
平成２７年度（第７期）

日時 平成２８年６月１１日(土)　13:30～

場所 メトロポリタン長野　  　１２ 階　「 ウラノス 」

長野県コンクリート診断士会

通 常 総 会 報 告



　長野県コンクリート診断士会　平成２７年度第７期通常総会

次　　　第

１ 開　　会

２ 会長挨拶

３ 議長選出

４ 議　　事

第 １ 号議案 平成２７年度事業報告承認の件

第 ２ 号議案 平成２７年度収支決算承認の件

第 ３ 号議案 役員改正(案)

第 ４ 号議案 平成２８年度事業計画（案）

第 ５ 号議案 平成２８年度収支計画（案）

５ 議長退任

６ 閉　　会

<> (第６回記念講演)

<> (懇親会)



第１号議案
平成２７年度事業報告

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

1.　会員数

（1）会員数　　71名、1法人（平成28年4月1日現在） 期末(67名、1法人)

　　学術会員数 ：　　  3名 (1名入会) 2名

　　正会員数　 ：　　　 54名 (3名入会) 51名

　　賛助会員数 ：　　　14名 14名

　　法人会員数 ：　　　1名 1名

（2）活動計画

　平成27年度の活動内容は以下の通り。

No. 活　動　項　目 活　動　内　容

1

・研修会開催(1回:通常総会の記念講演) 6/20開催、講師　中庭　和秀氏

・JCD及び各団体の研修会案内 メールで研修案内(東京、福井)

研修会実施日
・11/16,2/24
・2/7

2

・ホームページによる情報発信

・広報用パンフレット及び役員の名刺の活用

・日本コンクリート診断士会および各地診断士会との連携

3

・行政からの助言依頼への対応、継続。(中野市)

4 コンクリート構造物の点検・診断、補修・補強、維持管理に関する事業

・各団体との連携(長野コンクリート診断士会、ながのコンクリート診断士会)

5 会員相互の親睦に関する活動

・総会および懇親会

6 工学会および本部、その他機関との連絡調整に関する活動

・JCIおよび本部との連絡事務

・JCD総会出席

7 その他、本会の目的達成のために必要と判断した活動

・役員会

・JCI研修会参加

会員のコンクリート構造物の維持管理に関する技術力・資質向上・情報収集のための活動（講
演会等による情報提供等）

診断士の社会的地位の向上、および処遇改善に関する広報事業、断士制度発展に貢献するた
めの活動（外部機関紙等へのPR、発注者へのPR、一般社会への情報発信等）

技術の進歩・改善、社会貢献に関する活動（新技術・新材料の整理・評価、診断にかかわる社
会的問題への対応等）

各団体研修会案内
・長野県生コンクリート工業組合
・日本技術士会長野県支部



第２号議案
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第3号議案

長野県コンクリート診断士会 役員改正

会　長 日堂　俊之 ㈱小石興業

副会長 有山　直孝 福美建設㈱

顧問(学術会員) 長　　尚 元信州大学教授

顧問(学術会員) 遠藤　典男 長野高専　教授

顧問(学術会員) 大上　俊之 信州大学教授

理　事

　(地区担当)

　　北信地区 宮島　一郎 長野県生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合

　　　兼務　会計(事務局長)

　　東信地区 瀬下　　勝 ㈱小宮山土木

　　南信地区 牛山　茂則 北沢建設㈱

　　中信地区 横川　英雄 ㈲マル吉横川ｾﾒﾝﾄ

　(広報担当)

小川　夏樹 北野建設(株)

倉科　里絵 ㈱相模組

監　事 森　多毅夫 北野建設(株)

塚田　勇進 轟商会(株)

新任



第４号議案
平成２８年度事業計画

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

1.　事業計画

（1）会員数　　72名、1法人（平成28年6月11日現在）

　　学術会員数 ：　　　  3名

　　正会員数　　：　　　 56名 1名脱会、3名入会、1名交代

　　賛助会員数 ：　　 　13名 1名脱会、2名交代

　　法人会員数 ：　　　　1名

（2）活動計画

　平成28年度の活動計画を下記の通りとする。

No. 活　動　項　目 活　動　内　容

1

・研修会開催(総会の記念講演)

・各団体の協賛研修会(JCI関東支部、長野県生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合、日本技術士会長野県支部)

