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山形県支部支部長

第１号

2013年 2月

安 彦 宏 人（ 応用理学部門 ）

山形県支部会員のみなさん、あ
けましておめでとうございます。
2012年山 形 県支 部を 振 り返 る
と、「山形県支部設立」と「第32回
地域産学官と技術士合同セミ
ナー」がありました。
1.山形県支部設立
日本技術士会が公益社団法人に
移行することに伴って、任意団体
であった山形県技術士会は公益社
団法人日本技術士会の地方組織で
ある山形県支部となりました。
山形県支部設立発議書提出、地
方組織幹事(山形県支部幹事)立候
補等の事務手続きを経て、2012年6
月8日、第1回県支部役員会を開催
し、役割分担を決めました。
同年7月6日には、山形県技術士会
総会を開催し、会の解散と県支部
への移行を決めた後、同じ会場で
第1回山形県支部の年次大会を開
催しました。
本年(2013年)は、県支部幹事選
挙が予定されています。本来、県支
部幹事の任期は2年間ですが、公益
社団法人日本技術士会の理事選挙
が本年あり、変則的になりますが、
東北本部幹事選挙と同様に本年実
施することになりました。

来賓、講師、受講者、準
備委員等を含めまして、総
勢 212 名 の 参 加 者 に よ り、
「地域産学官と技術士合同
セミナー」を盛大に開催す
ることが出来ました。

（地域産学官合同セミナーで挨拶する安彦会長）

2.地域産 学官と 技術士合同セ ミ
ナー
このセミナーついては、2011年
12月16日東北本部役員会の席上、
吉川本部長より、2012年の地域産
学官と技術士合同セミナーを山形
で開催できないかとの 打診があ
り、2012年1月20日山形県技術士会
役員会で合同セミナーを山形市で
2012年10月頃に実施することを決
定しました。
県支部設立と同時進行でこのセ
ミナーの準備に係りました。この
ため、例年より多く役員会を開催
しました。
基調講演者のノミネートと最終
決定、テーマの決定、講演者の決
定、開催日と会場の決定は基調講
演者と講演者との日程を考慮して
決定致しました。
尚セミナーについては、豊島良
一県支部広報委員長より月刊技術
士2012-11 p.24-25と土屋広報副
委員長よりガイヤパラダイム技術
士東北2013.1号p.38-39で報告さ
れています。
3.2013年県支部のタスク
本年は山形県支部設立2年目と
なります。県支部のタスクとして
①安定した会計管理、②県支部の
規則・内規などの検討と文章化、③
県支部会員の技術力向上のための
講習会開催、④公益社団法人日本
技術士会への入会促進、⑤支部会
員同士の交流懇親支援、⑥平成25
年度から変更される技術士試験に
対応する講習会等の開催などがあ
ります。
山形県支部会員の皆様のご支援
とご協力をお願いして新年の挨拶
とさせていただきます。
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山形県技術士会（県支部）だより
平成24年度 定時総会・年次大会報告
平成２４年度の定時総会が７月６
日（金）に県支部としての年次大会が
山形グランドホテルにて開催されま
した。
山形県技術士会は今回の定時総会
をもって解散され、今後は山形県支
部として承継することが決定しまし
た。
定時総会では平成２３度業務報告
並びに本会の解散に関する詳細つい
て議長（安彦会長）より説明がありま
した。出席者からは、「県内技術士の
交流の場として今後も様々な場を提
供して欲しい。」等の意見が出されま
した。
引き続き山形県支部年次大会が行
われ、平成２４年度活動方針並びに
事業計画、予算案が審議され原案ど
おり可決承認されております。
来賓として山形県商工労働観光部
工業振興課科学技術政策主幹 木村
様、（公社）日本技術士会東北本部長
吉川様より祝辞をいただきました。
吉川様からは、「東北の再生、創生に
知恵を出していただきたい。」「復興
事業で多くの技術士が活躍されてい

