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第1回 定時社員総会
議案
第1号議案 2016年度 事業活動報告承認 件
第2号議案 2016年度 決算報告承認 件 同 監査報告
第3号議案 2017年度 事業計画承認 件
第4号議案 2017年度 事業収支予算承認 件
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本日  報告 並  本資料 2017年7月25日 開催     
本協会 『第１回 定時社員総会』において決議されました下記の
４議案       報告資料      

第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件
自：2016年7月1日  至：2017年6月30日

１．会 員 数

会員
2016年度
設立時 入退会の状況 2016年度末

現在
2016.7.1 入 会 退 会 2017.6.30

一般会員 335社 20社 3社 352社

特別会員 2社 1社 0社 3社

協賛会員 3社 1社 0社 4社

総 計 340社 22社 3社 359社
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第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

２．会 議
2-1 全国大会
①2016年度 全国大会
2016年8月24日（水） 東京都 東武       東京
参加者：
②特別講演 『熊本震災について』

安田 進 様（東京電機大学 副学長）
③懇親会

2-2 理事会
第1回 理事会 2016年7月27日
議題① 会員規程 変更    
議題② 事務派遣採用について
議題③ 機械メーカーへの委員会参画申入れについて
議題④ 各委員会事業進捗報告
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第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

２．会 議
第2回 理事会 2016年11月29日
議題① 会員規程等 見直 （変更 追加）    
議題② 会員数推移について
議題③ 住宅地盤   情報普及協会主催    後援    
議題④ 事業予算収支報告
議題⑤ 各委員会事業進捗報告

第3回 理事会 2017年3月10日
議題① 事務局規程 見直 （追加）    
議題② 会員数推移について
議題③ 来期事業計画素案策定について
議題④ 市場調査（Webアンケート）結果報告
議題⑤ 事業予算収支報告
議題⑥ 各委員会事業進捗報告
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第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

２．会 議
第4回 理事会 2017年5月24日
議題① 旅費交通費規程等 見直 （追加）    
議題② 定時社員総会及び全国大会日程について
議題③ 来期事業計画素案及び収支計画について
議題④ 事業予算収支報告

３．現場技術品質講習会
第1回 地盤技術品質講習会 2016年11月9日 19日
第2回 地盤技術品質講習会 2017年5月17日 26日

北海道 東北 東京 中部 関西 中四国 九州 合計

第1回 5社 8名 13社 18名 35社 40名 19社 22名 20社 33名 16社 17名 21社 23名 161名

第2回 8社 12名 16社 18名 46社 60名 27社 37名 19社 31名 18社 24名 27社 30名 212名

（地盤調査委員会・補強工事委員会共同開催)
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第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

３．現場技術品質講習会
第1回 検査技術品質講習会 2016年11月5日 2017年1月28日

北海道 東北 甲信越 東京① 東京② 中部 関西 中四国 九州 合計

第1回 8名 2名 1名 22名 33名 6名 7名 1名 6名 86名

第2回

第1回 測量技術品質講習会 2017年1月21日
第2回 測量技術品質講習会 2017年6月24日

東京

第1回 11社 26名

第2回 14社 28名

（建物検査委員会)

公的資格受験期間と重なり中止

（測量委員会)

2017/8/23 7



第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

４．認定資格試験（事前講習会 試験 更新講習）
事前講習会 2017年6月25日 7月2日、9日

実施日 北海道 東北 大宮 東京 中部 関西 中四国 九州 合計

補強工事 6/25 ― ― 59名 115名 113名 120名 ― ― 407名

補強工事 7/2 22名 40名 ― ― ― ― 33名 33名 128名

地盤調査 7/9 3名 10名 ― 32名 7名 17名 11名 17名 97名
実施 17年度

認 定 試 験 2017年7月16日、30日
実施日 北海道 東北 大宮 東京 中部 関西 中四国 九州 合計

補強工事 7/16 22名 73名 98名 182名 143名 159名 42名 51名 770名

地盤調査 7/30 4名 13名 ― 51名 14名 29名 16名 17名 144名
実施 17年度

実施日 北海道 東北 大宮 東京 中部 関西 中四国 九州 合計

地盤調査 7/30 3名 21名 ― 69名 20名 26名 11名 18名 168名

更新講習会 2017年7月30日

実施 17年度
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第１号議案 2016年度 事業活動報告承認 件

