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日本最後のバットレスダム「三滝ダム」 建設コンサルタンツ協会本部提供（日本の土木遺産）

鳥取県八頭郡智頭町に位置する三滝ダムは、1937年に完成した堤高23.8m、堤頂長82.5mの発電用ダムである。ダム湖の水を受け止めている小さ
なダムは、ダム湖側からはごくありふれたダムにしか見えないが、ダム脇の遊歩道を歩いて下流側にまわると全く予期しない光景が目に飛び込んでく
る。この特徴的な外観を持つ三滝ダムは、バットレスダムと呼ばれる形式のダムであり、水圧を受ける鉄筋コンクリート版（遮水壁）を扶壁（バット
レス）によって支える構造で、日本では扶壁式ダムとも呼ばれる。この形式のダムは、日本では大正から昭和初期の14年間にわずか8基しか建設さ
れず、このうち三滝ダムは最後に建設されたダムである。その希少性から、三滝ダムは平成14年度の土木学会選奨土木遺産に認定されている。

巻頭言

新たな半世紀への元年を迎えて
（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
支部長

私たちの建設関連業においては、震災復興・
アベノミクスによる公共投資拡大やオリンピック
誘致決定により、
「コンクリートから人へ」から
180度転換し、
「業務不足から人手不足へ」と業
界全体が急変している状況です。最近の入札不
調の多発について、国土交通省では
「予定価格
と実勢価格の乖離によるものが主な理由であり、
再入札の実施等によって最終的には契約をされ
ていることから、人材の逼迫感は確かにあるが、
その不足が原因で入札不調が生じているとは考
えていない。
」
との見解を出しています。
これには、
景気対策としての公共事業費が無駄に投入され
ているのではないかとの、マスコミなどに対する
牽制もあると思いますが、我々従事する立場か
らも、適正価格による安定受注を目指さなけれ
ば会社経営は成り立たないので、引き続き単価
改正の要望を行ってゆくことが重要です。
しかし、人手不足や業務過多を理由に、強靭な
国土形成に向けての社会資本整備に対する良質
なサービスを怠ると、一昨年まで経験してきた公
共事業不要論へ、いつ転換しないとも限りません。
それを防ぐためには、国民・顧客の皆様から要望
される我々の役割に対して、引き続き真摯に取り
組んで行かなければなりません。とは言え、現状
の建設産業の担い手については、これまで続い
た建設投資の減少によって企業の疲弊が起き、若
年入職者の減少や技能労働者の高齢化の進展、
年収の減少と労働過多等、これらが全て絡み合っ
て弱体化してきたと認識しています。こうした問
題を看過すると、将来にわたり持続しなければな
らない、社会資本の充実と維持管理や頻発する
災害という非常に大事な課題に、早晩対応できな
くなることは言うに及びません。
太田国土交通大臣の一月の会見においても、
「企業側としては、若年労働者を確保・育成し
ようと考える場合には、将来的に安定的な仕事
量とそれに係わる人の誇りがある、という見通
しが重要だ！」との発言があり、髙木副大臣を
ヘッドにして、
「建設産業活性化会議」
を設置し、
人材確保の具体的な施策についての検討に着手
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されました。これら一連の動きに対しても、協
会として意見と要望を出してゆく所存です。
また、顧客パートナーとして自立した集団を
目指してスタートした当協会も、おかげさまで
昨年創立50周年を迎えました。本年は新たな
半世紀へ向けての元年とも言うべき年であり、
2014年からの中期行動計画として、４つの行
動指針を制定する予定です。
第一は「多様な事業ニーズへの取り組み」
第二は「技術競争市場の充実と技術開発」
第三は「技術者を生かす組織力の充実」
第四は「自律した経営の実践」
本計画が完成しましたら皆様にお知らせしま
すが、これらがお題目を唱えるだけにならない
よう、協会はじめ会員各社それぞれ工夫努力す
ることが必要です。
ところで、わが協会が誕生しました1963年
と言えば、かの第35代アメリカ合衆国大統領
であるジョン･Ｆ･ケネディが、遊説中のダラス
で暗殺された年です。彼の家系は、1840年代
の飢饉の結果祖国を離れ移民した、アイルラン
ド系アメリカ人です。この飢饉がなければ、彼
はアメリカ大統領ではなく、名家ではあるもの
のアイルランドの農民であったかもしれませ
ん。曾祖父のピンチにおける決断が、約120年
後大統領になる成功を生んだという見方もあり
ますし、逆に、40代の若さで命を落とすとい
う不幸を生んだとも考えられます。決断に基づ
く行動が生み出す結果の良し悪しは、後の人に
しか評価されませんが、当時の東西冷戦に伴う
危機その他に立ち向かった彼の名言の一つとし
て、次の言葉があります。
「行動には常に危険
や代償が伴う。しかしそれは、行動せずに楽を
決めこんだ時の長期的な危険やコストと較べれ
ば、取るに足らない！」
会員各位には、次世代に引き継ぐ良質な社会
資本の整備の継続に向けて、創意工夫をしなが
ら「行動」していただくと共に、次の50年へ向
けて地位向上を目指す、協会活動へのご理解と
ご協力を賜りますようお願い致します。
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夢追人

大学からのメッセージ

悲惨な地震被害を顧みて
近畿大学工学部建築学科
教授

1995年１月17日５時46分に阪神淡路大震災
が発生した。それからすでに19年が過ぎ去ろ
うとしている。当時は神戸消防局とともに各種
の研究・委託・計画つくりを長年行っていた。
私の住まいは広島市内にある。その早朝ゴーー
という音で目覚めた。その時は何が起こったの
かわからず、後に朝のニュースで神戸に大地震
が発生したことを知った。まさか、このよう
な大地震が神戸に起こるとは夢にも思わなかっ
た。今までにも多くの報告書を書き、その中で
神戸の地形について野島断層の存在や地震の可
能性について触れてはいたが?? …その状況
を仕事の傍らテレビにより注視していた。一日
たった時点で神戸消防局にいる仲間たちにコン
タクトしようとしたができなかった。そこで、
広島消防局に神戸の情報を尋ねたが、やはり同
じくわからずのままであった。
気になったまま、
２日過ぎ、その間に何かできることを考え、現
地に救援物資を運びこむことにした。協力して
くれた企業も多く、いろいろな物資を８トント
ラックに山積にして発生４日後に現地に向かっ
た。神戸に近づくにつれ交通警備も厳しくなっ
てきた。救援物資輸送の車両については現地の
長田区の避難拠点に行くよう指示された。行く
途中、がれきにより道路が閉塞されたり、電線
が道路に垂れ下がっていたりし、通過するのに
障害となった。ようやくのこと長田の避難場所
に荷物をおろし、
私は三宮の消防本暑に行った。
顔なじみの隊員が疲れた様子で床に敷かれた段
ボールの上で仮眠をとっていた。それから１週
間各地の被害模様を写真に記録し、被害のすさ

2

Vol.42

高

井

広

行

まじさにただただ息をのむだけであった。その
間いろいろなことを経験した。スイス犬が私の
いる本署を活動拠点としていたり、夜間、大き
な余震が発生した時には消防車で出張所まで被
害がないかを確認に行ったり、火災現場に通っ
たり、崩れた商店街の様子を記録したり、ヘリ
コプターで神戸市上空から被害の状況をビデオ
に記録したりした。これらはその後の研究に大
いに役に立つことになった。
その後、広島に帰り、データ等の整理を行っ
ている間に復興計画ガイドライン作りのお願い
が舞い込み、毎週、広島から神戸まで通うこと
になった。ガイドライン完成後、復興計画審議
会がスタートし６月までこのような生活が続
いた。
その後、研究を本格化し、とくに、火災シミュ
レーションや災害危険度等の研究につなげた。
そこで、本震災を通じて得た教訓について以下
にまとめる。
阪神淡路大震災においては約6,500人、東日
本大震災においては２万人近い死亡者をだす大
災害となった。これらの災害で特徴的なのは
死亡者の年齢層でみると阪神淡路大震災で約
58％、東日本大震災では約65％以上が60歳以
上であり、これらの年齢層は明らかに災害弱者
層といっても過言ではない。これからの高齢者
社会が進みにつれ、これらの弱者層の人数は今
以上に拡大していく。
まず、産業への影響であるが地場産業をはじ
めすべての産業に影響があった。

＊産業への影響
⑴ 第１次産業
農・漁業施設では、農地62箇所、ため池
183箇所、水路・パイプライン330箇所、農
道25箇所、漁港施設５箇所、農政施設（農業
公園等）９箇所で破損等の被害が生じた。
⑵ 第２次産業
製造大手企業では、神戸製鋼、川崎製鉄等
６社の本社ビルが倒壊した。神戸製鋼の操業
中の高炉も停止した。中小製造業の被害は、
集団化団地で全半壊５団地、35社、㈳神戸
市機械金属工業会加盟（407社）のうち、
全壊、
全焼は72社であった。
地場産業である「ケミカルシューズ」で全・
半壊158社、
「清酒」で全・半壊17社等の被
害が生じた。特に
「清酒」
「ケミカルシューズ」
「紳士服」「神戸靴」の４業種の被害が甚大で
あった。
⑶ 第３次産業
地震の影響で、百貨店や主要ホテル等は、
ライフラインの寸断や建物の損傷等の被害を
受けた。また観光施設では酒蔵地区資料館全
壊、北野異人館多数損壊等の被害が生じた。
高速道路の寸断、神戸港の一部機能停止等
で物流網は大きな打撃を受けた。
我々の生活で最も重要と思われるライフラ
インへの影響も甚大なものであった。
＊ライフラインへの影響
⑴ 水道
地震により、市内全域65万戸に断水が生
じた。水道施設の被害は、貯水池３箇所、貯
水場８箇所、浄水場７箇所、ポンプ場46箇所、
配水地119箇所等である。
⑵ 処理場、ポンプ場の被害状況
機能面で支障をきたすような被害を受けた
箇所は、処理場３箇所、ポンプ場６箇所、汚
泥焼却施設箇所であった。処理場では、東灘
処理場で処理機能が完全に停止したのをはじ
め、西部処理場処理機能20％に、中部処理
場が処理機能50％にそれぞれ低下した。 ポ
ンプ場では、大石ポンプ場、ポートアイラン
ド第１・第２・第３ポンプ場、湊川ポンプ場

及び神明ポンプ場の機能が停止した。汚泥処
理施設は、東灘処理場の処理水を利用して運
転しているため、
機能停止をやむなくされた。
⑶ 電気
災害時には神戸市全域で停電。関西電力で
は火力発電設備10箇所、変電設備50箇所が
それぞれ被害を受けた。
⑷ ガス
神戸市内の供給戸数は63万戸のうち、49.3
万戸に対して供給を停止した。
⑸ 廃棄物
災害時５箇所のクリーンセンターが全て運
転を停止した。臨海部にある３施設は液状化
現象に伴う地盤沈下による被害である。
⑹ 電信、電話
震災により、神戸地域加入者系通信ケー
ブルは121,950回線が被害を受け、交換機は
商用電源の停止とバックアップ電源の損壊
により、約285,000回線が故障した。 また、
17日は神戸方面に対し通常ピーク時の50倍、
18日は20倍程度の通話が集中した。
⑺ 輸送
道路の倒壊や陥没等が原因で生じた渋滞に
より多くの輸送ネットワークが中断し、主要
交差点では長らくの間大渋滞が発生した。ま
た、生活道路においては家屋の倒壊や火災等
によりネットワークは寸断され道路機能が長
期間失われた。
阪神大震災において特筆すべきは火災の延焼
であった。地震による出火と判定されたのは
175件（１月26日まで）でそのうち建物火災が
157件であった。ほとんどの火災の出火原因を
特定できる根拠が乏しい。しかし、全焼失面積
は約82万㎡、焼損棟数は7,386棟にも達した。
50,000㎡を超える火災は６件、10,000-50,000
㎡の火災は５件、5,000-10,000㎡を超える火災
が11件であった。また、焼損棟数を見ると長
田区水笠公園付近では1,311棟、長田区若松町
付近では997棟、兵庫区上沢通付近では700棟
と想像できないほどの家屋が焼失している。そ
こで、これらの火災を検証し、得られた教訓に
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ついて以下に示す。
＊火災に対する教訓
◦初期消火の対応(消防団・自主防災組織の
体制）
◦防火貯水槽の配置
◦延焼阻止帯（公園の再配置等）および沿道
の耐火構造化
◦情報伝達手段の確保
◦地域の防災リーダーの育成
◦危険物ストックの把握
◦防災拠点あるいは避難空間の確保
◦医療協力体制の確立
◦公幅員道路を軸とした街路計画（啓開・防
災道路含む）
◦市民意識の向上
これらのことから大震災の被害を少なくする
際、考えるべき状況を、地震発生直後、災害後
の一般的対応の２つの場合について考える必要
がある。
＊地震発生直後に考慮すべき事柄
◦発災情報の把握と危機管理体制
◦緊急車両優先道路網の計画（防災道路の
整備）
◦避難誘導システムの確立
◦緊急物資輸送計画

◦消防・救急体制の強化
◦防火貯水槽の設置計画
◦コミュニティーによる安否情報の収集
◦地域住民による緊急活動
◦緊急活動用機器の整備・設置
＊災害後の一般的対応
◦病院の耐震化および医薬品の備蓄
◦焼け止まりを考慮した街路網計画
◦家屋の不燃化・難燃化および耐震化
◦ライフラインの強化
◦防災拠点の設置
◦危険物の管理と隔離
◦防災情報、伝達、案内システムの構築
◦災害弱者対策（高齢者・身障者・子供・外
国人）
◦プライバシー保護・治安対策・防災リーダー
の育成
◦ボランティアの活用・効果的な援助の受け
入れ他
以上述べたように、これらの教訓を生かして
「災害に強いまち」を作ることが我々に課せら
れた課題でもある。
そのためにも継続的に研究・
調査・分析を深め「安心、安全、住みよい、住
みたい災害に強いまちづくり」を実現していく
必要がある。

