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【巻頭言】  継続は力なり                                                      

 

日本技術士会千葉県支部が発足して今年は 5 年目を迎えました。思い起こ

しますと千葉県技術士会が発足したのが 1992 年でその発起人の一人として

相談を受けた記憶が蘇ります。当時から千葉県に在住する技術士は多く、そ

の高度な専門技術を組織的に活動することによって、地域社会に貢献してい

くことが求められていました。 

 

千葉県技術士会には発足と同時に千葉県在住の多くの技術士が参加され、

活発な活動が20年間継続されてきました。2012年日本技術士会千葉県支

部の発足とともに千葉県技術士会の組織が移行され、多くの会員と活動が継続されて今日に至っていま

す。 

 

支部の組織は企画、総務、広報、活動推進の４委員会で構成され、活動推進委員会には産学官連携、企

業支援、技術相談、防災支援、科学技術・理科支援、技術教育支援の 6 チームで活発に活動が行われて

います。 

 

技術革新や地域の固有の課題は多く、その解決に当たる技術士も個人の専門分野の深耕と同時に他分野

の研鑽活動が求められています。このため CPD 活動も多義にわたる適切なテーマが設定され、間もなく 50

回を迎えようとしています。 

 

千葉産業人クラブの会員企業を初め行政の企業支援組織（千葉県産業振興センターや千葉市産業振興

財団など）と多くの中小企業の製品開発や生産性の向上に千葉県支部の会員が貢献できるチャンスはまだ

充分に生かされているとは言えない状況です。 

 

県内の中小企業数も年々減少しています。業績が好調でも後継者難で M&A の対象となり企業の存続が危

ぶまれています。こうした企業の再生や起業を目指す人たちの支援に経験豊富な技術士が積極的に参加し

ていくべきだと考えます。 

 

新たに技術士に合格された方々がこうした課題に取り組むためにも千葉県支部広報委員会に積極的にアク

セスして共に継続的な活動を発展していくことが望まれます。 



          

 

当 Web 会報も 5 号を迎え、経験豊富な会員の活動事例が継続して紹介されています。 

「継続は力なり」と言われるように、こうした活動が支部の活動として地域に根付いて行くことを期待したいと思

います。 

 

日本の産業構造は 1973 年、1979 年の 2 回にわたるオイルショックで重厚長大型の産業構造から軽薄短

小型に変革を求められ、同時に日本の終身雇用制度も企業の構造改革で転換期を迎えました。私事になり

ますが、ちょうど期を一にして 1975 年の技術士試験に合格し日本技術士会の会員登録をいたしました。 

 

千葉県技術士会が発足した当時はベンチャー企業を立ち上げて間がなく経営に専念せざるを得ませんでし

たが、2012 年現役引退をして再び千葉県支部の活動に戻り、微力ながら貢献できたらとの想いで活動をし

ております。 

  



          

 

 

【技術士事務所のための知識・情報】独立予定の有無にかかわらず、実践的で役立つ情報のコーナーです。     

【新幹線はグリーン車に乗ろう                       化学部門 秋元英郎】 

技術士業務では顧客が地元とは限らず、長距離の出張はよくあることです。そこで、新幹線の利用について

考えてみましょう。東海道・山陽新幹線の座席は普通車とグリーン車に分かれます。出張を快適に、しかも移

動時間を有効に使うならグリーン車に乗るべきです。理由はいくつかありますが、代表的なことを書き上げて

みます。 

 