５．その他
住宅 安全 安心    地盤調査標準書 発刊 （第1版）

〃 補強工事標準書 発刊 （第1版）
地盤調査 補強工事 測量    現場   発刊（第1版）
「住み替えと暮らしのセミナー2016」 特別講演（FRK 近畿支部 主催）
住宅 関  調査 報告書（Web調査）実施
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第２号議案 2016年度 事業決算報告承認 件

１．2016年度 収支決算報告明細書

別紙：決算報告書をご参照ください
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

１．会 議
1-1 2017年度 定時社員総会（第1回）
2017年7月25日（火）

1-2 全国大会
①2017年度 全国大会
2017年8月23日（水） 東京都 東武       東京
②特別講演 『    学  成功法則 変革 創           』
谷田 昭吾 様（ヘルスケアオンライン㈱ 代表取締役）

③懇親会

1-3 理事会（年4回程度開催予定）

1-4 各委員会（必要 応  年4 10回程度開催予定）
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

２．地盤調査・補強工事共通
◆ 社外向け事業

計画事業 実施計画 実施エリア 事業予算 備考

1 地盤技術品質研修会 年2回
(11月・5月) 全国7エリア 3,500,000円

2 液状化説明ツール作成 ― ― 1,000,000円

事業予算 計 4,500,000円
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

３．地盤調査委員会
計画事業 実施計画 実施エリア 事業予算 備考

1 認定資格試験事前講習会 年1回
(1月予定) 全国7会場 1,520,000円

2 認定資格試験及び
更新講習会

年1回
(2月予定) 全国7会場 4,520,000円

3 調査機器メンテナンス動画作成
（音声付） ― ― 700,000円

4 地形地質勉強交流会 年1回 高知県内
（予定） 1,500,000円

5 地下水位計測方法確立
（現場計測試験） 1年間 地形条件などより

新潟市が候補地 2,800,000円

6 ◆防災関連セミナー 未定 東京・大阪
（予定） 1,000,000円 新規

(広報の予算より分配)

事業予算 計 12,040,000円

◆ 社外向け事業
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

４．補強工事委員会
計画事業 実施計画 実施エリア 事業予算 備考

1 認定資格試験事前講習会 年1回
(4月予定) 全国7会場 3,000,000円

実施時期を変更
7月 ⇒ 4月

2 認定資格試験 年1回
(5月予定) 全国7会場 7,740,000円 実施時期を変更

7月 ⇒ 5月

3 地盤補強工事標準書改訂 3月配布予定 ― 1,650,000円

4 統一設計ツール作成及び
教育講習会 年1回 東京・大阪

（予定） 1,430,000円

5 安全講習用・マナー講習用
教材（DVD）作成 ― ― 3,440,000円

6 施工品質確保に向けた
実証実験 ― ― 3,500,000円

事業予算 計 20,760,000円

◆ 社外向け事業
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

５．建物検査委員会
計画事業 実施計画 実施エリア 事業予算 備考

1 建物検査技術品質研修会 年1回
(11月 予定) 全国8エリア 1,600,000円

2 既存住宅状況調査
受講料補助

年1回
(今期のみ) ― 2,000,000円 社団建築士

3 建物検査マニュアルシステム
利用料(Web     ) 毎月 ― 360,000円

4 建物検査現場マナー集作成 5月配布
（予定） ― 500,000円 冊子作成（予定）

5 建物検査現場利用   作成 ― 1,550,000円 有償販売（予定）

6 ◆住宅関連    
（住宅   減税等） 年1回 東京・大阪

（予定） 735,000円

7 ◆技術者向け品質セミナー
（事業者様工務向け） 年1回 九州

（予定） 700,000円

事業予算 計 7,445,000円

◆ 社外向け事業
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

６．測量委員会
計画事業 実施計画 実施エリア 事業予算 備考

1 測量現場技術品質研修会 年2回
(11月・5月) 関東エリア 300,000円

2 現況測量現場
作業標準書作成 ― ― 300,000円

事業予算 計 600,000円

◆ 社外向け事業
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第３号議案 2017年度 事業計画承認 件

７．その他（広報活動等）
計画事業 実施計画 実施エリア 事業予算 備考

1 ◆住宅 関  市場調査
（Webアンケート調査） 年2回 ― 4,000,000円

◆研修等企画
（セミナー等） ― ― 5,000,000円 調査委員会セミナー

 一部流用

3 ◆海外技術視察研修 年1回 オランダ
（予定） 3,500,000円 会員向け

事業予算 計 12,500,000円

◆ 社外向け事業
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第４号議案 2017年度 事業収支予算承認 件

１．2017年度 収支予算 自：201 7年7月 1日
至：201 8年6月3 0日
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