
2022年6⽉17⽇ web開催

日付 COVID-19関連の内容（国内）

2020年 1月16日 国内初の感染報告（武漢渡航歴ある中国籍の男性）

3月13日 新型コロナウイルス特別措置法が成立

4月7日 政府が7都府県に対し5月6日までの緊急事態宣言が発令

4月16日 全都道府県に対し緊急事態宣言が発令

5月25日 政府が5都道県に対する緊急事態宣言を解除

2021年 1月7日 日本国内で6139人(東京都で2447人)の感染者が確認

1月8日 首都圏の1都3県に２回目の緊急事態宣言

4月12日 高齢者へのワクチン接種の開始

5月23日 10都道府県（含：北海道,沖縄）に３回目の緊急事態宣言

6月20日 9都道府県は同・解除(内,7はまん延防止等重点措置に移行)

7月23日 東京オリンピック2020の開会（8月9日に閉会）

10月4日 ワクチン２回目接種終了が国民全人口の60％超に

2022年 3月21日 全国のまん延防止等重点措置を解除。With コロナへ

5月6日 外国人観光客の受け入れは、6月以降に段階的に再開

5月30日 東京都の１日感染者が2000名を下回る
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1. 国民全体のワクチン２回接種は約８０％が完了。３回
接種は現時点で約５５％が完了。

2. 実年・高齢世代のワクチン２回接種は約９３％が完了。

3. 3月21日に全国のまん延防止等重点措置を解除され、
海外諸国と横並びのWithコロナ政策を展開中。

4. 上記を受け、５月連休等では青年・若年世代を中心に
旅行等の活動が再開。

5. 但し、実年・高齢世代の旅行等の活動再開はあまり活
発ではない。

6. 企業等も不要不急の外出や出張は控えている状況。
そのため、打合せはオンライン（web）開催が主体。

7. 技術士会・統括本部も、当面の間、面談での打合せや
会合（講演会）は、可能な限り控える方向にある模様。
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１．会議開催について

(1) メールを利用した審議等を基本

(2) 協議等の必要がある会議は、WEB会議システムの利用を原則

(3) 地域メンバーは、WEB会議システムの利用を原則

２．講演会・見学会について

(1)講演会は、WEB配信を推奨しているものと思われる。

(2) CPD実施に応えるために、主催者等少人数のもとで、三密を避けて
講演内容のWEB収録を行い、後日HPに掲載を積極的に検討

(3)当分の間、見学会は開催延期を推奨しているものと思われる。

３．各種助成制度・運用等について

(1) WEB配信奨励金制度（企画委員会）継続は、未確定な模様。⇒a
(2) 技術士CPD 登録の臨時運用（研修委員会）は。主旨継承。 ⇒b

４．その他 （技術士会HPの記載）
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新型コロナウイルス 「まん延防止等重点措置」の適用に伴う本会事務局の

対応は、・・・東京都よりテレワークの活用を推進するなどして出勤者数を
減らすよう要請を受けていること等から、本会はテレワーク等を推進してお
ります。 https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/008536.html 4



【事務局・企画委員会（2021.2.22付け文書）】

「部会講演会WEB配信奨励策についての検討」(3/10理事会承認)

1. 具体的な支援制度

①以下のケースにつき、ウェブ配信に関わった会員への作業費等を目的として
1行事当り2万円を主催組織に対し支援する。

・インターネットを通して技術士CPD講演会等を本会会員に向け配信した場合
・地域組織と結んだオンライン会議などを開催した場合

②主催組織が、ウェブ配信に関わった会員に対し作業費として支払う場合は、
一人当たり1回6.000円を上限とする

2. 適用等

・2020年4月以降の技術士CPD講演会を対象
・申請・支払は、半期毎を基本
・当分の間、継続
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2020年度分 会合名 支給金額 2021年度分 会合名 支給金額

