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令和二年の春を迎えましたが，世界中COVID19の騒動で何時，これ

が落ち着くか見当もつかない状況です。在宅勤務，テレワークなどを

実施さている会員も多数いらっしゃると思います。千葉県支部におい

ても予定されていたCPDを延期せざるを得ず，会としての通常のサー

ビスを提供できないことを心苦しく思っています。このような秋（トキ）に

際して会員の皆様に3つのお願いがあります。 

 1つ目は軽挙妄動を控えることです。いろいろな流言蜚語が飛び交う

と思いますがこれらに惑わされずに我々技術士は科学技術に携わる

者として判断し行動するようお願いします。 

2つ目はこのような秋
トキ

だからこそ業務にしっかりと取り組んでいただきたいということです。通常時

と違い，ミスをしやすい業務形態や状況ではないでしょうか？また，ミスを犯しても検知しにくい，ミ

スを犯すと回復しにくい状況ではないでしょうか？技術士として行うべき業務を，注意深くミスを起

こさないよう実施してくださることをお願いします。 

3つ目はこの騒動後への心構えです。この騒動が終わると単に経済が回復し元通りの生活になる

のではなくこの反省を踏まえ，医療の体制のみならず様々な生活シーンで違う世界が始まると私

は考えています。テレワークが当たり前になる，食料品を備蓄する，外出から帰ったら必ず手を洗

うなどから，皆のための行動を心掛ける，互いに助け合うなどの考え方も異なってくると考えてい

ます。その日のために技術士としてどのように行動するかを考えておきましょう。 

 私は困った秋
トキ

の神頼みと県内で疫病除けにご利益があるという神社に詣でました。しかし，疫

病除けの幟はなく，この事態にそぐわない厄年の年回りを書いた厄除けの看板が掲示してありま

した。奉納するお札や絵馬を見ても「疫病退散」と願文を書いていたのは私だけでした。当然のこ

とですがCOVID19に対して市民の皆様は神様より医学=科学に信頼をおいていることを示してい

ます。 

 今まで人類は数えきれない疫病に苦しみ，それらを克服してきました。幸い現在は医学が進歩

し様々な対応がとられ，今回もCOVID19に打ち克つでしょう。この医学を支えているのが技術であ

り，技術をリードしているのが技術士であるとの矜持を持ってこの国難を乗り越えていきましょう。 

 会員お一人お一人の力でCOVID19を克服しましょう。                 以上                                                

【巻頭言】 「新型コロナウイルス」に関連する緊急メッセージ 

千葉県支部長 川畑真一 



 

2019年 私の技術士業務                                  
 

兼業による技術士事務所の開設 

 

所属 土屋農業技術士事務所 

  土屋 和（農業・経営工学・総合技術監理部門） 

 

