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議題一覧 

 

 

 

 審議事項 

第1号議案  平成27年度事業報告および決算承認の件 ･･･ 3頁 

   第2号議案  平成28-29年度 理事及び監事の選任の件･･･  14頁 

 報告事項 

1.     平成28年度事業計画および収支予算について･･･  15頁 
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審議事項 第1号議案 

平成27年度事業報告および決算報告承認の件 
 

Ⅰ. 法人の概況 
1．設立年月日  

平成21年2月20日 

 

2．定款に定める目的  
本法人は、認定試験の主催・運営及び関連する教育事業、出版事業を行い、もってITを含む人材

能力を開発・育成することを目的とする。 

 

3．定款に定める事業内容 
  本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 認定試験の主催及び運営 

(2) 出版事業 

(3) 教育事業 

(4) 物販事業 

(5) 人材紹介事業 

(6) 調査・研究 

(7) 研修会・研究会等の開催 

(8) 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業 

 

4．主たる事務所の状況  
  主たる事務所：東京都港区赤坂1丁目3番6号 グレースビル3階 

 

5．役員 
代表理事 （非常勤） 山田正彦（株式会社ワコム代表取締役社長 CSAJ理事） 

常務理事 （常勤） 高部美紀子（一般社団法人コンピュータ教育振興協会） 

理事 （非常勤） 多田敏男（TAC株式会社取締役副社長 CSAJ理事） 

理事 （非常勤） 水谷 学（ピー・シー・エー株式会社代表取締役社長 CSAJ理事） 

理事 （非常勤） 大高敏男（国士舘大学） 

監事 （非常勤） 原田博文（中小企業診断士） 

 

6．職員 
事務長 熊井大和 

主任 金野潤子 

職員 鐘ヶ江郁 

他派遣等 山田浩子 

H28年3月末現在計4名 
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Ⅱ．事業の状況 
1．活動の概況 

① 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）が主催し、一般社団法人コンピュータ

教育振興協会（ACSP）が共催する「CAD利用技術者試験」及び「会計ソフト実務能力試験」

事業を実施しました。 

② 会計ソフト実務能力試験は平成27年度を持って終了いたしました。 

③ CAD利用技術者試験は平成28年4月1日付にてCSAJからACSPに主催権が譲渡されました。 

④ ベトナムハノイ工業大学（国立）の協力で「The Certification of 3D CAD Engineer 

Examination」を実施しました。 

⑤ その他主催事業「Space Designer検定」「エンジニアのための環境エキスパート検定」

（CEEE：Certification of Environmental Expert for Engineer）」を実施しました。 

⑥ 受託事業を整備し安定化を図りました。 

⑦ 技術系の検定資格を有する人への職業紹介サイト（ACSP Job Road）や情報サイト（Tech-α）

の活用について検討しました。 
 

2．各事業の状況 
1.CAD利用技術者試験運営 

○実施内容 

 前期試験 後期試験 

1級（機械、建築、トレース） 平成27年6月21日（日） 平成27年11月8日（日） 

2級CBT（Computer Based Testing） 随時実施 

基礎IBT（Internet Based Testing） 随時実施 

3次元（1級・準1級・2級） 平成27年7月19日（日） 平成27年12月13日（日） 

 

○応募者数 

 H27目標数値 H27実績数値 達成率 H26実績数値 前年度比 

1級（機械） 600人 639人 106.5％ 710人 90.0％ 

1級（建築） 285人 292人 102.5％ 336人 86.9％ 

1級（トレース） 150人 130人 86.7％ 167人 77.8％ 

2級 4,200人 4,786人 114.0％ 4,870人 98.3％ 

基礎 700人 1,085人 155.0％ 899人 120.7％ 

3次元（1級） 550人 550人 100.0％ 563人 97.7％ 

3次元（準1級） 650人 689人 106.0％ 719人 95.8％ 

3次元2級 2,100人 2,112人 100.6％ 2,227人 94.8％ 

合計 9,235人 10,283人 111.3％ 10,491人 98.0％ 

 

