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【巻頭言】 令和を迎えて                     千葉県支部長 川畑真一   

                                                                

  平成から令和に改元されることとなりました。皆様，この改元を機に心

機一転して業務に取り組もうとされる方も多いと推察します。日本技術

士会千葉県支部も発足して今年で７年目を迎え，この改元を機に大き

く羽ばたきたいと考えます。 

 

 現在の千葉県支部の活動をご紹介します。千葉県支部はほぼ毎月

CPDの行事を行い，継続研鑽の機会を提供しています。これに加え，

支部が会員となっている千葉商工会議所，千葉産業人クラブ，東葛テ

クノプラザの行事も同報メールで紹介して研鑽の機会を増やしていま

す。 

 

また，有志による技術相談など県内中小企業の支援，産学官の連携に取り組み，技術士業務の拡

大を図っています。一方では，これも有志により教育の支援として，理科教室の実施，高校での研

究発表の助言・出前授業，大学への講師派遣などを行っています。これらに加え，防災に関して千

葉市と「災害時における応急対策及び災害 復興の協力に関する協定」を締結し，さらに千葉県内

の災害対策士業等連絡協議会に加盟して活動の範囲を広げようとしています。 

 

このように支部発足以来千葉県支部は諸先輩のご努力で活動の礎を築いて参りましたが，令和の

時代はこの礎を基に，活動の参加者を増やす，活動の場を増やす，新たな活動を始める，新たな

活動パートナーと連携するなど，支部活動が大きく羽ばたく時代になると感じています。大きく羽ば

たくためには会員の皆様のご協力が不可欠です。県民に「これも技術士の活動なのか」と関心をも

っていただき，技術士の地位を向上するとともに千葉県の発展に寄与していきたいと考えます。 

 

千葉県支部は会報の月刊「技術士」を千葉県内に送付している会員 1000 余人を擁しています。し

かし，調査によると，千葉県内に居住しながら県内に会報を送付していないため，千葉県支部会員

になっていない方が150人ほどいらっしゃるそうです。この方々も千葉県支部の会員になっていただ

き，部会のサービス，統括本部委員会のサービス，登録グループのサービスに加え，千葉県支部

のサービスを享受し，千葉県支部の活動に加わっていただき，大きく羽ばたく令和にしたいと考え

ています。 

 

会員お一人お一人のお力添えを千葉県支部に下さいますようお願いします。 

 

                                             －以上－  

   

 

 



 

 2018年 私の技術士業務                                              

 

スペイン施設園芸における農業技術者の実態調査 
 

一般社団法人日本施設園芸協会  

土屋 和（農業、経営工学、総合技術監理部門） 

 

 

１．はじめに 

中国に次ぎ、世界第2位の施設園芸面積を持ち、EU域内の野菜供給基地となっているスペインにおい

て、公的に認定された農業技術者の活動の実態について現地調査を行った。調査は地中海沿岸で施設

園芸の盛んなムルシア州で行った。 

 

２．農業技術者の認定と活動状況 

ムルシア州では専門知識を持つ農

業技術者（ingeniero de agronomo）

が、大学の4年制専門課程卒業後に

認定され、卒業後も関連業界の技術

者として活動していた。 

スペインからの農産物の販売はEU

圏への輸出が中心である。2008年の

ドイツでのキュウリに関する事故（ス

ペイン産が原因とされ死者発生）を契

機として、安全に関する取り組みが高

まった。天敵など生物農薬を中心とした農薬

利用に関する管理指導を農業技術者が行う

仕組みが、スペイン全体で取り組まれてい

る。 

農業技術者の独占業務として、農業生産者の農薬利用（計画、購入、使用）に関する指導がある。農業

技術者の許可（サイン）が原則として必要であり、それにより安全面を担保しているとみられる。この点で

農業技術者には生産現場に対する強い権限が付与されていると言える。また農薬利用だけでなく栽培内

容に応じた技術支援業務も行われている。品種の選定、潅水方法、肥培管理方法、品質分析等がある。 

スペインには農業技術者の公認団体（Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Agricolas）があり、登録さ

れた農業技術者は個人として有償で技術指導を行い、または公的機関や生産者組織に所属し、その機

関の業務として技術指導を行っている。またターンキープロジェクト（温室や栽培施設と栽培技術等を一

括導入するサービス）を行う農業資材メーカーにも農業技術者がおり、専門知識による設備設計や技術

支援を行っている模様である。 

 

