
1．はじめに 
 令和元年度の支部活動として、「山形県支部年次

大会・研修会」「技術者倫理ワークショップ」「現

場見学会」「技術教養講座」を実施しました。「社

会学習委員会」の活動報告も併せて以下に報告しま

す。 
 2．令和元年度 山形県支部年次大会・研修会 
開催日：令和元年 7 月 5 日（金） 
場 所：山形グランドホテル 
参加者：58 名  

令和初年度となる山形県支部年次大会開催にあた

り三森支部長からの挨拶後、御来賓である山形県商

工労働部工業戦略技術振興課科学技術政策主幹 奥
山様、公益社団法人日本技術士会東北本部 熊谷本部

長より御祝辞を頂戴致しました。熊谷本部長には、

年次大会後の研修会におきましても御講演をいただ

きました。 

 

    写真１．三森支部長による挨拶 
2-1．研修会 
 年次大会に続き研修会が開催され、第 1 部は公益

社団法人日本技術士会東北本部 熊谷本部長より

「技術士制度改革について」と題し、技術士制度改

革にともなうこれまでの歩みと技術士制度改革にむ

けた今後の取組について御講演していただきました。 
 第２部では、本支部委員会でもあり独立行政法人 
国立高等専門校機構 鶴岡工業高等専門学校 教授 

である宍戸教授より「教育的側面からみる工学倫理

の実質性」と題し、教育者としての倫理の捉え方、

開発者としての倫理の実質性について御講演してい

ただきました。 
【研修報告１：「技術士制度改革について」】 
 熊谷本部長から、先月 6 月に本部会議にて報告さ

れた資料を基に、これから改定される技術精度につ

いて解説していただきました。改定の論点は「資格

活用」、「更新制度」とされ、「資格活用」につい

ては各チーム（国際的活用推進、公的活用推進、産

業界活用推進）が活動成果を検討し、今後、具体的

実施方針について発表していくとのことです。「更

新制度」については、2020 年に更新証の交付から始

まり、5 つのグループに分け更新を進めていくとさ

れます。更新は技術士登録者全員が対象であること、

CPD の登録が必須となることから段階的対応を実

施していくようにと解説していただきました。 

写真 2．熊谷本部長による講演 
【研修報告２:「教育的側面からみる工学倫理の実質

性」】 
 宍戸教授は、企業者開発者としての経験から教育

者となり、現在、鶴岡高専、山形大学等、様々な教

育機関で学生への指導・教育・研究に尽力されてお

られます。その豊富な経験から「宍戸節」を取り入

れた工学倫理について御講演していただきました。  
「やる気スイッチ！！！」 
「厳しいからこそ価値が生まれる！！！」 
「教育→サービス業ではない！！！」 

 

【公益社団法人日本技術士会東北本部山形県支部】 
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と「モノづくり」から「人づくり」に考え方がかわ

ったからこそ見えてきたことがとても重要であると

解説していただきました。また、出席者から「倫理

教育の効率的な方法」という質問が出され宍戸教授

からは、「効率的なのは「グループワーク」であり、

教師はグループのプロセス管理だけに注力するこ

とである。」とのこと。そして、「学ぶのであれば、

（学びたいのであれば）学ぶ側の姿勢も見せる(示
す)べきである。」と常に学生へメッセージを送って

いるとのことです。「～ 宍戸流 教育～」 

 

写真 3．宍戸教授による講演 

 
写真 4．参加者記念撮影 

3．令和元年度 第 1 回技術者倫理ワークショップ 
日時：令和元年 10 月 4 日（金）14:30～16:45 
場所：鶴岡市職員研修会館 
参加者：28 名（うち、鶴岡高専専攻生 16 名） 
3－1 実施内容 
今回のワークショップは鶴岡市での開催ともあっ

て、鶴岡高専の学生に多数参加してもらい大変活発

なワークショップが実施されました。下記に実施内

容について報告します。 

1）技術士と技術者倫理について 
多くの学生に参加してもらったこともあり「技術

士と技術者倫理」そのものに関しての話し合いが

複数のグループで行われました。討論内容として、 
・技術士の横のつながりによるメリット。 
・設計者側、ユ－ザ側としての幅広い視点。 
・技術があるほど(複雑なほど)倫理感が重要となる。

