


大　会　宣　言

私たち技術士は、

創立70周年記念大会の開催に当たり、大会テーマとして「2030

年SDGs達成に向けて技術士ができること－技術士の知恵を活か

す－」を掲げ、首都東京の地に集いました。

私たち技術士が2030年SDGs達成に貢献するためには、その多

様な専門領域の技術力を統合的に発揮するとともに、産官学が

連携したプラットフォーム機能の構築が求められます。

そして日本技術士会はその中核としての役割を果たしていく必

要があります。

私たち技術士は、国家資格を有するプロフェッションです。技術

士に課せられた役割を今一度再認識し、今大会を通じて得られ

た知見、人脈等を活かし、公益に貢献していくことを宣言しま

す。

2021年11月26日

2021年�技術士全国大会

（創立70周年記念）代表　河野　恭彦

参加者一同

《 技術士倫理綱領 》

技術士は，科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し，
業務の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献する。
技術士は，その使命を全うするため，技術士としての品位の向上に努め，技
術の研鑚に励み，国際的な視野に立ってこの倫理綱領を遵守し，公正・誠実
に行動する。

1　公衆の利益の優先
技術士は，公衆の安全，健康及び福利を最優先に考慮する。

2　持続可能性の確保
技術士は，地球環境の保全等，将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。

3　有能性の重視
技術士は，自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い，確信のない業務には携わらない。

4　真実性の確保
技術士は，報告，説明又は発表を，客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。

5　公正かつ誠実な履行
技術士は，公正な分析と判断に基づき，託された業務を誠実に履行する。

6　秘密の保持
技術士は，業務上知り得た秘密を，正当な理由がなく他に漏らしたり，転用したりし
ない。

7　信用の保持
技術士は，品位を保持し，欺瞞的な行為，不当な報酬の授受等，信用を失うような
行為をしない。

8　相互の協力
技術士は，相互に信頼し，相手の立場を尊重して協力するように努める。

9　法規の遵守等
技術士は，業務の対象となる地域の法規を遵守し，文化的価値を尊重する。

10 継続研鑚
技術士は，常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとと
もに，人材育成に努める。

昭和36年３月14日  理 事 会 制 定
平成11年３月  9日  理事会変更承認
平成23年３月17日  理事会変更承認
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創立70周年を祝う

公益社団法人�日本技術士会�会長　寺井�和弘

日本技術士会創立70周年を記念する全国大会を開催するにあたり、主催者を代表して式辞を
申し上げます。新型コロナによる感染状況が完全には収束していない中、秋篠宮皇嗣殿下よりお
言葉を賜るとともに、関係する多方面のご来賓の皆様、そして多くの会員の皆様のご参加により、
創立70周年記念大会を開催できますことに、深甚より感謝申し上げます。
70年前の1951年、戦後の日本を技術の力で復興することを目指した先輩技術者達によって本
会は産声を上げました。その後、多くの関係者のご尽力により1957年に技術士法が制定され、翌
年には第1回の技術士試験が実施され、「技術士」はエンジニアの国家資格として法的に位置づ
けられました。
これまでに21の技術部門で9万人を超える技術士が誕生し、行政機関や産業界で多くの技術士
が活躍されてきました。関係者の皆様のご支援と技術士各位のご努力に対して改めて感謝と敬意
を表するものであります。
日本技術士会は、技術士法に基づく指定機関として技術士の試験と登録を行うとともに、技術
士の責務とされている継続的な研鑽の実施および技術士資格の一層の活用を図ることを役割とす
る公益社団法人です。
本年9月には、技術士法施行規則が改正され、技術士の継続研さん活動の実績の管理及び活用
を可能とする公的な仕組みが構築され、日本技術士会が関連する事務を担うこととなりました。
日本技術士会は、全国の技術士を対象にその継続研さん活動の記録を受理し、確認するための
体制を構築します。会員の皆様におかれましても、本制度の背景と趣旨をご理解いただき、さら
なる継続研さん活動の推進と活動実績の申請をお願いするものです。
翻って、私たち技術士の継続研さんはどうあるべきでしょうか。
今回のパンデミック下において、医療従事者の方々の献身的な努力に支えられてきたように、
私たち技術士も技術従事者として、パンデミックに限らず多くの社会的課題に対してエンジニア
リングの力で解決策を提示する社会的役割があります。
そのためには、目まぐるしく進化する最新の専門的学識の習得と併せて、人間や社会のあるべ
き姿を思い描き、技術を公正に社会実装していくための人格的な基盤の習得を意識する必要があ
ります。こうした姿勢を通じて、地域の課題から地球規模の課題に至るまでの解決策を提示でき
るプロフェッショナルエンジニアとして認知されるのではないでしょうか。
創立70周年記念大会では、「2030年SDGs達成に向けて技術士ができること～技術士の知恵を
活かす」を大会テーマとして掲げております。
私たち技術士が2030年SDGs達成に貢献するためには、その多様な専門領域の技術力を統合的
に発揮するため、産官学が連携したプラットフォーム機能の構築が重要です。そして日本技術士
会はその中核としての役割を果たしていく必要があります。「技術士」に課せられた役割を今一
度再認識し、SDGs達成という公益に貢献していくことを宣言させていただく予定です。
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これまで多くの技術士の方々によって築き上げられた70年の伝統を引き継ぎつつ、この記念
すべき全国大会を成功させることにより、Society5.0と呼ばれる社会の実現に向けた技術士の更
なる貢献をあらためて決意するとともに、技術士の知名度向上と資格活用の推進に繋げてまいり
ましょう。
最後になりますが、本大会にご後援、ご協賛いただきました関係各機関、ご支援・ご協力いた
だきました皆さまに厚くお礼申し上げます。また、本大会の企画・運営委員会の皆様はじめ本大
会の企画、運営、準備にご尽力戴きました関係者の皆さまに心より感謝申し上げまして、創立70
周年記念技術士全国大会の式辞といたします。
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行事日程・関連行事

記念式典・大会日程
期日 時間 内　容 定員 会　場

25日
（木）

13 : 30
～

16 : 30

第1分科会　すべての人が輝くジェンダー平等の社会へ
日本におけるジェンダー（社会的性差）ギャップ解消や
女性技術者の活躍に向け、現状や先進例を共有し、あ
らゆる組織での途切れない支援と働きかけの向上に向
けて議論する。

WEB：270名
会場：  0名

機械振興会館

第2分科会　暮らし続けられる街づくり
地域コミュニティやインフラの維持が困難になりつつあ
る現状を打開し、持続可能な安全で快適な街づくりを実
現していく技術の力について、事例紹介とともに討議で
深める。

WEB：270名
会場：110名

第3分科会　環境・新技術
限界を有する地球環境において、人々の生活・環境を維
持していくためには新たな試みが必須である。いくつか
の新技術を導入して理解を進め、技術士による解決策
策定を試みる。