1) 何より普通車よりも快適です。座席の幅、ピッチが普通車よりも広いのですから当然と言えます。 

2) N700 系の場合、普通席では 2 人あるいは 3 人で 1 つの電源を共有する必要がありますが、全席に電源

が確保されています。ただし、７００系の場合は最前列あるいは最後列のみに電源があるので、避けるべ

きです。 

3) グリーン車に乗ると仕事の能率が上がります。やはり、ビジネスマン用の空間仕様になっているのでしょう。

東京から新大阪まで約 2 時間半に対して約 4000 円で済むのです。自分の時間報酬と比較してみれば

わかります。例えば、時間報酬が 2 万円、仕事の効率が普通車に比べて 30％向上するなら、15000 円

分の効果が期待でき（2 万円ｘ0.3ｘ2.5=1.5 万円）、料金に投資するよりはるかにリターンが大きいことが

わかります。 

4) セルフイメージのアップにつながります。「私にはグリーン車に乗る価値がある」と自分の潜在意識に刷り込

むことによって自信につながり、報酬設定の時に安い値段を提示しなくなります。 

5) 自分とクライアントのブランド価値をつくります。あの先生はいつもグリーン車に乗っていると知られることで、

あの先生のフィーは高そうだと周りが勝手に思ってくれます。また、クライアントもグリーン車に乗ってくる偉

い先生の指導を受けているということで、クライアントのブランド価値も上がります。 

 

とは言え、グリーン車も安く乗りたいというのは人情です。そこで私が時々利用している方法をお伝えしましょう。

そもそも飛行機と違って新幹線にはあまり割引制度がありません。元乗り鉄の私でもなかなか良い方法が見

つけられませんでしたが、EX-IC を使って 3 日前に予約する IC 早特が凄いことを知りました。 

東京～新大阪の値段は IC 早特が 14400 円、普通の指定席運賃が EX-IC で 13370 円と約 1000 円しか

違いません。 

 

ただし、IC 早割の欠点がひとつだけあります。IC 早特は「早朝ののぞみ」あるいは「ひかり、こだま」を使う必要

があるのです。それでも、所要時間 20～30 分程度伸びる分は仕事が進むと考えればいいのです。 

 

それでは、東北新幹線や北陸新幹線に設定されているグランクラスはどうでしょうか？仕事をしたいのであれ

ばお勧めしません。意外と作業スペースが小さいこと、アルコール類が飲み放題でついつい飲んでしまいたく

なり、仕事にならなくなることという欠点があります。プライベートな旅行であればとても快適ですから是非一度

は乗ってみてください。 

以上 



 

安藤技術士事務所 開設 

安藤技術士事務所 所長 

安藤 克己 

技術士（機械、金属、総合技術監理） 

労働安全コンサルタント 

 

平成 28 年 5 月 20 日に、安藤技術士事務所を開設しました。 

材料技術とトライボロジーの専門家として、課題解決・提案型の技術コンサルタントを目指しています。  

 

平成 28 年の活動実績は次のとおりです。   

7 月 黒崎播磨（株）記念講演会 講演：  

：製鉄設備における材料技術・トライボロジー 

9 月 新規開業技術士支援研究会 講演 

：安藤技術士事務所のご紹介 

 

年末までに、安藤技術士事務所のホーム

ペ ー ジ （ https://pe-ando.com ） を 制 作 し 、  

平成 29 年元旦に公開しました。今後、有用

な情報を発信していきたいと思いますので、 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貼 ）



 

世界最大のゴム・プラスチック展（K2016）の視察と 

視察報告会の自主開催 

秋元技術士事務所 所長 兼 プラスチックス・ジャパン株式会社 社長 

  秋元英郎（化学部門） 

 

◆私の技術士活動の中心はプラスチックである。そのプラスチック分野で３年に一度開催される国際展

示会がドイツで開催された（１０月）。非常に大規模な展示会であるため、視察に行っても何を見たら良い

のかわからないという声を良く聞く。 

◆私が顧問をしている一般社団法人プラスチック工業技術研究会では、近畿日本ツーリストとの共同開

催行事として K2016 視察ツアーを開催し、私は射

出成形分野を中心に見学するコースのコーディネ

ーターとしてツアーに同行した。コーディネーターと

してドイツに行くのは２０１３年に続き２回目であ

る。 

◆コーディネーターの役割は業界の第一人者とし

て参加者に事前情報を伝えると共に、訪問すべき

ブースに連れていき、その場で解説を行うというも

のである。ツアーにはコーディネーター無しのコー

スもあるが、多くの参加者が３０万円程度のアップ

があってもコーディネーター付きを選んでいる。 

 