①12月18日 第69回例会 2万円 ①4月28日 第72回例会 2万円

②12月18日 全体会議 2万円 ②6月18日 第73回例会 2万円

③1月15日 第70回例会 2万円 ③8月20日 全体会議 2万円

④3月12日 第71回例会 2万円 ④8月20日 第74回例会 2万円

合計 8万円 合計 8万円

【事務局からの支払金額の表示】
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【研修委員会HP】
COVID-19 拡大の影響に伴う技術士CPD 登録の臨時運用対応

2020.5 eラーニングの視聴は形態「6-5」, 重み係数で「1」
2020.7    WEB講演会のオンライン視聴は形態「1」,重み係数で「1」
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https://www.engineer.or.jp/c_topics/007/attached/attach_7182_2.pdf

【技術士会HP（技術士CPD）】
CPD ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸVer.1.2 (2022 年 4 月)

3月迄のCPD

４月以降のCPD

https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/008032.html

⇒ CPD 新制度に主旨は継承された
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1. 2021年9月8日の文部科学省省令改正に基づき、新たに技術士CPD活
動実績の管理及び活用制度が開始

2. 文科省大臣通知により、技術士会が2021年上期より技術士CPD 実績
管理事業を展開中。(技術制度検討委員会がサポート)

3. 技術士会内に事務局（技術士CPD ｾﾝﾀｰ）を設置し、既に会員／非会
員を対象に技術士CPD 実績管理をしている。

4. 本事業の実施普及（ CPD制度の改革）は本会の重要施策。まず部会
には、自らのCPD活動の登録と広報をお願いしたい。
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原子力・放射線部門の技術士へ広報

i. 会員には、 CPD 時間数の記載登録 ⇒ CPD 認定証明 ⇒ CPD活動実績証明

ii. 非会員も仕組みは同上（費用等は異なる）

①技術士制度普及

②認知度向上

目的
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～技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始～

参考資料1-1

《ＣＰＤ活動実績の記載申請》

本会にＣＰＤ実績をＷＥＢ登録している方

本会にＣＰＤ登録されているデータと連携
しているので簡単に申請できます。

ｸﾘｯｸすると申請画面に

《CPD実績のWEB
登録・管理》
CPD実績の登録や
項目別年度別時間
数の管理など行え
ます。

記載申請

（従来通り）
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～技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始～

参考資料1-2
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～技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始～

参考資料1-3

3000円の料金支
払いエビデンス.
jpg（書式自由）
をULする

技術士ＣＰＤ
認定の申請料
金支払い
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https://www.engineer.or.jp/cpd/cpdrecord/a/members/pdf_nintei.php
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～技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始～

参考資料1-4

技術士ＣＰＤ認定証（某氏の例）
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～技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始～

参考資料1-5

1000円の料金支
払いエビデンス.
jpg（書式自由）
をULする

技術士CPD活動実績証明の申請料金支払い
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～技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始～

参考資料1-6
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a）技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/008032.html

b）技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の説明動画
https://www.engineer.or.jp/cpd/cpd-exp202112/

c）技術士CPD管理運営マニュアル Ver.1.1 (2021年9月8日)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8205_2.pdf

①技術士CPDガイドライン Ver. 1.1 (2021年9月8日)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8205_1.pdf

②技術士CPDガイドブック Ver.1.2 (2022年4月) 
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8032_3.pdf

③技術士CPDガイドブック Q＆A Ver.1.2 (2022年4月)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8032_4.pdf

④技術士CPDガイドブック（要約版）
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8032_5.pdf

14参考資料1-7
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1. 役員会等は、 WEB会議システム（MS-Teams）を利用して開催中。

