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2020 年度年次大会・講演会・交流会 

2020 年 10 月 17 日(土)13 時 30 分より、ひたちなか市ワークプラザ勝田において、茨城県支部の第 9 回年次
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、今年の年次大会は新型コロナウイルス対応の為、通常の6月開催から10月に、

開催方式も対面と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60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、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。 

 今年 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在り方の検討の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。 

 さて、本日の講演会ですが、茨城県産業技術イノベーションセンターから冨長様、国立研究開発法人産業総合

研究所 インダストリアルCPS研究センターから前川様をお迎えいたしました。「モノづくりの未来を考える」を

統一テーマとして、冨長様には「茨城県産業技術イノベーションセンター支援活動」、前川様には「ミニマルファ

ブが拓く半導体製造の未来」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 木名瀬 貴久 氏 

技術士会の皆様には、日頃から県の施策にご協力いただき感謝申し上げます。今年は

新型コロナウィルス問題で皆様ご苦労されておられますが、県としても感染防止と経済

活性化の両輪で取り組んでいます。本日の講演会で産業技術イノベーションセンターの

活動を紹介させていただきますが、製造業支援に留まらず幅広い分野で取り組んでおり、

皆様と手を携えて県の産業維持に取り組んでゆきたいと思っています。 

平成 29 年度の茨城県の経済成長率は全国一で、産業支援活動の成果が少しづつ出てき

ているものと思っています。デジタル化への対応が大きな流れで、IoT 推進については

茨城県支部のご協力を頂いていますが引き続きご協力・ご指導をお願い致します。 
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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発展に様々な形でご協力いただいており感謝いたします。今年度

は新型コロナウィルスの感染拡大で、「産業交流フェア」「青少年のための科学の祭典」

も開催見送りを余儀なくされました。昨年度の「電気と磁石(クリップモーター作り)」

は大変好評で、子供たちの喜ぶ姿が印象的でした。コロナ感染は大変ですが、感染予防

と日常生活、経済活動をバランスをしっかり取りながら維持して行くことを県とともに

進めています。ピンチをチャンスに変える努力が徐々に出てきており、デジタル技術に

より対面方式からの業務改善もみられ、市も協力してこの難局を乗り切って行く努力を

しています。技術士会には助言、助力を期待しています。 

 