2019年3月31日付けで所属先企業（実際は公益法人に出向）を定年退職となり、翌4月1日付けで技術士

事務所を開設いたしました。 

【兼業での開業準備】従来の公益法人業務を継続しながら、個人事業としての技術士事務所業務を並行

して行っております。個人事業を立上げ、軌道に載せるには時間が必要と考え、兼業でのスタートとなり

ました。事前準備として、技術士の個人ホームページ https://ce-agri.com/ を約1年前に開設し、自己の

業務経歴、執筆・講師履歴等を公開してまいりました。技術士会関係の履歴等もそれなりにあり、ありが

たく思います。また同時に個人でのブログ「農業・施設園芸・植物工場の未来 http://ce-agri.jugem.jp/」

も開設し、専門分野である施設園芸、植物工場に関する情報発信を開始しました。最初はおっかなびっく

りではありましたが、技術士として認知を得るには、自ら情報を公開する必要との方針のもと、現在まで

約150の記事をアップしております。 

【業務開始と情報発信】 事務所のCIを「環境と循環」イメージする青

と緑でデザインし、またモットーに「技術と経営の視点で、農業・施設

園芸・植物工場の持続と発展に寄与します。」を掲げ、あらたに技術

士事務所のWebサイト https://tsuchiya-agri-ce.com/ を開設しまし

た。ここではブログとは別に、ある程度まとまった施設園芸や植物工

場に関する記事を公開しています。海外の施設園芸や現場の人手

不足に関する問題など、興味を引く内容を心がけております。 

【執筆・講師活動】 この1年間で共著の書籍が2冊発行される機会に

恵まれました。1冊は過去の書籍の再発行ですが、もう1冊は時節を

得る内容として「新時代に向けた植物工場ビジネス」として情報機構

より本年2月に発行され、「スマート農業と植物工場」の章を分担執筆

しています。また各種セミナーの講師も行い、施設園芸・植物工場分野の技術動向、市場動向、経営改

善方策などについての講演を行っております。 

【顧問活動】 農業資材メーカー在職時代に付き合いのあった野菜の苗生産を行う生産者の団体（日本

野菜育苗協会）の技術顧問を委嘱され、会員向けの情報提供等を行っております。日本の野菜生産の

要であり、重要な産業として微力ながらご支援ができればと考えております。また得意分野でもある野菜

生産のための栽培装置や栽培システムの開発についての技術支援も行っております。 

【技術士試験支援活動】 農業部門と総合技術監理部門を中心に2次試験対策の支援を行っておりま

す。添削業務とセミナー開催を中心に、またeラーニング講師活動も行い新たに総監にチャレンジされる

技術士の方々に受験ノウハウ等をお伝えしています。 

【今後の展開】 公益法人の業務を行いながらではありますが、限られた時間を活用して約1年間、技術

士事務所の業務も進めてまいりました。情報発信することの大切さをまだまだ感じており、新型コロナウ

イルス感染にともなう人の動きが停滞する中で、オンラインでの活動を一層重視する必要があると考えて

おります。なお、昨年10月に90歳で逝去された板木利隆先生（技術士（農業部門）、農学博士、前日本野

菜育苗協会技術顧問）には、今日に至るまで様々なご教導をいただきましたことを申し添えます。 

 

 

 

 

 



2019年 私の業務 

企業内技術士としての業務の取り組み 

 

 

ＤＭＧ森精機株式会社 

櫛野 勝（機械部門）   

 
1. はじめに 

2019年は技術士試験に合格し、技術士として最初１年であった。 

企業内技術士として、下記の業務を従事した。 

・工作機械（立型マシニングセンタ）の受注設計業務 

・工作機械を導入することを計画している顧客への導入プラン（仕様・レイアウト）の提出 

  以下に受注設計業務について紹介する。 

 

2. 工作機械（立型マシニングセンタ）の受注設計業務 

受注設計業務は、特定の顧客向け特別仕様を設計する業務である。 

顧客が要望される特別仕様には、短納期 且つ、機械的に困難な仕様が含まれることもあり、 

様々な知識と経験、応用能力を必要とする案件がある。 

本年度に 設計、組み立て、出荷した工作機械の特別仕様について一例を挙げる。 

 

「操作盤アームのフレキシブルアーム化」 

通常の操作盤は、固定 若しくは 一軸ないしは二軸で首振り、旋回する機構である。 

特定の顧客において、操作盤アームについて下記の要望があった。 

 

「操作盤のアームをコンパクトに、且つ、自在な動きができるようにし、機械の前面には搬送装置（コ

ンベヤ）を設置するので、操作盤を操作するときは操作盤がコンベヤに衝突せず、操作盤を使用しな

いときは、邪魔にならないように操作盤を退避させたい。」 

 

この要望への対応として、操作盤アームに中間軸を設けて３軸とした。これにより自在な動きができ

るようになり、また、中間軸の長さを変えることで操作盤の高さを顧客の要望する高さにすることがで

きる。 

このフレキシブルアーム化は好評であり、この顧客から工作機械の追加受注をうけるとともに、弊社

の営業担当者が特別仕様の事例として他の顧客に紹介し、この特別仕様の工作機械を受注するに

至った。 

 

3. さいごに 

自分の設計したものが、ものづくりの現場で必要とされることは誠にうれしいことであり、社会の貢献

した実感が沸く。今後も社会で必要とされるものを設計し具現化していきたいと思う次第である。 

最後に、本年度の自己啓発（資質向上）として、労働安全コンサルタントの試験を受験した。技術士受

験の時と同様、独学での挑戦であり、口述試験も終了した。あとは、合否結果を待つのみである。 

以上 

3月26日 追記 

3月23日に労働安全コンサルタント試験の合格発表があり、無事合格した。 

今後は、技術士、労働安全コンサルタント、機械設計業務の三本柱で、社会に貢献したいと考えている。 

 



 

 

 

2019年 技術士事務所 活動報告 
竹内技術士事務所 所長 

  竹内利一（機械部門） 

 

