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公益社団法人日本技術士会東北本部山形県支部

巻頭言

2015年5月

山形県民の皆さんへ技術士の仕事をもっと知ってもらおう 山形県支部長 (予定) 三森 和裕（建設部門）

山形県支部 新支部長
三森 和裕

5年間山形県支部長を務めて
こられた安彦宏人氏がご勇退
新支部長に三森 和裕氏
新副支部長に須藤勇一氏
就任予定、山形県支部は新体
制でのぞむことになります。

目次：
巻頭言 新支部長挨拶

1

前支部長

2

退任の挨拶

鈴木多賀氏が叙勲

3

新副支部長挨拶
技術教養講座の報告
平成26年度 山形県支部
年次大会の報告

4
4

現場見学会の報告
会員寄稿
お知らせ

6
7
8

5

今年の2月～4月にかけて、日本技術
士会山形県支部幹事選挙があり、立候
補者数は定員20名に対し20名でした
ので、信任投票になりました。4月16日
の開票の結果、山形県支部の幹事は不
信任票0で立候補者全員が信任されま
した。100％の信任です。これはすごい
ことで、本当に嬉しいことです。手前
勝手に言えば、安彦支部長を中心とし
た県支部活動に対し、県内会員がこれ
までの活動に「よくやった」と褒美を
くれたものだと思います。安彦支部長
他前役員の皆様方に敬意を表するも
のです。
今後その活動を引き継がさせてい
ただくわけですが、100点満点の実績
を上回ることができるのかどうか、そ
の重責に身も細る思いです。正式には
6月の日本技術士会総会ののちに、支
部長なども決定されますが、実質的に
は新幹事を中心として新しいスター
トが始まっています。私も支部長とし
て全力をあげて会の発展のために邁
進しようと思います。
ただ、安彦前支部長も申していた通
り、あまり急激にやる気をだすとみん
な大変になるので、じっくりとゆっく
りと総意を大事にして実行していき
ましょう。
これまでの活動を通じて、少し感じ
ていることを記載させていただきま
す。
山形会は、昭和63年に設立され、山
形県技術士協会、山形県技術士会を経
て現在は公益社団法人 日本技術士
会東北本部 山形県支部に移行して、
平成29年には設立30周年を迎えます。
私たちはこれまでの実績を継承しな
がら、課題解決の実現に向けていきた
いと思います。具体的には、内部課題
の解決と外部への発信の両輪を動か
すことが大事です。
①会員増と組織率の向上を目指し
て
日本技術士会の組織率は、日本の中
での最高の技術者集団の集まりとい
う割には、20％以下で低迷していま
す。制度が変わって公益法人化しても

その比率は変わっていません。公益法
人化されてからは、規約、約款の整備
に専念し、会員の行動を規制すること
が多く、新規会員情報も個人情報を理
由に地域支部では把握できないこと
や、さらには経費も事務局を支えるだ
けの予算はありません。まさにサーク
ル活動の域を出ていないと言えます。
日本技術士会本会は肝心のことを置
き去りにしているようにも見えます。
大胆な改革を促すことが必要です。
しかし山形会は頑張りました。山形
会だけを見れば、県内技術士登録者
130名近くになるようですが、山形支
部には100名近くが加盟。約70％強の
加盟率です。素晴らしいじゃないです
か。これまで山形会は、山形県などと
連携し、山形に依拠し地域課題の解決
のために努力してきました。組織率の
差は、組織がいかに地域に根差してい
るかということだと思います。山形会
は日本技術士会員と技術士登録はし
ているが会員でない方々との共同を
はかり県内行事や事業を行ってきま
した。これまで以上に会員技術士が増
えるように心がけていきます。
②さまざまな研修の継続と実践
ＣＰＤと言われる継続研修制度は、
技術士会は先駆的に取り入れてきま
した。めまぐるしく変わる社会状況や
技術革新に対し、常に敏感に対応して
いかなくてはいけないと思います。技
術士の方々は歳を重ねても前向きな
探究心が旺盛です。各人の専門を生か
しながら、社会に対し多様な提案をし
続けたいと思います。昨今流行の『地
方創世』という言葉に踊らされるので
はなく、これまでと同様に積極的でア
クティブな提案と実践が山形県支部
の格を向上させるものであると思う
からです。
③産官学との連携の強化をはかっ
て
今日、山形県内では特徴ある技術や
産業、研究がたくさん注目されていま
す。たとえば、山形大学の有機ＥＬ、
重粒子治療研究や天童木工の木材加
工、山辺町のニット、世界に羽ばたく
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醸造技術、加茂水族館のクラゲ飼育技術
や観光的なアイデア等々日本のトップ
レベルのものがたくさんあります。技術
士も、これらの産業や、研究者と連携し、
多彩な技術立県の目標実現を支えてい
きましょう。
④豊かなやまがたを築くために
豊かな山形県を築きたい。ではその豊
かさとは何でしょう。県民一人ひとりが
幸せだと思える社会と考えられます。留
意しなければならないのは、社会の誰に
向かって発信し、誰を豊かにするのかを
見失わないことです。沖縄の基地問題、
福島の原発問題、宮城、岩手などの震災
復興支援問題など、それぞれの地域でト

