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支部長：長嶋滋孔 事務局長：岡井政彦 会計：池谷忠文 広報：岩田良明・関根洋子 

 

 

 

地区例会は、静岡県支部内を、東部地区、

中部地区、西部地区の 3地区に分け、年に 1

度会員相互の情報交換や交流を目的として

行われている。各地区ごと特色ある例会が行

われている。 

2018 年度地区例会は、下記のとおり開催

したので報告する。 

 

【東部地区】 

① 2019 年 2 月 02 日（土） 越前屋藤助[沼

津駅北口] 

② 出席者：会員 13 名 

③ 内容：新年交流会 

 

【西部地区】 

① 2019 年 2 月 9 日（土）  セレクトイ

ン浜松駅前 

② 出席者：会員 7名 

③ 内容：会員による講演 

講演 1 「生産ラインの改善技術」森 一明

会員 

講演２ 「ノーベル賞、フィールズ賞、イグ・

ノーベル賞と日本」 吉田建彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中部地区】 

①2019 年 3 月 2 日（土）13:30～17:00 男

女共同参画センター「あざれあ」 

②出席者  会員 23 名(うち初参加 3 名)、

非会員（賛助会員）2名  計 25 名 

③内 容：会員と協賛会員による講演 

講演１ 「熱工学と熱機器に関する紹介」 

内藤克巳会員 

講演２ 「なぜ技術士を受験したのか」 松

世麻理子会員 

講演３ 「マリンパーク御前崎飛砂モニタリ

ング」 (株)建設コンサルタントセンター 

講演４ 「電気はおもしろい～電気をつく

る・ためる・つかう」 岡井政彦会員 

 

 

2018 年度 地区例会 
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【中部地区例会開催結果】 

静岡県支部中部地区での例会を下記の要領

で行った。中部地区例会は、静岡県内の中部

地区（大井川～富士川）に在住もしくは勤務

地のある方の日々の交流を深めるため、行っ

ている年 1回のミニ例会である。 

講演は、会員並びに協賛会員の技術者にて

行った。例年になく多くの方が参加して頂き、

他分野の専門技術士の方の話をお聞きし、技

術士会に入会する本当の意味を感じることが

できる時間となった。 

 

1）熱工学と熱機器に関する紹介 

内藤克巳（機械部門） 

 

自己紹介と職歴から始まり、技術士試験を

受験した動機を述べていただいた。「技術者の

力量を示すために 高の第三者評価」を受け

てみたいとのこと。また、その後「何かが見

える」ことを期待していたということ。 

自身の専門分野であり、熱力学の 4 つの法

則を延べ、熱利用技術の歴史、将来の動向に

ついてお話しいただいた。まとめとして、熱

工学は産業や経済の発展に大きく貢献し、熱

機器は人々の日々の生活を支えている。 

また、更なる効率化が必須で同時に経済性

を確保しながら、安全・環境・利便性の向上

とスマート化が求められる。そして、国内の

エネルギー事情（自国低自給率、他国との技

術競争本格化）から、再生可能エネルギー、

コージネレーション化、分散エネルギー、水

素利用を含めた推進が必要とお話しいただい

た。 

 

2）なぜ技術士を受験したのか（自己紹介と

仕事、専門技術のトピックス） 

松世麻理子（情報工学部門） 

 

 

静岡県内での女性技術士は極めて少ない。

また、大学卒業は文系の経済学部。技術士補

一次試験から受験してまで、なぜ技術士を目

指したのか？をお話しいただいた。 

文学少女であった女性が就職時のいきさつ

もあったようですが何よりも「不器用だけど

モノづくりが好き」で徐々にのめり込んでい

った経緯をお話くださった。 

過去に開発したものには、ホスト連携ソフ

ト、インターネット掲示板、Web 画面統合ソ

フト、SIP サーブレットコンテナ、アプリケ

ーションサーバ、モバイルアプリケーション

サーバ及び API ゲートウェイ（クラウド）等。 

トピックスとしてウォーターフォールとア

ジャイルソフトウェア開発の違いなどの説明

がありましたが、使い方や目的に合わせて活

用するべきということ。参加者からの質問に
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も一生懸命答える姿には感銘を受けた。 

