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令和 3年度 事業実施報告 

（令和3年 4月 1日～令和4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会計検査の視点及び工事検査の留意点 

       令和 3年 6月 15日・16日   受講者：229名 

   ②安全管理 

       令和 3年 6月 29日・30日   受講者：225名 

   ③災害・防災対策と建設業 

       令和 3年 7月 7日、9月 24日  受講者：202名 

④コンクリート工 

令和 3年 9月 14日、15日    受講者：192名 

       ⑤新技術・新工法 

           令和 3年 12月 21日、22日   受講者：155名(対面：116名、Web:39名)                         

    （２）技術発表会の開催    

第 32回建設技術発表会 令和 3年 11月 19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］  

東部：㈱興洋工務店 光浪 秀樹氏 

「現道における連続鉄筋コンクリート舗装による舗装修繕工事について」 

           八頭：中一建設㈱ 田村 英正氏 

              「ICT活用施工 3次元設計データを普段使いに取り組む中で」 

           中部：馬野建設㈱ 椿 聡一郎氏 

              「流動化処理土の施工について」 

           西部：㈱シモモト 加納 健司氏 

              「日野川立岩地区外河道整備工事」 

           日野：㈲原明建設 原明 幸路氏 

              「橋梁補修における伸縮装置止水工について 

国交省、県、(公財)鳥取県建設技術センター各1名    計 8名 

[出席者]  合計 68名 (対面：63名、Web：5名) 

（３）土木施工管理技術検定受験準備講習会 

① 令和3年度１級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会 

令和3年 6月 1日～ 6月 3日 3日間 

講 師：土木施工管理技術研究会登録講師 

受講者：21名 
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② 令和3年度 2級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会 

令和3年 9月 7日～9日 3日間 

講 師：土木施工管理技術研究会登録講師 

受講者：22名 

（４）監理技術者講習会への協力（3回開催）  

・建設業法に基づく監理技術者講習 

令和 3年 6月 23日 倉吉市（倉吉未来中心） 

受講者：83名 

令和 3年 10月 6日 米子市（米子食品会館） 

受講者：54名 

令和 3年 12月 15日 鳥取市（とりぎん文化会館） 

受講者：52名  

（５）土木工事現場視察 地区技士会が実施した視察、パトロールに支援  

    東部：3回、中部：1回、西部：1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に助成               

        八頭：1回、中部：2回、西部：1回 

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 

 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、学校行事が中止となり未開催 

  ① 高校生への進路説明会及び進路ガイダンス          

       ② 大学生への出前講座 

 ③ 女性会員と県外女性技術者との交流  

       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 

時に配布する。        

     （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、受講料の内3万円助成  

         申請者数 1級:受講者 21名中 11名申請（合格者：3名,一次：4名,二次受検者なし） 

  2級:受講者 22名中 16名申請（合格者：9名、一次：4名、二次：2名） 

       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） （1社 1名 3日間 3万円） 

        

   ４）土木施工管理技士へのアンケート調査について 

       (一社)全国土木施工管理技士会連合会が、3 年に 1 度実施するアンケート調査に協力し

た。建設業を取り巻く環境や、技術者の減少、新担い手三法の施工状況、ICT 施工の新た

な建設手法の導入等について、現場における課題等を把握し、国土交通省との意見交換会

に活用し参考としている。     
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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 （表彰規程による表彰） 

・令和 3年 5月 20日 倉吉市（倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ） 定時総会開催日 

 《特別功労賞》 本技士会役員として永年献身的に貢献された者 1名        

        《功 労 賞》 本会の発展に功労のあった者  3名 

       ・令和3年 11月 19日 倉吉市(倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ) 

