
第第第第 22222222 回回回回    西日本技術士西日本技術士西日本技術士西日本技術士    

研究・業績発表研究・業績発表研究・業績発表研究・業績発表    年次大会（松江）年次大会（松江）年次大会（松江）年次大会（松江）    
 

大会テーマ大会テーマ大会テーマ大会テーマ    地方から考え地方から考え地方から考え地方から考えるるるる    

「「「「まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと」」」」技術士の関わり技術士の関わり技術士の関わり技術士の関わり    
基調講演者に基調講演者に基調講演者に基調講演者に地方創生、里山資本主義で有名な地方創生、里山資本主義で有名な地方創生、里山資本主義で有名な地方創生、里山資本主義で有名な    

藻谷浩介氏藻谷浩介氏藻谷浩介氏藻谷浩介氏((((((((株株株株))))日本日本日本日本総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所    主席主席主席主席研究員研究員研究員研究員    

((((株株株株))))日本政策投資銀行日本政策投資銀行日本政策投資銀行日本政策投資銀行    地域企画部地域企画部地域企画部地域企画部        

特認顧問特認顧問特認顧問特認顧問((((非常勤非常勤非常勤非常勤))))を予定）を予定）を予定）を予定）    

２０１６年２０１６年２０１６年２０１６年１０月２８日（金）～２９日（土）１０月２８日（金）～２９日（土）１０月２８日（金）～２９日（土）１０月２８日（金）～２９日（土） 

会場会場会場会場        松江テルサ松江テルサ松江テルサ松江テルサ（（（（JRJRJRJR 松江駅松江駅松江駅松江駅北口北口北口北口：：：：松江市朝日町松江市朝日町松江市朝日町松江市朝日町 478478478478----18181818））））    

テクニカルツアーテクニカルツアーテクニカルツアーテクニカルツアー    国宝松江城及び松江歴史館、松江バイオマス発電所国宝松江城及び松江歴史館、松江バイオマス発電所国宝松江城及び松江歴史館、松江バイオマス発電所国宝松江城及び松江歴史館、松江バイオマス発電所    

レセプションレセプションレセプションレセプション    松江松江松江松江エクセルホテル東急エクセルホテル東急エクセルホテル東急エクセルホテル東急（（（（JRJRJRJR 松江松江松江松江駅駅駅駅北口北口北口北口：松江市：松江市：松江市：松江市朝日町朝日町朝日町朝日町 590590590590））））    

 

 

 

 
 

 主催主催主催主催            公益社団法人日本技術士会公益社団法人日本技術士会公益社団法人日本技術士会公益社団法人日本技術士会    中国本部中国本部中国本部中国本部    

    共催共催共催共催                    同同同同            近畿本部・四国本部・九州本部近畿本部・四国本部・九州本部近畿本部・四国本部・九州本部近畿本部・四国本部・九州本部    

    後援後援後援後援            農林水産省中国四国農政局・経済産業省中国経済産業局農林水産省中国四国農政局・経済産業省中国経済産業局農林水産省中国四国農政局・経済産業省中国経済産業局農林水産省中国四国農政局・経済産業省中国経済産業局    

                        国土交通省中国地方整備局・環境省中国四国地方環境事務所国土交通省中国地方整備局・環境省中国四国地方環境事務所国土交通省中国地方整備局・環境省中国四国地方環境事務所国土交通省中国地方整備局・環境省中国四国地方環境事務所    

                        島根県島根県島根県島根県・松江市・島根県技術士会・松江市・島根県技術士会・松江市・島根県技術士会・松江市・島根県技術士会    



    

第第第第 22222222 回回回回    西日本技術士研究・業績発表年次大会西日本技術士研究・業績発表年次大会西日本技術士研究・業績発表年次大会西日本技術士研究・業績発表年次大会((((松江松江松江松江))))    
    
    

        ((((大会テーマ大会テーマ大会テーマ大会テーマ))))    地方から考える「まち・ひと・しごと」地方から考える「まち・ひと・しごと」地方から考える「まち・ひと・しごと」地方から考える「まち・ひと・しごと」    

～～～～技術士の関わり技術士の関わり技術士の関わり技術士の関わり    

                期間：平成期間：平成期間：平成期間：平成 28282828 年年年年 10101010 月月月月 28282828 日日日日((((金金金金))))～～～～29292929 日日日日((((土土土土))))    