また、現在お勤めの富士通の社内技術士会

にも参加されている。社内技術士会は、技術

者育成と継続研鑽を4半期に1回実施や情報

交換会や社外連携活動、受験支援及び社内広

報活動を行っている会とのことであった。 

 

3）マリンパーク御前崎飛砂モニタリング 

協賛会員:(株)建設コンサルタントセンター 

地理情報部 中嶋規人 

平成 29 年度静岡県交通基盤部優良業務で

ある。 

 

御前崎にあるマリンパークは、市民の憩い

の場として海岸整備が進められる一方で、園

内随所での砂の堆積が課題となり、継続的な

土砂撤去を行うことで公園機能の維持管理

が行われている。その方法を検討していくた

めの基礎資料として土砂堆砂状況（どこから

堆積するのか）を把握するための調査を実施

する。調査には、経時的変化をみるため 4回

の無人航空機（ＵＡＶ）のよる写真測量を行

い、３Ｄデータを取得し、標高差を比較した。

これにより堆砂の多くは、東風からの「飛砂」

ではなく海岸からの「標砂」によるものが卓

越することが解明され、維持管理方法を 3案

提案した。 

 

なお、この調査での堆砂土量を 1 年に換算

出した結果は、実際に撤去する土砂とほぼ合

致し、解析の妥当性を検証した。 

 

ＵＡＶ測量による地形変化を捉え、建設業

の生産性向上を目指す一例といえる。 

 

4）電気はおもしろい～電気をつくる・ため

る・つかう～ 

岡井政彦（電気・電子部門） 

 

中央リニア新幹線は、国鉄時代に考えた講

堆積土砂 

東の風による飛砂 
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演者である岡井会員のリニアモーターの基本

特許が採用され、大変名誉ではあるが、エネ

ルギー問題や南アルプス水系の問題などを考

えると複雑な心境であるとのこと。 

エネルギーとは、「仕事をする能力」をいう

が、それを電気は遠くまで運ぶ役目をして、

力、光、熱及び音に変換して人間が使ってい

ると整理される。また、エネルギーの変換効

率は総じて悪いが、水力発電は飛び抜けて発

電効率は高い。しかし、電気は貯蓄できない

ため停電等の事故が発生し、他社からの電力

融通支援等により対処している。 

発電には、簡易なところで手回し発電から

はじまるが「発電所」で電気をつくり、送電

線で運ぶ。発電所には静岡県で盛んな「水力

発電」、「火力発電」、「原子力発電」、「風力」

及び「太陽光」が現在主であるが先に示した

通り「水力」による発電効率が も高い。 

 

水力発電により究極発電を目指せば、輸入

燃料の節約効果で２兆円の電力を増やせる

という人もいるが、残念ながら、せいぜい現

状の水力構成比が 7.6%から 16% （約 2 倍）

になるだけであり、「日本を救う」と言うに

は程遠いのではと思う。 

やはり、電気のネットワークによる電気の

融通、効率的な電気の使い方（電球式からＬ

ＥＤへ）とかしこい消費者使い方をするとい

うことが現状での電気とのつきあい方だとい

う。原子力を除き、水力を除いた有力な発電

は、やはり火力であるが、現在燃料として燃

やしている資源の残り埋蔵年数に限度がある

ということです。100 年後には、化石燃料は

ほぼなくなり、地球温暖化対策で CO2 削減は

待ったなしです。原子力や他の再生エネルギ

ーを含め、「今後のエネルギーはどうあるべき

か？」、「持続可能な社会をどうつくっていく

か？」、「どのようなライフスタイルにすべき

か？」がテーマとなります。もう残り時間は

僅かです。若い皆さんと一緒に考えていきま

しょう。・・と訴えていました。 

 

質疑も活発に行われ、会場時間ぎりぎりま

で続き、有意義な講演会となりました。 

また、その後の交流会(会場：「新別邸」)

