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ＡＰＲＥＮだより 第 ６１ 号
長崎県技術士会
平成３０年４月１０日発行・責任者 山口 和登

大橋義美さん（元長崎地区代表幹事、元九

も顧問として勤務されました。三菱重工で６０歳

州支部副支部長）を偲んで

の定年後、数年間程度は顧問として残る方は居ら

長崎県技術士会

副会長

川村昭宣

れますが、８０歳近くまで顧問として残られ活躍
された方は、大橋さん以外には記憶にありません。

長い間長崎県技術士会の発展に尽くしてこられ
た大橋義美さんが、昨年１０月７９歳でお亡くな
りになりました。今までのご努力に深く感謝しつ
つ、心からの哀悼の意を表します。
私は大橋さんとは、５０年以上前からのお付き
合いであり、大橋さんを偲んで、長崎県技術士会
でのご活躍のご様子や、思い出等を記述させてい
ただきます。

更に大島造船所でも顧問として活躍されました。
数年前には長崎造船所の各種施設の概要、歴史、
特徴や維持管理の注意事項などを、後輩達のため
の資料としてまとめられました。
平成２７年 7 月に「明治日本の産業革命遺産」が
世界遺産に登録されましたが、長崎造船所の第３
船渠・ジャイアントカンチレバークレーン・旧木
型場・占勝閣・小菅修船場跡、等がその主要構成
遺産となっていて、この登録に当たっては、大橋

大橋さんは、昭和３２年に三菱重工業株式会社
に入社され、長崎造船所の動力課（後に動力部施

さんがまとめられた資料が大きな役割を果たした
と聞いております。

設課）に配属となられました。
その後昭和４７年に西日本菱重興産株式会社―
現在のＭＨＩプラントエンジニアリング＆コンス
トラクション（株）―に異動され、土木部長や技
師長などを歴任されました。
昭和４０年代は日本の造船業が大発展を遂げた
時期であり、船舶の大型化に対応すべく、各造船
会社は大型ドックの建設を開始し、三菱重工も香
焼町（現：長崎市香焼町）に長さ 1000m の世界最
大級新鋭ドックの建設工事に着手しましたが、大
橋さんはその中核メンバーの 1 人として活躍され
ました。
長崎造船所のドック、船台、クレーン、各種建屋
等々、長崎造船所の工場設備のほとんどの建設や
維持管理に関与され、長崎造船所にとってなくて
はならない存在の方だったので、６０歳の定年後

私は昭和４２年に三菱重工に入社し、希望通り長
崎造船所の船体設計課に配属され、船体構造設計
や各種船体構造計算等を担当しました。進水時や
入渠時の船体強度検討を行う場合には、コンクリ
ート構造である船台やドック等の強度との関連が
重要になってきます。私の配属課には、基礎地盤
やコンクリートの専門家は在席しておらず、上司
からは、何か分からない事があれば、大橋義美さ
んに教えてもらうようにと指示されました。新入
社員で何も分からない私が、単純な事や初歩的な
事等々、何を質問しても、嫌な顔をせず懇切丁寧
に教えて下さいました。
私は昭和６２年に船部門を離れ、橋梁や鉄構構造
物の部門に異動し、長崎県内の鋼製大型橋梁上部
構のほとんどを担当させていただきましたが、下
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部構造との取り合い部分などの検討でも、大橋さ

日本技術士会会員のみによる「長崎県支部」との

んから多くのご指導をしていただきました。

関係をどの様にすべきなのか、という事について、

大橋さんは平成３年に建設部門（港湾及び空港）

長崎地区代表幹事である大橋義美さんは大変なご

の技術士に合格され、更に技術士制度の第 20 番目

苦労をされつつ、支部設立への方向付けをされま

の部門として「総合技術監理部門」が平成 12 年度

した。

に新設された時には、率先して受験をし、長崎県
内で最初に合格されました。
技術士合格後すぐ長崎県技術士会に入会して活
躍され、平成１１年以後平成２９年まで、ずっと

