
 

 

【総会】 
第 22 期 2019 年度 

社建フォーラム定期総会 
 

開催日時：2019年 5月 21日 12時 50分～ 13時 20分 

場所：広島市“ワークピア広島会議室” 
   

 

 

 

 

 

 

議 事 次 第 
議長選出 

開会宣言 

議案 

第 1号議案  第 21期（2018年度）事業報告及び決算書に関して 

第 2号議案  第 22期（2019年度）事業方針及び予算に関して 

第 3号議案  会員動向（入退会等）に関して  

第 4号議案  会則変更に関して 

第 5号議案  役員人事に関して 

第 6号議案  その他 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

議決権数 16 コのうち出席議決権数 11 コ。加えて委任 2 コにつき、本総会は成立しました。 

 

 

 

 

 
 

（参考）会則第１２条  総会は、会員の過半数の出席（委任状を含む。）を以って成立するものとし、 

総会の決議は出席会員の過半数を以って決議され、可否同数のときは、 会長がこれを決定する。 

※当期より元号が変更されました。今後、昭和（S）・平成（H）・令和（Ｒ）と、解りにくさを低減する為に、 

前期より西暦表示で統一しました。ご要望があれば、併記表現も考慮いたします。 

 

 

 

 



 

【第 22 期（2019 年度）社建フォーラム定期総会】 

第 1 号議案 第 21 期（2018 年度）事業報告及び決算書に関して 

 

2018 年度事業報告 

イベント（展示会・プレゼン）：2018 建技フェアー：なし。 

（会員直接支援事業）     181031B-net フォーラム 2018：（㈱フソウ）    計 1 社。 

プレゼン(例会内)：（中村建設㈱、㈱フソウ、㈱ガイアート）計 3 社。 

広報：有料広告 2 回（9 月、3 月）。無償記事 4 回（例会開催に関して：中建日報）。 

例会〈施策（規格）＆ビジネスセミナー例会：セミナー〉：4 回。 

20 期例会参加者計：196 名（平均 49 名）。受講証明書発行数計：116 名（平均 29 名）。 

21 期例会参加者計：254 名（※+30％）（平均 64 名/回）。受講証明書発行数計：176 名（※+52％）（平均 45 名/回）。 

※ 表示の％は前期比。 

 

日時 例会（CPDS セミナー：以下セミナー） 

（会場：ワークピア広島） 

イベント（展示会等） 

プレゼン 

理事会・総会 

運営委員会（運） 

180604 

 

NO57 

【社会基盤の健康長寿：道路構造物の（点検検査と保全）】 

1. NEXCO エンジ中国株の高速道路の定期点検と方法。  

講師：鈴木正範（NEXCO エンジ中国㈱土木保全部長） 

2. 道路構造物等の長寿命化 

講師：内田豪士（中国地整局広島国道事務所 道路保全課

長）人数：59 名、受講証明書：33 名 

 

 

180604 第 21 期理事会 

20 期事業・決算報告、21 期事業

方針、新理事の議決等。 

180604 第 21 期総会  

20 期事業・決算報告、21 期事業

方針、新理事の承認等（兼運営

委員会） 

180925 

 

NO58 

 

 

【豪雨のもたらす災害】 

1.中国地方における近年の豪雨災害対応 

講師：高橋広幸(前中国地整局技術調整管理官。現カナツ

技建工業（株）特別顧問) 

2.平成 30 年７月西日本豪雨による広島県における土砂災

害の特徴 

講師：森脇武夫（広島工業大学 環境土木工学科 教授） 

人数：78 名、受講証明書：60 名 

180925 プレゼン 

1.中村建設㈱ 

2.㈱フソウ 

 

181031 岡山県 B-net

フォーラム 2018 

出展：1.㈱フソウ 

 

180925 運営委員会 

（次回予定・リクエスト依頼等） 

 

181128 

 

NO59 

 

【道路の維持管理手法】 

1．新技術～道路の維持管理システム 

講師：竹内 英祐 

（NEXCO エンジ中国㈱道路ソリューション事業部交通環

境課 主任） 

2.新技術～舗装マネジメントシステム構築 

に関する技術手法 

講師：大丸 浩志（ NEXCO エンジ中国㈱道路ソリューシ

ョン事業部交通環境課 課長代理） 

3.インフラ老朽化対策の推進 

講師：福永 孝敏（中国地整局 道路部 道路構造保全官） 

人数：59 名、受講証明書：37 名 

181101 建技フェアー

2018：なし。 

 

181128 プレゼン 

3.㈱ガイアート 

 181128 運営委員会 

（次回予定・リクエスト依頼等） 

190129 

 

NO60 

 