2.会計ソフト実務能力試験運営 

○実施内容 1）1級試験の実施 

●一斉型 前期試験 平成27年9月27日（日） 後期試験 平成28年2月21日（日） 

●随時型 全国商工会連合会及び試験会場（教育機関）を対象とした特別試験の

実施。 

○応募者数 

 H27目標数値 H27実績数値 達成率 H26実績数値 前年度比 

1級（一斉試験） 200人 149人 74.5％ 345人 43.2％ 

1級（随時試験） 200人 68人 34.0％ 126人 54.0％ 

合計 400人 217人 54.3％ 471人 46.1％ 
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3.Space Designer検定試験（ACSP主催試験） 

建築リノベーション企業からの支援の下、平成27年2月からスタートし、平成28年2月3日～12

日実施の第2回の結果は、受験者16名で10名（2級6名、1級4名）の合格者がありました。 

 

4.エンジニアのための環境エキスパート検定（CEEE：Certification of Environmental Expert 

for Engineer）（ACSP主催試験） 

平成27年度にスタートし、前期（7月）・後期（1月）の2回実施した。 

第1回 平成27年7月5日 受験者数： 125名 合格者数： 2級40名、1級15名 

第2回 平成28年1月24日 受験者数： 65名 合格者数： 2級28名、1級9名 

 

   5. 「The Certification of 3D CAD Engineer Examination」ベトナムでの実施 

平成27年度は京セラベトナムからの受験者が6名ありました。 

 

6.試験運営受託 

①モバイルコンピューティング推進コンソーシアム (MCPC)  

「モバイルシステム技術検定」「ケータイスマートフォン実務検定」「モバイル技術基礎検

定」「シニアモバイルシステムコンサルタント」の運営受託 

②IT検証産業協会（IVIA）主催「IT検証技術者認定試験」運営受託（年2回） 

③その他受託 

・女性の健康検定（NPO法人女性の健康とメノポーズ協会主催）全面受託 

・SAMAC（一般社団法人ソフトウェア資産管理評価認定協会主催）運営全面受託 

・ETEC（一般社団法人組込みシステム技術協会主催）一部運営受託 

・その他（マークシート読み取りやカード発行など試験運営一部業務受託） 

 

3．第7回社員総会並びに理事会に関する事項 

定時社員総会、理事会を以下の通り開催した。 

○定時社員総会の開催 

・日  時 平成27年6月10（水）13：00～13：40 

・開催場所 ACSP会議室 赤坂グレースビル3F 

・出 席 者 

代表理事 山田 正彦   株式会社ワコム 

常務理事 高部 美紀子  一般社団法人コンピュータ教育振興協会 

理  事  多田 敏男   TAC株式会社 

理  事 水谷 学    ピー・シー・エー株式会社 

理  事 大高 敏男   国士舘大学 

監  事 原田 博文   中小企業診断士 

社  員 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（荻原 紀男会長） 

社  員 熊井 大和   一般社団法人コンピュータ教育振興協会 

 

・議  案 

審議事項1 平成26年度事業報告および決算承認の件 

報告事項1 平成27年度事業計画および収支予算について 

 

○理事会の開催 

■第1回通常理事会 

・日  時 平成27年5月13日（水）13：30～14：00 

・開催場所 ACSP会議室 赤坂グレースビル 

・出 席 者 

代表理事 山田 正彦   株式会社ワコム 

常務理事 高部 美紀子  一般社団法人コンピュータ教育振興協会 

理  事  多田 敏男   TAC株式会社 
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理  事 水谷 学    ピー・シー・エー株式会社 

理  事 大高 敏男   国士舘大学 

監  事 原田 博文   中小企業診断士 

 

・議  案 

審議事項1 平成26年度事業活動報告（案）について 

審議事項2 平成26年度決算（案）について 

審議事項3 平成27年度定時社員総会について  

報告事項1 平成27年度理事会及び総会の開催日程について 

報告事項2 平成27年度予算一部科目の変更について 

報告事項3 資金の運用について 

報告事項4 事務局組織と役割について 

報告事項5 その他（後援名義使用の件） 

 

■第2回通常理事会 

・日  時 平成27年11月11日（水）電磁的理事会 

・出 席 者 （可決者） 

代表理事 山田 正彦   株式会社ワコム 

常務理事 高部 美紀子  一般社団法人コンピュータ教育振興協会 

理    事 多田 敏男   TAC株式会社 

理  事 水谷 学    ピー・シー・エー株式会社 

理  事 大高 敏男   国士舘大学 

監    事 原田 博文   中小企業診断士 

 