退任挨拶

レードオフとなる地域課題と技術課題が
対立している場所も多くあります。私た
ちは、常に技術を持って、冷静にしかし、
しっかりと現場に提案していくことが求
められます。技術者としての自覚と誇り、
さらには倫理を持って社会のために貢献
していきましょう。
⑤プロフェッショナル集団としての社
会貢献活動の実践
会のメリットについて、よく話題にな
ります。技術士制度から見ても、業務独占
事項も実現せずなかなかジレンマの中に
いることは事実です。でも思い出してみ
て ください。私たちが技術 士試験 に受
かった時のあの感動。その感動を社会に
還元しなくてはなりません。プロフェッ

5年間を振り返って

はじめに
2010年(平成22年)7月本田康夫会長の
退任により、山形県技術士会会長を1期2
年勤め、その後、公益社団法人日本技術
士会東北本部山形県支部支部長を2期3
年勤め、このたび退くことになりまし
た。5年間、役員並びに会員の皆さん、あ
りがとうございました。5年間を振り返
ると、①山形県技術士会から公益社団法
人日本技術士会東北本部山形県支部へ
の移行と②地域産学官と技術士合同セ
ミナーの開催が印象深く記憶していま
すので、これらについて述べます。
1.山形県支部への移行
2012年(平成24年)2月6日、東北本部長
宛に「支部組織の設置についての発議」
を提出しました。発議書には、山形県技
術士会が山形県等の後援を得て「技術教
養講座」を開催し、産学官の交流を図り、
技術の啓蒙と技術支援活動を長い間実
施してきたこと、「技術士受験研修会」
を開催し、技術士受験啓発・普及活動を
務めてきたこと、積極的なCPD活動に
より、会員の技術向上に努めてきたこ
と、年に1回の会報「山形県技術士会だよ
り」を発行し、異業種間の技術力向上に
努めてきたこと等を記載したものでし
た。平成24年2月6日、仙台市の(株)復建
技術コンサルタント5F会議室開催され
た東北本部役員会で山形県、青森県、秋

ショナル集団として、技術を開放しま
しょう。一般の方々に向けたそれらの
地道な活動の積み重ねこそが、技術士
の認知度を上げ、技術士の社会的地位
の向上につながると確信します。
これらの活動は、これまでも実行し
てきたもので特に目新しいものではあ
りませんが、各人がさらに積極的に会
に関わり具現化して活 動指針を作成
し、山形会として特徴ある活動を推進
していきたいものです。みなさん、これ
まで以上に自覚と誇りと熱意を持って
活動していきましょう。

前山形県支部長

田県、福島県からの県支部設置の発議書
が承認されました (宮城県は既に発議書
が提出されおり、既に承認済)。 その後
3月15日の理事会で、山形県技術士会等
からの発議書が正式 に承認されまし
た。尚、2月6日の東北本部役員会で地域
産学官と技術士合同セミナーを平成24
年に山形県で実施することも正式決定
しました。公益社団法人化に伴い、山形
県支部の役員(幹事)選挙があり、20名が
立候補し、4月20日、公益社団法人日本
技術士会役員候補者選出選挙管理委員
会の開票で20名全員が信任され、4月24
日、東北本部役員会(本部長:吉川謙造)で
私が山形県支部長に選出されました。6
月8日山形県高度技術開発センターにて
最初の県支部幹事会が開催され、副支部
長、総務・技術・企画広報の各委員長、
事務局長、会計幹事を決定し、山形県支
部がスタートしました。
2.地域産学官と技術士合同ｾﾐﾅｰ
2011年(平成23年)12月16日、東北本部
役員会の席上、吉川謙造本部長より、
2012年の地域産学官と技術士合同セミ
ナー(以下セミナーと略する)を山形県で
実施できないかとの打診があり、2012
年 (平成24年)1月20日山形県技術士会役
員会でセミナーを2012年10月頃に実施
することに決定しました。これにより、
支部設立の準備とセミナー開催準備を
同時並行して進めることとなりました。
その後、何度かの役員会 (理事会→幹事
会)で基調講演者・テーマ・産学官からの
講演者等を議論しました。
基調講演者には、吉村美栄子山形県知
事と結城章夫山形大学長が候補者とな
りました。その後、県議会との日程その

