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第１号議案 平成２７年度 活動報告  
１．１ 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 
 昨年度に継続して，様々な活動で得た顧客台帳を整備しました．ただし，十分な活用に至って
いないものと考え，要対策と思います． 
▶文書を整備 
 東京技術士会書式一式を制定し，ＨＰにて開示しました．随時，各文書の整備を行いました． 
▶マイナンバー等の制定など社会的変化に対応する準備を行いました（随時実施した）． 
▶産業交流展への出展 
 産業交流展２０１５に出展しました． 

▶︎会員名簿と送付名簿を整備しました． 
 

財務委員会 （委員長代行）進藤秀明 (副委員長) 渡辺芳照 

▶︎報酬委員会を設置して支給基準を設定 
 報酬委員会メンバー 委員長：進藤秀明 委員：北口良夫、平野輝美、渡辺芳照 
 検討日時 第１回 平成２７年７月１５日 １４時～１６時 
        第２回 平成２７年９月１６日 １６時～１８時 
 結論 
 １．定期の報酬 

会長および委員長に月当たり１，０００円の報酬を支給する。 
財務状況が、支給後にマイナスにならないことを確認した後、期末にまとめて支給する。 

 ２．不定期の報酬 
次の作業に対し報酬を支給する。この他、経費支給要望の大きいものについては会長と委員
長とで相談して決定する。 
１）決算書作成 

 ３．その他 
１）従来から支給対象となっている費用を支給する。 

・多摩交流展、産業交流展 交通費 
・仕事で使用した交通費の実費 
２）受注のための事前経費はＳＩＧ内部で決める。 
 例えば、ＳＩＧの管理費、事務費、会長、副会長の経費、交通費等 
 細かいことはＳＩＧで決める。 
3）出金依頼伝票を一部改訂し、出金伝票を提出した案件に対して出金作業を行う。 

▶︎会計作業の改善と一部作業の外注化 
 １．会計作業の一部外注化 

１）外注する作業 
・出金依頼伝票に基づく出金作業 
・会計システムへのデータ入力 
・帳票の整理・保管 
２）外注先 
・現金を取り扱うため、信用と経費削減を兼ね、平野技術士事務所の町井さんに依頼する。 

 ２．クラウド型会計ソフトの導入 
・入出金の複数チェック 
担当者の自宅パソコンでチェック、修正が可能で、作業負荷が分散できる。 

 ・グラウド型会計ソフトは、会計・簿記の初心者向けのｆｒｅｅｅとする。 
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事業委員会 (委員長)武田悦男 (副委員長) 小佐野市男 

▶︎東商（練馬支部）にＩＳＯ2015版対応セミナーの開催を提案 
２０１６．０１．２２ 東商・練馬 島村様に ISOセミナーを提案（志澤、熊田、武田） 
２０１６．０３．２３ 東商・練馬 ISOセミナー開催打ち合わせ（志澤、熊田、武田） 
★２０１６．０５．２３にＩＳＯセミナー開催が決定した。講師：志澤。練馬駅北口；ココネリ研修室 

▶︎東商に入会 
２０１６．０２．１９ 東商本部にＰＥＩＴの入会について相談（二宮、武田） 
２０１６．０３．１０ 入会承認された。会員番号D２６０８９６０、サービス部会 

▶︎日刊工業新聞社との共同事業の検討開始 
２０１６．０２．１９ 日刊工業新聞・野寺氏、ＰＥＩＴとの共同事業提案を確認。二宮、北口、武田 
２０１６．０３．０７ 日刊工業新聞社「新会員サービス企画提案」打ち合わせ二宮、北口、武田 
２０１６．０３．２３ ＰＥＩＴ例会ＳＩＧ会議に、日刊工業・野寺氏による概要説明 

★２０１６．０４ 具体案について調整中（会員規約、業務提携契約など） 
 

企画委員会 (委員長)山根幹大 (委員) 熊田成人 

▶︎平成２８年度中期事業計画の策定 
内外の環境変化に対応するため、「中期事業計画改訂小委員会（リーダー：二宮孝夫様、サ

ブリーダー：二川真士様以下１６名）/運営委員会主催・企画委員会事務局」にて２０１５．１．２８
に策定されたＨ２７年度中期事業計画の全面的な見直しがなされ、２０１６．１．２７の理事会で
承認された【別紙１参照】。 