来賓挨拶             (公財)日立地区産業支援センター常務理事(センター長) 菊野 洋二 氏 

日立地区産業支援センターは日立市以北の工業を中心とした産業支援活動をしてお

り、技術士会の皆様には大変ご協力を賜っておりお礼申し上げます。コロナ禍にあっ

て、中小企業では事業の大小を問わず大きな影響を受けており、長期化するものと考

えています。これには三つの対策が必要と感じています。第一はIoT、OnLineの導入

などによる「非対面・非接触型」の事業推進、第二は業務効率の向上、人材育成など

の「経営基盤の強化」、第三は多くの事業所の連携、3D プリンタ活用、新規事業の立

ち上げなどによる「生産部門の革新」を図って行くことです。大学を交えた研究会の

立ち上げも検討しており、技術士会の皆様にはご協力・ご指導をお願いいたします。 

2019 年度活動報告、2020 年度活動計画 

高橋支部長より 2019 年度の事業報告及び 2020 年度の事業計画が報告された。 

１．2019 年度事業報告 

(1)支部における年次大会（全体会合）・役員会・委員会活動 

   ① 茨城県支部会員が参加して年次大会を開催した（７月27日）。 

   ② 総務委員会では、支部役員会（12回／年）、年次大会の開催、支部会計、支部パンフレット改定を行った。 

   ③ 広報委員会では、行事案内、活動状況報告、支部会報の掲載を行った。 

   ④ 業務・地域貢献委員会では以下の活動を行った。 

    ・理科教育支援小委員会を中心に「霞ケ浦ECOフェスティバル」（8月 24日）、「青少年のための科学の祭典 

ひたちなか大会」（11月 2日～3日）に出展した。また、茨城県生涯学習センターの「おもしろ理科先生 

派遣事業」に理科講座を登録し、県内の小学校、図書館、科学館等からの要請により理科支援を行った。 

     ・IoT推進支援プロジェクトでは、「茨城県IoT推進 ラボ」の構成機関として、フォーラムやIoT勉強会など 

     他支援構成機関と連携した啓発活動、情報共有を行った。 

  ⑤ 研修委員会では、CPD行事の開催、修習技術者交流会の開催、若手技術者の会（Wi-SE）の立上げを行った。 

   ⑥ 県南委員会は、県南地域の小学校、文教施設からの要請を受け、科学実験教室に講師を派遣した。 

(2)行事 

   ① 「平成29年度技術士第一次・第二次試験合格者祝賀会・講演会」（4月6日）を開催した。 

   ② 年次大会（7月 27日）及び新年講演会（1月25日）で「講演会・交流会」を開催した。 

   ③ 「いばらきオープンテクノフォーラム2019」を 12月 14日に開催した。 

   ④ 技術士CPD講座を3回、修習技術者交流会を2回、IoTコ・ラボ勉強会を3回、見学会を1回開催した。 

(3)その他 

  ① 県内小中学校等で開催された「おもしろ理科先生」講座に合計7回講師を派遣した。 

   ② 茨城高専(JABEE認定）の要請で「技術士活動紹介」（4月 4日）を行った。（専攻科1、2年生、約50名に 

対し啓蒙活動実施） 

   ③ 茨城県霞ケ浦環境科学センター「環境月間フェスティバル」（6月1日）に出展し、パネル展示、水の浄 

化実験、光の屈折実験、消える玉の工作を行った。 
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   ④ 茨城県霞ケ浦環境科学センター「霞ヶ浦ECOフェスティバル2019」（8月 24日）に出展し、ポンポン船 