長崎県技術士会は昭和５０年に発足し４０年以
上経過しましたが、大橋さんは平成２６年１０月
の機関紙４７号に「長崎県技術士会の設立と歩み」
を纏めておられます。

継続して長崎県技術士会の理事・監事等の役員を

初期の２０年間を牽引されたのは黒瀬正行さん

務めて来られました。平成１５年４月に長崎県技

（元長崎県技術士会会長、元九州支部支部長、元

術士会の機関紙が創刊されましたが、平成１９年

本部理事・副本部長）
、野々下金さん（元九州支部

４月発行の１７号まで大橋さんが機関紙編集をさ

副支部長）
、藤永勝之さん（元長崎県技術士会副会

れました。

長）
、田中武熊さん（元長崎県技術士会会長）とい

日本技術士会関連では、平成１１年から平成２４

った方々ですが、その後の２０年間を発展させて

年まで九州支部の幹事、平成１５年から平成２４

きたのは、大橋義美さんのご努力によるところが

年まで長崎地区の代表幹事（現在の長崎県支部支

非常に大であります。まだまだ長崎県技術士会の

部長）
、平成１９年から平成２２年まで九州支部の

ためにご活躍いただき、我々を指導していただき

副支部長（現在の九州本部副本部長）もされまし

たかったと皆が感じております。

た。今までに長崎県内在住者で九州支部の副支部
長をされたのは、黒瀬正行さん、野々下金さんと、
大橋さんの３人のみです。
日本技術士会の長崎地区でのセミナー実施にも
力を入れ、平成７年には第８回九州地区の官公庁
職員と技術士の合同セミナー開催、平成２０年に
は日本技術士会水産部会の研究発表会開催、平成
２３年には西日本技術士研究・業績発表年次大会

写真-１ 2016 年 12 月 3 日 CPD 研修会

開催等々、多くの大会の幹事役として活躍されま

前列左から 2 人目：故大橋義美氏

した。
日本技術士会は平成２３年３月法人化され、
「公
益社団法人日本技術士会」となり、九州支部も７
月には九州本部となりましたが、従来からある長
崎県内在住の技術士による「長崎県技術士会」と、

土木関係の多くの分野の仕事に精通しておられ、
先輩や後輩等総てから信頼され、尊敬され、生涯
現役として活躍されたことは技術士の鑑でありま
す。
多方面での多大なご活躍に敬意を表し、心からご
冥福をお祈り致します。
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平成２９年度第３回ＣＰＤ研修会報告
長崎県技術士会 曽我 忠治（建設）

感染症をはじめ、食品中の農薬混入や危険ドラッ
グによる事件等、感染症の究明、食中毒に関する
調査研究など

平成３０年１月２０日、長崎県支部第３回研修会

以上の説明があった（写真-２）
。

を下記内容で開催しましたので報告します。
日時 平成３０年１月２０日（土）１３：００～
１７：３０
場所 ホテルセンリュウ
出席者３８名（会員：３２名、県技術士会：５名、
関係技術者：１名）

演題１ テーマ「長崎県環境保健研究センターの
写真-２

業務及び研究」
講師 長崎県環境保健研究センター
國光 健一氏、柴田 庸平氏
・センターの沿革
昭和２６年、長崎市に「衛生研究所」として発足
し、その後様々な公害、環境問題へ の対応とし
て、昭和４８年長崎市滑石に「衛生公害研究所」
として改組し、その後平成１９年大村市に「環境
保健研究センター」として新築移転。
・組織目標【①環境の保全 ②生命・健康の維持
③食の安全・安心の確保】
・ 目 的【県民の生活環境の保全及び生命の安全
の確保】
・ 組織【所長 － 企画環境研究部 保健衛生研
究部 ３０名の研究員からなる。
】
・ 企画環境分野
微小粒子状物質 PM2.5 による健康影響（県内２
１ヶ所で観測 長期基準値年間１５μg／㎥以下
短期基準値３５μg／㎥以下）
、生物多様性の保全、
閉鎖性水域の水質保全等調査研究 環境変化の把
握・解析、環境負荷低減に向けた調査研究など
・ 保健衛生分野