【プロフィール】
高井

広行（たかい

ひろゆき）

学位：工学博士
日本都市計画学会

中国四国支部長

日本福祉のまちづくり学会
中国地方防災研究会

幹事

近畿大学工学部建築学科長
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中国四国副支部長

夢追人

九州支部からのメッセージ

プレゼンの力
〜各界のエキスパートに学ぶ
前九州支部長
株式会社 福山コンサルタント

山

本

洋

一

はじめに
《前略 2020東京オリンピックの招致は、最終
のプレゼンが決め手になったといわれていま
す。ひるがえって、われわれ建設コンサルタン
トの場合も、プロポーザルでのヒアリング、会
議・打合せでの資料説明、学会での論文発表
等々、内容の良し悪し以上に、プレゼンの巧拙
が評価を左右する局面が少なくありません。成
果品の最終評価（業務評定点）においても‘コ
ミュニケーション力’
、すなわち、顧客との応
答のプレゼンの印象が大きなウエイトを占めて
います。ついては、協会会員の皆さんのプレゼ
ン力の一層の向上に資するような一文を寄稿い
ただければ幸甚です》
。
《拝復 小生もプレゼン
の力について認識を新たにしており、まさに我
が意を得たり、の思いで拝読しました。荷の重
いテーマではありますが、これまで小生が各界
のエキスパートから学んだ実践的なテクニック
のいくつかをご紹介して、ご依頼にお応えした
ことにさせていただきます》
。というメールの
4 4 4
やり取りがあったことにして本題に入ります。

ブズ 驚異のプレゼン／カーマイン・ガロ」。
同書からいくつか引いてみましょう。①聞き
手が記憶できるメッセージはせいぜい３つで
ある。②10分たつと聴衆は話を聞かなくなる。
目先を変えよ。③聴衆が受け取る印象の60％
以上は内容ではなく身振りや話し振りである。
特に聴衆とのアイコンタクトが重要。④メモを
見ながらのプレゼンは最悪である。プレゼンを
芝居と心得よ。台本を見ながら演じる役者はい
ない。⑤質問に合わせて回答するな。用意した
回答に合うように質問をとらえ直せ。⑥自分に
しかわからないミスだと思ったら、そのまま触
れずにおく。同書は最後に「ジョブズが自信を
持って気楽にプレゼンをしているように見える
のは、何時間もの練習をするから」で、凄いプ
レゼン力を身につけたいと思えば、
「１に練習、
２に練習だ」と強調しています。つまりはそう
いうことですが、仮に練習不足で失敗したとし
ても心配には及びません。
「⑦謝らずにさらっ
と認め、にっこり笑って次に進む」というテク
ニックが用意されています。

ビジネス界から：S・ジョブズに学ぶ
iMac、iPod、iPhoneな ど、 革 新 的 な 製 品 で
世界を変えたといわれるスティーブ・ジョブズ
は、生前、世界一のプレゼンター、コミュニケー
ターとも称されていました。
「彼のプレゼンテ
クニックは近年の認知機能の研究成果を見事に
満たしている」とともに「アリストテレスが唱
えた人を説得する原則にも適っている」ことを
実証的に解き明かしたのが「スティーブ・ジョ

学界から：ササキ先生に学ぶ
「風土工学」を提唱されたササキ先生は、没
後10年を経たいまだに語り草の強烈かつ比類
のないキャラの方でもありました。かれこれ
20数年前のある学会でのことでした。司会者
が発表者の所属、氏名、テーマを紹介した後、
登壇した発表者が、またこれらを繰り返したん
ですね。間髪入れず『テーマも名前も司会者が
ゆーとるやないか。君の時間を無駄にするのは
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勝手やけど、他人の時間まで無駄にするな！』
。
一瞬、会場の空気が凍りつきました。この声の
主がササキ先生。別の学会でのこと。当時は
OHPを使っていたんですが、発表者が『見にく
い表で恐縮ですが』と説明に入りかけた時でし
た。すかさず、
『全然見えん、見えん資料は無
いのと一緒やで！』
。シーンは変わって、委員
会資料の事前説明の場。始まって４、５分が経
過した頃でした。黙って聞いていた先生がおも
むろに、『君なあ、僕、日本語はわかるねん』
。
一瞬、説明者がきょとんとしていると、
『読ん
だらわかることを、いちいち読み上げて何が説
明や！』。「あの〜」
「え〜と」はそれこそ無駄
なセリフで絶対の禁句。じゃあ、ご本人のプレ
ゼンはどうかというと、ストーリーが明快で、
要点がストン、ストンと頭に入る。
「ササキ先
生の話はメモを取る必要がない」と評されてい
ました。
司法界から：キャサリン・ダンスに学ぶ
彼女はカリフォルニア州捜査局特別捜査官
で、人間の動作から心理を分析する「キネクシ
ス」のエキスパートとして知られています。と
いっても小説の世界でのことですが（
「ロード
サイド・クロス／ジェフリー・ディーヴァー」
）
。
ダンスは語る。
『人間は３つの手段で意思伝達
を行なっているの。１つ目は「何を話すか」
。
言葉そのものの意味ね。ただし、信頼性はもっ
とも低いし、偽るのも一番簡単で情報伝達量が
もっとも乏しい手段なの。２つ目は「どう話す
か」。たとえば声の高さ、話す速度、頻繁に間
をおくかなど。そして３つ目が「キネクシス」
。
しぐさ、視線、呼吸、姿勢、物腰などボディラ
ンゲージね。尋問する側がもっとも重視するの
は２と３なの。話の内容そのものより、はるか
に多くを語るから』
。
彼女は尋問を、
被疑者が
「嘘
をつかない」であろう当たり障りのない質問か
ら始めます。そして、
「嘘をついていない場合
の基本動作」を把握した上で、本筋に入ります。
つまりこの基本動作から外れた反応を示した場
合には「嘘をついている」可能性がある、と見
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るわけです。
万一、
彼女の尋問を受ける羽目になった時は、
基本動作の段階で、嘘を混ぜておけば追及を逃
れることができるかもしれません。
社交界からも：銀座ホステスさんに学ぶ
〈
『急に部長に抜擢されて参ったよ』と言って
4 4 4
もうのみにしてはいけません。表情などから嬉
しそうな雰囲気を感じたら、抜擢されるまでの
苦労話が話せるような質問が、最高の話題提供
になるのです〉
。某日のYahoo!ポータルサイト
で目にした「銀座ホステスに学ぶ会話術」
。
『急
に降格されて参ったよ』の場合はうのみにして
もいいのかな？ 初対面の会話は結構気疲れ
するもので、
「オウム返し話法」がよく使われ
ますが、銀座ホステスは「３つのステップ」の
テクニックを駆使します。まず、相手がYESか
NOで答えやすいシンプルな質問で話しやすい
流れをつくる（この呼吸はダンスのテクニック
と同様）
。
次に、
ネクタイでも髪型でも、
眼に入っ
たものは‘なんでもいい’ので、褒める。とに
かく褒める。そして、話が弾みそうになったら
趣味などに会話を移していくのですが、あれこ
れ話題を振ってみて、相手が興味を示してくれ
ば、これを深掘りして広げていきます。
〈商談
前の雑談の時など、ビジネスシーンでも役に立
つ〉との触れ込みですが、相手も同じテクニッ
クで来るとどうなるか。YES ／ NOの‘どうで
もいい’やり取りがひとしきり続き、
‘なんで
もいい’褒め合いのステップに入りますが、誰
かが止めないと肝心の商談に入る前に時間切れ
となる恐れがありそうですね。
おわりに
4 4
以上に加えて、
「聞く力」
（引き のプレゼン）
を阿川佐和子さんから学べば備えは万全。プレ
ゼン力のアップが明るい展望を拓く、かどうか
は保証の限りではありませんが、少なくとも過
去にプレゼンで手痛い失敗を犯した方の‘倍返
し’の一助になれば幸いです。

会

務

平成25年度中国支部第43回通常総会
平成25年４月23日（火）
、広島市中区のKKR
ホテル広島において、会員会社の代表者、役員
その他関係者の出席のもと、第43回中国支部
通常総会が開催されました。
平成24年度の事業報告、収支決算の承認に
引き続き平成25年度活動計画、予算案の審議
が行われ満場一致で承認されました。
本年度は役員の改選が行われ、福成支部長の

福成支部長の挨拶

後任に復建調査設計㈱ 代表取締役社長の小田
新支部長が選任されました。また、平成24年
４月１日に一般社団法人に移行したことによ
り、中国支部細則の改定が承認されました。
総会終了後、協会副会長の藤本貴也氏の「公
共事業のシナリオ〜着実な社会資本整備への国
民的コンセンサスを定着させるために〜」と題
した特別講演が行われました。

小田新支部長の就任挨拶

藤本副会長の特別講演

役 員 会
◦第１回役員会
開催日：平成25年７月19日（金）
於：KKRホテル広島
内 容：⑴業務部会委員の推薦について
⑵中国支部旅費規程の改定について
⑶報告事項 建設コンサルタントの
要望と提案について 他５件

◦第２回役員会
開催日：平成26年１月28日（火）
於：KKRホテル広島
内 容：⑴技術部会技術委員会の構成変更に
ついて
⑵第44回定時総会の開催日程につ
いて
⑶第44回定時総会の議案について
⑷報告事項 ５件
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役員、部会委員の異動
◦支部長
復建調査設計株式会社

新支部長
小 田 秀 樹

前支部長
← 福 成 孝 三

新部会長
來 山 尚 義

前部会長
← 小 田 秀 樹

新部会長
林
喜代文

前部会長
← 信 井 文 明

◦総務部会長
復建調査設計株式会社
◦業務部会長
中電技術コンサルタント株式会社
◦業務部会委員
新委員
藤 原 博
井戸川
安 田 隆
横 山 俊
山 本 正

前委員
昭 ← 福 原 知
賢 ← 池 田 恵
男 ← 佐々木 仁
彦（新任）
司 ← 岡 村

新委員
株式会社荒谷建設コンサルタント
長谷山 弘
パシフィックコンサルタンツ株式会社 大 橋 昭

前委員
岡 幸
邊 武

いであ株式会社
大日本コンサルタント株式会社
株式会社陸地コンサルタント
中電技術コンサルタント株式会社
株式会社ウエスコ

昭
一
志
眞

◦技術部会委員
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志
宏

← 寺
← 渡

男
志

総

務

総務部会等の開催
◦第１回総務委員会・県部会合同会議
開催日：平成25年６月27日（木）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
議 題：平成25年度の活動について
第１回役員会の開催議題について
その他
◦第２回総務委員会
開催日：平成25年12月19日（木）
場 所：中国支部事務局
議 題：第２回役員会の開催議題について
第44回定時総会の開催について
その他

◦第１回独占禁止法に関する特別委員会
開催日：平成25年10月18日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
議 題：会員行動計画について
建設関連５団体独禁法講習会の開催
について
最近の話題について
◦第１回JCCA中国編集会議
開催日：平成25年11月５日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
議 題：JCCA中国vol.42の発刊について

国土交通功労表彰
平成25年度国土交通功労表彰は、中国地方整備局の平成24年度事業を対象として平成25年７月
16日（火）にＫＫＲホテル広島で表彰式が行われました。中国支部会員の受賞状況は次のとおり
です。
◦業務関係受賞者
種

別

受賞総数

会員の受賞数 会員の比率（％）

優良業務請負団体表彰（局長）

23

15

65.2

優良業務請負団体表彰（事務所長）

40

31

77.5

63

46

73.0

優秀建設技術者表彰（局長）

12

8

66.7

優秀建設技術者表彰（事務所長）

34

27

79.4

小

計

小

計

46

35

76.1

合

計

109

81

74.3
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栗田局長による会員の受賞

栗田局長による会員の受賞

◦優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

株 式 会 社 ウ エ ス コ

益田管内交安測量設計業
務

株式会社建設技術研究所

尾原ダム観測データとり
まとめ他業務

村越
関谷
出雲河川事務所
深江
小川

重紀
明
宏司
和延

41
53
44
45

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

出雲・湖陵道路外道路詳
細設計外業務

吉森
石田
松 江 国 道 事 務 所 錦織
山本
渡部

誠
滋樹
真樹
研一
和也

38
52
39
38
40

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

三刀屋拡幅里熊大橋詳細
設計業務

高
梶田
松江国道事務所 大原
呉
福

龍
順一
誠
正林
順司

40
62
53
54
56

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

岡山環状南道路道路設計
業務

石田
中村
岡 山 国 道 事 務 所 川崎
浴田
安部

友英
良信
英司
浩義
隆久

51
57
39
38
56

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

八千代エンジニヤリング
株式会社

国道2号大樋橋拡幅設計
業務

高垣
岡田
岡 山 国 道 事 務 所 濱頭
山口
淺原

俊宏
稔規
憲男
隆憲
孝

44
56
48
43
40

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株 式会社

福山管内道路整備効果検
討業務

船田
臼田
福山河川国道事務所
前川
馬場

尚吾
鉄也
朝尚
拓也

39
32
26
32

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

新日本技研株式会社

復建調査設計株式会社

10

名

和田
浩
青山
勝
浜田河川国道事務所 中 島 喜 久 義
秋 田 悦 史
高 原 幹 夫

中電技術コンサルタント
株式会社

局長表彰

務

Vol.42

長

大

54
42
50
42
43

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

◦優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

務

名

事務所名

氏

田崎
古味
福山河川国道事務所 萬 谷
西本
大杉

名

場

賢治
敏行
直哉
柤忠
敏之

45
58
37
39
38

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

山下 大輔
森
充弘
鳥羽 正敏
砂川真太朗

−
−
−
−

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

大日本コンサルタント
株式会社

福山地区耐震補強設計
業務

い で あ 株 式 会 社

太田川・小瀬川流域洪水
予測精度検討業務

太田川河川事務所

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

広島国道管内交通事故調
査検討業務

林
松沼
広島国道事務所
渡部
大近

祐志
毅
数樹
翔二

42
36
33
29

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

宇部・下関管内修繕設計
外業務

山本
福光
山口河川国道事務所 桝 屋
高橋
八谷

悟
年宏
博志
光紀
昌宏

−
−
−
−
−

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

国 際 航 業 株 式 会 社

苫田ダム情報管理システ
ム構築業務

島田
徹
本間 君枝
苫田ダム管理所
石綿 利光
吉岡小百合

52
35
35
31

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
建 設 環 境 研 究 所

弥栄ダム定期検査報告書
作成業務

大本
佐藤
弥栄ダム管理所
野口
野頼

家正
隆善
光男
成嘉

66
48
58
44

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

西部技術コンサルタント
株式会社

鳥取自動車道敷地調査
業務

中山
竹岡
岡山国道事務所
福田
松浦

哲也
剛
史士
陽介

44
41
35
29

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

木与地区地質探査業務

河戸
内田
山口河川国道事務所
影浦
吉田

克志
浩一
亮太
直貴

45
40
28
40

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

局長表彰

大日本コンサルタント
株式会社

◦優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

担当技術者
年齢
立

会

社

名

業

務

名

事務所名

氏

株 式 会 社 ウ エ ス コ

鳥取西道路環境管理業務

大嶋
劒持
鳥取河川国道事務所
松岡
森定

中電技術コンサルタント
株式会社

千代川上流改修方策他検
討業務

末本
佐藤
鳥取河川国道事務所
宮本
山本

事務所長
表
彰

名

担当技術者
年齢
立

場

辰也
康弘
輝樹
伸

48
44
44
42

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

剛志
孝治
剛
泰督

43
41
39
28

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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◦優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

