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山形県技術士会が発足して

の社会学習委員会は、そんな目

30 周年祝賀会をしたばかりか

標で張り切っている。さらには、

なと思っていたら、時の経過は

高齢者には知的な情報を的確

早く驚くばかりである。この 30

に送り、人生に夢と希望をもって

年間で技術士の登録者数は、

もらえるような講座などが必要

15 人程度から 100 人規模まで

かもしれない。

拡大してきた。組織も発展的に

2：技術士会への女性の参加拡

改組し、今後は量から質への転

大

換も視野にいれて活動したい。

へ女性が上がれないことが話題

山形県技術士会発足 30 周年記念
支部長挨拶

最近の話題は相撲界。土俵

1：小子化と高齢化に対応した

になった。長い歴史の中で、『ま

活動設計

たぎ』の世界も『霊山』も女性を

小子化の中で、一人一人の

受け入れてきた。当支部には女

子どもを大事に育て、失敗しな

性技術士会員がいない。なんと

いよう人生の線路を敷いてあげ

しても、女性技術士の出現を応

る傾向にある。しかし、そんな

援したいものだ。技術士会はは

に、うまくいくものだろうか。リセ

じめから女人禁制ではないはず

１

ットのきかない一度きりの人生

だ。

発足 30 年周年記念式典 ２

を幾多の困難を克服しながら生

3：倫理の醸成
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技術は、常に新しい発想で変
革を求められるものである。

