
2018 年11月11日（日）～ 14日（水）
11/11(日) 特別分科会・関連行事・ウェルカムパーティー
11/12(月) 分科会・大会式典・記念講演・交流パーティー・パートナーズツアー
11/13(火) ～ 14(水)テクニカルツアー

郡山ビューホテルアネックス　11/11（日）
ホテル ハマツ          　         11/12（月）
ビッグアイ　　　　　 　　   11/11（日）

福島の未来を語ろう

技術士全国大会（福島）のご案内
第45回

大会テーマ「未来技術の創生と展望～巨大災害を生き抜く～」

お問合せ

★詳細，お申し込みはホームページへ

日本技術士会東北本部 検索

会 期

会 場

主　　　催 公益社団法人 日本技術士会
後　　　援 文部科学省　農林水産省東北農政局　経済産業省東北経済産業局　国土交通省東北地方整備局
 環境省福島地方環境事務所　復興庁福島復興局　林野庁関東森林管理局　福島県　郡山市

大会事務局 公益社団法人 日本技術士会 第45回技術士全国大会（福島）実行委員会事務局
 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1-6-25　宮酪ビル２階　TEL 022-723-3755
福島県支部   〒970-8026 福島県いわき市平字作町1-3-2　TEL 0246-85-5881

磐梯山と猪苗代湖
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日程 行 事 名 時 間 場 所 内　容

11 月
11 日（日）

特別分科会 13：30 ～ 16：30 郡山ビューホテルアネックス ふくしま未来委員会「ふくしまの未来を考える」

関連行事 下記に記載 ビッグアイ　他 ①全国防災連絡会議 ②技術者倫理情報連絡会
③機械部会講演会交流会 その他各部会

ウェルカムパーティー※ 17：30 ～ 19：30 郡山ビューホテルアネックス アトラクション／フラダンスショー

12 日（月）分科会  ９：30 ～ 12：00 ホテル ハマツ ①防災 ②再エネ ③食と農 ④男女共同参画

大会式典・記念講演 13：00 ～ 17：20 　　　　〃 オープニングコーラス　大会宣言など

交流パーティー※ 18：00 ～ 20：00 　　　　〃 東北のおもてなし／福島大学アカペラサークル

パネル展示  ８：30 ～ 18：00 　　　　〃 東日本大震災，農業・漁業・林業の復興等

パートナーズツアー※  ９：00 ～ 17：00 郡山ビューホテルアネックス発
ホテルハマツ着

美空ひばり遺影碑・歌碑
スパリゾートハワイアンズ等

13 日（火）
テ
ク
ニ
カ
ル
ツ
ア
ー
※

【Ａ】福島県金賞酒蔵めぐり
　　　（日帰り）  ８：00 ～ 17：00 郡山ビューホテルアネックス発

郡山駅着
末廣酒造嘉永蔵，鶴ヶ城，宮泉酒造，飯盛山
安積疏水土地改良区等

【B-1】原子力発電所視察
　　　（日帰り）  ８：00 ～ 18：30 郡山ビューホテルアネックス発

仙台駅着
楢葉遠隔技術開発センター
東京電力福島第一原子力発電所等

13 日（火）
14 日（水）

【B-2】原子力発電所視察
（１泊２日）翌日はＣと合流  ８：00 ～翌 17：30 郡山ビューホテルアネックス発

郡山駅着
楢葉遠隔技術開発センター，東京電力福島第一
原子力発電所，鶴ヶ城，地熱発電所等

【C】再生可能エネルギー視察
（１泊２日）翌日はＢ - ２と合流 ８：30 ～翌 17：30 郡山ビューホテルアネックス発

郡山駅着
福島県環境創造センター，産総研福島再生可能
エネルギー研究所，鶴ヶ城，地熱発電所等

注１）※はオプション行事です。
注２）日時，場所，内容につきましては変更されることがありますのでご了承ください。
注３）特別分科会，分科会，記念講演，パネル展示は一般・学生の方は無料で聴講できます。
注４）パートナーズツアー，テクニカルツアーの詳細は，P.3「ツアーのご案内」を参照してください。