 
▶︎平成２８年度活動計画の策定 

運営委員会にて２０１５．３．２５に策定されたＨ２７年度活動計画の見直しがなされ、２０１６．

３．２３の理事会で承認された。【別紙２参照】。 
 

広報委員会 (委員長) 奥田孝之 (副委員長) 片上裕紀 

▶︎ＰＲチラシ企画作成 
「チャンスを逃がすな！/ＩＳＯ２０１５版対応」パンフを２０００部印刷し、平成２７年１１月１５日完
成し展示会（産業交流展）等で配布した。 
「マイナンバーへの対応支援」チラシを１５００部印刷し、平成２７年１１月１５日完成し展示会
（産業交流展）等で配布した。 

▶︎東京技術士会 facebook本格運用 
２０１４年２月９日に開設した東京技術士会 faceboo ページは２年目に入りました。今年度の記
事投稿実績は以下の通りです。 
（１）2015年 5月 11日  

 ・講演記事「不動産管理業におけるサービスプロセス設計」 
 ・講演者：西角井造 技術士（経営工学）、一級建築士 
（２）2015年 7月 11日  
 ・講演記事「クリーン化による強い現場づくり」（平成２７年 6月） 
 ・講演者：熊田成人 技術士（経営工学） 
（３）2015年 7月 12日 
 ・平成２７年度中小企業国際展開アドバイザー委嘱（東京商工会議所） 
（４）2015年 7月 28日 
 ・講演記事「ものづくり・商業・サービス革新補助金のしくみ」 
 ・講演者：深澤 潔 技術士（航空宇宙）、弁理士 
（５）2015年 9月 12日 

 ・講演「技術士資格を活用する自身の今後のキャリアについて」 
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 ・講演者：斉藤 孝史技術士（電気電子、情報工学、総合技術監理）、監理技術者 
（６）2015年 9月 27日 

 ・講演「『ミニマルファブ』入門」（平成２７年９月） 
 ・講演者：二川 真士 技術士（機械、総合技術監理） 
（７）2015年 10月 30日  
 ・「情報セキュリティ監査企業台帳」登録（経済産業省） 
（８）2015年 11月 11日 
 ・講演「IPコアビジネス」（平成２７年 １０月） 
 ・講演者：石丸 顕二 技術士（情報工学） 
（９）2015年 11月 19日 
 ・「産業交流展」出展 
（１０）2015年 11月 29日 
 ・品質マネジメント規格 ISO 9001/2015年版国際規格コンサル 

（１１）2015年 11月 30日 
 ・講演「工場のリニューアル､建替え」（平成２７年１１月） 
 ・講演者：藤野 和男 技術士（経営工学、総合技術監理）、一級建築士 
（１２）2015年 12月 30日  
 ・『ミニマルファブ』見学会案内 
  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ミニマルファブ技術研究組合 
（１３）2016年 2月 16日· 
 ・講演「製品開発全体をスムーズに進めるプロジェクトマネジメント」 
 ・講演者：渡辺孝技術士（経営工学）,PMP（米国 PMI認定） 
（１４）2016年 2月 27日 
 ・「ミニマルファブ見学会開催レポート」 作成者 二川真二会員 

 

▶︎東京技術士会 facebookページの広告試行 
予算 1,600円で、2016年 2月 3日見学会の広告を打った。 
結果的に、広告によるリーチ数 2167 を得た。また、広告外リーチは 424 に伸びた。合計で、
2591 リーチを得た。その後、他の一般記事のリーチ数も増加している。 

 
▶︎東京技術士会 facebookの記事リーチ実績（トップ５） 会員作成コンテンツ 

（１）講演「『ミニマルファブ』入門」（353） 
（２）講演「ものづくり・商業・サービス革新補助金のしくみ」(187) 
（３）講演「技術士資格を活用する自身の今後のキャリアについて」(186) 
（４）『ミニマルファブ』見学会レポート(166) 
（５）講演「スマートフォンのセキュリティ」(145) 

 
▶︎東京技術士会 facebookの記事リーチ実績（トップ５） 広報委員会コンテンツ 

（１）『ミニマルファブ』見学会案内(2591) 
（２）中小企業国際展開アドバイザー(226) 
（３）情報セキュリティ監査企業台帳」登録(198) 
（４）産業交流展 2015 (150) 
（５）品質マネジメント規格 ISO 9001/2015(144) 

 