建設技術発表会時に、優良工事受賞の工事担当技士会員を表彰 

        《業 績 賞》 国土交通省工事：12名 鳥取県工事優良工事受賞者：30名 

       ※今年度より鳥取県の優良技術者表彰では、表彰工事の主任技術者すべてを優良技術者 

とすることになった。 

（２）技術論文の募集・表彰及びその活用  

    全国技士会連合会HPに掲載「第26回技術論文集・報告」募集（応募者無し）            

（３）ホームページを活用した情報の提供               

①中国土木施工管理技士会と行政庁との意見交換会の結果掲載 

②会員サービスのため、全国技士会連合会優秀技術論文公開 

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）他機関が実施する継続学習制度に関する情報収集と提供 

（２）継続学習制度の管理運営 

    登録手続の代行、学習履歴証明書の発行 発行件数：Ｒ4.3月末 238件 

（参考 R2:270件、R1:324件、H30:314 件、H29:325 件、H28:347 件、H27:402 件） 

     

   ３）土木施工管理技士資格取得講習会補助金交付 

 1 級土木施工管理技士を取得するために当会準備講習会を受講し、県の助成対象外の会

員に受講料の内3万円を交付。   Ｒ3：10名申請 （R1：5名申請、R2:0名） 

              

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  

新型コロナウイルス感染症対策のため書面開催 

《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 

【入札契約に関すること】・特別調査価格の入札前公表について 

 【設計・積算・工事の施工に関すること】 

・ＩＣＴ建設機械による施工（路面切削）・土木工事標準積算基準の範囲について 

（鳥取県提案議題の回答は技士会 HP に掲載） 
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２）女性会員の活動                                                                                                            

 （１）他県の女性技術者との交流会  ・・・コロナ対策のため今年度未開催 

  （２）県女性技術職員と女性会員との意見交換会の開催  

（３）令和3年 7月 20日 鳥取緑風高校 

          鳥取県令和新時代創造本部 女性推進課の依頼により 

           題目「誰もが活躍できる社会づくり ～女性技術者の視点から～」 

            大和建設㈱ 米谷真智子氏他2名の異業種女性の発表 

 

３）地方機関と地区技士会の意見交換会に対する助成             

   東部：3回、八頭：3回、中部：1回、西部：2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 

    講習会場で、会員メリット、講習会開催案内等のお知らせを掲示する。 

２）委員会 

     ①総務委員会 開催 1回：令和 3年 8月 30日、2回：令和 4年 2月 22日（Web会議） 

     ②技術委員会 開催 1回：令和 3年 6月 18日（倉吉未来中心） 

                             2回：令和 4年 2月 21日（Web会議） 

      ③研修委員会 開催 1回：令和3年 8月 30日、2回：令和 4年 2月 21日（Web会議） 

                    

Ⅱ 会議 

  １ 定款に定める会議 

１）定時総会  令和3年 5月 20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  ………啓発・支援事業に記載 

      ・(一社)全国土木施工管理技士会連合会長表彰 当会団体受賞、受賞者7名 

       ・(一社)鳥取県土木施工管理技士会長表彰 (特別功労者) 1名 (功労賞) 3名 

（２）議題  

【審議事項】 

議案第 1号 令和2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】 

・令和 2年度事業報告について 

・令和 3年度事業計画及び収支予算について 
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２）理事会   

   （１）定時理事会 

令和 3年 4月 20日 湯梨浜町 水明荘 

議 題 

【審議事項】 

議案第 1号 令和2年度事業報告及び決算報告(案)に関する件 

議案第 2号 令和2年度表彰(特別功労賞・功労賞)に関する件 

議案第 3号 表彰規程の一部改正に関する件 

議案第 4号 会計に関する帳簿及び書類の破棄に関する件 

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 

              ・令和 3年度講習会について     

（２）臨時理事会 

       令和 3年 5月 20日  倉吉市（倉吉シティホテル） 

議 題 

【審議事項】 

          議案第 1号 専務理事の選任に関する件                  

    （３）臨時理事会 

       令和 3年 9月 27日  倉吉市（倉吉シティホテル） 

議 題 

【審議事項】 

          議案第 1号 新規会員の入会に関する件 

          議案第 2号 会計処理規程の改正について 

          議案第 3号 令和 4年度実施の格付加点研修に関する件 

          議案第 4号 令和 4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 

         ・令和 3年度建設技術発表会について 

・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について(報告) 

