
登録件数123件 H24.3.1

情報は登録時のものです。詳細等ご相談に応じます。 公益社団法人日本技術士会
現地支援可能な期間 
①1回2～3日で数回可能

②1週間まで可能

③1週間以上可能 

1 97 道路・建設分野
建設
総合技術監理

道路建設-道路 青森県青森市
既設橋梁の安定度診断、コンクリート診断、
道路計画全般

1.橋梁アセットマネジメントに関わる橋梁診断、評価、対策工の詳細設計に従事
2.海岸、漁港施設のRC構造物の劣化診断業務に従事
3.高規格道路の詳細設計、直轄国道の概略設計に従事

②

2 10 上・下水道分野
上下水道
総合技術監理

上水道及び工業用水道
上下水道-上水道及び工業用水道

埼玉県川口市 上下水道の基本計画及び配管設計 上下水道設計コンサルタントに22年間勤務 ③

3 17 地盤分野
応用理学
建設
総合技術監理

地質
建設環境　河川、砂防及び海岸
応用理学－地質

福岡県福岡市
人工斜面・自然斜面調査・設計、軟弱地盤を含む地盤調査、砂防・地
すべり調査、地域防災計画検討

道路・盛土・自然斜面の地すべりや崩壊に関する現地調査・危険度判定・対策工設計に関する実務20年以
上、軟弱地盤を含む地盤調査15年以上、砂防調査・計画立案15年以上、地域防災計画検討15年以上。

③

4 93 まちづくり分野 建設 都市及び地方計画 北海道札幌市
まちづくり支援全般計画、行政計画作成、環境および社会資本調査、
プラン作成、合意形成、商店街の活性化計画など

総合計画、各種行政計画（緑の基本計画、河川環境基本計画、市民自治基本計画、観光計画、景観計画、
住環境基本計画、公共施設整備ガイドライン、公園緑地の計画設計）の作成や、それに伴う市民意見反映
のためのプロセスデザインおよび運営などに関する実務経験が２０年以上。

③

5 12 農業分野 農業 農業及び蚕糸 茨城県土浦市 転作ダイズの栽培技術 ダイズ育種実務経験８年 ③

6 5 化学分野
機械
総合技術監理

化学機械
機械－化学機械

東京都新宿区
石油精製、化学プラントなどに設定される塔、槽、反応器、
熱交換器などの圧力容器に関する技術的な支援とアドバイス

石油精製、化学プラントなどに設定される塔、槽、反応器、熱交換器などの圧力容器について、復旧、損
傷調査と補修方法の立案、耐震強度設計と評価など、圧力容器の設計・製作・検査の技術的な検討、評
価、支援とアドバイスの実務経験が２０年以上。 また、圧力容器に関連した国内法規の高圧ガス保安
法、労働安全衛生法の知見あり。

②

7 10 上・下水道、環境分野 上下水道 下水道 静岡県湖西市
下水道及び工場廃水等の廃水処理技術的支援、
省エネルギー等技術的支援、環境保全等に関する技術的支援

１、工場廃水、社宅などからの生活廃水処理に関する業務実績（通算35年間）
２、廃水処理のための計画から建設・立ち上げ実績（平成13年から17年まで）
３、海外での上記１、の業務実績（アメリカ約5年、韓国約5年）
４、省エネルギーに関する業務（上記１、の業務と並行して実施）

③

8 10 上・下水道分野 建設 施工計画、施工設備及び積算 東京都葛飾区
下水道、水道、道路などライフラインの復旧に関するアドバイス及び
施工上の支援

土木建設全般の施工上の実績。特に、上水道施設関連、下水道施設関連の施工計画業務。 ③

9 14 水産分野 水産 水産土木 東京都日野市
水産基盤施設災害復旧、復興計画業務、住民話合い技術的支援、
行政機関調整、復旧・復興事業技術的検討・提案等

水産基盤施設の計画、整備、管理、災害復旧等業務約47年、うち岩手県漁港課長4年 ③

10 911 原子力・放射線分野
建設
総合技術監理

建設環境
建設－建設環境

神奈川県鎌倉市
セシウム汚染焼却灰、土壌、下水浄水汚泥の一時保管、埋設に関する
ベントナイト隔離層を指導、施工技術の提案

東京都にて対応している8000ベクレル/kg以上100000ベクレル/kg以下のセシウム汚染焼却灰一時保管にお
けるベントナイト隔離層厚さ30cmの技術指導、施工管理および一時保管の施工管理業務(2011.7より施工
中)

①

11 16 情報・システム分野
情報工学
総合技術監理

ソフトウェア工学
情報工学－ソフトウェア工学

神奈川県横浜市
各種復旧・復興プロジェクトに関わるプロジェクト支援を情報技術活
用した活動支援。

・米国PMI認定PMPとして、日立製作所でのPMO業務やPMI日本支部セミナー員会やNPO活動にけるイベント
作業などのプロジェクトの遂行サポートを実施。
・ITに関しては、技術士（情報工学）に関する経験・知識に加えて、地元NPO等でのホームページ保守作
業を担当。Salesforrceユーザ会などに参加してクラウドコンピューティングの活用技術などを有する。
日立製作所の情報・通信グループで長年SE業務など経験し、IT全般の適用技術にも通じている。

③

12 13 治山・森林分野 森林土木 森林土木 富山県富山市 治山（渓間；山腹；海岸防災林整備）
修士（農学／砂防学分野） 治山事業計画・設計・施工　５年 保安林管理　２年 森林土木木製構造物開
発　１年

③

13 97 道路・建設分野 建設 施工計画、施工設備及び積算 神奈川県茅ケ崎市 道路防災 道路法面・地盤災害。軟弱地盤対策の工事及び復旧工事計画立案、施工の指導経験 ①

14 4 エネルギー、環境分野
電気電子
総合技術監理

電気設備
電気電子－電気設備

宮城県名取市
新エネルギー等の導入に関する企画・指導・支援 省エネに関する計
測・解析に関する指導・支援

太陽光発電実証試験の実施 燃料電池実証試験の実施 ＮＡＳ電池、マイクロガスタービン、マイクロ水
力・風力発電等に関する調査研究 電力・温度・湿度などの計測・解析

①

業務実績等

東日本大震災 復興支援技術士データベース登録者一覧表

提供可能な技術的支援の内容 ID 
分
野
ID

専門分野 技術部門 選択科目 現住所 



15 10 上・下水道分野 下水道 下水道 宮城県仙台市
土木施工管理、都市復興計画、上下水道施設の高機能化復興の計画、
設計、施工管理、維持管理、援助。

阪神淡路大震災で実務経験。中越大地震で液状化による浮上したマンホールに対する復旧、再浮上防止の
施工。

②

16 910 道路・建設分野
建設
総合技術監理

施行計画、施行設備及び積算
建設－施工計画、施行設備及び積算

宮城県仙台市
土木工事の施工計画・施工管理に関する資料作成等 コンサルタント業
務の報告書作成

・施工計画立案（建設会社）
・関係機関協議資料作成（建設会社・国交省へ出向時）
・行政マネジメント資料作成（国交省へ出向時）
・各種調査・設計業務（現職）

①

17 16 情報・システム分野 情報工学 情報システム 東京都大田区
地域社会へのITC可の促進による、情報発信と地域経済の発展のための
アドバイスとシステム開発