安彦

宏人 (応用理学部門)

他により、結城山形大学長に絞り、学長
から承諾の返事を頂きました。結城学長
は山形大学長に就任する前には、文科省
次官であり、その前は科学技術庁で技術
士法改正も担当されたこともあって、日
本技術会を身近な存在に思っているよ
うでした。
テーマは東日本大震災 (2011.3.11) の
後とあり、「東北創生」となりました。
因みに、2011.11(広島)のテーマは「再生
可 能 エ ネ ル ギ ー で 活 力ある 低 炭 素 社
会」、2012.1(大阪)のテーマ「わが国の
中期的エネルギー戦略」でした。産学官
からの講師は、山家公雄氏 (エネルギー
戦略研究所)、下平裕之氏(山形大学人文
学部)、村上龍雄氏(加茂水族館)、松田企
一氏(日東ベスト・技術士)、吉田郁夫氏
(山形県庄内総合支庁・技術士)の5人とな
りました。
2012年(平成24年)10月5日の大会は河
合県支部技術副委員長の司会により、内
村会長と吉川東北本部長の挨拶に始ま
り、市川山形市長の来賓の挨拶の後、結
城山形大学長の基調講演、5名の講演と、
順調に大会が進められました。交流会で
は、吉村美栄子山形県知事の挨拶もあ
り、盛況のうちに閉会しました。
むすび
平成19年7月6日、山形県技術士会20
周年記念式典が開催されました。この20
周年記念式典では、会員に記念品 (名刺
入れ)が渡され、創立20周年記念誌「技術
を見つめて」が発行されました。2年後の
平成29年は30年記念祭の年となりま
す。新しい役員のもと、30年記念祭が開
催されることを希望し、退任の挨拶とし
ます。5年間ありがとうございました。
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特別寄稿

～叙勲の栄誉を受けられた鈴木多賀氏へのインタビュー～

鈴木多賀氏と対談
（平成27年1月27日 鈴木氏ご自
宅にて）
平成26年8月1日内閣府発令の
高齢者叙勲におきまして、当会前
副会長の鈴木多賀氏が瑞宝双光
章の栄誉を受けられました。鈴木
氏の叙勲におかれましては、山形
県支部としましても大変名誉な
ことであり、また山形県技術士協
会初期のころから副会長や役員
として長年貢献されてきた鈴木
氏の近況を皆様にお知らせした
いと思いから、去る1月27日に鈴
木氏のご自宅を訪問し、お話をう
かがって参りました。
Ｑ1：叙勲の知らせを聞いた時の
感想は？
Ａ1：最初、頭が真っ白になった勲
記・勲章を頂くということは、今
まで受けた表彰とは、責任感が全
く違う。日が経つにつれ実感が沸
いてきているが、嬉しさと同時に
また身が引き締まる思いである。
Ｑ2：鈴木氏の功績の一つとして

「さわのはな倶楽部」での活動が
あるが、それについては？
Ａ2：「さわのはな倶楽部」は来年
で発足20年になる。実際に農家の
方々と一緒に活動・研究してきた
ことが今回の叙勲理由の大きな一
つになったのではないかと考える。
自分は資料提供や調査・研究のとり
まとめが主な役割だったが、現地に
足を運ぶたびに各農家が稲作や農
業について真剣に向き合っている
姿が大変勉強になった。農家は将来
の農業について本当に真剣に考え
ている。
Ｑ3：将来の農業のあり方について
どう思うか？
Ａ3：自分は、そんな大それたこと
は言えないと思っている。しかし
ながら自分が思うに専業農家とし
て生き残るには、2世代3世代が同
居した豊かな家族構成の農家同士
が一致団結し、栽培から流通・販売
まで一貫したルートを開拓してい
る、いわば産業として魅力がある
農業経営しか生き残れないと思う。