                会場：松江テルサ会場：松江テルサ会場：松江テルサ会場：松江テルサ(JR(JR(JR(JR 松江駅松江駅松江駅松江駅北口北口北口北口：松江市朝日町：松江市朝日町：松江市朝日町：松江市朝日町 478478478478----18)18)18)18)                                            

大会日程大会日程大会日程大会日程((((予定予定予定予定))))    
日・曜日日・曜日日・曜日日・曜日    時時時時    間間間間    集合場所・会場集合場所・会場集合場所・会場集合場所・会場    行事内容等行事内容等行事内容等行事内容等    

    

 

10 月 28 日

(金) 

    

    

13：00～ 

17：00 
JR 松江駅南口 

(松江ユニバーサル 
ホテル前) 

 

テクニカル・ツアー  

① 国宝松江城・歴史館 

② 松江バイオマス発電所を見学 
【参加費：3,000 円(入館料、バス代)】 

18：00～ 

 20：00 

JR 松江駅北口 

エクセルホテル 

東急（旧：東急イン） 

レセプション 

 アトラクション：安来節 

【参加費：6,000 円】 

    

 

 

 

 

10 月 29 日

(土) 

    

9：00～ 

 16：30 
 

JR 松江駅北口 

松江テルサ１階 

 (テルサホール) 

① 記念式典：9：00～9：30 (開場：8：30) 

② 基調講演：9：45～11：00 

藻谷浩介氏藻谷浩介氏藻谷浩介氏藻谷浩介氏((((((((株株株株))))日本日本日本日本総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所主席主席主席主席研究員研究員研究員研究員))))    

※今回、基調講演だけ市民にも一般開放 

（無料聴講）としました。 

松江テルサ４階 分科会：午前（11：10～12：10）、午後（13：00～16：30） 

① 第一分科会（大会議室） 

「まち・ひと・しごと 技術士の関わり」 

午前 30 分発表×2編、午後 30 分発表×6編 

② 第二分科会（中会議室） 

青年部会、サブテーマ「青年がつなぐ技術と社会」 

午前 30 分発表×2編、午後 30 分発表×2編、 

ワークショップ・ディスカッション等（90 分） 

16：30：大会講評、次回案内(大会議室) 

【参加費：3,000 円、非会員：4,000 円、弁当 1,000 円】 

参加費は各会場ごとにお支払い願います。係員に直接お渡しください。参加費は各会場ごとにお支払い願います。係員に直接お渡しください。参加費は各会場ごとにお支払い願います。係員に直接お渡しください。参加費は各会場ごとにお支払い願います。係員に直接お渡しください。    

                  

 【松江松江松江松江バイオマス発電所の紹介】バイオマス発電所の紹介】バイオマス発電所の紹介】バイオマス発電所の紹介】    
    松江バイオマス発電所は平成 27年 
4月、(株)ナカバヤシが設立した発電 
所で、出力は 6,250KWです。主に島 
根県内から発生する林地残材、製材 
残材系の木材チップを利用して発電 
しています。中国地方は豊富な森林 
資源を生かしたバイオマス発電が各県 
で取り組まれており、中山間地の代替 
エネルギーの主力となりつつあります。 

    

     おおおお問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先：公益社団法人 日本技術士会中国本部 

   〒730-0017 広島市中区鉄砲町 1－20  第３ウエノヤビル６F 

      TEL: 082-511-0305   FAX:082-511-0309 E-mail: ipej-hiro＠rapid.ocn.ne.jp 

松江松江松江松江バイオマス発電所全景バイオマス発電所全景バイオマス発電所全景バイオマス発電所全景    

第第第第２２回２２回２２回２２回    西日本技術士研究・業績西日本技術士研究・業績西日本技術士研究・業績西日本技術士研究・業績発発発発表年次大会表年次大会表年次大会表年次大会((((松江松江松江松江))))    



　　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       主催　公益社団法人　日本技術士会

　　         ２．場所　　　松江テルサ　(JR松江駅北口）　　１階　テルサホール

　　　     　３．テーマ　　地方から考える「まち・ひと・しごと　～技術士の関わり」

　　　　   ７．

　