        【その他】 

         ・令和 3年度土木施工管理技士へのアンケート調査について 

・令和 3年度中国地方技術開発交流会の開催について 

・第 14回鳥取県県土整備部測量競技会の開催について 

     （４）定時理事会 

        令和 4年 3月 8日  Web会議（各地区事務所） 

         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 令和 3年度補正予算(案)に関する件 

          議案第 3号 令和 4年度事業計画(案)に関する件 

          議案第 4号 令和 4年度収支予算(案)に関する件 
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          議案代 5号 令和 4年度理事・監事及び委員の定数(案)に関する件 

     その他 

      ・「令和 4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 

      ・令和4年度第 73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・(一社)全国土木施工管理技士会連合会役員就任（輪番 

制）について 

 

３）監査会  

（１）期末監査  

令和 3年 4月 9日  鳥取市（鳥取県建設会館） 

議 題  令和 2年度事業報告・収支決算 監査 

     （２）中間監査 

令和 3年 10月 20日 鳥取市（鳥取県建設会館） 

議 題  令和 3年度 中間監査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 7 -

 

（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日一般社団法人移行後、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。 

 

・2021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 R3.9月末現在 127件 

 

【会員状況】 

年 月 日 正会員(名) 賛助会員(社) 

3．3. 31 1,531  222 

4. 3 31 1,545 222 

増 減     14    0 
 

②令和3年度 定時総会の開催 

定款（第13条）による定時総会 

令和 3年 5月 20日 倉吉市（倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ） 

出席者 50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   

・令和 3年度「監理技術者講習会」他   

・「監理技術者講習会」3回  
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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 

 

未開催 

 

 

 

未開催 

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 

令和 3年 8月 30日 Web会議（各地区） 

・令和 3度事業実施状況 

・会計処理規程の改正について 

第 2回委員会 

令和 4年 2月 22日 Web会議（各地区） 

・令和 3年度事業報告 

・令和 4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  

小椋智保子  オグラ建設㈱ 

(公財)鳥取県建設技術センター  

理事 小椋智保子  オグラ建設㈱ 

建設技術研修検討委員   米谷専務理事 
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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 72回中国地方技術研究会への参加                令和 3年 9月 16.17日（広島市） 

㈱井木組 伊藤美紀氏 Web 発表 

題目「北条高架橋下部工事におけるCIM活用について」 

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 小椋智保子  オグラ建設㈱   

 R3 4/21.5/12.6/30.6/10.10/8 理事会 4回開催 

研修検討委員会 米谷専務理事 

 令和 3年 10月 13日 委員会出席        

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：災害に強く住みよい豊かな暮らし実現を目指して 

指定課題 ～デジタル化・スマート化による建設分野での

生産性向上の取り組み～ 

令和 3年 11月 16日 鳥取県会場（Web配信） 

 ㈱井木組 伊藤美紀氏 指定課題について（Web発表） 

令和 3年 11月 10日 島根県会場 (Web配信）  

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 

 

未開催 

⑥第 14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。 

令和 3年 11月 15日 倉吉市 

[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、八頭、中部、西部地区技士会有志 

 

⑦土木施工管理技術論文の募集及び｢ＪＣＭレポ

ート(現場の失敗)｣の寄稿募集 

・技術論文集・技術報告募集 

  令和 3年 7月 1日～11月 30日 

・第 21回現場の失敗募集 

  令和 3年 12月 31日まで 

（全国技士会連合会HPに掲載中） 
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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 