ＨＰ委員会 (委員長)木村稔 (副委員長)永田一良 （委員）石丸顕二 

▶︎ホームページ更新 
１．ホーム更新：体裁を変更、以下を掲載・更新 

＊第１４回たま工業交流展（２月２６日・２７日）出展案内 
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＊平成２７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 
＊経験豊富な専門家がワンストップで中小企業をお手伝い 

＊経営革新等支援機関に認定 
＊セミナーメニューを掲載 
＊東京商工会議所より国際展開アドバイザーを委嘱 
＊情報セキュリティ監査企業台帳(2015.10.8版)登録お知らせ 
＊第１８回産業交流展２０１５(2015年 11月 18日～20日)出展案内 
＊マイナンバー対応をご支援 
＊「ミニマルファブ」モデルルーム見学会（2016年２月３日)募集案内 
＊マイナンバー対応無料セキュリティ診断（3/30まで）募集案内 

２．会社ご案内 
＊会長ご挨拶更新 
＊運営の業務実施組織図更新 

＊個人情報保護：個人情報保護方針を追加 
＊活躍する技術士：Ｎ０．１／３～３／３からのリンクを更新 

３．ＳＩＧ＆サービスメニュー 
＊新規ＳＩＧを追加 
 ・中小企業支援プログラム、公的事業協力センター、技術調査センター、環境問題研究クラ
ブ 

４．各種支援メニュー：ページを追加 
＊セミナー：セミナー候補一覧表を追加 
＊ＩＴ支援：中小企業規模別 ICT活用支援メニューを追加 

５．公開している資料 
＊業務実績：平成２6年度事業報告書を追加 
＊規則等：定款を更新 

＊総会議事録：第７回定時総会議事録を追加 
６．入会ご案内 

＊入会を希望される方の内容更新 
７．会員のページ 

＊規則ほか登録・更新 
 ・規程類一覧表・管理台帳 
 ・規程類付属帳票・様式一覧表 
 ・規格ほかリスト 
 ・振込先口座 
＊議事録等追加 
 ・第７回定時総会議事録 

 ・Ｈ２７年度中期事業計画書 
 ・Ｈ２７年度事業計画書、予算計画書、事業報告書、決算報告書 
 ・第４０回～第４５回理事会議事録 
 ・第６７回～第７８回運営委員会議事録 
 ・第６５回～第７５回ＳＩＧ合同連絡会議議事録 
＊会員名簿等更新 
 ・新規会員１８名の会員名簿登録 
 ・役員会、委員会名簿更新 
 ・【ＳＩＧ】登録メンバー一覧更新 
 ・メーリングリスト一覧更新 
＊勉強会資料集追加 

 ・西角井、熊田、深澤、斉藤孝史、二川、石丸、藤野、中島、渡辺孝の各会員 
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＊年間主要日程更新 
 

▶︎メーリングリスト／メールアドレス更新 
＊会員メーリングリスト：・新規会員１８名の追加登録 
＊その他メーリングリスト更新 
＊メールアドレス更新 
 

 
特務委員会（個別案件毎に設置される） 担当理事 永田一良 
 
▶︎従たる事務所開設 
 事務所：従たる事務所を二か所に設置する。 
 その１．一般社団法人東京技術士会 番町事務所 （PEIT内略称：PEIT番町事務所） 

〒100－8111 千代田区二番町１－２ 番町ハイム１１５号 
創造工学研究所内 東京技術士会番町事務所 

 その２．一般社団法人東京技術士会 新橋事務所 （PEIT内略称：PEIT新橋事務所） 
〒105－0003 港区西新橋 2－8－1 ワカサビル４階 
創造工学研究所内 東京技術士会新橋事務所 

 なお、主たる事務所は当面会長宅に置く。 
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１．２ 各ＳＩＧの活動報告 
  

SIG名 
（略称： 

リーダー名） 

 
 活動内容の要約 

中小企業支
援 

センター 
（SSC：武田） 

計 
画 

① 公的施策活用： 

1）ものづくり補助金申請支援：顧客開拓を検討する。 

2）経営革新計画支援：  

②展示会顧客開拓：名刺収集から顧客リストへ 

実 
績 

①ものづくり補助金関連： 
1）もの補助・書面審査（1次 35名+２次 50名）延 85名参加。 
2）もの補助・申請支援：対応なし。 
②展示会の顧客開拓：展示会名刺収集 

 