◆帰国後には、私が設立したプラスチックス・ジャパン㈱のサイトに報告書をアップし、紙媒体の３雑誌に

も記事を執筆中である。 

◆帰国後のイベントの中で、特に伝えたいのは、報告会を自主開催したことである。帰国３週間後のタイ

ミングで大阪市内に２０名入る会議室を借り、WEB サイトへの掲載とメルマガで告知して集客した。 

◆２時間の講演に対して参加費は１万円であったが、２０人の定員は埋まって満席となった。また、聴講

御礼のメールに対しても感謝の言葉が多く返ってきた。このように自分で企画することで集客の反応や参

加者からのフィードバックが直接返っ

てくるというメリットを実感した。 

 

◆このような活動を自分の会社のサ

イトで発信することで、サイトのアクセ

スは今年の後半になって急激に増

え、業界での認知度がさらに高まっ

た。また、本業としてのコンサルティン

グ業務の引合いが増え、単価アップ

も実現できている。 

 

以上

 

 



地域に根差した防災啓発活動 

－ マンション管理組合主催の防災講演会 － 

一般社団法人 話力総合研究所 理事長        

防災支援委員会委員 兼 支部幹事 防災支援チーム 

防災士、防災・危機管理者 秋田義一（情報工学） 

 

1. はじめに 

支部防災支援チームは、主として次の 3 つを柱に活動している。第一に、「県内自治体と協定を結び、

災害時に技術的な支援を実施」。第二に、「防災・減災意識の啓発と実践」。そして第三に「市民活動への

参加」である。これらの活動の一環として、マンション管理組合が主催する防災講演会で講演を行ったの

で、その概要を報告する。 

2. 防災講演会実施の経緯 

平成 27 年 3 月 28 日に支部内 CPD 講演会において、「防災、災害情報を１０倍活用する方法」という演

題で、来るべき突然の大災害の備えについて話をした。この講演会に参加していた会員から、「私が住む

マンションで、管理組合の役員を中心に、防災の取り組みを行おうとしている。今後支援してほしい。」と

の依頼があった。まずは、西船橋のマンションで、「防災情報をいかに生かすか」と題して講演を行った。

この講演会場にマンション管理会社の担当者が同席しており、私の話を聴いた。私がどんな話をするの

か、マンションを管理する担当者として心配だったのかもしれない。講演を終えると、この担当者から声が

かかった。「当社で管理しているマンションが県内にいくつもある。多くで、防災の相談を受ける。支援して

もらえないか。」 まずは 12 月に松戸で、平成 29 年の２月には津田沼で実施することになった。 

3. 講演の内容 

 講演の要点は次のとおりである。 

・巨大地震は必ずまたやってくる ・過去の災害の教訓を生かせというけれど、「教訓は生きていない」 ・

心理的なバイアスが邪魔をして教訓は生きない ・「教訓は生きない」という教訓を生かすため、災害時

の行動を習慣にする ・地域での防災の取り組みを紹介 

4. 参加者の反応 

 平成 29 年 1 月末時点で、西船橋と松戸で、それぞれの管理組合役員向けに講演した。どちらも参加者

は２０名前後だった。約９０分の話を熱心に聴いてくださった。「今後どのように活動すればよいか」、「管

理組合役員だけでなく、住民を巻き込むにはどうしたらよいか」など多くの質問を受けた。講演を聴いたこ

とが契機となり、今後の課題がより明確になったようだ。 

5. 今後の展開 

 マンション管理会社の支持もあり、いくつかのマンシ

ョン管理組合での防災講演活動は今後も継続しそう

である。また、マンションだけでなく、地域のコミュニテ

ィにも広げていきたい。この講演活動は地域の防災啓

発のきっかけに過ぎない。今後もコミュニティでの防

災活動が継続し、進化するよう防災支援チームとし

て、チームリーダを中心にメンバが協力して支援活動

を進めていきたい。 

 

 



 

技術者倫理を説明 

 

 