には、18 名の方が参加して頂き、活発な情

報交換が行われた。 

講演会共に地区例会の目的を果たすことが

できました。 

（文責：柴田達哉） 
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１．概 要 

日 時：平成 31 年 4 月 13 日（土） 

会 場：静岡県男女共同参画センターあざれあ 

参加者：合格者 6名、 

ほか正会員技術士 11 名 

 

 

 

 

 

２．内容 

1.支部長挨拶  支部長 長嶋滋孔（建設､

上下水道） 

2.支部概況説明 支部長 長嶋滋孔（建設､

上下水道） 

3.委員会紹介 

3.1 防災委員会  山之上 誠（建設） 

3.2 社会貢献委員会  山之上 誠(建設)､吉田

建彦(機械､経営工学､総合技術監理) 

3.3 CPD 委員会 大嶽陽一（電気電子） 

※CPD(Continuing Professional Developmen

t）：技術士法第 47 条の 2：「技術士の資質

向上の責務」としての継続研鑚 

3.4 広報委員会  岩田良明（建設､総合技術監

理） 

4.研究会紹介 

4.1 研究会(全体) 柴田達哉（建設､応用化学､

総合技術監理） 

4.2 防災研究会  吉田建彦（機械､経営工学､

総合技術監理） 

5.合格者の自己紹介と質問に答える（フリー

討議） 

合格者説明会 
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１．概 要 

日時：平成 30 年 4 月 27 日（土） 

会場：静岡県男女共同参画センターあざれあ 

参加者：32 名 

 

