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平成２６年度 活動報告
１ 各委員会の活動報告
総務委員会 （委員長）平野輝美 （副委員長）二川真士
▶月例会議を開催しました．
毎月第４水曜日に月例会議（運営会議）を開催しました．
▶顧客台帳の整備
様々な活動で得た顧客台帳を整備しました．
▶文書を整備
個人情報保護管理規定，個人情報保護方針，文書管理-法廷文書の保存-規則の策定しまし
た．各文書の整備を進めております．
▶産業交流展への出展
産業交流展２０１５に出展しました．
▶ＰＥＩＴパンフレット
新しいパンフレットを作成しました．
財務委員会 （委員長代行）進藤秀明 (副委員長) 片上裕紀
▶財務委員長が交代しました。
日本技術士会埼玉県支部長と東京技術士会財務委員長を兼務されていた渡邊孫也財務委員長
が、埼玉県支部長の仕事が多くなったため、８月で財務委員長を辞退しました。平成２６年度は進
藤秀明が代行しています。
事業委員会 (委員長)北口良夫 (副委員)長武田悦男
▶たま工業交流展へ出展しました
第１４回たま工業交流展は平成 27 年 2 月 26 日～27 日の 2 日間、東京都立
多摩職業能力開発センター（東京都昭島市）で開催されました。当(社)東京技
術士会は、「学校関係・協力団体等」ゾーンに出展しました。
当会からは、前日の準備には大野さん、武田さん、展示日には、二宮さん、
武田さん、山根さん、奥田さん、木村さん、進藤さん、小佐野さんが協力して
いただき、責任者は北口で実施しました。
当会のブースに訪問していただいた方々の名簿等は武田さんがまとめていただき、今後の活動
に役立てたいと思います。
▶新しいＳＩＧ及び休眠ＳＩＧが名前を変えて復活しました
平成２６年度に新しく生まれたＳＩＧは、中小企業支援プログラム（TSP：リーダー：武田悦男）、公
的事業協力センター（HSC：リーダー：奥田孝之）、技術調査センター（TIC：リーダー：片上裕紀）、
環境問題研究クラブ（EIRC：リーダー：塚田光平）が生まれました。今後の活躍に期待いたします。
企画委員会 (委員長)山根幹大 (副委員長)久保康弘
▶「中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関」の認定を取得
した。
経営革新計画の策定支援実績が３件となったのを機に 4/28 申請を行い、
26 年 6 月 16 日に経営革新等支援機関として認定（略して“認定支援機関”と
いう）された。
▶2014.1.29 に策定された「中期事業計画」を見直し、2015.1.28 の運営委員会
で改訂した【別紙参照】。
▶2014.3.26 に策定されたＨ26 年度活動計画を見直し、2015.3.25 の理事会で
「Ｈ27 年度活動計画」を決定した。【別紙参照】。
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広報委員会 (委員長)小峰史郎 (副委員長)奥田孝之
▶NewsLeter を２回、発行した。
2014/2/19 No12 発行 1500 部
「地域プラットフォーム」の活用をおすすめします
「新ものづくり補助金」申請のお手伝いをします！
海外進出を計画している中小企業の皆様に
2014/11/15 No13 発行 1500 部
たま工業交流展出展のお知らせ/セミナーのテーマ/認定支援機関・東京技術士会のご利用
について
▶チラシ（臨時発行）を３回、印刷発行した
2014/2/10 ものづくり・商業・サービス補助金」申請支援(1000 部)
2014/11/4 チャンスを逃すな（500 部）
2015/2/1 会員顔入りパンフレット（2000 部）
▶Facebook 東京技術士会に記事を１０回投稿した。カッコ内はリーチ数である。
2014/6/1: 東京技術士会・第 6 回社員定時総会開催報告(95)
2014/6/5: 東京技術士会・ホームページ更新の報告(24)
2014/7/4: 経営革新支援機関認定取得のお知らせ（139）
2014/7/28:大野技術士講演報告(47)
2014/11/9：中小企業支援のチラシ作成報告２回(42,54)
2014/12/1: 片上裕紀技術士講演報告(104)
2014/1/3: 山本陽一技術士講演報告(144)
2014/2/1: 小佐野市男技術士講演報告(100)
2014/2/15:中原 俊政技術士講演報告(65)
2014/2/24：山根幹大技術士(83)
2014/2/27：たま工業交流展出展報告(69)
ＨＰ委員会 (委員長)木村稔 (副委員長)永田一良
▶ホーム・What's New 更新
*イベント：第１３回たま工業交流展（２月２７日・２８日）に出展、第１7 回産業交流展２０１4(１１月１９
日～21 日)に出展
*中小企業支援関連：平成２６年度 中小企業 ・小規模事者ワンストップ総合支援事業のご活用、
経営革新等支援機関に認定、経験豊富な専門家がワンストップで中小企業をお手伝いなど
*セミナー関連：セミナーメニューを掲載
*ICTC 関連：マイナンバー法(番号法)対応無料セキュリティ診断のおすすめ
* OSC 関連：東京商工会議所より国際展開アドバイザーを委嘱
▶会社ご案内 更新
*運営：東京技術士会の業務実施組織図 更新
*個人情報保護を追加：個人情報保護方針 追加
*活躍する技術士：最新版に更新
▶ＳＩＧ＆サービスメニュ 更新
*中小企業支援プログラム（TSP）、公的事業協力センター（HSC）、技術調査センター（TIC）を
追加
▶各種支援メニュー 頁新規追加
*セミナー：セミナー候補一覧表 追加
*ＩＴ支援：規模別ＩＣＴ（情報通信技術）支援メニュー 追加
▶公開している資料 更新
