年度事業報告・収支決算 監査 

      ②中間監査 

        平成 30年 11月 8日  鳥取市（㈱鳥取県建設会館） 

         議 題  平成 30年度 中間監査 
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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、技術者としてのガバナンス、コンプ 

ライアンスの徹底 

  

 

・各地区技士会の活動について支援 

 

・会員メリットによる入会促進 

    CPDS制度の活用と普及 

    技士会講習会の普及 

 

 

 

 

 

・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

めている 

 

・技術研究への支援金として、地区活動へ支援。 

 

・平成 30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。 

・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 H31.3.31現在 314件 

 

【会員状況】 

年 月 日 正会員(名) 賛助会員(社) 

30．3. 31 1,565  224 

31. 3. 31 1,547 222 

増 減  ▲ 18 ▲ 2 
 

(2)平成 30年度 定時総会の開催 

定款（第 13条）による定時総会 

平成 30年 5月 22日 倉吉市（倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ） 

出席者 82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(ＪＣＭ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 30年度「監理技術者講習会」他 

  

・「監理技術者講習会」関係 
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(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 30年 11月 13日 松江市 (ホテル白鳥) 

 しまね建設産業イメージアップ女子会と 

女性会員との意見交換会開催   

[出席者]しまね建設産業イメージアップ女子会 

                   8名 

     女性会員 東部 1名、中部 3名、 

西部 5名 事務局 1名  計 10名 

 平成 31年 1月 31日 広島市（広島合同庁舎） 

 平成 30年度くらしてミーティング総会 

 [出席者]女性会員 1名 事務局 1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 30年 6月 28日 湯梨浜町（水明荘） 

・委員長、副委員長の選任 

・平成 30年度事業計画 

   

第 2回委員会 

平成 31年 2月 28日 湯梨浜町（水明荘） 

・平成 30年度事業報告 

・平成 31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 
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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 

 

・各地区技士会開催 （別紙） 

 

 

・各地区技士会開催 （別紙） 

(2)第 69回中国地方技術研究会への参加                                  平成 30年 9月 20.21日（広島市） 

発表者 美保テクノス㈱ 池田みゆき 竹内智恵 

演題「建設現場での生産性向上における女性社員の活用」 

(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 令和 2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・安心で豊かな暮らしの実現を目指して 

～社会資本の戦略的メンテナンスと対策・生産性向上及び

防災・減災とへの取り組み～」 

平成 30年 11月 7日 鳥取県会場（とりぎん文化会館） 

          参加人数 100名（内技士会員 5名） 

平成 30年 10月 17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 12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。 

台風等災害復旧のため今年度は中止 

(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 30年 6月 4日 湯梨浜町（水明荘）  

・委員長、副委員長の選任 

 ・平成 30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 31年 2月 25日 湯梨浜町(水明荘) 

 ・平成 30年度事業報告 

 ・平成 31年度事業計画(案) 
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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 30年 6月 28日 湯梨浜町（水明荘）   

・委員長、副委員長の選任 

 ・平成 30年度事業計画 

 ・平成 31年度実施鳥取県加点予定研修 

 

第 2回委員会 

平成 31年 2月 25日 湯梨浜町（水明荘）   

・平成 30年度事業報告 

 ・平成 31年度事業計画(案) 

 

 



   - 14 - 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.4.18 

(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 29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 29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】 

 ・(公財)鳥取県建設技術センター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 

・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 30年度定時総会の開催について 

湯梨浜町 

(水明荘) 

30.6.28 

(第 2回) 

【審議事項】 

 ・平成 30年度事業計画について 

【報告事項】 

 ・各委員長・副委員長の決定について 

・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 

湯梨浜町 

(水明荘) 

30.9.28 

(第 3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 31年度実施加点予定研修に関する件 

 議案第 3号 平成 31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 

 ・平成 30年度西日本豪雨に係る支援金について 

 ・平成 30年度建設技術発表会に関する件その他   

 ・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延期 

【その他】 

・第 12回鳥取県県土整備部測量競技会参加について(H30中止) 

 ・平成 30年度中国技術開発交流会の開催について 

 

湯梨浜町 

(水明荘) 
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31.2.28 

(第 4回) 

【審議事項】 

 ・平成 30年度決算見込み(案)について 

【報告事項】 

 ・平成 30年度行政庁との意見交換会概要 

・平成 31年度実施加点予定研修について 

 ・平成 31年度中国土木施工管理技士会連合会と行政庁との意 

見交換会について 

  ・平成 31年度第 70回中国地方技術研究会について 

 その他  

  ・今後の行事日程について 

 

湯梨浜町 

(水明荘) 

31.3.13 

(第 5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 31年度事業計画(案)に関する件 

 議案第 3号 平成 31年度収支予算(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) 
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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 

