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巻頭言 イノベーションのジレンマ 

埼玉県産業振興公社 理事長 織田 秀明 

 

はじめに日本技術士会埼玉県支部並びに会員

皆様の、高度な専門知識と多くの知見に基づいた

日頃の活動に対しまして、心から深く敬意を表し

ます。 

当公社は、「中小企業の未来を創造する信頼の

パートナー」の理念の下、埼玉県のあらゆる産業

振興のための活動、特に県内企業の大半を占める

中小企業のために様々な支援を行ってきており

ます。近年は重点施策として、特に先端産業支

援・海外の展開支援活動等に力を入れてきており

ます。 

さて、21 世紀は不確実不透明な時代といわれ

ており、近年の技術進化・深化には、その分野・

スピード共に驚かされます。このような事業環境

の中で、企業が生き残ってゆくためには、世界レ

ベルでの大きな潮流・メガトレンドをしっかりと

捉え、自分たちの強みと弱みを客観的に評価し、

はっきりと認識した上で、長期的な戦略を構築し、

行動する事が肝要です。特に、グローバル化の中、

エネルギー・人口問題・IT 革命・つながる社会、

等々あらゆる新しいメガトレンドを加味し、変化

に対して柔軟でスピードを持った対応が求めら

れます。 

 現在の日本産業の置かれている環境下（特に高

齢少子化社会・人口問題）では、量を求めるので

はなく付加価値の高い産業への移行が不可欠で

あります。そのためにも経済学者シュンペーター

が定義したイノベーションの伴った産業への転

換が肝となります。イノ

ベーションとは単に新し

い技術開発だけではなく、

新しいアイデアから社会

的意義のある新たな価値

を創造することにありま

す。それが今までの常識

を打ち破り、社会的に大きな変化を引き起こすこ

とになります。現在の IoT（第4次産業革命）も

その一つの例でしょう。 

 ただし、このインベーションは簡単には出てこ

ないし、優良な大きな企業からは生まれにくいと

いわれています（イノベーションのジレンマ）。

優れた商品を開発・生産・販売する優良企業が、

現存する商品技術をベースに改良・改革に追われ、

破壊的イノベーションを伴う新商品を打ち出せ

ないことが原因で、最終的には新規企業にとって

代わられるというものです。 

県内の中小企業を見ると素晴らしい新しいア

イデアを持ったオンリーワンの企業が、徐々に育

ってきているように感じています。この時代にあ

っては、柔軟な考えを持った企業の対応力が重要

です。その鍵となるのは経営者・技術者の常識を

疑う文化・意外性のある人財育成等にかかってい

るといっても過言ではないでしょう。今後とも当

公社では、貴会との連携を一層深め、新しい産業

の創出・活性化に貢献いたしたく、切にご協力を

お願いいたします。 
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支部長あいさつ 

埼玉県支部長 渡辺孫也 

 

昨年は天候が不順で大雨による水害などがあ

った一方、埼玉県人からのノーベル物理学賞の受

賞者が出たという明るいニュースがありました。 

新年度を迎えて埼玉県支部の重要課題につい

て以下にご紹介し皆様のご協力をお願いしたい

と思います。 

支部では組織の一部変更を行い,それに伴い担

当幹事の異動も行いました。新組織と所掌事項を

下記に示します。 

まずは、県の教育委員会や諸団体との連携を図

り一層強力に理科教育支援を進めることとしま

す。そこで従来の小委員会を科学技術振興委員会

として発展させることにしました。小中学高校の

理科教育の支援を主体的に行う委員会にしまし

た。従来からの実績をベースにさらに一段と発展

することを期待します。昨年１0月の埼玉県立総

合教育センターの一般公開日では、理科実験を行

いました。１１００人を超える来場者があり大盛

況で非常に感謝されました。 

次に、埼玉県の施策である「中小企業の経営革

新計画作成」に対し、引続き協力・支援をしてい

くことにしました。この事業も２年目を迎えます

が、実際の業務はこれからです。特に技術的問題

の解決に向け対処する

のが我々日本技術士会

の正会員の使命であり

ますので、全力で取り

組んでゆきたいと思い

ます。商工会議所、商

工会および中小企業診断協会等関連する団体と

も緊密な連携を取りながら進めてまいります。関

係者のご協力をお願いします。 

3番目は、地域委員会の下に新しく発足した東

部、北部、西部の3地域の小委員会活動です。こ

の活動は支部の活動を活発にすると同時に、新た

に活躍して頂ける会員との出会いを目的として

いますので、今後とも強力に推進して参ります。

昨年１２月のＣＰＤ見学会「東遷物語」は大変盛

況で、素晴らしい行事を催す事が出来ました。こ

れは地域組織の強い結束力により、ＣＰＤ委員会

等他部門との連携を図った結果であり、創意工夫

と皆さまのご努力の賜物だと思います。さらにこ

れからが楽しみです。 

新体制のもと役員一同、支部発展のために全力

で取り組んで参りますので、皆様の絶大なるご支

援とご協力をお願い申し上げます。

 
       埼玉県支部組織図             委員会所掌事項一覧表              

地域委員会

CPD委員会

１．技術士CPDの企画、実施
２．技術士倫理研修
３．教育機関、若手技術者への技術士制度
　　の普及

科学技術振興委員会
１．理科教育の支援
２．科学技術の普及・啓発活動支援と関連
　　との連携

役　員　会

総務企画委員会

CPD委員会

科学技術振興委員会

地域産業支援委員会

北部地域小委員会

西部地域小委員会

地域産業支援委員会

総務企画委員会

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

委員会名 所　掌　事　項

東部地域小委員会

地域委員会
１．所管する地域在住会員の交流促進
２．所管する地域での支部活動のサポート

１．科学技術を通じた社会貢献活動
２．地域産業支援
３．技術士活動のPR
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新年度を迎えて 