組織という厚いベールの中で
は、実態がわからない。「人は自

子どもたちが、防災の技術と

然から摂理を学ぶ。人は人から

意識を高め、柔軟な発想力と独

嘘をつくことを学ぶ」と皮肉っぽく

創的な考えを持って成長してい

いわれるように、『出世＝嘘をつ

く。そして私たちの活動を引き

きとおす』ような人生が果たして

継いでいってもらおう。当支部

目標になるのだろうか。「自分に

の社会教育委員会は、そんな

正 直 に生 き な さい 。 」と言 い た

目標で張り切っている。さらに

い。倫理は技術士の必須条件で

は、高齢者には知的な情報を

ある。

Page２
山形県支部だより

正 直 に 生 き な さい 。 」と言 い た

不安らしい。中高年は、電話もつ

2036 年には 33％まで上昇する

い。倫理は技術士の必須条件で

ながらなくてほっとするなどとい

という。成熟社会といえば聞こえ

ある。

う人もいる。その価値観の差は

はいいが、循環のシステムが壊

4：研鑚

中高年と若者の境目にあたるか

れることが不安である。

技術士登録の更新制度が話

もしれない。なぜなら、若者は情

意外にも当支部のメンバーの

題になっている。日々進歩する

報発信したいからだ。ブログや

年齢比率は結構若い。活気があ

今日においては、特に技術研修

ユーチューブなど新しい発信の

る。新しい芽が吹きだしている。

のみならず社会情勢や歴史・文

方法が日々多様化し、うまく利用

さらに活力がみなぎっている。今

化を学び、体験し自らを磨いて

している。当支部もホームページ

後より一層、メンバーが一致して

いくことが求められている。私た

を中心に広報してきているが、さ

総合的に活動することで、社会

ちは「技術員」ではなく「技術者」

らにバリエーションを増やして技

から当支部が認知され信頼され

として誇りをもって社会をリード

術士の姿を一般に発信していこ

るだろう。継続は力。コツコツと

する心構えで活動しよう。

う。

実績を積み上げていこう。

5：広報発信

6：活力ある会の活動を目指して

若い世代はインターネットや携
帯電話が通じない地域は

以 上

世の中は 2015 年では高齢化率
27％、それから 20 年後の

山形県技術士会発足 30 周年記念式典
開催日：平成 29 年 7 月 7 日（金）

あいさつに続き、山形県商工労働

安彦宏人様、江平英雄様、井上憲

場 所：山形グランドホテル

部 平山次長様、日本技術士会東

治様、樽石良一様、藪田直右様 6

参加者：87 名

北本部 吉川本部長様、山形県建

名への功労賞贈呈が行われまし

記念講演

設コンサルタント協会 伊藤会長様

た。

講演：「革新的な技術は自然豊か

より祝辞をいただきました。

な地方から生まれる」

熱い思いが込められた直筆のもの

て発足し、現在の公益社団法人日

であり、素材にも技術士としての思

科学研究所

本技術士会山形県支部まで本会を

い、山形県人としての思いが込めら

冨 田 勝 氏

支え、発展に寄与していただきまし

れた「山形県産材（上山材）」を用

た株式会社田村測量設計事務所

い、アイデアに満ちた素晴らしいも

様への感謝状と、本田康雄様、

のとなっております。

講師：慶応義塾大学先端生命
所長

式典では山形県技術士協会とし

感謝状・功労賞は三森支部長の

山形県技術士会発足 30 周年記
念式典が開催され、三森支部長の
あいさつに続き、山形県商工労働
部 平山次長様、日本技術士会東
北本部 吉川本部長様、山形県建
設コンサルタント協会 伊藤会長様
より祝辞をいただきました。
式典では山形県技術士協会とし
て発足し、現在の公益社団法人日
本技術士会山形県支部まで本会を
支え、発展に寄与していただきまし

作：三森支部長 感謝状及び功労賞
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山形県技術士会発足 30 周年記念式典
30 周年記念講演として鶴岡市中

講演の中で冨田氏から「ビジネ

協賛金に頼らない自立した運営を

心部にある慶応義塾大学先端生命

ス、商売をするのであれば中央部

確保するためである。」とのことでし

科学研究所所長 冨田氏により「革

（都市）の方がいいと思う。しかし、

た。そして現在、研究所や企業が集

新的な技術は自然豊かな地域から

クリエイティブは地方からしか生ま

まるサイエンスパークには、研究者

生まれる」と題し講演をいただきま

れない。」とお話があり、鶴岡市に

のための宿泊施設や子育て施設な

した。この講演の 1 週間前（6 月 30

先端研を開設した経緯について説

どを民間主導で整備する計画が進

日）には日本人初となる国際メタボ

明していただきました。また、研究

められており、優秀な人材が集ま

ローム学会、終身名誉フェローを受

機関の周りに多くの企業を設立し

り、生活しやすい新たな価値の創

けられ大変多忙の中での記念講演

集積させたことについて「ベンチャ

造を生みだした「知を活かすまちづ

でありましたが、大変タイムリーな

ーを多く立ち上げるのは技術を浸

くり」に取り組んでいるとの ことで

お話を聴講することができました。

透させるためでありまた、寄付金や

す。

協賛金
、

感謝状・功労賞授与式
させるためであり、また、寄付金や冨田氏による記念講演
協賛金に頼らない自立した運営を
確保するためである。」とのことでし
た。
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第２３回技術教養講座
１．はじめに

山形支部広報委員長 土屋 勲（建設部門）

文化財の価値には「歴史の証拠

す。今後も試験水田での実証試験

山形県技術士会発足 30 周年を

を伝えること」と「安定して構造体を

を継続し、風により倒伏しない栽培

迎えた今回の技術教養講座は「文

伝える」ことの 2 つがあり、その２つ

の研究を進めていくとのことです

化財石垣の技術と復旧」・「下水道

はてんびん場にあるとされていま

続いて「安全・安心な社会を築く

に期待される新しい役割」の２つに

す。そして、文化財を解体、補強す

情報源としての下水道」として、これ

ついて講演していただき、これまで

ることにより、「得る＜失う」とされる

から冬にむかい発生が多くなる食

にない多くの方々に参加していただ

ことが多いとのことです。

中毒感染の仕組みと新たな対策予

きました。

「木を見て森を見ない」的な補修(復

防方法について説明していただき

２．講座概要

旧)では、いずれ失われるものの方

ました。

日時：平成 29 年 11 月 10 日(金)

が大きくなる。「文化価値」というも

食中毒の原因の１つとされてい

場所：山形県高度技術研究開発

のをもっと深く考え、丁寧に向かい

るノロウイルスは牡蠣を食べたこと

センター 参加者：118 名

合う必要があるとご教授いただきま

により感染したと報告されることが

した。

多いことから「牡蠣＝ノロウイルス」

講演：「文化財石垣の技術と復旧」
講師：東北芸術工科大学芸術学部
歴史遺産学科
教授 北野 博司 氏
講演：「下水道に期待される新しい
役割」
講師：山形大学農学部水土環境
科学ｺｰｽ