WEB：270名
会場： 50名

第4分科会　国際的通用性と日本の技術者の育成
教育と技術者資格の質保証はコンピテンシーが世界標
準となりつつある。国内での普及と制度改革の歴史を
振り返りつつ、技術士としてのコンピテンシーの体現
を考える。

WEB：270名
会場： 50名

第5分科会　資格活用
技術士資格の活用について、技術士資格活用委員会の
活動報告および青年技術士支援委員会の活動状況から
見える課題を共有し、時流に沿った活用促進の方策を
議論する。

WEB：270名
会場： 30名

26日
（金）

14 : 00～

記念式典
記念講演
　〈学　界〉村上周三氏
　　　　　（東京大学名誉教授／一般財団法人 建築環

境・省エネルギー機構　理事長／（内閣府）
自治体SDGs推進評価・調査検討会　座長）

　演題「ＳＤＧｓ未来都市構想」
　－経済・社会・環境の統合的取組による持続可能な

まちづくり－
　〈産業界〉角和夫氏
　　　　　（阪急阪神ホールディングス　

代表取締役会長　グループCEO）
　演題「サステナブルな社会の実現に向けて」
分科会報告
大会宣言

200名
（会場のみ）

パレスホテル東京

18 : 00～ 交流会 170名
（会場のみ）

関連行事
・技術者倫理情報連絡会（倫理委員会）
　26日9 : 30 ～ 11 : 45　定員：WEB100名　場所：機械振興会館（発表者のみ）
・青年の集い「青年世代の技術者が次世代の主役になろう！」（青年技術士支援委員会）
　27日10 : 00 ～ 21 : 00　定員：WEB100名
・テクニカルツアー（筑波宇宙センターおよび首都圏外郭放水路見学）

27日8 : 15 ～ 17 : 30　定員：40名
・その他、各部会で講演会・見学会を開催。

※感染状況によって、開催方法の変更等が生じている場合があります。どうかご了承ください。
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日本技術士会創立70周年記念全国大会表彰

《記念表彰》

《特別表彰》

高橋 修
第18代会長

内村 好
第19代会長

吉田 克己
第20代会長

高木 茂知
第21代会長

我が国の産業・経済の発展に伴い、1970年代頃からプラント等での事
故やトラブルの発生に対し、それらに携わる技術者の責任意識の欠如が
指摘されるようになり、技術者・研究開発者としての倫理意識の向上が
社会的な課題となった。
杉本氏は、自らの現場技術者としての経験を踏まえ、技術者として社

会的責任の認識が重要であるとの信念を持って、倫理観と専門職としての責任を持った技術者を育成
するため、科学技術分野における法規制を含む体系的な考え方と事例からなる教科書の著作、技術者
研修の講師、NPO法人科学技術倫理フォーラム並びに日本技術士会登録技術者倫理研究会における
研究・出版等の活動などを通じて、技術者倫理の社会への普及に尽力する等先駆的、啓発的な役割を
果たしてきた。
なかでも日本技術士会訳編「科学技術者の倫理（その考え方と事例）」、日本技術士会環境部会訳編

「環境と科学技術者の倫理」の翻訳出版は、日本国内において技術者倫理への関心を喚起する契機を
創るとともに、報道機関による書評等を通じて日本技術士会の技術専門家集団としての社会的地位に
対する認識を高めることになった。また著書（高城重厚共著）「大学講義技術者の倫理・入門」は、
現在も版を重ね、多くの大学・専門学校において採用されている。

『技術者倫理の先駆により
日本技術士会の社会的責任に貢献』

杉本 泰治
名誉会員　技術士（化学部門）
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記念講演

SDGs未来都市構想
―地方創生に向けた自治体SDGsの推進―

東京大学名誉教授　一般財団法人�建築環境・省エネルギー機構理事長　村上�周三

1　地方創生に取り込むべきSDGsの視点
政府は地域振興の中核的施策として「まちひとしごと創生総合戦略」を定めているが、この戦
略の中でもSDGsは主流となっており、SDGsの取組を通した地方創生が推進されている。SDGs
は外からの強いメッセージとして日本における社会改革の有効なツールになると期待される。
SDGsの取組における重要な視点として、経済・社会・環境の統合的取組が指摘できる。各課
題について個別に解決策を図れば部分最適の解を求めがちになり、国や自治体の行政においても
部局単位での政策推進に際してこの傾向が現れやすい。個別政策として推進するときには政策間
のトレードオフが発生しがちであるが、統合的視点により多様な政策間のシナジー効果と全体最
適を目指すべきである。自治体行政の部局間でバランスのとれた施策の立案を支援するという意
味で、SDGsは有効な手段を提供すると期待される。更に、自治体がSDGsに基づいて活動計画
を策定するに際して、留意すべき2つの視点を指摘したい。一つがバックキャスティングの視点、
つまり、自身の自治体の将来のあるべき姿を明確に見定めて、そこから振り返って、現時点の活
動計画を策定すべきである。次に重要なものがアウトサイドインの視点、これは将来計画の策定
において、広く世界の動向に目配りして、これを自身の計画に取り込む姿勢である。

2　SDGsを原動力とした地方創生の推進に向けた具体的取組
SDGs未来都市：全国の多くの自治体において、地方創生に向けてSDGsの取組が実施に移さ

れている。これらの多様な取組のベストプラクティスの見える化して、全自治体で共有すること
により、新たに取り組む自治体も含め、多くの組織でSDGsの取組推進の効率化を図ることがで
きる。これにより全国の自治体において優れたSDGsの取組の裾野の拡大が進展しており、現在
120都市がSDGs未来都市に指定されている。
地方創生SDGs金融：地域経済活性化のためには、地域企業と地域金融機関が連携して地域

企業のキャッシュフローを発生させ、それを地域に再投資して資金の再循環を図るといった自律
的好循環の構築が重要である。この様な考え方から、SDGsに貢献する地域企業、地域金融機関
の優れた取組の認定などを通して見える化する地方創生SDGs金融を展開してきている。
地方創生官民連携プラットフォーム：前述のように、自治体と企業の連携が地方創生SDGsの
推進にとって極めて重要である。そのため内閣府は、自治体がフィールドを提供し企業が地域経
済活性化のノウハウを提供するという構図を有した、地方創生官民連携プラットフォームをス
タートさせ、官民連携の発展に注力している。現在、会員は官民あわせ5500を超えている。

SDGsの取組は自治体行政において主流化し、新しい枠組みの地方創生の実現が進展しつつあ
る。経済、社会、環境を柱とするSDGsの枠組みは、今後長期にわたって、自治体行政における
多様な課題の解決に有効な役割を果たすものと期待される。
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記念講演