会

社

名

12

務

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

株式会社
荒谷建設コンサルタント

倉吉管内トンネル点検
業務

河野
松岡
倉吉河川国道事務所
角
遠藤

国 際 航 業 株 式 会 社

天神川流域砂防施設検討
手法整理他業務

岩田
高橋
倉吉河川国道事務所
竹屋
青木

幸泰
研二
雄介
信哉

40
56
41
31

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

倉吉管内道路行政マネジ
メント検討業務

関原
榎
倉吉河川国道事務所
小川
藤見

敏裕
計志
誠
俊彦

37
46
54
32

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成24 年度日野川砂防
地域自然環境現地調査
（両・爬・哺）業務

山田
増永
吉津
浮田

勝美
功
祐子
健一

−
−
−
−

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

浜田・三隅道路ランプ橋
詳細設計業務

高
田渕
浜田河川国道事務所 吉 國
村上
松本

龍
智秀
大介
陽子
真幸

40
45
40
37
25

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中電技術コンサルタント
株式会社

高津川・江の川水文観測
所更新計画検討業務

大森
小山
浜田河川国道事務所 池 田
山本
佃

嘉郎
正之
寛
竜男
寛介

41
52
27
49
28

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

復建調査設計株式会社

島根西部地域道路検討業
務

竹葉
酒井
浜田河川国道事務所
平井
楢崎

克浩
秀和
健二
茂

51
36
34
39

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
建 設 環 境 研 究 所

志津見ダム自然環境モニ
タリング調査業務

井上
細井
出雲河川事務所
安藤
吉本

修
衛
義範
茂樹

49
50
45
42

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

松江国道管内修繕測量設
計業務

松原
李
松江国道事務所
余村
國廣

昌利
宏樹
英純
義徳

−
−
−
−

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

出雲湖陵道路東神西トン
ネル詳細設計業務

高根
今村
松江国道事務所 片山
西浦
浅野

努
博行
武
清貴
豊

43
42
35
33
50

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株 式 会 社 ウ エ ス コ

高梁川水系動植物他環境
調査業務

中島
野嶋
岡山河川事務所
笹田
松下

悟
宏一
直樹
太郎

52
47
44
37

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

新日本技研株式会社

事務所長
表
彰

業

Vol.42

日野川河川事務所

秀生
誠二
義隆
修一

−
−
−
−

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

◦優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

株 式 会 社 ウ エ ス コ

事務所長
表
彰

務

名

国道2 号備前市沿道環境
対策設計業務

株式会社
荒谷建設コンサルタント

木原道路福地地区外用地
調査等業務

株式会社
建 設 環 境 研 究 所

灰塚ダム水質改善策検討
業務

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

岡山国道事務所

岸
泰之
松岡 輝樹
平 謙次郎
冨田 修一
井落 久貴

44
44
40
38
38

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

福山河川国道事務所

下田 俊則
藤川 義徳
石井志津夫
田口 雄二
塩入 康裕

−
−
−
−
−

主任担当者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

三次河川国道事務所

東根
佐藤
本間
西山

聡
隆善
隆満
善則

54
48
36
50

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

太田川河川事務所

藤井
森岡
浅利
松井
吉村

登
敬士
貴之
秀樹
崇

−
−
−
−
−

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

太田川河川事務所

荒木
岩田
倉本
杉原

義則
直樹
和正
成満

48
47
44
33

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

大輔
康紀
芳弘
晃一

39
42
42
41

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

い で あ 株 式 会 社

太田川緊急河川敷道路詳
細設計外業務

中電技術コンサルタント
株式会社

広島西部山系斜面崩壊危
険度評価予測検討業務

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

太田川・小瀬川津波対応
検討業務

太田川河川事務所

原田
阿部
赤塚
亀田

株 式 会 社 ウ エ ス コ

広島国道トンネル点検
業務

広島国道事務所

服部
河原
安井

明彦
敏之
健博

49
54
44

管理技術者
担当技術者
担当技術者

広島国道事務所

田渕
高
深瀬
大原
川平

智秀
龍
修明
誠
英史

45
40
48
53
38

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

山口河川国道事務所

鳥居
中西
北田
土肥

敏
昭友
憲嗣
清

45
49
41
43

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

山口河川国道事務所

田渕
梶田
高
大原
深瀬

智秀
順一
龍
誠
修明

45
62
40
53
48

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

山口河川国道事務所

塩釜
船田
臼田
馬場

浩之
尚吾
鉄也
拓也

50
39
32
32

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

新日本技研株式会社

安芸バイパス八本松
IC 橋詳細設計業務

応 用 地 質 株 式 会 社

山口管内東部トンネル
点検業務

新日本技研株式会社

長門俵山道路柿木原第
1 橋外予備設計業務

株 式 会社

山口管内道路行政マネジ
メント検討業務

長

大
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◦優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

事務所長
表
彰

会

社

名

業

務

名

復建調査設計株式会社

佐波川護岸等測量設計
外業務

株式会社
建 設 技 術 研 究 所

八田原ダム暫定操作規則
検討業務

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

山口河川国道事務所

均
雄二
裕次
一政
勝恒

42
54
52
42
50

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

八田原ダム管理所

北川
永谷
西口
大屋

照晃
言
祐輝
彩

43
35
33
30

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

温井ダム管理所

吉井
藤井
岡村
山本
的場

勝己
英俊
幸壽
竜男
健

51
64
51
49
41

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中国技術事務所

佐藤
武政
久賀
福井

弘行
学
真一
謙三

59
42
42
58

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

51
41
39
38

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中電技術コンサルタント
株式会社

温井ダム電気通信設備設
計業務

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

中国地方道路防災技術資
料作成業務

大日本コンサルタント
株式会社

応急組立橋の迅速な架設
方法検討業務

中国技術事務所

原田 政彦
松尾聡一郎
西本 柤忠
大杉 敏之

国 際 航 業 株 式 会 社

浜田港福井地区臨港道路
路線測量等業務

境 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

大泉
政野
西村
神田

純也
敦臣
大助
広信

43
43
42
41

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

広島港湾空港技
術 調 査 事 務 所

石河
渡辺
鶴田
亀田
辻
辻尾
小西

雅典
武志
賢司
晃一
貴仁
大樹
陽右

45
46
42
41
36
33
36

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

パシフィックコンサルタンツ 広 島 港 海 岸 中 央 東 地 区
株式会社 （矢野）（東部）護岸設計

◦『国土交通功労者』優秀建設技術者表彰
表彰区分

部門

氏名

会社名

業務名

事務所名

土

木

和田

浩

株 式 会 社 ウ エ ス コ

益田管内交安測量設計業務 浜田河川国道事務所

土

木

村越

重紀

株式会社
建 設 技 術 研 究 所

尾原ダム観測データとりま
出雲河川事務所
とめ他業務

土

木

吉森

誠

中電技術コンサルタント
株式会社

出雲・湖陵道路外道路詳細
松江国道事務所
設計外業務

土

木

田崎

賢治

大日本コンサルタント
株式会社

福山地区耐震補強設計業務 福山河川国道事務所

土

木

林

祐志

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

広島国道管内交通事故調査
広島国道事務所
検討業務

土

木

山本

悟

株式会社
荒谷建設コンサルタント

宇部・下関管内修繕設計外
山口河川国道事務所
業務

局長表彰

14

場

松井
木村
中野
柴田
内田
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◦『国土交通功労者』優秀建設技術者表彰
表彰区分

部門

氏名

会社名

事務所名

土

木

島田

徹

国 際 航 業 株 式 会 社

苫田ダム情報管理システム
苫田ダム管理所
構築業務

土

木

大本

家正

株式会社
建 設 環 境 研 究 所

弥栄ダム定期検査報告書作
弥栄ダム管理所
成業務

土

木

岩田

幸泰

国 際 航 業 株 式 会 社

天神川流域砂防施設検討手
倉吉河川国道事務所
法整理他業務

土

木

河野

秀生

株式会社
荒谷建設コンサルタント

倉吉管内トンネル点検業務 倉吉河川国道事務所

土

木

山田

勝美

株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成24 年度日野川砂防地
域自然環境現地調査（両・ 日野川河川事務所
爬・哺）業務

土

木

大森

嘉郎

中電技術コンサルタント
株式会社

高津川・江の川水文観測所
浜田河川国道事務所
更新計画検討業務

土

木

高

龍

新日本技研株式会社

浜田・三隅道路ランプ橋詳
浜田河川国道事務所
細設計業務

土

木

井上

修

株式会社
建 設 環 境 研 究 所

志津見ダム自然環境モニタ
出雲河川事務所
リング調査業務

土

木

高

龍

新日本技研株式会社

三刀屋拡幅里熊大橋詳細設
松江国道事務所
計業務

土

木

高 根

努

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

出雲湖陵道路東神西トンネ
松江国道事務所
ル詳細設計業務

土

木

松原

昌利

株式会社
荒谷建設コンサルタント

松江国道管内修繕測量設計
松江国道事務所
業務

土

木

中島

悟

株 式 会 社 ウ エ ス コ

高梁川水系動植物他環境調
岡山河川事務所
査業務

土

木

岸

泰之

株 式 会 社 ウ エ ス コ

国道2 号備前市沿道環境対
岡山国道事務所
策設計業務

測

量

中山

哲也

西部技術コンサルタント
株式会社

鳥取自動車道敷地調査業務 岡山国道事務所

土

木

船田

尚吾

株 式 会 社

大

福山管内道路整備効果検討
福山河川国道事務所
業務

補

償

下田

俊則

株式会社
荒谷建設コサルタント

木原道路福地地区外用地調
福山河川国道事務所
査等業務

土

木

荒木

義則

中電技術コンサルタント
株式会社

広島西部山系斜面崩壊危険
太田川河川事務所
度評価予測検討業務

土

木

藤井

登

い で あ 株 式 会 社

太田川緊急河川敷道路詳細
太田川河川事務所
設計外業務

土

木

山下

大輔

い で あ 株 式 会 社

太田川・小瀬川流域洪水予
太田川河川事務所
測精度検討業務

土

木

田渕

智秀

新日本技研株式会社

安芸バイパス八本松IC橋詳
広島国道事務所
細設計業務

土

木

塩釜

浩之

株 式 会 社

大

山口管内道路行政マネジメ
山口河川国道事務所
ント検討業務

土

木

田渕

智秀

新日本技研株式会社

長門俵山道路柿木原第1 橋
山口河川国道事務所
外予備設計業務

局長表彰

事務所長
表
彰

業務名

長

長
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◦『国土交通功労者』優秀建設技術者表彰
表彰区分

事務所長
表
彰

16

部門

氏名

会社名

業務名

事務所名

土

木

鳥居

敏

応 用 地 質 株 式 会 社

山口管内東部トンネル点検
山口河川国道事務所
業務

地
調

質
査

河戸

克志

大日本コンサルタント
株式会社

木与地区地質探査業務

土

木

北川

照晃

株式会社
建 設 技 術 研 究 所

八田原ダム暫定操作規則検
八田原ダム管理所
討業務

土

木

吉井

勝己

中電技術コンサルタント
株式会社

温井ダム電気通信設備設計
温井ダム管理所
業務

土

木

佐藤

弘行

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

中国地方道路防災技術資料
中国技術事務所
作成業務

港
空

湾
港

大泉

純也

国 際 航 業 株 式 会 社

浜田港福井地区臨港道路
境港湾・空港整備事務所
路線測量等業務

港
空

湾
港

石河

雅典

パシフィックコンサルタンツ 広 島 港 海 岸 中 央 東 地 区 広島港湾空港技術調査事
株式会社 （矢野）
（東部）護岸設計
務所
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山口河川国道事務所

◦優秀建設技術者のプロフィール
◇中国地方整備局局長表彰
◦和田
浩氏
年齢：54歳
職位：株式会社 ウエスコ
浜田支店技術部 副部長
趣味：スポーツ観戦、読書、石見神楽
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「益田管
内交安測量設計業務」に対し、中国地方整
備局長より優良業務表彰ならびに優秀建設
技術者表彰を賜り、誠にありがとうござい
ます。業務を通してご指導を賜りました浜
田河川国道事務所の関係者の皆様には、心
より厚く御礼を申し上げます。
本業務は、益田国道維持出張所管内の交
通安全事業箇所において視距改良を目的と
した道路線形改良設計、法面設計、RC床
版橋の補強設計、地すべり対策に関する協
議資料作成と測量を行ったものです。過年
度成果の整理・課題と地元要望に対する代

替案の作成、降雨により発生した斜面崩壊
への迅速な現場対応と対策工の提出、施工
中に生じた課題への迅速な対応など、発注
者との密なコミュニケーションを図り円滑
に業務を遂行したことが高く評価されたも
のと考えます。
この受賞を励みとし、今後も国民の安全
で安心な生活を担う社会資本の整備に貢献
できるよう、更なる技術力の向上を目指し
て自己研鑽に努めていく所存です。今後と
も、皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。

