第 10 回（平成 28 年度第 4 回）CPD 運営委員会議事録
日時：平成 28 年 11 月 24 日（木）15:00 ～ 17:15
場所：森戸記念館 3 階 日本工学会事務室・会議コーナ
出席者：
（順不同、敬称略）
広崎膨太郎会長、石原直幹事、横内貴志男委員、木村軍司委員、奥津良之委員、
尾崎章委員、渡邊誠委員、日比谷啓介委員
議題：
1.

前回議事録の確認について

2.

ホームページの改訂について

3.

CPD 関係委員会の活性化について

4.

各委員会活動報告
（CPD プログラム委員会、ECE プログラム委員会、広報委員会）

5.

平成 28 年度第 2 回 CPD 協議会シンポジウム開催について

6.

平成 29 年度事業計画および平成 28 年度事業報告の作成について

7.

その他

配布資料：
1)

日本工学会 CPD 協議会 役員・委員、各委員会名簿（平成 28 年 11 月 24 日現在）

2)

第 9 回（平成 28 年度第 3 回）CPD 運営委員会議事録（案）

3)

ホームページ関連資料
・ H28 CPD ホームページ検討資料
・ 協議会ホームページ検討（カテゴリーA）の内容修正案
・ CPD 協議会会長メッセージ「CPD 活動の意義について」

4)

CPD 関連委員会活動活性化の件（2016.11 CPD プログラム委審議資料）

5)

平成 28 年第 4 回（第 53 回）CPD プログラム委員会議事録（案）

6)

第 35 回 CPD 協議会 ECE プログラム委員会幹事会議事録（案）⇒ 別途

7)

CPD 協議会広報委員会 第 2 回会議メモ（DRAFT）

8)

H28 年度第 2 回 CPD 協議会シンポジウムのプログラム

9)

H28 年度事業計画 H27 年度事業報告

10) CPD 協議会 会議等開催予定
議事：
1.

各種委員会の委員名簿確認
一連の委員名簿を確認し、次の 2 点を別途確認しておくこととした。

・ CPD 協議会、及び CPD プログラム委員会の規矩委員の交代について事務局より地盤
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工学会に確認する。
・ CPD 協議会の宮本委員の所属機関、所属学協会の記載内容について事務局で確認する。
2.

前回議事録確認
石原幹事より資料 2) に沿って 9 月 1 日（木）開催の第 9 回（平成 28 年度第 3 回）CPD

運営委員会議事録（案）の説明があり、これを確認した。
3.

ホームページの改訂について
資料 3) 協議会ホームページ検討（カテゴリーA）の内容修正案、及び、資料 4) CPD 協

議会会長メッセージ「CPD 活動の意義について」を確認し、11 月 30 日開催の全体会議に
報告することとした。
4.

CPD 関係委員会の活性化について
広崎委員長より、
「資料 4) CPD 関連委員会活動活性化の件」に沿って説明があり、議

論の結果次のように措置することとした。
・ 協議会イベントとして、シンポジウムは年 2 回、全体会議は年 1 回とする。
・ CPD プログラム委員会の役割定義（SOW）は資料記載の 3 項目とする。
・ 3 項目目の「新たな CPD プログラム活動」を「新たな CPD 活動」と修正する。
・ ECE プログラム委員会の SOW は現記載の 2 項目とする。
・ 委員会メンバーシップとして、協議会委員には CPD プログラム委員会か ECE プログ
ラム委員会のどちらかに委員登録してもらう。登録した委員会への出欠に拘わらず、開
催案内と議事録は送付する。
5.

CPD プログラム委員会活動報告
木村幹事より資料 5) 平成 28 年第 4 回（第 53 回）CPD プログラム委員会議事録（案）

を使って CPD プログラム委員会の活動報告があり、以下を確認した。
・ 本運営委員会にて CPD システム運用検討委員会の廃止を承認し、全体会議に報告する
こととする。
・ 今後は、CPD プログラム委員会で専門家を交えて検討、電気系 3 学会での検討などを進
める。
・ ホームページ、カテゴリーC のアップデートは CPD プログラム委員会が担当する。
・ CPD プログラム委員会から提案のあった協議会会費の廃止については当面ペンディン
グとし、費用分析や他の会費とのバランスなどの検討を行うこととした。
6.

ECE プログラム委員会活動報告
奥津幹事より口頭にて ECE プログラム委員会活動報告があった。NIMS プログラムか
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ら、10/30 イブニングセッション開催、来年度も申請予定など、SICE プログラムから、ス
クーリング 3 回開催、スーパー受講生の表彰、新規 IoT プログラムの準備状況などの報告
があった。
7.

広報委員会報告
奥津広報委員長より、資料 7) CPD 協議会広報委員会 第 2 回会議メモ（DRAFT）に沿

って広報委員会の活動報告があった。
8. H28 年度第 2 回 CPD 協議会シンポジウムについて
広崎会長より資料 8) に沿って 11 月 30 日開催予定の H28 年度第 2 回シンポジウムの
内容を確認した。また、当日の「全体会議」と「シンポジウム」の会場レイアウトの説明
があった。
9. H29 年度事業計画と H28 年度事業報告の作成について
資料 9) の H28 年度事業計画 H27 年度事業報告の例を参考に、来年度の事業計画と今
年度事業計画の作成の進め方について確認した。
10. 次回会議について
資料 10) の「CPD 協議会 会議等開催予定」がホームページに掲載されていることが
紹介され、次回の運営委員会の開催予定を 2 月 23 日（木）15 時～17 時とした。
以上
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