など。 
2）技術者倫理に関してこれまでに経験した事例 
「基準に合わないデータの取り扱い」に関して話し

合われました。討論内容として、 
・その場しのぎの行動で信用を失うことがある。 
・データ改ざんは上司からの圧力や納期が要因とな

る場合が考えられる。組織の中では、個人の倫理

観がなくなるのではないか。など。 
3）企業（経営者、技術者）のリスク管理及び事故

等の対応は、法令順守だけで良いのか 
 このテーマに関して多くの学生から質問が出され、

学生からの視点、企業人としての視点と様々な意

見が出されました。内容として、 
・アクシデントが生じた場合などにおいては企業と

して説明責任が生じるが、受け取る側の立場や年

代によって求める内容が違う。技術者としては全

体をみて説明することが必要である。 
・規格外の市場に製品が出回った場合は、テレビな

どで広報することは、消費者のみならずその後の

企業にとっても良いことである。 
・関西電力の金品授受の問題は、企業としての対応

ができていない。公務員は以前に接待等が社会問

題になってから、厳しい組織的な取り決めを行い、

個人でも律している。など。 

写真 5．学生を交えたワークショップ 
 



4．令和元年度 現場研修会  

 開催日：令和元年 10月 18 日～10月 19日 

 場 所：米沢市・伊達市・仙台市 

 内 容：1.山形大学 有機材料ｼｽﾃﾑﾌﾛﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

     2.R115復興道路相馬福島線 

     3.釜房ダム 

     4.国営みちのく杜の湖畔公園 

 参加者：15名 

 

4.1 山形大学 有機材料ｼｽﾃﾑﾌﾛﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ  

  山形大学工学部 11号館 5 階にて、学内の方から

有機 EL 研究の歴史、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの仕組み、大学の研

究成果等をご講義頂きました。聴講後に城戸教授

室も拝見させて頂き、最後にﾃﾞﾊﾞｲｽ作製室内で実

験状況等を見学しました。 

 

4.2 国道 115 号 復興道路相馬福島線  

  台風 19 号により、福島河川国道事務所管内は災

害対応中であり、予定されていた橋梁上部工建設

現場は車窓見学に変更となりました。阿武隈川の

洪水の爪痕等も残る中での行程となりました。 

 

4.3 釜房ダム  

  釜房ダムは、深層ばっ気・多段型散気方式ばっ

気循環（常用）・散気方式ばっ気循環（夏季）の

装置により水質保全管理がされています。環境・

上下水道・農業・建設等、専門毎に熱心な質疑応

答もあり技術士会ならではの研修となりました。 

  台風 19 号へのダム管理所の対応は、設備面だけ

でなく、ゲートの開閉判断など高いマネジメント

力等によっても被害の低減に寄与されています。 

 

4.4 国営みちのく杜の湖畔公園  

  三森支部長より、「江戸～明治～現在の公園の

歴史」「公園の配置模式」「みちのく杜の湖畔公

園の事業概要等」を講義して頂きました。基礎知

識を整えた上、各自、園内を散策しました。 

 園内はほぼ曲線形であり、豊かな自然環境とのふ

れあいに相応しく整備されていました。 

    写真 6．有機材料ｼｽﾃﾑﾌﾛﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

   写真 7．国道 115号 復興道路工事状況 

   写真 8．釜房ダムインフォメーション 

 
 
 
 
 
 

  

 

 