企業内クラウドを活用した社内システムの開発を短期間に低コストで実現 (1)設備受注から生産までの実
績を遠隔地を含めた工場の管理の省力化迅速化とその管理情報を活用した次期生産性向上対策への応用
(2)商品受注から出荷までの操業管理の迅速化と省力化、実績情報を経営管理に応用。経験及びノウハウ
を企業内だけでなく社会システムにも活用可能。

③

18 10 上・下水道分野 下水道 下水道 東京都千代田区
下水処理場の維持管理支援 ・省エネ計画・指導・、流入負荷適正な処
理（操作）方法等を計画・指導

東北地方で地場産業の水産加工排水が流入する下水処理場の計画・設計の基本計画を作成他、酸素活性汚
泥法での現地実験などを経て実施設の設計諸元を検討した。この他姫路市、枕崎市の下水処理場を設計す
る際に現地で実験プラントを設置して通年のデータを解析など委員会方式で設計諸元を決定し、設計陣に
引き継ぐ。 小規模下水処理場の維持管理マニュアル作成のために実施設で運転してその成果からマニュ
アルを作成等

①

19 1 機械分野 機械 ロボット 千葉県山武郡 メカトロニクス機器の復旧支援，ロボティクス機器の復旧支援 先端的なメカトロニクス機器やロボティクス機器を通常業務として研究開発． ①

20 5 化学分野 化学 有機化学製品 茨城県つくば市 化学技術的支援 災害時対応の経験はない ②

21 94
河川・海岸分野、３地
盤分野

建設
総合技術監理

河川、砂防及び海岸
建設－河川、砂防及び海岸

京都府京田辺市
河川、海岸構造物の復旧計画、概略設計、防潮林移植、地盤沈下対策
検討、地盤災害調査と概略対策

コンサルタント会社での水理解析、洪水時の水位検討。 河川、調節池堤防詳細設計。海岸浸食、堆積に
関連する波浪、潮位の調査。 山地流域の土砂流出調査（崩壊地抽出）、河床変動解析、流出解析。低水
流量観測。 法面保護工検討、砂防ダム設計。1ｍ深地温調査による堤防下埋設水路の検出。 （1級造園施
工管理技士、気象予報士、京都府木造住宅耐震診断士・宅地危険度判定士）

①

22 10 上・下水道分野 上下水道 上水道及び工業用水道 千葉県 上下水道施設の復興計画提案
浄水場における維持管理作業、配水計画、排水処理施設更新計画 下水道管きょの設計、維持管理、およ
び再構築工事 宮城県南部における震災復興グランドデザインの作成参加（下水道分野）

②

23 1 情報・システム分野 修習技術者（機械） 愛知県岡崎市 科学技術が関係する物品ならびに技術の提供。

以下すべて岩手県被災地での実績。
・アレルギーを持つ子供の探し出しと、アレルギー対応食の提供（陸前高田市）
・岩手県全避難所のカーナビ用MAPCODEの提供（現地ボランティア団体向け）
・衛星インターネット設備の設置※ＪＳＡＴと共同（下閉伊郡大槌町）
・職業訓練ならびに店舗用のＰＣ・ネット設備の提供（下閉伊郡大槌町、大船渡市）
・熱中症予防用として野球部テントの提供（上閉伊郡山田町）
・日焼け止めを含む化粧品の提供（陸前高田市、下閉伊郡大槌町、上閉伊郡山田町）

①

24 12
上・下水道分野、農業
分野

農業
総合技術監理

農業土木
農業－農業土木

宮崎県小林市 農業農村の復興 農業基盤整備事業、18年間 水道施設整備、2年間 市道網の構築に10年間 宮崎県自治体技術吏員。 ①

25 911 まちづくり分野
建設
総合技術監理

建設環境
建設－建設環境

千葉県松戸市
減災活動（事前復興）の地域防災マネージメント （自助、共助、公助
の支援）

墨田区災害復興支援組織のメンバーとして、まち歩き点検等地域防災マネージメントを中心にして、約5
年間活動。

①

27 10 上・下水道分野 上下水道 下水道 東京都清瀬市 技術士（上下水道部門/下水道）、監理技術者の資格

１．昭和36年代東京都下水道局、小台下水処理場の汚泥脱水設備の設置
２．名古屋市堀留下水処理場予備ばっき槽の構築
３．仙台蒲生下水処理場の汚泥脱水設備の設置
４．豊中市下水処理場の全体の設備構築
５．東京都下水道局発注の下水管渠の再構築とその調査（例：藍染川幹線補修調査）
６．　　〃　　　新宿区百人町一、二丁目付近実施設計
等多数

①

28 93
道路・建設分野、まち
づくり分野、
事業継続・事業戦略

建設
総合技術監理

都市及び地方計画　トンネル
建設－トンネル

岩手県岩手郡
行政の都市計画実務経験、施工（トンネル、道路工事実務経験）、
リスク管理（総合技術監理：BCP策定実績）

まちづくり：県職員在職中に都市計画課長としてまちづくりに当たった。 施工：道路改良を中心に、ト
ンネル、地滑りなど多くのトラブルの解決。リスク管理：県職員を退職後、県内業者で初のBCPを策定

①

29 19 環境、水、土壌 環境 環境保全計画 神奈川県横浜市
水環境保全管理・計画、大気環境保全管理・計画、土壌汚染調査・修
復計画、水循環・地下水解析・保全等

環境保全計画・政策策定で国、地方公共団体等で実務経験１８年 土壌浄化、環境保全・管理についても
民間を中心に実務経験１０年以上

①

30 92

道路・建設分野、地盤
分野、
まちづくり分野、事業
継続・事業戦略

建設 鋼構造及びコンクリート 千葉県市川市
斜面崩壊等地盤災害復旧工の調査・設計、擁壁等地下構造物の災害復
旧工の調査・設計

１．斜面崩壊・地すべり・液状化等地盤災害の現地調査、原因究明、復旧工の設計
２．擁壁・ボックスカルバート・基礎杭等地下構造物の健全度調査、復旧工の設計 上記の実務経験は40
年以上

①



31 15
事業所復旧・復興、事
業継続・事業戦略

経営工学
総合技術監理

生産マネジメント
経営工学－生産マネジメント

山梨県甲府市
製造条件の最適化、品質向上、売れる商品の企画 継続的な事業戦略の
策定

電機メーカーで難度の高い技術開発、設計の短時間実現を指導。 半導体事業でプロセス時間半減と不良
率半減の同時達成を指導。

①

32 10 上・下水道分野 上下水道 下水道 宮城県仙台市 下水道復旧対応 下水道施設及び設備の設計・管理、水質分析・解析等に関する実務経験20年以上 ③

33 10 上・下水道分野 上下水道 上水道及び工業用水道 愛知県瀬戸市 水道及び工業用水道の施設の運営・維持管理 元名古屋市上下水道局に３５年勤務。主に水源、浄水場、配水管、屋内給水施設などでの水質管理 ③

