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平成 30 年６月 28 日 

建築研究開発コンソーシアム（CBRD） 

正会員連絡担当者殿  

建築研究開発コンソーシアム（CDRD）  

 交流推進委員会 若手技術者交流会小委員会 

 

平成 30 年度 CBRD「若手技術者交流会」参加者募集のご案内 

謹啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より建築研究開発コンソーシアムの運営並びに

各種事業について、多大なるご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今般、下記の通り、「平成 30 年度若手技術者交流会（第 10 回）」のご案内をさせて頂くこととな

りました。毎年ご好評を頂いており、今回も多数のご応募を期待申し上げているところです。 

つきましては、参加を希望される方を募集致しますので、別紙参加申請書により ８月 3 日（金）まで

に事務局宛、メールにて送付 をお願い申し上げます。なお、参加者の年齢は概ね２０～３０歳台を想定致

しておりますが、交流を望まれる方であれば特に制限は御座いません。また、定員に余裕のある場合には

１社２名の参加も可としております。以下に実施概要を記載致しましたので、ご高覧下さいますようお願

い申し上げます。 

謹白 

記 

■目的 

研究活動における知的創造には、複数分野の知識の組合せが有効であると言われております。 

本コンソーシアムの活動の核を成す研究会/共同研究は、まさに異分野の能力・知識・ノウハウを結集

することにより、従来の技術や商品を超える機能・性能を有する新たな成果の創出を期待するものです。 

このような観点から、技術者は異分野の研究仲間や情報源を有することが望ましいとされております

が、学会・協会等の委員会活動などにおいては、通常、中高年レベルの方々が参加することが多く、若

手技術者に充分な機会が与えられているとは申せません。 

本企画は、これらの状況を踏まえて、若手メンバーによる交流会を実施し、参加者が興味を共有出来

るテーマに対する意見交換等を通じて、知的ネットワーク構築及び各人の研究テーマ創出の一助とする

ものです。 

 

■対象者 

・CBRD 正会員の所属者の内、研究開発又は技術関連業務に携わる若手技術者を対象とします。年齢・

年代は特に限定しておりません（場合により事務系若手も可）。但し、可能な限り毎回参加出来る方。 

・定員：20 名程度〔＊初年度（平成 21 年）のみ 10 名、以降、毎年 20 名～22 名が参加。〕 

      ※原則として、正会員１法人につき 1 名の参加とさせて頂きます。但し、定員に余裕のある

場合に限り、2 名まで参加頂くことも可能です。 

・参加費：無料 

 

■募集時期並びに送付先 

 ・本日、正会員連絡担当者殿宛、本紙（募集のご案内）並びに参加申請書用紙を送付申し上げます。定

員になり次第、募集を停止させて頂きます。 

・締め切り：平成30年８月3日（金）(申込み先着順) 

・宛先 MAIL :young@conso.jp（事務局担当：倉片）宛 送付下さい。 

   

■開催期間及び頻度 

開催期間は約半年間（９月～1 月）。１回/月、計 5 回、各回３時間程度（概ね 14：00 頃～17：00

頃）の開催を目安とし、意見交換や施設見学を実施。参加者の希望により、終了後に懇親会も予定して

います。 

 

■開催場所  

 第１回はオリエンテーションを兼ね CBRD フォーラム室にて開催。第２回～第 5 回は 原則として 
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参加者の所属先の施設を提供して頂いて開催（今年度は、予め、アンケート等を基に前任小委員会及び

事務局にて、下記の通り、決定済み。）。 

 

■各回の標準的な時間配分並びに開催内容 

  14 時       集合（＊第１回目は施設見学がないため 15 時集合予定） 

  14 時～15 時    施設見学 

  15 時～17 時    討議・意見交換 

  17 時～18 時半   懇親会（第１回目は CBRD 主催。以後はオプション、CBRD より費用の一部

助成あり。） 

 

■スケジュール        ※ すべて現地集合・現地解散 

 時期 場所 内容 

１回 (H３０） 

9 月２１日（金） 

CBRD フォーラム室 

（晴海トリトンスクエ

ア Z 棟 4 階） 

15～17 時 オリエンテーション 

参加者の自己紹介 

今後の討議内容に関する意見交換 

17～18 時 懇親会（トリトンスクエア X 棟５階

「TX-café」） 

第２回 

10 月 19 日（金） 

清水建設㈱  

（現場見学：虎ノ門） 

 

14～17 時頃 建築現場見学 

（虎ノ門トラストシティーワールドゲート） 

 及び 討議・意見交換 

17～18 時頃 懇親会（自由参加） 

第 3 回 

11 月 16 日（金） 

積水化学工業  

蓮田工場 

（埼玉県 蓮田市） 

1４～17 時頃 施設見学 及び 討議・意見交換 

17～18 時頃 懇親会（自由参加） 

 

第 4 回 

12 月 6 日（木） 

～ ７日（金） 

関西地区での交流会 

（１泊２日） 

 

(複数施設を見学) 

 

(宿泊先は各自手配) 

1 日目 PM 施設見学〔大和ハウス工業㈱ 総合技術研究

所〕 及び 討議・意見交換 

      奈良市 

17～18 時頃 懇親会（自由参加） 

 

2 日目 AM 施設見学[Ｅ-ディフェンス（防災科学技術

研究所 兵庫耐震工学研究センター）] 

      施設見学のみ。討議はありません。 

兵庫県三木市 

昼食 西神･山手線 西神中央駅付近（予定） 

    PM 施設見学〔竹中大工道具館・新神戸駅前〕 

      施設見学のみ。討議、懇親会はありません 

第 5 回 (H３１) 