行事名 会場・日時 内　容
全国防災連絡会議 ビッグアイ　大会議室２

11/11（日）11：00 ～ 12：45
●各地域本部から防災支援活動の報告
　担当者／松山氏，丹治氏

技術者倫理情報連絡会 ビッグアイ　第１会議室
11/11（日）10：20 ～ 12：40

●「（仮）他学協会動向と現綱領および解説の課題点、事例集作成方針
案について」／統括本部倫理委員会

●「社会人である技術者に対する倫理教育について」／東北本部倫理
研究委員会（ＳＧＥＥの会）

●「各地域本部の倫理活動報告と意見交換」

機械・水産合同部会
講演会・活動報告・交流会

ビッグアイ　特別会議室
11/11（日）14：00 ～ 17：00

●「（仮）震災被災地の現状と復興について」として講演１～２題を予定
●各部門統括本部と各部門地域本部活動の情報交換・意見交換、各部

会からの活動報告（復興支援活動など）

東北本部電気電子部会・
統括本部電気電子部会
合同見学会

猪苗代の水力発電施設
（東京ホールディングス㈱）
11/11（日）11：50 ～ 17：00

●スケジュール
ＪＲ郡山駅 11：50 集合⇒（貸切バスで移動）⇒猪苗代第一・第二
発電所他、水力発電関連施設の見学（一部車窓）⇒郡山ビューホテ
ルアネックス着 17：00（ＪＲ郡山駅前）

金属部会見学会 エネルギー関連施設視察
11/13（火）８：30 ～

●産総研福島再生可能エネルギー研究所（ＦＲＥＡ）視察
●福島県環境創造センター（コミュタン福島）視察

建設部会交流会 ビッグアイ　大会議室１
11/11（日）10：30 ～ 12：30

●建設部会幹事会と各地域本部との建設部会関連の情報交換・意見交
換

情報工学部会
特別部会

ビッグアイ　第２会議室
11/11（日）10：00 ～ 12：00

●講演および意見交換
演題　｢地域の情報通信技術の展開～主にクルマの情報通信を指向して～｣
講師　東北本部 技術士

東北本部応用理学部会・
統括本部応用理学部会
合同講演会

ビッグアイ　第３会議室
11/11（日）13：30 ～ 16：30

● 2018 応用理学部会 in 福島
　演題①「（仮）近年の地震災害と東北地方の活断層」
　講師　中村洋介（福島大学 准教授）
　演題②「（仮）深成岩地域の地下水調査の有効例～双葉郡葛尾村の例～」
　講師　谷藤充彦（新協地水㈱）

注１）ビッグアイ会議室内での飲食はできません。お食事は５階のレストラン街にてお楽しみいただけます。
注２）内容・参加費については、各部会へご確認ください。なお、内容等は随時更新しますので、日本技術士会のホームページをご確認ください。

●大会行事

●関連行事 11 月 11日（日），13日（火）
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内　容

「ふくしまの未来を考える～未来・創生～」
●第１部　講演「きずなのちから」　50 分
　講師　上石 美咲（福島大学共生システム理工学類４年生，

第 53 ～ 54 代ミスピーチキャンペーンクルー）
●第２部　パネルディスカッション　110 分
　コーディネーター　中井 勝己（福島大学 学長）
　パ ネ リ ス ト　長澤 利枝（NPO 福島環境カウンセラー協会 特別顧問）
　　　　　　　　　　千葉 悦子（放送大学福島学習センター 所長）
　　　　　　　　　　丹野 純一（福島県立ふたば未来学園高等学校 校長）
　　　　　　　　　　増田 尚宏（東京電力ホールディングス㈱ 執行役副社長）
　　　　　　　　　　和田 豊　 （日本技術士会東北本部福島県支部，㈱ふたば）

分科会名 内　容

第１分科会
【防災】

「東日本大震災の教訓から南海トラフ地震への備え～防災・減災，備えと支援のあり方を求めて～」
●パネルディスカッション
　コーディネーター　中村 晋　　（日本大学工学部土木工学科 教授）
　パ ネ リ ス ト　中村光太郎（サンディエゴ州立大学 教授，建築家）
　　　　　　　　　　磯部 雅彦　（高知工科大学 学長，第 102 代土木学会 会長）
　　　　　　　　　　大元 守　　（石巻市建設技術管理監，元日本技術士会防災支援委員会 委員長）
　　　　　　　　　　木田都城子（いわき市議会議員，樹木医，技術士補）

第２分科会
【再エネ】

「再生可能エネルギー先駆けの地・ふくしまから未来へ～首都圏へのエネルギー供給拠点からの転換～」
●パネルディスカッション
　コーディネーター　服部 靖弘　（福島県産業振興センター エネルギー・エージェンシーふくしま代表）
　パ ネ リ ス ト　坂西 欣也　（産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 所長代理）
　　　　　　　　　　加藤 勝一　（㈱元気アップつちゆ 代表取締役）
　　　　　　　　　　竹村公太郎（日本水フォーラム事務局長、元・国土交通省河川局長）
　　　　　　　　　　赤井 仁志　（日本技術士会東北本部ふくしま未来委員会 委員長，福島大学 特任教授）