県支部理事・広報副委員長 土 屋

勲（建設部門）

☆研修会 15:40～16:40
講師：大岩技術士環境事務所
代表 大岩敏男氏
話を聞き大変勇気付けられるもの
講 演：「公 害・環 境 問 題 に つ い
となりました。
て」
また、本支部 湯澤技術委員長よ
技術者にとって国民の安全と安
り「地域産学官と技術士合同セミ 心を考える上で重要な位置づけと
ナー山形大会」について発議され、 なる環境問題。この環境問題の中
「震災後の東北創生にむけて」を から、水 質、土壌、大気、地 盤沈
テーマに山形県の特色ある産業や 下、放射線量について本県と全国
を比較され、専門的知見から考え
観光資源を取り上げ、山形からの情
られる問題点や対処方法について
報発信を積極的に行うと言うもの 説明がありました。また、大震災
であります。山形県では初めての開 以降、環境問題に対する国民意識
催でもあります。支部役員、支部会 はこれまで以上に強くなっている
員一丸となり、しっかりと準備し、 中で、我々技術士が果たすべき役
割について再確認させられる講演
大会へ臨みましょう。
年次大会に引き続き開催された でした。
講演の中で出された「ものをこ
研修会は、「公害・環境問題につ
わがらな過ぎたり、こわがり過ぎ
いて」と題し、大岩技術士環境事
務所 大岩代表よりご講演をいた たりするのはやさしいが、本当に
だ き ま し た。終 了 後 の 交 流 会 で こ わ が る こ と は、な か な か 難 し
は、日本技術士会会長賞を受賞さ い。」と言う、この言葉の重みを
れました３名の技術士（井上技術 真に受け止め、様々な課題に臨ん
以 上
士・高橋技術士・樽石技術士）と でいきたい。
新入会員８名を迎え、懇親と交流
を深め、和気藹々うち終了となり
ました。
る。多くの信頼と信用が着実に見
え、形になってきている。」とのお

(日本技術士会会長賞受賞者

(山形県技術士会・山形県支部会員)

挨拶)

(大岩代表による講演状況)
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会長表彰を受賞して
このたび、山形県支部および東北
本部の推薦により、高橋弘蔵技術
士、樽石良一技術士とともに３名
が、平成２４年度日本技術士会定時
会総会席上に於いて、内村会長から
表彰状を戴きました。名誉ある賞状
をいただき、推薦にあたられたご関
係の皆様に、受賞者を代表して感謝
申し上げます。
平成２４年６月２７日、総会は東
京の経団連会館国際会議場で開催
され、総会の審議終了後、名誉会員
推挙状が１３名の会員に授与され、
次にプールの安全に功績のあつた
「子供の安全研究グループ」が表彰
され、引き続き会長表彰が行われま
した。表彰者は地域本部推薦、各部
会から推薦された方々が全国で８
８名おられ、１５名程度に分けて最
前列に並び代表者が受け取りまし
た。
総会終了後、経団連ホールで懇親
会が開かれました。参加者は１５０
名程度でしょうか。来賓として技術
士の衆院議員２名（応用理学、建
設）、文科省事務次官、国交省大臣
官房審議官が、文科省や国交省の動
きについて挨拶されました。この辺
は、さすが本会の総会と思った次第
です。東北本部から吉川本部長、本
会理事として岸波さんも出席して

井 上
おり、面識のない方が多い中、懇談で
きたのは有難いことでした。
私の場合は山形市の前勤務職場が
田村測量設計 (株) の近くにあつた事
もあり、平成１２年に当時の山形県
技術士協会土生会長から声をかけら
れて以来、１２年にわたり事務局員
として技術士協会、技術士会、支部と
変遷した会の手伝いをさせてもらい
ました。会社業務とは違った活動は、
人生経験として貴重な体験でした。
また、山形県技術士会２０周年記念
行事の一翼を担ったのは、印象に残
る思い出です。
後先になりましたが、本会総会で
印象に残った事柄を書き留めます。
・技術士試験受験者の大幅減少、２
３年度は８千万円の赤字、特に第一