34 94 治山・森林分野 建設 河川、砂防及び海岸 大分県中津市 砂防事業の被災調査・防災計画設計業務
九州大分県における緊急砂防事業平成４年から平成１１年まで３０箇所の調査から詳細設計業務。フォト
バルーンを使った調査実施。

①

35 20 放射線 原子力・放射線 放射線防護 岡山県岡山市 放射線に関する説明、放射線測定への協力
福島第一原子力発電所事故を受けて、 「日本保健物理学会ＱＡ」「日本原子力学会ＱＡ」「全国原子力
放射線大学教員による環境放射線測定」他多数

①

36 4 電力・エネルギー分野 電気電子 発送配変電 長崎県長崎市
工場内電気設備および制御関係計画、調達、建設技術、発電所電気設
備専門、応用技術可能

東北電力の火力発電所の制御装置の設計を担当した経験。国内火力では東北電力の他にも他の電力会社で
も多数の経験あり。 その後海外の発電プラントの担当になり、海外では電気設備担当。 定年退職後、コ
ンサルタントとして発電所の計画、調達。

③

37 91 地盤、地質
建設
総合技術監理

土質及び基礎
建設－土質及び基礎

埼玉県さいたま市
地盤・地質調査の企画立案、リスク管理 、民間地盤相談（地形・地
質、建築物基礎、液状化対策

国土交通省、ＪＨ、ＪＲＴＴ、県土木、県港湾、市町村等発注の道路、河川、空港、港湾、鉄道、下水
道、建築等に関する地盤・地質調査および民間の建築基礎（高層建築を含む建築物の基礎工、地盤の液状
化や耐震特性、地盤改良等）地盤・地質調査に３９年の経験。平成１４年から３年４ケ月、仙台支店での
勤務経験。部門は総合技術監理部門（土質及び基礎）・建設部門（土質及び基礎）。

③

38 4
通信設備、食品工場維
持管理、省エネ

電気電子
総合技術監理

電子応用
電気電子－電子応用

神奈川県横浜市
通信設備保守管理支援、食品加工工場の維持管理、衛生管理、工場の
省エネ運転の診断と改善指導、
震災復興支援アドバイザー

１．無線設備、通信設備の永年の設計・開発経験と無線基地局の認定点検保守の実務経験によるアドバイ
ス（ISO9001の主任審査員経験含む） ２．石巻市の蒲鉾工場で、ISO9001（品質マネジメントシステム）
の認証取得支援経験と、ISO22000（食品安全マネジメントシステム）の審査員として各地の食品加工工場
の審査・診断を手掛けてきた経験に基づく改善指導 ３．ISO14001（環境マネジメントシステム）の審査
員として、各地の事業所・工場の省エ　ネ推進策の進言と実務指導を行なってきた経験と、東京都の中小
企業振興公社「節電推進アドバイザー派遣事業」の専門家の活動実績による ４．独立行政法人中小企業
基盤整備機構の平成23年度震災復興支援アドバイザーに登録を申請認定。

③

39 1 機械 機械 交通・物流機会及び建設機械 東京都文京区 機械部品の設計、評価計画策定、 技術資料の英文化、和文化 自動車部品設計開発１５年 機械部品の設計が望ましい 海外業務５年 ①

40 910 建築仕上技術
建設
総合技術監理

施工計画、施工設備及び積算
建設－施工計画、施工設備及び積算

東京都江戸川区
非構造部材（仕上建築部材）の被災検証、対策考察 ・被災現場の復旧
考察 ・BCP（事業継続計画）立案支援

非構造部材（建築仕上部材）の施工技術、施工管理、品質管理、技術指導 ・建築施工管理（全般）18
年、建築技術指導・品質管理6年

①

41 94 河川・海岸分野 建設 河川、砂防及び海岸 東京都東大和市 海岸保全計画
海岸保全計画策定に関わる調査・解析業務として、地形変化解析、地形変化予測計算、波浪条件設定、打
ち上げ高算定、越波量算定、所要ブロック重量算定、所要天端高設定、等の実務経験10年以上。施設設計
や数量の割り出し等は経験なし。

①

42 97 道路･建設分野 建設 道路 香川県高松市 道路に関する全般的な技術支援
建設省地方建設局(旧名称)に長く勤務し、主として道路関係(管理を含む)業務に従事。公共土木災害復旧
事業に関する災害査定官も経験し。退官後建設コンサルタント会社で道路関係業務の管理技術者も経験

②

43 1 機械、ロボット 機械 情報・精密機器 埼玉県さいたま市 精密機械の耐震設計、災地活動ロボット設計
１．半導体露光装置ステージ位置決め装置設計(外乱対策)，防振台設計(除振対策)
２．精密搬送系多関節ロボット設計，パラレルリンク機構設計

①

44 94 河川・海岸分野
環境
建設
総合技術監理

環境保全計画
河川、砂防及び海岸・海洋　建設
環境

長野県松本市
自然環境に配慮した河川整備計画の策定 地震被害状況調査及び対策検
討

河川環境整備計画策定における治水検討 地震時被害想定（液状化、斜面崩壊）及び防災対策検討調査 ①

45 910 道路・建設分野 建設 施工計画、施工設備及び積算 埼玉県東松山市
土木工事の施工計画 土木工事の積算 土木工事の施工管理 土木工事の
工程管理 土木施設の調査

土木工事の施工管理13年、土木工事の積算・実行予算作成10年、土木施設の調査8年 ①



46 18 製造業技術指導 生物工学 生体成分利用技術 千葉県流山市
食品、化学、製薬等復旧支援、事業所再建支援、設備復旧・補修、再
建復興支援、生産体制再構築、資金調達検討等

１）技術開発技術指導：生体材料素材研究開発マネジメント・コンサルティング 、化粧品用途の海洋性
多糖類の製造方法技術指導 、化粧品用の植物発酵エキス品質向上に関する技術指導 、食品添加物混合に
よる抗菌剤の製品開発・用途開発に関する指導・助言 など
２）新規事業開発支援、新技術・新製品のプロモーション及び資金調達に関するコンサルティング、「新
規事業開発アドバイザー」業務、工場建設に伴う地方公共団体の各種税制優遇措置制度融資・助成金等の
調査業務、及び立地場所選定と補助金申請に関するコンサルティング、商品表示に関する技術法務・リス
クマネジメントに関する指導・助言 、新規事業探索技術動向調査、中小企業新技術・新製品開発助成金

③

47 97 道路･建設分野 建設 道路 宮城県仙台市 道路設計及び道路構造物設計全般
道路設計、道路構造物（擁壁、函渠、切土補強土など）に関する実務経験14年 主に国土交通省、自治体
が主体の建設コンサルタントに勤務。

