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[山縣秀司理事長]

[日本技術士会埼玉県支部は中小企業の経営革新を応援します]

巻頭言 中小企業の視点に立つ

公益財団法人 さいたま市産業創造財団  理事長 山縣 秀司

技術士の方々は、研究機関や企業において素晴ら

しい実務経験と実績を積まれ、さらに、国家試験に

より認定された資格を取得され、広く社会に貢献さ

れていることに対して敬意を表します。

さいたま市産業創造財団では市内企業を中心に、

中小企業の様々な成長支援をさせていただいてい

ます。さいたま市内には、すでにグローバルニッチ

トップ企業として認定されている優秀な企業があ

りますが、加えて数多くの企業が国際展開や医療機

器分野など新規分野への参入に挑戦しています。当

財団では、これらの挑戦する企業をと特に力を入れ

て支援しています。

私自身、長年自動車産業で技術業務に携わってき

ましたが、当財団に来て初めて中小企業の方々と正

面から接するようになりました。中小企業の方々と

本音の会話ができるようになるまでに少々時間が

かかりました。後で気が付いたことは、新しいこと

に挑戦する場合のスタ

イルが、大企業や大組

織の場合と全く異なっ

ていたのです。それは、

中小企業との視線が合

っていなかったのです。

当財団の役割は、市内企業の成長を支援すること

で地域経済発展に貢献することです。挑戦の場の技

術領域は年々複合化し、AI，IoT，自動運転など未

知とも呼べる分野も増えてきています。さらに、技

術レベルは急速に高まっており、当財団の人材だけ

では適切な支援は困難な場合が増えています。「技

術の力で地域の発展に貢献」を方針としている日本

技術士会埼玉県支部との連携を一層深めさせてい

ただきたいと考えています。中小企業の視線に立っ

て、ともに地域の発展に貢献していきましょう。
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支部長あいさつ 設立 5 周年の新年度を迎えて