川畑真一（電気電子，情報工学，総合技術監理） 

 

  

◆ 12 月に機会を得て，新潟県小千谷市にある JR 東日本の信濃川発電所にて「技術者倫理」の説明を

行いました。 

◆ 社員の方への説明ということで，「技術者倫理」の初歩を前振りに，マスコミを賑わせた「三菱自動車

の燃費不正問題」を主題としました。2000 年，2004 年に事件を起こして社長以下，全社をあげて大

反省をしたはずなのに，なぜ，三菱自動車では不正が再発したかをプロジェクトマネージメントの視点

を加え，報告しました。 

◆ 約 2 時間の説明でしたが聴講された社員の方からも活発な意見があり，「技術者倫理」に対する JR

東日本の取組の熱心さを感じることができました。 

◆ JR 東日本のご好意で，信濃川発電所の取水から導水，貯水，発電，送電までの各設備を見学させて

いただきました。鉄道会社とはいえ，私企業でこれだけ大規模な設備を維持，運用することへの並々

ならぬ努力に加え，地域との融和を積極的に図る姿勢に感銘を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「食の安全の確保」と「収益性の向上」支援で 

     社会貢献をめざすスペシャリスト集団       

合同会社 チームみらい技術士事務所              

代表 新宮和裕 （農業部門：農芸化学） 

 

（同）チームみらい技術士事務所は、食品事業者の品質や収益性の向上を支援することで、「食の安

全・安心の確保」と「人々が豊かに暮らす社会の実現」をめざすスペシャリストのネットワーク組織です。 

弊社は 2013 年 1 月に社員 5 名の体制で創立し、今年で 4 年目を迎えましたが、その間にメンバーは

兼業のメンバーを加えると 10 名に増えました。所属する社員は、それぞれに食品衛生、生産管理および

商品開発などに優れたスキルを有しており、これらの個々の専門的なスキルをネットワークでつなぐこと

にで、大手のコンサル会社に匹敵する組織力を発揮することが可能となりました。 

設立の発端は、団塊世代の方々が定年を迎える時期になり、定年後もこれまで蓄積してきた技能を生

かして、世の中のお役に立ちたいとの気持ちを持つ仲間が協力してやろうといくことになったことです。 

 

食品製造業は９８％以上が中小企業という業界独特の特性がありますが、そのような環境の中で中小

企業が共通して抱える課題は、「人、物、金、情報」の経営資源に乏しいことです。そこで、弊社において

は、支援のターゲットを中小企業に定め、中小企業が抱えている課題の解決を支援するための事業を行

うことにしました。 

① 人材育成の支援 

事業運営で最も重要な課題は、人材の育成です。人的資源をいかに有効に活用するかは、人材の育

成に掛かっていますが、中小企業には人材を育てることができるコーチが不足していることが悩みと

なっています。そのため、弊社では、中小企業のキーパーソ

ンを育成する支援を行っています。具体的な例としては、  

日本農林規格協会（ＪＡＳ協会）や日本食糧新聞社から委託

を受けて、種々の講習会を定期開催しています。また、企業

の要請を受けて社内教育の支援も行っています。 

                                                                

② 食品工場の改善や商品開発の支援 

 国内外の食品工場で抱える工程トラブルによる品質や生産

性に関わる問題を改善する支援を行っています。問題発生の原因究明から解決までのプロセスにお

ける改善支援を行うわけですが、この支援過程においては人材育成のＯＪＴも兼ねて行っています。

また、必要に応じて微生物検査の実地指導などの実技面での指導を行っています。 

 さらに、生産性を向上させるために生産管理システムの構築などについても支援を行い、収益性の

向上に繋がる活動を行っています。併せて新商品の開発に関わる技術支援も行っています。 

 

③ ＩＳＯ22000 等の認証取得と現場での定着の支援 

 食品の安全に関わるグローバルスタンダードであるＩＳＯ２２０００の認証取得の支援と導入した管理

システムが、製造現場に定着し機能する体制つくりの支援を行っています。近年、「食の安全性」に関

わる意識の高まりにともないＩＳＯ22000 等の認証取得が新規取引の条件となりつつありますが、中小

企業にとっては自社の力だけでは取得が難しいため、この支援はニーズの高い支援となっています。

 