演題２ テーマ「住宅・建築物の耐震化について」
講師 長崎県土木部建築課
吉岡 浩幸氏、住宅課 土手 和也氏
建築基準法の耐震に係る改訂を含め、歴史の説明
・住宅の耐震診断には、2012 年改訂「木造住宅
の耐震診断と補強方法」による「一般診断法」
、
「精
密診断法」がある。
診断の結果（数字：診断結果の評点）
、
0.7 未満 倒壊する可能性が高い （自家の診断
の結果、0.4 であった。
）
0.7～1.0 未満

倒壊する可能性がある

1.0～1.5 未満

一応倒壊しない

1.5 以上

倒壊しない

・耐震診断等の支援 昭和 56 年以前に建築された
戸建ての木造住宅が対象
耐震診断、耐震補強に補助（各市町の対応）
・兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）
（1995 年、
平成７年）
昭和５６年５月以前（旧耐震基準） 震度５程度で
倒壊しない
昭和５６年６月以降（新耐震基準）

震度５強程
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度で倒壊しない

8.堤体材料

・2000 年基準（平成１２年６月以降）

9.貯水池内地すべり

木造住宅が多く倒壊した阪神大震災後をきっかけ

10.施工計画

に新耐震基準を強化

について説明があった。

①地盤に応じた基礎の設計

・最後に、石木ダムの現状報告。

②接合部に金具取り付け
③偏りのない耐力壁の配置

長崎大学での講演を終えて（１）

・耐震化が必要な理由
①倒壊した家の下敷きで命を亡くす

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課
（前 長崎県島原振興局建設部河港課 主任技師）

係長 中瀬聡（建設部門）

②倒壊して隣接家屋の大破、倒壊
③倒壊による火災の延焼防止
④倒壊による道路閉鎖、救助活動の妨げ など

長崎県技術士会が主催する第３回目の長崎大学
講演会に「技術公務員と技術士」という題目で講

・補強例の説明
以上の話題提供があった。

演させて頂きました（写真-３）
。

演題３テーマ「ダムの基本設計について（石木ダ
ムを例に）
」
講師

長崎県石木ダム建設事務所

浅岡 哲彦氏
・ダムは重要構造物であり、地震や水害でも壊れる
ことのないよう強固な設計が求められる。
（高さ 15m
以上がダムと呼ばれる）
写真-３ 講演の様子

そのため、国から計画段階に応じた設計の審査を受
ける。その内容は地質、ダム構造、堤体材料から基
礎処理、貯水池内の地すべり対策、施工計画まで多

私は技術士となってまだ 1 年未満でしたので、
技術士としての立場というよりも長崎県庁の技術
公務員としてこれまでの業務を通じて私が考えて

岐にわたる。
・上記内容について、石木ダムの基本設計会議資料

いる事や技術士を取得しようと思った動機につい
てお話しました。具体的には私が所属する長崎県

を基に
1.広域の地形・地質

流域９㎢

2.第四紀断層調査

S４７調査開始

土木部の紹介、技術系公務員（土木職）の役割、
これまで自分が関わった仕事の事例紹介、そして
技術士を取得しようと思った動機です。

3.ダムサイトの選定
4.ダムサイトの地形・地質 安山岩
5.ダム形式の選定

重力式コンクリートダム

6.堤体設計

堤髙 55.4m 堤長 234m

7.基礎処理（グラウチングﾞ）

それぞれの内容の概要については下記の通りで
す。
１．長崎県土木部の紹介
毎年発行されている「土木部の概要」の平成２
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９年度版をベースに組織の紹介を行いました。特

