
平成３０年度第５回 理 事 会 議 事 録 

 

一般社団法人         

静岡県建設コンサルタンツ協会 

 

１．開催日時 平成３０年１１月１６日(金) １５時開会１７時閉会 

２．開催場所 協会会議室 

３．理事会開会 

（１）出席した役員等の氏名 

会 長   森崎祐治 

副会長   鈴木正之  服部剛明  藤山義修 

理  事   齋 秀之   小田秀昭   吉田英司 

監 事  鶴田忠男    

【欠席】理事：小田稔彦 近藤拓己  監事：杉山 博 

        事務局長  村松光康 

理事９名中７名出席により理事会は成立。 

（２）森崎会長挨拶 

（３）定款第３５条の規定により森崎会長が議長に就任。 

４．議 事 

（１）平成 29 年度富士山の体積をはかる｛アイデア｝大募集事業（CON!CON!）の 

土木学会｢土木広報大賞 2018｣優秀賞受賞について 

土木学会に、本年度創設された土木広報大賞に全国から 99件の応募があり、 

最優秀賞 1件、優秀賞 2件、準優秀賞 5件、審査員賞 8件の、合計 16 件が 

選出された。 

この内、CON!CON! は優秀賞に、静岡県から応募した「静岡どぼくらぶ」は 

準優秀賞にそれぞれ選出され、平成 30年 11月 12日(月)土木学会において、 

授賞式が執り行われた。この席には、当協会から森崎会長外 2名、静岡県 

からは森本政策監外 1名が出席した。 

（２）平成 30 年度産業人材確保緊急対策事業について 

前年度と同様 ㈱ディスタンス・インターナショナルと委託費 2,869,560 円 

で契約を締結した。静岡県からの補助金は 2,977,000 円であるので、この 

差額は技術研究部会による動画の作成等費用に充てることとしている 

（３）静岡県交通基盤部・経済産業部優良業務委託表彰式について 

    平成 30 年 10月 26日（金）浜松市の「クリエート浜松」にて表彰式が執り 

行われ、来賓として森崎会長と建設関連業 3団体の会長が出席した。 

表彰が 18件で、この内県内が 4件と少ないので、今後地元業者の採用等に 

ついて検討するよう働きかけることとした。 



（４）全コン連の事務局移転等について 

静岡県協会で担当する事務は、平成 31年 5月 10日（金）の定時社員総会

をもって完了し、千葉県協会への事務引継ぎを平成 31年 5月 24日(金)に

予定している。 

又、建設関連業のイメージアップ促進協議会には現在、吉野部会長代理が

出席しているが、今後は、小山理事に交代していただくことにしたい。 

これに伴い、静岡県測量設計業協会望月事務局長への引継ぎ業務は、静岡

県建設コンサルタンツ協会、日本補償コンサルタント協会静岡県部会、静

岡県建設コンサルタント業政治連盟の 3業務となる。 

又、村松事務局長は平成 31 年 4月の理事会に退職願を提出し、平成 31 年

5月末日をもって、退職することになる。 

（５）平成 31 年 1月 18日（金）の行事について 

平成 30 年度第 6回理事会と、政治連盟役員会を、昼食をはさみ 12：00～ 

13：00 まで協会会議室で実施し、政治連盟通常総会を14：30～15：00、 

新春講演会(講師予定 田中浜松河川国道事務所長様) を 15：30～16：30、 

新年賀詞交歓会を 17：00～19：00まで、それぞれ中島屋グランドホテルで 

実施することとした。 

（６）静岡県建設産業団体連合会からの、第 25回参議院議員通常選挙における 

候補者の推薦依頼について 

平成 30 年 10月 25日(木)開催された建産連理事会において、静岡選挙区の

牧野たかお候補、比例区の佐藤のぶあき候補の両名を推薦することが、決

定された。 

そのため、11月 13日(火) 建産連の西川専務理事が来所し、ポスターの

掲示、後援会加入等の協力依頼を受けた。 

 （７）薮田県議会議員の自民党県連幹事長就任祝賀会について 

    協会顧問薮田県議の就任祝賀会が、平成 30年 11 月 27日(火)掛川グランド 

