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開催日時：平成 30 年 6 月 8 日（金） 

１４：３０～１７：００ 

会場：岡山大学創立 50 周年記念館 2 階大会議室 

 

 

 

 

 

岡山県コンクリート診断士会 
 

 



岡山県コンクリート診断士会 平成 30年度 総会次第 

  

Ⅰ．平成 30 年度 総会 14：30～14:50 

 

(1)会長あいさつ 

 

(2)議長選出 

  

(3)第 1号議案  

  

(3)－1 平成 29年度活動報告 

(3)－2 平成 29年度決算報告および監査報告 

  

(4)第 2号議案 

 

 (4)－1 役員の改選 

 (4)－2 平成 30年度活動計画（案） 

  (4)－3 平成 30年度予算（案） 

  

 

Ⅱ．記念講演  15：00～16:30 

 

講師：京都大学 教授 

河野 広隆 様 

演題：「ひび割れのリスクと ASRと道路橋示方書」 

 

         

Ⅲ．懇親会 17:00～19:00 

 

会場：岡山大学ピーチユニオン 4Fレストラン 

会費：2,000円 



１．第 1号議案  

 １－１．平成 29年度活動報告 

（１）平成 29年度会員数 

賛助会員：36 社（41 口）  
正会員：85 名 
準会員：8 名 

 
（２）平成 29年度 総会 

日時：平成 29 年 6 月 2 日（金） 
場所：岡山大学創立 50 周年記念館 
出席者：56 名 

      
特別講演会 

元首都高速道路公団技術部長 佐々木一哉 氏 
演題：「首都高速道路の構造物維持管理の取組みについて」 

 
（３）技術調査部会 

 
第 2 回 情報提供会 平成 29 年 7 月 18 日（火）（参加者 40 名） 

技術紹介１ 「塩素固定をはじめとした様々な塩害対策技術」 
デンカ（株） 松久保 博敬 

技術紹介２ 「けい酸塩系含浸材料による表面改質工法」 
（株）アストン 谷村 成 

第 3 回 情報提供会 平成 29 年 11 月 17 日（金）（参加者 47 名） 
技術紹介１ 「コンクリート構造物の補修事例と効果の検証」 

太平洋マテリアル（株） 渡沼 毅好 
技術紹介２ 「コンクリートの診断方法と調査事例」 

（株）太平洋コンサルタント 梶井 章弘 
 



（４）人材育成部会 

コンクリート診断士受験対策講座Ⅱ 平成 29 年 6 月 16 日（金）（参加者 19 人） 
・コンクリート診断士試験出題傾向と対策 
・変状の種類と劣化要因 
 
コンクリート診断士受験対策講座Ⅰ 平成 30 年 1 月 30 日（火）（参加者 9 人） 
・コンクリート診断士試験出題傾向と対策 
・択一式問題の解説 
・記述式問題 A の解説 
・記述式問題 B の解説 

 
１－２．平成 29年度決算報告および監査報告 

 

別紙 資料－１ 
 



２．第 2号議案  

２－１．平成 30年度 役員改選（案） 

別紙 資料－２ 
 

２－２．平成 30年度 活動計画（案） 

① 第 3 回通常総会（平成 30 年 6 月 8 日） 
② 技術調査部会 

第 4 回 情報提供会（7 月 18 日） 
第 5 回 情報提供会（11 月予定） 
現場見学会 （10 月予定） 

③ 人材育成部会 
・コンクリート診断士受験対策講座Ⅱ 平成 30 年 6 月 15 日（金）（予定） 
・コンクリート診断士受験対策講座Ⅰ（平成 30 年 1 月予定） 

⑥ 業務支援部会 

・コンクリート調査・診断・補修業務支援 

⑦ 公共支援部会 

・緊急時のコンクリート調査・診断・補修の公共支援 

⑧ その他 

・日本コンクリート診断士会への入会 

    別紙 資料－３ 

 

２－３．平成 30年度 予算（案） 

別紙 資料－４ 

 

 





資料－2 

 

役員改選（案） 

 

役　　職 名　　前

会　長 （株）エイト日本技術開発 常勤監査役 澤　嗣郎

副会長 (株)大本組 土木本部 土木企画部長 浜田 利彦 

理　事（技術調査部会 部会長）
　　　　　　（業務支援部会　副部会

長）
(株)大本組 土木本部 設計課長 柏葉　洋一

理　事（人材育成部会 部会長） アイサワ工業（株） 技術開発部 課長代理 馬場　康成

理　事（技術調査部会 副部会長）
　　　　（人材育成部会 副部会長）

ランデス（株） 技術営業部 副部長 友森　幹夫

理　事（業務支援部会 部会長）
　　　　　　（公共支援部会 副部会長）

（株）ウエスコ 設計部 技師長 黒川　健児

監　事 岡山県生コン工業組合 技術・品監委員会 岡山県生コン工業組合委員長 福田　啓亮

　　理　事（事務局長）
　　　　　　（公共支援部会担当理事）

（株）エイト日本技術開発 インフラ保全センター センター長 海野　達夫

相談役 岡山大学 環境理工学部 大学院教授 綾野　克紀

相談役 福山大学 工学部 教授 宮内　克之

アドバイザー（案）

名　　称 名前

アドバイザー 理事長 阪田　憲次

所　　　属

所　　　属

一般社団法人　岡山県コンクリート技術センター  

 