サステナブルな社会の実現に向けて

阪急阪神ホールディングス　代表取締役会長　グループCEO　角�和夫

阪急阪神ホールディングスは、1905年に大阪－神戸間で日本初の都市間電気鉄道として開業し
た阪神電気鉄道のグループと、1910年に大阪－箕面・宝塚間で開業した阪急電鉄のグループが、
2006年に経営統合して発足しました。
阪急電鉄創業者の小林一三は、私鉄経営モデルの原型を作り上げたと言われています。鉄道を
中心に、良質な住宅地の開発や宝塚歌劇の創設、ターミナルデパート、そして旅行、ホテルなど、
人々の暮らしを豊かに彩る事業を幅広く展開し、沿線地域との共栄を目指すという考え方は今も
受け継がれています。小林一三の言葉として残っているわけではありませんが、100年以上にわ
たって「安全・安心な暮らしを提供するまちづくり」「良質な教育を受けることができるまちづ
くり」「文化の香りがするまちづくり」を大切にして事業活動を進めてきており、これらはSDGs
の精神そのものだと考えています。
阪急と阪神が経営統合した2006年当時、「企業は誰のものか」という議論が盛んになされてい
ました。しかし「企業は誰のためにあるのか」ということの方がより重要であると考え、新しい
阪急阪神ホールディングスグループが目指す姿として「社会からの信頼」「持続的成長」「従業員
満足度」を掲げました。なかでも重視したのは従業員満足度です。従業員がモチベーション高く、
チームワーク良く仕事をしていれば、おのずと良い商品・サービスが生み出され、お客様に喜ん
でご利用いただける、その結果、利益が生み出され、株主に還元することができる、という好循
環のサイクルになっていくと考えるからです。近年、公益資本主義という考え方が急速に広まっ
ており、2019年には、アメリカの経済団体ビジネス・ラウンドテーブルが、従来の「株主第一主
義」を見直し、顧客や従業員、取引先、地域社会など、すべてのステークホルダーに対する責任
があるとする声明を発表しました。こういった考え方が定着し、「社会とともに成長していく会社」
がさらに増えていくことが、SDGs達成のためにも大事なことだと思います。
また、当社グループでは、2009年4月から、沿線を中心に「未来にわたり住みたいまち」をつ
くることを目標に、社会貢献活動「阪急阪神�未来のゆめ・まちプロジェクト」を推進しています。
環境に配慮しながら発展する持続可能なまちづくりを進める「地域環境づくり」と、子どもたち
が夢を持って健やかに成長する機会を創出する「次世代の育成」を重点領域とし、グループ企業
と従業員、地域社会（NPO等）の3者が協力して活動を続けています。
この取組の10周年の節目となる2019年5月には、SDGsに関するメッセージを発信するSDGs
トレイン「未来のゆめ・まち号」の運行を開始しました。車体のラッピング装飾だけでなく、車
内に掲示するポスターも全てSDGsに関連した内容とし、国や沿線自治体、協賛企業の取り組み
などを紹介しています。2020年9月からは、東急グループとともに東西で展開しており、電車を
ご利用されるお客様にも、SDGsを身近なこととして関心を持っていただくことに繋がればと考
えています。
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1．開催目的
2021年3月末時点で技術士資格を持つ女性は約2,000人、全体の僅か2％である。年々、増加し
ているが、技術士資格を取得する女性は大きく増えていない。また、日本の女性研究者の比率も
16.6％（2018年）で、OECD加盟国の中で最下位、男女格差を数値化した世界経済フォーラム
（WEF）の「ジェンダーギャップ指数2021」では、日本は156ヵ国中120位、主要7か国（G7）
中最下位という状況である。
国内では1986年4月「男女雇用機会均等法」、2016年4月「女性活躍推進法」を施行し、男女
格差を解消する取り組みを推進しているが、先に示した通り技術者や要職者の多くは男性が占め
ており、改善は道半ばといえる。この原因の一つに「男性／女性はこうあるべき」「女性は理系
が苦手」というアンコンシャスバイアス（気づきにくい偏見）や、個人のスキルを評価する明確
な仕組みが整っていないことが原因と考えられる。
これら実情を基に、科学技術分野におけるジェンダー平等の現状と課題、先進的な解決策を共
有し、参加者が次のアクションに繋げる一助とすることを目的に本分科会を開催する。始めに、
日本の男女共同参画を推進する内閣府男女共同参画局長に日本の現状、課題、取り組み状況、今
後の方針について基調講演を頂いた後、海外の状況と日本との比較、大学教育における女性技術
者の育成、実際に推進している企業の取り組みの3つの講演を伺い、参加者を交えたディスカッ
ションを行う。

2．基調講演要旨

男女共同参画は、日本政府の重要かつ確固たる方針であるとともに、国際社会で共有されてい
る規範である。しかしながら、我が国の現状は、男女共同参画社会が実現されているとはおよそ
言い難い状況にあり、女性の登用・採用を含めた政策・方針決定過程への女性の参画拡大が急務
である。本講演では、昨年末に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」や本年6月の「女
性活躍・男女共同参画の重点方針2021」に盛り込まれた内容をはじめ、政府における男女共同参
画の実現に向けた取り組みを概観するとともに、科学技術分野における女性の参画拡大等に関し
て、日本技術士会への期待を述べる。

我が国の女性活躍の
現状と課題について

内閣府・男女共同参画局長
林
はやし

伴
とも

子
こ

1987年東京大学卒業後、旧経済企画庁入庁。
1994年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）
経済学修士号取得。経済企画庁調整局調整課課長補佐、
OECD日本政府代表部、内閣府国際経済担当参事官、歳出
歳入一体改革補佐室参事官、経済対策・金融担当参事官、
内閣官房副長官補付内閣審議官（内政総括）、内閣府大臣官
房審議官（経済財政分析担当）、政策立案総括審議官、
OECD経済政策委員会副議長等を経て、2020年8月から現職。

すべての人が輝くジェンダー平等の社会へ
～途切れない支援と働きかけを共に～

分科会 1
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3．講演要旨

半世紀前、留学して見たアメリカ、スウェーデンの現実に衝撃を受けた。当時の早稲田大学建
築学科の学生180人中女子学生は僅か2人（1％）に対し、ストックホルム工科大学の女子学生は
60％、同様に90年代のハーヴァード大学建築大学院では600人中女子学生半数であった。更に、
工事現場には女性用トイレも備えられていた。その後、2014年に招聘されたイスラム国のトルコ
のコジャエリ大学では女子学生が半数を占め、学長と多くの学部長も女性であった。また、
OECDデータ（2018年）ではトルコの女性研究者比率37％、日本は17％と最下位である。本講
演では、このような海外の実情を基に日本の課題突破の戦略、戦術について考える。