埼玉県支部長 渡辺 孫也

埼玉県支部の皆様、常日頃埼玉県支部の活動にご尽

力戴きありがとうございます。

この 5 年間を通じて一番大きな出来事は組織変

更をして、支部活動の考え方を変えたことだと思い

ます。新しい組織「地域委員会」と実行組織に「東

部地域小委員会、北部地域小委員会及び西部地域小

委員会」を設立しまし

た。各小委員会で技術

士は地方自治体や関連

団体と連携を取ってよ

り地元密着の活動を行

うことが出来ます。

たまたま平成27年度から県産業労働部から中小

企業の支援を依頼されました。其の中に「経営革新

計画とフォローアップ」があります。これは埼玉県

の各市町村の商工会・商工会議所がセンターで、技

術士はここの活動に参加出来るようになったこと

です。

今後は経営革新計画等企業支援活動と科学技術

振興活動の充実に力を入れて各委員会委員の増強

も検討します。皆様方の力で活力あふれる支部にし

たいと考えております。絶大なる支援ご協力をお願

い申し上げます。

総務企画委員会活動報告 多様性と統率

総務企画委員長 松井 繁

総務企画委員会の所掌事項は“埼玉県支部の運営

における個別事項に関する手引き”に次のように規

定されています。

かなり無謀な内容となっています。５．がその根

拠を具体的に表しているように、要するに、なんで

も来いの委員会です。その一方、構成委員は支部委

員会では最も少ない、現在5人で超人的な仕事量を

こなしています。

具体的には、2 か月に1 回開催される役員会の準

備運営、県支部規定類の作成・役員会発議・本部調

整、年間 2 回の発行を誇る会報誌の作成、県支部

HP.の更新、県支部会員宛て一斉メールの配信管理、

月次会計収支の精算・統括本部報告、税務処理など、

各担当に分かれて実施しているところです。

さて、埼玉県支部は平成23 年11 月10 日付け

で理事会決定し設置され、昨年末で早くも丸5 年が

経過しました。その間、組織的な強化を図ってきた

結果、最近では県内各地域での会員による特徴的な

活動が活発に行われています。一方で、異なる背景

を有する会員が相互に連携し、活動をスムーズに行

うためには、共通のルール作りが必要となります。

平成29 年度は、役員の改選が行われ、新幹事に

よる運営が行われますが、若々しい創造性に富んだ

新役員の基、事務手続きの効率化・省力化を図り効

果的な会員活動の実施が行えるように、更なる組織

強化を図り、埼玉県支部の継続的発展を目指して所

掌事項の遂行に邁進いたします。ぜひ、皆様のご理

解とご協力をいただき、当委員会はこれらの活動を

とおして、会員内外の埼玉県支部への期待に応える

ことを実現させていきたいと考えております。

１．事業実施の全般企画、運営管理

２．倫理・秩序・信用の維持、会員の顕彰

３．会報発行、HP 活用等による広報

４．財務管理

５．その他、他の委員会の所掌にない事項

[渡辺孫也埼玉県支部長]
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ＣＰＤ委員会活動報告

ＣＰＤ委員長  増古 恒夫

CPD 委員会は各委員会の協力のもと、平成２８

年度は CPD セミナー（講演会、見学会）を１３回

実施いたしました。見学会は地域委員会主催を含め

３回、講演会は支部総会等の特別講演会を含め１０

回開催し、参加者延べ４８０名を超え、平成２７年

度に比べ約２０％増加いたしました。CPD 合計時

間数は３５．５時間でした。

平成２９年度はセミナー参加者のアンケート等

を参考にテーマを検討し、地域開催を含め１４回、

CPD 合計時間数４０．５時間を計画しております。

県内各地域及び企業内技術士の皆さまが参加し易

いよう土曜日午後の開催を増やし、平日夜間開催を

減らします。但し昨年同様、見学会は見学先の事情

等もあり平日に開催する予定です。会員皆様からの

テーマ・ご要望等は随時受付し行事に反映させるよ

う努めますので、支部

代表メールにてご意見

をお寄せください。ま

た CPD 委員会メンバ

ーは現在１１名です、

増員募集中です（正会員、

支部委員会での承認必

要）、ご希望の方は支部

代表メールにてご応募

ください。

年間 CPD 開催予定

等は埼玉県支部ホームペ

ージに、参加申込に関しては計画詳細が決まり次第

順次「本部行事予定ホームページ」に掲載してゆき

ますので、行事予定より参加申込してください。

科学技術振興委員会活動報告

科学技術委員長  黒澤 兵夫

埼玉県支部設立 5 周年を記念し、将来に向けた

展望と課題について述べます。

日本は技術立国と言われながら学生等の理科離

れが大きな社会問題となっています。そのため、当

委員会は、理科実験/科学技術のイベントをとおし

て若い人たち（小学生、中学生、高校生、大学生等）

の科学技術の大好きな生徒/学生や若手技術者の育

成を図る目的を持ち、地域の科学技術振興を図ると

同時に、上記の活動による地域・社会貢献を図って

います。一例として、「おもしろ理科実験」を紹介

します。なお、近い将来、若手だけでなく一般市民

を含めた分かり易い科学技術セミナー・講演会を開

催する方向です。

●埼玉県立総合教育センター一般公開・埼玉県支部

『おもしろ理科実験』報告

これは、理科教室で実験をするだけでなく、家庭

でもできるように教材一式を持ち帰ることが配慮

され好評です。平成28 年10 月15 日に開催しま

した「おもしろ理科実験」は、主催者発表によると、

来場者数は 983 名で

あり、その内、当ブー

スに 1 割強の来場者

（102名：生徒76名、

父兄 26 名）が参加い

たしました。当ブース

の来場者は教材の数量

を若干絞ったため昨年

より十数名少なくなり

ましたが、なお、２回

満員となり入場制限を

行う程となりました。

・全体の来場者は減少

しましたが、結果的に当ブースの参加者割合が増加

した理由は、二つあります。テーマがよく、又サブ

テーマを含め4 種類と多かったことです。

・次回も、よいテーマとバラエティのある企画に配

慮をします。

[鉄道博物館見学状況]

[鉄道博物館講演状況]

[おもしろ理科実験会場]

[理科実験実演]
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地域産業支援委員会活動報告 新たなステージへ前進