 令和 3年 6月 1日 倉吉市（倉吉未来中心）  

・令和 3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の

取りまとめ 

 第 2回委員会 

 令和 4年 2月 21日 Web 会議（各地区） 

・令和 3年度事業報告 

・令和 4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 

令和 3年 8月 30日 Web会議（各地区）   

・令和 3度事業実施状況 

 ・令和 4年度実施の格付加点研修の検討 

 

第 2回委員会 

令和 4年 2月 21日 Web会議（各地区）   

・令和 3年度事業報告 

 ・令和 4年度事業計画(案) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３.4.20 

(第 1回) 

議事 理事会に付議する事項 

【審議事項】 

議案第 1号 令和2年度事業報告及び決算報告(案)に関する件 

議案第 2号 令和2年度表彰に関する件 

議案第 3号 表彰規程の一部改正に関する件 

議案第４号 会計に関する帳簿及び書類の破棄に関する件 

【その他】 

 ・令和 3年度定時総会及び理事会開催について 

・(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 

・令和 3年度講習会について 

湯梨浜町 

(水明荘) 

3.9.27 

（第 2回） 

議題 理事会に付議する事項 

【審議事項】 

議案第 1号 新規会員の入会に関する件 

議案第 2号 会計処理規程の改正について 

議案第 3号 令和４年度実施の格付加点研修に関する件 

 議案第 4号 令和４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 

 ・令和３年度建設技術発表会にについて   

 ・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（報告) 

【その他】 

 ・令和 3年度土木施工管理技士へのアンケート調査について 

 ・令和３年度中国技術開発交流会の開催について 

・第 1４回鳥取県県土整備部測量競技会の開催について 

 

倉吉市 

(倉吉 

ｼﾃｨﾎﾃﾙ) 

 ４.3.8 

(第 3回)  

議題 理事会に付議する事項 

【審議事項】 

  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 令和3年度補正予算(案)に関する件 

   議案第 4号 令和4年度事業計画(案)に関する件 

   議案代 5号 令和4年度理事・監事及び委員の定数(案)に関

する件 

Weｂ会議 
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  その他 

  ・「令和4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 

  ・令和 4年度第73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、(一社)全国土木施工管理技

士会連合会理事について（輪番制） 
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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 

3.5.29 

 

定時総会 

 議題 

【審議事項】 

第 1号議案 令和２年度事業報告及び収支決算(案)に関する件 

第 2号議案 役員の定数に関する定款の改正に関する件 

第 3号議案 役員の選任に関する定款の改正に関する件 

第 4号～第２1号議案 役員の選任に関する件 

【報告事項】 

 令和３年度事業計画及び収支予算 

表彰式  

連合会長表彰   鳥取県技士会団体表彰受賞 会員7名受賞 

《新型コロナウイルス感染症対策のため、委任状表決》 

東京都 

(ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 

市ヶ谷) 

技術委員会 ３.10.2７ 

 

議題 

(1)新システムについて 

(2)CPDSにおける新型コロナウイルス感染症対策について 

(3)その他  

《出席者》会長(リモート参加) 

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 

３.12.９ 議題 

(1)技士会連合会活動の現況について 

(2)令和 4年度技士会活動支援策について 

(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)国土交通省との意見交換会について 

(7)図書について 

(8)論文の募集について 

(9)土木工事写真の募集について 

(10)その他 

   ①令和 4年度の日程について 

   ②JCMレポートについて 

   ③各県等技士会における会長・事務局長・担当者からの 

    報告について 

   ④アンケート結果（速報版）について 

（11）質疑応答 

 《出席者》事務局長 

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 3.8.5予定 

↓ 

[書面議決] 

《新型コロ

ナウイルス

感染症対策

のため》 

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 

(2)(一社)全国土木施工管理技士会連合会への要望 

 

 

行政庁との 

意見交換会 

議題  

「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.「概数発注工事」における業務処理の明確化(ルール化)について 