30.5.30 

 

定時総会 

 議題 

【審議事項】 

第 1号議案 平成 29年度事業報告及び収支決算(案)に関する件 

第 2号議案 定時総会の開催に関する定款第十三条等の改正に 

関する件 

 第 3～20号議案 役員の選任に関する件 

【報告事項】 

 平成 30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 受賞 

《出席者》会長、事務局長 

東京都 

(ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 

市ヶ谷) 

企画運営 

委員会 

30.10.2 議題 

(1)平成 30年度国土交通省との意見交換会について 

(2)技術者データベースについて 

《出席者》会長 

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 

 

 

 

30.12.14 議題 

(1)技士会連合会活動の現況について 

(2)2019年度技士会活動計画支援策について 

(3)CPDSについて 

(4)監理技術者講習について 

(5)各種セミナーについて 

(6)どぼく検定について 

(7)国土交通省との意見交換会について 

(8)Ｈ30土木施工管理技士に関するアンケートについて 

(9) 図書関係 

(10)論文の募集について 

(11)土木工事写真の募集について 

(12)その他 

《出席者》事務局長 

東京都 

(ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 

市ヶ谷) 

企画運営 

委員会 

31.3.12 議題 

(1)平成 31年度事業計画及び予算(案)等について 

《出席者》会長 

東京都 

(ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 

市ヶ谷) 
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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 30.11.26 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．週休 2日制の取り組みについて （鳥取県提案議題） 

2．工事書類の簡素化について  

3. 立会(立会・段階確認)における監督補助員について 

4. 総合評価落札方式の評価基準について 

〈入札・契約に関すること〉 

 5．安全巡視について 

 6. 適正な利益確保について 

 7. 工事発注の平準化と円滑な施工について 

 8.工事着手遅延に繋がる、支障物件について 

〈設計・積算・工事の施工に関すること〉 

 9．積算の改善 （鳥取県提案議題） 

10．捨石工の表面均し(標準積算基準)について 

11. 積算条件の明示について 

12. 概数発注工事について 

13. 設計図書・現場説明書について 

14. 発注前の詳細設計について 

15. 一般管理費の全額計上について 

「各県行政当局への要望」 

 1. JV(特別共同企業体)の施工形態について 

 2. 配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)の配置について  

3. イメージアップ経費について 

 4. 入札制度の改善について 

 5. ICTの今後の活用について 

 6. 優秀技術者について 

 《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30年6月28日 日時：平成30年5月9日

会場：中部建設会館　3階大会議室 会場：米子食品会館

【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】

河川の自然環境保全（自然共生と生物多様性の保全） 　①施工上の留意点について　

　①天神川の現状と課題(国） 　　　講師：米子県土整備局　道路都市課長

　　　　講師：倉吉河川国道事務所　副所長 　②検査事項の留意点について

　　　　　　　 　②河川環境に配慮した施工（県） 　　　講師：米子工事検査事務所　所長、専門員4名

　　 魚の上りやすい魚道の整備について ［出席者］　米子県土整備局　1名

　　　　講師：中部　県土整備局　河川砂防課　係長 　　　　　　　米子工事検査事務所　所長　他4名

　③河川における生物の多様性　 　　　　　　　西部技士会員　86名

　　　　講師：鳥取県衛生環境研究所　

　④河川工事施工の留意事項

　　　　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　38名

日時：平成30年8月22日 日時：平成30年8月22日 日時：平成30年8月30日 日時：平成30年11月19日 日時：平成30年7月20日

会場：国土交通省鳥取河川国道事務所　1階会議室 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　講堂 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）】 【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】 【西部県土整備局と西部技士会合同技術研修会 【第1回座談会】

　①講演「公共工事の品質確保について」 　①講演「公共工事の品質確保について」 　(1)講演　　 　　　　　（工事情報共有システムの活用について）】 １　現場の問題点について

　　・平成30年度入札・契約方針(主な変更点） 　　・平成30年度入札・契約方針(主な変更点） 　　　①中部管内の今後の展望について １．技術研修会 　・週休2日モデル工事について

　　・平成30年度土木工事積算基準書の改定概要 　　・平成30年度土木工事積算基準書の改定概要 　　　　　　　講師：計画調査課長 　1）工事情報共有システムの活用について 　・ブロック積の裏型枠の設置について

　　・平成30年度土木工事共通仕様書の改定概要 　　・平成30年度土木工事共通仕様書の改定概要 　　　②施工上の注意点等について 　　①工事情報共有システムの概要確認 ２　質疑応答

