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    創立 35 周年記念・新春座談会 

    ～地域とともに歩んだ 35 年～ 
１．日時：2023 年 1 月 14 日（土）15 時 30 分～17 時 45 分 

２．場所：神戸市産業振興センター 

３．新春座談会参加者：（あいうえお順） 

北村眞一（兵庫県技術士会会長）、秋末 徹、有田貞一、大西正規、大見康生、奥野利明、杉岡良吉、 

高橋昌一、田島 收、谷口耕造、寺川博也、冨樫義雄、徳井康之、富田愼一、新居 哲、平松 新、福井英雄、 

藤井 武、細谷陽三、松本 隆、三澤 誠、宮本英希、椋本栄一、茂木啓市、山田昌啓、吉田駿司、渡辺拓也 

（参加者：27名） 

４．創立 35 周年記念・新春座談会の式次第 

（１）開会挨拶 

NPO 法人兵庫県技術士会 北村眞一 会長 

（２）乾杯音頭 

   富樫義雄 神戸事務所長 

（３）創立 35周年を記念しての大先輩の方々からの思い出話 

①藤井武 会員  「阪神技術士会の思い出」 

②平松新 理事  「創立 35 周年に添えて」   

③大橋克彦 会員 「35周年を迎え、そしてこれから」(代読)         

④宮本英希 理事 「NPO設立時の思い出」 

⑤北村眞一 会長 「入会当時の思い出」 

（４）会員からの挨拶（参加者全員） 

 近況報告（思い出話含む）、2023年の抱負、など 

（５）中締め挨拶 

   三澤誠 副会長 

 

５．兵庫県技術士会の３５年の歴史 

＜概要＞ 

兵庫県技術士会は、技術士としての活動に十分留意し、これまで多種多様なことを実施してきた。 

（１）創立 25 周年記念行事、NPO設立 10周年記念行事を実施し、記念技術論文集などを同時発刊した。 

（２）技術士・ひょうごの発刊は 100号の大台を超えた。創立 35 周年記念号は 109 号となる。 

（３）毎月の例会を欠かさず開催している（ただし、コロナ対応で活動を一時休止した期間がある）。ウイズ

コロナでのWeb配信講演会も他団体に先駆けて開催し、Web 配信を現在も継続中である。 

（４）会員・賛助会員募集には、①兵庫県技術士会にご入会いただくと、35年の当会の活動をもとにした官

民のネットワークを通じて、幅広い人脈を築くことができます、②会員間の距離は近く、多岐に亘る技

術部門の技術士との交流・情報交換ができます。月例の講演会に参加することで CPD取得ができます、

③生涯現役として、社会貢献ができる機会が広がります。また、あなたの知見と経験を活かした対価の

得られる仕事が多くあります、などが記載されている。今後の新会員の入会が期待される。  

＜沿革＞ 

1986年 5月 兵庫県技術士会の前身の一つである阪神技術士会の設立 

1987年 8月 1日 兵庫県技術士会（会員数 107 名）及び神戸技術士会（会員数 53 名）の設立総会を開催。 

兵庫県技術士会を阪神技術士会と神戸技術士会の上部組織とした。 

1993年 5月 18日 新事務所を神戸ハーバーランドの神戸市産業振興センター内に開設した。 

1997年 8月 2日 設立 10周年記念行事として、技術士会近畿サミットおよび兵庫県技術士懇話会、 

10周年記念式典・記念懇親会を開催し 1998年 5月には記念誌も発刊した。 

2004年 12月 4日 NPO法人兵庫県技術士会の設立総会を開催して、設立を承認した。 

＜NPO兵庫県技術士会の定款・第３条＞ 

高度の技術と豊富な経験を有する会員

の協力のもと、科学技術の振興に関する幅

広い分野で、調査研究および啓蒙普及活動

を行うとともに、主として兵庫県下企業、

団体等に対して技術的助言、支援および協

力に関する事業を行い、技術水準の向上、

環境保全、次世代人材の育成を推進し、 

もってその地域産業の振興、発展、国際協

力等の公益増進に寄与することを目的と

する。 

＜当会入会メリット＞ 

・官民のネットワークを通じて、幅広い人

脈を築くことができる。 

・多岐に亘る技術部門の技術士との 

交流・情報交換ができる。 など 
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2005年 5月 7日 NPO法人兵庫県技術士会第 1回通常総会とNPO法人設立記念祝賀会を開催した。 