◇中国地方整備局局長表彰
◦村越 重紀 氏
年齢：41歳
職位：株式会社 建設技術研究所
東京本社 水理センター 次長
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施いたしました「尾
原ダム観測データ等とりまとめ業務」に対
し、中国地方整備局長より優良業務表彰な
らびに優良技術者表彰を賜りました。業務
期間中、ご指導いただきました出雲河川事
務所の皆様に厚く御礼申し上げます。
本業務は尾原ダムからの放流に伴って発
生する騒音について、発生要因を特定する
とともに、騒音低減策について検討を行っ
たものです。騒音の発生要因は水理模型実
験により検討しました。また騒音低減対策
については水理的対策と音響的対策につい

て、騒音低減効果を推定しました。本業務
の実施にあたっては、社内において水理模
型実験、ダム設計、騒音関連の専門技術者
によるプロジェクトチームを結成し、設立
された「検討会」の委員との調整も含めて
円滑に業務を遂行したことが評価されたも
のと思っております。
今回の受賞を励みに、これから迎える社
会資本整備の様々な技術的課題に対応でき
るように、後進の指導も含め、日々精進し
ていきたいと思います。ありがとうござい
ました。
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◇中国地方整備局局長表彰
◦吉森
誠氏
年齢：38歳
職位：中電技術コンサルタント 株式会社
道路･臨海本部 道路部 第一グループ
主査
趣味：釣り、サッカー
◦受賞業務の概要と感想
この度、
「出雲・湖陵道路外道路詳細設計
外業務」に対し、中国地方整備局長より優良
業務請負団体表彰ならびに優秀建設技術者
表彰を賜りましたことは、この上ない喜びで
あり光栄に思っております。業務を通してご
指導いただきました松江国道事務所の皆様に
は、心より厚く御礼を申し上げます。
本業務は、一般国道９号出雲・湖陵道路
の道路詳細設計および今後の事業展開に資
する工事工程計画の立案を行ったものであ
り、現地状況を十分に確認し、施工時の課

題・問題点を的確に捉えるとともに、地元
を含めた関係機関との協議を円滑に進める
必要がある中、
「専門技術力」のみならず
「迅速性・弾力性」や「コミュニケーション」
に注力し、発注者との良好な信頼関係を構
築し業務を遂行したことが評価されたもの
と思っております。
今回の受賞を励みに継続的かつ着実に自
己研鑽を重ね、今後の社会資本整備に微力な
がら貢献できるよう日々精進していく所存で
す。この度は誠にありがとうございました。

◇中国地方整備局局長表彰
◦田崎

賢治 氏

年齢：45歳
職位：大日本コンサルタント 株式会社
室長（部長職位）
趣味：釣り、旅行
◦受賞業務の概要と感想
福山河川国道事務所管内における橋梁９橋

評価では、過去の実験や高度な解析技術によ

に対する耐震補強設計業務。最終的に既設橋

る評価結果を活用して基礎補強の判断材料と

の耐震補強に関する事務連絡が出され、地整

するとともに、制震ダンパー等を用いた橋梁全

方針を決定して頂きましたが、事前に平成24年

体系補強を検討し、支承や基礎に対する影響

道示を既設橋の耐震補強設計に適用する場合

も見ながら最適工法を選定することで、大規

の課題点を具体的に整理し、最新知見の情報

模な仮設工の回避とコスト縮減を図りました。

収集や方針決定後の社内実施体制の集中的増

今回の受賞を励みとし、現場条件に則し

強により短期間で設計を完了しました。また、

たより一層の技術の研鑽と将来を担う若手

新設アンカーと既設鉄筋の干渉を避けるため、

技術者の技術力、モチベーションの向上に

現地の鉄筋探査を早い段階で全数実施し設計

努める所存でございます。
今後とも御指導、
御鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

に反映することで、現場施工に配慮した成果品
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質を確保しました。さらに、基礎部の耐荷力
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◇中国地方整備局局長表彰
◦林
祐志 氏
年齢：42歳
職位：株式会社 オリエンタルコンサルタンツ
ＳＣ事業本部 交通技術部 主監
趣味：ドライブ、旅行
◦受賞業務の概要と感想
本業務は、広島国道事務所管内の交通事
故削減のため、国土交通省が全国で展開し
ている「事故ゼロプラン」に取り組んだも
のです。この度の受賞は、交通事故対策の
PDCAサイクルを効果的に実践し、成果の
上がるマネジメントを展開したことが評価
されたものと考えています。主な成果は以
下のとおりです。
①Ｐｌａｎ：広島市街地の地域特性を考
慮し、効果が期待できる事故対策を策定
②Ｄｏ：関係機関との綿密な現地検討会
等、迅速な対策施工に繋がる協議を実施

③Ｃｈｅｃｋ：事故要因と関連する交通
挙動に着目し、対策をスピーディーに評価
④Ａｃｔｉｏｎ：事故ゼロプラン箇所に
ついて、効果が最大となる整備優先度を検討
今回の受賞を励みにし、
今後とも交通事
故ゼロの社会を実現するため、
更に知恵を
絞り、
工夫を凝らし、安全であんしんな道
路交通環境づくりに貢献していく所存で
す。末筆となりましたが、本業務を通じて
ご指導いただきました広島国道事務所の皆
様には心より厚く御礼を申し上げます。

◇中国地方整備局局長表彰
◦山本
悟氏
職位：株式会社 荒谷建設コンサルタント
コンサルタント第１部 副部長
趣味：サッカー観戦
◦受賞業務の概要と感想
この度、弊社が実施しました「宇部・下
関管内修繕設計外業務」に対し、中国地方
整備局長より優良業務請負団体表彰ならび
に優秀建設技術者表彰を賜りました。ここ
に関係者の皆様へ厚く御礼を申し上げると
ともに業務履行中にご指導いただきました
山口河川国道事務所の皆様に心より感謝申
し上げます。
本業務は、宇部・下関管内における防災
対策箇所、地元及び国道維持出張所の要望
箇所、橋梁及びトンネル等の補修箇所にお
いて、対策工の比較や詳細設計、地元要望
内容の検討や地元説明及び構造物関連の資

料作成等を行ったものです。
作業項目が多く、様々な分野の技術者が
作業する中で、業務を担当した測量、調査、
設計（道路・トンネル・橋梁・メンテナンス・
港湾）の技術者が知恵を出し、迅速に作業
を遂行するとともに“成果品の品質確保・
向上”を目標として作業に取り組んだこと
が高評価につながったものと考えます。
今回の受賞を励みに今後とも自己研鑽に
努め、発注者、工事関係者、利用者の方々
に喜んでいただける成果品づくりを目指
し、社会に貢献していきたいと考えます。
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◇中国地方整備局局長表彰
◦島田
徹氏
年齢：53歳
職位：国際航業 株式会社
東日本事業本部 第二技術部
事業企画担当部長
趣味：写真・トレイルウォーキング
◦受賞業務の概要と感想
この度は大変栄誉ある表彰をいただき、
社員一同で感謝しています。業務の進捗に
あたり、様々なご指導・ご尽力を賜りまし
た苫田ダム管理所職員の皆様に、この場を
お借りして御礼申し上げます。
本業務は、少人数で管理・運用している
ダム管理所において、効率的なダム管理を
目的として、様々な資料等の検索・閲覧が
可能なデータベースシステムを構築したもの
です。システム構築にあたっては、高額な
GISソフトではなくフリーライセンスのソフト
ウェアを利用し、背景図４種
（平面図、地形

図、航空写真、ＬＰデータ）上に、河川占用・
協議に関わる資料、環境調査資料、堆砂測
量資料などのデータを配置し、地図上での
検索やキーワード検索などの機能を持たせ、
加えて職員様により容易にデータ更新の行
えるシステムとして構築しました。
このような業務に取り組む機会を得ら
れ、さらにお客様にご満足いただけました
ことは、担当者全員の喜びであり、励みに
なることです。今後も一層の技術向上を心
がけ、国土交通行政の下支えの一部になれ
るよう精進したいと思います。

◇中国地方整備局局長表彰
◦大本 家正 氏
年齢：66歳
職位：株式会社 建設環境研究所
技術本部 技師長
趣味：海岸堤防での魚釣り
◦受賞業務の概要と感想
本業務は、コンクリートダムの維持管理業
務の一環として「ダム定期検査の手引き」に
従い、ダム本体や貯水池及びその周辺などに
ついて、各種観測データ及び現地調査を元
に、安全性の評価等を行い、
「弥栄ダム定期
検査資料（案）」を作成したものです。
業務契約後、定期検査実施までの期間が
短かったことから、実施体制の重点化を図る
と共に、発注者との密なコミュニケーションに
より迅速な対応を行い計画工程通りに業務を
遂行することができました。また、様々な課
題に対する対処方針の提案を行うとともに、
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今後の定期検査におけるデータ整理作業の
軽減化のため、入出力シート、各種データの
書式の統一化を図りました。こうした取組み
が今回評価されたものと考えております。
業務執行にあたりまして、ご指導いただき
ました弥栄ダム管理所の皆様方には心より感
謝申し上げます。ありがとうございました。
今回の受賞を機に一層自己研鑽に励み、
ダム等の維持管理業務を含めて社会資本整
備に微力ながら貢献出来るよう努めてまい
りたいと考えております。

平成25年度災害時対応演習
災害時対応演習は、
「災害時行動計画」に基
づき、災害対策本部、災害対策現地本部、並び
に各災害対策支部が参加して、大災害の発生を
想定して演習を行いました。本年度は宮城県沿
岸部〜内陸部における大規模地震・津波が発生
した場合を想定して、災害対策現地本部からの
復旧支援要請に、各支部から支援者を派遣する
ための情報伝達訓練を実施しました。中国支部
では会員会社の協力のもとに、
「当社の被災状
況について」報告を受けました。

災害時対応演習（災害対策中国支部）の状況

地震発生の概要
発生日時：平成25年９月２日（日）11：00
発生地域：宮城県沿岸部〜内陸部
発生規模：大規模地震（マグニチュード 9.0）
、大津波警報
被災状況：死者947名、行方不明者1,994名、建物全壊半壊多数
河川、道路、港湾、空港、の大規模被害
ライフラインの供給不可、交通機関の運行不可等
演習の主目的
本部、現地本部、他支部との情報伝達機能のチェック
支部と会員各社との情報伝達機能のチェック
情報伝達様式の統一を図る
発注機関に協力して行う防災演習
平成25年11月13日（水）に実施された中国地方整備局の「平成25年度地震・津波対策訓練」に
参加しました。演習は情報伝達機能のチェックとして、中国地方整備局との災害協定に基づき、
最新の業務実施体制の提出要請を受け、速やかに提出しました。
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ＲＣＣＭ資格試験
◦RCCM登録更新講習会
平成25年度 RCCM登録更新講習会会場別受講人数
講習会場

会場別集計

受講
地区別集計

会場別集計

（001）

209

札幌午後

（002）

274

仙台午前

（003）

263

仙台午後

（004）

305

新潟

（005）

128

東京１午前

（006）

248

250

東京１午後

（007）

315

313

東京２午前

（008）

175

東京２午後

（009）

166

東京３午前

（010）

137

135

東京３午後

（011）

264

263

名古屋１午前

（012）

240

240

名古屋１午後

（013）

233

名古屋２午前

（014）

85

名古屋２午後

（015）

106

106

大阪１午前

（016）

273

272

大阪１午後

（017）

298

大阪２午前

（018）

115

大阪２午後

（019）

140

高松午前

（020）

166

高松午後

（021）

132

広島午前

（022）

202

広島午後

（023）

252

福岡１午前

（024）

276

福岡１午後

（025）

286

福岡２午前

（026）

100

福岡２午後

（027）

159

那覇

（028）

171

171

171

171

5,718

5,718

5,696

5,696

Vol.42

計

483
568
128

1,305

664

826

209

地区別集計

札幌午前

総

22

申込

272
262
305
128

174
166

231
84

299
115

481
567
128

1,301

661

824

138
298
454

166
132
200
248

298
448

277
821

285
97

817

158

◦平成25年度RCCM資格試験実施結果
平成25年度 ＲＣＣＭ受験地別・部門別・合格率
部 門
コード

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

部 門
コード

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

部門名

受験者 合格者 合格率

河川、砂防及び海岸・海洋 796 201
港湾及び空港
156
50
電力土木
29
18
道路
1,474 379
鉄道
32
19
上水道及び工業用水道 272
97
下水道
326 108
農業土木
254
97
森林土木
119
44
造園
63
28
都市計画及び地方計画 220
77
地質
137
47
土質及び基礎
455 149
鋼構造及びコンクリート 688 281
トンネル
67
30
施工計画、施工設備及び積算 315
92
建設環境
201
53
機械
16
8
水産土木
41
20
電気電子
144
50
廃棄物
13
5
建設情報
109
39
合
計
5,927 1,892

部門名

河川、砂防及び海岸・海洋
港湾及び空港
電力土木
道路
鉄道
上水道及び工業用水道
下水道
農業土木
森林土木
造園
都市計画及び地方計画
地質
土質及び基礎
鋼構造及びコンクリート
トンネル
施工計画、施工設備及び積算
建設環境
機械
水産土木
電気電子
廃棄物
建設情報
合
計

札
受験者

98
13
2
144
2
6
5
26
4
5
6
11
36
58
3
17
46
0
12
16
0
10
520

東

合格者

25.3
141
32.1
54
62.1
6
25.7
290
59.4
10
35.7
47
33.1
103
38.2
38
37.0
27
44.4
24
35.0
82
34.3
25
32.7
75
40.8
163
44.8
16
29.2
92
26.4
45
50.0
12
48.8
5
34.7
52
38.5
5
35.8
32
31.9 1,344

43
10
4
64
5
11
32
13
7
14
28
14
30
67
4
31
11
7
2
18
2
10
427

幌

合格者

京

受験者

大
合格率

合格者

30.5
175
18.5
13
66.7
4
22.1
264
50.0
9
23.4
60
31.1
66
34.2
24
25.9
12
58.3
17
34.1
33
56.0
33
40.0
82
41.1
141
25.0
12
33.7
41
24.4
37
58.3
0
40.0
1
34.6
34
40.0
2
31.3
25
31.8 1,085