　　　講師：西村工事品質管理官 　　　講師：西村工事品質管理官 　　　　　　　講師：各課　課長、課長補佐 　　②鳥取県内での活用状況 　・ブロック積岩着について

　②意見交換会 　②意見交換会 　　　③工事検査事項の注意点 　　③パソコンを使用した実務研修 　・三方水路工事について

　③その他「ＩＣＴ活用施工について」 　③その他「ＩＣＴ活用施工について」 　　　　　　　講師：米子工事検査事務所　所長　専門員1名 　2）意見交換会 　・巨石積について

　　　（ICT活用に伴う疑問点、問題点、今後の課題） 　　　（ICT活用に伴う疑問点、問題点、今後の課題） 　(2)技術交流会（質問等に対する回答及び意見交換） ２・総評 　・治山工事について

[出席者]　鳥取河川国道事務所　副所長1名　 [出席者]　鳥取河川国道事務所　副所長1名　 　　　　回答者：米子工事検査事務所長,計画調査課長補佐 [出席者]　県土整備部技術企画課　1名 　・舗装工事の路肩部の施工について

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　 　品質管理官 他15名 　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　 　品質管理官 他15名 [出席者]　中部県土整備局　局長他6名　　 　　　　 　　米子県土整備局　12名　　 ［出席者］日野県土整備局計画調査室長他1名

　　　　　　㈱シーエム・エンジニアリング他1社 　　　　　　㈱シーエム・エンジニアリング他1社 　　　　　 　米子工事検査事務所　所長他3名 　　　　 　　西部技士会員　   25.名 　　　　　　日野技士会員他　18名

　　　　　　技士会員　　東部　35名　　八頭　11名 　　　　　　技士会員　　東部　35名　　八頭　11名 　　　　　　 中部技士会員　42名

日時：平成30年10月11日 日時：平成30年6月20日 日時：平成30年10月24日 日時：平成30年12月19日 日時：平成31年2月21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：西部総合事務所　第１７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】 【倉吉河川国道事務所と技術委員会との技術交流会】 【米子県土整備局と西部技士会による 【第2回座談会】

　①講演「工事成績評定要領の見直しについて」 　①講演「工事検査のポイントについて」 議題 　　　　　　　　　　　　技術者による技術交流会　】 １　協議事項

　　　 講師：㈱現場サポート 　　　講師：工事検査課　統括検査専門員　  発注者に対する質問・確認事項及び施工現場での問題点 １．グループ討議 　①石材現地採取施工歩掛について

　②意見交換会「意見及び要望・提案」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶川　晴近 　・工期について　　　　　　　　　・発注図書について 　　テーマ：スピード感を持って現場を進めるためには 　②検査資料の簡素化

　③グループ研修 　　　　　　 工事検査課　検査専門員　岡田　崇朗 　・甲乙の契約義務について　 ・監督・管理体制等について ２．グループ発表 　③特記事項と食い違う設計内容

　　・工事写真の電子納品について 　②意見交換会 　・施工上の問題点　　　　　　  ・工事検査 ３．講評　 　④その他

　　・現場を管理する上での問題点等 ［出席者］　県会計管理局　 　・積算の問題点　　　　　　　　 ・その他 [出席者]　米子県土整備局 　12名 ［出席者］日野県土整備局計画調査室長他1名

　　　総括意見発表 　　　　　　　八頭県土整備事務所　河川砂防課長 [出席者]　倉吉河川国道事務所　副所長2名　他5名 　　　　　　 西部技士会員他　 25名 　　　　　　日野技士会員他　13名

[出席者]　鳥取市都市整備部他　16名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他2名 　　　　　　 中部技士会員　8名

　　　　　　 東部技士会員他　19名 　　　　　　　八頭技士会員　29名 　　　　　　

平成30年度　地区技士会活動一覧表（Ｈ30.4～H31.3）
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日時：平成30年11月20日 日時：平成31年2月14日 日時：平成31年2月20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階役員室