 2. 段階的選抜方式の一次審査における技術提案の採点比重の増加 

   について 

 3. 協議指示等書類の簡素化について 

 4. 総合評価方式における継続教育（CPD）の単位について 

 5. 遠隔臨場(立会)の一般化 

 6.建設キャリアアップシステムについて 

〈入札・契約に関すること〉 

 7. 特別調査価格の入札前公表について 

8. 最終変更契約対応について 

9. 3次元データ作成費用について 

〈設計・積算・工事の施工に関すること〉 

10. ＩＣＴ建設機械による施工（路面切削）について 

（鳥取県提案議題） 

11. 土木工事標準積算基準の標準の範囲について（鳥取県提案議題） 

12. 維持工事について 

13. トンネル工事における鏡吹付の施工について 

14. ＩＣＴ施工のための３D図面の早期提供 

15. 即製コンクリート杭工における設計歩掛について 

16. 補修調査設計業務に基づく発注時工法と現地不一致について 

17. 特別調査価格について （鳥取県提案議題） 

                    

(鳥取県提案議題については技士会HPに掲載している） 

 



東部地区 八頭地区 中部地区 西部地区 日野地区

日時：令和3年5月27日 日時：令和3年6月22日 日時：令和3年10月21日 令和3年12月17日

会場：八頭建設業協会 会場：中部建設会館　3階大研修室 会場：米子コンベンションセンター　小ホール 会場：鳥取西部農業協同組合日野支部

【鳥取県　土木工事共通仕様書の改定に伴う 【鳥取県土木工事共通仕様書等の 【鳥取県土木工事施工管理基準 【技術研究会】

　　　変更箇所及び問題点　研修会】 　　　　　　　　　　　　　全面改定に関する研修会】　 　　　　　　　　　　　　　改定に関する研修会】　 ①土木工事施工管理ハンドブックの

［出席者］　鳥取県県土整備部　技術企画課 係長 　①説明 ①鳥取県土木工事施工管理基準改定について 　　　　　　　　　　　　　　　　　改定について

　　　　　　　八頭技士会員　10名 　　　講師：鳥取県県土整備部　技術企画課 　　講師：県土整備部技術企画課　岡係長 　講師：日野県土整備局　道路整備課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　岡係長 ②令和2年度工事成績について ②仕様書改定と工事検査のポイントについて

　②質疑応答 　　講師：米子検査工事事務所　松本所長 　講師：米子工事検査事務所長

［出席者］　鳥取県県土整備部　技術企画課　係長 ③新仕様書における工事検査のポイント ③過去の検査指摘事例について

　　　　　　　中部技士会員　35名 　　講師：米子検査工事事務所　浦田専門員 　講師：米子工事検査事務所　検査専門員

日時：令和3年10月25日 ④質疑応答 [出席者]　日野県土整備局　道路整備課長

会場：中部建設会館　3階大研修室 ［出席者］　鳥取県県土整備部　技術企画課　係長 　　　　　　米子工事検査事務所長他1名

【河川の自然環境保全学修会】 　　　　　　　米子県土局長 　　　　　　日野技士会員他　35名

①今後の河川整備事業 　　　　　　　米子検査工事事務所長　外1名

　　講師：倉吉河川国道事務所　副所長 　　　　　　　西部技士会員他　54名

②天神川の現状と課題

　　講師：鳥取県栽培漁業センター　増殖推進室

③天神川水系での工事に係る留意事項

　　講師：中部総合事務所県土整備局　計画調査課

④天神川の現況報告(河川工事の留意事項）

　　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　計画調査課　10名

　　　　　　　中部技士会員他　23名

日時：令和3年9月3日 日時：令和3年7月14日 日時：令和3年11月30日 日時：令和3年12月15日

会場：Web会議 会場：八頭町中央公民館 会場：中部建設会館　3階大研修室 会場：米子食品会館

【県土整備事務所・東部技士会　技術交流会】 【鳥取県土木工事共通仕様書等の 【中部県土整備局・米子工事検査事務所との 【西部技士会・米子県土整備局・

〇技術討議 　　　　　　全面改定に関する意見交換会】　                                                 技術交流会】 　　　米子工事検査事務所による意見交換会】　