 



岡山県コンクリート診断士会からのご質問に対する回答 

一般社団法人 日本コンクリート診断士会事務局 

岡山県コンクリート診断士会からのご質問に対し、朱書きのとおり回答いたします。 

 

① 提供いただいた個人会員数一覧表（2017.4.1 現在）によりますと、法人会員が加盟され

ている診断士会と加盟されていない診断士会がありますが、法人会員の加盟は任意と考

えてよろしいでしょうか。また、法人会員のランク分け（ＳＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ）はどのよ

うな区分に基づいたものでしょうか。 

ANS：各地区ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士会の法人会員は、日本ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士会への加盟は任意です。 

   ただし地区診断士会としての法人会員の社員が、法人会員年会費を払うことにより

その地区診断士会の個人会員扱いになっている場合は、その会員は年間 800 円を日

本ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士会へ支払わなければ日本ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士会の個人会員にはなりません

のでご注意ください。 

   法人会員 SA：年会費 10万円で 5名以内の個人会員が希望する地区診断士会に登録す

ることができます。ただしその地区の年会費が 3,000 円以上の場合には差額をその

地区に支払う必要があります。 

   法人会員 A：年会費５万円で 3 名・・・ 

   法人会員 B：年会費３万円で 2 名・・・    

法人会員 C：年会費１万円で 1名・・・ 

②個人会員数一覧表に示される正会員はコンクリート診断士有資格者、賛助会員はコンク

リート診断士資格取得を目指す会員と考えてよろしいでしょうか。また、岡山県コンク

リート診断士会が日本コンクリート診断士会に加盟する場合は、会員名簿を提出すると

全員が一括で加盟することになるのでしょうか。 

ANS：その通りです。いただいた会員名簿全員が一括日本ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士会の会員となり、一

人年間 800 円の年会費をご負担いただきます。学術会員は年会費は免除されます。 

② 事情により日本コンクリート診断士会を脱退せざる得ない状況になった場合は、脱退は

自由でしょうか。 

ANS：脱会は自由です。但し脱会する場合には新年度が始まる前に脱会申請を御願いいたし

ます。 年度途中で脱会するのも自由ですが、一度お支払いいただいた年会費は返

金いたしません。 

③ 業務体験発表会を毎年開催されているようですが、具体的な発表事例等をご提供いただ

けないでしょうか。 

ANS：最近２年間の業務体験発表会のプログラムを別資料で添付いたします。 

005304
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⑤年 3 回瓦版を発行されているとのことですが、具体的な事例等をご提供いただけないで

しょうか。 

ANS：年間 4 回メールかわら版を会員全員に直接メール送付しております。 

   最近発行したかわら版（第 11 号、第 12 号）を参考のため添付いたします。 

 

加盟のために必要な資料 

① 組織図（会長、副会長、事務局長の役職が明確なもの）  

② 会長・副会長・事務局長等日本コンクリート診断士会が連絡するかたの所属、電話番号、

メールアドレスおよび事務局の住所、電話、メールアドレス 

③ 会則等 （入会条件に差別がないこと、コンクリート診断士会として不適切な規則がな

いことが判るもの） 

④ 直近の活動実績（会が名目だけではなく、活動していることが判るもの） 

⑤ 地区診断士会入会申込書：添付いたします。 

 

総会時の資料 

明確に決定してはおりませんが、最近の総会時には各地区診断士会の紹介、活動報告と活

動計画（パワーポイント 6 画面以内）を作成して説明を御願いしております。 

 

ご質問・ご要望等ございましたら遠慮なくご連絡ください。 

ホームページもご参考ください 

                 一般社団法人 日本コンクリート診断士会 

                 http://www.jcd-net.or.jp 

                 〒185-0012 東京都国分寺市本町 2-23-3 富沢ビル２階 

                 ℡：042-328-0337 

                 Email：info@jcd-net.or.jp 
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資料－4 

 

平成 30 年度 予算（案）  

 

平成 30 年度の予算（案）を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収   入 支   出

642,644
会費

賛助会員（33社　38口） 380,000 １口 10,000円/年
正会員（78名） 234,000 3,000円/年
準会員（6名） 12,000 2,000円/年

WEBサーバー使用料,ドメイン登録費用（手数料含む） 40,000

平成29年度　総会
岡大50周年記念館使用料 20,000
懇親会費用 240,000
懇親会費用（徴収） 80,000
講師交通費等 60,000 1名

部会活動費
技術調査部会
　　情報提供会（2回） 50,000
　　現場見学会 300,000
人材育成部会
　　コンクリート診断士受験対策講座（2回） 20,000
　　診断士支援講習会（受講費） 10,000
業務支援部会
　　コンクリート調査・診断・補修業務支援 20,000
公共支援部会
　　緊急時のコンクリート調査・診断補修の公共支援 20,000

その他、予備費 326,244

合計 1,358,644 1,096,244

収   入 支   出

62,400

200,000

合計 1,358,644 1,358,644

日本コンクリート診断士会会費 800円×78
講演会参加費、交通費等

項         目 備　考

前期繰越し

項         目 備　考




