覚

書

一般社団法人 日本技術者教育認定機構 (以 下 「甲」 という。)と 公益社 団法人 日本技術 士会 以下 「乙」 と
い う。)、 並び に公益 社団法 人 日本 工学教育協会 (以 下 「丙」 とい う。)の 三 者は海外 にお ける工学系人材
の 流動化 の分野で協 力する為 に以下 の通 り覚書 を締結す る。

1.当 事者間 の協 力体 制 にお け る担当領域
A,一 般社団法人 日本技術者教育認定機構

:

技術者教育 の質 の 向 上を使命 とし、技術者教育認定事業 の経験 を生か した協 力
B.公 益社団法人 日本技術 士会
エ ンジニ ア資格 の 国際流動化 に当た り、そ の国際登録制度 の動向 を踏 まえた情報提供 の協力
C。
公益社団法人 日本 工学教育協会
活力 に満 ちた技術者教育 の進展 を目指 し,そ れ を調査・ 研究 して得 られた知見 を通 じた協力
:

:

2。

当事者間 の協 力 の 目的
海外 にお ける工学 系学 生・ 教員・ 技術 士等 の人材 の流動化 の分野 にお ける協力 を主た る 目的 とし、そ
のために以下 の項 目に関 し協 力す る。
(1)海 外 にお ける工学系学 生、教 員 、技術士等 の流動化 の分野 で情報 を共有 し、共通認識 を持 っ
た上で共 同戦略 を検 討する。

(2)IEA総 会、FEIAP等 の海外 での会議参加の際、事前に 3団 体 の意向 についての情報交換 を行 う。
(3)共 同で ワー クショップ、 シンポジウム、セ ミナー および会議な どを開催す る。
(4)そ の他 当事者間で の協議 の結果 に基づ く必要な事項。
なお、以下 の項 目について は、協力 目的 として検討 を行 う。
(5)当 事者間 の共 同戦略 に基づ き政府機関等 へ の働 きか け を行 う。
3

有効期限そ の他
本覚書 の締結 日か ら 4年 間 とする。更新は当事者 の全員 の文書 による更新意志確認 によって新たに 4
年 を更 新す る。 当事者 のいずれかか ら書面 による覚書終 了の 申 し出があつた場合は、有効期限内であ
って も 3ヶ 月 の猶予期間の後 、終 了す る。覚書内容 の見直 しが提案 された時は速やか に協議 の上必 要
な修正 を行 う。

本覚書 は 日本語版 を正 とし、そ の証 として本書 3通 を作成 し、当事者各 々が記名押印 の上、各 1通 を保
持す る。英文覚書 も 3通 作成 し、当事者各 々の代表者 が署名押印 の上、各 1通 を保持す る。
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