鈴木氏が叙勲を受けた勲記および勲章

山形県支部企画広報委員会

Ｑ4：まだまだお元気でいらっしゃ
るが健康法は何か？
Ａ4：自分も88才、急激な体力の衰
えを感じる今日この頃である。自
分の世代は戦争時代の栄養不足時
に幼少時代を過ごしており、今は
同じ年代の人は皆が骨粗しょう症
である。普段からビタミンＤやカ
ルシウムの摂取を常に心がけ、温
かくなったらまた近所を歩くこと
を実践していきたい。
最後に
鈴木さんのご自宅をお伺いした
時、仲の良い素敵な奥様と二人し
て笑顔で出迎えていただきまし
た。また玄関の正面に目を向ける
と、親しい友人から頂いたという
叙勲祝いの胡蝶蘭が綺麗に咲いて
おりました。ご高齢になったとは
いえ、鈴木さんにも胡蝶蘭のよう
に、もう一花も二花も咲かせてい
ただき、益々これからもご活躍し
て頂きたいと願いながら、ご自宅
を後にしました。

鈴木多賀氏
（ご自宅にて撮影）
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抱負

山形県副支部長（予定） 須藤

このたび、去る
4月24日に開催さ
れた役員会にお
いて、副支部長を
仰 せ つ か り（予
定）ました。微力ですが支部長を補
佐し、山形県支部の発展のため精進
してまいりたいと思いますので、よ
ろしくお願い申し上げます。
今から58年前の1957年5月20日
に、科学技術の向上と国民経済の発
展に資することを目的として「技術
士法」が制定されました。その翌年
に第1回の試験が行われ、これまで
に約10万人の「技術士」が誕生し、
わが国の戦後復興、高度経済成長、

勇一 (上下水道・建設・総合技術監理部門)

科学技術立国に貢献してまいりまし
た。
現在わが国は、環境・エネルギー問
題、少子高齢化社会、財政赤字と社会
保障、経済・地域格差、多発する自然
災害、老朽化するインフラ、国際社会
問題等さまざまな課題が山積してお
ります。これらは、複雑に絡み合い、
それぞれがトレードオフの関係にあ
ります。これらの課題を解決するた
めには、全体を俯瞰し、経済性管理・
人的資源管理・情報管理・安全管理・
社会環境管理等の多角的視点から全
体最適化を図ることが重要であると
思います。
「技術士」は、産業経済、社会生活

平成26年度 技術教養講座の報告

の科学技術に関するほぼ全ての分
野(21部門)を網羅し、科学技術に関
する高度な知識と応用能力が認め
られた技術者であります。現代社会
が直面している多種多様な課題を
解決に導くためには、「技術士」の
高度で専門的な応用能力と総合的
な課題解決能力が求められている
のではないかと思われます。また、
それが「技術士」の社会的地位の向
上に繋がるものと考えられます。
支部の活動を通して、地域社会の
発展に少しでも寄与し「地域創生」
「東北創生」「日本創生」と繋がっ
ていくことができれば幸いに思い
ます。

上村 裕司（建設部門 / 企画広報委員会）

恒例の公益社団法人日本技術士会 が行われずにそのまま河川等へ排出
東北本部山形県支部主催「平成２６ されることになれば、各種病原微生物
年度技術教養講座」が平成２６年１ に起因する感染症が蔓延することに
１月７日（金）１３時３０分より山形 なり大きな社会問題になることは言
県高度技術研究開発センター多目的 うまでもない。しかし、昨今の異常気
ホールにて開催されました。今回の 象、ゲリラ豪雨等で都市災害が多発す
講座は 微生 物と 環境 問 題 をテー マ る傾向にあり、大雨による下水マン
に、独立行政法人土木研究所が取り ホールからの汚染水の溢水や、河川へ
組む「下水道施設における病原微生 の直接排出なども予測されることか
物の対策と課題」についてと、山形大 ら災害時の浄化技術も求められる。土
学上木名誉教授による「無酸素環境 木研究所では、測定方法の開発を通し
に広がる嫌気性微生物の世界」を演 た公共用水域への各種汚染源の実態
題に講演を頂いた。当日の聴講参加 解明や、対策手法の構築を目指し調査
者は７３名でした。当日の講演内容 研究を展開している。
を以下に報告します。
講演 １．下水道における病原微生
物の対策と課題
講師
独立行政法人土木研究所主
任研究員
諏訪 守 氏
下水道は、都市活動によって排出
された汚水を収集、浄化、放流するこ
とで公共用水域の水質向上に寄与し
ている。汚水には、人から排出される
諏訪 守 講師 講演風景
糞便が含まれることから、大腸菌を
含む様々な病原微生物が存在する。
下水処理場では、病原微生物の除去、 講演 ２．無酸素環境に広がる嫌気性
消毒が行われるため公共用水域の環 微生物の世界
境保全が保たれているが、もし処理 講師
山形大学名誉教授