 

平成28年の技術士活動の成果 

 

（白兼技術士事務所） 

（白兼孝雄、生物工学部門） 

 

専門分野は、酵素科学、微生物学などです。平成28年の技術士活動の成果を報告します。 

(1) 執筆（専門誌） 

① 月刊 ＪＡＳ情報： 「業界の動向 わが国における食品用酵素の産業小史」、第 51 巻 5 号（2016 年） 

  JAS 情報ピックアップ （http://jasnet.or.jp/4-shuppanbutu/4.1.2.1.html） 

② 年 2 回刊 食品の包装： 「食品用酵素 特集 酵素科学概論」、第 48 巻第 1 号（2016 年） 

  包装食品技術協会 （http://www.pfi-aichi.org/） 

                      

(2) 執筆（新聞紙） 

① 週刊 食品化学新聞： 「食品技術士リレーシリーズ Ｌ-グルタミンと食品用酵素」、2016年6月2日号

② 週刊 食品化学新聞： 「食品技術士リレーシリーズ 酵素科学の来歴」、2016 年 11 月 24 日号 

  食品化学新聞社 （https://www.foodchemicalnews.co.jp/） 

(3) 講演 

① 日時： 2016 年 10 月 5 日 

② 会合名： 平成 28 年度 技術士とＦＡＭＩＣの情報交換会 （技術士 ３題、ＦＡＭＩＣ ２題） 

技術士： 公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 

        ＦＡＭＩＣ： 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター （http://www.famic.go.jp/） 

③ 演題（白兼担当）： 食品危害要因の検出法について ～特に酵素を用いる検出法の事例について～ 

(4) 選考委員 

(A) 平成28年度（第12回）若手農林水産研究者表彰選考委員会 （座長 1名、委員 7名） 

① 日時： 2016年9月16日   ② 場所： 農林水産省 

  農林水産技術会議 （http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/161031_52.html） 

(B) 若手農林水産研究者表彰式 
① 日時： 2016年１2月14日   ② 場所： 東京ビッグサイト 

  アグリビジネス創出フェア 2016 （http://agribiz-fair.jp/） 

以上 

 



 

平成 28 年 技術士事務所 活動報告 

セミナー講師～新聞・雑誌の執筆活動 

竹内技術士事務所 所長 

竹内利一（機械部門） 

 

平成 27 年 1 月に開業はしたものの、後任者の育成でなかなか会社を辞められず、結局平成 28 年 3

月に退職。実質 4 月より技術士事務所としての活動を開始し、以下のような活動を行いました。 

 

■セミナー講師 

 5 月 20 日、日本テクノセンター主催で「機械の自動化・自動化設備の安全設計

ポイントと構築事例」を開催しました。 

 6 月 29 日、技術情報協会主催で「生産性向上のための自動化設備のチョコ停

対策」を開催しました。 

キーワード：自動化設備、生産性向上、チョコ停対策 

 

■新聞記事の執筆 

 3 月 3 日、日刊工業新聞の「モノづくり革新のススメ」に「自動化設備

の革新は導入後に始まる」の原稿が掲載されました。 

 

■雑誌記事の執筆 

 8 月 5 日、月刊「Biglife21」の「皆さんの課題に専門家が答える！企

業のお悩み相談室」に「新規調達先および資材の認定」が掲載されま

した。 

 

■ネット配信記事の執筆 

2 月 8 日、ものづくりＣＯＭの生産マネジメントの技法解説に「自動

化設備の評価方法」が掲載されました。 

5 月 24 日、ものづくりＣＯＭの生産マネジメントの技法解説に「自動

化設備の設備故障・チョコ停対策」が掲載されました。 

8 月 3 日から 5 週にわたり、ものづくりの現場で働く技術者向けユー

ザー参加型メディア「ものづくりニュース by aperza」に、「自動化設備

の生産性向上策」が掲載されました。 

 