①

48 10 上・下水道分野
上下水道
総合技術監理

上水道及び工業用水道
上下水道－上水道及び工業用水道

茨城県水戸市
水道及び飲料水の水質管理、浄水場水処理、汚水処理 、水源計画及び
水質保全、土壌汚染対策等

１）茨城県職員として３６年間にわたり、水道、下水道、環境関係の行政・現場を担当
２）上水道の経験：２０年
３）下水道の経験：４年
４）ＮＰＯ法人土壌汚染技術士ネットワーク理事長

③

49 15 エネルギー、環境分野 経営工学 包装及び物流 埼玉県児玉郡
温室効果ガス排出抑制、バイオプラスチック、バイオポリエチレン 、
バイオペット、食品精密部品用トレー生産

・植物由来プラスチック（バイオポリエチレン）を用いた炭酸ガス排出抑制トレーを開発 日本パッケー
ジコンテスト2年連続入選。真空成型用シートの開発トレー完成。 ＰＰベースバイオポリエチレン混合。
耐寒性 耐衝撃性,にも優れる ・菓子食品 精密機械部品のトレー容器採用が望まれる。 ・震災の復興に
パッケージから炭酸ガス排出抑制容器で再挑戦必要。

①

50 93 まちづくり分野 建設 都市及び地方計画 愛知県愛知郡
まちづくり支援（土地区画整理事業、宅地開発事業）、道路防災、河
川防災

１．区画整理の企画立案、事業計画、換地設計、工事設計などに関する実務経験20年以上 ２．道路法面
工・土留工、河川護岸等の復旧業務の測量設計に関する実務経験10年以上

①

51 910
エネルギー、プロジェ
クトマネジメント

建設 施工計画及び施工設備 神奈川県横浜市
危険物パイプラインの計画、調査および設計、復興のための貯槽、配
管等の計画、調査及び設計

1.通産省　関東パイプライン計画、基本計画書のうちの各県(千葉、埼玉、群馬、栃木)別、ルート案の作
成。
2.北陸電力富山新港火力発電所向け燃料パイプラインの調査、設計、及び施工管理。
3.旭化成(株)延岡工場向け、燃料パイプラインの調査、設計、及び施工管理。
4.北海道電力伊達火力発電所向け燃料パイプラインの調査、設計、施工管理及び維持管理。

①

52 16 情報システム 情報工学 情報システム 愛知県名古屋市
IT関連の支援：システム再構築、WEBサイト再構築、ネットワーク再構
築等ITに関する支援

1970年からのIT関連の調査・分析・設計・開発・運用・監査・教育の実践。 岐阜県のITアドバイザー、
名古屋市小規模金融公社相談員等行政外部機関の相談員アドバイザー。

①

53 910 電力・エネルギー 建設 施工計画及び施工設備 愛知県日進市 送電線建設技術の指導 送電線建設に関する施工計画の立案，工事施工管理業務に20年以上の実務経験 ①

54 1
エネルギー、プロジェ
クトマネジメント

修習技術者（機械） 東京都江東区 各種助成金の申請
本業では省エネルギー設備導入に関する助成金申請の経験複数。複数の省庁の研究開発費や設備導入助成
の申請のためのアドバイスをボランティアで実施経験3年。

①

55 91 地盤
建設
総合技術監理

土質及び基礎
建設－土質及び基礎

静岡県三島市 地盤と基礎に関する計画・設計・施工管理と防災
自然・人口法面や地盤災害の復旧、斜面崩壊・地すべり対策や軟弱地盤・地盤の液状化対策、構造物基
礎、仮設・本設土留めの計画・設計・施工計画と管理 施工関係実務経験２０年、調査・計画・設計業務
実務経験２０年

②

56 1 事業所復旧、事業継続 機械 機械加工及び加工機 埼玉県狭山市
モノづくり全般生産体質強化支援、購買・外注先体質強化、新技術・
新商品開発支援、新工場設立・企画支援、
プレス金型技術支援、人材育成強化支援

1.04/07～05/01：Ｍ自動車品質信頼性向上支援、製造現場体質強化支援 2.10/04～現在：Ｓ大学、Ｓ会
社、Ｋ会社共同で産学連携支援による新技術・新商品開発 3.88/12～94/03：Ｈ社にて、英国自動車組立
工場設立企画と現地推進フォロー 4.02/08～03/02：ＪＯＤＣ依頼で、タイ国自動車裾野産業育成支援
（プレス部門） 5.09/04～現在：Ｔ大学、Ｋ商工会議所連合の中核人材育成事業の事業企画及び推進支援

①

57 1 道路、農業土木 農業 農業土木 和歌山県有田郡 農業土木・一般土木に関する技術支援
ため池・頭首工などの農業用水および排水事業、農道整備などの計画及び設計業務。 道路・河川などの
一般土木に関する設計業務

①

58 4 電気制御 電気電子 電子応用 愛知県名古屋市
電気制御関連業務の電気制御システム
電気制御安全回路 調査～設計～確認等

自社工場の電気制御システム（建屋電気設備、ユーティリティー設備等）の設計（4年） 自社工場生産設
備の電気制御システム設計～立上げ（12年） 現在は、ガス燃焼炉の制御システム設計（2年） センサ制
御回路の設計（2年）

①

59 11 廃棄物 衛生工学 廃棄物処理 東京都板橋区 廃棄物の収集・運搬システム、廃棄物の選別・リサイクル技術
１．柏市廃棄物積替え施設/計画設計・施工監理（昭和59年～昭和60年） ２．東京都、熊本県・荒尾市等
/中継施設計画設計（昭和59年～平成5年） ３．べトナム・ハノイの産業廃棄物収集運搬改善計画/教育指
導（平成19年～平成21年） ４．鳥取県等選別リサイクル施設/計画設計（平成2年～平成5年）

①

60 911 合意形成 建設 建設環境 埼玉県春日部市
合意形成援助（自主交渉援助型調停の調停人）の調停人（メディエー
ター）の技術所有

●国内のメディエーション関連のセミナーに2009年から現在までに数多く参加（16セミナー、計190時
間）し、メディエーターとしての技術を取得。
●平成22年度（2010年4月1日～2011年3月31日）に国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）出向し
「円滑な合意形成の研究」従事。社会資本整備におけるメディエーション及びワールドカフェの適応可能
性をテーマに研究。また、国総研内の職員向けに「紛争関連勉強会」を企画し、講師を担当。
 ●メディエーションに関する講演活動を3回（流山市役所、行政書士ADRセンター東京、中目黒青少年プ
ラザ）実施（平成22年度）。

①



61 17 地盤、地質
応用理学
建設

地質土質及び基礎 北海道札幌市 地質および地形調査
河川流域および海岸低地の地質および地形調査に関する実務経験10年以上 ・地質調査：地質踏査やボー
リングコア解析など ・地形調査：数値標高モデル等を使ったGIS解析など

③

62 7 金属
金属
総合技術監理

表面技術
金属－表面技術

富山県黒部市 金属の陽極酸化、着色処理の技術開発
アルミの陽極酸化処理、電解着色処理、塗装処理、丹銅の陽極酸化着色処理。ポテンシオスタットを使用
し異種金属が接触した場合の自然電位の推移などを測定。