 

1月1日  事務所を移転（2019年1回目） 

1月23日 R&D支援センター主催「生産現場への自動化機器導入の考え方」のセミナーを開催 

 

3月1日  Kindleより「技術屋さん独立の教科書」を出版 

3月18日 日刊工業新聞社主催「生産現場への自動化機器導入の考え方」のセミナーを開催 

 

4月20日 食品技術士センター4月講演会で「自動化設備におけるチョコ停対策」を講演 

 

5月28日 日本アイアール主催「生産現場への自動化機器導入の考え方」のセミナーを開催 

 

6月7日  テックデザイン主催「自動化設備におけるチョコ停対策の手順・ノウハウ」のセミナーを開催 

6月11～14日 韓日事業・技術協力財団主催「技術人材養成教育」で、自動化（FA)の講師 

6月19日 工学院大学新宿キャンパスで「技術士と仕事」を講演 

 

7月5日  日本テクノセンター主催「自動化技術と故障の未然予防対策技術」のセミナーを開催 

 

8月1日  事務所を移転（2019年2回目） 

8月22日 電気情報通信学会主催「実践的な技術提案書の書き方」のセミナーを開催 

 

9月6日  日刊工業新聞社主催「生産プロセスの自動化の進め方」のセミナーを開催 

9月～12月 東京電機大学工学部電気電子工学科「エンジニアリング・デザイン概論」の非常勤講師 

 

10月～12月 東京電機大学社会人課程（実践知重点課程） 

「技術者キャリア形成学」の非常勤講師 

 

11月20日 月刊「工場管理」12月号「Q&Aで学ぶ ロボット導入 

はじめの一歩」に、計12頁が掲載（右写真） 

 

12月10日 日刊工業新聞電子版に 

月刊「工場管理」12月号の記事が転載 

12月27日 ものづくりCOMのキーワード解説に 

        ｢ロボット導入のメリット､デメリット｣が掲載 

 

上記の他に、コンサルタント業務を7社担当（継続）、直接企業から 

依頼のセミナーを開催 

以上 

 

 

 

 

 



 

技術士による社会貢献活動 
～エネルギー・技術から、我々の生活を考える～ 

 
所属 日立グルーバルライフソリューションズ(株) 

  氏名 岡部 信也（機械部門） 

 