【トンネルの計画と設備】 

1.トンネルの計画・設計に至るまで 

講師：定成司（中電技術コンサルタント(株) 道路交通部 

構造グループ長） 

2.高速道路のトンネル内設備について 

講師：山下俊弘（ NEXCO エンジ中国(株) 施設事業本部 

施設工事部長） 

人数：58 名、受講証明書：46 名 

 190129 運営委員会 （次回予

定・リクエスト依頼等） 

計 4 回/人数 254 名（講師含）/受講証明書 176 名 

 

展示会：1 社 

プレゼン：3 社 

理事会・総会各１回 

運営委員会 4 回 



woo
タイプライターテキスト
※21期個人会員4名×2000円＝8000円→2,000円の過入金は22期処理

woo
タイプライターテキスト
※



 

第 2 号議案 第 22 期（2019 年度）事業方針及び予算に関して 

（事業方針） 
1. 定例セミナー：4 回/年程度。 

2.広報：社建Ｆセミナー等活動をマスコミにて記事（5 回程度）・広告（3 回程度）で周知。 

上記 1.～2.で社会・建設業界に開かれた魅力ある団体として、より集客・収益・会員増を図る。 

3.会員支援：希望会員による「セミナー講演時間の提供」、「建技フォーラム等の出展支援(1 コマ費支援)」や会

員事業にマッチする展示会等紹介」及び「リクエスト対応」。 

4.（特記事項）若手担い手」及び「女性建設業従事者」）支援： 

①手法：Ａ）若手講師（概ね 40 歳迄・性別・会員非会員不問） 

Ｂ）女性講師（年齢不問）を、会報・マスコミ・ＨＰ・業界団体等で公募周知。 

② 定例 CPDS セミナーの中に、国交省政策連携・社会・業界ニーズ対応として（「若手担い手」及び「女性建設

業従事者」）講師によるセミナーコーナーを設ける。 

③ 建技フォーラム 2019 の社建フォーラムブース内に会員展示に加え、若手設計士・デザイナー等によるイメー

ジパース・模型等の作品を展示（会員、非会員不問）。 

5.収益事業（可能なら） 

会員に負担が生じないという前提で、収益事業として 100 名規模で 4～6 ユニットのセミナーを定例セミナー外で

開催。無理が生じる場合は行わない。 

 

【収支予算案】 
自 2019 年 4 月 1 日  

至 2020 年 3 月 31 日 

科目 予算額 備考 

（収入の部）     

Ⅰ 年 会 費     

  1. 正会員     

    団体 240,000  \240,000×1 

    企業 600,000  \40,000×15 

  2. 賛助会員 20,000  \20,000×1 

  3. 個人会員 12,000  \2,000Ｘ6 

合  計（※-1） 872,000   

（支出の部）     

Ⅰ事業費 （570,000）  2019年度事業方針参照 

1.企画情報部会 570,000 
広報・HP管理費・セミナー会場費・JCM 登録認定費

（4 回）、コーディネート打合せ費等 

      

Ⅱ一般経費 （302,000）   

  1. 事務経費 272,000 

理事会・総会・例会準備及び各資料作成等・経理管

理費・印刷費・通信費・顧問交通費・個別企業デー

ター作成・編纂整理 

     

臨時理事会、実行委員会、入会希望者面談等   2. 会議費 20,000 

  3. 雑費 10,000   

合  計 872,000   

※見込収益であるセミナー参加費は予算には計上していない。 

 

 



 

第 3 号議案 会員動向（入退会等）に関して(報告議案) 
20 期：2 団体 14 企業（正会員団体 1。正会員企業 15、賛助会員 1、個人会員 1、連携団体 2） 

（2017 年 4 月 1 日） 

21 期：3 団体、16 企業、個人 4 名（正会員団体１・正会員企業 15、賛助会員 1、個人会員 4、連携団体２） 

（2018 年 4 月 1 日） 

22 期：3 団体、16 企業、個人 6 名（正会員団体１ ・正会員企業 15、賛助会員 1、個人会員 6、連携団体２） 

入会（個人会員）：國廣雅文氏（広島県ＯＢ会員）、管清一氏（ゼネコンＯＢ会員） 。退会：無し。 

（2019 年 4 月 1 日） 

 

 

第 4 号議案 会則変更に関して 
会則に記載されている「会長・理事長」表現を理事長に統一すること。 

 

第 5 号議案 役員人事に関して 

新理事長の選任。理由：内田哲郎会長（前田道路㈱中国支店長 執行役員）の辞意により、2019年 4月 11

日理事会において河野謙理事（㈱ガイアート中国支店長）が互選されたことに関しての報告。 

【関連会則】第 9 条二、会長及び副会長は、理事の中から互選により選出され、会務を統括し、本会 を代表する。 

 

 

第 6 号議案 その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