21
4
2
80
7
20
31
9
4
8
7
14
30
62
8
10
14
0
0
9
0
13
353

名古屋
合格率

受験者

19 19.4
4 30.8
0
0.0
29 20.1
2 100.0
2 33.3
2 40.0
11 42.3
3 75.0
1 20.0
3 50.0
5 45.5
14 38.9
19 32.8
2 66.7
6 35.3
10 21.7
0
0.0
7 58.3
8 50.0
0
0.0
1 10.0
148 28.5

71
10
7
161
5
51
30
28
15
5
34
15
45
82
3
35
19
1
3
10
1
16
647

合格者

阪

受験者

仙
合格率

受験者

28 39.4
5 50.0
7 100.0
30 18.6
2 40.0
17 33.3
12 40.0
16 57.1
10 66.7
2 40.0
19 55.9
7 46.7
13 28.9
31 37.8
1 33.3
16 45.7
5 26.3
1 100.0
1 33.3
4 40.0
1 100.0
5 31.3
233 36.0

85
11
2
175
3
25
27
32
17
0
18
27
58
69
9
43
9
0
6
4
4
6
630

福
合格率

受験者

12.0
157
30.8
31
50.0
5
30.3
294
77.8
2
33.3
43
47.0
58
37.5
81
33.3
33
47.1
6
21.2
33
42.4
18
36.6
101
44.0
125
66.7
17
24.4
47
37.8
23
0.0
3
0.0
12
26.5
20
0.0
0
52.0
14
32.5 1,123

台

合格者

岡

合格者

受験者

16 18.8
4 36.4
2 100.0
51 29.1
1 33.3
16 64.0
8 29.6
12 37.5
5 29.4
0
0.0
5 27.8
1
3.7
5
8.6
19 27.5
2 22.2
14 32.6
3 33.3
0
0.0
3 50.0
1 25.0
1 25.0
0
0.0
169 26.8

67
15
2
97
1
27
27
14
11
2
6
7
41
41
7
20
13
0
0
5
1
6
410

覇

受験者

合格者

合格率

50 31.8
15 48.4
2 40.0
84 28.6
2 100.0
17 39.5
17 29.3
28 34.6
11 33.3
2 33.3
10 30.3
4 22.2
42 41.6
55 44.0
8 47.1
8 17.0
5 21.7
0
0.0
7 58.3
9 45.0
0
0.0
7 50.0
383 34.1

2
9
1
49
0
13
10
11
0
4
8
1
17
9
0
20
9
0
2
3
0
0
168

0
0
0
13
0
1
1
1
0
0
3
0
2
5
0
2
1
0
0
1
0
0
30

0.0
0.0
0.0
26.5
0.0
7.7
10.0
9.1
0.0
0.0
37.5
0.0
11.8
55.6
0.0
10.0
11.1
0.0
0.0
33.3
0.0
0.0
17.9

広
合格率

那
合格率

島

合格者

合格率

24 35.8
8 53.3
1 50.0
28 28.9
0
0.0
13 48.1
5 18.5
7 50.0
4 36.4
1 50.0
2 33.3
2 28.6
13 31.7
23 56.1
5 71.4
5 25.0
4 30.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1 100.0
3 50.0
149 36.3
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建設関連５団体共催独禁法講習会
開催日：平成25年10月23日（水）
場 所：広島県民文化センター
主 催：建設コンサルタンツ協会中国支部、日本補償コンサルタント協会、
全国上下水道コンサルタント協会中国・四国支部、全側連中国地区協議会、
中国地質調査業協会
内 容：・独占禁止法の遵守について
公正取引委員会事務総局中国支所 永井佐保子 氏
・建設コンサルタント業務等の入札契約制度について
中国地方整備局技術管理課長 堀江
豊氏

中国地方整備局 堀江技術管理課長の講演

公正取引委員会 永井氏の講演

建設技術フォーラム2013 in 広島
建設技術フォーラム2013 in 広島は、エコ・
イノベーションメッセと共同開催により、平成
25年11月22日（金） 〜 11月23日（土）に 広 島 産
業会館において開催されました。
135の企業・団体の協力のもとに、新しいま
ち創りをテーマとして環境技術とイノベーショ
ンを軸に、展示会、講演、セミナーが開催され

建設技術フォーラム
オープニングのテープカット
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ました。
当協会からは㈱ウエスコの「航空レーザー計
測、地上レーザー計測、ＭＭＳ（モービルマッ
ピングシステム）
」と㈱東京建設コンサルタン
トの「ドップラー水象レーダによる流況モニタ
リング技術の紹介」の、新しい技術が出展され
ました。

建設技術フォーラムに出展した会員企業

鳥取県との懇談会
鳥取県委員会

委員長

アサヒコンサルタント株式会社

今回で３回目となりました、建設コンサルタ
ンツ協会中国支部、鳥取県委員会及び鳥取県県
土整備部との意見交換会を平成25年11月28日
に開催しました。
隅委員長の開催挨拶の後、建コン協出席者の
紹介、小田中国支部長・山口県土整備部次長
（技術）の挨拶及び鳥取県出席者の紹介で懇談
会が始まりました。
配付資料をもとに、來山総務部会長より建コ
ン協本部・支部の活動状況の紹介、林業務部会
長より平成25年度「要望と提案」の説明、そし
て川口委員より鳥取県委員会の「要望と提案」
の説明を行いました。
鳥取県委員会からの「要望と提案」の骨子は
次のとおりです。
① 鳥取県委員会活動の活性化と拡大につい
て
② 地域貢献の一層の推進として、災害協定
の締結に基づいた災害対応について
③ 建コン協本部・中国支部及び鳥取県委員
会が所有している技術情報を始めとする各
種情報の提供について
④ 鳥取県の入札契約制度における県外向け
業務の低入札・抽選を回避するため、技術

隅

万紀夫

力の評価を取り入れた
「簡便型総合評価方式
（新
設）
」の導入の要望について
さらに、業務品質向上に向けた表彰制度の創設
について
これに対して、県土整備部側より災害協定の
締結については、
「前向きに考えたい。今後、
締結に向けた細部を部内で検討していく」と回
答いただきました。
また、入札契約制度における県外向け業務の
提案については、
「今行っている県内向けの“簡
便型総合評価方式”は、県外業者での適用は難
しい。ただ、件数は少ないが、技術提案型総
合評価方式を行っている」として、難易度が高
いものや、環境をテーマにする案件に対して技
術提案型の方式を活用していく考えを示されま
した。
表彰制度については、
「現時点で予定はない
が、
国や他県の状況を参考に検討していきたい」
と回答をいただきました。その他、上記項目以
外にも、お互いの考え・情報等について意見交
換を行うことができました。この会がセレモ
ニー的に終わる事なく、今回を機に継続的にい
ろいろと話し合うことをお互いに確認し、意見
交換会を終了しました。

鳥取県との懇談会
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開 催 日：平成25年11月28日（木）
時
間：10：00 〜 11：15
場
所：鳥取県県土整備部協議室
議
題：建コン協本部・支部・鳥取県委員会の活動状況説明 及び「要望と提案」を含めた意見交換
配布資料： ･ 平成25年度建設コンサルタントの要望と提案＆付属資料（平成25年６月）
･ 平成25年度建設コンサルタント白書（平成25年６月）
･ 中国支部会員名簿（平成25年６月）
･ 平成25年度品質セミナー「エラー防止のために」
（平成25年10月）
･ 平成24年度建設コンサルタンツ協会加盟会社の経営分析（平成25年８月）
･ 平成25年度鳥取県委員会関連意見交換会資料(鳥取県委員会からの要望と提案等)
出 席 者：鳥取県県土整備部／山口次長（技術）
、竹森技術企画課長、中原技術企画課長補佐、
谷県土総務課係長（入札制度担当）
中 国 支 部／小田支部長、來山総務部会長、林業務部会長
鳥 取 県 委 員 会／隅委員長、川口委員、下山委員、安田委員、武本委員

官民合同新年互礼会
平成26年度官民合同新年互礼会は、１月６
日（月）リーガロイヤルホテル広島において開
催されました。国歌斉唱で始まり、広島県建設
工業協会の檜山会長の新年挨拶に続き、来賓の
中国地方整備局長、広島県土木局長、広島市道
路交通局長及び広島高速道路公社理事長の挨拶
が行われました。本年は建設業界にとって明る
い期待の持てる１年となりますように祝宴が行
われ、万歳三唱で閉会されました。
（参加者：
550名）
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官民新年互礼会

檜山広島県建設工業協会長の挨拶

業

務

業務部会の開催
◦第１回業務部会
開催日：平成25年６月13日（木）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：発注者との意見交換会の開催につい
て
意見交換会の議題について
◦第２回業務部会
開催日：平成25年８月29日（木）
場 所：日本技術士会中国本部会議室

内

容：発注者との意見交換会の開催につい
て
意見交換会の議題について

◦第３回業務部会
開催日：平成26年２月20日（木）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成26年度「要望と提案」における
中国支部提案議題について

発注機関との意見交換会
平成25年度は、平成25年７月23日（火）に開
催された中国地方整備局及び中国地方各県、広
島市、岡山市と協会本部・支部による意見交換
会を皮切りに、平成25年10月22日（火）に中国
地方整備局、同10月31日（水）に広島県、同11
月15日（金）に岡山県、同11月19日（火）に広
島市との意見交換を実施しました。さらに、意

■平成25年度

見交換会の議題に取り組んでいくための中国地
方整備局との勉強会を平成26年１月24日（金）
に実施しました。
また、平成26年３月18日（火）には、建コン
協本部と中国支部との間で、平成26年度の『要
望と提案』についての意見を交換しました。

意見交換会実施概要

意見交換実施先
1.中 国 地 方 整 備 局・
中国５県・広島市・
岡山市
（Ｈ25. 7. 23）

発注者側出席者

建コン側出席者

〈中国地方整備局〉
〈建コン協本部〉
栗田局長、尾藤副局長、高橋副局長 大島会長
企画部長、河川部長、道路部長
長谷川副会長、藤本副会長
港湾空港部長、営繕部長
常任理事（総務部会長）
常任理事
（企画部会長・対外活動委員長）
技術調整管理官、技術開発調整官
常任理事（技術部会長）
〈各県・広島市・岡山市〉
常任理事（技術部会長）
鳥取県県土整備部次長
常任理事（資格・CPD部会長）
島根県土木部次長
常任委員長、参与・企画部長、参与
岡山県土木部技術総括管
業務部長、企画課長
広島県土木局建設企画部長
広島県土木局技術管理担当監
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意見交換実施先

発注者側出席者

1.中 国 地 方 整 備 局・ 山口県土木建築部技術管理課長
中国５県・広島市・ 岡山市都市整備局次長
岡山市
広島市都市整備局次長
（Ｈ25. 7. 23）

建コン側出席者
〈中国支部〉
小田支部長、沖田副支部長
小谷副支部長、來山総務部会長
林業務部会長、阿土業務副部会長
業務部会委員 13名

２.中国地方整備局
（Ｈ25. 10. 22）

企画部長
企画部技術調整管理官
企画部技術開発調整官
企画部技術管理課長
企画部技術管理課長補佐
企画部建設専門官

小田支部長
小谷副支部長
來山総務部会長
林業務部会長
阿土業務副部会長
業務部会委員 13名

３.広島県
（Ｈ25. 10. 31）

農林整備管理課主幹
建設産業課長、建設産業課主幹
技術企画課技術管理担当官
技術企画課参事、技術管理課主幹
道路整備課主査、河川課主幹
砂防課主査、港湾漁港整備課主査
都市計画課主幹、下水道公園課主査
土地整備課参事、水道課主幹

小田支部長
來山総務部会長
林業務部会長
阿土業務副部会長
業務部会委員 11名

４.岡山県
（Ｈ25.11.15）

土木部長、技術総括監、技術管理課長
技術管理課参事、
技術管理課総括副参事

小谷副支部長、林業務部会長、
阿土業務副部会長、
澤岡山県委員会委員長、
舞原委員、中村委員、難波委員、
瀧原、岡本、清水

５.広島市
（Ｈ25. 11. 19）

財政局契約部工事契約課長
道路交通局道路部街路課長
下水道局施設部管理課建設担当課長
都市整備局技術管理課長

來山総務部会長
林業務部会長
阿土業務副部会長
業務部会委員 11名

6.要望と提案に関す
る中国地整との勉
強会
（Ｈ25. 1. 24）

技術開発調整官
技術管理課長
建設専門官（藤原）
基準第二係長

山本悟、矢木一光、岡根三千夫、
林部会長、阿土業務副部会長
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発注者と建設コンサルタンツ協会の意見交換会
平成25年７月23日（火）に広島市中区のKKR
ホテル広島において、国土交通省中国地方整備
局をはじめ中国地方５県と広島市、及び岡山市
の発注者と建コン協本部の意見交換会が開催さ
れました。
国土交通省からは栗田局長をはじめ10名の
幹部職員が、自治体からは中国５県、広島市、
岡山市から８名の幹部職員が出席されました。
建コン側からは、大島会長をはじめ本部の副

会長・理事等13名が出席し、中国支部からは
小田支部長と沖田、小谷の両副支部長、來山総
務部会長および業務委員16名の合計20名が出
席しました。建コン協から「建設コンサルタン
トの要望と提案」と付属資料を提示し、
「品質
の確保・向上」
、
「技術力による選定」
、
「魅力あ
る建設コンサルタントに向けて」の３項目につ
いて、忌憚のない意見を交わすことができまし
た。議事の要旨は、別表の通りです。

大島建設コンサルタンツ協会会長挨拶要旨
本日は、中国地方整備局を始め、５県、政令
指定2市の発注機関の幹部の皆様にご出席頂き
ありがとうございます。この意見交換会は開始
以来30回目を迎えることが出来まして、この
間多くの課題について業務改善が進められ、円
滑に業務を遂行することが出来ました。本日は
３つの課題につきまして、要望と提案をさせて
頂きます。これらの背景と致しまして大きな２
点の課題がありますが、１点目は経営の状況で
すが、平成23年度における会員の経営分析結
果では、当期純利益率がマイナス0.5％を示し
全体として赤字になっています。この要因を検
討して参りますが、落札率（80％）の低さが経