た。具体的には海浜公園の整備や地元の方が日常

に職員全体の半数以上（約６２%）が技術職であ

的に利用されるような遊歩道の整備などの例につ

ること、全体予算を単純に人数で割ると一人あた

いて写真を用いて紹介し、自分が携わったものが

り 1 億円以上を担当すること、さらに技術職だけ

完成し利用されているのを見ることが一番のやり

で予算を割ると一人あたり２億円近く担当すると

がいだと伝えました。また少し珍しい業務として

いうことを紹介しました。

海外におけるクルーズ客船の誘致活動やターミナ

２．技術系公務員（土木職）の役割

ルにおける Wi-Fi の整備、観光案内アプリの開発、

まず、技術系公務員は時代と共に業務内容が変化

荷役用クレーンの整備なども紹介しました。

しているということを説明しました。かつては測

４．技術士を取得しようと思った動機

量や設計を自分達で行っていたが今ではそのほと

私は幸いにも JABEE 認定課程の修了者だった

んどを外部へ委託していること、そしてそれが職

ため、学生の時からいつかは技術士を取得したい

員の技術力の低下に繋がっているのではないかと

という思いはありました。しかし、社会人となり

いう考えがあることです。さらに民間との大きな

発注業務を行う中で「契約書上は発注者と受注者

違いとして、技術公務員はインフラに関する企画、 は対等となっているが本当に対等か」という点を
事業化、そして実施から管理まで公共事業の全て

考えたことが取得の一番の動機です。我々技術公

の過程に携われる唯一の存在だということも紹介

務員は業務を外部委託することが多く、その場合

しました。一般的に公務員とは公共サービスを提

は発注者の監督員という立場になります。設計業

供する事が業務の目的であり、我々土木職の技術

務や工事の発注の際には契約相手となる受注者に

公務員は良質なインフラの整備・維持管理を行う

技術士をはじめ内容に応じた様々な資格を求めま

ことが具体的な業務であること、そしてそれはこ

すが、発注者側である我々は特に資格が必要でな

れからも変わらないだろうと考えています。

く無資格でも監督員になれます。これで本当に対

また、技術公務員の２面性についてもお話ししま

等と言えるのか、ということが私の技術士取得の

した。つまり技術公務員は一般的な事務公務員と

きっかけです。もちろんお互いに立場は違うので

同じように「行政職」であり様々な法令に則って

全てが対等という訳にはいかないと思いますが、

を企画、立案、実行する一方、
「科学技術者」でも

少なくとも議論のベースとなる最低限の技術力は

あり特定の専門的知見を有する専門家でもあると

発注者も有する必要があると考えます。設計を例

いうことです。行政には常に説明責任があります

に挙げると、発注者はたとえゼロから設計はでき

が、技術職員は根拠とした専門的知見の説明のわ

なくても受注者が設計した内容を理解しチェック

かりやすさというものが重要であると考えていま

できる必要があるのではないかと考え、それが成

す。

果品に責任を持つということ、ひいては県の職員

３．これまで自分が関わった仕事の事例紹介

として日々の業務に責任を持つことにつながると

私が長崎県に入庁して丸１０年になりますが、こ

考えています。また、技術公務員が技術士になる

れまでに携わってきた業務の一部を紹介しまし

ということは、公務員という身分でなくとも通用
する一人前の技術者になる第一歩だとも考えてい
5
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ます。
また、最後に学生へのメッセージとして、技術士

す。
アンケート結果から、３９名中８名の約２０％

となっても継続研鑽が法律で定められているこ

の学生がコンサルタント希望ということで、公務

と、技術士の取得はスタートであってゴールでは

員志向の学生が増加傾向にある近年では比較的高

ないこと、学生のうちから様々な経験を通じて工

い数値だと感じました。また、コンサルタント希

学にとどまらない幅広い知識を習得すると良い、

望の学生のうち、
「とても参考になった」との意見

という点を伝えました。

を書いてくれていたり、コンサルタント希望でな

講演後の学生へのアンケート結果では今回私が

くても講演の内容を感想に記載してくれたこと

一番お伝えしたかった「対等性」について記載さ

は、私の想いが少しでも学生に伝わっていたと思

れている意見がいくつかあり嬉しく思いました。

うので大変嬉しく思いました。

今回の講演は私自身にとっても改めて自らのキャ
リアについて考えるきっかけとなり、私にとって
非常に有意義な講演となりました。学生の皆さん
の今後のキャリア形成に役立つことと、今後の技
術士資格普及の役に立てれば幸いです。