■日本技術士会活動 

日本技術士会機械部会の幹事をしています。その関係から、8 月 7 日、機械の日関連行事『日本技術

士会機械部会主催で子供から大人まで参加できる「おもしろ実習教室」摩擦によって動力を伝えてフラフ

ープを回す人形作り』のお手伝いをしました。 

以上

 



 

大規模施設園芸と植物工場に関する講演・支援・執筆活動 

 

一般社団法人日本施設園芸協会   

土屋 和（農業、総合技術監理部門） 

 

１．はじめに 

農林水産省の攻めの農業の一環として、次世代施設園

芸と呼ばれる大規模な施設園芸団地の整備が全国 10

箇所で進められている。そこでは 3～4ha 規模の温室と、

種苗生産や集出荷施設により、一気通貫での園芸生産

がトマト、イチゴ、キュウリ、パプリカ等で行われている。

千葉県においては次世代施設園芸に次ぐ規模（約

1.5ha、写真）のトマト生産施設が長生郡に近年整備さ

れ、大規模施設園芸への関心が高まっている。 

 

２．千葉県内トマト生産者向けの講演活動 

2 月 3 日に、公益社団法人千葉県園芸協会や千葉県トマト協議会等の主催により、千葉県園芸協会種

苗センターにおいて、第 2 回「ちばの園芸」技術展示会が開催された。私は「大規模施設園芸における生

産管理システムの構築」として県内のトマト生産者や関係機関に向けた講演を行った。他県で整備が行

われ生産や販売活動が進んでいる次世代施設拠点の事例紹介とともに、生産性を飛躍的に高める植物

工場技術の導入と、大規模化で必須となる組織体制の整備、人材の育成、安全衛生管理、労務管理な

どの管理面でのポイントも紹介をした。 

参加者からは大規模化による費用負担を心配する声も出たが、生産技術や管理技術を向上させなが

ら、大量安定生産により契約販売を行い、経営基盤の強化につなげることを強調した。 

 

３．千葉県農業指導機関に対する支援活動 

その後、講演内容に関して、千葉県長生農業事務所より、大規模施設園芸における生産管理や労務管

理についての問い合わせがあり、具体的な生産計画や作業計画の立案や運営の手法、植物体の生育モ

ニタリングによる栽培管理の手法などを紹介した。農業事務所側では、従来の農業現場での指導ではこ

うした手法はあまり取り入れておらず、今後の実践と普及が期待された。 

 

４．執筆活動等 

独立行政法人農畜産業振興機構の依頼により、植物工場の動向や前述の大規模施設園芸での管理技

術を中心に機関誌の「野菜情報 2016 年 8 月号」に「植物工場をめぐる現状と課題」として執筆を行った。

https://www.alic.go.jp/content/000127162.pdf 

また 10 月 15 日に開催された生物工学部会秋の例会においても、「次世代農林水産業における技術士

の役割」として、農業部門を中心とした技術士の協業と、大規模施設園芸への取り組みを紹介した。 

以上 

 



 

書籍執筆（共著） 

技術士・博士から技術者・研究者への提案 -第２号- 

 

キヤノン株式会社 成形技術３３開発室 

紅谷喜之（機械部門） 

 

 技術士・博士共同出版研究会から昨年７月に発行された、題記書籍に寄稿した。本書では６名の著者

が、それぞれの立場、視点から、技術者、研究者のスキルアップのための提案を述べている。 

 

【目次】 

 １．目指せ！米国 PE -第２回 資格取得のメリット- 

 ２．技術コンサルタント体験記 -その２ 

    〜資格取得のきっかけと道のり〜 

 ３．技術コンサルタント体験記 -その３ 

 ４．コミュニケーション技術の勧め 

 ５．知財部員が技術士を取得したら 

 ６．技術士になるための実務経験 

 ７．社会人博士課程での学位取得 

 