 
１．はじめに 

 私は、企業（空調機器メーカ）に勤務し、200件以上の省エネ補助金などの提案をしてきた。 

 故に、省エネ・エネルギーに強い関心を持っており、以下の問題を感じている。 

〇千葉県の省エネ補助金が無い（埼玉・神奈川・東京都などにはあるのに・・・）。 

〇人々のエネルギーに対する無関心・誤解（特に、千葉県の省エネ意識は低いと感じる）。 

 以上を踏まえ千葉県の市民活動などで、エネルギー・技術から生活を考える活動をしている。 
 
2． 市民活動など 

 以下の市民団体等に所属・協力し、省エネの推進・CO2排出抑制の活動を図っている。 

① 温暖化防止うらやす：1 回/2 ｹ月の会合・勉強会と、2 回/年のイベント参加など 

② 自然エネルギーを広めるネットワークちば（リネットちば）：1 回/月の会合・勉強会 

太陽光発電など再生可能エネルギー普及・イベントの企画・参加、千葉商大との連携など 

③ いちかわ電力コミュニティ：1 回/月の会合、太陽光発電の普及検討、イベント参加など 

④ 千葉県地球温暖化防止活動推進員（委嘱：平成 31 年 4 月～令和 4 年 3 月） 

⑤ (一社)エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議[エネ経会議]：無料省エネ診断 

※②③の伝手で6月のCPDに、千葉エコ・エネルギー株式会社 代表取締役 馬上氏(千葉大学講師)に

「再生可能エネルギー×農業×政策」のご説明を頂く機会を得た（ご参集願います）。 
 
3．エネ経会議（上記2の⑤）の活動からみた、千葉県における課題 

 国（経済産業省）は、中小規模事業所の省エネを推進するため、各都道府県単位で「省エネ相談地域

プラットホーム構築事業」（PF事業）にて、無料省エネ診断を展開している。 

エネ経会議は、千葉県の他に埼玉県、神奈川県も所管しており、技術士は5名在籍している。 

エネ経会議における令和元年度の無料省エネ診断の実績件数は、神奈川県：10件以上、埼玉県：5件

に対し、千葉県：3件で、埼玉県より少なかった。 

 県内の事業者に、無料省エネ診断をPRしても“間に合っている”と多くから云われ断られた。 

 省エネは、エネルギー資源の乏しい我が国にとって重要で、生活・経営に密着した課題である。 

 さらに、技術士のPRも図ったが、“技術士”を知る者も殆ど無い（知名度が、非常に低い！）。 

人々は、エネルギーだけでなく技術・政治などへの感心も低い（将来の不安を、強く感じている）。 
 

４． 今後の展望（私のミッション） 

 技術士会や市民活動の仲間を繋いで連携も図ると共に、千葉県産業振興センター、各商工会議所へ

のPR、自治体へ技術士の活用及び、行政への政策提案なども積極的に図り、人々（特に県民）のエネ

ルギー・環境に関する意識向上と、技術士の知名度向上を図って参りたいと考えている。 

 少なくとも、埼玉県に負けない千葉県での省エネ推進・エネルギー政策を、盛り上げたい。 

 

 

 

 

 

 

 



 

プラスチック成形加工学会から「青木固」技術賞受賞 

30年の歴史の中で、個人事務所の受賞は初 
秋元技術士事務所 

  秋元英郎（化学部門） 

 

プラスチック成形加工学会は30年の歴史がある学会で、産学官のバランスの良い学会である。言い換え

れば、企業からの参加が多いことが特徴の学会である。 

 

私自身、編集委員や発泡・超臨界流体利用加工技術専門委員会の委員長として活動に関与している。 

 

学会では毎年6月に開催される年次大会で各賞の表彰式が行われる。その賞の中で最高峰の賞が「青

木固」技術賞である。これまでの受賞者を見ると、ほとんど大手自動車メーカー、家電メーカー、化学品メ

ーカー、機械メーカーの技術者で占められている。 

 

2019年の表彰（2018年度の受賞）では、私と私の顧問先（中小企業）、および顧問先の技術提携先（台湾

のベンチャー企業）の3者共同で受賞することとなった。 

 

個人事業主が受賞するのは30年の歴史の中で初めてのことである。また、過去に一度香港の企業が受

賞しているが経営者は日本人であり、純粋な外国企業が受賞するのも初めてのことである。 

 

 

   
 

詳しくは→ https://ce-akimoto.com/archives/1151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【技術士のノウハウ講座】                              

 

技術士事務所のためのお役立ち情報－１ 

リゾートワークを楽しむコツ 

   

秋元英郎（化学部門） 

 

はじめに 

 

新型コロナウイルスが猛威を振るっている中でリゾートワークについて書くなんて不謹慎と思われるかも

知れません。しかしながら、今話題になっている在宅勤務・リモートワークとこれから書いていくリゾートワ

ークは非常に似ているのです。 

 

在宅勤務が必要な状況は追い詰められた状況かも知れません。一方でリゾートワークは遊びが主で、遊

びに行った先で仕事もするということで、楽しい事が主になります。 

 

在宅ワーク 

在宅ワークは自宅で仕事をすることで、独立技術士の方であれば自宅を事務所にしている人も多いでし

ょう。私も事務所を借りる前は短期間ですが自宅を事務所にしていたことがあります。私もコロナウイル

スの感染拡大により事務所に行かずに自宅で仕事をすることが多くなっています。 

 

自宅と事務所で同じように仕事をするには、パソコン作業の環境、メール、電話が同じように使える必要

があります。パソコンはノートPCを持ち歩いても良いのですが、私の場合はWindows10のパソコンを2軒

の自宅と事務所にそれぞれ置いて、Google Chromeで同期させています。Officeソフトはマイクロソフト

Office365を使っているので、5台までオフィスソフトがインストールできます。さらにドキュメント類は

OneDriveに保存して3台のパソコンに同期しています。OneDriveはOffice365に含まれています。 

 

メールは自分のドメインのメールをGoogleのサーバーに置いて、Gメールのソフトで送受信するという方法

をとっています。そのためにはGSuiteというGoogleの有料サービスに入っています。それで、3台のパソコ

ン、2台のスマホで同じようにメールの送受信が可能です。 

 

電話はスマホのIP電話アプリを使っています。050から始まる番号で、スマホに着信します。Faxを使うこと

はほとんど無いのですが、念のためにインターネットFaxサービスに契約しています。外からのFaxはPDF

ファイルになってメールに添付されて送られてきます。送信するFaxはスマホのアプリを使って、そのまま

送れます。 

 