奈良女子大学では令和4年に日本の女子大学で初めての工学部を設置構想中である。その目的
は、まず日本における女性エンジニアの比率を向上させることである。工学部における女性比率
は15％程度で、特に機械と電気の分野では10％以下に留まっている。これを解決するために女
子大学で工学部を設置する。もう一つの目的は、教育カリキュラムにおいて深掘りよりも横広の
俯瞰を重視することである。深掘りは大学院で行えばよいという発想である。このことを主張す
るキャッチフレーズは「問題を解く工学から問題を作る工学へ」である。このカリキュラムによ
り新たに育成されるエンジニアのキャリア形成は、従来のエンジニアと異なると予想する。

従来、土木業界には3K（キツい、汚い、危険）、給料が安い、休みが少ないという負のイメー
ジが先行し、人手不足が深刻化していた。そこで、当社では外国人、女性、異業種出身者、シニ
ア等の多様な人材の積極的採用、週休2日制や有給休暇消化の実施、健康経営、人材教育に取り
組み、従来のイメージを払拭すると共に働く者が安心して働き続けられる職場作りを進めてきた。
これにより、就労環境の向上、多様な人材の協働が進み入社希望者の増加、ドローンやICT施工
等の新たな技術の開拓に続いている。本講演では、当社のこれまでの取り組みについて紹介する。
（令和元年度「新・ダイバーシティ経営企業100選（経済産業省）」選定企業）

世界のジェンダー平等と日本
～世界に追いつくには～

（株）SEC計画事務所　代表
原
はら

田
だ

敬
けい

美
み

技術士（建設）、博士（工学）、一級建築士
1974年早稲田大学大学院修了、その間、69-70年ア
メリカ、オハイオ州ウースタ大学、71年スウェーデ
ン、クリスティアンソン建築事務所研修。74-76年
ライス大学建築大学院、フルブライト交換留学。菊
竹清訓建築事務所勤務を経て80年SEC計画事務所
創設。
2000-2004年東京都港区長

女子大学初の工学部設置
の目指すもの

国立大学法人奈良女子大学　学長
今
いま

岡
おか

春
はる

樹
き

東京工業大学制御工学科卒、同大学院システム科学
専攻修了、同工学博士（論博）
1981年通商産業省繊維高分子材料研究所技官に採
用、1990年奈良女子大学家政学部助教授に就任、生
活環境学部教授、同学部長を経て2013年学長に就任、
現在に至る。
専門分野はファジィ理論、アパレル工学

ダイバーシティ経営の実践
～地方の中小企業の取り組み～
旭建設株式会社　工事部
アセットマネジメント部長
岡
おか

田
だ

久
く

美
み

子
こ

大学では土木工学を専攻。技術士補（建設）
建設コンサルタント、環境調査会社に勤務した後、
2011年帰郷を機に旭建設株式会社に入社。工事部社
員として主に橋梁・トンネルの補修工事現場におい
て施工管理を担当する傍ら、社内のダイバーシティ
経営をリーダーの一人として推進。

分科会 1
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分科会 2

わが国は災害が多発する国土であり、COVID-19は伝染病も大きな災害であることを再認識さ
せた。防災と復興には公助に加えて自助、共助の重要性が唱えられ、新たな原則となりつつある。
一方で、わが国では人口減少が進みつつあり、都市部と町村部の人口格差も広がり続けており、
距離感の近い地域コミュニティを前提とした防災や快適生活の維持が困難になりつつある。
この現状のなかで、持続可能な安全で快適な街づくりの実現に「技術の力」が不可欠である。
しかし、そのために必要な技術、そして技術士と日本技術士会の役割は、未だ明確とはいえない。
本分科会では、参加者も含めた広範な討議により、「暮らし続けられる街づくり」に必要な技術
の姿と我々の可能性について視野を広げたい。そこで本分科会では、結論では無く議論の起点を
目指し、多様な視点からの多くの意見出しを行い、また終了後にはスピンオフ会議を開催する。

【所属・役職】国立研究開発法人　防災科学技術研究所　客員研究員　他
【略�歴】酒田大火（1976年）以来、国内外各地の災害現場を調査、国及び地方公共団体の防災・
減災・復興計画の立案に携わる。3.11東日本大震災復興においては、大船渡市をはじめ、各
地の復興まちづくりを担ってきた。

【講�演概要】3.11の発災以来、筆者達が関わってきた、岩手県大船渡市の復興計画の足跡を辿り
ながら、その教訓を引き出すと共に、その教訓の普遍化を求め、防災＆減災とコミュニティ
のあり方・捉え方、そして、技術者が技術者として持つべき専門的知識とは何か？　について、
小生の見解を披露し、ご議論を頂きたい。

【キ�ーワード】災害復興まちづくり支援機構、復興とは何か、差し込み型高台移転、防災・減災
とコミュニティ、各種制度と技術者の視点

【所属・役職】和歌山大学システム工学部　教授
【略�歴】1997年より東日本旅客鉄道株式会社。2007年千葉工業大学未来ロボティクス学科准教授。
2013年6月～ 2014年3月カリフォルニア大学 バークレー校 機械工学科 客員研究員。2015年
4月より現職。2020年3月より1年スイス連邦工科大学チューリッヒ校客員教授。

【講�演概要】都市部でも、町村部でも地域コミュニティや地域インフラの維持が困難になりつつ
ある。習慣や常識、価値観などが変化する中での必然の結果とも見える。本講演では、情報
技術が大きく進展、変化している状況において、人の営みの基本であるコミュニケーション
の面での科学技術の可能性について、ロボティクスを専門とする立場から議論する。

【キーワード】アバター、未来志向コミュニケーション、ロボティクス

背景と論点
第2分科会主査　野村　貢（正会員）

技術士（総合技術監理、建設）、博士（工学）、防災支援委員会委員長

大船渡市における差し込み型高台移転の成果と地域コミュニティ維持、
及び技術者として持つべき専門的知識に係る課題

佐藤　隆雄（正会員）技術士（建設）

アバターなど技術の力を活かした未来志向のコミュニケーションの可能性
中嶋　秀朗（正会員）技術士（機械）、博士（情報工学）

暮らし続けられる街づくり
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分科会 2

【所属・役職】熊本大学 熊本創生推進機構・准教授
【略�歴】1998年京都大学大学院工学研究科助手を経て2003年岐阜大学工学部　講師、2006年熊本
大学大学院自然科学研究科　助教授、2009年4月～ 2010年CNAM（フランス国立工芸院）　
客員研究員、2010年熊本大学政策創造研究教育センター　准教授、2020年4月より現職。

【講�演概要】2016年4月に震度7の強震に2度襲われた熊本地震から5年が経つ。本講演では、「記
憶の継承」をキーワードに持続可能なコミュニティのあり方、地域文化の再構築、価値の共
創について議論したい。その中心思想はサステナブル（真の持続）とレジリエンス（復元力）
であり、地域風土に備わった、日常と非日常の繋がりの中で育まれる力である。