長崎大学での講演を終えて（２）
大日本コンサルタント（株）田代大樹（建設部門）

写真-４

今回の対象は大学３年生だったようですが、私
私は、大学院卒１１年目のコンサルタント技術者

自身が学生だった頃を思い出すと、就職活動を目

として、コンサルタントにおける仕事内容を実際

前にした状況下で技術士資格を意識することはな

の業務事例を紹介しながら解説し、技術士が必須

かなか難しいように思います。しかし、そんな状

となっているコンサルタント業界における技術士

況だからこそ、
【自分自身が何をやりたいか、その

保有率や実際の資格手当等の待遇、キャリア事例

ために何が必要か】をよく考える機会として、今

等を示すことで技術士取得の重要性をお話しさせ

回の技術士会の講演は効果的であったのではない

ていただきました。

かと感じました。しかし、学生を対象とした講演

講演の率直な感想としては、学生からの質問が一

会形式の情報提供では、学生がただ聞く側に徹し

つもなかったことから、私の講演があまり学生の

て受け身になることから、講演以外にも座談会形

興味を引くものでなかったかなという反省と、一

式でフランクに話せるような時間を設けると、学

人くらいは質問して欲しかったという残念な気持

生と講演者のコミュニケーションを図れることか

ちもありましたが、同大学出身の一先輩として、

ら、さらに有意義なものにできると思いました。

微力ながら後輩達が自分の今後を考える一助とな

そうすることで、プレ就職活動のような学生と講

る貴重な機会を頂戴できたことに感謝しておりま

演者の双方のメリットにも繋がると思いますの

6

13
14

で、今後ぜひ検討いただければと思いました。
技術士資格の重要性は、社会人になれば自ずと

1. 「技術士制度について」
講師 1：長崎県技術士会会長 山口和登（約 15 分）
2. 「技術公務員と技術士」

理解できることではありますが、その重要性をい

講師 2：長崎県島原振興局

ち早く感じ取り、意識をしながら勉強や研究に励

3. 「建設コンサルタントにおける技術士資格」

むことは、技術士の早期取得に繋がり、その結果、

中瀬聡（約 35 分）

講師 3：大日本コンサルタント(株)田代大樹（約 35 分）

自分自身が描く夢に近づくことができると思いま
す。そういった前向きな希望を実現するツールと
しての技術士を、もっと学生達にアピールできた
らよかったのにと少し後悔しています。講演を聞
いた学生がいつの日か技術士を取得し、一緒に仕
事ができる日が来るのを楽しみにするとともに、
今後の長崎県技術士会の更なる発展を祈念してお

講師の方々には、大変お忙しい中でご協力いただきご
苦労さまでした。加えてこの「講演後の感想」の原稿を
頂き有難うございました。我々役員も聴講していました
が、大変有意義な内容であり、積極的に日頃からの技術
者として自己研鑽に努力しておられることも学生達に
伝わったことと思います。
今回は、誌面の都合もあり講義後の学生アンケート結

ります。
*********編集部からの追補********
第 3 回長崎県技術士会の長崎大学講義は、2018
年 1 月 17 日、12：50 から９０分間で実施しまし
た。今回は、若手技術士に重点を置いて、以下の

果を紹介できませんが、大嶺聖主任教授からもアンケー
ト結果により、学生達の意見や考え方が参考になったと
受け止められています。今後の講演会のあり方などの提
案や技術者育成の協力方法などを模索しながら、長崎県
技術士会も努力していきたいと考えます。

ような内容で実施しました。

*******************以上********
※ 機関紙発行担当からのお知らせ
1. 新入会員の紹介（2 月役員会承認）
（区分） （氏名）
Ａ会員

中司龍明

（部門）
応用理学

（所属）
㈱長崎地研

2. 連絡
① 3 月後半に桜が満開のなか某空港ロビーや市民課で、新年度に向けて「〇〇先生歓迎」
「〇〇所長ありがと
うございました」などの送迎会に出会いました。市民課では、親子連れや制服姿のお父さん方々の来所で忙
しくされていました。新年度に際して、所属の変更や連絡先などの変更があることと思います。
平成３０年度版の会員名簿を準備中です。新しく職場や組織の変更及び部門等の追加があった方々は所属・
連絡先などを事務局または下記へお早めにご連絡いただきますようにお願い致します。
② 平成３０年度の総会・研修会・交流会を 6 月 2 日（土）に諫早観光ホテル道具屋で予定しています。
詳細は後日にお知らせします。多くの会員の参加をお願い致します。

※機関紙発行担当の連絡先
長崎県技術士会 理事 園田直志
sonoda_naoshi@icloud.com