5．令和元年度 技術教養講座  

 開催日：令和元年 11月 22 日 

 場 所：山形県高度開発研究開発センター 

 講演内容： 

1)「MASTERING PROTEINS ～Spiber の挑戦～」 

Spiber 株式会社バイオテクノロジー部門長  

博士(農学) 高 橋 徹  氏 

 2)「鶴岡市で行っているがんのメタボローム研究」 

     国立研究開発法人がんメタボロミクス研究室 

       チームリーダー 牧野嶋 秀樹 氏 

 参加人数：86 名 

 5.1「MASTERING PROTEINS ～Spiber の挑戦～」 

Spiber 株式会社バイオテクノロジー部門長

である高橋氏より Spiber 社におけるこれまで

の取組み、開発に携わる社員のモチベーション

等ついて講演していただきました。 

Spiber は鶴岡市にある慶応義塾大学先端生

命科学研究所サイエンスパーク内に 2007 年 9

月 26 日に設立され、世界初の合成クモ糸繊維

「QMONOS」の量産化を成功させた企業です。 

Spiber の社員は約 230名。全国、そして世界

から研究開発のために鶴岡にきています。その

ため、家族で鶴岡市に住める環境づくりや子ど

もの教育サポート(保育施設の併設)を行い、安

心して仕事ができるよう働く環境のサポート

を充実されているとのことです。 

5.1-2 Spiber 社員のモチベーションは、 

「循環型社会に貢献する」ことにある 

人間の生活は使用される主な素材により大き

く変化をもたらしてきました。歴史的には、ク

レイ(陶器)から始まり、次にメタル(鉄)が使わ

れ、そして現在はプラスチックが主な素材とな

っています。これら全てが循環型社会につなが

るものではなく、現代社会においては大きな環

境問題にもなっています。また、地球温暖化が

叫ばれる中、Co2 排出に関する感心はとても大

きくなっています。この Co2 排出量の第１位は

「運輸関係」であり、第２位は「衣類関係」で

あると説明を受けました。このような現代社会

の中で、循環型社会の一役を担う「第４の素材

をつくる」ことが Spiber 社員のモチベーショ

ンとなり、人工タンパク質素材の開発がされた

とのことです。 
人工タンパク質素材は軽くて丈夫であること

から、衣類だけに留まらず、医療･建築･ロボットそ

して宇宙に至るまで各分野のプロフェッショナルと

研究開発を進めているとの報告を受けました。また、

循環型社会だけではなく、人権保護の観点から様々

な企業と連携し、人工タンパク質素材を活用した取

り組みを進めているとのことです。 
5.1-3 開発と商業化の革命  
 技術開発とコストの障壁を乗り越えるため、

Spiber が行った改革は、「技術要素を全て内製化」

したこと。内製化を図るためには初期投資は大きく

なるが、多岐にわたる技術分野の開発効率を最短で

実現でき、結果としてコスト縮減に繋がる。最大で

最短のリスク回避策であるとのことです。 
 
会場には人工タンパク質素材からつくられた

「QMONOS」のサンプルを持ってきていただき、

実際に触れることができました。素材の質や耐久性

について感じることができ、参加者からは多くの質

問が出されていました。 

写真 9．高橋 徹氏による講演 

写真 10．開発サンプルの説明 

 

 