【キーワード】記憶の継承、文化的景観保全、サステナブル、レジリエンス、熊本地震

【所属・役職】一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）　副センター長
【略�歴】2001年㈱日本都市総合研究所入所、2010年から現職、柏の葉のプロジェクトのマネジメ
ントを担当。2012年に㈱プラスエム計画室を立ち上げる。UDCKを中心に複数のアーバンデ
ザインセンターに関わる。2020年より東京大学大学院新領域創成科学研究科特任研究員。

【講�演概要】2005年のつくばエクスプレス開業から15年以上、柏の葉キャンパス駅を中心とした
開発エリアは、ほぼ更地から、人口1万人を超えるまちに成長してきた。まちの成長段階に
応じて行われてきた活動や、各局面での課題について事例を通じてご紹介するとともに、「支
え合い」だけに依存できない時代の新たなコミュニティのあり方について考察する。

【キーワード】新市街地、スマートシティ、コミュニティ、参加、リビングラボ

【所属・役職】㈱テクニカルエイト��統括技術部 特別顧問
【略�歴】日本技術士会防災支援委員会委員長（2008年～ 2015年）、石巻市建設技術管理監（2014
年～ 2019年）、福島県沿岸部の復興支援（2011年～ 2014年、2019年～ 2021年）

【講�演概要】石巻市では、東日本大震災で57,000棟（市の77%）の住家が被災し、住まいの再建
が震災復興の最優先課題のひとつとなった。限られた用地での災害公営住宅の整備のため、
石巻市半島部46地区65団地の防災集団移転促進事業への取り組みと地域コミュニティの存続
に関する問題・課題について報告する。

【キーワード】三陸沿岸部の防災移転団地整備、地域コミュニティの存続、歴史・伝統文化の継承

新市街地におけるコミュニティ育成とまちづくりへの参画の取り組み
－柏の葉における公・民・学連携のまちづくり－

三牧　浩也　技術士（建設）、修士（工学）

最大被災都市・石巻市の防災集団移転促進事業への取り組みと
地域コミュニティ存続の課題

大元　守（正会員）　技術士（総合技術監理、建設）

熊本地震からの復興における記憶の継承
－「まちづくり」と言わない、まちづくり－

田中　尚人博士（工学）
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開催趣旨：
気候変動などの問題がクローズアップされるな
ど有限と再認識された地球環境において、人々の
生活・環境を持続していくためには新たな試みが
必須である。文部科学省では、STI� for�SDGs
（SDGs達成のための科学技術イノベーション）施
策体系の見える化により、今後、様々なステーク
ホルダーとの関わりや対話が促進され、協働・共
創に繋がることを期待し、分野・セクターを超え
た様々なステークホルダーを幅広く巻き込んだ
オープンな議論等を通じて、これらの協働・共創
を推進するとしています。そのための「場づくり」、
「オープンプラットフォームの形成」に貢献する
とし、推進状況等に応じ施策をアップデートしつ
つ推進することが重要としています。日本技術士
会は、ほとんどの技術分野を網羅した技術者・研
究者からなる組織であり、SDGs達成に向けたこ
れらの議論を行い、推進に貢献することが期待さ
れています。
本分科会では様々なステークホルダーとして政
府、研究所、企業、関連団体から先進的な取り組
みを行っている講演者をお迎えし、技術士会会員
とともに今後の地球環境を概観し、環境と成長の
好循環に向けた革新的な新技術の開発・導入やそ
れを活用した解決策を議論します。特に、環境負
荷低減やゼロエミッションと経済のディカプリン
グを討論し、技術士会ならではの今後の環境・新
技術の展望やオープンプラットフォームの形成に
ついて議論します。
当日は、講演の後に討論の場を設け、STI�for�
SDGsが推進する「登壇者と技術士会会員とのオー
プンデスカッション」を行い、短い時間ですが「場
づくり」を実践したいと思いますので、多くの参
加をお待ちしています。

環境・新技術－環境と成長の好循環に向けて－

部門 各部門が取り上げた主な技術・活動

機械 水素社会

航空・宇宙 航空・宇宙分野での技術

電気電子 目標4，7，13に対して適用できる技術

繊維 繊維の環境技術

金属 部門別CO2排出量が大きな運輸部門

資源工学 資源の有効活用と地熱エネルギー

建設 日本のモデル都市構想

上下水道 途上国で事業支援

衛生工学 廃棄物処理の3Rおよび地域低酸素化案件支援事業

農業 持続可能な社会の実現、感染症の脅威と鳥獣被害対策

森林 途上国での参加型森林草地管理プロジェクト

水産 持続可能な水産資源管理・漁業・漁村の活力再生

経営工学 「持続可能で幸福な社会の実現と経営工学」を提言

情報工学 ICTイノベーションとSociety 5.0

生物工学 SDGs達成に有用な技術分野であることを示す

環境 環境部門の技術士の役割を示す

原子力・放射線 医療・医学分野での放射線利用

※IPEJ Journal 2019 No.7 p.11表1から抜粋

貢献
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プログラム1：
第1部：地球環境・研究開発
【講演1】革新的環境イノベーション戦略2の方針や関連政策について

講演者：経済産業省産業技術環境局エネルギー・環境イノベーション戦略室
【講演2】福島再生可能エネルギー研究所の概要と環境技術等のイノベーションハブの形成3

講演者：国立研究開発法人産業技術総合研究所�福島再生可能エネルギー研究所
所長代理　平野　聡�氏

第2部：新環境技術の研究開発
【講演3】微細藻類が切り開く新技術

講演者：エネルギーカンパニーバイオ燃料事業部�バイオマス生産実証課
課長　鈴木　秀幸�氏

【講演4】エネルギー政策転換を進める共同の取組み
講演者：自然エネルギー財団

第3部：討論
登壇者・モデレーターと参加者でSDGsの目標達成や2050年の持続可能な社会に向けた議論を
行います。

モデレーター：小松　英司（技術士会研修委員会、明治大学環境センター）
【討論のねらい】
地球環境と新技術をテーマに「環境と成長の好循環に向けて」として、環境と経済のディカプ
リングを可能な新技術を議論し、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標や
GHG削減の長期目標の2050年カーボンニュートラルの達成に向けたグリーン成長戦略やそれを
担う再生可能エネルギー・環境技術等のイノベーションハブの形成や今後の展望について議論を
展開します。また、技術士の今後の役割や活躍の場についても議論を深めます。

本分科会のまとめ
環境と成長の好循環に向けた革新的な新技術の開発・導入やそれを活用した解決策について、�講
演内容と討論の結果を踏まえ技術士の視点からまとめを行います（第三分科会　主査　平野輝美）。

1　プログラムの講演者、講演名について、当日変更の可能性があります。
2 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和元年６月閣議決定。以下、「長期戦略」という。）及び「統合イノベーショ
ン戦略2019」に基づき、我が国が強みを有するエネルギー・環境分野において革新的なイノベーションを創出し、社会実装
可能なコストを実現、これを世界に広めていくために、「革新的環境イノベーション戦略」を策定されました（令和2年1月）。
最優先課題である温室効果ガス（GHG：Greenhouse�Gas）の国内での大幅削減とともに、世界全体での排出削減に最大限貢
献とされています。