　　　　   ８．主催：　　　公益社団法人　日本技術士会　中国本部　

　　　　   　　後援：　　　農林水産省中国四国農政局、経済産業省中国経済産業局

　　　 　  　　島根県、松江市、島根県技術士会

　　　   　９．本件連絡先　　　日本技術士会　中国本部　副本部長　渡部　修　（（株）エイテック　中国支社内）

　　　〒690-0015　松江市上乃木9-2-18 　TEL（会社）　0852－25－2335　

　　                  １．日時　　　平成28年10月29日　（土）　９時４５分　～　１１時00分　(9時30分開場）

　　　  　　 　国土交通省中国地方整備局、環境省中国・四国環境事務所

　　　     　        ４．講師　　(株)　日本総合研究所　調査部　主席研究員

                                  　 　  (株）日本政策投資銀行　地域企画部特認顧問

　　　   　           ６．定員　　　　１００名　（先着申し込み順）　日本技術士会　第「２２回西日本技術士研究・業績

                                                                        　　 　発表年次大会(松江）」の基調講演として開催

　申込み 　下記申込み書に必要事項をご記入の上、平成28年10月21日（金）までにFAXにて
           　　下記あてお申し込みください。

　　  　　 　  　　  ５．聴講料　　　無料

　 (携帯）090-7378－8456　FAX0852-31-6510     　E-mail:　watanabe-su@kk-atec.jp.