第３分科会
【食と農】

「食と農の安全・安心と活性化～食農分野の六次産業化と農村の将来も見据えて～」
●パネルディスカッション
　コーディネーター　小山 良太　（福島大学経済経営学類 教授）
　パ ネ リ ス ト　小松 知未　（北海道大学大学院農学研究院 講師，福島大学 客員准教授）
　　　　　　　　　　大友和佳子（JA 共済総合研究所 研究員，農家レストラン支援・食育）
　　　　　　　　　　鈴木 賢二　（福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 醸造・食品科科長）
　　　　　　　　　　佐藤 金正　（川俣町長）

第４分科会
【男女共同参画】

「しなやかな女性の感性を科学技術に活かす～健全な男女参画を目指して～」
●パネルディスカッション（ワークショップ形式）
　コーディネーター（基調講演）　 小松 由美　（福島学院大学 学長）
　パ ネ リ ス ト（話題提供）　 松鵜さとみ（鹿児島大学大学院理工学研究科 建築学専攻助教）
　　　　　　　　　　　　　　　　石川 弘子　（日本技術士会東北本部 男女共同参画推進委員会 委員長）
　ファシリテータ兼パネリスト　　中濱 早苗　（福島県土木部）
　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 桃子　（福島県土木部）
　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤 恭子　（日本技術士会東北本部福島県支部，㈱協和コンサルタンツ）

注）内容およびパネリストなどが変更される場合もありますのでご了承ください。

●特別分科会� 11 月 11 日（日）13：30 ～ 16：30　郡山ビューホテルアネックス

●分科会� 11 月 12 日（月）9：30 ～ 12：00　ホテル ハマツ

●記念講演� 11 月 12 日（月）14：30 ～ 16：00　ホテル ハマツ

●講師 星 亮一氏（歴史作家）　●演題「会津藩から学ぶ復旧・復興の心構え」
Profile　1935 年 5 月 16 日，宮城県仙台市生まれ。東北大学文学部国史学科を卒業後，福島民報社記者として会津若松へ

赴任，会津藩と出会う。その後，福島中央テレビへ移籍しプロデューサー，制作部長，報道制作局長を歴任。「斗
南に生きた会津藩の人々」で作家デビュー。代表作として「偽りの
明治維新－会津戊辰戦争の真実」「奥羽越列藩同盟－東日本政府樹立
の夢」など多数出版。第 19 回福島民報出版文化賞，NHK 東北ふる
さと賞を受賞，日本国際情報学会の功労賞を受賞と多彩な経歴をも
つ。2005 年に戊辰戦争研究会を発足し，現在は福島県郡山市に拠
点を構え，執筆・講演活動を行っている。

上石 美咲氏

中村 晋氏

服部 靖弘氏

小山 良太氏

小松 由美氏

歴史作家 星 亮一氏 会津のシンボル「鶴ヶ城」

中井 勝己氏
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パートナーズツアー（日帰り）【美空ひばり歌碑・フランダンスショー】

旅行代金（お一人様あたり・税込）￥12,000　食事／昼１回
最少催行人員／ 25 名　添乗員／同行　運行バス会社／報徳観光バスまたは福島交通のいずれか
旅行代金に含まれるもの／バス代・入場料金・昼食代・添乗員費用

平成 30 年
11 月 12 日（月） 郡

9：00
山ビューホテルアネックス ⇒ 塩

11：00
屋崎灯台見学（美空ひばり遺影碑・歌

11：20
碑）⇒ 

ス
12：00

パリゾートハワイアン
15：00

ズ ⇒　高
16：00

柴デコ屋
16：30

敷　⇒　ホ
17：00

テル ハマツ
（昼食，フラダンスショー）

【Ａ】テクニカルツアー（日帰り）福島県金賞酒蔵めぐり→安積疏水土地改良区

旅行代金（お一人様あたり・税込）￥11,000　食事／昼１回
最少催行人員／ 25 名　添乗員／同行　運行バス会社／報徳観光バスまたは福島交通のいずれか
旅行代金に含まれるもの／バス代・入場料金・昼食代・添乗員費用