地域産業支援委員長  宍戸 富雄

委員会活動も５年が経過し、皆様方のご支援を受け

社会貢献活動の基盤作りが出来てきました。

＜平成２８年度の活動状況＞

[1]社会貢献活動：外部の“産学官連携団体”との交

流を行っています。埼玉大学の“防災ビジネス研究

会”に参画し、テーマの構築をしています。

[2]地域産業支援活動：埼玉県“経営革新計画”支援

として活動地域を東部・西部・北部・中央のブロッ

クに分け、“地域に根付いた活動”を行っています。

技術士向け“経営革新勉強会”を実施しています。

[3]技術士業務紹介：北部地域技術交流会、彩の国ビ

ジネスアリーナに出展し、技術士活動の紹介、技術

相談会を実施しました。今年度の展示会メインテー

マは“経営革新計画支援”です。

＜平成29 年度の活動方針＞

[1]産・学・官・金 連携の拡大

[2]支援活動の更なる質の向上（技術課題相談会、経

営革新計画支援活動）外部諸団体との交流を積極的

に行い、“頼られる技術士”をめざします。

地域委員会活動報告

地域委員長  町田 博

地域活性化委員会は会員の交流促進、及び技術士の

地域活動支援を目的に、県支部活動をサポートして

います。下図の通り、県内の東部、西部、及び北部

に小委員会を置き、CPD（講演会、見学会）及び

地域講演会等の企画提案及び実施支援、地域展示会

参加、及び各地域での会員交流を実施しています。

平成29年度は各小委員会で以下の内容を中心に

活動し、企業支援における課題解決及びネットワー

ク構築に繋がる活動に努めたいと思います。

（１）東部：企業内技術士が多く、地域自治体およ

び商工会議所との連携による地域に根付いた活動

を行い、東部地域技術士、女性技術士等のネットワ

ーク構築を進めたいと思います。

（２）西部：活動グループを組み、経営革新計画に

対する技術支援を進め、地域技術士の企業支援をサ

ポートしたいと思います。

（３）北部：災害対策での安全・安心を担保する技

術検討の場を通して、地域での技術士活動を広げた

いと思います。対象技術として農工分野などを挙げ

ています。

[講演風景] [防災見学会での消化体験]

[経営革新技術士勉強会] [ビジネスアリーナ展示会][技術課題相談会]
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平成 29 年 技術士研究業績発表大会 報告