教授 渡 部 徹 氏

講演１

価値に関する「情報源」をいかに

と思い込んでいる方が多い。しか

信用できるものとして残すことがで

し、牡蠣も被害者であると説明され

きるのか、我々技術者に課せられ

驚きました。ノロウイルスはあらゆ

た大きな「課題」なのかもしれませ

る食材に付着しており原因を特定

ん。

できないケースが 6 割とされてお

講演２

り、牡蠣が原因とされるのは 8％程

「下水に期待される新しい役割」

度であるとのこと。

下水道に期待される新たな研究

渡部教授は感染が流行すると牡

活動として「農業資源の供給源発

蠣汚染も深刻となる関係性に着目

はじめに文化財石垣の技術とそ

生としての下水道」「安全・安心な社

し、「軽度に感染された牡蠣を見つ

の復旧内容として、平成 28 年 4 月

会を築く情報源としての下水道」２

けられれば感染流行を初期で食い

16 日に発生した熊本地震により大

つの研究活動について講演してい

止められるのでは」と考え、下水の

きな被害を受けた熊本城跡の被害

ただきました。

モニタリングによる流行監視システ

「文化財石垣の技術と復旧」

規模と復旧状況について説明があ
りました。

「農業資源の供給源発生として
の下水道」として、下水処理場で処

北野教授が考える「城跡復旧」に

理された処理水の特性を用いて飼

ついて、これまで携わった明石城

料用米の栽培を研究。下水処理水

跡、小峰城跡復から得た経験をもと

を用いることで栄養価の高い(高タ

に『石垣の価値・保存のジレンマ』、

ンパク質)飼料用米が収穫できたこ

そこからの『修理と整備の方向性』

とから飼育エネルギーが多く詰まっ

について丁寧に、そして“熱く”お話

た飼料用米となり、高い資源循環シ

していただきました。

ステムの構築が図られるとのことで
す。今後も試験水田での実証試験
を継続し、風により倒伏しない栽培
の研究を進めていくとのことです

ムを構築し今冬から試行するとのこ
とです。

渡部教授による講演

以上
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倫理委員会活動報告

山形県支部倫理委員長 大岩 敏男（環境部門・東北本部倫理研修会）

１．はじめに

2011 年 3 月 11 日に東日本大震

10 数年前に姉歯建築問題が発

災が発生し、早いもので 7 年が過ぎ

覚して社会に大きな衝撃を与えまし

ました。地震で発生した津波により

たが、福島第一原子力発電所の炉

海岸線は甚大な被害が発生しいま

心溶融をはじめ、タカタ不良エアバ

だに完全復興がなされていません。

ック、杭偽装など倫理に関し改めて

この災害が大規模である以上に

考えさせられる事件が多く発生しま

世界から注目される理由は、福島

した。さらに今年度は自動車工場

第一原子力発電所の炉心溶融（メ

から出荷される車が国の保安基準

ルトダウン）による放射性物質放出

に適合しているかどうかをチェック

が地域や世界に与えた影響があま

する完成検査で日産自動車やスバ

りにも大きすぎたことです。

ルが無資格者に検査を行わせてい

この災害が大規模である以上に

た問題や神戸製鋼所のアルミ・銅

世界から注目される理由は、福島

製品・鉄鋼製品検査データ改ざん

第一原子力発電所の炉心溶融（メ

問題など、日本を代表する企業に

ルトダウン）による放射性物質放出

よる不正が発覚しました。

が地域や世界に与えた影響があま

そのような背景をもとに山形県支

りにも大きすぎたことです。

部では平成 25 年より倫理担当者を

この事故の背景には倫理的問題

配置、平成 29 年度からは倫理委員

や課題が多く隠されており、倫理を

会を設けて、会員の技術者倫理能

理解するうえで重要な事例であると

力を高めると同時に，倫理規程の

考えられることから、第１回ワークシ

理解推進を図ることとなりました。

ョップは女川原子力発電所を見学し

今年度の倫理委員会の活動とし
て、実際の事例を題材にして参加

た翌日、女川から山形に帰るバス
の中で行いました。

者同士が話し合うことで、技術者と

今回は原子力発電や事故など幅

しての悩み解決の一助に資するこ