客員教授
上木 勝司 氏
微生物には好気性、通性嫌気性、偏
性嫌気性の各生物が存在する。無酸
素環境下に生存していた生物が有酸
素生物に押し出されて海洋堆積層中
には甚大な生物が生存している。
嫌気環境下の有機物の分解経路は
以下のような分解経路を辿る。

上木 勝司 講師

講演風景
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平成26年度 山形県支部年次大会報告

土屋

勲 (建設部門 / 企画広報委員会)

平成26年7月4日に平成26年度 山
形県支部年次大会を開催しました。

足が復興を進める上で重要な課題
となっている。東北にいる技術士と

に』東北本部SGEEの会田村泰弘氏
講演の内容は、下記の２部構成で

また、併せて技術研修会も開催され
ましたのでその報告を致します。
１．平成26年度 山形県支部年次大

して強いリーダーシップを図り、今
後とも東北の復興と東北の技術者
の育成に尽力してほしい」とのお言

実施されました。
１．IPCC第５次評価報告書の警告
２．少しずつ生き方を変え、社会を

会報告
本年次大会は、昨年より山形県支
部として本格的に活動を実施して

葉をいただきました。

変えて
（１）ものづくりと暮らし方の視点
から

おりその事業報告、決算報告がされ
ました。また、26年度事業計画、予

（２）科学技術倫理の視点から
（３）テクノロジーの視点から

算案の審議がされ、いずれも原案ど
おり可決承認されております。
年次大会での来賓として、山形県
商工労働観光部工業振興課科学技
術政策主幹代理 石澤様、公益社団
法人日本技術士会東北本部 本部長
吉川様よりご祝辞をいただきまし
た。ご祝辞の中で石澤様から、「公
共投資は回復基調にあり、平成4年
度以来の高水準となっている。この
状況を持続させる意味でも山形県
の強みを活かした取り組みを今後
も進めていきたい。そのためにも、
技術士皆様の豊富な知恵と経験を
活かし、山形県の産業、科学技術発

最初に京都議定書の達成内容の
詳細について説明がありました。京
都議定書の達成割合の中で多くを
京都メカニズムクレジットで補っ
ていることに、少々疑問が残る。(私
だけだろうか？)
次に、今年3月に報告されたIPCC
第5次評価報告書について、要点を
分かりやすく説明していただいた。
その後、第5次評価報告を踏まえ、こ
れから科学技術者としてどのよう
に地球環境、生活環境と向き合うべ
きなのか具体的な事例を基に説明
がありました。
この度の田村氏の講演は、我々人

展のためにその技術力を発揮して
いただきたい。」とのお言葉をいた
だきました。また、吉川本部長から
は、復興における現状についての話
がありました。その中で「技術者不

＜来賓祝辞 吉川本部長＞
年次大会報告に際し出席者から
「本年度予算計画として、昨年度よ
り大きく予算が削減されている。こ
の状況でこれまでと同様、充実した
支部運営が図れるのか。」との質問
がだされました。これの質問に対
し、支部からは、「今後の研修会等
では資料代等として参加者より微
集させていただくことになると思
うが、これまで同様の運営が可能で
ある。」との回答がありました。
２．研修会報告
年次大会に引き続き田村講師に
よる下記の講演が行われました。
演題 『気候変動に立ち向かうため

類、技術者にとって永遠の課題「自
然との共存」であり、講演を聴きな
がら、今をふと立ち止まり、考え、
感じさせられる講演であったよう
に思います。
科学技術が守るべきもの、守らな
ければならないものとは何か。もう
一度、小さなことから深く考える必
要があるのかもしれません。

＜田村講師：講演風景＞
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山形県支部（技術士会）だより

平成26年度現場見学会の報告
今年の年次大会研修会は地球環
境とエネルギー問題がテーマで
あったことが記憶に新しいところ
ですが、今回の現場見学会もそれと
関連し、東北最古の水力発電所と、