5.2「鶴岡市で行っているがんのメタボローム研究」 

   はじめに、牧野嶋氏より国立がん研究センタ

ーが目指ことについて説明がありました。 
国立がんセンターが目標とすることは、「がん

にならない、がんに負けない、がんと生きる社

会」であり、理念として「社会と協働し、全て

の国民に最適ながん医療を提供する」ことであ

るとのことです。 
 5.2-1 鶴岡連携研究拠点での概要  

本県鶴岡市にある鶴岡連携研究拠点では、牧

野嶋氏のチームと横山氏のチームの 2 チームで

研究を行っており、牧野嶋チームは「治療抵抗

性がんの解析」、「がん患者由来検体のメタボ

ローム解析」、「がんの代謝を標的とした薬剤

の探索と開発」を、横山チームは小児がんの増

殖に起因すると言われている「MYC とがん特

有の代謝メカニズムの解明」、「初期がん段階

を検出する代謝物の発見」について研究を進め

ているとのことです。 
5.2-2 メタボローム解析  

牧野嶋氏が行っている「メタボローム解析」

について説明していただきました。 
生体内には、タンパク質のような高分子の化

合物のほかに糖やアミノ酸、脂肪酸などの低分

子化合物などが多く存在しており、これらは代

謝によってつくり出された代謝産物「メタボラ

イト」であるとのことです。この代謝産物（メ

タボライト）を網羅的に解析することを「メタ

ボローム解析」ということになります。このメ

タボローム解析により、従来の生物学では解明

が難しかったことについて知ることができる

ようになったとのことです。 
5.2-3 がん免疫療法  

 がんに関する治療方法として、「手術」、「放

射線治療」、「免疫療法」、「抗がん剤分子標

的療法」の 4 つがあり、それぞれについて解説

していただいた。この中で、国立がん研究セン

ターが力をいれて研究を進めているのが、「が

ん免疫療法」であるとのことです。 
 がん免疫療法は、がんの発生により弱くなっ

た体内の免疫を「阻害剤」とされる薬を投薬す

ることにより免疫を強くし、がんの増殖を防ぐ

方法であるとのこと。この治療は、副作用等の 
軽減が図られるとのことで、患者さんへの負担

と治療に対する不安を最小限に留めることが

できるものと考えられているとのことです。 

写真 11．牧野嶋 秀樹氏による講演 

 
6．社会学習委員会 活動報告  
6-1 出前授業の開催状況 
 
９月１７日、南陽市立沖郷中学校において、沖郷

中合併１０周年を記念しての開催。 
なお、沖郷中・宮内小は、県置賜総合支庁建設部

から全面的な協力をいただき、プレスリリースも

出していただいています。 
全校生徒２３９名が受講。前半は武道館にて防

災関係の授業、後半はグラウンドにてドローンを

用いた授業。フライトシミュレーターによる体験

も実施しております。 
マスコミ関係は、新聞社が３社、テレビがＳＡ

Ｙの１社。 
 

１０月８日、南陽市立宮内小学校にて開催され３

年連続での授業。 
６年生６２名が受講。前半は体育館にて防災関

係の授業、後半はグラウンドにてドローンを用い

た授業。フライトシミュレーターによる体験もし

てもらい、後日感謝のお手紙をいただきました。

マスコミ関係は、新聞社が３社。 
 

１０月１５日、天童市立成生小学校にて開催。 
６年生４２名が受講。前半は体育館にて防災関

係の授業、後半はグラウンドにてドローンを用い

た授業を行い、フライトシミュレーターによる体

 



験もしてもらいました。 
なお、天童市内の小学校は、県村山総合支庁建

設部から全面的な協力をいただいています。プレ

スリリースも。また、天童市内での授業は、天童

商工会議所建設業部会から共催を得ております。 
マスコミ関係は、新聞社が３社。 
 
１０月２３日に、天童市立中部小学校にて開催。 
６年生１４６名が受講。前半は体育館にて防災

関係の授業、後半はグラウンドにてドローンを用

いた授業、フライトシミュレーターによる体験も

していただきました。 
 

１０月３０日に、天童市立蔵増小学校にて開催。 
６年生１９名が受講。前半は体育館にて防災関

係の授業、後半はグラウンドにてドローンを用い

た授業、フライトシミュレーターによる体験もし

ていただきました。 
マスコミ関係は、新聞社が３社、テレビがＹＢ

Ｃ・ＹＴＳ・ＴＵＹの３社と賑わった。 
 

 １２月１７日は、庄内町立余目第一小学校にて開

催。６年生３８名が受講。 
余目第一小では、県庄内総合支庁建設部から全

面的な協力をいただいています。プレスリリース

も行ってもらいました。 
余目第一小では、公民的なものを要望されたこ

とから、庄内支庁建設部が行政の仕組みとして道

路などの役割について、鶴岡市の玉津さんから下

水道の役割について授業していただきました。 
また、プロフェッショナルの話を聞きたいという

ことで、石井が石橋などの模型を用いての授業を

行いました。 
 

 １月２３日、天童市立長岡小学校より要望があり、

実施予定。 
 
6-2 本年度の実績 
 ①７月３１日  東村山地区社会科部会 ２４名 
 ②９月１７日  南陽市立沖郷中学校 ２３９名 
 ③１０月８日  南陽市立宮内小学校  ６２名 
 ④１０月１５日 天童市立成生小学校  ４２名 
 ⑤１０月２３日 天童市立中部小学校 １４６名 
 ⑥１０月３０日 天童市立蔵増小学校  １９名 

 ⑦１２月１７日 庄内町立余目第一小学校３８名 
 ⑧ １月２３日 天童市立長岡小学校   －名 
         ②から⑦まで計６校、５４６名 
6-3 出前授業風景 

 
写真 12．宮内小 ドローンによる授業 

 
  写真 13．蔵増小 取材陣が多く入った 

 
7．おわりに 

山形県支部では今年度も様々な活動を各委員会

が主体となり進めて参りました。 
会員はじめ、多くのみなさまからご参加していた

だいたこと、誠に感謝申し上げます。また、社会

学習委員会の活動がテレビ、新聞に掲載され「技

術士の役割」について多くの方々に広く広報でき

たことは大変素晴らしい成果であると実感してお

ります。 
今後におきましても、各委員会が中心となり、

様々な活動を計画しご案内させていただだきます。

引き続き、山形県支部へのご理解とご協力をよろ

しくお願い致します。 
      （社会学習委員会 石井  記） 

（広報委員会 土屋・富樫 記） 