自宅からの
アドバイス

63 16 情報システム 情報工学 ソフトウェア工学 東京都町田市
ITシステム開発プロジェクトのプロジェクトリーダおよびアーキテク
チャ設計

(1) オープン系システム開発に関するリーダ(現場監督) (2) オープン系システムに関するアーキテク
チャ設計および開発の標準化・共通化    (オブジェクト指向技術、Java、O/Rマッピング、Webサービ
ス、SSO) (3) オープン系システム基盤構築 (VMware、Oracle DB、WebSphere Application Server)

③

64 97 道路計画、防災計画
建設
総合技術監理

都市及び地方計画　道路　建設環境
建設－道路

神奈川県相模原市
道路防災、被災調査、復興計画等調査・計画・設計、自治体支援、被
災住民の技術的相談支援

道路防災では地震災害等の災害査定に関する業務の実施、高度医療活動から見た道路防災事業実施の必要
性調査・分析、積雪寒冷地の道路法面保護工の提案等、連続雨量による事前通行規制に関する調査・研究
被災調査では新島・神津島の道路被災調査、東日本大震災の津波被災調査(福島県） 復興計画では東日本
大震災復興パターン・復興詳細調査、被災自治体の復興ビジョン

①

65 14 漁場関係調査 水産 水産水域環境 埼玉県鴻巣市
漁場環境調査・漁場環境保全策検討、漁業資源量・漁業実態調査、漁
家経営調査、漁業支援策検討

建設コンサルタント会社にて東京湾横断道路漁業影響調査（社団法人日本水産資源保護協会） 中部新国
際空港建設計画検討のための漁業調査（社団法人日本水産資源保護協会） 江戸川第二終末処理場放流先
海域調査（千葉県県土整備部下水道課） 木更津下水処理場放流水による影響調査（木更津市下水道推進
課）

①

66 92
コンクリート技術開
発、リサイクル

建設
総合技術監理

鋼構造及びコンクリート
建設－鋼構造及びコンクリート

千葉県君津市

セメント・コンクリート全般・コンクリート技術開発、リサイク材・
廃材の利用技術開発、
コンクリート構造物の調査・診断・補修・補強、低放射化セメント・
コンクリート(原子力発電所構造物向け)

1.太平洋セメント在職中　(実務経験19年間)  高性能コンクリートの開発・実用化、リサイク材・廃材の
コンクリートへの利用技術開発、コンクリート構造物の劣化調査・診断、補修・補強業務、原子力発電所
や加速器施設向けの低放射化セメント・コンクリートの開発・実用化(放射性廃棄物に成り難い)

②

67 91 道路地盤防災 建設 土質及び基礎 千葉県柏市 道路防災，宅地防災，地盤調査・地質調査
地盤調査・地質調査は，土木建築分野を問わず33年の経験。 得意分野，地盤災害の復旧計画，軟弱地盤
対策。

①

68 94 土砂災害
建設
応用理学
総合技術監理

河川、砂防及び海岸
地質
建設－河川、砂防及び海岸

広島県広島市
土砂災害、地震災害の調査、分析、取りまとめ 、地域防災力向上検討
、地域住民指導、防災教育の実施

1)土砂災害、地震災害の取りまとめ、発表 　(国内の災害、スマトラ島沖地震、四川地震など海外調査の
実施、学会等への成果発表) 2)災害の伝承、指導のための冊子の取りまとめ(土砂災害Ｑ＆Ａ、地震災害
Ｑ＆Ａの作成等) 3)小学校、中学校、高齢者を対象とした防災教育の相談、指導、実施

①

69 93 まちづくり分野 建設 都市及び地方計画 埼玉県越谷市
都市復興基本計画（案）策定支援 （都市復興の始動期から都市復興基
本計画（案）策定までの進め方、取組み）

行政職員向けの都市復興模擬訓練を実施（2年間） ・区市職員を対象に、都市復興の進め方、取りまとめ
方について指導。具体的には、建築制限（一次、二次）、復興対象地区指定、復興まちづくり計画策定、
都市復興基本計画（案）策定までのプロセスを指導。

①

70 10 下水設計
上下水道
総合技術監理
建設

下水道
上下水道－下水道
施工計画、施工設備及び積算

青森県八戸市
下水道設計等 （依頼者と共に考えるような支援ができれば、と考えて
います。）

下水処理施設、ポンプ場等の設計・積算・工事監督業務に約１０年、農集排処理施設の設計に約３年、下
水管渠設計に約１０年、その他一般土木設計の実務経験あり。

③

71 1 機械･製造 機械 機械設計 東京都千代田区 機械設計、技術的成果に係る知的財産管理
機械要素・部品（特に自動車、ロボット関係の機構系）の設計、製造に関する技術的指導や品質・工程管
理に関する指導。技術的成果物（機械に限らず技術全般に関する）に係る知的財産の管理、価値試算等。

①

72 11 建築設備 衛生工学 空気調和施設 宮城県宮城郡 建築設備全般(空調設備、給排水設備） 設計、工事監理経験20年以上、その他エネルギー管理業務、省エネ診断、指導業務10年以上 ③

73 17 宅地造成、地盤災害
応用理学
建設

地質土質及び基礎 大阪府枚方市
震災復興土地利用計画、土地造成計画全般の技術支援、斜面災害、浸
水災害等の復旧調査技術支援

国土建設省、UR等の災害復旧調査、宅地造成コンサル業務多数, 現在、宮城県南三陸町の震災復興之為の
土地利用計画、宅地造成基本計画に関する技術支援を実施中。

①

74 92 復興事業 建設 鋼構造及びコンクリート 愛知県日進市 復興事業の技術的支援（技術相談）
東日本大震災日本住宅産業建設協会平成２３年５月度定例会講師、平成２３年５月東日本大震災人命を守
るコンクリート構造物　～東日本大震災の教訓講師、コンクリート技術者の果たすべき役割　コンクリー
トテクノ発表、セメント新聞社平成２３年６月など震災関係の発表・報告は多数

①

75 98 鉄道分野 建設 鉄道 東京都北区 鉄道・公共交通復興支援
鉄道沿線の気象観測調査、運転規制基準策定等の防災対策の実務経験 、地方鉄道、地域公共交通の再生
計画策定支援、利用促進活動支援の経験

①



76 911
河川防災計画、防災ま
ちづくり

建設 建設環境 福岡県筑紫野市

１．防災計画・危機管理計画、災害街づくり等
２．防災訓練企画、訓練支援、
３．河川復旧計画 ・被災原因の調査検討、・対象洪水検討・河道計画
策定 ・施設計画検討（応急復旧、永久構造物）
４．地域づくりや川づくり、防災ワークショップ ・ファシリテーター
・企画運営 ・調整

◆杖立川防災ワークショップ（国交省） ・地域参加による防災ワークショップ運営、ファシリテーター
・防災計画 ・災害に強いまちづくり検討
◆海岸津波訓練支援（国交省） ・東南海地震において津波災害が予想される宮崎海岸の防災訓練 ・国交
省、防衛省、自治体等参加の大規模訓練のシナリオ作成や支援
◆東南海地震訓練支援（国交省） ・四国全域における国交省、防衛省、自治体等参加の大規模訓練のシ
ナリオ作成 ・ヘリの有効利用検討支援
◆淀川防災訓練支援（国交省） ・水害に対するロールプレイング型防災訓練のシナリオ作成 ・国、県、