       テレビ「報道ステーション」等でおなじみの

　　　　　　藻谷浩介氏　講演会　　　　のご案内
　　　　地方から考える　「まち・ひと・しごと」～技術士の関わり

《講師プロフィール》

山口県生まれの51歳。平成合併前に全国3，200自治体のすべて、海外70ヶ国を

私費で訪問し、地域特性を多面的に把握。2,000年頃より、地域振興や人口成熟

問題に関し精力的に研究・著作・講演を行う。2,012年より現職。

《最新刊》・　しなやかな日本列島のつくりかた［新潮社2014年］　（対話集　2万部）

               　・ 里山資本主義［角川Oneテーマ２１　2013年］　（共著　30万部、新書大賞

                    1位、ベスト経済書9位）

                 ・金融緩和の罠［集英社新書　2013年］　(共著　2万部）

                 ・藻谷浩介さん、経済成長がないと僕たちは幸せになれないでしょうか。？

             　 　  ［学芸出版社2012年］　(共著)
               　・デフレの正体［角川Oneテーマ２１　2010年］　（単著50万部、新書大賞2位、

                 　ベスト経済書3位）　　他多数 　年間講演回数は300回以上を越える。

　人口減少による地方の活力低下はとどめがありません。少子高齢化、中山間地問題、中心市街地空洞化

など、緊急に方向を出さねばなりません　そこで地方自治体は昨年秋に「地方版総合戦略」を策定しました。

その中心となるのが「まち・ひと・しごと」です。我々地方の技術者も真剣にこのことを考えるため、ここ松江で

「第22回西日本技術士研究・業績発表年次大会」を開催します。基調講演者にテレビで有名な藻谷浩介先生

をお招きすることとしました。せっかくの機会ですので是非とも多数の西日本の技術士の皆様方に聞いていた

だき、先生と一緒になって、西日本の地方再生は如何にあるべきか、その戦略を練ろうではありませんか。

藻谷浩介氏（もたにこうすけ）

　　　　「日本（地方）の命運を決する10年です」



場所 番号 名称 住所 TEL シングルルーム

①
松江エクセルホテル東急
（旧：松江東急イン）

松江市朝日町
　590番地

０８５２－２７－０１０９
10/28 シングル 11,880
10/29 シングル 13,068

② 松江アーバンホテル
松江市朝日町
　590－３番地

０８５２－２２－０００２ シングル 4,600

③ 東横INN松江駅前
松江市朝日町
　４９８－１０番地

０８５２－６０ー１０４５
シングルＡ 4,800～5,100
シングルB 5,300～5,800

④ ドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ松江
松江市朝日町
　４９８－１番地

０８５２－５９－５４８９ シングル　6,390～9,390

⑤ グリーンリッチホテル松江駅前
松江市朝日町
　４９３－１番地

０８５２－２７－３０００ シングル　3,612～

⑥ 松江アルファーワン1号館
松江市御手船場町
　　　５６７番地

０８５２－３１－２２００ シングル　5,700～

⑦ 松江ユニバーサルホテル本館
松江市朝日町
　　　４７１番地

０８５２－２５－０００１  シングル 4,990

⑧ 松江ユニバーサルホテル
松江市朝日町
　　　４６０－８番地

０８５２－２５－８１００  シングル 4,990

⑨ 松江ユニバーサルホテル別館
松江市朝日町
　　　４６７番地

０８５２－２８－３０００  シングル 4,990

⑩ 松江アルファーワン２号館
松江市朝日町
４６１番地

０８５２－２６－７８００ シングル　5,500～

⑪ 松江プラザホテル
松江市朝日町
４６９－１番地

０８５２－２６－６６５０  シングル 4,200

⑫ 　　〃　　　　　(別館）
松江市朝日町
４６３－１１

　本館と同番号 シングル　3,889～

⑬ 松江南口ホテル
松江市朝日町
４７０－１番地

０８５２－２７－２０００  シングル 4,320

北
口

南
口

　　　　松江駅周辺のホテル(参考：会場から徒歩５分以内）　　　　松江駅周辺のホテル(参考：会場から徒歩５分以内）　　　　松江駅周辺のホテル(参考：会場から徒歩５分以内）　　　　松江駅周辺のホテル(参考：会場から徒歩５分以内）
　　　　　　　　　　　　　　　　※ 詳細は各自で直接施設に申し込んでください。

テクニカルツアーバス乗り場テクニカルツアーバス乗り場テクニカルツアーバス乗り場テクニカルツアーバス乗り場

レセプション会場レセプション会場レセプション会場レセプション会場



　　下記のとおり、参加申込みします。

　参加者住所　　【氏名欄では、正(正会員）、準(準会員）、非(非会員）のいずれかに○印をつけてください】

　　〒　　　　　　　－　　　　　

　　　　都道
　　　　府県

区市
郡

　 　　　　　正　　準

　　　　　非

枠内にご記入ください。住所、氏名等は楷書でお願いします。参加者一人ごとに1枚づつお使いください。

大会中の日程は下記の予定です。10月29日(土）は過去の大会より開始時間が早くなっています。ご注意ください。

日程 　　名称 　　会場 　時間 　　　　　内容 　　　　　参加費用
　○印
　記入

　参加
　人員

テクニカル
　　　　ツアー
　　(日帰り）

　松江市内
１３：００～
　　１７：００

　国宝松江城・松江歴史館
　松江バイオマス発電所 　　　　　　3,000円

レセプション
松江エクセル
ホテル東急

１８：００～
　　２０：００

懇親を深める。
アトラクション
　　　　　　　「本場：安来節」

　　　　　　6,000円

 大会式典
９：００～
　　　９：３０ 　  記念式典(開場8：30）

 基調講演
　(一般市民も
　聴講します）

９：４５～
　　１１：００

(株）日本総合研究所
　　主席研究員　藻谷浩介氏

第１分科会
松江テルサ
４F
　大会議室

11：00～
　　16：30

　地方から考える
　　　「まち・ひと・しごと」
　　　　　技術士との関わり

第２分科会
同上
４F
　中会議室

11：00～
　　16：30

　青年技術士の将来について
　終日、徹底討議

　※　昼食 　　　弁当・　お茶 　　　　　1,000円

※なお、会場周辺に多数の食堂、レストランがあります。

　なお、宿泊予約につきましては、別添会場周辺のホテルおよび地図を添付いたしております。参加者のほうで直接、

施設にお申し込みください。

　　　勤務先

FAX

　(       )

E-mail

10
月
29
日

(土)

　　　　　　予約

　　正会員　3,000円
　　非会員　4,000円
　　　　※第１分科会と
　　　　　第2分科会の行
　　　　　き来は自由です。

10
月
28
日

(金)

松江テルサ
１F　テルサ
　　　ホール

　TEL
　
　（　　　　　）

　携帯
　
　（　　　　）

　部門　　　　              日本技術士会所属
　                          　地域本部名(
)

　　　　フリガナ

　　参加者氏名

　　　　フリガナ

　　同伴者氏名

第22回西日本技術士研究・業績発表年次大会(松江) 参加申込書

FAX ０８２－５１１－０３０９

(中国本部事務局）

受付番

大会テーマ：地方から考える「まち・ひと・しごと」技術士の関わり
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