豊島 良一（建設部門 / 企画広報委員会）

です。最初に三居沢電気百年館の薄
井さんから、三居沢水力発電所の概
要と歴史について説明を受けまし
た。三居沢水力発電所は明治21年
に、宮城紡績会社工場内の水力を利

最新式LNG火力発電所の建設現場の
二か所を見学することが出来まし
た。特に新仙台火力発電所の建設現

用して発電した東北最古の発電所
であり、明治43年に現三居沢発電所
の位置に場所を移し、現在に至るま

場は、震災関連を除いては東北最大
級規模のプロジェクトであるとい

で104年間の長きにわたり間運転を
続けている水力発電所です。発電量
としましては最大出力1000ｋｗで

うことで、建設中の巨大な構造物を
目の前にし、ただただ圧倒されてし
まいました。以下に見学会の内容を
報告いたします。
日時：平成26年8月1日（金）
場所：宮城県仙台市 山居沢水
力発電所・新仙台火力発電所建設現
場 参加者：27名
1．山形から一路仙台へ
今回の現場見学会も、大型バスを
チャーターしていただき、バス一台
で仙台までの移動となりました。午
前9時に山形市の土地連駐車場に参
加者の皆さんが集合し、一路高速道
路にて仙台に向かいます。社内で
は、ビデオ研修ということで湯澤技
術委員長から「大科学実験」という
DVDを用意していただき、それを見
ながらの移動となりました。この
DVDは、難しい科学の世界を非常に
分かり易く日常にあてはめた内容
で、聴講された皆さんには非常に好
評でした。
2．歴史たたづむ三居沢水力発電所・
三居沢電気百年館
三居沢発電所は、仙台市広瀬川に
ある東北最古の水力発電所で、電気
百年間という博物館が併設されて
います。国道48号よりちょっとだけ
入った所に発電所があるのですが、
参加されたほとんどの皆さんが初
めて足を踏み入れた場所だった様

一般住宅300軒分の発電能力を有し
ており、現在は東北電力内のコント
ロールセンターで遠隔監視・制御さ
れているとのことでした。また、一
階の展示室から二階ギャラリーに
上がる途中、日本国内に3つしか存
在しない古代から現代に至る電気
の歴史を描いた「電気の精」という、
大きなリトグラフが展示されてお
り、大変綺麗な色彩に目を奪われま
した。二階ギャラリーにて教材のビ
デオを聴講し、最後に薄井さんから
東北電力の需給量や、震災を経験し
今日に至るまでの電力事業者とし
て使命などのお話をいただいて、電
気百年間を後にしました。
3．昼食はもちろんノーアルコール
で
途中、キリンビール仙台工場レス
トランにて昼食をとりました。以前
のような少人数の時の現場見学会
ならお店の融通もききますが、さす
がに27名となると昼食場所を探す
だけでも大変なようです。実行委員
の方々のおかげでスムーズに昼食
をとることが出来、バスが来るまで
の残った時間は、各々お土産を買っ
たり、館内のソファでゆったり休息
をとり、午後に備えました。
4．壮大な新仙台火力発電所建設現
場