ホテルで開催されるにあたり、案内を受けたので藤山副会長が協会を代表 

して出席することになった。 

 （８）報告事項 

   ア 茨城県協会の橋梁設計技術講習会について 

平成 30 年 9 月 11 日(火)～14 日(金)、9 月 19 日(火)～21 日(金)の 2 回

に分け、水戸市で実施され、この講師として 5社から 10名の技術社員が

講師を務めた。 

   イ 静岡県の橋梁点検・補修研修について 

     初級研修が 10月 3日(水)～4日(木)、中級研修が 10月 10日(水)～11 日 

(木)のそれぞれ 2日間に亘り実施され、当協会の 5社から 6名の技術社 

員が講師を務めた。 

   ウ 静岡県中部地域道路啓開訓練について 

     本年度の訓練は、平成 30 年 11月 5日（月）富士山静岡空港西側多目的



用地で実施され、大鐘測量設計㈱がドローンによる被災調査訓練に参加

した。 

    エ 静岡国道事務所主催の中部地区官民若手技術者による「現場環境パト 

ロール」と「座談会」について 

静岡県中部地区の建設会社から 12名、当協会から 4社の 5名、静岡国  

道事務所から 8名のそれぞれ若手技術者が参加し、静清 BP立体化事業 

｢清水立体」の現地視察と座談会が開催された。 

    オ 清水港開港 120周年記念事業実行委員会について 

      第 2回総会が平成 30年 10月 31日(水) 清水テレサで開催され、主要 

      イベントを、平成 31年 7月 13日～15日の、海の日を含んだ 3 日間に 

      集中開催するとの事業計画骨子が承認された。又、イベント等で使う 

      ロゴマークも選定された。 

    カ 森林土木部門の技術社員数調について 

      技術士の資格保持者が 5名、RCCMの資格保持者が 11名であった。こ 

の結果を服部副会長が志太榛原農林事務所に連絡した。 

    キ 協会顧問の天の一県政報告感謝の会について 

      平成 30年 11月 28日（水）にホテルアソシア静岡で開催されるため、 

森崎会長が出席を予定している。 

    ク 岩井しげき君をはげます会について 

      本日 11時 30分憲政記念館で開催され、森崎会長が出席された。 

    ケ 平成 30年度災害協定に基づく協力者名簿等について 

      平成 30年度の協力者名簿等を次の関係機関に提出した。 

      ・中日本高速道路㈱東京支社県内保全・サービスセンター 

      ・静岡県交通基盤部 

      ・国土交通省静岡県内 7事務所 

      ・静岡県道路公社 

      ・静岡県教育委員会 

    コ 国土交通省県内事務所との意見交換会概要について 

      平成 30年 8月 2日（木）実施した、意見交換会概要について報告がな

された。 

    サ 静岡県交通基盤部(土木技術幹部)との意見交換会発言要旨について 

      平成 30年 8月 30日（木）実施した、意見交換会発言要旨の報告がな

された。 

    シ 良知淳行静岡県議会議員自民党県連幹事長就任祝賀会について 

      平成 30年 12月 12日（水）ホテルアンビア松風閣で開催される。 

 （９）その他 

   ○ BCP（事業継続計画）について 

     静岡県から依頼もあり、会員への調査を実施することとした。 

○  静岡県交通基盤部森本政策監が、一度役員の皆さんと話す機会をほし 



     いとのことなので、今後、理事会の場を利用する方向で、検討する 

こととした。  

 

   以上をもって第５回理事会を１７時に閉会した。 

 

 

この議事録が正確であることを証するため、定款第３７条に基づき、議長及び 

出席した監事が記名押印する。 

平成３０年１１月１６日  

 

議 長・代表理事   森 崎 祐 治  ㊞  

 

  

監 事   鶴 田 忠 男  ㊞ 

 

 