 このうち拙稿は「６．」であり、自らの会社業務を振り返り、技術士に必要なことを習得するのに有益だっ

たと思うこと、及びそれにもとづく業務遂行方法についての提案をさせていただいている。特に企業内技

術士の方々に、共感していただける部分があるのではないかと考えている。ぜひお手にとっていただき、

意見、感想等寄せてくだされば幸いに思う。 

 

 また他の著者の記事では、技術士以外の資格、学位取得や、特許庁任期付審査官受験等を通じての、

提案に触れることができる。目次をご覧になるだけでも、興味をそそられるものがあるのではないだろう

か。 

 

 本書は一部オンライン書店でのみ販売されており、さらには前刊の「第１号」は販売期間を終え、無料配

布されている。いずれについても入手方法は、「技術士・博士のためのスキルアップ法の研究」のウェブ

サイトを参照願いたい（http://gijyutsusha-kenkyusha.com/index.html）。 

 

 最後になるが、本書と同趣旨の出版活動は、続刊に向けて継続されている。著者としての参画等にご

関心のある方も、上記ウェブサイトから、会にアクセスしていただきたい。  

以上

 

 

 



          

 

【アクティブ 45＋】仕事以外の分野で若者に負けない活発な活動をしている会員を紹介するコーナーです。        

サラリーマンや技術者人生の枠に囚われない「豊かな人生を過ごす」ための資産運用は若いうちから 

化学部門 時合健生 

私は新卒で入社した I 社にずっと所属しております。半導体材料、LP ガス販売、潤滑油

（冷凍機油）の開発、及び有機 EL 材料の開発を経て、現在は、品質・安全等の業務を担

当し、研究開発者や事業所の縁の下の力持ちになっています。 

 

ひょんなきっかけから相続資産の資産運用にはまっています。 

 

父が 10 年前、母が７年前に亡くなりました。また、長男の長男という立ち位置でしたので、時合家全体の資

産（プラス資産もマイナス資産の両方）を管理運営することになりました。 

 

私（時合家）の資産経営の一例として 2017 年度の年始に思案しました「収入の部、支出の部、目標値と資

産経営の方針」を紹介します。この内容は、SWOT（強み弱み分析）など事業経営と同じ要素がちりばめられ

ています。昼間の仕事と事業対象が異なるだけで、取り組みの考え方や姿勢は同じです。また、経営者とし

ての資質も求められます。 

 

なお、具体的な金額、名称を書くことができないため、○○という表現をしています。また、金額の部分は桁

数を表している訳ではありません。 

 

【収入の部】 

１．労働力（と言う資産）と他の資産を含む資産経営 

（１）私の労働力は、I 社の職務に充当し定年退職する。概ね年間収入約〇〇万円である。妻は主婦（時合

家の女将）とする。 

（２）定年退職後、〇〇投資・〇〇経営、金融資産等の運用に専念する。本家（家屋・墓）の維持管理を行

い、当主の責務を全うする。これらに労働力を支出する。 

 ①〇〇投資は、再現性がある得意分野にし、常時資金調達ができるようにする。 

 ②金融資産は、海外資産を含む 適なポートフォリオ（資産配分）を策定し投資を行う。 

（３）資産形成を通じて、投資ファミリーや投資一族の形成を行う。 

 

２．目標【資産形成～ストック（資産）が働く～お金が働き稼ぐ】     

（１）５５才～定年退職前に純資産の増加を、〇〇千円以上/年（税引前）にする。 

（２） 終的（８０才）に、純資産を約〇〇億円に増加する。途中の目標値は、６０才で約〇〇億円、７０才で

約〇〇億円にする。 

       

【支出の部：お金の有効な使い方、楽しみ方】 

１．当主としての活動（ご先祖様への支出） 

(1)法事の開催、及び墓（地）の維持管理に支出する。 

(2)田畑の維持管理（税金、整地等）、本家の維持管理（リフォームや建替等）に支出する。 

 



          

 