事務局長

氏
安彦
三森
有地
石井
大岩

名
宏人
和裕
裕之
知征
敏男

太田 勝之
小山田孝一
上村 裕司
河合 直樹
河内 功

次試験の受験者は前年の８，００
０人から４，０００人に減少、平
成１５年の試験制度変更の影響
も含め、試験制度のあり方の検討
を進めている。
・平成２３年度に山形県支部を
含め１３支部が設立した。
・今総会の議案審議に初めてパ
ワーポイントを使用した。
・広報活動として、現役女性技
術士のインタビュー動画を作成
し、若手や女性への啓蒙広報活動
の一助とした。
・質疑は論客多く、予定時間も
あり時間切れとなった。技術士
の将来に向け、消費者側に立っ
た技術士が求められるの提言。
等々
以 上

（日本技術士会定時総
会・会場前で記念撮影を
行なう井上氏と樽石氏）

2012年度
役
職
支部長
副支部長

憲 治（建設部門）

山形県支部役員

部門
応用理学
建設
水道
建設・環境
環境
電気電子
建設
建設
環境
農業

役

職

総務委員長・会計幹事

会計幹事
広報委員長
技術委員長

氏 名
小島一二三
坂井 順一
須藤 勇一
角田 五郎
土屋 勲
豊島 良一
丸山 修
湯澤洋一郎
梅津 齊
薮田

直右

部門
建設
建設
水道・建設・総監
農業
建設
建設
農業
建設・総監
農業
農業
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山形県技術士会（県支部）だより
地域産学官と技術士合同セミナーを開催

1、はじめに
話は平成24年初頭までさかのぼり
ます。前年12月の東北本部役員会に安
彦会長が出席された際、今まで公の大
会を開催していないのは山形県のみ
であるとの理由から、ぜひ次回の｢地
域産学官と技術士合同セミナー｣は山
形で！との要請がありました。
さっそくこの件を安彦会長が持ち
帰り、平成24年1月13日に臨時徴集し
た拡大事務局会議にて協議した結果、
本部からの要請を受ける方向で一致。
次週の山形県支部役員会において
議題に提出し、県役員一同より開催を
引き受けることで了承されました。そ
の後2月6日の東北本部役員会で、山形
県で開催することが承認され、正式に
山形大会開催が決定したわけです。
2、波乱の幕開け
いよいよ開催に向けてスタートは
きったわけですが、さて“合同セミ
ナー”とはなんぞや？というところか
らの出発でした。一部の役員を除い
て、合同セミナーが何なのかさえ知ら
ない状態です。まずは過去に他県で開
催されたセミナー内容の把握から始
まり、山形大会のテーマの検討、基調
講演および講演者候補の人選、大会当
日までのスケジュール・体制作り・・
etcの骨子作りが始まりました。まさ
にゼロからのスタートであったと思
います。
3、 テーマ・プログラム決定
まず最初に、セミナー山形大会のメ
インテーマを決めねばなりません。
3.11の大震災を踏まえながら、テーマ
としていかに山形らしさを織り込む
のかが鍵となりました。役員会で出さ
れた意見としまして、
・産学官連携による再生可能エネル
ギーの追求
・安全・安心な社会の構築
・観光立県
・個性と魅力ある地域づくりをめざ
して
・県産食品の安全・安心
・公共インフラ等の代替性・補充性
機能の確保
・持続可能な社会の実現・人材育成・
産業振興・技術革新・自然エネル