スキャナーとプリンターは3拠点に置いているので、どこでもスキャン、プリントはできます。 

 

社印は事務所に置いていますが、最近は社印のイメージデータを書類に貼り付けてPDFファイルにしてメ

ールで送って済ませることもあります。 

 

このような環境を作っておくと、出張先でもインターネットが使える場所（カフェやコワーキングスペース）

で作業が可能です。どうしても印刷が必要なときに、ネットプリントを使ってセブンイレブンで印刷したこと

もあります。 

 

最近は会議もWEB会議アプリのZOOMを使えば、パソコンのみならずスマホで疑似Face to Faceの会議

ができます。私はZOOMの有料会員になっています。 



 

このような環境ができていると、人と会うこと、展示会に参加すること、講演すること以外の多くの仕事が

どこでもできます。まさにノマドワーカーです。 

 

リゾートワーク 

プリンターやスキャナーが必要な仕事でなければ、リゾート地でも仕事が可能だということに気が付かれ

たかと思います。前提はインターネットがつながることですが。 

 

リゾートワークの場合、「仕事をしない時間」の方が主になります。したがって、他の人が働いている時間

帯に連絡がとれないことが有ります。その対策で私のお勧めは、事務所にいるのと完全に同じことはでき

ないと割り切ることです。 

 

電話に着信があった場合、本当に大事な要件があるなら必ずメールが入ります。着信があるのにメール

してこないのは大した用ではないと思えばよいのです。出先でメール着信があった場合でも、メールの着

信を確認した旨返信しておき、しっかりした返信はのちほど送ることを伝えるだけで相手は安心します。 

 

日本国内のリゾートにいる場合、時差が無いために、自分が遊びたい時間帯と他の人が仕事をしている

時間帯が重なります。 

 

私が北海道の温泉地で専門書籍の原稿に格闘していたときも、昼間は遊びに行っても出版社の編集者

にはメールを入れて、相手を安心させるようにしていました。あの時北海道で執筆しなかったら、かえって

執筆は遅れたかも知れません。 

 

ふたたび在宅ワーク 

さて、リゾートワークではなく、緊急避難的な在宅勤務の場合はどうすればよいでしょうか。まず、同じ働

き方はできないと割り切ること。そのかわり、労働時間半分で効率倍を目指しましょう。休憩や気分転換

は自分のペースで取れます。 

 

ちょっと高級な入浴剤を買ってきて、日中から風呂に入って、温泉地に来たつもりになるといいです。昼

休みも長めにとって、自宅周辺（人ごみを避けて）を散歩するといろいろな発見があるはずです。11時半

から13時半は昼休みですと宣言してしまうのも良いかもしれません。 

 

おわりに 

緊急避難的に在宅ワークをさせられる方にとってはストレスがたまることでしょう。視点を変えて、将来リ

ゾートワークを楽しむための予行演習と考えるとワクワクして、仕事の効率も上がるでしょう。 

 

くれぐれも仕事中に旅行サイトのネットサーフィンで時間を潰さないようにしてください。 

 

そこで、今回は外部のリソースを活用するメリットについて考えてみましょう。 

 

例えば、ホームページを立ち上げるような場合、書店で教科書を購入し、ネットで検索しながら作業を行

えば自分でもできます。最終的に自分で制作するにしても、やりかたを専門家に教えてもらえばはるかに

短時間でできあがります。 

 

事務所のロゴが欲しいときはどうしますか？さすがに自分で作る人は少ないと思います。最近は非常に

リーズナブルな費用でデザイン制作を依頼できます。例えば、クラウドワークスのような外注プラットフォ

ームを活用すれば、2万円以下でロゴを制作することも可能です。 

 



ちょっとした調べものや切符の手配を気軽にお願いできるオンライン秘書サービスもあります。ネットで

「オンライン秘書サービス」で検索するといろいろと出てきます。あまりに安いところはトラブルも多いよう

です。 

 

外部のリソースを使うという概念からは離れますが、外部の専門家の指導を受けることも重要なことで

す。自分の専門分野以外は自分よりも詳しい人がいます。例えば、マーケティングであれば、マーケティ

ングの専門家に指導を受けた方がうまくいきます。 

 

