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平成２４年度 

「新潟県コンクリート診断士会」通常総会次第 

  平成 24年 7月 5日（木） 

                      ほんぽーと新潟市立中央図書館 

 
  【総  会】（3階 多目的ホール 13：45～14：45） 

1. 開 会 

2. 会長挨拶 

3. 議長選出 

4. 議 事 

 第 1号議案 平成 23年度事業報告並びに収支決算承認の件 

 第 2号議案 平成 24年度事業計画並びに収支予算決定の件 

 第 3号議案 役員改選の件 

5. 日本コンクリート診断士会活動報告（仮題）  
             一般社団法人日本コンクリート診断士会 

理事 企画部会長 田澤 雄二郎様 
6. 閉 会 

   【講  演】（3階 多目的ホール 15：00～16：30） 
   「イタリアにおける歴史的建築物と現在の共生」 

 講師：株式会社 アクロス・ザ・ドア建築研究所 主宰 鳴沢 晴美様 

 イタリアローマ大学やフランスパリ、ル・コルビュジュ財団などで「西洋の建物・

都市づくり」を学ばれた、女流建築家・鳴沢晴美氏を講師としてお招きし、イタリ

アにおける歴史的認識の視点から、歴史的建築物を残すための法的な基準や都市計

画の考え方を、画像を交えて紹介して頂きます。 

【講師プロフィール】 東京造形大学卒業、清水建設本社設計部を経て現在に至る 
                関東学院大学講師・イタリアトリノ工科大学で講義  

             論評のほか住宅等の著名建築作品多数（「新建築」などに多数掲載） 

 

   【懇 親 会】（ろんどん亭 17：15～18：45） 
住所 新潟市中央区東大通 1-2-5 tel 025-243-3534 会費 4,000円 
 

新潟県コンクリート診断士会 ホームページアドレス  

  http://www.geocities.jp/niigatakon/ 

  事務局 ㈱クリエイトセンター内 設計部 遠藤 

                         TEL：025-232-7121 FAX：025-232-7129 

                         E-mail endou@ngk-center.co.jp 

                      入会金・年会費振込み先 

                        第四銀行 白山支店 新潟県コンクリート診断士会 

                        事務局 遠藤 潤  口座番号 1633148 
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「新潟県コンクリート診断士会」 

平成 23年度 事業報告書 
  自   平成 23年 4月 1日 

至   平成 24年 3月 31日 
1. 事業の概況  
新潟県コンクリート診断士会は、平成 20 年 10 月の設立以来、講演会や技術セミナー等

によるコンクリート診断技術の向上や会員同士の親睦ならびに診断士会情報発信等の広報

活動に努めてきた。これらの結果、現状における会員数は 80 余名・賛助法人 11 団体の大

きな組織となった。 

平成 23年度は、講演会・技術セミナーを開催するとともに新潟県柏崎地域振興局地域整

備部主催の技術研修会への講師派遣他による積極的な活動を行った。また、北陸 3 県診断

士会連携事業への参加等、他コンクリート診断士会との連携を深めた。 

 
2. 会員数の推移  

 平成 22年度 平成 23年度 備考 

正 会 員（個人） 
80名 

（退会１名・入会 13名） 
81名 

（退会 1名・入会 2名） 
 

賛助会員（個人） 
5名(新規 4名) 

正会員への移行 1名 
5名  

賛助会員（法人） 11団体（新規 3） 11団体  

 
3. 会議他開催状況  
（１） 通常総会（出席会員数 66名） 

・平成 23年 7月 7日・・・・ほんぽーと新潟市立中央図書館 

主な議題 平成 22年度事業報告・平成 23年度事業計画の承認他 
 
（２） 役員・幹事会 

①平成 23年 4月 22日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 
  主な議題 平成 22年度事業総括・通常総会の準備 
②平成 23年 10月 18日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