県支部理事・広報委員長

ギー等々。さすが、みなさん優秀な技
術士ですね。素晴らしいテーマばか
りで感心してしまいました。その後、
幾度の拡大事務局会議、役員会を重
ね、内容を検討・精査した結果、皆さ
んご承知のように、ついにセミナー
山形 大会の 全貌が 決 定 した わけで
す。
■テーマ｢震災後の東北創生に向
けて｣
1)日時：平成24年10月5日（金）
2)場所：ホテルメトロポリタン山形
3)基調講演：国立大学法人山形大学
長 結城章夫 氏「震災後の東北創生
に向けて」
4)講演：山形大学人文学部法経政策
学科教授 下平裕之 氏「山形大学東
北創生研究所と地域の将来」
ｴﾈﾙｷﾞ－戦略研究所（株）取締役
研究所所長 山家公雄 氏「再生可能
エネルギ－への期待と課題」
加 茂水 族館館 長 村上龍 男 氏
「世界一になった老朽、弱小、貧乏水
族館」
日東ﾍﾞｽﾄ（株）研究部部長 松田企
一 氏 「食品企業の地域の関わり」
山形県庄内総合支庁建設部長
吉田郁夫 氏「庄内地域における災害
に強い、自立分散型の県土整備」
ここに至るまでの膨大なプロセス
につきましては書ききれないため、
やむ を得ず 割愛さ せ て いた だきま
す。ただ特筆すべきは、全体指揮をと
られた安彦会長のリーダーシップ、
セミナーのほとんど全ての準備作業
においてイニシアチィブを発揮して
いただいた湯澤部会長の見識の広さ
と行動力、事務処理全般一手に引き
受けて頂いた小山田事務局長と角田
さんの存在、これらをなくして本セ
ミナーの成功は成し得なかったこと
でしょう。さらには、準備に関わって
いただいた全ての役員・実行委員・県
会員の皆様のご努力あってのことで
あると思います。
4、 いざ大会本番
当日のセミナーの詳しい内容につ
きましては、別途、セミナー報告書が

豊島

良一（建設部門）

発刊されるため、そちらをご覧くだ
さい。ここでは、当日の準備委員の様
子やエピソード等を少し書かせて頂
きます。
大会準備委員の皆さんは、当日午
前11時にホテルに集合し、会場設営
の確認やセミナー本番のための準備
作業に入りました。

（東北本部橋本氏とﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）

（真剣な表情で最終ﾁｪｯｸ）

（本日の日程最終確認）
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午前11：30、お昼のお弁当を食べ
ながら、本日のスケジュール最終
確認です。いよいよ、皆の表情にも
緊迫感が漂ってきました。
午後12時を過ぎ、係りの人達が
それぞれの持ち場へ分かれスタン
バ イ。ほ ど な く ご 来 賓 や 講 師 の
方々が到着、そしてセミナー一般
参加者もぞくぞくと会場へ入場さ
れまして、いよいよ地域産学官と
技術士合同セミナー山形大会の開
幕です。

（会場受講風景）

（講演

下平裕之氏）

（内村 日本技術士会会長）

（講演

山家公雄氏）

（吉川 日本技術士会東北本部長）

（講演

村上龍男氏）

（来賓挨拶 山形市長 市川昭男氏）

（講演

松田企一氏）

（講演

吉田郁夫氏）

（本番前の静かな会場）

（来賓到着後の挨拶風景）

（司会

河合技術副委員長）

（会場受講風景）

（基調講演

結城章夫氏）
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5、 交流会へ
大成功のうちに幕を閉じた合同
セミナーのあとに、会場を別室に移
し交流会が開催されました。セミ
ナー本番も多くの方が参加され大
変盛況だったのですが、吉村山形県
知事をお招きして開催した交流会
は、お酒も入り、さらに盛大に華や
かな会となりました。

