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2021 年度年次大会・講演会 

2021 年 7 月 17 日(土)13：30～17：00、ひたちなか市ワークプラザ勝田、及び Zoom によるオンラインによ

り、茨城県支部の 2021 年度年次大会・講演会が多数の来賓のご出席をいただき開催された。 

支部長挨拶                                      茨城県支部 支部長  高橋 正衛  

本日は休日にもかかわらず、ご出席いただきまして大変ありがとうございます。又、

日頃より、当支部の活動にご支援賜りまして、重ねて御礼を申し上げます。 

 さて、今年の年次大会は、昨年に引き続き、新型コロナウィルス対応の為、対面と

Web の両方を採用するハイブリッド方式となりました。従来と異なる方式とはなりまし

たが、合わせて約 70 名の皆様に参加いただけましたことはうれしい限りです。 

 2019 年度と比較して、昨年及び今年は、対面での活動は相当制約を受け、活動縮小、

中止や延期せざるを得ないものもありますが、個々の技術士の力を結集し、地域社会の

課題解決に挑戦するプラットフォームとしての茨城県支部の活動を、継続して強力に推

進して参りたいと考えております。 

 2021 年 1 月に開催された新年講演会にて、若手技術者の育成、技術士更新制度導入を踏まえた CPD 研修の在

り方の検討、支部としての茨城県防災支援活動の 3 点を新しい活動目標として掲げました。十分な活動ができて

いるとは言えない状況ですが、継続して対応して参ります。もちろん、従来からの取り組みである、技術の継承、

開発、活用による地方創生・地域活性化の活動も強力に推進して参ります。 

 又、来年 2022 年度は、当支部設立 10 周年の節目にあたります。準備委員会を立ち上げて記念行事の計画を推

進して参ります。 

 さて、本日の講演会ですが、株式会社日立製作所から塩原様、一般社団法人日本風力発電協会及び株式会社日

立パワーソリューションズから鈴木様をお迎えいたしました。「持続的な社会の構築」を統一テーマとして、塩原

様には「2050 年のカーボンニュートラルをみんなの力で」、鈴木様には「風力発電事業概況」と題して、ご講演

をいただきます。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、当支部への活動に引き続きのご支援をお願

いするとともに、皆様のご健康とご発展を祈念し、挨拶とさせていただきます。 

来賓挨拶       茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課長 今泉 達夫 氏 

県内中小企業の産業支援に多大なご支援を戴き御礼を申し上げます。コロナ禍では茨

城県は比較的落ち着いていますが、感染症対策を徹底しつつ、新しいビジネス作りに取

組んでいます。中小企業の競争力強化や活性化を図るため、IoT や AI 等の活用で、新た

なビジネスプランを創出などの試みを図っています。この取組は産業イノベーションセ

ンターを中心に行っており、昨年度までに 38 件のビジネスプランを創出しました。 

例えば、停電被害時に電源を供給するゴムクローラ式の移動電源車実証支援を行って

います。茨城県の産業振興の取組に、今後とも皆様のご理解とご協力をお願い致します。 
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来賓挨拶                     ひたちなか市長 大谷 明 氏 