広い分野での議論は時間がなく、そ

とを目的として 2 回のワークショップ

の話題も広くなることから、原子力

を開催しました。

発電所で非常態勢要員が活動する
免震重要棟に焦点を当てて、議論

２．第 1 回ワークショップ
日時：平成 29 年 10 月 21 日

を深めていくことにしました。
免震重要棟は新潟県中越沖地震

場所：現場見学会バス車中（帰路）

が発生した時に柏崎刈羽原子力発

参加人数： 22 名（現場見学会参加

電所の事務本管の緊急時対策室の

者）

ドアが歪んで入室不能となり屋外に
仮本部を設置し対応し、対外情報連
絡が遅くなるという問題を受けて東
京パワーテクノロジー株式

仮本部を設置し対応し、対外情報
連絡が遅くなるという問題を受けて
東京パワーテクノロジー株式会社
（旧東京電力）が 2007 年に設置を
検討し、2008 年柏崎刈羽原発に設
置、翌年福島第一、第二原発でも
同様に建設されました。これらの免
震重要棟は工事計画認可対象外
で、認可を得て事業を進めていた
場合は東日本大震災には間に合
わなかったと考えられています。
以上のことを踏まえて組織の自
主的安全性向上への倫理的取り組
みについてワークショップを展開し
ていきました。
議論の中には、「そもそも原発自
体の安全性のアピールが倫理的に
いかがなものか」と言う根本の議論
もありましたが、技術者としてのリス
ク想定と経営サイドとのバランスや
技術者一人一人の想定が異なるた
めチームによる対応が必要である
ことなど活発な意見をいただきまし
た。
さらに、安全性・安心について自主
的基準をもって広報するうえで、科
学的よりどころをもって行うことが倫
理的ではなど、バスの中で少し落ち
着かない状態での議論ではありま
したが、技術士らしい前向きな意見
を多くいただきました。
技術士としての日ごろの研鑽の
成果がいかんなく発揮されたものと
思われます。
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３．第 2 回ワークショップ

て話し合いが行われました。神戸

最後に、各グループから発表し

日 時：平成 30 年 2 月 2 日（金）

製鋼データ改ざん問題では、品質

てもらい、グループごとの議論内容

14:50～16:50

（過剰品質）、売り手と買い手の関

を全体で共有しました。

場 所：山形テルサ研修室 B

係性、時代に合った JIS 規格など

４．次年度以降の技術者倫理ワー

参加人数： 17 名（山形県支部会員

について、話し合いが行われまし

クショップについて

10 名、非会員 1 名、SGEE の会会

た。

員（県支部会員以外）6 名）

第 2 回ワークショップの閉会前

神戸製鋼データ改ざん問題で

に、次年度以降の開催について意

平成 29 年度に発覚した日産自

は、品質（過剰品質）、売り手と買い

見交換を行い、山形市のみならず、

動車無資格検査問題、神戸製鋼デ

手の関係性、時代に合った JIS 規

米沢市や鶴岡市などにおいても開

ータ改ざん問題を事例として、参加

格などについて、話し合いが行わ

催していくこととなりました。平成 30

者が 3 グループに分かれて意見交

れました。

年度は山形市と米沢市で開催を予

換を行った。キーワードを例示した

また、共通の内容として、社員は

うえでいろいろな視点から活発な話

当たり前と思っている企業文化につ

し合いが行われ、最後に結果をグ

いても話し合われ、トップの考え方

ループごとに発表しました。

や役割、会社内部での意見具申の

日産自動車無資格検査問題で

難しさ、社員の意見の汲み上げ、コ

は、ルールの遵守、時代にあった

スト優先の課題などについて、多く

ルール、資格の必要性などについ

の意見が出されました。

定します。
以 上
（委員長:大岩､副委員長:玉津 記）

て話し合いが行われました。
神戸製鋼データ改ざん問題で

社会学習委員会活動報告

は、品質（過剰品質）、売り手と買い

手の関係性、時代に合った JIS 規
１．建設産業を取り巻く課題
格などについて、話し合いが行わ
近年の大規模地震等を含めた気
れました。
象災害に対応した社会インフラ整