営を大きく悪化させる原因と思われます。２点
目は、建設コンサルタント業を支える技術者の
問題ですが、建設コンサルタント業界に若い技
術者が少ないことです。15年前と比べると20
代の技術者が70％減少して30％になり、また、
若い技術者が就職しても途中で辞めてしまうこ
とが多く、定着率が非常に悪い状況で、職場環
境の改善に努めているところです。
経営の問題、
技術者の確保の問題につきましては真剣に取り
組んで参りたいと思います。本日の意見交換会
では、皆様方からの忌憚のないご意見ご指導を
いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

栗田中国地方整備局長挨拶要旨
１週間前に着任致しまして、これから中国地
方の発展に努めて参りたいと思います。
本日は、
建設コンサルタンツ協会の意見交換会を開催し
て頂きありがとうございます。日頃より建設業
界の発展と公共事業の推進に努力して頂きあり
がとうございます。
昨今の建設業の状勢として、
防災・減災対策、老朽化対策について予算のう
えで大きな割合を占めており、日本経済再生に
向けて国民の期待に応えるため、早期発注に努

めているところです。同時に、建設コンサルタ
ントの専門的技術力に期待しているところで
す。行政とコンサルタントが良きパートナーと
なって、より良い社会基盤を作ることに自負と
誇りを持ちながら、今後ともより良い地域づく
りに努めて行きたいと考えていますので、是非
ご賛同頂きご協力をお願い致します。本日の意
見交換会が、より良いものになるよう忌憚なく
話をして前進出来る会になるよう願っています。
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協会本部、中国支部の出席者

大島会長の開催挨拶

栗田局長の開催挨拶

発注者（中国地整、５県、２市）の出席者

■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

Ⅰ．品質の確保・向上
〈中国地方整備局〉
①受発注者それぞれの役割を踏まえたエラー ・履行期間の適正な確保、納期の平準化は、
防止への取組み
重要な取り組みと考えている。
・必要な工期の確保（繰越の柔軟な運用等) ・履行期限の年度末集中による受注者の作業
と納期の平準化
時間や照査時間の不足により発生する不具
合を回避する目的に対応する施策として、
「設計業務等標準積算基準書」における履
行期間の算定をもとに適正な期間を確保す
ることを行っている。
・また、履行期限の平準化として、４～ 12月
は40％以上、１月、２月は各々 20％以上、
３月は20％以下となるような全国よりは厳
しい目標を掲げている。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・その結果、コンサルタント業務のH22～H24
の３月の状況は80.8％、65.7％、63.3％と
なっているが、今年は補正予算の対応もあ
り工期延期が多くなった。
・今年度も昨年度と同様に、目標を設定し履
行期間の適正な確保、納期の平準化に向け
て、事務所を指導していきたい。
・翌債、繰り越しは、必要なものについては
個別に現在の制度の中で適切に対応するよ
う考えている。
〈広島県〉
・業務の発注時期や工期は、内容等を踏まえ
適切となるように努めている。
・設計条件は、特記仕様書等に必要事項を記
載することとしている。
・工期の延長は、必要が生じた場合は受発注者
協議の上で判断することにしている。繰り越し
の制度はあるが、実態の数は少ない。
・必要な工期となるよう、引き続き周知・徹
底を図りたい。
〈山口県〉
・業務の内容に応じて適切な工期設定、早期発
注による納期の平準化、必要な場合には繰越
制度を活用し、適正な工期の確保に努めたい。
〈岡山市〉
・業務着手時の業務計画書等により、発注
者、受注者双方で進捗状況を確認し、設計
条件の確定についても工程表から遅れない
よう努めたい。
・適正な履行期間の確保と納期の平準化が出
来るよう、第1四半期にできるだけ多くの業
務を発注するよう努めたい。
・年度後半に発注する場合にも、適正な履行
期間が確保できない場合は繰越制度の活用
もあると考えている
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

・受発注者合同現地踏査、業務スケジュー 〈中国地方整備局〉
ル管理表、ワンデーレスポンス及び条件 ・設計成果品の品質向上を図るための受発注者
明示チェックシート等の施策の運用改善
間のコミュニケーションの円滑化に向けて、合
（国土交通省のみ対象）
同現地踏査、スケジュール管理表、ワンデー
レスポンスは、今年度も継続して実施する。
・取り組みの位置づけや留意事項等を現場に
伝え、効果的となるように努めたい。
・合同現地踏査は、費用は現地踏査費として
計上しており、回数についても必要に応じ
て受発注者協議により複数回実施すること
も可能としている。
・業務スケジュール管理表は、様式や記載項
目が一致していない、工期延期に対応しな
いなどが問題としてあるが、様式は固定で
はなく協会としても使いやすい様式を考え
て提示していきたい。
・条件明示チェックシートは、平成24年度か
ら道路詳細設計、橋梁詳細設計業務で実施し
ているが、平成25年度からさらに５工種（山
岳トンネル、共同溝、築堤護岸、樋門・樋管、
排水機場詳細設計）を追加して、全７工種を
試行する。
・条件明示の遅れ等は、無いよう現場を指導する。
・照査のための適正な報酬の設定（歩掛の
見直し）と適正な照査期間の確保

・照査費用は、標準歩掛りにて算出されてお
り、提案は今後本省へ伝える。
・なお、今年度は照査結果の根拠資料を提出
する試行を一部で実施している、これは別
途報酬を支払う取り組みにしている。
・照査期間の確保は、条件明示の迅速化などコ
ミュニケーション不足により余分な期間を費や
さないように、スケジュール管理表等を活用し
て適正な期間の確保に努めたい。
〈山口県〉
・照査は、国の積算基準に準拠して運用して
いる。
・照査期間については、適正な照査期間の確
保に努めるように努力したい。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

②三者会議のいっそうの活性化による総合的 〈中国地方整備局〉
な品質の確保
・三者会議は全ての重要構造物の工事について
・三者会議等における設計者参画制度の
実施する。それ以外の工事についても、設計思
いっそうの活用
想等を詳細に伝達する必要があるものは、受
発注者の協議により対象とすることができる。
・全ての工事の特記仕様書に記載し、確実に
実施されるように考えている。
・三者会議の主旨に沿った内容となるよう心
掛けて参りたいと思っており、開催要請が
あった場合には出席をお願いしたい。
・三者会議等における参画実態に即した経
費を含むコンサルタント業務としての報
酬・積算基準の改善及び契約・支払い方
法の改善

・費用は、人件費と旅費・交通費を直接コン
サルタントに支払っている。
・また、三者会議にて新たに調査や資料作成
が必要となった場合については、実費計上
できることとしており、無償の作業が発生
しないよう、一層の徹底を図りたい。
・三者会議の参画に要する費用の積算基準、支
払い方法等は、本省も含め全国的に整備す
べき事項であり、本省へ伝えたい。

③低価格入札の防止対策の運用強化
〈中国地方整備局〉
・総合評価落札方式1,000万円未満業務、価 ・1000万円以下の業務において、落札率が著し
格競争業務における品質確保対策の強化
く低下しており、品質の確保あるいは協会から
の普及（国土交通省のみ対象）
の意見も踏まえ、平成24年度から予定価格500
万円～1000万円の業務は、品質確保基準価格
を設定し品質確保対策に取り組んでいる。
・価格競争入札と総合評価落札方式の両方に
導入しており、入札前における条件の適正な
明示、落札後の品質確保価格での調査、履
行中における制限等は、1000万円以上の業
務と同等な取り組みと考えている。
・その結果として、平成23年度に比べ平成24
年度の低入は著しく減少している。
・価格競争（500～1000万円）では51.3％が
14.1％、総合評価落札方式では66.7％が０％
という状況である。
・合わせて落札率も、当然ながら上昇してお
り、この取り組みは一定の効果が出ている
と判断している。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

・品質確保のための一般管理費及び調査基 〈中国地方整備局〉
準価格（最低制限価格）の引き上げ
・一般管理費、調査基準価格の引き上げは、全
国的に議論されるべき課題であり、本省へ
伝えたい。
〈岡山県〉
・調査基準価格は、これまでの入札の実施状
況や国の動向を踏まえ、平成24年４月に見
直しを行った。
・引き続き入札の実施状況を見ながら適正と
なるよう努めたい。
〈島根県〉
・国の基準に準拠して実施している。
・落札率がほぼ９割となっており、本当に引
き上げが必要かは受注者の意見を聞いて対
応していきたい。
・今のところは引き上げの要望はない。
〈広島市〉
・地元の要望を聞きながら、段階的ではある
が入札・契約制度の見直しを行っている。
・平成23年９月から、1000万円未満の業務に
ついて最低制限価格制度を導入しており、
90％としていたが、平成24年10月から95％
に引き上げを行った。
・今後も見直しに取り組みたい。
・総合評価落札方式の手続きの簡素化によ 〈中国地方整備局〉
る企業負担経費の低減
・総合評価落札方式における企業負担経費の軽
減は、労務的な負担の軽減について平成25年度
の総合評価落札方式の標準型において、技術
提案書の提出社数の絞り込み（10社→5～7社）
の試行に取組む予定であり、これが負担の軽減
につながるか見極めながら今後判断したい。
・企業負担経費は、全国的に整理すべき課題
であり、本省へ伝えたい。
〈岡山県〉
・総合評価落札方式は採用していない。
・今後検討したい。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈広島市〉
・総合評価落札方式は、導入していない。
〈広島県〉
・総合評価落札方式は、2500万円以上を対象
として試行してきた。
・平成24年６月から1000万円以上を原則とす
ることとした。
・費用は、総合評価落札方式の拡大や試行結果
を踏まえ、検討していきたいが、受発注者双方
に負担があると思っており、今後検討したい。
〈鳥取県〉
・簡便型と技術提案型の２種類の総合評価落
札方式を採用している。
・簡便型は、500万円以上を対象とし、技術者
数、配置技術者の資格、実績等で評価する。
・技術提案型は、プロポーザル方式よりはか
なり簡易なものとなっている。
・試行結果を踏まえ、検討していきたい。

④維持管理時代における点検・診断、補修・ 〈中国地方整備局〉
補強設計等の業務システム改善
・維持管理等の保全業務は、今後さらに重要視さ
・業務体系、技術基準や報酬・積算体系の
れる業務と認識しており、各構造物の現場条件
構築・整理
等が異なることから、統一的な基準を設けるこ
とは難しいと考えており、今後本省を含め全国
的に整理すべき項目であり、本省へ伝えたい。
・保全業務は、施工時における現地状況を踏まえ
た変更対応が必要であり、現場条件等により変
更契約が生じた場合、その対応ができるよう条
件明示をしっかり行うよう現場を指導したい。
〈岡山県〉
・積算基準のない場合は、見積もりにより対応して
いるが、体系の構築整備は、業務実態の状況を見
ながら適正に業務が履行できるよう努めたい。
〈山口県〉
・見積もり徴収に際しては、適正な見積もり
が可能となるよう詳細な現場条件や設計条
件、業務内容等を特記仕様書に示すように
努めている。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・意見等を参考として、適正な業務発注や変更
契約が行われるように引き続き検討したい。

【意見交換】
〈中国地方整備局〉
①繰越について
・繰越処理の事例をとりまとめて頂くことは
・納期の平準化は、整備局では非常に高い
有難いが、繰越の承認手続きの関係は、業
目標を立てていただき感謝したい。
務にかかる前の段階からどのような状況で
繰越に至ることとなったのか、全体を整理
する必要がある。
・一方で、6割程度は3月に納期を迎えてい ・一部として活用させていただくことは有効
る実態がある。
かと思う。
・協会では、繰越処理について調査を行ってい ・制度として有るわけであり、止むを得ず繰り越
るが、繰越を円滑に行い６割の３月納期が少
しをしなければいけない理由があれば、我々
しでも年度を跨ぎ品質を確保するための工
も努力して繰り越しを活用するなどして適正
期が確保できれば良いと考えている。
な工期が確保できるようにした。
・しかし、財務当局の厳しい対応により、繰
越処理がなかなかできないということも
認識している。
・協会では、今後繰越処理の事例を整理し、ガイド
ライン的に取りまとめが出来れば、少しでも円滑
に繰越処理ができるのではないかと思っている。
・工期の問題は、今年は消費税の増税とい
う特別な事情がある。
・予定どおり導入されるかは慎重に判断さ
れると思われるが、10月１日が指定日と
なり、３月31日までの工期の業務は５％
の消費税となるが、請負業務の場合には
最終的に竣工した日に設定された消費税
で決まることとなる。
・極端なことを言うと、最終的な納品が伸びて
４月や５月になると、消費税は８％となる。
・ところが契約では３月工期のため、消費
税分は５％となり、受注者は増税分の
３％を余分に支払う事が発生する。
・協会も勉強を始めるが計算では９月末以
降の発注では、増税された消費税が負担
となり、３月末にすべて完成させると法
人税の支払いが大変増えてしまう。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その１）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

・極力９月末までに発注していただくと、
工期が４月や５月になっても消費税は
５％のままとなる。
・発注者も、繰り越して５％が８％となれ
ば問題となる。
・基本的には、９月までに発注できるもの
はどんどん発注していただきたい。
・工期もなるべく早く実際に３月で終了と
なるように配慮をお願いしたい。
②三者会議について
〈中国地方整備局〉
・基本的に２つの要望を行っている。
・新たな調査資料の作成や設計の内容を変更
・一つは、設計意図伝達業務として、現在
する場合は、コンサルタント業務として必
は実費として人件費＋旅費・交通費と
要な費用を支払う。
なっているが、諸経費や一般管理費を計
上していただきたいということと、三者
会議で発生する修正設計については、別
途の発注で実費ではなくコンサルタント
業務での発注を要望している。

■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その２）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