1 月２週目以降の

金曜日（１０月決定） 

建材試験センター 

（草加市） 

14～17 時頃 施設見学 及び 討議・意見交換 

17～18 時頃 最終懇親会（自由参加） 

 

 

■交流会の進め方 

 ①  参加申し込み及びアンケート結果を基に、小委員会及び事務局にてスケジュール（案）、予定会場、

チーム編成（A・B 2 チーム制）、役割分担案（第１回リーダー、各回会場幹事）等を策定。チーム

編成に当たっては、同一企業並びに同一業種の偏在が生じないよう且つランダムに編成。 

↓ 

②  第１回交流会を CBRD フォーラム室にて開催。小委員会委員より会の目的及び進め方等を説明。

その後、チーム毎に分かれ、各々、役割分担〔リーダー、議事録作成担当、話題（討議テーマ）提

供者〕を決定。会終了後、晴海トリトンスクエア内にて CBRD 主催の懇親会開催。 
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                     ↓ 

③  第２回以降、会場幹事より、事前に参加者全員に対し日時・会場・交通アクセス・当日スケジュー

ル・懇親会計画・出欠確認等の案内を発信。返信結果を参加者全員及び事務局に通知。 

                     ↓ 

④  第２回～第 5 回の交流会を、話題提供者から提供された討議テーマを基に、参加者の自主的運営

により実施 。終了後、適宜、懇親会開催。なお、第 4 回目に半数のメンバーチェンジを行ない、

チーム編成を変更して交流を促進。 

                     ↓ 

⑤ 毎回、交流会終了後、議事録作成担当者が議事録（案）を作成し、当日参加者の確認を受けた後、

参加者全員、小委員会委員、事務局宛送付。 

                     ↓ 

⑥  全日程終了後、事務局宛にアンケートを参加者全員に提出して頂く。 

 

■討議テーマ（設定は、自主的に行ないます。） 

・平成 29 年度の若手技術者交流会テーマ例（チーム別に各回テーマ設定） 

【研究開発】「中長期的 R＆D テーマはいかに設定すべきか」「テーマに繋がるニーズの探索方法」等 

【新技術】「VR、AR、MR は建築業にどう関わってくるか」「CP によるシュミレーション技術」等 

【一般社会】「近年の偽装、不正問題について」「AI 進歩による社会への影響」「分野横断未来予測」等 

 

■交流会の編成・運営方針等 

交流会は CBRD の運営・事業遂行の方針決定等に携わる 4 つの委員会（運営、研究開発推進等、交流

推進、インキュベーション）の内、交流推進委員会（委員：10 名）が所管しています。 

交流会の編成・運営方針等は同委員会によって決定されます。交流会に於ける助言、参加者への支援

等は同委員会内の若手技術者交流会小委員会の委員（4 名）が当たります。 

 

■留意事項並びにお願い 

 ①上述のように交流推進が目的であり且つ各々の役割分担がありますので、可能な限り、毎回のご出席を

お願い致します。上司並びに職場の周囲の方のご理解、ご協力が不可欠と存じますので宜敷くお願い致

します。 

 

 ②一部の方ですが、欠席の頻度の高い参加者が散見されております。上述のように、各々、役割分

担があり、そのローテーションや討議に齟齬を来したり、他の参加者に対し余分な負担を掛けた

りするケースが出ておりますので、参加者を選定又は送り出す職場の上司・上位者の方におかれ

ましては、十分、ご留意並びにご配慮頂きますよう、お願い致します。同時に、参加者ご本人に

つきましても、的確な業務スケジュールの調整をお願い致します。 

 

 ③平成３1 年度以降に会場（施設見学・会議室）をご提供頂くことも大歓迎ですので、事務局宛ご連絡

をお願い致します。 

 

 ④施設見学に当たっては、施設の性格上、同業他社の参加者等に対し一部見学をご遠慮願う措置（見学

コースの一部制限・見学開始時間の調整等）が取られることがありますので予めご承知置き下さい。

また、原則として、写真撮影は禁止となっていますので、併せてご留意下さい（会議室内は概ね OK）。 

 

⑤今年度は昨年度に引き続き、関西地区での開催（1 泊 2 日）を予定しています。 

これは、首都圏に出向いて頂くことが多い関西地区の会員の皆様の負担軽減、サービス向上を図る

と共に、若手技術者が日頃目にする機会の少ない同地区の著名施設等の見聞を広めて頂くことが目的

です。日程的、行程的にタイトかとは存じますが、積極的な参加をお願い致します。なお、宿泊先の

確保は各自でお願い致します。外国人観光客の急増により宿泊先の確保が難しくなっているようです

ので、早目の手配をお奨め致します。 

 

 ⑥CBRD では、研究開発に従事する正会員所属者で、担当者レベルからマネージャーに進む段階の方達
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の人材育成を目的として、「研究開発人材育成プログラム」を実施しています。此方へのご応募も宜

敷くお願い致します（今年度分は締め切りました。）。 

 

■お問い合わせ先 

 交流会に関するご質問、ご意見等は下記にお願い致します。 

 建築研究開発コンソーシアム（CBRD）事務局（略称：CONSO 事務局） 

 担当：倉片（不在の場合は事務局長・石川） 

〒104-6204 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア オフィスタワー Z 棟 4F 

TEL：03-6219-7127・FAX：03-5560-8022  

E-mail：kurakata.t@conso.jp 又は  conso@conso.jp（代表） 

以 上 
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