・議  案 

審議事項1 CAD利用技術者試験事業譲渡契約書（案）について 

審議事項2 平成27年度新規事業の追加について 

報告事項1 平成27年度上期事業報告並びに進捗状況について 

報告事項2 平成27年度上期収支実績について 

報告事項3 その他(認定料の支払い、年間行事、試験日程など) 

 

■第3回通常理事会 

・日  時 平成28年3月9日（水）13：30～14：30 

・出 席 者 

代表理事 山田 正彦   株式会社ワコム 

常務理事 高部 美紀子  一般社団法人コンピュータ教育振興協会 

理    事 多田 敏男   TAC株式会社 

理  事 水谷 学    ピー・シー・エー株式会社 

理  事 大高 敏男   国士舘大学 

監    事 原田 博文   中小企業診断士 

 

・議  案 

審議事項1 平成28年度事業計画（案）について 

審議事項2 平成28年度事業収支予算（案）について 

審議事項3 役員報酬について   

報告事項1 平成27年度事業収支概算について 

報告事項2 ACSP主催試験について  

報告事項3 役員改選について 

報告事項4 CAD試験25周年並びにACSPパートナー懇親会終了について 

報告事項5 その他（就業規則修正、グレースビル賃貸、会計試験終了、CSAJとの業務委託

契約終了、人事についてなど） 



 

 7 

4．平成27年度決算 
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審議事項 第 2 号議案 

平成 28-29 年度理事・監事選定の件 
 

平成 28・29年度理事・監事候補につきまして、定款 22条（役員の設置）に基づき、平成 28年度第 1

回理事会（5月 18日）にて下記の通りとなりましたのでご審議願います。 

 

理事候補 

山田 正彦 株式会社ワコム 代表取締役社長 継続 

高部 美紀子 一般社団法人コンピュータ教育振興協会 継続 

多田 敏男 TAC株式会社 代表取締役副社長 継続 

大高 敏男 国士舘大学理工学部理工学科機械工学系 教授 継続 

木下 仁 株式会社システムコンサルタント 取締役社長 新任 

 

監事候補 

原田 博文 中小企業診断士、中小企業基盤整備機構の委託で

東大柏ベンチャープラザチーフインキュベーショ

ンマネージャー （米国公認会計士試験合格） 継続 

 

なお、役付き理事（代表理事・常務理事）は、当該第2号議案にて理事選定後、臨時理事会で互選に

より選定されます。 

 

● 第2号議案決議後、臨時理事会にて新理事の互選による役付き理事選定に入ります。 

 

代表理事： 

常務理事： 
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報告事項1 
平成28年度事業計画および収支予算について 

 

Ⅰ．活動概要 
① 一般社団法人コンピュータ教育振興協会が主催する「CAD利用技術者試験（2次元・3次元）」

（海外試験を含む）「Space Designer検定試験」「エンジニアのための環境エキスパート検定

試験」に加えて「3Dプリンター活用技術検定試験」を実施する。 

② ①の各試験の充実・拡大を模索し、具体的な方策を実施する。 

③ 技術系の検定資格を有する人への職業紹介サイト（ACSP Job Road）や情報提供サイト（Tech-

α）を、メルマガを通し広報・宣伝を充実する。 

④ 外部団体（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、IT検証産業協会、メノポーズ協

会その他）が主催する試験事業等の全面運営受託を行う。 

⑤ その他、団体／企業からの認定試験に関わるコンサルティング・支援、また、地域連携による

新たなビジネスを探る。 

 

Ⅱ．事業 

 1．通常総会、理事会の開催 

協会の会務を以下の通り開催する。 

○通常総会の開催：平成28年6月3日（金）12：30～14：00 ACSP会議室 

○理事会の開催（通常理事会年3回） 

第1回：平成28年5月18日（水）10：00～11：00 ACSP会議室 

臨時：平成28年6月3日（金） 総会内（役員理事互選） 

第2回：平成28年11月9日（水）電磁的方法による理事会 

第3回：平成29年3月8日 （水）13：30～14：30 ACSP会議室 

 