３．おわりに 

スペインの農業技術者は、日本の都道府県農政における普及指導員やJAにおける営農指導員の位置

付けに近いものがあったが、EU域内での農産物の生産流通を支える重要な役割を担っていた。またスペ

インの施設園芸は規模拡大が進んでおり、大学、生産者組織、関連機関や組織、農業資材メーカー、そ

して各々に所属する農業技術者の活動が発展の基盤となっていることが伺えた。日本の施設園芸におい

てもスペイン同様に規模拡大や天敵利用が進んでおり、社会制度の違いはあるが、こうした取組みに学

ぶ点も多いと考える。  

 

引用文献：大規模施設園芸での技術コンサルティングと人材育成の検討（大韓民国・スペイン実態調

査）、日本施設園芸協会(2018) 

図 スペインでの農業技術者、生産者、関係機関について 

 
 



 

“経営企画”・・・企業内技術士としての取り組み 
 

 

出光エンジニアリング㈱ 経営企画チーム 

  宮﨑 克（化学部門） 

 

 

 大学では化学工学を専攻し、入社以来約２０年間、石油精製や石油化学等のプロセス設計を担当して

きましたが、その後、2014年に経営企画チームに異動し、当社の中長期経営計画を担当しています。 

 以下、企業内技術士の業務の一例として、当社における中期経営計画策定と技術との関わりを紹介さ

せていただきます。（業務の守秘性もあり、詳細をお伝えできないことはご容赦いただきたく存じます。） 

 

１．2018年度は新しい中計のスタート年 

 出光グループは過日、2018年度を起点とする「第５次連結中期経営計画（第５次中計）」を公表しまし

た。先々の読みにくい環境において“レジリエント”な事業ポートフォリオを目指すべく、主要施策の一つと

して「環境負荷低減」を掲げ、持続的に成長できる取り組みを進めています。 

当社にとっても先行きの不透明さは共通の悩みであり、自社の強みの発揮を意識しつつ、前例に囚わ

れない新たな視点からのアプローチが必要となりました。なお、“レジリエント（resilient）”は直訳すれば回

復力、復元力のある・・・といった意味ですが、私はいつも「ヤナギ腰」と意訳（誤訳？）しています。 

 

２．再生可能エネルギー・・・古くて新しいフロンティア 

 過去を振り返ると、再生可能エネルギー（再エネ）は化石燃料と比べて“広くて薄い”ことがネックとなり、

多くの再エネプロジェクトが越えるべきハードルを越えられずに辛酸を舐めてきました。 

ＦＩＴ（固定価格買取制度）に限界が見える中、当社としては、「私たちが提供すべきものは何か」という

ビジネスの原点に立ち返り、グループ事業を軸にしながら、従来のお客様とは違った業界・分野にも目を

向け、「新たな価値提供」を実現すべく、今までとは少し視点を変えた検討を始めています。 

 

３．技術士業務と経営企画業務との関連 

再エネ関連の新技術には広く関心が集まっており、マスコミでもよく取り上げられています。一方、その

内容は取材結果をそのまま掲載することもあると聞いており、文面そのままを鵜呑みにすると、最終的に

経営判断を誤りかねません。 

再エネ技術は、化学工学的アプローチで評価できるものも多いので、単位操作・要素技術にバラして

分析すると共に、将来の方向性を頭の中で想像しつつ、将来当社が提供すべき「新たな価値」との連関

性を検討しています。畑違いの技術分野については、社内のエンジニアに質問したり、グループ内での

適用事例を調べたり・・・また、定点観測用のアンテナをいろんなところに張っておく必要もあります。 

検討方法に定石は無く、試行錯誤の毎日ですが、現在の取り組みが軌道に乗り、「カネと技術」を同時

並行で取り扱うことができれば経営判断のスピードアップに寄与できる、という強い期待を持って日々の

業務に取り組んでいます。 

以 上 

 

 

 



 

技術士事務所開設 

 
所属 春山技術士CE事務所 

  春山周夏（機械部門） 

 

 

私は2018年3月1日に３８歳で独立開業し、技術者としての「自由と責任」を手に入れました。 

◆私の略歴 

1979年12月29日 京都府舞鶴市生まれ（満３９歳）。 

2004年 群馬大学工学部機械システム工学科修士課程修了。 

2004年 重電機器メーカーに就職。生産技術担当。 

2011年 製鉄関連の物流メーカーに転職。機械器具設置業における営業所の専任技術者担当。 

      技術士機械部門合格。 

2016年 電子部品メーカーに転職。生産技術担当。 

2018年 独立開業。 

 

◆独立開業へ 

・２回の転職を経て分かったこと！ ⇒会社員としての仕事の中で、技術者としての仕事はごく一部。 

例えば、全自動組立ラインの構想を設計し、それを具現化していく仕事は高い能力が必要とされて自

身の成長にもつながります。技術者冥利に尽きるというものです。 

しかし会社員でいるといつもそのような仕事があるわけではありません。とりあえずその場にいるだけ、

何かあったら対応するということもありました。 

 （非常にもったいない！効率が悪すぎる！技術者の無駄遣いだ！）＊心の声です。 

 技術者が自分の専門（得意なこと、好きなことと言ってもいい）に集中できない状況を俯瞰してみると、 

「日本の製造業の大いなる損失である」・・・① 

あるいは技術士を取得したのにこんなところで油を売ってる場合じゃない、と思い独立開業しました。 

 