①

77 19
水、土壌、大気等の環
境分野

環境 環境測定 山形県山形市
水質（河川、地下水等）、土壌、大気等の環境調査・解析および環境
汚染対策
排水処理施設対策 環境測定技術相談 環境関係全般の講師、相談等

昭和49年度～平成22年度の37年間、山形県職員として大気、水質、化学物質、廃棄物等の環境部門の業務
に携わった。32年間を環境部門試験研究機関に所属し、大気環境測定、河川環境調査・解析、地下水・土
壌汚染対策、排水処理施設技術相談等業務。4年前から山形大学医学部公衆衛生部門の非常勤講師で環境
全般の講義を受け持つ。現在、大岩環境技術士事務所を開設。

①

78 16 情報システム 情報工学 情報システム・データ工学 東京都港区 情報工学分野
情報システムの構築(主として事務システム）、マネジメント、個人情報保護、ネットワークインフラ整
備など情報分野の実務経験30年です。

①

79 16 情報システム
情報工学
総合技術監理

情報システム
情報工学-情報システム

埼玉県さいたま市

１． 大震災/鳥インフェルエンザ/事業リスク（ERM）などのリスクマ
ネジメント（ISO31000）の構築とコンサルタント
２． 事業継続計画及び事業継続管理（BCP/BCMS）の構築とコンサルタ
ント

・事業継続計画及び事業継続管理（BCP/BCMS）及びリスクマネジメント（ISO31000）の構築とコンサルタ
ント⇒実績５社

①

80 16 情報応用 情報工学 情報応用 東京都中野区
地域のインターネット通信網の構築、運用及び管理全般に関する助
言。

地域密着型独立系ケーブルインターネットプロバイダーの運用管理およびコンサルティング12年間。伝送
網の監視、情報資産の管理、顧客対応、機器管理、サービス管理、セキュリティ管理等。

①

81 1 機械設計 機械 機械設計 北海道千歳市 各種生産設備の新規立ち上げ、設備診断による保全・改善提案
・自動車部品製造ラインの自動化に関わる機械設計支援、品質管理技術 ・半導体製造設備（特に化学プ
ラント設備）の立ち上げに関わる生産技術支援

①

82 16 情報工学 修習技術者（情報工学） 神奈川県川崎市 各種ソフトウェア等の開発
・Windows用アプリケーション／ユーティリティの開発（C/C++/VB他） ・組込みファームウェアの開発
（自社製品組込み搭載用／顧客製品向け顧客提供用他）

①

83 20 放射能測定 金属 鉄冶金 東京都杉並区 放射能や測定に関するに関する講義や簡単な測定など
S33年9月～ 大学卒論（放射化学）時におけるテーマ「ホットアトム効果の研究」 S38年12月　第一種放
射線取扱主任者（NO1455号)取得 S39年1月～S40年7月　放射線取扱主任者（密封線源） H23年10月　小学
校先生対象の「放射線の話」講演

①

84 98 鉄道 建設 鉄道 東京都新宿区
１．地域資源を活用したまちづくり  ２．市街地再開発事業の推進
３．子育て支援と高齢者支援を通したまちづくり

１．湯沢町の森林資源や観光資源を活用したまちづくりを計画実施。（新幹線が直接乗り入れるスキー場
の開発（１９９０年、ＧＡＬＡ湯沢スキー場）。
２．当時スプロール化していた立川駅南口を再開発し、商業機能が集積したした駅ビルを開発した（１９
９９年、立川グランデュオ）。
３．武蔵野市が抱える待機児童の問題を解決するため、４０人規模の保育所を開設するとともに、急速に
進展する高齢化に対応するため介護施設を開設した（２０１３年予定、吉祥寺チャイルドケアセンター）

①

85 97 道路 建設 道路 栃木県足利市 土地区画整理事業施工監理
整備基本計画立案・詳細設計・実施設計積算・工事発注業務代行・施工管理・検査に関する実務経験２４
年

①

86 93 まちづくり支援
建設
総合技術監理

都市及び地方計画
建設－都市及び地方計画

東京都世田谷区 都市及び地方計画 （まちづくり一般）
最近10年以上、間断なく、 まちづくり支援｛土地区画整理事業、市街地再開発事業、 地区計画等（建築
の規制・誘導を含む。）｝、 マスタープラン（土地・建物利用構想等）作成支援。

③

87 20 放射線測定、除染 原子力・放射線 核燃料サイクルの技術 茨城県東茨城郡
１．教育：原子力・放射線に関する基礎の教育、放射線測定の指導、
２．除染 ３．避難者、被災者とのリスクコミュニケーション ４．復
興計画

１．教育：再処理施設の臨界安全管理社内教育講師、環境省除染情報プラザの除染及び放射線の基礎、放
射線測定機器の取扱。
２．除染：南相馬で土壌、空間線量測定指導。
３．リスクコミュニケーション：震災復興支援機構のもとで避難者対話支援。
４．復興計画：富岡町震災復興ビジョン策定委員会及び同計画策定委員会に参加指導。

①

88 1 動力エネルギー 機械 動力エネルギー 茨城県牛久市 ・工場及びビルの省エネルギー診断 ・マイクロ水力発電の提案
・工場のユーティリティー設備の省エネ診断及び改善提案 ・エネルギーマネジメントの提案 ・１０ｋW
程度のマイクロ水力発電の計画支援

①

89 4 受変電設備 電気電子 発送配変電 神奈川県川崎市 受変電設備に関する技術（専門は鉄道用受変電設備） 平成7年より電鉄用変電所の施工管理に従事 ①

90 911 環境影響評価 建設 建設環境 東京都板橋区
環境影響評価、放射線評価及び指導、環境に配慮した街づくり、石綿
調査及び評価

道路及び河川等の環境影響評価、福島放射線立ち入り制限区域内の建設作業に関わる従事者への放射線教
育、街づくり活性化に向けた検討、石綿含有建材による環境調査及び評価並びにその自治体向けての講師

①



91 5 塗布技術 化学 ― 茨城県猿島郡 接着剤、塗料、印刷インキなどの塗布技術に関する内容 接着剤全般の開発、真空蒸着塗料の開発、スクリーンインキの開発 ①

92 7 環境教育 金属 表面技術 埼玉県川口市
専門の金属部門や化学関係、原子力・放射性関係の支援、環境カウン
セラーでもあるための環境教育、行政ボランティア活動のサポート

・非鉄金属、亜鉛、合金、溶鋳、鍍金、亜鉛めっき、腐食・防食、金属粉関係専門 ・公害防止管理（大
気・水質）、品質管理、環境教育、環境カウンセラー、指導 ・保育、子育て、相談、発達障害、特別支
援員、地域の幼児、小・中学校、家庭支援