　議題1　道路災害防除工事の施工について 　①説明 　(1)講演　　 議題：技士会からの提案意見について

〇技士会からの情報提供 　　　講師：鳥取県県土整備部　技術企画課 　　　①中部管内の今後の展望について ○施工

　中国地方整備局におけるi-Constructionの取組について 　　　　　　　　　　　　　　　　　岡係長 　　　　　　　講師：計画調査課長 　①工事発注前の工事内容について

〇鳥取県からの情報提供 　②意見交換会 　　　②中部県土整備局からの報告事項 　②工事受注～着工（設計図書）の問題点

　・鳥取県発注ICT活用工事の状況について 　　　　提案議題の説明及び回答 　　　　　　　講師：各課　課長、課長補佐 　③河床掘削工事について

　・県発注工事(県土整備部)における事故 ［出席者］　八頭県土整備事務所長　他5名 　　　③工事検査事項の留意点 　④コンクリート二次製品等の設計単価について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生状況について 　　　　　　　県土整備部技術企画課　係長　　 　　　　　　　講師：米子工事検査事務所　専門員 　⑤農林受注工事の問題点と対応

　・現場等における感染拡大防止対策の再徹底について 　　　　　　　八頭技士会員　37名 　(2)技術交流会（質問等に対する回答及び意見交換） 　⑥受注者と受注者間の協議・連絡等について

[出席者]　鳥取県土整備事務所　所長他6名 　　　　回答者：米子工事検査事務所,計画調査課長補佐 ○検査

　　　　　　 東部技士会員　8名 [出席者]　中部県土整備局　計画調査課長他各課長　　 　①工事検査「工事成績点数」について

日時：令和3年12月9日 日時：令和3年11月17日 　　　　　 　米子工事検査事務所　所長他1名 　②土木工事施工管理ハンドブックについて

会場：鳥取県東部庁舎　5階講堂 会場：八頭町中央公民館 　　　　　　 中部技士会員　27名 　③鳥取県建設工事に対する検査の影響力について

【鳥取県・東部技士会の若手・中堅技術者による 【工事検査課及び八頭県土整備事務所との ○ICT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術交流会】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意見交換会】 　①ICT活用工事について

議題1　情報提供 講演「工事検査について」 　②評価の基準

 　　　　 1)鳥取県土整備事務所からの情報提供 　　工事検査課　統括検査専門員　井上嘉之 　③ICT活用の出来形管理について

令和３年度　地区技士会活動一覧表（R3.4～R4.3）

研
修
・
講
習
会

行
政
庁
等
と
の
技
術
交
流
会
・
意
見
交
換
会
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　　　 　 2)近年の国交省の取組みについて 　　工事検査課　検査専門員　　　　西村尚朋 ［出席者］　米子県土整備事務所　6名