2007年 9月 1日 設立 20周年行事として見学会、講演会等を西宮で開催した。機関誌 68号記念号発刊。 

2016年 11月 12日 NPO法人設立 10周年記念行事として地域産業の発展に寄与するシンポジウム及び 

祝賀会を開催した。機関誌 92号を記念号として発刊した。 

2017年 11月 11日（任意団体）兵庫県技術士会創立 30周年記念特別シンポジウム「地域のエネルギ―の自

立を考える」を開催し、記念誌として機関誌 95号を発刊した。 

2017年 11月吉日  尼崎商工会議所から、(任意団体)兵庫県技術士会が 30周年表彰を受賞した。 

   など  

 

６．思い出話、会員からの挨拶などの概要報告 

（１）創立 35 周年を記念して、5名の方々が 5分／人の持時間で思い出話を語られた。藤井武会員は「阪神

技術士会の思い出」、平松新理事は「創立 35 周年に添えて」、大橋克彦会員は「35周年を迎え、そして

これから」(代読)、宮本英希理事（前会長）は「NPO 設立時の思い出」、最後に北村眞一会長は「入会

当時の思い出」について話された。会場から質問も出た。 

（２）続いて、会員からの挨拶（2 分程度／人）が始まった。思い出話を含め、近況報告や抱負などを各自

思い思いの言葉で話された。参加者の半数程度の会員挨拶を予定していたが、参加者全員が話されたの

で、予定した時間を少し超過した。 

（３）最後に、三澤副会長から近況報告と中締め挨拶があった。 

 

 
思い出話 1（藤井武会員） 

 

思い出話 2（平松理事） 

 

思い出話 4（宮本理事） 

 

思い出話 5（北村会長） 

 

中締め挨拶（三澤副会長） 

 
乾杯音頭（富樫理事） 
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７．創立３５周年記念の思い出話等の寄稿 

阪神技術士会の思い出 

藤井 武（建設部門） 

1981 年の技術士試験に合格して技術士登録したものの、当時は友人 3 人と設計事務所を開いてわずか 3 年

目しか経っておらず、仕事も大手コンサルタントの協力業務が 100％の状態であったため、技術士として何を

すればいいのか右も左も分からない状態でした。  

その時に誰から教えてもらったのか今では記憶にないのですが阪神技術士会というのがあるから一度行って

みればどうかと言われて村井先生の事務所に電話したところ、とにかく一度土曜日の午後に来なさいというこ

とで参加させてもらったのが最初の出会いでした。 

月例会の会場であった現在の尼崎リサーチインキュベーションセンターの会議室に行ってドアを開けると

10 人くらいの先生方が楕円形のテーブルの廻りにぐるっと座られていて非常に緊張して座ったことを今でも

覚えています。今は亡き木村裕先生や伊藤憲治先生がおられたような気がします。当時は異業種交流が盛んに

言われていた頃で、自分の専門以外の経営工学や電気や機械のなどの先生方の話はいつも新鮮で視野を広げる

重要性を感じさせるものばかりでした。当時から 40 年あまりが経って組織も変遷を重ねましたが、他分野へ

の興味・理解の重要性は変わっていないといつも自分に言い聞かせています。  

 

創立 35 周年に添えて 

理事 平松 新（情報工学部門） 

技術士を拝命したのが、平成 4 年（1992 年）で、兵庫県技術士会に入会させていただいた時は、創立後 5

年を経ておりました。以後 30 年もの間、お世話になったことに、先輩諸兄にお礼を申し上げます。事務所発

足時に、山崎先生に詳細に業務の進め方をご教示いただいたのを昨日のように思い出します。公的な機関と連

携し、中小企業の支援を目指しましょう、との言葉が心に響きました。 

その後、NIRO（新産業創造研究機構）、ひょうご産業活性化センター、などの公的機関の職を拝命し、近畿

圏の中小企業のお手伝いをさせていただくかたわら、生産管理システムの開発を通して、中小企業に適した基

幹情報システムを提供してきました。近年では、韓日産業支援財団の要請で、韓国の中小企業も支援しており

ます。 

さらに、産業技術短期大学や北九州市立大学で講義を担当し、若手技術者の育成を微力ながら後押しさせて

 

