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平成２２年度 

「新潟県コンクリート診断士会」通常総会次第 

  平成 21年 6月 10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 15：00～15：45） 

1. 開 会 

2. 会長挨拶 

3. 議長選出 

4. 議 事 

 第 1号議案 平成 21年度事業報告の件 

 第 2号議案 平成 22年度事業計画の件 

 第 3号議案 役員改選の件 

 第 4号議案 会則改定の件 

5. その他 

6. 閉 会 

  

  【基調講演】（3階 多目的ホール 15：50～16：50） 

      「発電所の耐震補強壁における乾燥収縮ひび割れ対策の試み」 

      講師： 長岡工業高等専門学校 環境都市工学課 

岩波 基教授 

 

  【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 

 
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 21年度 事業報告書 
  自   平成 21年 4月 1日 

至   平成 22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、「コンクリート診断士」の社会的評価と地位の向上、お

よび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に、平成 20 年 10 月の設立以来、コンクリート診断士会情報の発

信や会員数拡大等のＰＲ活動、会員同士の親睦・診断技術の向上のための技術セミナー開

催、他県診断士会との交流他を行ってきた。 

 
2. 会員数  
 平成 20年度 

会員数 
平成 21年度 

会員数 
平成 22年度 

会員数（5.31時点） 
平成 22年度 
会員予定数 

正 会 員（個人） 63名 68名(退会 3・新規 8) 73名（新規 5） 80名 

賛助会員（個人） 1名 2名（新規 1） 2名 5名 

賛助会員（法人） 8団体 8団体 9団体（新規 1） 10団体 

 
3. 会議他開催状況  
（１） 通常総会（出席会員数 42名） 

・平成 21年 6月 10日・・・・万代シルバーホテル 

主な議題 平成 20年度事業報告・平成 21年度事業計画の承認他 

（２） 役員・幹事会 

①平成 21年 5月 12日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

  主な議題 平成 20年度事業総括・通常総会の準備 

②平成 21年 8月 26日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

主な議題 第 1回技術セミナー計画他 

   ③平成 21年 10月 19日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

    主な議題 第 1回技術セミナー準備 

   ④平成 21年 11月 9日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

    主な議題 第 2回技術セミナー計画他 

   ⑤平成 21年 12月 4日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

    主な議題 全国診断士連合会への関与他 

   ⑥平成 22年 1月 19日・・・・・新潟県生コンクリート工業組合 

    主な議題 第 2回技術セミナー準備 

 

第 1号議案資料 
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4. 講演会・技術セミナー開催状況  
（１） 講演会 

・平成 21年 6月 10日・・・・シルバーホテル 

「中越地震と中越沖地震におけるＲＣ学校建物の挙動について」 

      講演者： 新潟大学 工学部建設学科 加藤 大介教授 

 

（２） 第 1回技術セミナー（出席者数：会員 29名） 

・平成 21年 10月 23日・・・・・新潟市立中央図書館 

①「コンクリート構造物の塩害補修について」 
      講演者：株式会社プロダクト技研 仲丸様 

BASF ポゾリス株式会社   中村様 
 ②「亜硝酸リチウム系補修剤を用いたコンクリート補修 

とその工法（高圧注入工法）」 
      講演者：日産化学工業株式会社 化学品事業本部  須藤様 

ASRリチウム工法協会（鴻池組）     内田様 
  ③「塩害環境を測る」 
      講演者：新潟大学工学部建設学科  佐伯 竜彦准教授 
 
（３） 第 2回技術セミナー（出席者数：会員 35名＋一般 25名） 

・平成 22年 2月 10日・・・・・新潟市立中央図書館 

 ①「コンクリート診断の課題」 

      講演者：長岡技術科学大学 丸山 久一教授 

 ②「新潟県の道路施設管理」  

      講演者：新潟県土木部道路管理課  課長補佐   町屋 悟様 

  ③「最近の構造物診断技術（仮題）」     

      講演者：株式会社中研コンサルタント 関東支店取締役 後藤 年芳様他 

  ④「材料劣化が生じたコンクリート構造物の構造性能」 

      講演者：長岡技術科学大学工学部環境・建設系   下村 匠准教授 

 

5. その他活動  
 

・平成 21年 6月 26日・・・・・三蒲地区生コン協同組合主催 

  「2009生コン勉強会」への参加 

・平成 21年 11月 5日・・・・・社団法人 日本コンクリート工学協会主催 

 「コンクリートのひび割れ調査、補修･補強指針講習会」への参加 

・平成 21年 11月 7日・・・・・・東京コンクリート診断士会主催 

「診断士会全国組織設立準備会」への出席（伊藤副会長） 
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【平成 21年度収支決算書】 
 
収入の部   会費収入    正会員        3,000×68    204,000円 
               賛助会員（個人）   3,000× 2      6,000円 
                            賛助会員（法人等） 10,000× 8         80,000円 
                             小計                 290,000円 
   入会金収入    正会員        1,000× 8      8,000円 
               賛助会員（個人）   1,000× 1     1,000円 
               賛助会員（法人等）  1,000× 0      ──                        
                             小計                   9,000円 
      前年度繰越金                       13,777円 
          銀行利息                           27円 
      収入の部合計                      312,804円 
 
 
支出の部   総会費用    会場費（万代シルバーホテル）       66,930円 
               講師講演料及び旅費                     60,000円 
               講師懇親会費（診断士会負担分）     5,000円 
                小計                131,930円 
 
       セミナー関連費 第 1回セミナー会場費（中央図書館）    3,600円 
               第 1回セミナー講師講演料及び旅費    30,000円 

第 2回セミナー会場費（中央図書館）    4,800円 
               第 2回セミナー講師講演料及び旅費    50,000円 
                                小計                 88,400円 
 