ＣＰＤ副委員長  白岩 信裕

技術士研究業績

発表大会が、平成

29 年 1 月 14 日

（土）、さいたま共

済会館にて 51 名

参加のもと開催さ

れました。村山肇幹

事の司会のもと発表は、渡辺孫也支部長の開始挨拶

の後、5名の方により行われました。いずれの発表

も、参加者の見識を広めかつ技術士活動に大いに参

考となるものでした。増古恒夫CPD 委員長の閉会

挨拶後、同じ会場にて新年会が催され、和やかな雰

囲気のなか参加者は相互交流、親睦が図れました。

5 名の方の発表は以下のとおりです。

発表1．「水道の国際展開」埼玉県大久保浄水場

場長 久保田広志氏（建設／上下水道／総監）

発表2．「埼玉の地方創生」埼玉県企画財政部地

域振興課主査 三好正智氏（建設）

発表 3．「次世代施設園芸の埼玉県における推進と

技術士の役割」一般社団法人日本施設園芸協会技術

部長 土屋和氏（農業／総監）

発表4．「X 線自由電子レーザーSACLA を支える

建設技術」国立研究開発法人理化学研究所施設担当

調査役 関口芳弘氏（電気電子）

発表 5．「東日本大震災 復興支援活動」阿津沢技

術士事務所所長 阿津沢潔氏（経営工学／総監）

技術士新合格者紹介（平成 27 年度 総合技術監理部門合格）

埼玉県新座市役所 都市整備部 梅川 誠

私は平成 22 年度、技術士（上下水道部門）

に初めて合格し、平成 26 年度、技術士（建設部

門）、平成 27 年度、技術士（総合技術監理部門）

にそれぞれ合格しました。

皆様は、技術者としてのライフプランをお持ち

でしょうか、私は、平成 8 年度に前職である建設

コンサルタントに入社しました。社内で活躍する

技術士に憧れ、技術士補としてさまざまなプロジ

ェクトの補佐を行うなかで、いつかは私が発注者

の信頼を得て、技術士としてプロジェクトの中心

的な存在で、成果を出したいと考えたものでした。

しかしながら、実家の都合により平成 16 年度に

転職、市役所の土木技師として再出発することに

なりました。当時、技術士補であった私をひとり

の技術者として支えたのが、前職の上司である課

長からの「お前は、どこに行っても技術屋だから

な。技術的な課題に向き合うことで技術士にもな

れる」との一言で、私は心が震えるのを感じまし

た。私が市役所の土木技師として下水道課に配属

された後も、この言葉があったからこそ技術者と

しての視点を持ち、課題をどのように解決してい

くかを考えることができたのだと思います。

私が下水道からまちづくりに興味を持ったこ

ろ、平成 24 年度に区画整理事務所へ異動し、現

在に至っておりますが、環境が変わろうと仕事の

規模が小さかろうと、常に技術者としての視点を

持ち続けることができれば、技術士としても成長

することができると私は思います。

最後に、私がお勧めするのは技術士（総合技

術監理部門）で、トレードオフへの対応だけでは

なく、人生をもマネジメントできる考えを得て、

技術者として自由に生きることができるからで

す。私は日本技術士会に所属し、今後さまざまな

技術者と出会い、自身の見識をさらに深める中で、

微力ながらも本会に貢献できるよう、さらなる研

鑽を積みたいと考えます。

[渡辺支部長開始挨拶]

[懇親交流会参加者一同]
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技術士新合格者紹介（平成 27 年度 機械部門合格）

JX エンジニアリング株式会社 技術本部 金田 亙

私はプラントエンジニアリング会社の設計部門で、

熱流体解析や構造解析を行っています。業務の中で

伝熱に関する経験を積むことができたので、自分の

実力を試すために技術士機械部門(伝熱)に挑戦しま

した。技術士になってからの1 年間は機械部会、防

災支援委員会の講演、原子力・放射線部会の楢葉遠

隔技術開発センター見学などに参加しました。機械

部会では工作機械に用いるクーラントの産廃処理

が大きなエネルギー消費になっており、ドライ加工

が CO2 削減に貢献すること、回転機のアンバラン

ス振動対策に、古くは図解法が、最近では複素数に

よる計算が用いられ、どちらも同じ結果となること、

複素数が自然現象を再現する面白さなどを学びま

した。防災支援委員会の講演では我が国の災害法体

系と災害対策基本法について学び、災害を教訓に法

が見直され、対策が少しずつ進化していることを知

りました。楢葉遠隔技術開発センターでは廃炉のた

めの作業者訓練、作業計画の検討を行うバーチャル

リアリティーシステムや

実証試験設備を見学し、

廃炉に対する見方が変わ

りました。講師が経験に

基づいて話してくださる

ので、専門以外の話でも

分かりやすく、得るものが多く興味を持って学んで

います。

技術士としての活動は、まだ十分とは言えません

が、今後はさらに積極的に活動してゆきたいと思っ

ています。私は技術士になってから、責任感と自信

が背中を押し、技術発表会などでの発言が増えまし

た。また、技術士倫理の考え方が業務の質を上げて

いると実感しています。これから技術士を受験され

る方は、まず、技術士倫理を勉強することをお勧め

します。技術士倫理に沿って業務を続けてゆくこと

こそが、技術士への近道だと思えるのです。

協賛団体の紹介

共和コンサルタント株式会社 代表取締役 小山 一裕

共和コンサルタント株式会社は、昭和 43 年 4

月13 日に測量会社として設立されました。この年

は明治百年にあたり、まさに日本経済が大きく成長

していた時代でした。その後、事業を建設コンサル

タント分野にも拡大、当社の綱領にも含まれる『企

業は社会の公器』を基本コンセプにかかげ、今日ま

で48 年間の長きにわたり、県内のインフラ整備を

担ってきました。平成28 年11 月現在、道路、下

水道、鋼構造及びコンクリート、上水道及び工業用

水道の4 部門を国土交通省に登録、幅広い分野で業

務を展開しております。主な会社主催の行事は、6

月に「創立記念研修会」を全社員召集のもと開催、

さらに9 月には「社内技術発表会」で社員の技術力

やプレゼン能力の向上を図っています。また業種柄、

人材の育成にも重点を置き、多くの技術者が資格取

得やスキルアップを目標に励んでいます。事業の内

容といたしましては、地元に特化した道路、河川、

上下水道の設計業務や橋梁の点検業務などを埼玉

県、さいたま市ほか県内の各地方自治体から受注し、

工期内にクォリティの高い成果品を収めておりま

す。 詳細につきましては、当社ホームページを御

参照ください。< URL:http//www.kyowanet.jp >

 編集後記
委員会と会員の橋渡しの場として発行された広報誌も第9 号

となりました。更に今後は、会員外の県内の外部団体との交流

も含め、相互の情報交換の場としての記事を増やし、埼玉県支

部活動の県内定着を目指します。お気付きの点がありましたら、

右記支部代表メール、総務企画委員会宛てにご意見をお寄せ

ください。   [ 埼玉県支部 総務企画委員会 広報担当 ]
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