平成 30 年
11 月 13 日（火） 郡

8：00
山ビューホテルアネックス ⇒　末

9：50
廣酒造嘉

10：40
永蔵　⇒　鶴

10：50
ヶ城天

12：10
守閣　⇒　香

12：20
寿庵（昼食）

⇒　宮
13：20

泉酒造　⇒　飯
13：30

盛山（お
14：30
土産）⇒　安

15：40
積疏水土地改良区視

16：40
察　⇒　郡

17：00
山駅

【Ｂ -１】テクニカルツアー（日帰り）福島第一原子力発電所視察→仙台駅　注２）

旅行代金（お一人様あたり・税込）￥12,000　食事／昼１回
最少催行人員／ 20 名　添乗員／同行　運行バス会社／報徳観光バスまたは福島交通のいずれか
旅行代金に含まれるもの／バス代・入場料金・昼食代・添乗員費用

平成 30 年
11 月 13 日（火） 郡

8：00
山ビューホテルアネックス　⇒　楢

10：00
葉遠隔技術開発センター見学（昼

12：00
食）

⇒　東
12：30

京電力福島第一原子力発電所視
16：00

察　⇒　仙
17：30

台空港　⇒　仙
18：30
台駅

【Ｂ -２】テクニカルツアー（１泊２日）福島第一原子力発電所視察→裏磐梯宿泊→東北電力柳津西山地熱発電所　注２）

旅行代金（お一人様あたり・税込）￥35,000　食事／朝１回　昼２回　夕１回
宿泊／裏磐梯レイクリゾート（和室３名～５名）　※他のご参加者との相部屋（男女別）になります。
洋室（２名１室）利用する場合￥3,000　洋室（１名１室）利用する場合￥5,000 の追加代金をいただきます。
最少催行人員／ 20 名　添乗員／同行　運行バス会社／報徳観光バスまたは福島交通のいずれか
旅行代金に含まれるもの／バス代・入場料金・宿泊代・食事代・添乗員費用

平成 30 年
11 月 13 日（火） 郡

8：00
山ビューホテルアネックス　⇒　楢

10：00
葉遠隔技術開発センター見学（昼

12：00
食）

⇒　東
12：30

京電力福島第一原子力発電所視
16：00

察　⇒　裏
18：30

磐梯レイクリゾート（泊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｃコースと合流】 

11 月 14 日（水）
（Ｃと同行） 裏

8：00
磐梯レイクリゾート　⇒　安

9：00
積疏水十六橋水

9：30
門　⇒　鶴

10：10
ヶ城天

11：30
守閣　⇒　田

11：40
季野（昼

12：20
食）

⇒　東
14：00

北電力柳津西山地熱発電所見
15：00

学　⇒　道
15：30

の駅柳津（お土産）・斎藤清美
16：00
術館　⇒　郡

17：30
山駅

【Ｃ】テクニカルツアー（１泊２日）再生可能エネルギー視察→裏磐梯宿泊→東北電力柳津西山地熱発電所

旅行代金（お一人様あたり・税込）￥35,000　食事／朝１回　昼２回　夕１回
宿泊／裏磐梯レイクリゾート（和室３名～５名）　※他のご参加者との相部屋（男女別）になります。
洋室（２名１室）利用する場合￥3,000　洋室（１名１室）利用の場合￥5,000 の追加代金をいただきます。
最少催行人員／ 25 名　添乗員／同行　運行バス会社／報徳観光バスまたは福島交通のいずれか
旅行代金に含まれるもの／バス代・入場料金・宿泊代・食事代・添乗員費用

平成 30 年
11 月 13 日（火） 郡

8：30
山ビューホテルアネックス ⇒ 福

9：00
島県環境創造センター見

10：30
学 ⇒ 磐

11：10
梯熱海温泉（昼

12：10
食）

⇒ 産
12：30

業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研
14：00
究所 ⇒ 土

15：00
湯温泉 16 号源泉バイナリー発

16：00
電所

⇒　裏
17：00

磐梯レイクリゾート（泊）【Ｂ - ２と合流】

11 月 14 日（水）
（Ｂ - ２と同行）

裏
8：00

磐梯レイクリゾート　⇒　安
9：00

積疏水十六橋水
9：30
門　⇒　鶴

10：10
ヶ城天

11：30
守閣　⇒　田

11：40
季野（昼

12：20
食）

⇒　東
14：00

北電力柳津西山地熱発電所見
15：00

学　⇒　道
15：30

の駅柳津（お土産）・斎藤清美
16：00
術館　⇒　郡

17：30
山駅

注１）旅程は諸事情でやむを得ず変更される場合がありますのでご了承ください。
注２）東京電力福島第一原子力発電所を視察される方は、顔写真入りの身分証明書（運転免許・パスポート等）の持参・携行をお願いいたし