*発刊物：PEIT Letter No.12(2014.02.15 発行)、PEIT Letter No.13(2014.11.15 発行) 追加
*業務実績：平成２５年度事業報告書 追加
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*規則等：定款 更新
*総会議事録：第６回定時総会議事録（2014.05.28) 追加
▶入会ご案内 入会を希望される方：入会金等追加
▶会員のページ 更新
*議事録 議事録リスト
・総会議事録：第６回 定時総会議事録、２６年度臨時総会議事録 追加
・事業計画＆実績：Ｈ２６年度 事業計画書、予算計画書、事業報告書、決算報告書 追加
・理事会議事録：第３３回（2014.05.28）～第 39 回（2015.03.25） 追加
・運営委員会議事録：第５５（2014.04.23）～第６６回（2015.03.25） 追加
・ＳＩＧ合同連絡会議：第５４（2014.04.23）～第６４回（2015.03.25） 追加
*会員名簿 会員名簿一覧：最新版に更新
*勉強会 勉強会の資料：杉浦氏（2014.5.22）～山根氏（2015.3.1） を追加
*日程 年間主要日程：2015 年度ＰＭＭ開催日程（案）に更新
２ 各ＳＩＧの活動報告
平成２６年度各ＳＩＧ活動計画・活動実績
SIG 名
（略称：
活動内容の要約
リーダー名）
計 ①新ものづくり補助金関連事業、②経営革新計画支援事業、③展示会等での
画 顧客開拓、④公的中小企業支援施策等の活用、⑤地域 PF の活用
①新ものづくり補助金関連事業：
1）もの補助・書面審査（1 次①23 名+1 次②19 名+２次 38 名）延 80 名参加。
2,500 件（推定）対応。
中小企業支
2）もの補助・申請支援：パンフを作成「たま工業交流展」で募集したが応募な
援
し。
センター
実 ②経営革新計画支援事業：支援パンフを作成「たま工業交流展」で募集したが
（SSC：武田） 績 応募進展なし。
③展示会等での顧客開拓：展示会名刺収集し、リスト作成。活用実績なし。
④公的中小企業支援施策等の活用：コラボ産学官の大学シーズ活用は準備
段階（次年度未定）。
⑤地域 PF の活用：認定支援機関に登録。その中での活動が考えられるが進
展なし。
公的事業協 計 東京都中小企業団体中央会に定期的にコンタクトし、ものづくり審査を引き続
力センター 画 き受託する。
（HSC：奥
実 SSC に記載
田）
績
知的資産経 計 ①中小企業向けセミナー実施
営支援セン 画 ②中小企業への知的資産経営の実施
③経営革新等支援機関への支援活動研究
ター
（IAWS：深 実 何れも未実施
澤）

績

①地域 PF 活動を通じて、ミラサポの専門家派遣
物流効率化 計
②自治体の入札に参加で物流に係る業務の分担、③メンバーからの発掘案
支援センタ 画
件、④マニュアルの策定
ー
実 日本ＭＨ協会関連の下記アイテムを受注した。
（LSC:山根）
績 ・日本ＭＨ協会のＭＨ大賞選考委員会/山根
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・職業能力開発総合大学校の調査研究/山根
計 東京都、及び東京自治体への電子入札を継続して行う。
画
官公需情報
・有望な入札案件の会員への紹介件数 23 件
センター
実 ・入札の希望票提出件数
3件
（KIC：二宮）
績 ・入札の参加件数
3件
・落札の件数
2件
計 ①IT 関連研修業務の受託
ICT 活用支
画 ②規模別中小企業 ICT 支援メニューの完成と受注活動促進
援センター
①関連研修業務の受注：東京都水道局の情報処理技術研修を応札したが受
（ICTC：木村 実
注に至らず。
稔）
績
②規模別中小企業 ICT 支援メニューを作成し、受注活動検討開始。
計
①東京商工会議所の「国際展開アドバイザー」を通じて顧客開拓、②「国際展
海外進出支
援センター 画 開アドバイザー業務」の締結、③JICA の公募案件で１件応募目標
（OSC：二 実 ①想定顧客と提供サービス・提供手段の見直し，②セミナーの実施
宮）
績
計 ①小中学校向文部科学省指導要領の理解の進化、②東大CoREFとの連携で
画 教材の作成等詳細は後述
こども理科ク
ラブ
日本技術士会登録わくわく理科教育の会として活動した
（CSC：永
実 東大 CoREF の教室を借用し、「強調学習向け理科教材」の制作会を５回開催
田）
績 した
別に電気グループでは、２６年度に１３分類４０項目の教材を制作した
技術評価セ 計 ①東京都受託案件の落札，②その他（JST 等）公募案件に対する受託活動
画
ンター
（TEC：平
実 失注であった
野）
績
表面処理技 計 ①展示会出展支援，②セミナ開催（加飾技術案連）
術研究会 画
（SPTG：平 実 活動なし
野）
績
１．３ その他
新規事業案件と実施した主なものを示す．
▶ サポイン技術支援（ブレインワークス）
株式会社ブレインワークスが受託したサポイン技術評価業務について，技術評価を再受託した．
サポインであり，極めて広範囲な技術領域について評価を行う業務であり，東京技術士会として適
切な業務であると考える．次年度以降について継続の可能性もある．
▶東京都環境局 委託業務
「東京都環境局の都庁における対応業務」を落札致しました．本年４月１日から平成２８年３月３１日
に渉る１年間の業務になります．塚田会員及びパートナーで対応します．
▶ものづくり助成金評価業務
多数の助成金採択件数として実績を残した「ものづくり助成金」について，その技術評価業務を実
施した．本件は評価件数として極めて多くの件数であり，東京技術士会として組織対応において効
果的であったものと考える．
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