Ⅱ．技術力による選定
〈中国地方整備局〉
①プロポーザル方式・総合評価落札方式等の ・ 基 本 的 に は 、 配 布 資 料 に 示 し て い る と お
適確な運用・改善（国土交通省のみ対象）
り、発注方式の選定フローおよび標準的な
・プロポーザル方式の増加
業務内容に応じた発注方式（案）に従い、
適切に対応するという考えである。
・「標準的な発注方式事例」における適用 ・なお、発注方式の選定フローおよび標準的
業務の見直し
な業務内容に応じた発注方式(案)は、全国的
に同じ考え方である。
・「標準的な発注方式事例」の的確な運用・ ・整備局として、発注計画を公表する段階で、業
見直し
務内容に応じた発注方式となっているかどう
か確認する取り組みを考えていきたい。
・表彰の全国的な統一は、平成24年度の表彰
に当たっては全国の表彰の状況を確認し、
割合の見直しを行ったが、今回の表彰は数
が若干増えている。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その２）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・評価結果の活用は、プロポーザル方式は全国
の評点を活用することとしているが、総合評価
落札方式はそこまで踏み込んでいない。

・総合評価落札方式の技術評価方法の改善
と技術点比が高い（１：３）方式の増加

・これは、全国的にもそのような状況にあり、業
務の内容や規模、地域の状況もありそのまま
適用すべきかどうか考える必要があると思う。
・今後、全国的に情報交換しながら検討したい。

・業務・技術者表彰の評価や若手技術者活
用の評価のさらなる運用改善

・若手技術者の活用については、以前から協
会から意見を頂いているが、簡易公募型競
争入札方式においては、表彰の項目を設定
しないことと手持ち業務量について評価す
るよう技術者評価制度を変えた。

② 地 方 自 治 体 に お け る 技 術 力 重 視 に よ る 選 〈広島市〉
定・発注の仕組みの浸透・拡大（地方自治 ・プロポーザル方式、総合評価落札方式の制
体のみ対象）
度化には取り組んでいない。
・プロポーザル方式・総合評価落札方式の ・ ただし、下水道、都市景観に配慮した橋梁設計
浸透・拡大
等で、個別にプロポーザル方式を採用している。
・最低制限価格制度導入の拡大及び予定価 ・最低制限価格制度は、入札制度の見直しの
格の事後公表の徹底
観点から、平成24年10月から予定価格の事
・業務成績評定や表彰の仕組みの導入促進
後公表に取り組んでおり、最低制限価格の
・以上のブロック発注者協議会での議論
見直しと合わせて実施している。
・表彰制度は採用していないが、業務の成績
評定制度を平成19年度から実施しており、
平成21年度からは評定結果を受注者へ通知
し、平成23年９月からは試行ではあるが、
業務成績優良業者限定入札を実施している。
〈岡山市〉
・プロポーザル方式、総合評価落札方式は、採用
していない。今後、他を参考に検討したい。
・最低制限価格は、1000万円未満について
（直接経費60／100＋間接経費30／100）と
して設定している。
・予定価格は事後公表である。
・地質調査業務と測量を合わせた設計業務は、
成績評定を行った上で表彰する制度を設けて
いるが、コンサルタント業務での実績はない。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その２）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈山口県〉
・プロポーザル方式は制度化はしていないが、高
度な専門知識や技術力を要する業務について
は、個別に適用の判断を行っている。
・総合評価落札方式については導入していな
いが、今後は国や他県を参考に検討してい
きたい。
・低入札価格調査制度は1000万円以上で実施して
いるが、最低制限価格制度は導入していない。
・予定価格は、８月１日以降事後公表の試行
を行う。
・業務の成績評定は、100万円以上の業務につ
いて平成21年度から実施しているが、表彰
するまでには至っていない。
・今後、状況を見て検討したい。
〈広島県〉
・プロポーザル方式は、技術的に高度、専門
的知識が必要な業務を対象に実施すること
としており、平成24年度は17件、平成25年
度は8件程度を予定している。
・内容は、建築が多く、公共建築物を公募型
プロポーザル方式として取り組んでいる。
・土木コンサルタントでの採用はまだ少ない
状況である。
・総合評価落札方式は、平成22年度から試行を開
始し、平成24年6月からは1000万円以上について
実施することにして、範囲の拡大を図っている。
・低入札価格調査制度を、平成24年６月から
1000万円以上を対象として実施しており、
それ以下の業務については最低制限価格制
度を活用している。
・予定価格は事前公表であり、当面事後公表
とする予定はない。
・成績は、500万円以上を対象に実施してお
り、受注者へ通知している。
・表彰制度は、平成24年度に建設工事に導入
したが、コンサルタント業務は今後検討し
ていきたい。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その２）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈岡山県〉
・プロポーザル方式は、特に高度な技術や専
門的知識を必要とする業務に限定して実施
している。
・総合評価落札方式は採用していないが、今
後国や他県の動向を見て検討したい。
・発注金額が1000万円以上は低入札価格調査
制度を採用しており、最低制限価格制度は
1000万円未満で実施している。
・予定価格は事後公表である。
・業務成績評定は、評価方法等他県の動向を
見て検討し、岡山県地域発注者協議会にて
議論したい。
〈島根県〉
・総合評価落札方式は平成21年度から、プロ
ポーザル方式は平成20年度から1000万円以
上の業務を対象として試行している。
・最低制限価格制度は、平成23年2月から
1000万円までを対象に実施している。
・実態はプロポーザル方式は1～2件／年、総
合評価落札方式は年数件である。
・予算が非常に厳しい状況となっている中
で、わずか数キロ単位の道路で高度なルー
ト選定はなく、総合評価落札方式を採用す
る必要はないというのが職員の基本的な考
え方である。
・プロポーザル方式を採用するというインセン
ティブがなかなか働かないということが実態
であり、職員の意識改革が必要である。
〈鳥取県〉
・プロポーザル方式は、平成21年度以降徐々
に減少している。
・総合評価落札方式は、500万円以上の難易度
の高い業務について、技術提案型と簡便型
を採用しているが、平成24年度は金額ベー
スで28％と少しずつ定着している。
・試行結果、品質等を考慮して検討していき
たい。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その２）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・最低制限価格は、成果品重点確認価格(予定
価格の8.5／10を上限)と調査基準価格（予定
価格の2／3～85％）を設定している。
・平成21年2月から調査基準価格を失格とした
暫定運用を続けているが、今後どのようにする
かは現在の状況や他県を参考に検討したい。
・予定価格は事前公表である。
・業務成績は、総合評価落札方式の簡便型に
ついては過去３年間成績評定を実施してお
り、仕組みや評価の中身ついて今後検討し
たい。
・表彰は導入していない。

③地域コンサルタントの積極的な活用（国土 〈中国地方整備局〉
交通省のみ対象）
・予定価格2000万円未満の総合評価落札方式
・業務内容・業務特性と、活用技術者（地
と通常指名競争入札において、地域要件を
元技術者を含む）に応じた適切な評価の
設定して地域コンサルタントを活用してい
ための評価項目・運用方法（地域要件・
る。
地域貢献度・地域精通度等）の改善
・地方自治体の業務実績の国土交通省での
評価促進（地方自治体における業務成
績・表彰等の評価制度導入の促進と国土
交通省での活用）

・地方自治体の業務成績の評価の活用につい
ては、参加実績として自治体、公社等に拡
大している。
・ただし、成績は、評価基準が異なっている
状況であり、全国的な議論が必要であり、
本省を含め調整すべき事項と考えている。

・地域コンサルタントの共同設計方式への
参画における経験・実績と能力要件評価
の運用改善

・プロポーザル方式、総合評価落札方式におい
て、共同設計方式での参画を認めている。
・評価は、構成員のうち優位な者を評価する
考え方となっている。
・業務成績は業務の履行を直接評価した結果も
あり、品質確保の観点から平均値を採用する
ことが良いとして、現在運用している。

【意見交換】
〈中国地方整備局〉
①総合評価落札方式について
・平成24年度で1000万円以上では81.7％と
・全国平均の落札率が79.8％となっているが、
なっている。
整備局ではどのようになっているか？
・技術評価の最高点者が落札している率が高
・価格競争の落札率が81.5％と、逆に若干
いという意味では、制度として問題はない
高い落札率となっている。
と思っている。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その２）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
・総合評価落札方式は、提案書の作成費用
はもちろんのこと、提案書を作成して
チャレンジしているわけであり、それが
落札率になかなか反映できていないこと
が実態と思われる。
・整備局の配布資料では、技術評価点最高
位者の落札が９割を超えているが、一
方、その４割が最低価格となっている。
・つまり、技術競争をしている一方で、価格競
争をせざるを得ない仕組みであると思う。
・そのような結果、落札率が調査基準価格に近
い80％程度となっているのが実態である。
・価格競争より落札率が高くなる技術評価
をしていただき、例えば90％程度の落札
率となるような総合評価落札方式の仕組
みが望ましい。
・例えば、技術評価の１位と２位に差が付
くような方法や１：３を増やすような工
夫があるのではないかと思うが、整備局
の説明では１：３の発注比率は非常に少
なく、落札率が上がり技術力で競争ので
きる工夫をお願いしたい。
・協会が準備した付属資料に、例として1位満
点方式や４点ピッチで評価するなどの工夫や
１：３を増やせば落札率も上がってくる。
・つまり、技術力を基本においた総合評価
落札方式の拡大をお願いしたい。
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中国地方整備局・5県2市からの回答
・また、落札率は、そこに至っている背景も
含め考える必要がある。
・難しい課題と思うが、配点も全国的に定め
ており、価格と技術の比率も業務の内容に
応じて設定するよう基本的な考え方の中で
進めており、根本的に考える必要がある。
・良い意見があればお願いしたい。

■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その３）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

Ⅲ．魅力ある建設コンサルタントに向けて
〈中国地方整備局〉
①企業経営安定に向けての環境整備
・健全な業界の発展のためには、労働環境の
・調査基準価格（最低制限価格の引き上
改善は非常に重要と考えており、必要な工
げ）（再掲）
期設定や履行期限の平準化、コミュニケー
・総合評価落札方式の手続きの簡素化によ
ションの円滑化等を図り、業務履行の環境
る企業負担経費の低減（再掲）
の保持・改善に努めたい。
②受発注者協働による健全な労働環境への改
善・創出
・「ノー残業デー」の官民一体での推進と
就業時間外の業務打ち合わせの抑制

〈中国地方整備局〉
・ノー残業デーは、全国的に官民一体となっ
て推進すべき課題であることを事務所へ周
知している。
・ノー残業デーに業務をしなければならない
直前の指示等行わないよう今後も継続して
事務所を指導したい。

・必要な後期の確保と納期の平準化（再掲）
・条件明示チェックシートの活用及び設計
変更ガイドラインの作成による契約執行
の改善

・条件明示チェックシートは、設計業務の進
捗に合わせて設計条件の確定時期や進捗状
況について、条件明示チェックシートによ
り確認しながら実施している。
・今後も業務内容の曖昧さや契約内容との差異
が生じないよう職員を指導していきたい。
・条件明示チェックシートの活用については、
平成25年度から７工種に拡大しており、この
活用により指摘されているようなことがない
ように対応していきたい。
・設計変更ガイドラインは、本省も含め整備
すべき事項であり、今後本省へ伝えたい。

③より魅力ある職業としての確立
〈中国地方整備局〉
（人材が集う環境の整備）
・東北地整では、工事事業関連の事業推進支援
・技術力による選定（プロポーザル方式）
業務が導入されており、事務所・職員をサポー
の推進（再掲）
トする民間技術者チームが設定されている。
・地方自治体における業務成績・表彰等の
評価制度導入の促進（再掲）と建設コン
サルタント登録制度の活用促進

・当整備局では、浜田河川国道事務所におい
て平成25・26年度の工期で、道路設計、設
計協議等の膨大な業務が一時的に集中する
ことから、三隅・益田道路事業推進支援業
務を試行的に導入し、事業執行体制の強化
を図っている。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その３）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
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中国地方整備局・5県2市からの回答

・建設コンサルタントの市場創出・役割な
らびに責任拡大のための新たな事業推進
形態への取り組みによる建設生産システ
ムの改良

・平成24年度にCIMの活用に向けた取り組みを
実施しており、現行制度や基準などの課題
を整理・検討し、建設生産システムの改良
に向けた検討を進めていく。

・社会資本整備の効用・意義の広報に対す
る官民一体での推進

・広報は、社会資本整備の効用・意義につい
て、地域に必要性等のPRを行うことが非常
に重要であり、整備局としても基幹的交通
インフラの必要性、東日本大震災や豪雨災
害等を踏まえた防災対策の必要性など、広
報活動の重要性を十分認識している。
・復旧・復興の取り組みは、昨年「3.11東日本大
震災を忘れないパネル展」を開催した。
・また、昨年度からテックフォースを派遣する
際、被災状況の写真を撮るチームを編成して記
録する体制を整えており、記録の有効な活用
について考えている。・事業の効果・必要性等
は、記者発表、ホームページ、シンポジウム、出
前講座等の様々なツールを活用して、日頃から
広報に努めている。
・直近では、尾道・松江線の開通による連携
の促進を図るため、リレーシンポジウムを
開催し、公共事業の効果や必要性について
訴えている。
・中国管内において、
「建設技術フォーラム」を
開催しており、行政機関や大学、協会等の建
設関係機関が合同で実行委員会を組織し取り
組んでおり、平成24年度は、協会から省水力発
電、サイクリングロード等のエコ技術の出展な
どを行っていただいたが、対前年度６割強の
7600名の来場者があった。
・社会資本の必要性・効用等の広報活動につ
いては、今後も官民一体となって進めてい
きたい。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その３）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