新仙台火力発電所建設工事は、昭
和46年から運転開始した仙台火力1
号機と2号機（重油火力95万ｋｗ）を
経年廃止し、新たにLNG（液化天然ガ
ス）を燃料とする高効率の最新鋭ガ
スコンバインドサイクル発電所3号
系列（3-1、3-2、合計98万ｋｗ）を
建設するものです。最初に新仙台火
力発電所建設所の山上副所長・斎藤
土木建築課長より、建設工事の説明
を受けました。その後2班に分かれ、
LNG輸送船が停泊する桟橋工事、LNG
貯蔵タンク、気化設備、本館建物、
排熱回収ボイラ（HRSG）等を、建設
所の方々から引率していただきな
がら、場内を見学することが出来ま
した。桟橋基礎工事やLNG貯蔵タン
ク工事には最新工法を適用し、コス
トの低減を図っているとのことで
した。広大な建設現場なため、本館
建物などはバスからの見学となり
ました。最後に建設現場を一望でき
る既設ビル7階の踊り場に案内して
いただき、建設工事全体を見渡した
時には、感動の一言でした。ただし、
この踊り場はグレーチングで下60
ｍの地面が丸見えなため、身の縮む
思いでした。東京スカイタワーより
はずっと低い場所なのですが、観光
地の完全に外壁で囲われた安全な
展望台と、現場の展望台とでは、高
所に対する恐怖心も違うものだと
感じました。
-以上-
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総監用語で綴る初心者登山のHow to
１．はじめに
この度、山形県支部の企画広報
委員会に入会しました。県支部会
員の皆様、今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。
私は、総合技術監理部門（以下、
総監）に登録をしてから４年にな
りますが、総監技術は未完成な分
野も多 く、い かに実務の中で 形
作ってい くか、手探りと奮闘 の
日々を過ごしています。そこで実
務からは少し離れて、最近、中高年
でブームとなっている登山につい
て、総監用語で綴ってみたいと思
います。
２．登山は総監の宝庫？
技術士試験での運動不足や職場
からの眺望も相まって、４年前に
山登りを始めました。現在、登山と
は言っても、夏山の日帰りハイキ
ング程度で、最近流行のトレッキ
ングと言った方がよいかもしれま
せん。まだまだ初心者の域である
ため、登山のHow to本が手放せま
せん。
そんなある日、登山の本を読み
ながら、「総監視点で整理すると
しっくりくるぞ！」と考えました。
登山技術の歴史は総監技術よりも
はるかに 古いわけです が、私 に
とっては逆だったのです。
３．リスク管理
リスクアセスメントをするまで
もなく、登山最大のリスク（発生確
率×被害規模）は「遭難」です。
リスク対策として、保有・低減・
回避・移転とあるわけですが、まず
はリスク回避－悪天候予報時や噴
火の恐れのあるような時は登山に
行きません。次にリスク低減－遭
難の発生確率と被害規模を減らす
ために総監５つの管理を駆使しま
す。そして、若干のケガや人に迷惑
を掛けない程度のリスクは保有し
ます。なお、万が一遭難した時には
多額の捜索費用を要するので、リ
スクの移転として保険に加入しま

富樫

はやと（建設・総合技術監理部門 / 企画広報委員会）

す。
４．危機管理
遭難してしまったらどうするの
か。その前に、登山計画書の作成が
必須です。登山計画書の提出によ
り、遭難時の救出率が高まります。
登山計画書の作成過程で、遭難に
つながる要因となる、道迷いやケ
ガなどの予防も計画することがで
きます。
ま た、遭難 した時のために ビ
バーク（緊急野営）の準備も大事に
なります。私は未熟ですが、地図コ
ンパスと目視による地形判読、ケ
ガの応急処置、ロープ技術なども
緊急時の備えになります。緊急対
応のマニュアルや登山計画書が危
機管理マニュアルというわけで
す。
５．経済性管理
快適な登山を楽しむための道
具、緊急時の備え、水・行動食・非
常食など、忘れ物は命取りにもつ
ながります。チェックシートで事
前の確認が重要です。
登山には行程計画（工程計画）が
必須で、早出早着が基本です。通過
地点毎の予定時間を計画します。
計画通りならば最早開始時刻とな
りますが、道迷いやケガも考慮し
た最遅完了時刻（日没前）での計画
も必要です。
６．人的資源管理
私は専ら単独行なのですが、グ
ループ登山の場合は、リーダー・サ
ブリーダーの資質でメンバーのモ
チベーションが左右されるようで
す。また、メンバーの力量に合わせ
て並び順を決めると、安心・安全な
登山となるようです。
７．情報管理
昨今、インターネットが普及し、
天気予報はもとより、登山につい
ての情報も溢れています。ただし、
情報の取捨選択は自己の責任で行
います。情報の信頼性は公的機関
のものが高くなります。