◆開業後のお仕事 

 幸いにもご縁が繋がり、2019年3月11日の執筆時点で３社の契約をいただいております。紙面も限られ

ており詳しくは書けませんが、各社様で自分の知識と経験に基づいた生産技術に関するアドバイスや保

有技術の評価などをしております。 

 技術者として当たり前のことなので書きたくないのですが、念のため。過去の経験だけに頼らずに様々

なことを新しく勉強しています。 

 

 また、上記①の思いから、独立開業に関する講演や執筆（のお手伝い）活動も行っています。 

2月 青年技術士委員会 「青年よ大志を抱け、若手技術コンサルタント開拓セミナー」 

（私がセミナータイトルつけました。） 

3月 新技術開発センター 「技術コンサルタントが独立開業して年間1,000万円稼ぐためのポイント」 

3月 kindle版「技術屋さん独立の教科書」（秋元英郎氏著、編集）の一部を共著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

大学で技術者倫理非常勤講師を務める 

 
テスナエナジー株式会社 

  川畑真一（電気電子，情報工学，総合技術監理） 

 

 

 

 千葉県支部の技術者教育支援チームは大学等高等教育機関からの講師派遣要請に応えるために，志

のある会員が集まり技術者倫理を中心に教育方法について，勉強会を行っている。折しも某大学より技

術者倫理の講師派遣の要請があり，チーム内で希望者を募り人選した結果，平成30年度は私が講師を

務めたので報告する。 

１． 期間 

  平成30年4月～6月の第1クォーター(クォーター制：週2回の授業で3ヵ月で１５コマを実施) 

 

２． 対象学生 

機械工学科の3年生約200人，および単位を取得していない4年生20名程度 

 

３． 授業方法 

多人数なので100人ずつ2クラスに分け，火曜日と金曜日に昼を挟んだ2時限と3時限の週4コマを担

当。教科書に丸善出版の「第五版 大学講義 技術者の倫理入門」を用い，これに沿って自分の経験

談を交えながら講義を行った。また，授業の最初に，新聞，TV等で話題になった若しくはならないニュ

ースを取り上げて技術者倫理の観点で説明した。これは，教科書の事例が学生にとって生まれる前

の話や，物心がつかない時の話であるので，見聞きしている現在進行形の事案を取り上げて，学生

が自分の身に起こったらどう行動するかを考えさせるためである。 

 

４． 試験 

評価はレポートと5肢択一の技術士第1次試験適性試験の問題によりおこなった。2クラスであるため

内容の異なる適性試験の問題を2つ作ることも考えたが，「2クラスの学生の間に交流がないこと」を

学生から聞き出し，かつ，「試験問題の順番を変えるだけでも他のクラスの試験問題を手に入れた学

生にはショック」との助言を技術者教育支援チームのメンバーから得たので，適性問題の内容は1種

類とし，順番を変えて2つの試験問題を作成した。内容の異なる試験問題を作成すると難易度が異な

ることも心配しなければならないところであった。 

 

５． 元気のいい学生 

「私の成績評価が低い，レポートも出したし，適性試験はそこそこ点数をとっている，先生いつ大学に

来ますか？評価について面談したい」という元気のいい学生からメールがあった。授業が終了してい

たので大学に行く機会がなく，メールで「あなたのレポートは，タイトルと文章が一致していない，○○

と××は同じ事を意味しているか読み取れない，△行目の文言は日本語として意味不明等，不可の

レポートを適性試験の点数で補った」と連絡したら，「よくわかりました」とおとなしく返事をしてきた。 

 

６． その後 

会社の許可を得て，希望して技術者倫理の授業を行ったが，火曜と金曜の週2日は朝から夕刻まで

大学に掛かりきりになり全く会社の業務ができないため，1年で辞めることとし大学へ申し出た。この

時，「後任は技術者教育支援チームから出しますのでご心配なく」と説明し，辞任を快諾して頂いた。 

－以上－ 

 

 

 



 

海外企業の創業60周年記念式典で基調講演 

（外国人としてたった一人選ばれた名誉） 
秋元技術士事務所 

  秋元英郎（化学部門） 

 

 

 

ホームページのお問合せから、香港に本社を置くプラスチックの射出成形機を製造するメーカーから講

演をしてほしいと依頼が来たのは9月のことだった。イベントの開催が12月12日であった。 

 