工作、水処理実験、バブルリング体験等行った。 

   ⑤「青少年のための科学の祭典ひたちなか大会2019」（11月 2日、3日）に出展し、手作りモーターと分光盤 

の工作実験を行った。 

   ⑥ 茨城県霞ケ浦環境科学センター「環境学習フェスタ」（2月15日）に出展し、パネル展示、水の浄化実験、 

光の屈折実験、消える玉の工作を行い、実験的にプログラミング体験を追加で実施した。 

2．2020 年度事業計画 

  令和 2年度は、これまでの実績を踏まえ、それぞれの活動の幅を広げるとともに、ひとつひとつ成果が結実 

するよう取り組む。主要なテーマは次のとおりである。 

  (1) 技術士および技術者の倫理の啓発    

  (2) 技術士の資質向上   

  資格取得後の技術士の更なる資質向上とともに、当支部活動の一般への開放を進め地域密着を高めていく。 

  (3) 技術士制度の普及・啓発   

      県及び関連機関、団体などへの技術士の活用促進を働きかけると共に、技術士制度に関する広報活動を行う。 

  (4) 技術士業務の開発及び活用促進  

      県及び関連機関、団体などへの働きかけを図るとともに地域密着を高めてゆく。 

  (5) 技術系人材の育成   

      修習技術者の支援と、大学などの教育機関に対する技術士活動の紹介など技術士制度の普及啓発を図る。 

  (6) 地域社会貢献活動   

  地域社会の多種多様な技術的課題に対し、県及び関連機関と連携し、その地域に即した支援活動を推進する。 

  (7) 情報発信・連携の強化  

  タイムリーな情報発信とその内容の充実を図る。 

  (8) 組織運営の強化      

講演会 年次大会に引き続き、講演会が実施された。 

◆ 講演１ 「茨城県産業技術イノベーションセンター支援活動」 

                          産業技術イノベーションセンター 副センター長 冨長 博 氏    
 冨長博氏は、茨城県庁に入庁ののち、県工業技術センター繊維工業指導所長を経

て、現在、茨城県産業技術イノベーションセンター副センター長として、県内中小

企業の技術支援を担っている。産業技術イノベーションセンターは、現在の大井川

知事になって、旧工業技術センターから名称を変え、基本目標を「企業のイノベー

ション創出をリード」とし、企業のイノベーション創出を支援し競争力を高める機

関を目指している。イノベーションを「製品化や事業化、サービスの開発などにつ

ながる技術開発を中心とした新しい取り組み」とし、新ビジネス展開やオンリーワ

ン企業の育成を通じた、売れる・儲かる企業の創出を目標としている。 

 本センターの主な活動は、先導的な研究（IT・AI・ロボット、宇宙、機能性材料）、

ビジネス創出支援、技術支援、人材育成の4つである。「先導的研究」では、AI、複

合現実デバイスを用いた製造工程効率化の事例として、しらす選別工程での異物除去自動化の例を紹介された。

その他、超小型衛星の高機能化に関する研究ではものづくり企業とベンチャーを結びつける活動や、超高耐熱性

を備えるセラミック複合材料の研削加工技術の開発などをあげられた。2019年度から始まった「ビジネス創出支

援」では、ビジネスプラン構築研修、ワークショップを中心にビジネスプラン構築支援を21件行い、優秀なビジ

ネスプランとして2件を選出し、実証試験を行なっている。「技術支援」では、センターが保有する機器や技術・

ネットワークを活用し、技術相談や試験設備使用、共同研究といった形で企業の課題への解決策を提案している。

「人材育成」では、CAE 活用の技術支援から、陶芸大学校での世界に羽ばたく陶芸家の育成まで、令和元年度で

トータル208名を受け入れ、幅広く次世代技術活用人材、地場産業を担う人材の育成を行なっている。 

今後も県内中小企業のイノベーション創出やそれを支える人材育成に本センターの活動が期待されるとともに、

技術士を含む各方面・機関の連携が重要であるとの認識を共有し講演を締めくくられた。 
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◆ 講演２ 「ミニマルファブが拓く半導体の未来」 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルＣＰＳ研究センター  

デバイス技術研究部門 博士（工学）技術士（機械） 前川 仁 氏 

前川 仁氏は米国留学後、最近の 10 年間はミニマルファブの搬送、制御と産業

応用に従事されている。講演においては、ミニマルファブの概要、産業化推進体制、

技術的特徴、及び実用化、普及に向けてのこれからの取り組みを主に説明をいただ

いた。 

ミニマルファブは、2006 年産総研が提唱した多品種少量生産を指向した半導体製

造システムで、(1)ハーフインチ径、(2)装置幅 30 ㎝、(3)クリーンルームレス、の特

徴を有し、従来の小型化、多ピン化に対応した少品種多量化生産システムである既

存メガファブに比べ1/1000の初期投資で半導体市場の1/2を占める少量多品種半導

体をターゲットとした生産システムである。またミニマルファブにおいては製造工

程ごとに、幅 30 ㎝のユニットをライン化して製造するために、ユニット間の搬送方式が課題の一つであったが

PLAD システムの開発により解消した。さらに、これらユニットは、多くの半導体装置メーカーが分担して製造

しており 2015 年試作ビジネスに参入するとともに、より新たな生産システムを創造するための包括的な組織と

して産総研コンソーシアム・ファブシステム研究会を立ち上げ、多くの企業、大学、公的機関の参加をいただき

応用研究、製品開発、生産システムの構築、などに活用されている。 

これからは、開発の実用化を目指して、「死の谷」と事業化から産業として成立するまでの「ダーウィンの海」

と呼ばれる 2 つの関所を潜り抜けてゆくことが課題となってくるが、講演を通して示していただいた課題に取り

組む姿勢は特に新製品開発に携わる技術士にとって大いに参考となった。 

 

2019 年度技術士第一次・第二次試験合格者祝賀会・講演会 

2020 年 9 月 6 日(土)、ワークプラザ勝田において、コロナ禍の感染防止を施しながら、2019 度技術士第一次・

第二次試験合格者祝賀会・講演会が21名（内、合格者4名）の出席を得て開催された。 

 冒頭では、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った。 

次に講演会では、王子コンテナー株式会社の下村充氏（技術士：経営工学）、日立建機株式会社の高橋信雄氏（技

術士：機械）、日立金属株式会社の川瀬裕介氏（技術士：電気電子）により技術士第二次試験受験体験の貴重な講

演があった。引き続き三菱マテリアル株式会社の千歳範壽氏（技術士：原子力・放射線）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、さらに修習技術者との質疑応

答を活発に行われ、第二次試験を受験予定さる方には有意義な時間となった。なお本年は、コロナ禍の感染防止の

ため、飲食による祝賀会が中止となった。 

 

    

祝賀会・講演会の様子 
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編集後記                     

◆茨城県支部会報第 16 号では、2020 年度年次大会を中心に掲載した。2019 年度の活動実績と 2020 年度の活動計画

が報告された。会員の CPD に資する活動、地域社会への貢献活動など、多岐にわたる活動がされている。 
◆どのイベントもコロナ禍で苦しい中での開催となった。なんとか乗り越えていきたい。 
◆技術士合格者祝賀会は、コロナ禍で参加者が限られた祝賀会になった。合格者の今後の活躍を祈りたい。 
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、松本 宏 

情報提供は、E-mail：ibaraki●engineer.or.jp（●を＠に変更して使用ください）まで 
 

祝賀会・講演会の様子 合格者と支部長 
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講演される前川 仁 氏 