3 福島再生可能エネルギー研究所では、政府の東日本大震災からの復興の基本方針により、平成26年4月に産総研の新たな研
究開発拠点として福島県郡山市に設立され、再生可能エネルギーに関する世界のイノベーションハブを目指しています。

分科会 3
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【趣旨と概要】
今、社会の変革のスピードは急拡大し、複雑で新
たな課題への対処や社会と直接対峙する新しいビジ
ネスが生まれ、求められる能力も変化・多様化して
います。グローバル化の中では、教育履修者や有資
格者に必要な知識やスキル、社会性や行動規範も含
めて、実際に身に着けている資質を保証し合うこと
が要求されました。その結果、30年以上前から新し
い能力評価指標の一つとして、コンピテンシーとい
う考え方が世界標準として定着してきました。
日本でも20年ほど前から注目され、アクティブ
ラーニングやPBL＊1）の手法が大学教育から幼稚園・
小・中･高等学校教育にも導入され、CBE＊2）、OBE
＊3）の受講世代は30代に達しました。医療業界はさ
らに早くからOBEを導入し、今はEPA＊4）という考
え方で医療活動を区分しコンピテンシーを指標にモ
デル化しています。IT業界も業種間移動に伴う学
び直しのためにスキルの標準化やモデル化を行って
います。技術者教育と技術士制度も1990年代の世
界的な動向を受け、1999年JABEE設立、2000年技
術士法の改正、2014年 ｢技術士コンピテンシー｣ の
制定、2019年試験制度導入と改革を進め、現在も継
続中です。
社会が人々に求める資質能力の変化とそれを学ぶ
社会環境・雇用環境の変化に伴い、様々な業界で新
たな仕組みを構築していますが、実は、定義や名称
は異なっても酷似しています。しかし、技術士自身
が、技術士制度には高等教育から生涯教育まで一貫
した人材育成の社会的な指標となる潜在力があるこ
とを認知していません。何故でしょうか？コンピテ
ンシーを学んできた世代が社会の中核を占める時、
技術士が彼らの目標で居続けるためにも、危機感を
持って、この現状を把握する必要があります。

「国際的通用性と日本の技術者の育成」
－『コンピテンシー』一緒に考え�表現しよう－

分科会 4
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当分科会では、最初の基調講演で、以下の3つの話題を提供します。
・技術士制度改革を、世界標準的な人材育成の考え方から捉え直す
・国際的通用性導入の経緯と、従来型企業も含め導入が進まない原因を分析する
・教育や医療における人材の育成等、導入が進む分野の事例を確認する
続くパネルディスカッションでは、これからの技術者のあるべき姿とは何かを踏まえながら、
コンピテンシーの体現方法について皆様方と考えます。技術士制度が有する普遍的価値を社会に
広めるための議論を、一緒に楽しみましょう。

【基調講演1】：エンジニアの育成に向けた世界の動きと技術士制度の改革
・講演者 池田�駿介氏：�東京工業大学�名誉教授��他略
・講演概要 IEA＊5）をはじめとする技術者に関する制度や身に着けるべきコ
ンピテンシーなどの動きについて概観する。次に、わが国の将来を担う若手技術
士の育成のため、基本的なコンピテンシーを身に着けるためのIPD＊6）システム
について提言する。その後、技術士が継続的に能力を開発するための目標や方策について述べる。
制度改革については社会や技術が大きく変革している状況下での技術士の在り方について述べる。
【基調講演2】：日本の大学におけるコンピテンシー・ベースの教育の現状と課題
・講演者 松下�佳代氏：京都大学�大学院教育学研究科�教授��他略
・講演概要 コンピテンシー（コンピテンス）とは、ある文脈の中で、課題に
対応するために、関連する知識、スキル、態度･価値観を結集し、展開する能力
のことである。コンピテンシーは多次元的･連続的で生涯を通じて発達していく
が、教育機関は一定の学習期間終了時までに ｢何を知り､ 身に付けることができる（た）のか｣
を目標として設定し、学習成果を評価する。そのため、CBEはOBEと表裏一体の関係にある。
この講演では、医療系や工学系の事例をもとに、日本の大学におけるコンピテンシー・ベースの
教育の現状と課題について述べる。
【パネルディスカッション】未来の技術者の姿とは何か？日本の技術者の地位向上を目指して
【テーマ1】：「技術者の資質をコンピテンシーの観点から捉え直す意味について」
【テーマ2】：「コンピテンシーを実装・体現するにはどうしたら良いか」
・ファシリテーター：
阿部�修一氏（修習技術者支援委員会�委員長）（左）
・パネリスト：池田�駿介氏、松下�佳代氏、
（技術士）比屋根�均氏（中）、横井�弘文氏（右）

＊1）PBL：Problem/Project�Based�Learning ＊2）CBE：competency-based�education
＊3）OBE：outcome-based�education ＊4）EPA：entrustable�professional�activity�

EPAは研修医のProfessionalとしての習熟度を判断するための医療活動区分でAAMC（Association�of�American�Medical�
Colleges）が提唱（The�Core�Entrustable�Professional�Activities�for�Entering�Residency）。13の医療活動と8つのコン
ピテンシー領域とのマトリックスで表記され、日本の医学教育にも導入されている。

＊5）IEA：International�Engineering�Alliance ＊6）IPD：Initial�Professional�Development

分科会 4
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1．テーマ背景
技術士資格は科学技術に関するほぼ全ての分野での国家資格であるにも関わらず、一部の部門
を除きその資格の認知度は低く国内においても十分に活用されているとは言えない状況にある。
技術士資格の活用促進は極めて大きなテーマであり、かつ長年の重要課題である。本年3月に内
閣府から公開された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」においても、「人材流動性の
促進とキャリアチェンジやキャリアアップに向けた学びの強化」の具体的な取り組みとして、技
術士制度について「産業界等での活用促進・普及拡大に取り組む」ことが挙げられている。
文部科学省第9期技術士分科会では、2019年1月に「技術士制度改革に関する論点整理」をま
とめたが、その中で今後重点的に取り組むべき項目のうち、資格活用に関して文部科学省と本会
が連携して取り組む方針が提言された。これを受けて、日本技術士会として、関係省庁への公的
資格活用の働きかけ、技術士資格活用に関する産業界との連携等について具体的なアクションに
着手する必要があると判断し、技術士資格活用委員会を設置した。
また、技術士会では長年青年技術士交流委員会が中心となり、若い技術士の活躍の場を広く模
索してきた。特に若い技術士の活用促進は今後の社会の発展を考えるに重要なポイントとなる。
技術士資格活用委員会の1期2年の活動報告、および青年技術士交流委員会の活動状況から見
える、「技術士の資格活用」の課題や対策などを具体的に検討し、議論していく。