（交流会司会

有地氏）

（本田前山形県技術士会会長）

（交流会風景①）

（交流会風景②）
（安彦会長

開会挨拶）

（吉村知事との名刺交換に長蛇の列）

（来賓挨拶

吉村山形県知事）

（県産酒にて乾杯）

（三森副会長

閉会挨拶）

6、結び
今 回、公式 行事として初め て
「地域産学官と技術士合同セミ
ナー」を山形県で開催したわけで
すが、開催準備に当った皆様につ
きましては相当のご苦労があった
かと思います。準備作業が進むに
つれ感じたのは、県技術士会の皆
さんの結束力の強さと行動力でし
た。他県に比べれば、会員数や組
織は小さいものかもしれません
が、技術士会の値打ちは組織の大
きさではなく、構成員一人一人の
会に対する思いの強さにあるよう
に思います。今回、合同セミナー
が大成功を納めたことで、また違
う公式な大会の要請が本部からく
ることも 予想されます。その 時
は、また会員皆様一人一人の技術
力と行動力を結集して事に当れ
ば、必ずや難局を乗り切れるもの
と確信いたします。（今回、準備
の先導に立った方にとっては、も
う、こ り ご り か も し れ ま せ ん
が・・・。）今後とも、山形県技
術士会（山形県支部）への一層の
ご協力を切に希望し、地域産学官
合同セミナー山形大会のご報告と
させて頂きます。
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第13巻 第１号

メガソーラー見学会報告
平成24年12月12日、東北本部電
気・電子部会主催のメガソーラー
見学会に、山形県支部の安達正、
井上憲治の両名が参加したのでそ
の概要を報告します。
電気・電子部会からの案内タイ
トルは、「くじらのメガソーラー
発電所工事」と「仙台太陽光発電
所」でした。東北電力仙台火力発
電所構内の太陽光発電所は聞き及
んでいましたが、くじらのメガ
ソーラーは初耳で非常に興味津々
でした。しかし、現地到着早々、
施主である建設業者、橋本店のロ
ゴマークが、くじらであるため命
名したとのことがわかり、疑問解
決した次第です。
参加者は33名、中型バス1台
で、仙台市街を挟んで山と海にあ
る太陽光発電所を見学しました。
仙台市芋沢に建設中のくじらの
太陽光発電所は、出力1,500kwで
平成24年10月着工、平成25年1月
稼働を目途に工事中で現在はパネ
ルを据え付け中でした。34,900㎡
の敷地に一枚977×1257mmのパネ

安達 正（ 電気・電子部門 ） 井上 憲治 （ 建設部門 ）
ル10,000枚の据え付けとなります。
敷地は元々橋本店が産廃処理場とし
て埋め立てていたもので、表面を整
地し、太陽光発電所として有効活用
するものです。仙台市内では最大規
模になるとのことです。
仙台太陽光発電所は、名勝松島に
近い七ヶ浜町にある仙台火力発電所
構内に建設したもので、出
力2,000kw、平成23年２月着工、平
成24年5月に運転開始しておりま
す。47,000㎡の敷地にパネル11,000
枚が据え付けてあります。敷地は
元々仙台火力発電所が石炭火力時代
の灰捨地を有効活用したものです。
太陽光発電所の設備は、コンク
リート基礎、支持架台、パネルで構
成され、基礎はパネルが受ける風圧
に耐える重量、パネルの傾斜角は地
域特性に応じ10~20度程度のようで
す。発電後は埋設電線路、コンバー
ター、変圧器を経由して6,000V
に昇圧し、配電線に連系されます。
出力は直射日光から曇りになると
激減し、天候に大きく左右されるの
を目の当たりにし、再生可能エネル

（松島を望む仙台太陽光発電所）

ギーの主力として期待されている
太陽光発電であるが、量的、品質
等まだまだ技術開発を含めた課題
が多いことを実感しました。
今回は隣接する仙台火力発電所
の最新鋭コンバインドサイクル発
電プラントである4号機を案内し
てもらいました。昭和32年以降の
石炭火力1~3号機を廃止して建設
された4号機は、平成22年に完成
しましたが、平成23年に大震災に
見舞われ水没孤立しました。復旧
に向けた録画を見せてもらい、幾
多の困難を克服して平成24年2月
に運転再開、関係者の努力に敬意
を表したい。
以上