２．講演内容 

【講演Ⅰ】 

技術士として労働安全に取り組んで 

ＴＡＫＡ技術士事務所 竹内 春樹 氏 

（講演内容） 

講演者の竹内氏の略歴紹介から公演が開始。

数多くの業務時に配慮された機械安全、労働安

全の取り組み方法へと続いた。 

在職時の機械設計では、産業向けの大型プレ

ス機械（500 トン以上）を使用した製品開発、

自動車搬送保管設備の安全計画・規定立案、現

地工事の安全管理を取り組まれた。物流プラン

トの業務では、開発、計画、設計、工事監理と

して、飲料・日用品仕分け保管プラント、立体

駐車場、港湾向大型コンテナクレーンに関する

安全対策支援、関係者への安全衛生教育と指導

を行われた。 

安全関連業務としては、事業所の開設、安全

組織の設置運営、本質安全化の追求、関係者へ

の安全衛生教育と支援である。また、社内安全

基準の作成・指導・周知、労働安全衛生マネジ

メントシステムの構築支援に尽力された。 

独立後に取り組まれている業務として、労働

安全コンサルタントの立場から機械設計関連、

安全関係の講演である。コンサルティングとし

ては、代表的な取り組みとして、機械の本質安

全化の支援である。独立後のご体験から、次の

興味深いお話をいただいた。① どの業種でも

熟練者が激減、② 製造業では自動化が鈍化（企

業の内部保留により自動化への予算確保が困

難）、③ 倉庫業、輸送業、小売業で人手不足。

これらに伴い労働災害が増加している。 

機械災害の発生状況を見ると、休業災害の 3

割が機械による災害。機械災害は機械重量と駆

動エネルギーが大きいため、身体への致命的な

危険性を高める。よって、災害防止のための取

り組み方策として「機械安全」は重要である。 

機械安全化の原則として、① 人はミスをす

る、② 機械は故障する、③ 絶対安全は存在し

ないがある。これらを念頭に安全化のポイント

は、「機械に任せる安全」、「故障しても安全な

機能を保持」がある。フールプルーフ、フェー

ルセーフ、本質安全の原則が相当する。 

労働災害は、安全管理上の欠陥から引き起こ

される、「不安全な状態」、「不安全な行為」が

約 9割の災害原因である。 

機械を安全化する手順として、厚生労働省発

行の「機械の包括的な安全基準の指針」を紹介

された。この指針では、機械の設計・製造者の

取り組みとして、リスクアセスメント → 本質

的安全設計方策 → 安全防護 → 使用上の注

意を取り上げ、機械使用者の取り組みとして、

残留リスクを製造者側からの受け取りと上記

同様のステップを踏むことである。 

本質的安全設計は、設計段階で安全を取り込

む設計を示す。具体例として、機械本体に取り

付ける六角ボルトがある。このボルト部を六角

穴付きボルトや皿ボルトに変更して、ボルト頭

を埋め込む。これにより、衣服巻き込み事故の

本質的除去が可能となる。その他、作業者・危

険区域がオペレータの死角にならない機械の

配置、弾性要素のある駆動源・材料の使用、イ

ネーブルスイッチによる動作制御が紹介され

2019 年度 第 1 回例会 
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た。 

機械災害を無くすためには「本質安全の原則

の追求」と「経営と一体となった労働安全衛生

活動が必須」であり、竹内氏は「技術応用能力

の向上、安全衛生に関する技術的解決力の向上」

にプラスして「コーチ力のアップ」が大切であ

ると締めくくった。 

（編集後記）  

｢労働安全｣は職場において、何よりも重視さ

れる。これは先人の経験と論理的な取り組みに

より作られた財産である。その労働安全の１つ

である「機械安全」は、製品や部品の基本設計

時にその機械によって引き起こされる危険（リ

スク）を除去することから始まる。これが本質

的安全設計である。安全設計は、経済性とトレ

ードオフになる場合が多数ある。設計時に機械

安全よりも経済性を優先した結果、顧客先で機

械による労働災害が発生した事例は多数報告

されている。このような事態は製造者の企業の

信用（経営面の）損失が大きい。よって、機械

の設計時のデザインレビューは、設計関係だけ

ではなく、経営者の関与を促し、経営層も巻き

込む人間力が重要となる。 

（文責：内藤克巳（機械部門）） 

 

【講演Ⅱ】 

『災害心理学ってなんなん』 

関西大学社会安全学部教授   

元吉 忠寛 氏 

(講演内容および感想) 

災害心理学と言うと、震災や水害などの災

害発生時に被災者に対して行う、精神的なケ

アやサポートと考え、とてもシリアスなもの

を想像する。 

しかし、今回、元吉教授が行った講演は、

災害前の平常時における市民の心持の在り

方についてであり、とても安心感を与える前

向きなものであった。内省的で繊細な感性を

持つことが好ましいと考える日本人が、災害

の事前対策をすると、「まだまだ足りないの

ではないか？私の考えは安易ではないか？」

と自責の念に駆られて悲観的になりがちで

ある。しかし、日常生活で出来る簡単な備え

を一つでも行えば、「これだけの事が出来た。

心配事が一つ減った。」と自己肯定が出来き

て楽観的になれる。 

例えば、防災機関等が指導する、避難時の

生活に必要な物資について、「備蓄をする。」

のではなく「ローリングストックをする。」

という考えである。ミネラルウォーターを例

に説明すると、2L入りペットボトル半ダース

を箱買いし、自宅の在庫を全て消費してから

また箱買いするのではなく、3本消費したら3

本購入して、常に必要量を維持するという方

法である。これならば鮮度を保ちつつ、常時

自宅に食品などの物資を保管することが出

来る。また、豪雨による浸水が予報された場

合、事前に高台に居住している親戚の家に

「避難しに行く。」のでなく、「避難も兼ね

て遊びに行く。」という発想の転換である。

避難警報が出されたからと言って、実際に被

災するとは少ない。過剰に深刻に考えている

と、「なんだ、避難しても無駄だった。」と

いう虚脱感が生まれる。次回同様の警報が出

された時に「無意味ではないか？」と否定的

になってしまう。避難に「普段あまり行けな

いところに行く。」というメリットを加える

ことにより、「災害は起こらなかったけれど、

有意義であった。」という満足感を得ること

が出来る。次回同様の警報が出された時に

「とりあえず行動してみるか。」と肯定的に

なれる。 
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行政機関や防災機関は、被災時における

悪の事態を想定しなければならない。そして、

被災前の準備から被災後の復興までの、長期

的かつ綿密なタイムスケジュールを作成し、

被災時に実行する体制を整えなければなら

ない。 

災害について専門知識を持つ技術者も、惜

しむことなく協力すべきだろう。市民は、日

常生活に組み込まれた簡単なタイムスケジ

ュールを作成し、被災した場合も憶すること

なく行動出来るような環境を作り、持続した

いものである。 

豪雪害以外は、およそ全ての災害が起こる

要素を持つ静岡県に住んで、災害により不幸

になることよりも、災害を経て一歩生長する

こと考え、日頃から悠々として備えたいもの

である。 

（文責：石井 誠（環境、建設、農業）） 

 