③

93 11
建築技術、建築設備技
術

衛生工学 空気調和施設 千葉県船橋市 建築技術、建築設備技術（空調衛生・電気設備） 建築施工技術、建築・設備リニューアル、建築設備設計施工、設備診断、省エネルギー ③

94 15 ものつくり
経営工学
総合技術監理

数理・情報
経営工学ー数理・情報

滋賀県大津市
製造企業のものつくり、開発、研究に関する設計最適化、コストダウ
ン。短期立ち上げ。

樹脂成形、金型設計、半導体ボンディング技術、半導体設計、回路設計に関して、 品質工学や統計的手
法、他の数理的手法により、改善事例、開発事例は指導だけでも ６００件。現在も、大手、中小の企業
指導中。

①

95 93 まちづくり
建設
総合技術監理

都市及び地方計画
建設－都市及び地方計画

大阪府大阪市

コーディネート（住民との合意形成） 、都市の各種マスタープラン作
成 、土地利用計画 、市街地再開発事業 、中心市街地活性化 、地区
計画・建築協定 、まちづくりに関する法律 、まちづくりに関する
ファイナンス・税務

北九州都市計画室町一丁目地区第一種市街地再開発事業：組合事務所に常駐し、非常駐の事業統括と共同
しつつ、事業全体の計画及び事業推進のため、関係権利者、コンサルタント、工事関係者間の意思疎通を
図ると同時に、スケジュール管理、資金調達管理並びに権利調整作業を担った。 温泉プラザ建替え事
業：山鹿市プラザ・ファイブ地区暮らし・にぎわい再生事業の対象となった建替え事業の事業計画、資金
計画、権利の移転に関する計画を策定するほか、週に２～３日温泉プラザ建替え組合に駐在し、権利の移
転に関する契約に関する関係者説明を行うとともに、金融機関・税務当局に対する事業説明と資金調達・
税務に関する協議を行い、専門コンサルタントと調整しつつ円滑な事業推進と合理的な資金運用に当たっ

③

96 910 区画整理 建設 施工計画、施工設備及び積算 福岡県北九州市 新設建築物設計、確認申請 土地区画整理士として、区画整理事業支援
１級建築士資格保有 土地区画整理士資格を保有しており、これまで福岡県新宮町土地区画整理事業に携
わってきた

②

97 17 土木地質、地盤工学
応用理学
総合技術監理

地質
応用理学ー地質

埼玉県三郷市 応用理学部門で特に土木地質や地盤工学に関わる支援。
国土交通省、地方自治体、市町村での建設部門のうち、地質工学や地盤工学に関わる 応用地質業務に従
事している。

①

98 910 PM、CM 建設 施工計画、施工設備及び積算 福岡県福岡市 対策工法検討、PM、CM等
防災委員会、国交省発注者支援業務管理技術者・担当技術者（道路・河川）、災害復旧工事等の現場代理
人指導等

②

99 93 まちづくり
建設
上下水道

都市及び地方計画
下水道

北海道札幌市 まちづくりでの、住民参加において、何らかのお手伝いは可能
自治体に在籍していた際に、自治体として経験した業務であるが、住民でも自治体でもない存在が価値あ
るときもあった

①

100 4 電力 電気電子 発送配変電 神奈川県横浜市
電力（系統や受電、保安など。スマートグリッドの通信以外の分野）
高電圧技術

電力技術は自社業務なので会社組織としての協力になる。電力会社が主要顧客なので、技術士としての技
術協力は難しい。 高電圧技術は会社の自部門として業務受注の形ならば協力できるかもしれない。自部
門での受注はずっと昔に実績があり、会社の業と独立して技術活動が行える。（営業部門を窓口として契
約・費用処理する必要はあるが）

①

101 911 環境保全・調査
建設
環境
総合技術監理

建設環境
環境保全計画
環境ー環境保全計画

大分県日田市 治水、利水計画、河口部の環境保全 ダム等治水・利水施設の建設、河口部の潮止堰の運用、魚道や干潟の環境調査 ③

102 93
都市計画、市街地開発
計画

建設 都市及び地方計画 栃木県宇都宮市
日常業務で担当している「都市計画」「市街地整備」「公園緑地」に
関する情報提供、現地での事業手法へのアドバイス。

中核市で実施している土地区画整理事業、市街地再開発事業、避難地となる都市公園整備事業、緑地保全
事業の都市計画決定、事業認可、整備事業の指導、監理

①

103 1 産業機械・機械加工 機械
加工・ファクトリーオートメーション
及び産業機械

長野県上田市
産業機械（電動式射出成形機）・機械加工（NC旋盤利用技術）・労働
安全（機械）及びこれらの応用に関する事項

・射出成形機メーカーでの電動式射出成形機 開発・設計業務　7年
・NC旋盤を利用した試作加工・多品種少量生産工場（町工場）での工程設計・加工・管理業務　8年
・技術士（機械部門）
・2級プラスチック成形技能士（射出成形作業）
・労働安全コンサルタント（機械）

②

104 4 IT（情報技術）
電気電子
情報工学

情報通信
情報ネットワーク

東京都港区 IT（情報技術）の活用による、事業継続、再構築の支援
企業ネットワークの企画・設計・構築・運用 国土交通省および地方自治体向け防災情報システムの設計
構築
自治体の地域住民向けWebサイト構築

①

105 97 道路 建設 道路 埼玉県ふじみ野市
道路築造における計画や設計業務。 (国交省発注工事の多数の施工管
理経験を生かしての計画など)

建設部門の内、道路建設における設計業務や現場施工管理能力を生かした、現実的な施工方法の計画等の
業務

①



106 16 情報処理
情報工学
総合技術監理

情報応用
情報工学ー情報応用

神奈川県大和市

１．実績の啓発
２．被災者への職業訓練の支援、資格取得の特別セミナーの開催
３．会員の切り絵や書画を電子化、簡単なアクセス管理で復興活動に
利用してもらい、収益を支援する。

「１」については社内でボランティアを実施した人に対して社内啓発を目的に講演会を主催した。
「３」は企画中で部会のＳＮＳに提案した。

①

107 1 機械設計 機械 ― 愛知県江南市
工作機械の開発や設計支援。 旋盤ラインや加工ラインの設備アドバイ
ス支援。

テクノワシノ旋盤（ＦＡ化、ロボット付）の開発・設計。 油圧機器の設計経験。 ①

108 1 被災者支援 機械 動力エネルギー 愛知県岡崎市
被災者の自立を支援するための技術アドバイスならびに必要な物資・
機材の支援を行う。

国内最大の災害ボランティア団体である「ふんばろう東日本支援プロジェクト」（代表早稲田大学西條剛
央）に参画し、多岐に渡る支援を行った。 11年4月～8月は、アレルギ対応食から人工衛星インターネッ
ト装置まで、特殊物資や通信インフラの支援を実施。11年9月～12年3月は、被災者の自立を後押しするた
め、仮設店舗の二重窓やミシン、フォークリフト免許取得を支援した。 12年4月からは、零細企業の品質
＆作業環境の向上活動、復興支援からくり時計の制作、被災者自身が行うボランティア活動支援を実施
中。