2. 講演会は、WEB 講演会で年６回ペースで開催中。現状、会員等へ
の「遠隔個人」に限定して開催中。 ⇒c

3. 見学会は、 CPD行事として認められたweb見学会を計画中。

4. 各回で審査となった2021年度の対外活動費は、結果的には大学説
明会・原子力学会ブース出展等で約11万円が承認された。

i. 多くの大学は訪問しての説明はまだ難しいため、大学説明会はパンフ
レットの郵送配布とweb説明会のケースが多い。

ii. 原子力学会春の大会はブースのweb出展等を行った。アクセス数 は108
回、ユーザ数 は78名だった。

5. 2022年度の対外活動費の予算申請を行ったところ、 3月9日に事務
局より「承った」由の連絡があった。⇒d

6. 部会報の作成や月刊PEへの投稿は、従来通り推進中。

7. 統括本部が推奨する例会の「 Pe-CPD収録数の拡大」は鋭意推進中。

i. 2020年度の収録実績 VTRは3件

ii. 2021年度の収録実績 VTRは6件 ＋ 3件（6/26技術士CPD中央講座）

15

15

c：事務局より受領した2021年度例会の
「遠隔個人（一括支払い）」参加料収入
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参加料は、一律で500円／名とした

No 開催日 行事名（題目略称） 選択者数 費用

1 2021年8月20日 第75回例会 (ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ) 79名 39,500円

2 2021年10月15日 第76回例会 (SMR) 44名 22,000円

3 2021年12月17日 第77回例会 (放射線被ばく) 41名 20,500円

合計 164名 82,000円

【事務局からの支払金額の表示】



ｄ：事務局に受領頂いた
2022年度「B:対外活動費」予算の概要

No 活動内容 活動・費用の内容 費用

1 大学説明会 資料作成代、郵送料、国内旅費 126,210円

2 原子力学会への出展 Web出展料、資料作成代 107,500円

合計 233,710円

2022年3月9日メール回答（題目：原・放部会-2022年度対外活動予算案）
本文
「日本技術士会事務局でございます。標記、次年度の対外活動計画案を承りました」 17

【申請予算の内訳】

1. 進化した配信システムによるWeb例会講演会の開催
a. 当面は情報セキュリティ上、機微なテーマは避ける

b. 同時に配信のマニュアル化・普遍化（当番制）を推進

2. 同・Web見学会（含・予行演習：6/1）の開催
a. 2020年度に部会内WGで検討に着手し、2021年度の継続中

b. COVID-19まん延防止対策等で延期を繰り返したが、近日中に予行演習
（ロケハン）を実施し、９月までにWeb見学会を開催予定

3. 対外説明は、相手側事情に整合して活動
a. 大学説明会は、min. 実績校に既存パンフレット等を郵送。WEB説明会

が開催されれば出来るだけ参加。

b. 学会ブース出展は、WEB出展で実施予定。

c. 組織啓発活動は、COVID-19状況見合いで実施したい。

4. 部会報の執筆・月刊技術士への投稿
a. 部会報は、2022年5月に出版

b. 月刊技術士に鋭意、投稿中（7月号に福島第一原発事故10周年企画）

5. 上記の環境整備・開催等に向けた準備や要領は、WEB役
員会で議論する

2022年度の基本活動方針 (案)

18
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【詳細情報】

1. 映像編集の要件（例）：複数本の元映像を簡易カット編集。

a. CPD教材に相応しい技術レベルにある制作・見学内容であること
b. 見学対象が何であるか明確に判る説明映像が含まれていること
c. 技術的な映像資料(VTR,VR/AR/MR等)が30分以上含まれること
d. 可能であれば、ドローン空撮や360°カメラの映像が含まれること

2. 試行に必要な機材(合計約20万円)の調達（今回はレンタル予定）

a. 手元webカメラ ：インタビュアー用振れ止め付きカメラ（Osumo等）
b. HDRビデオカメラ ：4K動画を撮影可能なwebビデオカメラ （GoPro等）
c. 360°カメラ ：4K動画を撮影可能な半天球型等
d. マイク ：高感度360°マイク,指向性マイク,風除けカバー等
e. 各予備ﾊﾞｯﾃﾘｰ、各ｶﾒﾗｽﾀﾝﾄﾞ、遠隔ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ、microSDカード(複数個)等