山形支部社会学習委員長 石井 知征（建設部門）

流出に歯止めをかけるべく、市では

しかし、今いる高齢のオペレーター

独自の政策として小型除雪車によ

が辞めると、後継者がいないため

る間口除雪に取り組んでいる。これ

そこで廃業になると聞いている。

備と維持管理が大きな課題となっ

は市民からすこぶる評価されてい

これらを背景とし、技術士会県支部

ている中で、次世代を担う若者の

るとともに、他市町村においても真

として若者から建設産業へ目を向

“土木離れ” が進行している。

似をするようになってきている。しか

けてもらうことを目的として、小・中

また、少子高齢化などを背景とし

し人口流出という大きなうねりの中

学校への“出前授業”を提案したも

て、建設産業従事者の減少は全国

では、抵抗しきれないのも事実であ

のである。

的であり、さらに、東日本大震災の

る。

２．出前授業の目的

復旧・復興事業や２０２０年の東京

除雪を考えると、雪国の宿命とし

出前授業の目的は三つあり、一

オリンピック関連の巨大プロジェクト

て、将来的にもどうしても必要なも

つ目が理科の授業、二つ目は防災

により、地方からの建設産業従事

のであるが、除雪そのものが出来

教育、三つ目がキャリア（職業選

者の流出もいた仕方ないことと思え

なくなるのではないかという現実に

択）である。

る。

突き当たる。地元の建設業者は数

天童市立山口小学校の四釜校長

私の住む村山市を例にとると、冬

年前から廃業を考えているが、市

先生からいただいた資料「たのしい

期の雪へ の苦労から逃れる ため

から「除雪のために、廃業だけはし

学校」という小冊子に、「新学習指

に、雪の少ない市などへの人口の

ないでほしい」と要望されている。

導要領を踏まえた これからの防災

流出に歯止めをかけるべく、

かし、今いる高齢のオペレーターが

教育ついて」

辞めると、後継者がいないためそこ
で廃業になると聞いている。
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教育ついて」という記事が掲載され

にて実施。

ていた。その中の一文に「防災とい

３．出前授業の内容

うテーマは、すべての大人（社会や

自作の模型を用い、ゲストティー

地域）が協働して解決していかなけ

チャーとして下記の①から④の４つ

ればならない答えのない喫緊の重

の疑問について、理科の実験を行

要な課題です。」とありました。これ

い“土木のふしぎ”を説明して興味

こそ私どもが取り組んでいる出前

を持たせるとともに、防災に対する

授 業 では な いか と思 え た 次 第 で

意識向上を呼び掛けている。

す。そこで、支部では、２０１６年に

このことにより、建設産業という

試行し、その成果を踏まえて、１７

分野が、大地震や災害の復旧・復

年に社会学習委員会を立ち上げま

興に貢献し、国民のために汗をか

した。

き、地図に残る、誇りのある大事な

その趣旨として

仕事だと知ってほしい。そして、魅

①子どもやその親を含めた“土木

力ある職業の一つとして頭の中に

離れ”に対処すべく、日本技術士会

入れていただき、子どもたちの将来

東北本部山形県支部として、若い

の職業選択の一つになってほしい

人を対象とした出前授業を実施す

のです。

③ 石橋はどうして崩れないの

④ トンネルはどうして崩れないの

る。
主催：日本技術士会東北本部

４．模型作成から２０１８年の予定

山形県支部

①著作権者からの了解など

後援：山形県、山形県教育委員会

日経コンストラクションに連載され

山形県建設技術センター、

ている模型等の著作権者である藤

山形新聞・山形放送、山形

井俊逸氏から、地すべりとトンネル

県建設業協会、山形県建設

について模型の製作と技術士会に

コンサルタント協会、山形県
測量設計業協会、山形県地

よる出前授業について了解をいた
① 雨が降って山が崩れる仕組み

だいたのが、１６年１月ころ。

質土壌調査業協会、山形県

１７年３月ころから模型製作を開

生コンクリート工業組合など

始した。藤井さんの本には模型の

協力：藤井俊逸氏（模型製作・出

寸法などは記載されていないため、

前授業について）、国土交

本を参考に原寸の図面を書き、そ

通省東北地方整備局新庄

の後、材料の発注やアクリル板へ

河川事務所、ボンテラン工

の穴開け、マットの厚さ、それをど

法研究会、南利幸気象予報

のようにして締めるかなどの問題が

士事務所など法研究会、南

続出。

利幸気象予報士事務所な
ど②小・中学生を対象とす
る 16 年は試行として小学校
２校、中学校１校、計３校に
て実施。

職場での協力も得て、問題を一
② “ヘドロ”って使えるの

つ一つクリアし、約半年を経てよう
やく完成に目途がついた。
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②オリジナル模型の作成