ます。

●ツアーのご案内（東武トップツアーズ㈱郡山支店が企画・実施する募集型企画旅行です）� 11 月 12日（月）～ 14日（水）
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コース 11/13（火） 11/14（水）

【Ａ】 日帰り ア
ネ
ッ
ク
ス
発

郡
山
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル

会津若松市 郡山着

【Ｂ - １】 日帰り 福島第一原発 仙台着

【Ｂ - ２】 １泊２日 福島第一原発 　
合
流

裏磐梯泊
安積疏水・会津若松

郡山着
【Ｃ】 １泊２日 再エネ関連施設 地熱発電所

テクニカルツアーコース別行程図
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●お申込み
（１）お申込方法
お申込方法 方　法

WEB 申込
公益社団法人 日本技術士会ホームページの「第 45 回技術士全国大会（福島）」をクリックして
お申込みください。「https://www.engineer.or.jp/」
あるいは，右に示す QR コードでもアクセス可能です。

FAX 申込
P.7 の「参加・宿泊申込書」を FAX で「東武トップツアーズ㈱」へお申込みください。
東武トップツアーズ㈱「第 45 回技術士全国大会（福島）」係
FAX 024-933-8260

注１）FAX 申込の方には、受信確認書と一緒に「募集型企画旅行条件書（国内旅行）」を送りしますので、ご確認のうえお申込みください。
注２）WEB 申込の方は、お申込み画面内の「募集型企画旅行条件書（国内旅行）」をご確認のうえお申込みください。
注３）開催日３週間前までに「宿泊券・予約確認書・名札・請求書等」をお送りしますので、期日までにお支払いください。

（２）お申込締切
　　お申込の締切日は，平成 30年９月 30日（日）です
　お申込締切日は，平成 30 年９月 30 日（日）ですが，土日祝日は休業になっております。

（３）お取消返金
　事故防止のため、お申込・変更・取消は必ず書面（WEB、FAX、メール）にてお願いいたします。返金は所定の取消料金を差し
引き、大会終了後に振込みにて返金いたします。取消書面に返金口座をご記入ください。（銀行名・支店名・普通／当座・口座番号・
口座名義）お取消料金は以下の通りです。

（４）お取消料
・大会参加費（分科会・大会式典・記念講演）／ウェルカムパーティー／交流パーティー／昼食弁当

取　消　日 20～８日前まで ７～２日前まで 前日 当日 旅行開始後
無連絡

大会参加費 （起算日：11 月 12 日） 100％

ウェルカムパーティー （起算日：11 月 11 日）
無料 50% 100%

交流パーティー・昼食弁当 （起算日：11 月 12 日）

・宿泊／ツアー

取　消　日
旅行開始日の前日より起算してさかのぼって

前日 当日 旅行開始後
無連絡20～ 11日前まで 10～８日前まで ７～２日前まで

宿　泊
テクニカルツアー（１泊２日） 20％ 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

パートナーズツアー
テクニカルツアー（日帰り） 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

注１）ご宿泊当日 12 時までに取消の連絡がない場合は無連絡不泊として取扱い、100％取消料を申し受けます。
注２）11 月 10 日（土）・11 日（日）は支店休業日にあたりますので、その間のお取消については直接宿泊施設にお申し出下さい。
注３）宿泊について契約成立以降に解除される場合は、１泊ごとに上記の取消料を申し受けます。

（１）大会に関するお問合せ
公益社団法人 日本技術士会 第 45 回技術士全国大会（福島）実行委員会事務局
〒 980-0012　宮城県仙台市青葉区錦町 1-6-25　宮酪ビル２階　TEL 022-723-3755　FAX 022-723-3812
E-mail ／ tohokugijutushi@nifty.com

（２）旅行に関するお問合せ
　【旅行企画・実施】

　東武トップツアーズ株式会社 郡山支店 「第 45 回技術士全国大会（福島）」デスク
　〒 963-8026　福島県郡山市並木１丁目２番２号　ウェスタンビル２階３階
　TEL 024-922-5733　FAX 024-933-8260　E-mail ／ engineer45@tobutoptours.co.jp
　担当：渡部 博之／山口 謙一／石川 楓／篠田 陽

観光庁長官登録旅行業第 38 号
一般社団法人日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員
営業時間　平日 ９：00 ～ 18：00（土日祝日は休業）

客国 18-259

●お問合せ
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