ＣＰＤ委員会            ＣＰＤ委員長 増古 恒夫 

 本委員会は、１）技術士CPDの企画、実施、２）

技術士倫理研修、３）教育機関、若手技術者への技

術士制度普及を担当しております。各地域から２名

の委員の参加を得、１１名の委員で構成、今期は１

５回のＣＰＤセミナー（見学会２回/年を含む）を

計画しています。各地域でのＣＰＤセミナーは基本

的に土曜日午後としています。 

CPD セミナーに関する実施計画等お知らせは日

本技術士会ホームページや会員向けメールで発信

しております。未登録の方はメールアドレス登録を

是非お願いいたします。 

 

科学技術振興委員会       科学技術振興委員長 黒澤 兵夫 

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 

今回（平成27年10月17日）は、「スライム」

と「ゴムの不思議」の実験を行い、125 名（生徒

100名、父兄25 名）が参加し盛大でした。今後

も、行政及び教育機関、理科教室及び理科実験行事

を主催します自治体、企業等と連携・協力していき

ます。 

 

 

理科実験「スライム」  理科実験「ゴムの不思議」

地域産業支援委員会活動      地域産業支援委員長 宍戸 富雄 

己の「殻」を破って新たな地域支援活動を！ 

当委員会は、以前から技術課題相談会に参画し県

内の中小企業各社の技術支援活動を行ってきまし

た。新たに昨年３月埼玉県の“経営革新計画”支援

機関となり４月から支部内にチームを組み、これま

でお付き合いが少なかった各地区の商工会議所や

商工会を訪問しました。そこで技術士活動の紹介と

経営指導員の方々とお話し合いをする機会があり

ましたが、ほとんどの方々は技術士の存在を知りま

せんでした。伺ったお話しの中には初めてお聞きす

る事もあり、さまざまな“学習”をする事ができま

した。今回の活動で我々が“為すべき役割”の一つ

を改めて認識する事ができました。技術士一人ひと

りが己の殻を破って“新たな活動”をする必要があ

ると痛感した次第です。新年度も、皆様方とご一緒

に地域支援活動を推進したいと思います。 

 

地域委員会         地域委員長 町田 博 

 地域委員会は、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。県内の東部、西部、北部に小委員会を置き、

CPD講演会、見学会を企画・実施しています。 

平成28年度は、各小委員会で下記テーマを中心に

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：治水・利水、水ビジネスに関する技術

展開 

（２）西部：経営革新計画に対する技術支援 

（３）北部：災害対策での安全・安心を担保する技

術検討 
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総務企画委員会          総務企画委員長 松井 繁 

本委員会の活動目的は会員の組織的活動を行い

易くし、その活動を通して社会貢献活動の成果を出

すためであり、最も重要な委員会活動と自負してお

ります。 

具体的には、埼玉県支部手引き、要領及び各種

内規の整備を行い、会員がスムーズな活動を行える

ようにし、また、情報管理責任者を強化して素早い

連絡メール、見易いホームページの改訂等を行って

います。更に埼玉県支部協賛団体の募集も行ってい

ます。各種講演会等に当支部会員と同待遇でご参加

いただけます。身近に現役の技術士と親しく活動を

共にできる良い機会であり、外部団体・組織の方々

のご加入をお勧めいたします。詳細は下記総務企画

委員会宛にメールにて資料をご請求ください。

 

技術士研究・業績発表大会報告         CPD委員会 

平成２８年１月９日に９回目となる大会が、さ

いたま新都心交流プラザにて、講演者５名と参加

者４８名にて開催されました。発表された内容は

多岐に渡り、参加者からは活発な意見交換がなさ

れ、自己研鑚となる有意義な話が聴けました。 

講演１：「埼玉県営水道の概要」（建設 埼玉県企

業局長 井上桂一氏） 

講演２：「理研小型中性子源RANSの技術開発（老

朽化橋梁診断等への応用・・コンクリート内部

の可視化）」（電気電子 関口芳弘氏） 

講演３：「自己管理強化によるプロジェクトマネジ

メントの高度化に関する研究報告」（建設  小

川哲也氏） 

講演４：「2016年で開業して10年～一芸8年

商売10年」（電気電子 渡部利範氏） 

講演５：「Bemtor Project（インドネシア）」（機

械 浅賀栄蔵氏） 

 

閉会後、賀詞交歓会

が行われ参加者相互

に交流を深めました。 

  協賛団体の紹介 『ベルセッジ・インコーポレイテッド』 

  ベルセッジ・インコーポレイテッド様は、平成

１３年に設立され、今年で満15年となります。主

な事業は、エネルギー分野や防災分野の地質調査並

びにコンサルティングを中心とする建設関連サー

ビスです。 

3.11 東日本大震災以降の急速な再生可能エネル

ギーの普及や電力自由化によるインフラ整備・保守、 

自然災害などの防災に、当社として技術・事業とし 

て社会貢献がなされるものと期待しています。 

また、事業分野の特性上、技術士制度に対して理

解が深く、平成２６年2月からは埼玉県支部の協賛

団体として、埼玉県支部の活動を支援していただい

ています。 

（紹介文：総務企画委員会） 

   次回紹介予定 

     NPO法人 彩の国技術士センター 
 

  編集後記 

埼玉県支部広報誌は、今回で７号になりました。この間、 

レイアウトを少しづつ改善してきたため、読みやすくな 

ったと思います。今後は掲載内容の充実を図る所存ですが、 

増頁を含め掲載内容について会員の皆様のご意見をお聞 

かせください。 [ 総務企画副委員長 村山 肇 ] 
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