その会社は中国本土に主力工場を持ち、中国で1，2位を争う実力派企業として知られる震雄集団であ

る。今回の依頼は創業60周年記念イベントで基調講演をしてほしいという内容であった。 

 

基調講演は2名で、ひとりは中国の有識者、もう一人が海外の有名な専門家という選定基準であり、三菱

重工OBの佐藤顧問が日本人から選びたいという意向を持っておられたため、日本語で検索したところ秋

元技術士事務所がヒットしたとのことである。 

 

香港でピックアップしていただき、順徳に移動し、最大級の歓迎を受けて講演に臨んだ。通訳をいれての

1時間半であったが、立ち見を含め、600人の参加者は大変喜んでくれていたようだ。 

 
最後に同社のホームページに記載されたイベントレポート（翻訳したもの）を記す。 

 

秋元教授は、最新の「環境にやさしい」プラスチック製造について話しました。これは、中国の製造業界の

多くの人の心に近いトピックです。 秋元教授は、天然添加物/有機添加物を使用した高度な配合、直面し

ている課題、および達成された技術革新によって、プラスチックの環境への優しさを向上させる最新の最

先端技術を共有しました（注：セルロースナノファイバーに関する話）。 例えば、再生プラスチックまたは

再生プラスチック（注：生分解性プラスチック、特にポリ乳酸のことを話しました）は典型的にはより低い融

点を有し、それが加工の困難さを増し、従って有機添加剤を使用するとき加工温度をよりよく制御（注：ポ

リ乳酸をヒート&クール成形して結晶化を促進する話）するための新規な解決策を必要とする。 秋元教授

が議論した問題と解決策は、参加したすべての人々の間で重大な反応と関心を集めました。 言うまでも

なく、それは単に環境保護が今日の世界のどこでも常にホットな問題だからである。 

 

 

 

 

 

 

 



【技術士のノウハウ講座】                                                         

 
Windows10 標準添付の便利ツール 

徳永雅彦（情報工学部門） 

 

Windows10 には様々なツールが標準で添付されていますが、すべてに目を通している方は少ないのでは

ないでしょうか。中にはかなり優れもののツールもあり、「え！、こんなことが標準ツールで出来るんだ！」

と思えるものも用意されています。 

今回はそんなツールの中から、 

 ・クリッピングツール「Snipping Tool」 

 ・「電卓」 

の 2 点をご紹介します。 

 

■クリッピングツール「Snipping Tool」 

 起動方法：Windows キ―＞Windows アクセサリー＞Snipping Tool 

画面を切り抜き、Word、Excel 等文書ファイルにすぐに張り付 

けができるツールです。 

切り抜きたい画面を表示した状態で起動し、「新規作成」をク リ 

ックします。画面上の切り抜きたい範囲を選択します。選択 後 

はそのまま貼り付けできる状態になるので、Word、Excel に 張 

り付け可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
操作マニュアル、画面説明資料作りの 

効率が格段に向上します。 

 

■「電卓」 

 起動方法：Windows キ―＞電卓 （「た」の欄にあります） 

三角関数や対数などの関数電卓機能はもちろん、 

単位換算（cm inch）や、通貨レートの計算（￥＄） 

まで行える優れものです。是非一度使ってみてください。 
 
 
 
 
 
 

範囲を選択 

そのまま貼り付け 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     標準モード         関数電卓         日付の計算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  コンバーター（通貨、体積、長さ、重さ、温度、エネルギー、面積、速度、時間、 

電力、データ、圧力、角度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【編集後記】                                                           

2018年9 月に会報 8 号を発行してから半年が経過し、会報 9 号を発行する運びとなりました。例年です

と3月末に発行ということになるのですが、今回は、新元号が発表されるのに合わせ、4月1日に9号を発

行することになりました。 

 

巻頭言では、川畑支部長より新元号の発表の日に合わせ、千葉県支部が新たな時代へ向かって活動し

ていく上での抱負、決意を大いに語っていただきました。 

 

さて、今号も、会員の皆様に役立つようにとの思いから、「2018年私の技術士業務」記事を募集し、5名の

方から貴重な技術士業務についての記事を戴きました。 

 

また、【技術士のノウハウ講座】では、技術士の皆様の実践的なツールとして、「Windows10標準添付の

便利ツール」と題する記事を載せました。 きっとお役に立つものと信じております。 

 

来春11号の会報でも、技術士の皆様が１年間大いに、ご活躍され、その内容を是非会報でご紹介したい

と考えております。 今から「私の技術士業務」を募集致しますので、たくさんの応募をお願い致します。 

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。)      

                               （竹田雅美） 

日本技術士会千葉県支部会報 Vol.9 (2019) 
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