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2022 年 7 月 11 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（CBRD）  

交流推進委員会  若手技術者交流会小委員会  

2022 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  

ーシアムの運営なら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「2022 年度若手技術者交流会（第  14 回）」

をご案内いたします。毎年ご好評を頂いており、今回も多数のご応募を期待しており

ます。                                  謹白  

記 

■目的

  研究活動における知的創造は、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。そのためには、異分野の研究仲間や情報源を有することが必要ですが、

学会・協会等の委員会活動などは、通常、中高年レベルの方々の参加が多く、若手

技術者に充分な機会が与えられていないのが実情です。そこで本企画は、これらの

状況を踏まえて、若手メンバーによる見学会やグループ討議を行い、知的ネットワ

ークの構築を図り、各人の研究テーマ創出および研究活動の促進を図るものです。  

■対象者

・CBRD 正会員の所属者の内、研究開発また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。  

  毎回参加できる方（会場幹事やグループ討議の議事録作成など、様々な役割を

順番に分担していただくため）  

※ 参加者を選定また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、ご留意ならびにご配慮頂きますようお願い致します。

・定員：15 名  ※  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。  

■参加費

・無料  （交通費は各自負担、懇親会費用は１回上限 4000 円/(税込 )人・回  補助）
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■申込方法ならびに募集時期  

 ・連絡担当者より、添付の参加申請書をメール（young@conso.jp（事務局担当：

吉雄）宛）にて送付ください。なお、締切り日前でも定員になり次第、募集を    

終了せて頂きます。  

・締切り：2022 年 8 月 10 日（申込み先着順）  

 

■スケジュール                  ※  すべて現地集合・現地解散  

 

※  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。  

なお、見学時足場が悪いことがありますので、動きやすい靴、服装で参加下さい。 

※  懇親会は新型コロナウィルス感染症拡大状況によって中止することがあります。 

※  当該見学先会社からの参加者が会場幹事となり、見学会を企画・準備頂きます。 

 

■交流会の進め方  

①  参加申請書提出、事務局からの書類確認、自己紹介シートを事務局に提出。  

②  第 1 回交流会（＠BHCJ 講演室）  

回 年月日 場　　所 予定時間 内　　容

1 2022.09.09 BHCJ講演室 15～17 オリエンテーション

（晴海トリトンスクエアZ棟4階） 参加者の自己紹介

グループ討議の説明と意見交換

（懇親会会場未定） 17～18 懇親会（自由参加）

2 2022.10.12 ミサワパーク東京 14～17 施設見学

（東京都杉並区） 討議・意見交換

（懇親会会場未定） 17～18 懇親会（自由参加）

3 2022.11.9 建材試験センター 14～17 施設見学

（埼玉県草加市） 討議・意見交換

（懇親会会場未定） 17～18 懇親会（自由参加）

4 2022.12.1 14～17 施設見学

討議・意見交換

（奈良県奈良市） （宿泊先は各自手配）

関西地区 （懇親会会場未定） 17～18 懇親会（自由参加）

(1泊2日) 2023.12.2 大阪ガスNEXT21 10～12 施設見学のみ。討議はありません。

（大阪府大阪市） 12～14 昼食（各自）移動

竹中大工道具館 14～17 施設見学のみ。討議はありません。

（神戸市中央区）

5 2023.01.13 鹿島建設技術研究所 14～17 施設見学

（東京都調布市） 討議・意見交換

（懇親会会場未定） 17～18 懇親会（自由参加）

大和ハウス工業　みらい価値
共創センター(コトクリエ）

mailto:young@conso.jp%EF%BC%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%9A%E5%90%89%E9%9B%84%EF%BC%89%E5%AE%9B%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A6%E9%80%81%E4%BB%98%E3%81%8F%E3%81%A0
mailto:young@conso.jp%EF%BC%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%9A%E5%90%89%E9%9B%84%EF%BC%89%E5%AE%9B%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A6%E9%80%81%E4%BB%98%E3%81%8F%E3%81%A0
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・若手技術者交流会の目的および進め方等の説明。  

・第 2 回以降の準備（会場幹事、議事録作成者、グループ討議準備など）  

・懇親会（自由参加）  

③  第 2 回以降の交流会（＠各見学先）  

・施設見学後、グループ討議（約 1 時間）を実施。その後、懇親会（自由参加）

を開催。  

④  会場幹事（見学先所属参加者）の依頼事項  

・見学会のスケジュール（1.5 時間）を作成し、案内を参加者と事務局に送付。

出欠予定を確認。  ※  懇親会の企画協力をお願いします。  

⑤  全日程終了後のアンケート（事務局に直接提出）  

 

■留意事項ならびにお願い  及び  参加者メリットご紹介  

 ・原則として欠席はしないようにお願い致します。前述のように、各々、役割分担

があり、そのローテーションが円滑にならず、他の参加者に対し余分な負担を   

掛けるケースが出ておりますので、参加者を選定また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、ご留意なら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、事前調整の上、確実なスケジ