       諸会議費 日本コンクリート診断士会設立準備会出席旅費  10,000円 
 
       事 務 費 技術セミナー資料用大型封筒他          3,725円 
         
      支出の部合計                                         234,055円          
 

 

  次年度繰越金   312,804 － 234,055       ＝ 78,749円 
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監 査 意 見 書 

 

平成 21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 22年 5月 10日 

 

 

 

 

 

新潟県コンクリート診断士会 

会計監事   牧 岳修 印 
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「新潟県コンクリート診断士会」 

    平成 22年度 事業計画書 
 
【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 22年度は以下の活動を行

う。                 
 

1. 通常総会の開催 

平成 22年 6月 10日（木） 

2. 講演会・技術セミナー等の開催 

・「発電所の耐震補強壁における乾燥収縮ひび割れ対策の試み」：講演会 

・コンクリート構造物の診断技術等に関するセミナー     2回程度開催 

・コンクリート診断に関わる実務発表会・意見交換会の開催  2回程度開催 

3. 広報活動 

ホームページ他による診断士会情報の発信・会員数の拡大 

4. その他会議等の開催 

・ 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 

・ 役員・幹事会の開催 

・ 日本コンクリート診断士会との連携 

・ 会員親睦レクレーション行事の計画・開催 

 
【予 算】 
収入の部   会費収入    正会員        3,000×80    240,000円 
               賛助会員（個人）   3,000× 5      15,000円 
                            賛助会員（法人等） 10,000×10        100,000円 
                             小計                 355,000円 
   入会金収入    正会員        1,000× 12     12,000円 
               賛助会員（個人）   1,000×  3     3,000円 
               賛助会員（法人等）  1,000×  2      2,000円                    
                             小計                  17,000円 
      前年度繰越金                       78,749円 
      収入の部合計                      450,749円 
 
支出の部   総会費用                         80,000円 
              セミナー関連費                            150,000円 
       諸会議費                        30,000円 
        事 務 費                        10,000円 
       予 備 費                         180,749円 
      収支の部合計                                         450,749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 

役職 氏名 所属団体 摘要 

会長 丸山 久一 長岡技術科学大学 環境・建設系教授 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 〃 

会計監事 牧  岳修 安田コンクリート工業㈱ 〃 

池浦 一雄 ㈱木戸生コン 〃 

近藤  治 ㈱開発技建 〃 

鶴巻 達也 ㈱加賀田組 〃 

近藤 哲英 ㈱福田組 新任 

幹 事 

   

地濃 茂雄  新潟工科大学   建築学科教授  

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  

顧 問 

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 再任 

 

 

 

 

会則（附則・細則）の追加 
 

附 則 

１ 本会の設立当初の役員の任期は、第９条の規定に関わらず、当会設立の日から平成  

22年 3月 31日までとする。 

２ 本会の設立当初の会計年度は第１８条の規定に関わらず、当会設立の日から平成 21  

年３月 31日までとする。 

３ 本会の設立時の会員は第５条の規定に関わらず、設立準備会に申し込みを行い設立準 

備会が承認した者とする。 

４ 会則のほかに細則を定めることができる。 

５ 本会の設立は平成 20年 10月 31日とする。 

６ 一般社団法人日本コンクリート診断士会との連携を図るため細則を定める。 

 

 

第 3号議案資料 

第 4号議案資料 
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一般社団法人日本コンクリート診断士会との連携のための細則 

平成２２年６月１０日 

第１条 入会 

 一般社団法人 日本コンクリート診断士会細則第１、第２条により、新潟県コンクリー

ト診断士会への入会を以って、一般社団法人 日本コンクリート診断士会の会員とする。 

 

第２条 会費の負担 

 新潟県コンクリート診断士会の会員は、一般社団法人 日本コンクリート診断士会細則

第４条に従い、本会年会費の一部を一般社団法人 日本コンクリート診断士会の事業活動

にあてる費用とする。 

 

第３条 その他 

 一般社団法人 日本コンクリート診断士会の会員として行動するときは、一般社団法人 

日本コンクリート診断士会の定款及び細則に従うものとする。 

2 本細則は、平成 22年 7月 23日に予定されている一般社団法人日本コンクリート診断士

会の設立をもって施行する。 

 

＜参考＞ 
一般社団法人 日本コンクリート診断士会細則 
第１条（入会の申し込み）：当診断士会に入会を申し込むものは、当診断士会所定の申込書に記入し、付記

の地区のあるところは、地区診断士会を通じ、それ以外は当診断士会に直接申し込むことを原則とする。 

第２条（会員の資格）：会員の資格は、理事会の承認を得た月の初日から有効とする。 

 ２、入会の資格を得た会員は、以下の入会金を納付する。但し、地区診断士会を通じて入会する場合は、

それぞれの診断士会の規約によるものとする。 

第４条（会費の負担）：会員は、当診断士会の事業活動にあてる会費として、次の年会費を負担する。 

 （１）正会員・賛助会員  年額  ３，０００円 

   なお、各地区診断士会に所属する会員は、地区診断士会の規定により年会費を支払い、年額のうち

５００円を当診断士会会費に、それ以外の会費は地区診断士会の活動費として使用する。 

 （２）学術会員  年額  ０円 

 （３）法人会員 

  ＳＡ会員    年額  １００，０００円 

  Ａ会員     年額   ５０，０００円 

  Ｂ会員     年額   ３０，０００円  

 Ｃ会員     年額   １０，０００円 

 なお、各地区に所属する会員は、地区診断士会の規定により年会費を支払い、年額のうち３，０００円

を当診断士会会員に、それ以外の会費は地区診断士会の活動費として使用する。法人会員の種別は、所定

の手続きにより変更できる。 

 