このように外部のリソースを活用するには当然ながら費用がかかります。時間単価が2万円の技術士が

時給1500円レベルの作業に時間を使う場合、1500円を払わずに済む代わりに2万円を得る機会を失うこ

とにもなります。その2万円の仕事が今来ていないとしても、将来のための種まきに費やした方がトータル

でプラスになる場合も多いです。 

 

外部の力を活用して、売上拡大につなげましょう。 

 

 

 

技術士事務所のためのお役立ち情報－２ 

ZOOMを使いこなす 

   

秋元英郎（化学部門） 
 

在宅勤務中にチームメンバーとミーティングがしたいという時に有効なのがZOOM会議です。 

 

その話の前に、メンバー同士がリアルタイムでメッセージをやり取りできる環境を準備しておいた方が、

必要なときにすぐミーティングが始められます。FacebookのメッセンジャーグループやLINEグループある

いはSalesforceのチャターグループでも問題有りません。 

 

ZOOMが有名になる前は、無料インターネット電話としてSkypeが有名でした。もちろん今でもSkypeは使

われていますが、急速にシェアを失っています。 

 

Skypeは発想が「電話」ですから、「電話番号」を持ったもの同士の「通話」が基本です。その機能を拡張し

て多点間の通話やビデオ会議を可能にしました。Skypeを使う時に面倒なのは、お互いのSkype IDを事

前に確認しておき、主催者が参加者を呼び出す必要があることです。 

 

一方、ZOOMは発想が「会議室」です。主催者は会議を設定し、「会議室の部屋番号」を参加者に伝えま

す。「会議室の部屋番号」は固有のURLになっており、そのリンクをクリックすると「部屋」に入れます。先

だってZOOMのアプリケーションのダウンロードが始まりますが、1分程度で終わります。 

 

会議は音声と画像を使うビデオ会議であり、WEBカメラ、マイク、スピーカーとインターネット接続の環境

があれば参加できます。パソコン以外にスマホでも参加できます。 

 

「会議室の部屋番号」である固有のURLを伝える方法はメールでもメッセンジャーでもLINEでも何でも構

いません。URLをQRコードにして配布しても構いません。 

 

ZOOMは無料でも使えますが、多点間の会議は40分で一度切断されます。年間2万円弱の費用で有料

会員になっている人が会議のホスト（主催者）になれば時間の制限はなくなります。 

 



会議中には画面の共有やコメントの送信が可能であり、ホストは会議を録画することができます。 

 

ZOOMユーザーでも知らない人が多い事には、有料会員が自分固有の会議室アドレスを設定できること

があります。会議ごとにアドレスを変えることも可能ですが、自分の固有の会議室を決めて知らせること

も可能です。ちなみに固定アドレスは数字10桁で、最初の桁は「1」、「0」以外から選びます。私は携帯電

話の番号の頭の「0」を外した10桁を使っています。 

 

固定アドレスを教えると、間違って会議中に以前の会議に参加した人が来てしまうというリスクはありま

す。その点を理解してアドレスを使い分けましょう。 

 

ZOOM会議は、技術士会の支部役員会や委員会活動にも最適です。会議前後の移動時間を削ることが

可能ですから、遠距離の方々も参加しやすくなりますし、夜間でも開催できます。欠点は会議後の飲み

会ができないとこ。それについては、最近「ZOOM飲み」という方法が広がっています。ZOOM会議で接続

しながら参加者はカメラの前で缶ビールを開けて乾杯し、飲みながら談話するものです。 

 

さあ、ZOOMを使って仕事やり方を変えてみませんか？ 

 

 

 

 
  



 
【編集後記】                                                           

2019年9 月に会報10号を発行してから半年が経過し、会報11号は新型コロナウイルスが猛威を振るう中での

発行となりました。この新型コロナウイルスの猛威は凄まじく、今やパンデミックの中心は中国から、欧州、米

国に移り、日本も今懸命にその猛威に立ち向かっている状況下にあり、日本技術士会千葉県支部の活動も

大きく制限されているのが現状です。 

こんな中で、巻頭言では、川畑支部長より、我々の今後の活動の指針となる力強いメッセージをいただきま

した。 

また、今月号も、会員の皆様に役立つようにとの思いから、「2019年私の技術士業務」についての特集記事

を組みました。 

さらに、【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、現状の在宅勤務に役立つ

記事を特集いたしました。 きっとお役に立つものと信じております。 

来春13号の会報では、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） 
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