・日本コンクリート診断士会全国業務体験発表会及び現場見学会への参加

2

・ホームページ活用

・日本コンクリート診断士会および各地診断士会との連携

3

・技術向上研修会、現場見学会などの開催

・ホームページへ「Q&A」の活用

4 コンクリート構造物の点検・診断、補修・補強、維持管理に関する事業

・各団体との連携(長野コンクリート診断士会、ながのコンクリート診断士会)

5 会員相互の親睦に関する活動

・総会および懇親会

・会員による研修会開催

6 工学協会および本部、その他機関との連絡調整に関する活動

・JCIおよび本部との連絡事務

7 その他、本会の目的達成のために必要と判断した活動

会員のコンクリート構造物の維持管理に関する技術力・資質向上・情報収集のための活動（講演会等
による情報提供等）

診断士の社会的地位の向上、および処遇改善に関する広報事業、断士制度発展に貢献するための
活動（外部機関紙等へのPR、発注者へのPR、一般社会への情報発信等）

技術の進歩・改善、社会貢献に関する活動（新技術・新材料の整理・評価、診断にかかわる社会的問
題への対応等）



第５号議案
平成２８年度収支予算計画

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

1.　収支計画

　平成28年度の予算を下記の通りとする。

No. 項　目 収入の部 支出の部 内　　訳

1 前年度繰越金 150,371

2 会費 328,600 正会員　　　(56名) 54名 4,000円

賛助会員　　(13名) 12名 4,000円

法人会員　　(1法人) 1名 10,000円

JCD法人(正会員のうち) 2名 2,200円
JCD法人(賛助会員のう
ち)

1名 2,200円

前年度未納分(12名分) 12名 4,000円

3 入会金 18,000 正会員 6名 3,000円

賛助会員 名 3,000円

法人会員 名 10,000円

前年度未納分 3,000円

4 通常総会費 90,000 記念講演費 1 50,000円

会場費 1 30,000円

通信・印刷費等 1 10,000円

5 広報・ＨＰ費 36,480 ＨＰ費 12か月 540円

会議費 2回 15,000円

6 事務・運営費 15,000 通信費 1 5,000円

印刷費等 1 10,000円

7 本部費 52,800 66名 800円

0 JCD法人分 3名

8 行事費 15,000 研修会補助 1回 15,000円

9 広告・宣伝費 20,000

10 役員活動・交通費 50,000

11 予備費 217,691

合計 496,971 496,971



長野県コンクリート診断士会　名簿 平成28年6月12日 現在

No 会員番号 会員名称 JCD番号 所　　属 総会 懇親会
1 01001 学術会員 101000012 長 尚 元信州大学　教授 出席 出席
2 01002 学術会員 101000013 遠藤 典男 長野高専　環境都市工学科 出席 出席
3 01003 学術会員 101500022 大上 俊之 信州大学工学部　土木工学科 欠席 欠席
3