2．CAD利用技術者試験 

○実施予定日 

 前期試験 後期試験 

1級（機械、建築、トレース） 平成28年6月19日（日） 平成28年11月13日（日） 

2級CBT（Computer Based Testing） 随時実施（平成28年4月から平成29年3月まで） 

基礎IBT（Internet Based Testing） 随時実施（平成28年4月から平成29年3月まで） 

3次元（1級・準1級・2級） 平成28年7月17日（日） 平成28年12月11日（日） 

 

○平成28年度の受験者数見込み 

試験名 H28年度見込 H27年度比 H27年度実績 H26年度実績  

2次元1級(機械） 620人 97.2％ 638人 710人  

2次元1級(建築） 280人 95.9％ 292人 336人  

2次元1級(ﾄﾚｰｽ） 120人 91.6％ 131人 167人  

2次元2級 4,320人 90.3％ 4,786人 4,870人  

2次元基礎 950人 87.6％ 1,085人 899人  

3次元1級 540人 98.2％ 550人 563人  

3次元準1級 680人 98.7％ 689人 719人  

3次元2級 2,050人 97.1％ 2,112人 2,227人  

合計 9,560人 93.0％ 10,283人 10,491人  

 

○「The Certification of 3D CAD Engineer Examination」ベトナムでの実施 

ハノイ工業大学の協力により平成26年11月より実施。 

平成28年度実施は年2回（1回目：6月19日、2回目：未定）とし、受験者数（有料）は20名程度

を見込んでいます。京セラ・キヤノン・ホンダ・タカギなどベトナムにおける日系企業を訪問
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し知名度をあげるとともに個別試験（企業毎）の対応も進めていきます。 

 

3．Space Designer検定試験 

○実施予定日 

試験の実施：平成29年2月1日（水）～2月10日（金） 

○受験者数見込み 

50名（前年比：312.5％、27年度：16名） 

 

4．エンジニアのための環境エキスパート検定試験 

○実施予定日 

試験の実施 

前期：平成28年7月3日（日） 

後期：平成29年1月22日（日） 

○受験者数見込み 

350名（前年比：184.2％、27年度：190名） 

 

5．3Dプリンター活用技術検定試験 平成28年度からスタート 

平成28年5月中旬に公式ガイドブック（日経BP社協力）が完成し、既に試験会場や新規候補の開

拓や告知活動を開始しました。また協力企業のJBサービス株式会社では、試験対策講座の開設準

備を進めています。 

さらに、一般社団法人日本プリンティング産業技術協会と相互バナー協力を開始したほか、ヤマ

ダ電機・技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構より問い合わせがあり、今後の連携を

図ります。 

 

6．「技術者支援サイト」の充実 

－ACSP Job Road－ 

当初はCSAJ主催の「CAD利用技術者試験」「会計ソフト実務能力試験」の受験生の拡大・合格者

への就業機会の拡大を目的として作られたサイトで、現在他の技術系試験の主催団体も当該の仕

組みに参加し、運用されている。今後も広く他の試験の取り込み、充実させる予定である。また

、有料職業紹介事業者として、外部人材派遣・紹介会社（すでに7社と契約済み）とのパートナ

ーシップを軸に当該事業を推進していきます。 

－Tech-α－ 

学生が就職した際の、社会力・人間力・語学力（留学）・就業力などを意識した技術者向けの情

報サイトで、さらなるコンテンツの充実と有料化を図ります。 

 

7．外部試験全面運営受託 

① モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）主催「モバイルシステム技術検定

」「スマートフォン・ケータイ実務検定」「モバイル技術基礎検定」の運営受託（5,000人規

模）、IoT関連の新検定の運営受託が追加される予定 

② IT検証産業協会（IVIA）主催「IT検証技術者認定試験」の運営受託（800人規模） 

③ NPO法人女性の健康とメノポーズ協会主催「女性の健康検定」の運営受託（100人規模） 

 

8. その他 

検定試験に関わる、解答用紙の読み取り、カード作成などの業務受託 
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一般社団法人コンピュータ教育振興協会 
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル3階 

TEL.03-3560-8435 FAX.03-3560-8436 