 ひたちなか市の産業振興に様々な形でご協力戴き感謝致します。コロナウィルス感染

防止対策では、ひたちなか市のワクチン接種は国の目標をクリヤし、一歩一歩進展して

います。また、昨年度末までに小学校・中学校児童すべてに一人１台のタブレットを配

付し、教室あたり１台の大型のモニターも予算化しました。黒板の問題に生徒全員がタ

ブレットで回答し、モニターに生徒全員分の答えが出るなど新しい授業の組立が求めら

れています。また、本日の講演会のテーマは「持続可能な社会の構築」です。当市には

常陸那珂港があり、カーボンニュートラルポートという取組を加速して参ります。新し

いイノベーションに対して、技術士の方々のお知恵や技術に期待しています。 

2020 年度活動報告、2021 年度活動計画 

年次大会では、高橋支部長より 2020 年度の事業報告及び 2021 年度の事業計画が報告

された。2020 年度の茨城県支部の活動は、新型コロナ感染症蔓延の影響により大きく制

約を受けた。当初計画した行事や、例年参加している関係機関主催の各種行事等も中止

に追込まれる事態が生じた。この様な状況下で統括本部ガイドラインに基づき具体的な

感染防止策を定め、対面形式、オンライン形式、および併用形式での会合等に対応した。 

月例の支部役員会のオンライン開催したのを手始めに、継続研鑽（CPD）行事等に順

次適用した。年次大会の開催は例年の 3 ケ月遅れとなったが、10 月 17 日に対面・オン

ライン併用形式で開催され、コロナ禍の中での活動を軌道に乗せることができた。 

 2021 年度は役員の改選があり、従来通り７月 17 日に年次大会を開催でき、新体制で

の活動が順調にスタートした。2021 年度の事業計画は、「会員技術士の力を結集して、地域に密着したきめ細か

い対応を通して技術士の活性化を図り、国、県、各市町村、関連諸機関、県内企業・団体および県民に対する科

学技術の向上と県民経済の発展に寄与する。」との基本的な理念の下、従来から掲げてきたテーマを踏襲し取り組

んでゆく方針である。特に持続可能な社会の構築（SDGs）、防災支援などの喫緊かつ継続的な課題に注力すると

ともに、翌年に控えた茨城県支部設立 10 周年記念行事に向けた準備を進めてゆく。 

１．2020 年度事業報告 
（1）年次大会(全体会合)・役員会・委員会活動 

➀10 月 17 日に茨城県支部年次大会を開催した。 
②茨城県支部役員会を 11 回開催し、県支部の運営について協議を行った。 

③その他各委員会等の会合を計 45 回開催した。 

（2）行事 

➀「2019 年度技術士第一次・第二次試験合格者祝賀会・講演会」(9 月 6 日)を開催した。 
②年次大会(10 月 17 日)及び新年講演会(2 月 27 日)で講演会を開催した。 

なお、例年実施する交流会は新型コロナ感染防止の観点から中止した。 

③「技術士 CPD 講座」を 3 回、「いばらき IoT コ・ラボ勉強会」を 1 回開催した。 

④若手技術者(Wi-SE)第 2 回講演会・討論会(10 月 3 日)を開催した。 

⑤見学会は新型コロナ感染防止の観点から中止した。 

（3）その他 

➀「おもしろ理科先生」講座等に 2 回講師を派遣した。 

 

 

 

 

 

 

 

２．2021 年度事業計画 
取り組むべき主要なテーマは下記である。       

（1）技術士および技術者の倫理の啓発       （5）技術系人材の育成 

（2）技術士の資質向上              （6）地域社会貢献活動 

（3）技術士制度の普及・啓発           （7）情報発信・連携の強化 

（4）技術士業務の開発および活用促進       （8）組織運営の強化 
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高橋支部長 

挨拶される大谷 明 氏 



講演会 年次大会に引き続き、講演会が実施された。 

 テーマ：『持続可能な社会の構築  
◆ 講演１「2050 年のカーボンニュートラルをみんなの力で」 
      株式会社 日立製作所エネルギービジネスユニット＆パワーグリッドビジネスユニット 技師長 

技術士(電気電子、機械、原子力・放射線、総合技術監理) 塩原 亮一 氏  
 
我が国における2018年度のCO２の排出量は11.4億トン(日本人1人当り約10トン)

であるが、これを 2030 年には 9.3 億トンへ削減し、2050 年には CO２の排出量と吸収

量を併せてゼロ(カーボンニュートラル）を目指すという壮大な目標が掲げられている。 
カーボンニュートラルの達成のためには、国民ひとり一人がその達成に向け全員参

加型の活動を推し進めてゆくことが重要である。CO２の主な発生源は、電力由来のも

のが最も多く全体の 37％を占めるが、次いで産業由来(25％)、運輸由来(17％)、業務・

家庭由来(10％)であり、電力由来のカーボンニュートラルだけでは不十分であり、総

合的なカーボンニュートラル対策が求められている。 
2050 年にカーボンニュートラルを達成するにはエネルギーの大変革が必要である。

これまで以上に太陽光や風力といった自然エネルギーの更なる利用と併せて、①立地

地域から大規模エネルギー需要地へ送電、②新たな立地場所の確保、③自然エネルギー

にて得られた余剰電力を水の位置エネルギーとして貯蔵・利用する揚水発電や水素・アンモニア発電といった自

然状況における発電量の変動への対応を、今後強力に推し進めてゆかねばならず、課題は山積している。これら

の課題を解決することなくカーボンニュートラルの達成は不可能であり、ここに集まった様々な分野の技術士の

英知を結集し、イノベーションを目指そうではないか。 
 
 

◆ 講演２ 「風力発電事業概況」 
      一般社団法人日本風力発電協会 技術顧問 
      株式会社日立パワーソリューションズ電源インフラ事業統括本部 SPM 博士(工学) 鈴木 和夫 氏 
 