4 02001 正会員 011000556 日堂 俊之 株式会社小石興業 出席 出席
5 02002 正会員 011000557 大宮 雅登 窪田建設株式会社 出席 欠席
6 02003 正会員 011000558 宮島 一郎 長野県生コンクリート工業組合 出席 出席
7 02004 正会員 011000559 瀬下 勝 株式会社小宮山土木 出席 出席
8 02005 正会員 011000560 牛山 茂則 北沢建設株式会社 出席 出席
9 02006 正会員 011000561 横川 英雄 有限会社マル吉横川セメント 出席 出席
10 02007 正会員 011000562 菅原 幸克 竹花工業株式会社 出席 出席
11 02008 正会員 011000563 猪又 亘 北陽建設株式会社 委任 欠席
12 02009 正会員 011000564 草深 安宏 北陽建設株式会社 委任 欠席
13 02010 正会員 011000565 塚田 勇進 有限会社轟商会 出席 出席
14 02011 正会員 011000566 小林 祐介 株式会社塩沢産業 出席 出席
15 02012 正会員 011000567 成沢 佳臣 株式会社竹花組 委任 欠席
16 02013 正会員 011000568 平林 雅彦 クインスレミック株式会社 委任 欠席
17 02014 正会員 011000569 小川 明久 さくら生コン株式会社 委任 欠席
18 02015 正会員 011000570 土屋 隆一 株式会社高見澤 出席 出席
19 02016 正会員 011000582 引木 真澄 ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 委任 欠席
20 02017 正会員 011000571 湯本 二郎 共栄生コン株式会社 出席 欠席
21 02018 正会員 011000572 岩下 幸義 株式会社小宮山土木 委任 欠席
22 02020 正会員 011000574 津野尾 誠輔 金森建設株式会社
23 02021 正会員 011000575 北村 尊 金森建設株式会社
24 02023 正会員 011000576 北沢 資謹 北沢建設株式会社
25 02025 正会員 011000578 埋橋 則英 窪田建設株式会社 委任 欠席
26 02026 正会員 011000579 園原 幸樹 窪田建設株式会社 委任 欠席
27 02027 正会員 011000580 森 多毅夫 北野建設株式会社 出席 出席
28 02028 正会員 011000581 田戸 勝美 有限会社アルプス設計 出席 欠席
29 02032 正会員 021401209 中島 啓司 福美建設株式会社
30 02033 正会員 011100710 大池 健治 クインスレミック株式会社
31 02034 正会員 011300995 川崎 康弘 ヤマヨセメント株式会社 委任 欠席
32 02035 正会員 011300996 丹後 大和 佐久平生コン株式会社 出席 出席
33 02036 正会員 011300997 井沢 俊 株式会社シナノ生コン
34 02037 正会員 011300998 武田 正彦 株式会社小宮山土木 出席 出席
35 02038 正会員 011300999 竹村 敏美 神稲建設株式会社
36 02039 正会員 011301000 小宮山 洋二 株式会社新津組 委任 欠席
37 02040 正会員 011301001 服部 卓治 太平洋セメント株式会社 出席 出席
38 02041 正会員 011301259 小川 夏樹 北野建設株式会社 出席 出席
39 02042 正会員 011301260 倉科 里絵 株式会社相模組 出席 出席
40 02043 正会員 011301261 宮尾 俊夫 株式会社相模組 委任 欠席
41 02044 正会員 東京 星野 富夫 株式会社土木管理総合試験所 出席 出席
42 02045 正会員 011401177 池田 宏和 株式会社みすず総合コンサルタント
43 02046 正会員 011401178 酒井 学 カトー株式会社 欠席 欠席
44 02047 正会員 011401216 山本 洋 中野土建株式会社
45 02048 正会員 021401209 有山 直孝 福美建設株式会社 出席 出席
46 02049 正会員 011501325 徳竹 雅博 中野土建株式会社 委任 欠席
47 02050 正会員 011501326 廣瀬 俊彦 大泉生コンクリート株式会社 委任 欠席
48 02051 正会員 011501327 正澤 弘之 株式会社高宮組 出席 欠席
49 02052 正会員 011501328 加藤 平 株式会社小石興業 出席 出席
50 02053 正会員 011501329 袖山 浩忠 株式会社シナノ生コン 出席 出席
51 02054 正会員 011501372 小林 保 株式会社こうそく 出席 出席
52 02055 正会員 011501373 西町 良市 太平洋セメント株式会社 出席 出席
53 02056 正会員 011601503 中村 剛志 日本植生株式会社
54 02057 正会員 011601504 白鳥 慶太 宮下建設株式会社 委任 欠席
55 02058 正会員 011601505 小池 知美 長野県 出席 欠席
56 02059 正会員 井口 達也 株式会社土木管理総合試験所 出席 出席
57 02060 正会員 渋谷 晃一 北沢建設株式会社
58 02061 正会員 八木 隆一 株式会社小宮山土木
59 02062 正会員 奥原 広明 有限会社奥原測量設計事務所 出席 出席
56

60 03001 賛助会員 211000026 山崎 徳彦 山崎建設株式会社 委任 欠席
61 03003 賛助会員 211000028 川村 貴久 畑八開発株式会社
62 03007 賛助会員 211000032 丸山 浩次 中野土建株式会社
63 03008 賛助会員 211000033 小宮山 尚明 株式会社小宮山土木 委任 欠席
64 03009 賛助会員 211000052 茅野 正彦 株式会社望月組
65 03011 賛助会員 211000035 野尻 武彦 木曽土建工業株式会社 委任 欠席
66 03013 賛助会員 211000037 堀内 徹 窪田建設株式会社
67 03014 賛助会員 211000038 宮坂 健二 株式会社フジ技研 出席 欠席
68 03016 賛助会員 211000053 山浦 友二 竹花工業株式会社
69 03019 賛助会員 221000057 久保田 満 福美建設株式会社
70 03020 賛助会員 211400170 川本 哲也 木下建工株式会社 委任 欠席
71 03021 賛助会員 村松 孝文 小池建設株式会社
72 03022 賛助会員 金田 成弘 デンカ(株) 委任 欠席

氏　　名
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