創立 35周年記念・新春座談会～地域とともに歩んだ 35年～の集合写真（参加者 27名） 

    ～地域とともに歩んだ 35年～ 
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いただいております。これらの業務に関われたのも、兵庫県技術士会の後押しがあったお陰であると感謝して

おります。 

35 周年を迎え、そしてこれから                   

                                   大橋 克彦（経営工学部門） 

創立 35 周年に祝意を表し、ボランティア精神をもって本会を牽引してこられた諸先輩・各位に心から敬意

と感謝を申し上げます。さて、諸外国が過去 30 年で経済規模を 1.5～2.0 倍に拡大させてきた中で、我が国は

「失われた 30 年」に陥り、生産性および平均賃金等で先進諸国の後塵を拝しております。この原因について

は議論の百出はありますが、いまだ処方箋は固まっていないようです。ただ、我が国が 1995年以降 25 年間に

わたり IT投資（米国：3.3倍、仏国：3.6倍）をほとんど増やさず、社会全体の IT化を遅らせたことが、日本

経済を低迷させた大きなマイナス要因ではあるようです。これまでは、本会が「失われた 30 年の挽回」に、

それなりの貢献をしてきたことは明白であります。これからは、実情に精通している関係先から「失った 30

年」に関連する問題についての相談があれば、本会としては「失った 30年の復興」に照準を合わせ、IT 化の

遅れおよびその他の課題に対する実効的な支援を行い、一層貢献度を誇りうる本会になられんことを夢に描き、

新春の放談とさせていただきます。引用・参考文献：加谷珪一 縮小ニッポンの再興戦略 マガジンハウス新書 

 

NPO 設立時の思い出 

理事 宮本 英希（機械部門） 

新しく入られた方には当会（NPO）と日本技術士会近畿本部兵庫県支部が同じ神戸市産業振興財団の部屋に

同居しているのが奇異に思われる方もあると思われる。もっと言うと区別をつけていない方もあると思われる。 

そもそもは阪神技術士会ができ、追って神戸技術士会ができた。両技術士会そのままに「兵庫県技術士会」が

設立され、兵庫県や神戸市に各種の業務の受託などを行った。NPOの法律の変更により、当会の分野もNPO

の分野に含まれることとなり、また、法人化の要請もあって NPO 化の方向で検討が始まった。一方、日本技

術士会本部で各県に支部を設ける方向で進んできていた。 

当会が「NPO 法人兵庫県技術士会」で県に申請しようとしたところ、上記の事情から「県技術士会」はダ

メだ。「技術士会兵庫クラブ」や「技術士会兵庫県クラブ」にしろとの要請が強くあった。元の会長の伊藤憲治

氏は支部設立側の役員もされており、もめないよう苦労されていた。当会は結局「NPO法人兵庫県技術士会」

で県に申請し、認められ、現在に至っている。ちなみに「県技術士会」は当会だけで、他は「県クラブ」「振興

協会」などとなっている。これは当会がNPO化の 10年近く前から「兵庫県技術士会」を名乗っていたためで

ある。ただ、今後とも県支部とは仲良くやっていきたいと考えている。 

 

入会当時の思い出 

会長 北村 眞一（電気電子部門） 

「北村先生」「え！」まだ 40歳台だった私は戸惑ってしまった。当会に入会した頃、本当の「技術士の先生」

に声を掛けられた。当時技術士試験には合格はしたものの技術士登録はしていなかった。勤務していた会社は

「オリジナル＆ハイレベル」が方針で有ったので、色々な経験をさせていただいた。反対に既存の資格には全

くの配慮は感じられなかった。最初に配属された部署は工業用計測に関する部署だった。簡単な表現では「秤」

が分かりやすい。世間一般の常識を知らないので 2 年目に「計量士」の資格を取得したが、「計量するための

機械、器具、装置」を製造している会社では無かったので、特に評価は無かったように思う。10年ぐらい同じ

ような仕事をしていたが、「もうそろそろいいかな」と思い始めた時、「私の上司は偉かった」。突然官公庁関係

の部署に配置転換になった。全く違う分野で「土木」や「建築」も経験できたし、苦労は有ったが新しい発見

も有りそれなりに面白かった。またまた「もうそろそろいいかな」と思い始めた時に、当会を訪れたのが最初

のご縁になる。「取っても食えない」と言われているが、技術士合格しているのであれば、登録した方が良いと

の先生のご指導の下に「北村技術研究所」として技術士登録したのが思い出になる。 