主な議題 幹事の新任・交代の承認・技術セミナー開催計画他 
   ③平成 23年 11月 25日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 
    主な議題 技術セミナー開催準備 
   ④平成 23年 12月 26日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

主な議題 技術セミナー結果総括・次回セミナーの計画 
   ⑤平成 24年 1月 23日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 
    主な議題 新潟県主催の補修技術講習計画 
   ⑥平成 24年 2月 17日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 
    主な議題 新潟県主催の補修技術講習会準備 

第 1号議案資料 
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4. 講演会・技術セミナー他開催状況  
（１） 講演会（出席者数：会員 44名＋一般 23名） 

・平成 23年 7月 7日・・・・ほんぽーと新潟市立中央図書館 

「東日本大震災の被災状況」 

 講師：長岡技術科学大学 丸山 久一教授 

（２） 第 1回技術セミナー（出席者数：会員 49名＋一般 29名） 

・平成 23年 12月 1日・・・・・ほんぽーと新潟市立中央図書館 

  「北陸地方の損傷橋梁の現状と対応」 

講師：国土交通省 北陸地方整備局 道路部 道路保全企画官 平賀 和文 様 

「NEXCO東日本におけるコンクリート構造物の現状と対策」 

講師：東日本高速道路㈱ 道路事業部 改良チームリーダー兼建設課長 

 西川 孝一 様 

（３） パネルディスカッション（出席者数：会員 49名＋一般 29名） 

・平成 23年 12月 1日・・・・・ほんぽーと新潟市立中央図書館 

   テーマ：コンクリート構造物の長寿命化の課題 

【コーディネータ】新潟県コンクリート診断士会会長 地濃 茂雄教授 

   【パネラー】 

    北陸地方整備局道路保全企画官     平賀 和文様 

    東日本高速道路㈱ 道路事業部     西川 孝一様 

    新潟県コンクリート診断士会      池浦 一雄会員  中村 博之会員 

                       大倉 英敏会員  宮井 隆利会員 

                       近藤   治会員 
（４） 新潟県主催技術研修会への講師派遣（出席者数：一般 80名） 

・平成 24年 2月 22日・・・・・主催：新潟県柏崎地域振興局地域整備部 

 テーマ：コンクリートの劣化と診断その現状と課題 
講師：新潟県コンクリート診断士会    伊藤 司郎副会長 柳  益夫会員 

                       大倉 英敏会員  鶴巻 達也会員 

                   近藤   治会員 
 

5. その他活動  
・ 平成 23年 6月 18日  

北陸 3県診断士会連携事業への出席（技術部会会員 2名） 

・ 平成 23年 6月 24日 

    生コン勉強会（主催：三蒲地区生コンクリート協同組合）への出席       

・平成 24年 1月 27日 

東日本大震災によるコンクリート構造物の被害と復旧・復興に関する講習会

（主催：公益社団法人土木学会関東支部新潟会）への出席 

・平成 24年 2月 6日 

コンクリート管理技術講習会（主催：㈱プロダクト技研）への出席 
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【平成 23年度収支決算書】 
 
収入の部   会費収入    正会員        3,000×81    243,000円 
               賛助会員（個人）   3,000× 5     15,000円 
                            賛助会員（法人等） 10,000×11        110,000円 
                             小計                 368,000円 
   入会金収入    正会員        1,000× 2      2,000円 
                             小計                   2,000円 
      前年度繰越金                       279,469円 
          銀行利息                           29円 
      収入の部合計                      649,498円 
 
         
支出の部   総会費      (会場費・講師旅費他)         43,600円 
 
       セミナー関連費  (会場費・講師旅費他)          126,680円  
                             
       部会活動費    （技術部会・広報部会活動費）      42,380円 
 
       関係団体負担金  （日本コンクリート診断士会会費）    42,500円 
 
       広 報 費     （新聞広告費）             40,000円 
 
       通信・交通費   （活動旅費他）              71,000円 
 
       事 務 費・雑費  （備品購入費・手数料他）        17,561円 
 
      支出の部合計                                         383,721円          
 

 