公的事業協
力センター 

（HSC：奥
田） 

計
画 

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
引き続き受託する。 

実
績 

①案件情報の収集（ただし他ＳＩＧの活動範囲を除く） 
②案件受注時は受託先との連絡、会員との連絡調整を行う。 

③対応会員募集、受付、推薦名簿等の作成 
④業務推進に伴うトラブルへの対応 
⑤上記に関連した業務 

知的資産経
営支援セン
ター 

（IAWS：深
澤） 

計 
画 

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 
 

実 
績 

① 提供サービス・手段の見直し進まず。 
② ①が十分でないため未実施 
 

物流効率化

支援センタ
ー 

（LSC:山根） 

計
画 

①地域ＰＦ支援チーム他の活動を通して、ミラサポの専門家派遣の業
務を発掘 
②東京都および東京電子自治体の物流関連業務を含む案件の入札
に参加 
③外部団体と連携して事業領域を拡大 

実
績 

③について、日本ＭＨ協会関連の下記アイテムを受注した。 
・職業能力開発総合大学校の調査研究/山根 

官公需情報

センター 
（KIC：二宮） 

計
画 

国、国関連機関、東京都、都下自治体の公募案件に積極的に参加す

る。但し、公募に求められる資格の調査と保有が不可欠。 

実
績 

東京都案件（環境局、産業労働局、水道局）を受託。自治体工事監査
案件を受託。 

ICT活用支
援センター 
（ICTC：木村

稔） 

計
画 

①ＩＴ関連研修業務の受注促進、情報セキュリティ監査業務応札に向

けた同監査企業台帳登録に必要な小規模企業向けセキュリティ監査

実績作り。  

②規模別中小企業 ICT 支援メニュー案件の重点項目検討と受注促

進。 

実
績 

①企業の診断実績により、情報セキュリティ監査企業台帳への登録を
実施したが、東京都各局セキュリティ監査業務は有資格者の時間が取
れず応札には至らず。 
②マイナンバー対応支援メニューを作成し、ＨＰに掲載したが受注に
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は至らず。 
③中小企業規模別ICT活用支援メニューのＨＰ等でアピールしたが受

注に至らず。 

海外進出支
援センター 
（OSC：二
宮） 

計
画 

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 

実
績 

国際展開アドバイザーとして日本ベース社との契約続行。JICAは未対
応。 

こども理科ク
ラブ 

（CSC：永
田） 

計
画 
 

CoREFと連携して、中高理科系先生が活用できるような、産業界・社会
で使用されている製品に関する解説を作成する。 

実
績 

CoREF 副機構長三宅先生が急逝されたことで、スピードダウンしてい
る。 

技術評価セ
ンター 
（TEC：平
野） 

計
画 

２６年度の実績を踏まえ，次のような対策を進める． 

入札参加における追加条件として設定された“経済予測を継続的に開

示していること”を満たすために，日本総研との連携を模索する． 

このような入札参加条件を満たすことにより，低価格入札を避け，落札

の可能性を高める． 

実
績 

東京都労働商工部創業支援課（技術調査業務委託）を受託した． 

表面処理技
術研究会 
（SPTG：平
野） 

計
画 

①展示会出展支援，②セミナ開催（加飾技術関連） 

実
績 

 

農業支援セ
ンター 
（ASC：平
野） 

計
画 

 

実
績 

 

中小企業支
援プログラム 
（TSP：武田） 

計
画 

中小企業の課題に専門家派遣で解決 

（1）認定支援機関の活用：専門家派遣による問題解決事例を作る。 

（2）地域 PF：西武信金（提携）の顧客課題対応 

実
績 

活動なし 

技術調査セ
ンター 

（TIC：片上） 

計
画 

都下自治体の工事監査業務受注をめざす。3自治体が目標。 

実
績 

 

環境問題研
究クラブ 
（EIRC：塚
田） 

計
画 

東京都環境局において窓口対応業務を受託。会員 2名で対応予定。 

実
績 

 

アーカイブ
ス 

（ARC：平
野） 

計
画 

 

実
績 

２８年度より事業開始の予定である． 
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１．３ その他 
 実施した主な事業及び新規事業案件を示す． 

 
▶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．平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日に渉る１年間の業務を実施しました．塚田会員及びパートナーで対応しました． 

 

▶東京都産業労働局 調査委託業務 

 「２０２０年イノベーション創出プロジェクト調査業務」（東京都産業労働局）を落札し，実施致しまし

た． 

 

▶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

施しました．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． 
 
▶︎技術監査業務 

 主に東京都各市等の業務（技術）監査を受託し，実施しました． 

 