また、携帯電話の活用、ＧＰＳ機
能付の登山用ナビの利用なども緊
急時には活躍しますが、自然にひ
たることも登山の楽しみですか
ら、電子機器に頼り過ぎないこと
も必要です。
（電池切れ、機械誤差
の考慮も必要）
８．安全管理
前述のリスク管理や危機管理と
いう項目が既に安全管理の視点に
なっています。
また、自然の中に飛び込むわけ
ですから、熊との遭遇、スズメバチ
の襲撃なども予防できるように、
事前の準備と山行中の危険予知も
必要です。
（県HPに予防方法記載あ
り）
山行中のケガは労災や他人の責
任とはならず、自己責任です。
９．社会環境管理
山に行くと高山植物が目を惹き
ます。月山では「とるのは写真だ
け」
「採ってはダメ」という看板も
見かけます。自然環境を保護する
ことは当たり前ですが、踏み荒ら
しによる植生域の減少、ストック
などによる登山道の荒廃などにも
気を使う必要があります。登山道
の整備や環境保護活動をしてくれ
ている方々に感謝の気持ちで登り
ます。
１０．おわりに
私の登山をPDCAサイクルに例え
るならば、山登りの最中（Ｄ）は無
心で楽しみ、総監視点はあくまで
計画（Ｐ）と下山後（Ｃ・Ａ）にし
ています。いつまで続くかわから
ぬ趣味ですが、実務も日常も総監
マインドは持ち続けていきたいと
思っています。
最後に、昨年、県支部総会の懇親
会に初めて参加をさせて頂きまし
た。技術士としてのモチベーショ
ンアップの場となりました。これ
からは、委員会活動等も含め、県支
部活動に少しでも多く参加できる
ようにしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。
－以上－
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公益社団法人日本技術士会東北本部
山形県支部

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

山形県支部（山形県技術士会）の趣旨

日本技術士会東北本部山形県支部

山形県支部は、会員の品位と資質を向上し、高度化、総合化等が進

（山形県技術士会）の事業活動

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

(1) ホームページ等による会員及び一般の方々へ

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

の情報案内、技術士受験研修会・講演会などの開

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

催、技術士制度並びに技術士資格の活用・普及・

ています。

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

たより発行が遅れましてお詫びいたします

の技術の向上、啓発、研修に関する事業を行って
います。

会員の皆様には日頃より山形県支部および企画広報委員会
の運営にご協力いただき感謝申し上げます。
当初、本号は平成26年度内に発行予定でしたが、本部並び
に支部の役員改選が4月中旬に予定されていたため、選挙結
果と新役員の決定（予定）を待っての発行となりました。発行
が遅れましたことに対しまして、お詫び申し上げます。

(4) 会員、公益社団法人日本技術士会並びに同会
東北本部との連絡と協力に関する事業を行って
います。
(5) 各種講習会、セミナー等への講師派遣及び各
種分野の技術指導に関する事業を行っています。

お知らせ ～平成27・28年度
平成27年4月16日の支部幹事選挙結果お
よび平成27年4月24日の山形県支部役員会
の結果、支部役員・専門部会は下記の通り決
定（予定）いたしましたので、ご報告いたし
ます。
☆ 役員（山形県支部幹事）
役職
氏名
部門
地域
支部長 三森和裕
建設
村山
副支部長 須藤勇一
上下水道他 置賜
役 員 有地裕之
上下水道 庄内
石井知征
建設他
村山
梅津齊
農業
置賜
大岩敏男
環境
村山
太田恵一
環境
庄内
小山田孝一
建設
村山
上村裕司
建設
西村山
河合直樹
環境
村山
河内功
農業
村山
菅勝美
建設他
最上
小島一二三
建設
最上
坂井順一
建設
北村山
角田五郎
農業
村山
田村茂
上下水道 村山

役員・専門部会のご紹介～
土屋勲
豊島良一
丸山修
湯澤洋一郎
会計監事 田村茂
湯澤洋一郎

建設
置賜
建設
北村山
農業
置賜
建設他
置賜
上下水道 村山
建設他
置賜

☆ 総務委員会
委員長 湯澤洋一郎
副委員長 丸山修
小島一二三
委 員 坂井順一
寒河江敬
近藤元裕

建設他
農業
建設
建設
建設
建設

置賜
置賜
最上
北村山
村山
村山

☆ 企画広報委員会
委員長 豊島良一
副委員長 上村裕司
土屋勲
委 員 宍戸道明
中臺直之
富樫はやと

建設
建設
建設
機械
建設他
建設他

北村山
西村山
置賜
置賜
村山
庄内

☆ 技術委員会
委員長 有地裕之
副委員長 大岩敏男
河内功
委 員 河合直樹
菅勝美
玉津卓生
田村整
伊藤信生

上下水道
環境
農業
環境
建設他
建設他
建設
建設

庄内
村山
村山
村山
最上
庄内
村山
庄内

☆ 事務局
事務局長 小山田孝一
事務次長 角田五郎
事務局員 田村茂

建設
農業
上下水道

村山
村山
村山

建設
建設

村山
村山

☆ 東北本部
幹 事 三森和裕
小山田孝一
政策事業委員
須藤勇一

上下水道他 置賜