――――――――――――――――― 

【参加者へのアンケート結果より】 

（講演 1について） 

・機材の配置や置き方を変えることなどにより、

莫大な費用を掛けたり大規模な設備を導入

しなくても、労働災害を防止できることが分

かりました。 

・機械設計者として、使用者の安全に十分留意

した設計を行う必要があると思いました。 

・現在の業務に関係するものであり、社内で問

題となっている機械安全の対応策について

参考となりました。 

・本質安全の重要性が良く分かりました。 

・労働安全のＩＳＯは、特に中小企業で取り入

れられるべきものと思います。 

・独立後の具体的な仕事を聞くことができ、参

考になりました。 

（講演 2について） 

・災害に関する知識を悲観的・高圧的に伝える

と、無力感と反発心が生ずると思いました。 

防災意識を減点思考で高めるよりも、「こうす

れば被害を少なくできる」などのプラス思考

で取り組むことが必要と思いました。 

・分かりやすい講演内容で、災害時において一

人でも多くの人が助かることを確信してい

ます。 

・今まで聞いた災害の講演とは視点が異なり、

非常に興味深く聴講することができました。 

・リスク情報よりも、実際に行動する方策を考

えることが大切であると思いました。 

・タイムラインの作成は役に立つと思いました。

災害時の行動に参考となりました。 

 

（今後希望する講演または、ご意見ご要望） 

・製造業・介護施設における IoT 技術、製造業

のサービス業化への対応、倫理、電気電子分

野、の講演を希望します。 

・現地における見学会及び学習会の開催を希望

します。 

・講演の種目を多くするため、委員会活動を活

発にすること。 

・講演者への依頼アプローチは、役員会に図っ

ても良いと思います。 

・メーリングリストによって、情報を収集して

欲しい。 

・例会のプログラムを早期に決定し、情報公開

による参加者増に繋げていくこと。 

・講演会の講師に、他県技術士会の役員をお招

きしたらいかがでしょうか。 

・研究会が発足して数年経過しています。研究

成果を発表する時期ではないでしょうか。 

 

今後の例会運営の参考とさせていただきま

す。ありがとうございました。 
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2019 年 2 月 17 日、日本技術士会中部本部主催による修習技術者研究業績発表会（名古屋）が

盛大に行われた。発表会の目的は、技術士補・修習技術者及び技術士が所属する企業の技術者、

大学・高等専門学校の学生などを対象に、その研究業績を社会に公表することで、将来、優れた

論文作成能力・発表能力を有した技術士となるための自己研鑚を実施する機会を提供することに

ある。昨年に引き続き本年度も「修習技術者研究業績発表会講演論文集 第 6 巻」を発刊し、こ

の中の発表件名から優秀な発表論文を表彰した。 

静岡県支部からは静岡理工科大学の桜木研究室および田代研究室 合同研究の学生メンバーが

学生の部１位の優秀な研究として表彰された。 

 

【受賞一覧】 

社会人１位：ヒラテ技研 納所圭一「高炉水砕スラグを用いた接触触媒油化プロセスの開発」 

社会人１位：玉野総合コンサルタント 大洞裕貴「水草由来の細菌を活用したアオコ防除の試み」 

学生１位：静岡理工科大学 機械工学科 阿部高志「ウィングレス エアロトレイン構想とその可

能性」 

学生２位：中部大学大学院 村瀬将隆「春日井市における降雨時の下水道内水位の観測と内水氾

濫の解析の検証」 

 

 

