
  有限責任中間法人 

  第三者社会基盤 技術評価支援機構・北海道 

  HITEST 

         

平成 20 年度 総会議事次第 

 

日 時：平成 20 年 8 月 20 日（水）10：30～12:00 

場 所：北海道大学 学術交流会館 第４会議室 

 

司 会：志村 和紀 

 

議題：代表理事挨拶 

   事務局報告 

    １．平成 19 年度総会議事録 

    ２．理事会報告 

    ３．HITEST セミナー報告 

    ４．部会報告 

    ５．その他 

 

審議事項 

１．平成 19 年度事業報告及び決算 

２．平成 20 年度事業計画及び予算（案） 

３．委員会・部会について 

４．一般社団法人への移行について 

５．その他 

 

 

3 周年記念セミナー：テーマ「公共事業の信頼回復のための新たな展開」 

日 時：同日 10：30～12:00 

場 所：同会館 小講堂 

 

懇親会：3周年記念セミナー終了後（17:30 予定） 北大構内 エンレイソウにて 

 





２．理事会報告 

 

（１）１回理事会(メールによる臨時理事会) 

研究員を希望するものが下記の２名あり，メールによる臨時の理事会を開き承認を得

ることにした。この承認は次の理事会において承認を確認することとする。推薦者は佐

伯理事である。 

 

麻田 昌史 （麻田後任会計士事務所に会計に働き，詳しく，これまでのセミナー

に欠かさず参加している） 

佐々木 真澄（一級土木施工管理技士で，これまでのセミナーに欠かさず参加して

いる） 

 

上記 2名についてメールによって研究員加入の賛否を諮った結果， 

佐伯，長谷川，鮎田，上田，笠原，上浦，嵯峨，佐藤（馨一），佐藤（浩一），清水，杉

本，余湖，渡辺，杉山 理事より賛成があり，14/22 の結果，上記 2 名を平成 19 年 12 月

12 日をもって研究員にすることを承認することとした。 

 

 

（２）2回理事会 

日 時  平成 20 年 3 月 17 日（月）15：30～16：30 

場 所  北大工学部 A101 

出席者 

佐伯 昇   長谷川 和義  ○三上 隆   ○鮎田 耕一  ○上田 多門 

大沼 博志  ○笠原 篤   ○神谷 光彦  ○嵯峨 浩   ○佐藤 浩一 

○清水 康行  ○松岡 健一  ○余湖 典昭  ○渡辺 義公   杉山 隆文 

○加賀屋 誠一 

出席者 4名，○：委任状出席 12 名，出席者 16 名 

定足数 12 名 

 

１． 長谷川和義委員長（自動開閉樋門の開閉検証と技術基準に関する第三者評価支援

委員会）から提出された美唄新川総合流域防災工事（１１号川地区）樋管設計検

討業務報告書について評価の審議を行った結果，提出することが承認された。 

２． 平成 19 年 12 月 12 日の臨時理事会における研究員のメール承認について，再度，

麻田昌史，佐々木真澄 研究員の承認をした。 

３． NPO 法人 理事長 野村譲の研究員に加入することの承認をした。 

 



（３）第 3回理事会 

日 時  平成 20 年 8 月 12 日（火）15：00～16：00 

場 所  北大工学部 A404 

出席者 

佐伯 昇   ○長谷川 和義  三上 隆   ○鮎田 耕一  ○上田 多門 

大沼 博志  ○笠原 篤   ○神谷 光彦  ○杉本 博志  ○松岡 健一 

○渡辺 義公  杉山 隆文  ○加賀屋 誠一 

出席者 名，○：委任状出席 名，出席者 名 

定足数 12 名 

 

１． 総会を 8 月 20 日に行うことを，総会における 19 年度の事業報告，決算報告，会

計監査報告，平成 20 年度事業計画および予算について承認された。 

２． 組織の変更について説明があった。 

３． その他 

 

 



３．HITEST セミナー報告 

 

（１）第 12 回 HITEST セミナー(CPD 認定プログラム) 

日 時  平成 19 年 10 月 23 日（火）15：30～17：30 

場 所  北大工学部 A101 

 

セミナー題目：フィールド科学としての技術政策学 

講師：加賀屋 誠一（北海道大学大学院工学研究科 教授） 

参加人数 14 名 

 

（２）第 13 回 HITEST セミナー(CPD 認定プログラム) 

日 時  平成 20 年 1 月 23 日（水）15：30～17：30 

場 所  北大工学部 A101 

 

セミナー題目：建築基準法が求める構造性能と耐震計算偽装 その後 

講師：城 攻（北海道大学名誉教授） 

参加人数 23 名 

 

（３）第 14 回 HITEST セミナー(CPD 認定プログラム) 

日 時  平成 20 年 4 月 18 日（水）15：30～17：30 

場 所  北大工学部 A101 

 

セミナー題目：札幌北部圏の総合交通計画 

講師：佐藤 馨一（北海道大学名誉教授） 

参加人数 22 名 

 

 





４．委員会および部会報告 
 
(1)自動開閉樋門の開閉検証と技術基準に関する第三者評価支援委員会 
（委託者：北海道 期間 平成 19 年 5 月 30 日から平成 20 年 3 月 20 日） 

委員長  長谷川 和義（元 北海道大学大学院教授 河川工学 HITEST 専務理事） 

 委員  神谷 光彦（北海道工業大学教授 地盤工学 HITEST 理事） 

 委員  杉本 博志（北海学園大学教授 橋梁工学 HITEST 理事） 

 委員  佐伯 昇（北海道大学名誉教授 コンクリート工学 HITEST 代表理事） 

 委員  山下 彰司（土木研究所寒地土木研究所上席研究員 河川環境工学） 

 

美唄新川総合流域防災工事（１１号川地区）樋管設計検討業務 

平成 19 年度報告書を作成し，HITEST3 周年記念セミナー資料に掲載している。 

 

 

(2)合意形成システムに関する研究調査部会（自主事業） 

部会長  高野 伸栄（北海道大学大学院工学研究科 建設マネジメント工学） 

 部員  佐伯 昇（北海道大学名誉教授 コンクリート工学 HITEST 代表理事） 

 

恵み野駅西口周辺開発事業に関するアンケート調査報告書を作成し，HITEST3 周年記念セミ

ナー資料に掲載している。 

 

 

(3)白地地域に関する研究調査部会位階 

検討中 

 

 

５．その他 

 

 



 

平成 20 年度事業計画（案） 

 
（自 平成 20年 7月 1日    至 平成 21年 6月 30日） 

 
 
 
 

本法人を円滑に運営するため、以下の事業を行う。 
 

 
（１） 総会（1回） 

 
（２） 理事会（複数回） 

 
（３） 委員会・部会等の活動（所定の回数） 

          北海道などの委託による委員会 
          民間などの委託による部会 
          参加型社会に対応するための研究部会 
          技術に関する社会問題に対応できる技術支援部会の検討 
 

（４） 技術及び技術者倫理に関する HITESTセミナー及び交流会（複数回） 
 

（５） 委員会・部会等報告書作成 
 

（６） その他 
 



３．委員会，部会について 
 
(1) 美唄新川総合流域防災工事 
樋管設計検討業務委託を長谷川和義委員長および神谷光彦，杉本博志，佐伯昇，山下

彰司委員で引継ぎ受託することの承認について 

(2) 技術に関する社会問題に対応できる技術支援部会の検討について 