ュール確保をお願い致します。  

 ・今年度も、関西地区での開催（1 泊 2 日）を予定しております。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。スケジュールがタイトですが、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。  

 

 ・昨年度参加者からの感想・意見をご紹介します。参加する (させる )メリットの  

  ご参考にしてください。  

  ・社外の状況、取り組みを知ることで、業務への視野が広がる。  

  ・広い範囲の分野の同世代・若手技術者と交流ができ、有意義な機会であり、    

大きな刺激を受け、自身のコミュニティが広がる。  

  ・普段の業務から離れ、リラックスした状態で、普段とは異なる体験（見学、    

討議）ができる。  
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◇新型コロナウィルス感染対策  

・見学時は、添付の対策を実施いたします。毎開催日の朝に体温測定をお願い    

します。  

・懇親会は、２週間前の東京および見学先の感染状況を考慮し、開催するかどうか

を決めます。その連絡の返信で、参加するかどうかをお知らせください。感染    

リスクを低減するため、感染対策をしている店を選び、少人数に分かれて会食し

ます。  

 

■お問い合わせ先  

 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：吉雄（不在の場合は、事務局長・田端）  

〒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：yoshio.t@conso.jp または tabata@conso.jp(代表 )  

 

     以  上  

mailto:yoshio.t@conso.jp
mailto:tabata@conso.jp


若手技術者交流会における見学時でのコロナ対策の原則 2022.06改訂

見学申し込み時に依頼
見学者

募集要項
に記載

備考

事前
説明

着座時は３人掛けテーブルに一人、市松に着席して距離を確保、
立位時（15分以上時のみ）は密にならないように前後左右１ｍあけ
る（20名の場合は5×４に並ぶと6.5×７m程度の空間）

見学前に全員を一か所に集めての説明(15分以上)の場
合、ソーシャルディスタンスを確保し、大きな声で説
明されないようお願いします。

見学
移動時：密とならないように、前後左右１ｍあける
説明時：上欄の立位時準拠（15分以上時のみ）、２G化の場合は6.5
×5m程度の空間が必要

見学中の立ち止まり説明(15分以上)の場合、ソーシャル
ディスタンスを確保し、大きな声で説明されないよう
お願いします。
グループ分けする場合は、スタート時間ずらし許容

フェースシールドやマスクの着用 見学先の意向

ハンドマイク（ガイド専用、要消毒）による大声回避
少人数グループでの見学時不要、マイクの用意がなく
て説明員の肉声が聞こえない場合は説明時間を15分未
満として、一時的な密を許容する

・出来る限り無線ガイドシステムの使用を見学
先にお願いする

説明員から最前列見学者までの距離２ｍ以上 見学先に依頼、不可時は説明員にマスク着用を依頼

見学者 マスク着用 （依頼時にこちらのコロナ対策を説明） ◎ コンソは予備マスク持参

接触感染防止 消毒 手指消毒などは見学先の指示に従う （依頼時にこちらのコロナ対策を説明）
コンソは除菌シート持参（見学先に手指消毒液
なしで、希望する見学者へ提供するため）
・できる限り、見学先に軍手支給をお願いする

空気感染防止 換気 換気が望ましい 見学先の意向

当日
・受付で体温チェック（非接触温度計で額部で37.5℃以上入室
   不可）、手指消毒
・直接連絡のつく緊急電話番号の申請

（依頼時にこちらのコロナ対策を説明） ◎
コンソは除菌シートと非接触体温計（当日の体
温非測定者用）

当日
まで

以下に該当される方はご出席をご遠慮願います。
・講演日より7日以内に海外（すべての国・地域）に滞在した方
・当日、発熱や咳など風邪の症状のある方、強いだるさや息
   苦しさ、強い味覚・嗅覚障害のある方
・新型コロナウィルスに感染された方と濃厚接触の可能性が
   ある方で、接触日から7日を経過していない方

・個人情報の扱い（パスワード管理、見学後2週間保存）に
   同意いただく。

（依頼時にこちらのコロナ対策を説明） ◎

見学先からの中止依頼、開催2週間前～前日までの間に東京都および
見学先所在地（複数の場合は１つ以上）の警戒レベルが最も深刻な
「感染が拡大している」になった時など

（依頼時にこちらのコロナ対策を説明） １週間前に参加票送付

見学後

・感染が疑われる参加者・運営関係者が発生した
   場合、事務局より見学先に連絡。
・見学先の見学対応いただいた方が感染を疑われる
   状況になった場合、事務局に連絡をもらい、
   事務局から参加者に連絡する。

◎
左記の場合の情報提供を見学申し込み時に事前
相談

その他

直前の中止準備

事項

ソーシャル
ディスタンス

コンソは見学者にソーシャルディスタンス確保
への注意を促す

飛沫感染防止
説明者
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