COVID-19対策下で、既に映像資料（施設・建屋の紹介、事業内容の紹介等）を
保有する見学先の機関（組織、企業等）の協力を得て、WEB見学会として講演
会ｽﾀｲﾙのCPD教材を試行的に制作・編集する方法を検討中。
① 部会3名、見学先3名程度のチームで取材＋編集
② 独自の質疑応答が15分以上含まれ、質問と回答が充実した技術内容
③ 試行では、各映像資料、取材動画を簡易にカット編集
④ 講演会ｽﾀｲﾙで説明し、数個の動画を順次立ち上げ音声＋映像をVTR化

再録

1. 寺井会長の検討要望に応じて、2020年度の第4回役員会（1月15日）で
WGを組織し、企画検討に着手。WGLは岩原幹事。

2. 第1候補施設はJAEA楢葉遠隔技術開発センター(NARREC)と考え、2021
年2月、3月には、NARRECメンバーを交えて打合せを開催。

3. 2021年3月の役員会で第1候補はNARRECとした計画が承認。3月中に現
地訪問を計画したが、その後約1年COVID-19影響で訪問できない状況
が続いた。

4. 2021年5月14日に企画委員長・研修委員長にWeb打合せで説明。打合せ
の結果により、5月24日に計画・予算の承認願いを企画委員会に提出
したが、購入機材の予算（20万円）は認められなかった。但し、web
見学会はCPD行事として認められた。

5. 2022年6月時点の進捗状況は以下の通り。

a. 4月下旬にWGを開催し、 NARREC打合せと予行演習の日程等を議論した

b. 6月1日に予行演習を実施し、機器の接続テスト、配信テストを行った

c. 予行演習の結果を踏まえ、第1回Web見学会の詳細計画を検討中 ★追而★

20参考

20



行事計画（案）
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No 項目 回数 記事

1 新技術士講習会 １回 4月28日に開催

2 全体会議 １回 Web開催（本日）

特別講演会 １回⇒中止 6月17日は通常の例会講演会

3 技術士の夕べ (例会) ６回程度 WEB例会講演会を開催予定

4 見学会 ２回⇒１回 WEB見学会を開催予定

5 部会報 １回 体制,運営方針,新幹事を紹介

4    5      6      7      8      9     10     11     12      1      2      3 (月)

▲WEB例会講演会③

▲web見学会

▲新技術士講習会（4/28）

▲WEB例会講演会①

WEB例会講演会⑥ ▲

▲ WEB例会講演会②

技術士説明（大学、企業等など：訪問は検討中) 春の学会:WEB出展を計画▲

部会報▲

▲WEB例会講演会④

▲WEB例会講演会⑤

2022年度 CPD行事計画（案）

テーマ 実施時期

WEB見学会（JAEA楢葉遠隔技術センター(NARREC)予定） 6月以降の予定

１）Web例会講演会

２）見学会

テーマ 実施時期

第78回「ハイパーカミオカンデで探る素粒子と宇宙」、講師：
平出克樹氏（東京大学宇宙線研究所 特任准教授）

2022年4月28日(木)
18時～20時

第79回「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出
に関する計画について」、講師：松本 純一氏（東電）

2022年6月17日(金)
18時～20時

第80回「福島第一周辺の放射線の状況」(仮題)、講師：鳥居
建男氏（福島大、元ＪＡＥＡ)

2022年8月26日(金)
18時～20時

第81回「小型中深度処分対象廃棄物（L1）の処分計画の現状」
(同) 、講師：未定（交渉中）

2022年10月21日(金) 
18時～20時

第82回「廃炉ロボット技術」,「原子力による水素製造技術」,
第83回「倫理関係の講演会」,「加速器利用の現状」 より選定

2022年12月16日(金)

2023年2月17日(金)