①

109 17 地質調査・地盤評価 応用理学 地質 東京都千代田区 地質調査、土木地質図（災害予測図含む）の作成
ダム・道路施設（トンネル・橋梁・切土法面など）に関わる地質調査および地盤評価、道路防災点検にお
ける岩盤斜面評価・解析

①

110 5 放射能低減 化学 セラミックス 神奈川県横浜市

放射能低減に関する技術（世の中で、現在実施されている、ゼオライ
トの利用や、バイオによる方法ではない）によって、土壌、水、お米
などの作物に関して昨年来、実績を積んできている。活性化水および
それによってエネルギーを付与した材料を用いて、可能である。 昨年
来、やってきた活動とは裏腹に国や大手の方法で、”除染”（実は
「移染」）が進められ、我々のように、いわば個人的な活動は軽視さ
れてきたことを痛感している。

対象物によっては、1ヶ月程度で、４０，５０％の放射能低減率を達成している。昨年4月から12月まで
に、小規模実験（土壌や米、最大で２００ｇ程度）を終え、今年の1月末から、二本松市の或る市会議員
（農家）さんの倉庫に、活性化用の水槽を設置し、利用して、１～２kgの土壌や、お米を対象としてき
た。 本年、5月には日本技術士会・化学部会で、この成果を発表した。 さらに、6月、上記二本松市で、
２ｍＸ４ｍの水田を造り、稲を植えつけて、今後収穫まで追跡する。また伊達市では、ＪＡを窓口とし
て、すでに稲作されている水田で、エネルギー付与した鉱石を利用して、こちらも今後、追跡していく。

②

111 10 下水道
上下水道
総合技術監理

下水道
上下水道ー下水道

静岡県静岡市 下水道管路復旧及び下水道計画
震災直後より、宮城県松島町の要請に応じ災害査定及び災害復旧設計を行った。また、太平洋沿岸部にお
いて、地盤沈下による自然排水が困難な排水区についての内水排除計画策定を行った。

③

112 93
都市計画、市街地開発
計画

建設 都市及び地方計画 沖縄県国頭郡
公園緑地計画の企画立案、整備事業の施工管理。 プロジェクトに対す
るISO環境マネジメントシステムの適用管理。

昭和４９年建設省採用から平成１３年度建設省退職まで、全国各地で都市計画、地域整備、国営公園整備
管理に従事した。平成１３年度から平成２３年度まで沖縄の国営公園を管理する財団にて環境マネジメン
トシステムによる環境経営をすすめ事業改善に努めた。

③

113 12 農業 農業 ― 神奈川県藤沢市 農業土木・農地整備・海水塩害除去・農業機械施設 修習技術者・準会員Ｂ ①

114 93
都市計画、市街地開発
計画

建設
総合技術監理

都市及び地方計画
建設－都市及び地方計画

東京都練馬区 都市計画、市街地開発計画及び事業推進、合意形成

東京都江戸川区JR小岩駅周辺地区都市整備事業化検討業務、東京都港区六本木一丁目西地区第一種市街地
再開発事業に関する総合コンサルタント業務、東京都環状2号線新橋地区まちづくり方針検討調査、台湾
台北南港経貿園区計画、新宿区西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業総合コンサルタント業務、
東京都新宿区歌舞伎町一丁目東地区まちづくり協議会コンサルタント業務、東京都中央区八重洲二丁目中
地区再開発協議会コンサルタント業務

①

115 97 道路
建設
総合技術監理

道路
建設ー道路

神奈川県相模原市 道路関係の復旧及び再計画 高速道路関係の道路建設及び保全関係のコンサルタント ①

116 1 BWRシステム
機械
総合技術監理

原動機
機械ー動力エネルギー

青森県上北郡 BWRシステム全般、材料劣化対策、津波対策取水口計画 ＢＷＲプラントメーカでの３５年の実務経験 津波対策取水口の特許対策 ①

117 4 電気設備 電気電子 電気設備 北海道江別市 電気設備の被害損害調査，データ作成，対策計画作成
平成５年釧路沖地震による損害調査，復旧対策計画・予算要求書作成，復旧工事設計・施工管理を行っ
た。

③

118 97 道路 建設 施工計画、施工設備及び積算 大分県日田市 道路の設計におけるＣＡＤ図面作成、数量計算等 国土交通省の発注者支援業務で工事監督補助として15年間経験 ①

119 1 ロボット
機械
総合技術監理

原動機
機械ー原動機

茨城県日立市
「除染用作業ロボットとその支援システム」に関するアイデア、構
成、実現への具体策。

２６年前の国のプロジェクト「極限作業ロボットの開発」に関連した（財）未来工学研究所での「原子力
メンテナンスロボット」調査委員会プロジェクトのまとめ。著作に「原子力発電所のメンテナンスロボッ
ト」”科学技術と経済”誌、1986年3月がある。

①



120 5 除染 化学 有機化学製品 埼玉県狭山市
・無機、有機化学を含めた材料開発を専門としており、放射性元素の
除染に関する理論的なアイデア提供は可能である。

・具体的に放射性物質を扱った経験はありません。
・有機合成、有機光化学反応、高分子合成反応、高分子化合物への官能基の導入反応を中心とした基礎的
有機化学をバックグランドとする。
・不安定中間体であるアリールナイトレンを有機光化学反応により形成してアジリジン骨格の生成機構の
解明。
・1,4-ナフトキノンを原料とする農薬を中心とした各種生理活性物質の合成。
・インクジェットプリンターの顔料系インク並びにアクチュエーター用圧電材料の開発、電子写真式プリ
ンターの有機感光体の開発、記憶媒体としてのフォトクロミック化合物の合成研究を行った。
・エポキシ系材料を用いた成型加工技術（注型成型）、LEDチップをシリコーン系材料での成型加工技術
の確立。
・時計用部品のメッキ加工技術の確立。

①

121 10 下水道
上下水道
総合技術監理

下水道
上下水道ー下水道

東京都荒川区 専門は浸水対策、水質浄化対策、水循環計画
自治体、国の浸水対策計画（内水） 河川の水質浄化対策 森・川・海の連続を考えた水・物質循環計画
下水道の合流改善対策 水管理計画 下水道の未利用エネルギー活用対策

①

122 16 情報システム 情報工学 情報システム 愛知県春日井市
通信配線、ネットワーク設定、OS、アプリ導入、既存システムの復
旧。防災システムの設計。

自組織、大学等におけるネットワークの管理。中小企業のネットワーク構築の指導。大規模ネットワーク
の遅延測定評価。地域情報システムの設計、構築、保守。

②

123 16 電子計算機応用 情報工学 電子計算機応用 神奈川県横浜市 対象業務計画及び管理の支援 システム構築計画のレビュ。 問題、課題についての摘出と解決策提示 ①

124 7 金属材料 金属 金属材料 広島県広島市
・中小企業の技術指導
・研究機関（公設試含む）や学校の技術教育

・製造企業の技術問題の解決（地場中小企業等約30社の技術指導）
・大学・短大・高専等の非常勤講師（２校で約10年間）
・海外での技術指導（マレーシア、ベトナム、韓国）

③