・風力発電機の原理と経済性 風車には抗力型および揚力型がある。商用発電に利用 

されるのは、迎え角や可変速制御によってブレードに作用する力を最適化でき、エ

ネルギー変換効率のよい揚力型のプロペラ形風車である。わが国では、良い風力が

得られる好適地において出現率の高い、風速 7m/s 近傍のときに発電効率がよくな

るように風車を設計している。発電効率向上には風車の受風面積の拡大が有効であ

り、今後さらに風車の大径化が進んでいく。 
また、発電機の主流はギアレス可変速機となっており、多様な制御によって回転 

エネルギーを低損失で安定した電力に変換できるようになってきた。他方、風力発

電機はその設置場所の違いから陸上(オンショア)、洋上(オフショア)に分類される。

発電コストはオンショアが最も低く、現時点で 16￥/kWh である。10￥/kWh を切

ることができれば、原子力と比較しても優位な電源となる。 
 
・エネルギー政策と風力事業 2014年にエネルギー基本法が制定され、2030年予想電力需要10,650kWのうち、

化石燃料由来による供給を 56％に縮小し、再生可能エネルギー由来(再エネ)を 22％以上に拡大、残りを原子力

等で賄うエネルギーミックスが計画されている。2019 年時点で風力発電は総供給電力の 0.8％であったが、こ

れを 2030 年には倍以上の 1.7％まで伸ばす必要があり、開発を加速しなければならない。一方で、風力発電所

の建設場所は良い風力が得られる好適地に絞られるが、どこも電力消費地から離れているために、送電方法が

問題になる。送電における地域間連系の強化および推進、送電線の利用率改善も急務となっている。 
 
・国内の風力発電概況 世界の風力発電の導入状況を見ると、1 位が中国、2 位が米国となっており、この 2 国

で全世界の風力発電量 743GW の過半を占める。わが国では 2020 年末で 443.9 万 kW であり、全世界に占め

る割合は 0.6％程度にとどまる。日立パワーでは 1996 年より 25 年間、風車メーカーのドイツ Enercon 社と共

同で風力発電事業に取り組んでおり、これまでの国内総設置数は 442 基に上る。現在は、平均風速 8m/s が期

待できる北海道・東北・九州を主な建設予定地とし、洋上風力発電所の導入を推進している。 

講演される塩原 亮一 氏 

講演される鈴木 和夫 氏 
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2020 年度技術士第一次・第二次試験合格者祝賀会・講演会 

2021 年 6 月 26 日(土)、ワークプラザ勝田において、コロナウィルス感染防止をしながら、2020 年度技術士第

一次・ 第二次試験合格者祝賀会がハイブリット方式(対面、Web)にて 27 名(内、合格者 3 名)の出席を得て開催

されました。冒頭、高橋支部長により茨城県支部の位置づけと活動紹介が行われ、県支部活動参加の呼び掛けが

ありました。 次に講演会では、東日本旅客鉄道株式会社(技術士：電気電子)吉田史生氏、日立建機株式会社(技術

士：機械)佐藤謙輔氏、国土交通省(技術士：建設)齋藤良章氏により技術士第二次試験受験体験の貴重な講演があ

りました。引き続き株式会社日立ハイテク(技術士：電気電子)山本恵一氏の司会のもと、3 名の講師と「第二次試

験合格の秘訣、技術士として目指すこと」のテーマについて討論し、Web 会議参加者からも質問があり活発な意

見交換が行われ、さらに茨城県若手技術者 Wi-SE チームの紹介等があり有意義な時間となりました。なお本年は、

コロナウィルス感染防止のため、飲食による祝賀会は中止となりました。                   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記                     
◆茨城県支部会報第 18 号では、2021 年度年次大会を中心に掲載した。コロナ禍のもとすべての活動に影響が出
ているが、一致協力して乗り越えていかなくてはならない。 

◆新役員が選出された。広報委員会にも委員が加わった。新体制で頑張っていきたい。 
◆技術士合格者祝賀会が 3 名の合格者の参加を得て開催された。仲間が増えることはうれしい限りである。 
広報委員会：石田 正浩 (委員長)、堂本 隆、高橋 直樹、早乙女 弘、佐藤 剛、富田 和雄、松本 宏 

情報提供は、E-mail：ibaraki@engineer.or.jp まで 
 

茨城県支部新役員紹介 
今年は役員選挙があり 4 月に結果が判明しました。役員の任期は 6 月の日本技術士会の定時総会から 2 年で、

年次大会で紹介されました。新役員と所掌を下表に示します。 

氏名 役   職 氏名 役   職 
縣 邦雄 県南副委員長 土田 亮二 研修委員長 

飯泉 紀子 研修副委員長 寺本 和義 会計幹事､研修副委員長 

石田 正浩 広報委員長 堂本 隆 会計 

海老根 昭司 事務局次長 冨田 和雄 広報委員 

大脇 隆志 副支部長、Iot 推進支援 PL 本田 永信 事務局 

総務委員長、10 周年記念行事纒 中村 啓夫 県南委員長 
小林 守 

研修副委員長 松井 透 副支部長 

早乙女 弘 会計幹事 松本 宏 業務・地域貢献委員長 

佐藤 美律子 副支部長､事務局長 市毛 修 支部参与 

鈴木 博之 理科教育支援小委員長 岸 敦夫 支部参与 

鈴木 但義 情報担当 手島 久 会計 

高橋 正衛 支部長   

                         
前列左より：手島久、中村 啓夫 、松井 透、高橋 正衛（支部長） 

佐藤 美律子、海老根 昭司、堂本 隆 

                       後列左より：本田 永信、石田 正浩、土田 亮二、伊藤 裕（前任） 

                             大脇 隆志、縣 邦雄、寺本 和義、鈴木 博之 

                             早乙女 弘、小林 守、松本 宏 
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合格者祝賀会会場の様子 高橋支部長、講演者、合格者の皆様 