22

※第82回以降は、ｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画が変更された場合はPGM変更の可能性あり
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議案２の「2022年度活動計画」(案) の、
ご清聴ありがとうございました

引き続き、

【2022年度 行事開催実績】 （速報）

① Web例会講演会 (第78回,4月28日開催)

② 新技術士講習会(4月28日開催) →参考1

③ 部会報の発行 (2022年5月予定)→参考2

23

①4/28web例会講演会（第78回）
１）4月28日 Web例会講演会（第78回 技術士の夕べ）

題目 ハイパーカミオカンデで探る素粒子と宇宙

講師 平出 克樹氏（東京大学宇宙線研究所 特任准教授）

参加数 ６２名（内、原・放部会員 １６名）

講演概要 カミオカンデによる超新星爆発からのニュートリノ観測、スー
パーカミオカンデによる陽子崩壊の観測等を経て、ハイパーカミ
オカンデによって宇宙の物質の起源と素粒子の統一理論の解明に
向けた研究概要と今後の展望について概説頂いた。

2021年度 行事開催実績速報

24

ｱﾝｹｰﾄご
意見

①素粒子物理学に触れることができ有意義でした。

②素粒子研究の最先端にいらっしゃる方の、生の
講演が聞けて大変参考になりました。

③専門外でしたが分り易い説明でした。

④最先端の話題をわかりやすく説明していただき，
とても良かったです。

⑤かなり難しい部分が有り、ｲﾝﾄﾛの部分での素人
判りのする説明が有れば良かったと思う

(主なも
の)

https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/008/008602.html開催報告等



② 新技術士講習会（4月28日web開催）

2022年度 行事開催実績速報

日時 2022年4月28日（木）15:00～17:30

場所 オンライン開催（Teams）

出席者 新技術士 参加なし（会議案内の配布が4/28以降となった模様）

研修技術者 田中将晴氏,原 孝光氏 (増田丈紀氏は例会講演会に参加)