  次年度繰越金   649,498円 － 383,721円    ＝ 265,777円 
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監 査 意 見 書 

 

平成 23年度決算について、出納簿、その他の証憑書類を照合精査したところ、

正確なものと認めます。 

 

 

平成 24年 6月 14日 

 

 

 

 

 

新潟県コンクリート診断士会 

会計監事   牧 岳修  
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 「新潟県コンクリート診断士会」 

平成 24年度 事業計画書(案) 
 
【活動計画】 

新潟県コンクリート診断士会は、「コンクリート診断士」の社会的地位の向上、及び

「コンクリート診断士」によるコンクリート診断技術の普及と向上に努めることにより、

社会全体の健全な発展に大きく寄与することを目的とし、平成 24年度は、以下の事業活

動を行う。なお、事業の推進に当っては、技術部会・広報部会においてそれぞれの役割

分担に応じた活動を積極的に行い内容の充実を図るものとする。                 
 

1. 通常総会の開催 

平成 24年 7月 5日（木） 

2. コンクリート診断に関わる知識、技術、文化の向上に資するための事業 

 技術セミナーの開催  

予定時期：平成 24年 11月～12月  内容：診断他の事例報告等  

 現場見学会の開催  

予定時期：平成 24年 9月～10月 対象現場：NEXCO東日本管内橋梁補修工事現場等 

3. コンクリート診断士の社会的地位の向上に資するための事業 

 関係自治体他への研修会講師派遣 

 関係機関・団体への診断士会情報のＰＲ 

4. その他 

 資格更新に伴う参考資料等の収集・ホームページでの公開 

 日本コンクリート診断士会他との連携 

 
【予算計画】 
収入の部   会費収入    正会員        3,000×85    255,000円 
               賛助会員（個人）   3,000× 4      12,000円 
                            賛助会員（法人等） 10,000×11        110,000円 
                             小計                 377,000円 
   入会金収入    正会員        1,000× 7       7,000円 
                             小計                   7,000円 
      前年度繰越金                       265,777円 
      収入の部合計                      649,777円 
 
支出の部   総会費     (会場費・講師旅費他)           150,000円 
              セミナー関連費 (会場費・講師旅費他)            150,000円 
       部会活動費   （技術部会・広報部会活動費）      100,000円 

関係団体負担金 （日本コンクリート診断士会会費）     50,000円 
       広報費      (新聞広告費他）              40,000円 
       通信・交通費   (活動旅費他)              70,000円 
        事務・会議費  (コピー代・備品購入費）         50,000円 
       予 備 費                          39,777円 
      収支の部合計                                         649,777円  

第 2号議案資料 
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新潟県コンクリート診断士会役員名簿（案） 

役職 氏名 所属団体 摘要 

会 長 地濃 茂雄 新潟工科大学   建築学科教授 再任 

副会長 吉田  弘 ㈱ナカノアイシステム 〃 

伊藤 司郎 ㈱ダイアテック前社長 〃 

会計監事 牧  岳修 フォーラムスコープ㈱ 〃 
    

幹 事 池浦 一雄 ㈱木戸生コン 広報部会 

井貝 武史 ㈱福田組 〃 

仲丸 政美 ㈱プロダクト技研 〃 

長井  斎 新潟県生コンクリート工業組合 〃 

近藤  治 開発技建㈱ 技術部会 

鶴巻 達也 ㈱加賀田組 〃 

本田  明 ㈱水倉組 〃 
    

顧 問 丸山 久一  長岡技術科学大学 環境・建設系教授  

加藤 大介 新潟大学  工学部建設学科教授  

佐伯 竜彦 新潟大学 工学部建設学科准教授  

下村  匠 長岡技術科学大学工学部環境・建設系准教授  

岩波  基 長岡工業高等専門学校環境都市工学科教授  
    

事務局長 遠藤  潤 ㈱クリエイトセンター  
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