2．分科会での論点
一部の業界を除けば、多くの企業では「技術士は評価されても十分に活用されていない資格」
となっているのが現状である。本分科会では、参加者による広範な討議により、「技術士の資格
活用とは何なのか？」「技術士はどうすればもっと社会に活用されるのか？」「技術士の社会での
認知度を上げるために我々は何をすべきか？」といったテーマに対し、会場やウェブで参加され
た方々から多くの意見を募り、技術士および技術士制度全体の問題として技術士一人ひとりの行
動を促すような提案をしたいと考える。

3．第5分科会担当委員
主査：笹口�裕昭（金属）
副主査：神田�淳（航空・宇宙）
委員：松山�正弘（上下水道）
委員：松村�嘉之（生物工学）
委員：竹内�将人（化学）

テーマ：資格活用
～多様な連携で作る日本の未来と技術士のあり方～

第5分科会

分科会 5
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講師：笠原 弘之　（技術士　電気電子部門）
1977年明星大学理工学部電気工学科卒業�1979年日本工営（株）入社
電力関係主に発・変電所の新設増設関連を長年務め、常務執行役員電力
事業本部副事業本部長を経て、現在はエネルギー事業統轄本部　技師長
日本技術士会では2006年電気電子部会副部会長（6年間）、電気電子部　
会長（4年間）、2013年総務委員会幹事（4年間）、2017年理事�総務委員
長（2年間）、2019年理事�副会長兼技術士資格活用委員会委員長（2年間）

講演概要
演題：技術士資格活用委員会の活動報告（中間報告と今後の活動について）

技術士資格活用委員会では、技術士資格活用の普及・啓発のために、国際機関あるいは行
政機関や産業界、教育界での活用促進を図るとともに、技術士制度に関する調査と分析、企
画と提案、並びに広報活動を実施し、企業、教育機関や公的機関など広く社会に技術士制度
の普及を図る方策を検討してきた。当委員会の活動内容を報告することで、これからの技術
士資格の活用について、分科会への参加者の皆さんとの意見交換の材料としたい。

講師：竹内 将人 （技術士　化学部門）
2005年京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー社会・環境科
学修了、出光興産（株）入社、出光エンジニアリング（株）へ出向。
主に石油・化学プラント、再エネ設備の設計・技術開発に従事し、技
術営業、経営企画を経て、現在は出光興産デジタル・DTK推進部にて新
規事業及びその事業戦略構築を担当。
技術士会では2017年青年技術士交流委員会委員、2019年同委員会委員
長（2年間）、2021年化学部会幹事

講演概要
演題：青年技術士交流委員会での活動を通して見えてきた技術士資格活用

青年技術士交流委員会では、主に国内外の技術者との交流を中心とした研鑽事業を企画実
行してきた。委員会メンバーは45歳以下の技術士及び修習技術者で構成されている。各自の
課題認識からテーマを選定し、アウトプット重視の研鑽企画を行なってきたことで、多くの
技術者が業務現場で抱えている生々しい状況や悩みも共有してきた。その結果、現状の若年
層技術者に共通する課題や取り組み状況に関する知見が蓄積されてきている。
技術士資格の活用促進にあたっては、技術士は社会や企業にどのような貢献や価値を与え
ることができるのか、ひいては技術は日本の社会や産業にどのようにして活用されていくの
かというところに立ち返って考えていく必要がある。
本講演では、上述の技術者業務の実態を睨みつつ問題の所在と実行可能な対応を考察する
ことで、分科会への参加者の方々との意見交換の材料としたい。

分科会 5
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鍛冶橋駐車場 バスターミナル 地図

集合場所：鍛冶橋駐車場（東京駅八重洲南口徒歩5分）

テクニカルツアー

筑波宇宙センターは、ロケットや人工衛星、有人宇宙活動等といった様々な宇宙開発の、日本
における中心的役割を担っています。本ツアーでは、宇宙開発に関わる技術者とともに、センター
内の展示館を解説付きで見学し、ロケット等の技術に関するトピックスについてお話を伺います。
首都圏外郭放水路は古くから洪水に悩まされていた洪水被害を解消するために建設された世界
一の洪水防御施設です。大自然の驚異と対峙する調圧水槽は「地下神殿」と呼ばれ、その長さは
177m、高さ25.4m、幅78m。全体の貯水量はサンシャイン60ビルに匹敵します。
また5本の立坑のうちの第一立坑は内径30m、深さ70mのスケールに圧倒されます。

11月27日（土）　8時15分　東京駅鍛冶橋駐車場集合
鍛冶橋駐車場出発8：30＝＝10：00�JAXA筑波宇宙センター 11：30＝＝11：40つくば（昼食）
12：30＝＝13：45首都圏外郭放水路16：00＝＝17：30東京駅丸の内（解散）

●テクニカルツアー紹介：JAXA筑波宇宙センター、首都圏外郭放水路

調圧水槽
首都圏外郭放水路

第一立坑

JAXA筑波宇宙センター

ロケット広場（©JAXA）

鍛冶橋駐車場
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第48回全国大会お知らせ

10／28（金）
□専門会議
□ウェルカムパーティ

10／29（土）
□分科会
【第１分科会】イノベーション、技術融合
【第2分科会】防災
【第3分科会】倫理
【第4分科会】青年
□式典・記念講演
記念講演
「多様な技術で実現されるロボットと未来社会」
大阪大学基礎工学研究科教授（栄誉教授）
ATR石黒浩特別研究所客員所長（ATRフェロー）

石黒浩博士（工学）
□交流パーティ

10／30（日）
□テクニカルツアー【日帰りコース】

10／30（日）～31（月）
□テクニカルツアー【1泊2日コース】
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協賛企業・団体　一覧（五十音順）

株式会社アイセレクト

青木あすなろ建設株式会社

あおみ建設株式会社

株式会社淺沼組

株式会社安藤・間

いであ株式会社

岩倉建設株式会社

株式会社ウェッブアイ

株式会社エイテック

株式会社エース

エクシオグループ株式会社

株式会社エコー

株式会社大林組

大林道路株式会社

株式会社奥村組

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

オリエンタル白石株式会社

鹿島建設株式会社

株式会社片平新日本技研

株式会社関電工

北建コンサル株式会社

株式会社キタック

一般社団法人九州産業コンサルタント協会

株式会社熊谷組

株式会社クリエイトセンター

株式会社建設環境研究所

株式会社建設技術研究所

一般社団法人建設コンサルタンツ協会

株式会社工営エナジー

株式会社鴻池組

株式会社興和

株式会社コーエイシステム

株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

国土防災技術株式会社

佐藤工業株式会社

株式会社三水コンサルタント

株式会社サンテックインターナショナル

三和酒類株式会社

シーエヌ建設株式会社

JP ビズメール株式会社

ジェコス株式会社

四国建設コンサルタント株式会社

清水建設株式会社

一般社団法人下関観光コンベンション協会

ショーボンド建設株式会社

株式会社ジルコ

株式会社新栄技術

株式会社新日本コンサルタント

住友電設株式会社

株式会社セトウチ

株式会社セルコ

セントラルコンサルタント株式会社

大学技術士会連絡協議会

株式会社大進

大成エンジニアリング株式会社

大成建設株式会社

ダイダン株式会社

大日本コンサルタント株式会社

大豊建設株式会社

株式会社竹中土木

株式会社田中組

玉野総合コンサルタント株式会社

一般社団法人地域環境資源センター

株式会社地圏総合コンサルタント

中央復建コンサルタンツ株式会社

中電技術コンサルタント株式会社
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協賛企業・団体　一覧（五十音順）