写真：受賞者一同及び中部本部役員 （前列左端が理工科大学 阿部高志さん） 

 

 

報告者：森一明

修習技術者研究業績発表会 
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日本技術士会静岡県支部 会員の皆様へ 
 

日頃は、テクノロジーカフェ（以下カフェ）の運営にご協力いただき感謝申し上げます。2019

年度４月以降も引き続き開催しますので、ご支援よろしくお願いします。 

つきましては、講師をつとめていただける方を募集いたします。ご自分の専門分野を生かして、

題目をお考えいただき是非チャレンジしてください！ 

下記に、題目例をご提案させていただきますので参考にしてください。 
 

 
 

・開催日：月一度開催。開催日は講師の方の都合の良い日(火曜日から金曜日のなかで)を選択していた

だけます。 

・開催場所：「静岡団塊創業塾」(シニアライフ支援センター「くれば」(静岡市葵区両替町 2-3-6)) 

・開催目的：一般の方に、様々な技術に関する情報を提供するとともに、技術士の活動を発信するこ

とにあります。また、技術士のプレゼン力を高めること、会員のすそ野を広げること、会員同士の

コミュニケーションに繋がることなどを期待します。 

・その他：講師の方には謝礼金 5 千円(報酬･交通費)を静岡県支部から補助します。 

 
 

これまでの題目(一部) 

塩が割るコンクリート 
再生可能エネルギーと地域振興 
ブラックアウト(停電)を考える 
経済発展を支え人を守土木技術 

ねじの不思議 
新幹線物語 

製造業に従事したタイ駐在でのお話し 
どうなる？静岡県のリニア 

IoT でこれから社会産業はどうなる？ 
世界遺産アンコールワット 
アジアの製造業の現状 

静岡県の下水道 
日本の地形とインフラ 
法面緑化という技術 

たかが電磁石、されど電磁石 
 
講師は、随時募集いたします。ご協力いただける方は、山之上宛にご連絡ください。 

メールアドレス：yamanoue@ka.tnc.ne.jp       よろしくお願いします。 

担当 鈴木敏弘、山之上誠 

テクノロジカフェ講師募集 

テクノロジカフェ開催概要 
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■今後の予定 
名 称 月 日 時 間 場 所 内 容 

第 3回例会 8 月 24 日 ― 静岡市労政会館 講演会 

第 4回例会 9 月 21 日 ― ― 見学会への変更の可能性あり 

第 5回例会 12 月 14 日 ― ― 講演会 

第 6回例会 2020 年 

2 月 22 日 

― ― 講演会 

※会員の方には、メーリングリストにて、随時行事の案内をお知らせいたします。 

※テクノロジカフェは、月 1 回開催しています。講師も継続募集中です。ご興味のある方は、お

問い合わせください。 

※研究会も随時活動中、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

  

中部本部理科支援小委員会では、小学校の理科授業を過去１２年間実施してきており、愛知・

岐阜、三重、静岡４県の合計は２０１９年３月末で３６２件に達しています。今年も、技術士会

ができる理科授業のテーマ一覧７１件を、静岡県教育委員会に４月中旬届け、県内小学校への配

布を依頼しました。 

小学生に理科を教えたいと考えている会員は、ぜひご連絡ください。ご希望の方には、小学校

の教科書を貸し出しますので、カリキュラムの中で「教科書プラスアルファの教材」を考えてい

ただきます。現在静岡県では１０名が講師登録しています。なお、実施の場合は少しですが報酬

もあります。 

特に来年からは、６年生には、プログラミング教育が始まりますが、学校の先生方には教えに

くいテーマと考えますので、技術士が教材を考えると、授業要請が出てくるのではないでしょう

か？関心を持たれた方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 

中部本部理科支援小委員会 静岡県担当 吉田建彦 

 

 

おしらせ 

理科⽀援講師募集について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事務局︓〒422-8005 静岡市駿河区池⽥ 2316-2(岡井政彦) 
 TEL︓080-9495-8566 E-mail︓ipej-shizu@ipej-shizu.sakura.ne.jp 

中部本部 静岡県⽀部 