部会幹事等 ８名

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1）合格祝辞と合格者への期待 和田部会長

司会） 2）部会概要紹介（5/21WEB研修会向け収録）→参考1 和田部会長

3）技術士制度の在り方とその国際的な位置づけ 白柳 幹事

白川 4）日本技術士会の活動と原子力・放射線部会の活動 岩原 幹事

副部会長 5）技術士登録,継続研鑽(CPD登録),APEC/IPEA 国際ｴﾝｼﾞ
ﾆｱ取得方法等

青山 幹事

6）懇談（合格者紹介および皆さんの体験談等） 全員

記事

新技術士
のｺﾒﾝﾄ等

① 技術士取得を目指した理由及び今後の抱負
② 継続研鑽（ＣＰＤ登録）について
③ 原子力･放射線部会の具体的活動内容についての質疑

応答

研修技術者
の方々

25

原子力・放射線部会
部会長 和田 隆太郎

26

①原子力・放射線部会WEB講習会：

2022年4月28日（木） 15:30～17:30

②CPD支援委員会合格者WEB研修会：

2022年5月21日（土） 16：40～

参考1



• ただ、試験合格は技術士活動の最初の一里塚。

• 個の技術士の価値は、

技術士CPD（継続研鑽）

技術者倫理

• タテ社会の中、技術士会はヨコの繋がりの価値もある。

• 各自、支えてくれた家族と合格の喜びを嚙み締めた後、技術
士としての自分の存在価値を考え、これから何をやっていくべ
きかを考えて頂ければ有難いです。

27

合格おめでとうございます。
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項目 内容 記事

規
模

登録者数 約５９０名 技術士補含む

会員数 約２６０名 上記の内数、準会員含む

組
織

部会長 和田 隆太郎 専門分野：核燃料ｻｲｸﾙ

部会長補佐 姉川 尚史 専門分野：原子炉の運転と保守

副部会長 丸下 元治
白川 正広

WEB・情報管理班の担当
総務・広報班の担当

役員(幹事) 8名：青山 敬, 天田 佳孝, 岩原 光太郎, 勝田 昌治, 菊池 裕彦,
白柳 春信, 中野 智仁, 山田 基幸（敬称略、五十音順）

S幹事 23名：統括本部委員、大学説明、地域連携、情勢調査等

地域ﾘｰﾀﾞｰ 3名：鈴木 将文(青森),神谷 栄世(福島),中村 晃(福井)（敬称略）

WGﾘｰﾀﾞｰ 常任3名：大学説明、組織啓発、地域連携

同上 単年企画1名：WEB見学会構想検討

28

S幹事：役員の職務を補佐する部会員（”S” ：Special, specific)



議事

（1）合格祝辞と原子力・放射線部会の概要説明（３分）

（2）講習会資料の説明

（3）懇談（合格者紹介および皆さんの体験談等）

29
原子力・放射線部会

「令和3年度合格者向け新技術士講習会（一次・二次合格者合同）」

説明資料
資料1：技術士制度の在り方とその国際的な位置づ

けについて（技術士Competency を含む）

資料2：日本技術士会の活動と原子力・放射線部会
の活動について（概要）

資料3：技術士登録,継続研鑽(CPD 登録を含む), 

APEC/IPEA 国際エンジニア取得方法等

部会HP > 部会活動状況 > 講演会・見学会等 実施報告（2022年度）
https://www.engineer.or.jp/c_dpt/nucrad/topics/008/008603.html 29

1. 例会講演会（６回／年）の開催 ：CPD行事

2. 部会報と、技術報告集の発刊

3. 見学会（１～２回／年） ：CPD行事

4. ＷＥＢ見学会の構想検討・創造

5. 上記を踏まえた地域会員との連携

30

【2021年度のWEB例会講演会のテーマ】：６回

開催日 題目 講師

4月28日(水) チェルノブイリの今 石川 秀高氏

6月18日(金) 福島第一原子力発電所（1F）の廃炉の進捗と技術戦略 中村 紀吉氏

8月20日(金) エネルギーミックスの展望 秋元 圭吾氏

10月15日(金) 小型モジュール炉（SMR）の開発・建設計画と国際動向 木村 謙仁氏

12月17日(金) 放射線防護の外部被ばくの2つの線量概念とその体系 岩井 敏氏

2月18日(金) 医療用小型加速器の現状と将来展望 渡部 浩司氏 30



1. 大学への技術士制度の説明会

2. 原子力学会（春の大会）への展示（ｗｅｂ等）

3. 企業等の組織啓発活動（コロナ後に再開予定）

31

【過去に説明会を実施した大学】：１３大学
（2019年の開催順）

茨城大学、近畿大学、東北大学、九州大学、
東京都市大学、東京工業大学、京都大学、名古屋大学
福井大学、長岡科学技術大学、福井工業大学
東海大学、首都大学東京

31

ご清聴ありがとうございました

原子力・放射線部会長 和田 隆太郎

32

32



33
参考2

１．部会長からのﾒｯｾｰｼﾞ 部会方針、取組み概要、注力ポイント

２．2021年度活動報告 活動全般,合格者歓迎会,部会会合の回
数,講演会（講演案内,講演OHPへのHPリ
ンク有り）

３．部会幹事の紹介 丸下 元治, 勝田 昌治, 岩原 光太郎, 山
田 基幸, 青山 敬, 白柳 春信, 天田 佳孝,
鈴木 将文, 菊池 裕彦（敬称略、掲載順）

４．2021年度全体会議 議事次第と会議資料HPリンク

５．活動トピック (1)Web化の推進
(2)東日本大震災10周年企画

６．部会情報 (1)会員数, (2)新規入会人数

部会報HPリンク（仮）： https://www.engineer.or.jp/members/c_dpt/nucrad/topics/008/attached/attach_8671_4.pdf 33