中部地質株式会社

株式会社千代田コンサルタント

株式会社テクノ東北

株式会社デジックデザイン

鉄建建設株式会社

株式会社電業社機械製作所

東亜建設工業株式会社

株式会社東京建設コンサルタント

東京コンサルタンツ株式会社

株式会社東京設計事務所

株式会社東建エンジニアリング

株式会社東光コンサルタンツ

株式会社東設土木コンサルタント

東鉄工業株式会社

東武トップツアーズ株式会社

東洋建設株式会社

株式会社ドーコン

戸田建設株式会社

一般社団法人土地改良建設協会

公益社団法人土地改良測量設計技術協会

飛島建設株式会社

内外エンジニアリング株式会社

中日本建設コンサルタント株式会社

株式会社ナルサワコンサルタント

株式会社日建設計

株式会社日さく

株式会社日水コン

日特建設株式会社

株式会社日本海コンサルタント

公益社団法人日本技術士会化学部会

公益社団法人日本技術士会金属部会

公益社団法人日本技術士会建設部会

公益社団法人日本技術士会繊維部会

公益社団法人日本技術士会電気電子部会

公益社団法人日本技術士会農業部会

株式会社日本空港コンサルタンツ

日本工営株式会社

日本シビックコンサルタント株式会社

日本水工設計株式会社

一般社団法人日本繊維技術士センター

日本データーサービス株式会社

一般社団法人日本道路建設業協会

日本都市技術株式会社

株式会社ニュージェック

一般社団法人農業土木事業協会

一般社団法人農業農村整備情報総合センター

萩原建設工業株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社

株式会社パスコ

東日本総合計画株式会社

フジミ工研株式会社

復建調査設計株式会社

株式会社不動テトラ

株式会社プレック研究所

前田建設工業株式会社

株式会社松谷メールサービス

三井共同建設コンサルタント株式会社

三井住友建設株式会社

三菱電機株式会社

株式会社明電舎

株式会社森本組

八千代エンジニヤリング株式会社

株式会社ユアテック

株式会社四電技術コンサルタント

ランデス株式会社

若築建設株式会社
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大会運営組織

大会運営委員会　組織・委員名簿

委員長 寺井 和弘

副委員長 笠原 弘之、岩熊 まき、大熊 正信、河津 宏志、近藤 孝邦、田沼 和夫

幹事
櫻井 克信、柿谷 均、境 大学、柴垣 琢郎、吉沢 清晴、田中 建夫、
貴志 公博、永野 澄、長崎 均、笹口 裕昭、福田 真三、佐々木 聡、

（坂井 剛太郎）

基本検討小委員会 〇境 大学、田中 建夫、河津 宏志、石附 尚志、池ノ谷 秀行、
庄司 智由、池田 紀子

渉外小委員会 〇柿谷 均、樋口 義弘、川崎 治、松岡 利一、中川 裕康

式典小委員会 〇河津 宏志、掛川 昌俊、平野 輝美、小澤 明夫、原 眞一、佐藤 具揮、
（坂井 剛太郎）

広報小委員会 〇柴垣 琢郎、埋橋 一樹、庄司 智由、松下 滋、渡邊 勇基

会計小委員会 〇岩熊 まき、渡邉 喜夫、石附 尚志、江守 昌弘

危機管理小委員会 〇吉沢 清晴、照屋 純、池ノ谷 秀行、原 稔

分科会

〇田中 建夫、廣瀬 峰生、飯島 玲子、小林 進、神下 栄、石田 佳子、
小牛田 尋志、野村 貢、榎本 博康、山科 真一、國安 珣子、
高木 雄基、平野 輝美、小松 英司、佐竹 孝、中原 俊政、栗原 良一、
佐々木 聡、池田 紀子、村田 裕子、阿部 修一、横井 弘文、
有馬 宏和、小林 守、笹口 裕昭、神田 淳、松山 正弘、松村 嘉之、
竹内 将人、（林 雅弘）、（坂井 剛太郎）、（松下 朋永）

事務局職員 寺沢 計二、西村 文夫、田附 武志、中澤 浩介、関口 和弘、関川 良平、
鈴木 孝直、藤城 裕介、小林 徹、岩崎 圭男

◎大会実行責任者、　○小委員長、　（　）期中交替委員

2021年 技術士全国大会 大会誌 　令和3年11月25日発行
（創立70周年記念）

編　集 広報小委員会

発　行 公益社団法人��日本技術士会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館2F
TEL：03-3459-1331　FAX：03-3459-1338
https://www.engineer.or.jp/
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《 技術士倫理綱領 》

技術士は，科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し，
業務の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献する。
技術士は，その使命を全うするため，技術士としての品位の向上に努め，技
術の研鑚に励み，国際的な視野に立ってこの倫理綱領を遵守し，公正・誠実
に行動する。

1　公衆の利益の優先
技術士は，公衆の安全，健康及び福利を最優先に考慮する。

2　持続可能性の確保
技術士は，地球環境の保全等，将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。

3　有能性の重視
技術士は，自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い，確信のない業務には携わらない。

4　真実性の確保
技術士は，報告，説明又は発表を，客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。

5　公正かつ誠実な履行
技術士は，公正な分析と判断に基づき，託された業務を誠実に履行する。

6　秘密の保持
技術士は，業務上知り得た秘密を，正当な理由がなく他に漏らしたり，転用したりし
ない。

7　信用の保持
技術士は，品位を保持し，欺瞞的な行為，不当な報酬の授受等，信用を失うような
行為をしない。

8　相互の協力
技術士は，相互に信頼し，相手の立場を尊重して協力するように努める。

9　法規の遵守等
技術士は，業務の対象となる地域の法規を遵守し，文化的価値を尊重する。

10 継続研鑚
技術士は，常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとと
もに，人材育成に努める。

昭和36年３月14日  理 事 会 制 定
平成11年３月  9日  理事会変更承認
平成23年３月17日  理事会変更承認

基本綱領
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