秋季現場見学会（11月
7日）で 訪問 し た山 形 県
環境科学研究センター
（村山市）に、メガソー
ラー建設が決定している
との説明を受けました。
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山形県技術士会（県支部）

豊かな地域社会の創造に技術士の活用を

山形市松波四丁目１２－３
㈱田村測量設計事務所内
電話 ０２３ (６４２) ６６４４
Fax ０２３ (６４２) ６６５４

山形県技術士会の趣旨

山形県技術士会の事業活動

山形県技術士会は、会員の品位と資質を向上し、高度化、総合化等
が進展する近時の科学技術に関する業務を行う者として、名実とも
に社会的地位を保つよう、会員相互の連絡・協力・研修等を通し
て、技術者の指導・育成、技術士業務の普及・啓発を行うことを目
的としています。

(1) 技術士要覧、会員技術士名簿の発行及び技術
士受験研修会、講演会などを開催し、技術士制度
並びに技術士資格の活用・普及・啓発、その他の
事業を行っています。
(2) 技術士の社会的地位向上のための活動及び各
種情報の提供を行っています。
(3) 現地見学会や会員研修等を通して、会員相互

お知らせ
～山形県技術士会ホームページ・メンテナンス作業に伴う
停止につきまして～
昨年末より本年1月下旬まで、ホームページのメンテナンスに
より、閲覧が出来ない状況になっており、大変ご迷惑をおかけ
いたしました。謹んでお詫び申し上げます。
（プロバイダーを県内企業へ変更いたしました。）

ＨＰ新アドレス

の技術の向上、啓発、研修に関する事業を行って
います。
(4) 会員、社団法人日本技術士会並びに同会東北
支部との連絡と協力に関する事業を行っていま
す。

http://pe-yamagata.biz/

(5) 各種講習会、セミナー等への講師派遣及び各

今後も、会員皆様への情報発信のため、さらなる内容の充実
を心がけて参りますので、ご協力をお願いいたします。

種分野の技術指導に関する事業を行っています。

（技術士会ホームページ管理者

広報委員長）

編集後記

土屋氏撮影
平成24年11月7日

3年連続の大雪にみまわれており、会
員の皆様、毎日の除雪作業などでご苦労
されている方も多いと思います。3.11の
大地震の時も、大きな余震が続いている
時に、東北地方の空の天気が突如荒れ出
した事を思い出しました。地震と突然の
大雪、地球も一つの大きな生き物である
ことを感じます。
復興業務に従事している会員も多いと
思います。しかしながら、なかなか復興
のスピードが上がらない問題も深刻化し
てまいりました。その原因としては、復
興業務は、壊れたものを元に戻す復旧と
将来の町づくりを決める振興の両面があ
り、大変特殊な仕事であることが言えま
す。さらに、被災された方々の要望を取
り入れながらの作業になりますので、ど
うしても期間が延びてしまうのは仕方な
いことなのかもしれません。
しかし、実際に被災された方にとって

は、一刻も早く安全安心な生活を送りた
いと思うことは共通な願いであり、その
ためには官民上げて更なる復興計画のス
ピードアップを図って欲しいものです。
私も、復興に関連する業務にあたる際に
は、持てる技術力で一生懸命ことに当た
る覚悟です。
秋季現場見学会でも見学を行ないまし
たが、肘折地区内で大規模地すべりに
よって寸断された箇所に新たに架設され
たループ橋の橋名が、一般公募により
“肘折希望（のぞみ）橋”となったこと
を耳にした方も多いと思います。
政治も経済も混迷を続け、災害復興も
なかなか先が見えない、言わばお先真っ
暗な状況ではありますが、完成した希望
の橋にちなみ、本年が会員皆様にとって
“希望の年”になるよう、心からお祈り
申し上げます。