【県土整備事務所・測量設計業協会東部支部・ 【3者による意見交換会】 【倉吉農業高等学校教諭との意見交換会】

　　　　　　　　　　　　　　東部技士会　技術交流会】 (1)工事請負者から発注者への意見・要望 (１)講　話

　①質疑・提案・要望等について ・災害復旧工事における問題点 　テーマ：建設業の担い手確保及び育成推進」現状と課題

　②鳥取県土整備事務所からの情報提供 (2)工事請負者から測量設計者への意見・要望 　講　師：倉吉農業高等学校　教頭　

　　・鳥取県ICT活用工事実施要領について ・設計関係 (２)意見交換　

　　・県発注工事・業務の修補について (3)発注者からのお願い及び協議 [出席者]　倉吉農業高等学校　教頭　

　　・会検指摘事項と失敗事例について ［出席者］　八頭県土整備事務所　所長他4名 　　　　　　中部技士会員　20名

　③その他 　　　　　　　県測量設計業協会東部支部　16名

　　・ICT関係について 　　　　　　　八頭技士会員　25名

　　・橋梁耐震補強工事での設計図書の不備について

　　・ボーリング等、事前調査について

　　・排水構造物の設計について

[出席者]　鳥取県土整備事務所　所長他4名

　　　　　　測量設計業協会　支部長他12名

　　　　　　 東部技士会員他　8名

日時：平成30年12月19日

会場：鳥取県東部庁舎　5階講堂

【鳥取県・東部技士会の若手・中堅技術者による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術交流会】

議題1　　1-1　設計変更ガイドラインについて

　　　 　　1-2　ICTについての取組み

議題2    2-1　電子納品・電子検査について

　　        2-2　グループ討議

講評

[出席者]　鳥取県土整備事務所　所長他27名

　　　　　　 東部技士会員他　24名

日時：平成30年12月12日　　会場：中部建設会館 日時：平成30年7月17日　　会場：西部建設会館

【中部技士会女性部会意見交換会】 【米工女子生徒と西部技士会女性部会との懇談会】

講演：「建設現場での生産性向上における 　　～女性社員の取り組みについて～

　　　　　　　　　　　　　女性社員の活用について」 　・建設会社への入社・現状について（女性の立場）

講師：美保テクノス㈱　池田みゆき氏、竹内智恵氏 　・女性生徒の将来の就職(希望)について

意見交換会　 　・今後の建設業界受け入れ(女性技士）について

　・講演の感想　　　・しまね建設産業女子会交流会報告　　 ［出席者］　米子工業高校女子生徒　10名　先生2名

　・女性部会の活動について                 西部技士会副会長、女性会員他9名

[参加者]　中部技士会員他　8名 　西部技士会他　2名

　　　　　　 鳥取県建設技術センター　2名

日時：平成31年2月22日　　会場：中部建設会館

【中部技士会女性部会意見交換会】

①全国大会「建設産業女性活躍推進セミナー」報告

②中国地整「くらしてミーティング総会＆意見交換会」報告

③意見交換

[参加者]　中部県土整備局女性土木技師　２名

　　　　　　 鳥取県建設技術センター　2名

　　　　　　 中部技士会　６名
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日時：平成30年9月6日 日時：平成30年9月28日

【ICT工事現場見学会】 【関東方面視察研修会】

ビデオ研修：i-Construction 　ICT活用工事 見学場所：①荒川知水資料館アモア

見学場所：鳥取西道路金沢第9改良工事 　　　　　　 ②国道16号町田立体事業

　　　　　　　　　　　　　　　　（やまこう建設㈱現場） 　　　　　　　　・国道16号町田立体ランプ他改良工事

　　　　　　 鳥取西道路下坂本第7改良工事 　　　　　　　　・国道16号町田立体遮音壁設置(その3)工事

　　　　　　　　　　　　　　　　（㈱栗山組現場） [説明者]　国交省関東地方整備局川崎国道事務所

[参加者]　東部技士会員他　32名 [参加者]　中部技士会員他26名　

日時：平成30年10月16日 日時：平成30年11月20日

【東部技士会と鳥工生との現場見学交流会】 【中部技士会による倉吉農業高校現場見学会】

見学場所：鳥取西道路金沢第9改良工事 見学場所：国府川才ヶ崎堰第１期改築工事

　　　　　　　　　　　　　　　　（やまこう建設㈱現場） 　　　　　　 国道９号長瀬橋PC上部工事

　　　　　　 鳥取西道路福井外改良工事 　　　　　　 国道９号湯梨浜町地区舗装工事、

　　　　　　　　　　　　　　　　（大和建設㈱現場） [参加者]　倉吉農高1年生　22名　教諭　3名

鳥工生と卒業者との意見交換会 　　　　　　 中部技士会員　7名

[参加者]　鳥工生　土木科2年　14名　　教諭　2名

　　　　　 東部技士会員他　13名

　　　　　 鳥工卒業者　　 7名

日時：平成30年11月6日

【鳥取県土整備事務所・東部技士会

　　　　　　　　　　　　　　　　合同現場安全研修会】

見学場所：県道湯山鳥取線(砂丘大橋)耐震補強工事

　　　　　　　(3工区)(交付金橋補修）(㈱藤原組現場）

　　　　　　国道178号(岩美道路)橋梁下部工事

　　　　　　　(2工区）(補助)(経済対策)

　　　　　　　（㈱大晃工業・プロテクトJV現場）

[参加者]労働基準監督署安全衛生課長

　　　　　　県土整備事務所道路都市課長

　　　　　　東部技士会員他　19名
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