２．住環境への支出 

(1)当面、借上げ社宅を利用する。 

(2)退職前後に、マンション（又は持家・収益戸建・オーナー部屋付新築マンション等）を資産管理会社の社

宅か住宅ローンで購入し、故郷と複数ヵ所で生活する。 

(3)子供たちが近隣に就職している場合、結婚するまで同居してもよい。その支出は子供の労働所得から一

定の費用を支出する。 

 

３．生活への支出         

(1)昼間の労働所得を生活費に支出し、退職後は年金等を生活費に充当する。 

(2)時合家の資産収益（収入）は、住環境の維持や生活に過度に支出（依存）しない。 

 

４．投資としての支出及び資産の利用・処分 

情緒（惻隠の情、自主独立等）と日本の歴史に基づく経済道徳を大切にし、自己成長させる投資活動を行う。

価値あるものを安く買い運用する。又、投資基準を作り周囲や流行に流されない。マイスター（資産形成に

成功している人）を作り師事し、マイスターに相談の上、柔軟に運用する。 

(1)相続資産は、インカムゲイン・キャピタルゲインが得られる投資として支出する。   

(2)相続資産は、分散投資・長期投資を行う。 

①低収益資産（低利預金、未利用宅地、農地・山林）を高収益資産に組み替える。 

②相続資産及び収益（収入）は、換金性が高い収益不動産に組み替える。 

③社債、株、投資信託等の金融資産（ドル建基準）の運用等を行う。 

④収益不動産（※１）を複数の資産管理法人（合同会社）で所有する。 

（※１賃貸サービス事業を介し社会貢献する） 

 

資産経営の数値目標はプライベートなことなので、〇〇表示ですが、企業経営と同じく数値目標を設定し、

何のために、何をいつまでのどうするという考え方を紹介しました。また、4 半期ごとに資産の組み替えと損益

チェック、資産管理法人（※２：家族が代表者のため、私の労働力は副業に該当していませんので付記しま

す）の決算報告などで経営の PDCA も同時に回しております。 

趣味の域を超え、かつ、昼間の労働所得を遙かに超える資産形成の活動＝大きな責任（家族、資産経営

に携さわる多数の人々や企業など）を担っています。 

お金に疎い研究開発者が多い中で、豊かな老後及び現役世代の資産形成、例えば、 

（１）資産（あなたの人的労働力、金融、金、不動産等）とは？ 

（２）負債（利益を生む、生まない、マイホームは資産ですか）とは？ 

（３）各種の資産や負債に対し、個人や家族としてどう向き合うのか？ 

技術士会のイベント等でお会いする際、声掛けや雑談をして頂ければ幸いです。（※３：個別の金融商品や

不動産・金等の斡旋等ではございませんので、誤解無きよう付記します） 

 

後に現在、本部の委員会（での委員）活動を主に行っていますが、千葉県支部も含め各種のイベントに出

席及び関わりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

活動のモットー（信念）は、サラリーマンや技術者人生の枠に囚われない「豊かな人生を過ごす」です。 

 



          

 

【編集後記】                                                              

 

千葉県支部の会報第 5 号をお届けします。第 3 号では 2015 年の業務を募集しましたが、今回の第 5 号で

も 2016 年の業務紹介を募集し、多数のご応募をいただきました。また、スペースもおひとり 1 ページと拡充さ

せていただき、より実際の活動の様子をわかりやすく伝えられるようにできたと思っています。 

 

技術士法第 1 条、第 2 条を持ちだすまでもなく、技術士には業務を行う義務と業務を通じて科学技術と国民

経済の発展に貢献する責務があります。お互いに公開可能な範囲で公開することで、刺激し合って業務の

質を高めていく必要を感じています。 

 

千葉県支部のホームページでは会報の 1～４号も資料庫に保管しています。併せてご活用いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

この会報についてご意見を chiba●engineer.or.jp までお寄せください。 

 (※迷惑メール防止のために「＠」を「●」に換えて掲載しています。ご連絡の際は、「●」を「＠」に書き換え

て送信してください。) 

（広報委員 会報編集担当 秋元英郎） 

-------------------------------------------------------------------------- 
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