議題2   グループ討議 意見交換会 　　　　　　　米子工事検査事務所　　2名　

　　　　現場名：県道鳥取鹿野倉吉線(耕地工区) 　　提案議題の説明及び回答 　　　　　　　西部技士会員　25名

　　　　　　　　　　道路災害防除工事(交付金） ［出席者］　八頭県土整備事務所　4名

　　　　　1)課題　【現場の仮設計画について】 　　　　　　　工事検査課　　2名　

　　　　　2)課題　【橋台背面の崩落について】 　　　　　　　八頭技士会員　35名

　　　◇総括意見発表

[出席者]　鳥取県土整備事務所　所長他

　　　　　　 東部技士会員他　22名

日時：令和4年2月24日 日時：令和4年2月24日 日時：令和3年6月29日　　会場：西部建設会館

【国土交通省鳥取県河川国道事務所との技術交流会】 【国土交通省鳥取県河川国道事務所との技術交流会】 【米工女子生徒と西部技士会女性部会との懇談会】

（八頭地区との合同でオンライン開催） （東部地区との合同でオンライン開催） テーマ

議題　①講演：鳥取河川国道事務所からの連絡事項 議題　①講演：鳥取河川国道事務所からの連絡事項 　・進路について：大卒、高卒、取得できる資格

　　　　　・賃上げ実施表明企業の評価 　　　　　・賃上げ実施表明企業の評価 　・仕事について：仕事内容、女性社員数等

　　　　　・工事入札契約手続き関係よくある質問（FAQ） 　　　　　・工事入札契約手続き関係よくある質問（FAQ） 　・女性技術者に聞きたいこと：やりがい、大変なこと他

　　　講師：鳥取河川国道事務所　亀井工事品質管理官 　講師：鳥取河川国道事務所　亀井工事品質管理官 　・働き続けるために必要なこと：子育て等との両立他

　　　　②意見交換会：技士会からの質疑・提案 　　　　②意見交換会：技士会からの質疑・提案 ［出席者］　米子工業高校女子生徒　21名　先生2名

[出席者]　鳥取河川国道事務所長他6名 [出席者]　鳥取河川国道事務所長他6名                 西部技士会長、女性会員7名、他5名

　　　　　　東部技士会　5名 　　　　　　八頭技士会　5名

日時：令和3年11月10日

【鳥取県土整備事務所・東部技士会合同現場安全研修会】　　　　　　　　　　　　　　　

工事名：①県道鳥取国府岩美線(三洋大橋)橋梁補修

　　　　　　　工事(補助橋補修）　㈱技工社現場

　  　　　②湖山川河川改修工事(1工区)(国補助)

　　　　　　　　　吉田建設㈱　現場

[出席者]　労働基準監督署　安全衛生課長

　　 　　　　鳥取県土整備事務所　計画調査課長他 

　　　　　 　東部技士会員他　21名

日時：令和3年11月26日 日時：令和3年11月15日 日時：令和3年4月27日　　

【現場見学会】 【中部技士会による倉吉農業高校現場見学会】 【小松谷川河川改修(6工区)

見学場所：岩美町牧谷、陸上地区 見学場所：国道9号北条高架橋11下部工事                       (防災安全交付金）現場見学会】

１．国道178号(岩美道路)改良工事(5工区)(補助(国補助） 　　　　　　北条JCTランプ橋第3下部工事 見学場所：小松谷川河川改修(6工区)

　　　やまこう・大和特定建設工事共同企業体 　　　　 　 北条道路下神地区第1地盤改良他工事 LightICT現場におけるICT活用

卒業生等OB等との意見交換会 ～3次元設計データ活用いよる現場の見えるかMG、

２．国道178号(岩美道路)改良工事(1工区)(補助)(ｾﾞﾛ国債) [参加者]　倉吉農高1年生　17名　教諭　3名 　　　　簡易MG活用での生産性・安全性向上～

　　　藤原・興洋特定建設工事共同企業体 　　　　　　 中部技士会員　6名　　 ［出席者］　西部総合事務所米子県土整備部他

[出席者]　技士会員他　17名 　　　　　　 卒業生OB 5名                 西部技士会長、他34名

日時：令和3年11月30日

【東部技士会と鳥工生との現場見学交流会】

見学場所：国道178号(岩美道路)東浜トンネル舗装工事

　　　　　　（補助）(国補正)　　　　　　（㈱藤原組現場）

鳥工生と卒業者との意見交換会

[参加者]　鳥工生　土木科2年　21名　　教諭　1名

　　　 　　   東部技士会員他　8名

　　　 　　   鳥工卒業者　　 3名

現
場
見
学
会
・
パ
ト
ロ
ー
ル

技
術
交
流
会
・
意
見
交
換
会