務めておられる斎藤氏に相談に伺

１８年３月中旬に県土整備部河

石橋の模型を作りたいと思い、原

った。早速、教育委員会の担当者

川課長から「参加していただきた

寸の図面を書いた。ホームセンタ

を呼んでいだだき、楯岡小と冨本

い」とあり、即断で参加の旨、回答

ーで材料を購入し、加工は近所に

小、葉山中の３校にて実施すること

した。その後、声をかけていただい

住む後輩の宮大工さんにお願いし

ができた。

た最上総合支庁の河川砂防課長

た。土台が動いてはいけないの

１７年は前年の成果を踏まえて

を訪れ 、御礼 を申 し上 げる ととも

で、両端のブロックを板に固定して

支部の事業となった。同年は小学

に、資料を基に簡単な打合せをし

もらい完成したかのように思えた。

校４校（鶴岡市２、南陽市２）、中学

た。

しかし、大きな問題が判明した。

校１校（南陽市）、計５校（２４８名）

この総合水防演習には、国土交

発泡スチロールで作った支保工に

で実施。

通大臣を始め、県知事、東北地方

組んでみたが、すぐ崩れてしまった

④２０１８年の予定

整備局長ほか、多くの方が出席さ

のだ。考えてみると、実際に石橋に

【小・中学校への出前授業】

れると伺った。

使われている割った石なら、ガシッ

現時点において、南陽市の宮内

本年の演習は、大石田町を流れ

と締まって動かなくなるが、木のブ

小と天童市の山口小から２年連続

る最上川に架かる大橋の、下流左

ロック間の摩擦はほとんどない。落

での申し込みがある。新規では天

岸の河川敷にて行われる。演習の

ちてしまうのは当然の結果であっ

童市の荒谷小と長岡小から申し込

概要としては、水防工法訓練や自

た。これは無理かなと思い始めたと

みがあり、さらに、２～３校を予定し

主防災会や要配慮者利用施設に

ころに、家内から「ブロックとブロッ

ている。

よる避難訓練、総合防災訓練（防

クの間にすべり止めシートを切って

【最上川水防演習へ参加予定】

災ヘリによる救助訓練）、堤防決壊

貼ってみたら」とのアドバイス。これ

国土交通省では、水防技術の伝

を踏まえた救出・救護訓練などが

承・発展を図り、水防に対する流域

予定されている。当社会学習委員

住民の理解を深めることを目的とし

会が参加するブースは、防災展の

ったのだ。

て、毎年５月を「水防月間」と定め、

中に設置される。現時点では、昨

③支部役員会での提案

東北６県持ち回りで「水防演習」を

年の「出前授業」をベースとして、

開催し、水防活動のＰＲ、水防意識

パワーポイントや地すべりの模型

の高揚に努めている。

などを用いて「防災教育」を前面に

が的を射ていた。
支保工を取り外しても落ちなくな

これまで県支部では、合格者を増
やすために講習会の開催や、技術
者倫理の向上など、どちらかと言え

２０１８年は６年振りに山形県開

ば内向きの努力をしてきました。し

催となり、５月２７日（日）に大石田

これまでは、土木の方からは、

かし技術士の知名度は低かったの

町において「最上川総合水防演

「技術士って何をしているの？」と

です。この向上が必要ではないか

習」を開催することになっている。

いう評価であったが、１６年からの

と考えておりました。

打ち出した展示と考えている。

１７年秋に、実行委員会のメンバ

出前授業をキッカケとして、ようやく

そこで、県支部として、外向きの

ーである山形県最上総合支庁建設

技術士そのものが評価を得たよう

情報発信として小・中学校への“出

部河川砂防課から、「技術士会県

に感じている。社会学習委員会の

前授業”を支部役員会において提

支部の社会学習委員会が行ってい

役割については、これから何回か

案し、了解を得ました。

る出前授業のような形での参加は

の打合せがあって決まるものと思う

１６年は試行として、私の地元、

可能か？」との問い合わせがあり、

が、県および国から「出前授業」に

村山市において試行したく、元山形

「参加可能であれば、是非、参加し

目をかけていただいたことに感動

県県土整備部の同僚で副市長を

たい」と回答していた。

を覚えている。

務めておられる斎藤氏に相談に伺
った。

以上
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新 聞 掲 載 記 事

【山形新聞への提言・新聞記事】
山形県支部社会学習委員 石井委員長
を中心に開催している「出前授業」の様子
が山形新聞に掲載されました。
また、同新聞への提言が掲載されました。

2017.10.11 山形新聞掲載記事 (許諾済み)

2018.1.24 山形新聞掲載記事 (許諾済み)

豊かな地域社会の創造に技術士の活用を！

東北本部 山形県支部
(株)田村測量設計 事務所内
山形市松波四丁目 12-3
TEL 023 (642) 6644 FAX 023 (642) 6654
E-mail ：engineer@tamura-sokuryo.co.jp