（建設コンサルタント登録制度の活用とH26年 〈鳥取県〉
度の採用について）
・予定価格500万円以上かつ難易度の高い業
務、予定価格1000万円以上かつ樋門・樋管
設計、堰・水門設計、地下構造物設計、橋
梁等の業務については、建設コンサルタン
ト登録を必須とした参加要件としている。
・採用に関しては、平成25年度は12名として
いるが、平成26年度は状況を見ながら、ほ
ぼ同程度の採用が出来ればと考えている。
〈島根県〉
・入札参加資格名簿作成に当たり、建設コン
サルタント登録制度を活用している。
・採用人数は県内部で調整しているが、財政
が厳しく人員を削減している一方で維持管
理に人が必要であることについて人事部で
理解されてきており、何とか昨年並みかど
うかの状況である。
〈岡山県〉
・建設コンサルタント登録制度については、入札
参加資格審査、指名競争入札に活用している。
・来年の採用予定は、10数名を予定している。
〈広島県〉
・参加資格者名簿に登録されたものから業者
選定を行うこととしており、その際に建設
コンサルタント登録の有無や業務実績等を
勘案して選定している。
・来年度の採用予定は、応募している数字は大
卒16名、社会人枠として４名を予定している。
〈山口県〉
・特に建設コンサルタント登録の必要はな
く、業務の内容によって選定する中で登録
状況を勘案して選定している。
・来年度の採用は把握していない。
〈岡山市〉
・設計金額200万円以上について、建設コンサ
ルタント登録を入札参加要件としている。
・来年度の採用は、10～15名程度と聞いている。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その３）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈広島市〉
・建設コンサルタント登録制度については、
競争入札参加資格申請時での確認や入札公
告時の入札参加要件の設定の際に活用して
いる。
・来年度の採用については、昭和55年に政令
市に移行し団塊世代の退職に加え、政令市
移行前に大量に採用した職員が退職する状
況にあり、今年、来年と採用が増え来年度
は40名程度を予定している。
・１種の大卒採用のみの採用が続いていた
が、２種採用も５名程度行う予定である。

【意見交換】
・先ほど退職者が非常に多いと説明したが、
その内訳として他業種や地方自治体への転
職が多く、その要因として利益が出ていな
い、赤字が多いという状況の中で、非常に
厳しい労働環境の下で仕事をしていること
だと思っている。
・何故そのようなことが発生するかという
と、「要望と提案」に再掲としている項で
あり、つまり必要工期の問題、調査基準価
格の問題等が経営を悪くし、それが退職者
を増やして技術の継承が出来ない状況と
なっていると思われる。
・そのような意味から、技術力による選定、
品質の確保等の項において、提案し要望さ
せていただいている。
・再度、認識していただき改善の方向で検討
していただくようお願いしたい。
・地方自治体へのお願いであるが、地域の事
情もあり入札制度がなかなか一律にならな
いことは理解している。
・しかし、現実問題としてくじ引きが価格競争
に多くなっており、基本的はいい仕事をした
者が次の受注のチャンスに結び付くといった
好循環を作ることが、業務成績評定点や表彰
制度であるとの認識を持っていただきたい。
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■（一社）建設コンサルタンツ協会からの提案と中国地方整備局・５県２市からの回答（その３）
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

・若い職員は、誇りを持って社会資本整備の
中で良い仕事をしたいとの意欲に燃え入社
している。
・いい仕事をしたら社内で評価され給与も上
がる仕組みになっているが、それが次の受
注に結び付かなければ、いい仕事をする努
力よりは、くじ引きする能力を高めること
になりかねない。
・我々は製品を作っているわけではなく、担当者
一人一人がどんな仕事をして良い成果を出して
いるのかを見ていただき、それが成績や表彰に
結び付くよう、日々の積み重ねの中で地方自治
体ごとのいい仕組みを作っていただければ、そ
れがお互いの信頼性となれば、地域企業が国
の仕事に参入する際のバックボーンとなり発展
していくと思う。
・一律に出来ないことは理解しているが、ぜ
ひ基本である仕組みを作るよう検討をお願
いしたい。自治体は、中途採用をぜひ進め
て欲しい。
・表彰に対するアドバンテージがあれば、発注者
は、担当して欲しい技術者を選定ができる。
・国では表彰制度よって、やる気が出てきて
何とか表彰を取ろうとなる。
・足を引っ張るのではなく、抜きんでるだけでは
なく、さらに一歩、ワンデーレスポンスも業務ス
ケジュール管理表をきちんとやらないと点数が
低いと表彰が貰えなくなる。
・これは、技術者個人々が能力を上げていく
制度だと思う。
・ぜひ他県の様子を見ずに、自分の県から実
施するよう取り組みをお願いしたい。
・島根県では知事表彰をいただくと、業務に
アドバンテージが付くことから、良い技術
者を当てられるようになった。
・他県でもぜひ良い技術者を引き込むために
は率先してやるべきと思う。
・ご理解をお願いしたい。
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中国地方整備局との意見交換会（H25. 10. 22開催）
平成25年10月22日（火）広島市中区のKKRホ
テル広島において、国土交通省中国地方整備局
と建コン協中国支部の意見交換会が開催されま
した。
中国地方整備局からは足立企画部長をはじめ
６名の幹部職員が、中国支部からは小田支部長
と小谷副支部長、來山総務部会長、林業務部会
長および業務部会委員14名の合計18名が出席

しました。
今回は、
「品質の確保・向上について」
、
「三
者会議について」
、
「低価格入札の防止につい
て」
、
「入札制度について」
、
「地域コンサルタン
トの活用について」
、
「契約手続きの改善につい
て」
、
「業務環境改善について」の７項目につい
て、意見を交わすことができました。議事の要
旨は、下表の通りです。

■中国地方整備局との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

１．品質の確保・向上について
①適正な品質確保とミス防止のため、作業内 ・工期の平準化は、成果品の優劣に影響する事
容、作業量を適切に把握・調整して、照査時
項であり、平準化の目標値を掲げて取り組ん
間も確実に確保できるような適正な資料提
でいる。その結果、過去３年の取り組みで３
出期限あるいは工期の設定をお願いします。
月工期を減らしているが、目標までは達成で
特に下半期に発注の業務は、地質調査や測
きていない。
量が関連すると実質的な設計期間は非常に ・しかし、目標を掲げることによって、少しづつ
短くなります。年度末工期の履行が困難で
ではあるが平準化がすすんできており、今後
あると判断される場合は、年度を跨いだ工
さらに事務所へ取り組みを指示していく。
期の設定あるいは工期変更をお願いします。 ・照査の期間等、業務スケジュール管理を甲乙
協議しながら進めていきたい。
・繰越等、年度跨ぎについては制度に則って適
切に運用していく。
②設計打合せにおいて、係長や係員のみの出席
となる場合があり、的確な指示が得られるま
でに多くの時間を要し、打合せでの指示事項
が変更になり手戻りとなるケースもありま
す。その結果、工期が短くなり成果品の品質
に影響を及ぼすことになります。

・設計打合せについては、平成22年度の協会か
らの要望に基づき事務所を指導しており、今
後も、徹底していきたい。
・ワンデイレスポンス等の取り組みによる適切
なコミュニケーションが重要であり、相互に
協力していきたいと考えている。

③道路ストックの総点検など、社会資本維持管
理にかかる業務が同時期に集中して発注さ
れ、量的に対応できない状況となっていま
す。同時期集中ではなく、計画的・継続的な
予算確保と発注をお願いします。

・インフラの総点検については、24年度補正を
合わせて重点的に取り組んでいる。
・この集中点検については、26年度以降の維持管
理・更新に係る本格的なＰＤＣＡサイクルへの移
行を図る上で必要不可欠なものであるため、多
忙な状況にあることは理解しているが、是非と
も協力をお願いしたい。
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■中国地方整備局との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

④他社が実施した詳細設計業務の修正を実施し
た場合、一部分を修正した場合でも、図面には
修正した企業の名称が表示されます。この場
合、あたかも修正部分だけでなく、図面全体に
ついての責任があるように捉えられます。軽微
な修正を行う場合の他社との責任範囲を明確
にしていただきますようお願いします。

・修正設計の内容・範囲については、元設計の
不備が確認された場合や修正設計範囲が不明
瞭な場合などには、調査職員と十分な協議を
実施し、受発注者相互で修正範囲等を明確に
することが重要であると考えており、我々も
事務所を指導していきますが、より一層のコ
ミュニケーションを皆さんにもお願いした
い。
・また、この問題については、具体事例を基に
協議・検討を行いたいので、事例調査等の協
力をいただきたい。

※事例：過年度業務で他社が実施した「道路設計
図面」内の「付帯工作物設計見直し」のみを行
う場合、業務外の道路設計でもし不具合が生じ
た時に、責任の所在が不明瞭になる。

⑤現状では、価格競争の激化等から、受注のた
めには調査基準価格付近（約76 ～ 80％）で応
札せざるを得ない状況となっています。健全
な会社経営を行い、従業員の給与水準を確保
し、優秀な人材を確保するため、調査基準価
格の10％程度の引上げをお願いします。
※建コンＨ25地方ブロック意見交換会付属資料（現

・調査基準価格については、Ｈ22年度に、全国
の業務受注者のコスト調査結果をもとに見直
し・引き上げを行っていてる。
・７月の協会本部との意見交換会でもあげられ
ていたが、本省で全国的に検討する問題であ
るので、このような要望があったことを本省
に伝えていきたい。

行約76.5％程度⇒87.5％程度）

【関連質疑】
①４番目の項目についてですが、瑕疵の問題は ・その点については、コミュニケーションの仕
大きな課題となっています。あってはならな
方で情報交換・意見交換していきたい。
いことだとは思いますが、金額が大きくなり、
保険が成り立たない状況にあります。しかし
ながら、具体例を出すことは事務所と企業と
の関係から問題となりかねないため、具体例
を出す時は注意していただきたい。
②最初の項目の工期の平準化の目標値は、発注
段階で目標を意識されているのでしょうか。

・目標として、年度末までどうしても工期が必
要な業務は除いているが、発注段階で平準化
に向けた工期設定の努力はしている。

2．三者会議について
①三者会議の経費について実態に相応した積算 ・人件費、旅費、交通費の追加の実費計上は適
体系になっておらず、技術者の日当、旅費・交
正に支払うよう指導している。全国統一の積
通費のみの計上であるため、費用の持ち出しと
算基準のため、本省へ伝えていく。
なっています。間接費を含めた報酬・積算基
準を設定していただきますようお願いします。
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■中国地方整備局との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

【関連意見】
・三者会議の制度は有効な制度であり、継続
して欲しい。ぜひ間接費を含めることを強
く要望して欲しい。
3．低価格入札の防止について
①予定価格算定のため見積徴収された場合は、
採用されました単価・機械損料など、積算に必
要な項目について採用値の公表をお願いしま
す。

・採用決定した歩掛りについては公表している
が、単価・機械損料は予定価格の類推につな
がることから公表していない。ご理解してい
ただきたい。

※事例：点検業務等における分析費、調査機器損
料等。

4．入札制度について
①プロポーザル方式・総合評価落札方式におけ
る技術評価点で、優良技術者表彰に関しては
加点されていますが、優良業務表彰の管理技
術者及び担当技術者としての実績も加点対象
としていただきますようお願いします。現行
では、管理技術者経験の少ない若手技術者を
登用し難く、育成の面でも好ましくありませ
ん。

・業務表彰は総合的な評価によって企業を表彰
するもので、技術者表彰は業務表彰の中から
優れた個人を表彰するものであり、二つは同
列に扱うものではないことを理解していただ
きたい。
・若手技術者の育成については、若手技術者を
管理技術者に登用しやすいように、技術者表
彰を評価要件としないことや手持ち業務量を
評価項目に追加するなどの予定管理技術者の
要件の緩和に、今年度から取り組んでおり、
このような制度から若手を登用してもらいた
い。上期の運用をみると、若手より高齢者が
参加している。

②総合評価落札方式において価格点と技術点の ・現行の評価基準を適正に運用していくことが
重要であると考えている。
ウエイトが１：３の業務を多くするとともに、
技術点の格差を大きくして少々の価格では逆 ・適正な発注方式となっているかチェックして
おり、今後も取り組んでいく。
転できないようにしていただきますようお願
いします。
※平成25年度地方ブロック意見交換会

要望と提

案【付属資料】から抜粋
◆順位点１位60点（満点）、２位50点等とする方式
◆実施方針や評価テーマ等の評価項目毎の評価点
（小計）を連続的でなく離散的（例：４点ピッチ）
にする方式
◆最優秀提案（技術点１位）に３点を加点する方式 等
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■中国地方整備局との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

③高度な技術的判断を要する業務はプロポーザ
ル発注とする「標準的な発注方式」が示され
ていますが、現状では総合評価落札方式によ
る発注も見受けられるため、適正な発注方式
への移行をお願いします。

・プロポーザル方式は、
「標準的な発注方式」に
よって運用していきたい。

※事例：道路予備設計業務【1：3総合評価】⇒
【プロポーザルが妥当か】
診断・補修マニュアル作成業務【1：2
総合評価】⇒【プロポーザルが妥当か】

④現状では、現場説明書のダウンロード期間は、 ・ご指摘のように一日だけ配布しているという
ほとんどの事務所で1日しか設定されていま
現状があったが、既に、地整統一運用を事務
せん。ＰＣの故障等不慮の事故で入手できな
所に指導したところである。今後は必要な期
くなる可能性がありますのでダウンロード期
間が採れることとなる。
間の延長をお願いします。
【関連質疑】
①総合評価落札方式の調査基準価格を発注方式
ごとに１：１は80％、１：２は85％、１：３
は90％と単純に決めれば価格点と技術点につ
いて問題とならないのではないか。

・制度の妥当性を対外的に説明できるものでな
ければならない。価格点・技術点の他に工夫
すべきことも考えなければならない。

5．地域コンサルタントの活用について
①地域コンサルタントの更なる活用のため、地 ・地域要件の設定がポイントであるが、地域要
域コンサルタントの業務実績や地域精通度・
件の設定に関しては、業務内容等を考慮して
密着度等を評価していただき、地域密着で機
業務実施可能な業者数を確保する中で設定す
動性が必要な簡易なものから技術力を要する
ることを基本としている。
業務についても、参加機会の拡大をお願いし ・災害時等の即時対応が必要な場合には、地域
ます。
コンサルタントの力を借りることになるの
で、地域コンサルタントの技術力の向上、育
成に取り組んでいきたい。
・平成24年度では、価格競争の９割、総合評価
の６割を、中国地方管内本店の企業が受注さ
れており、うまく活用できていると思ってい
る。
6．契約手続きの改善について
①契約変更時における新規工種は、契約時の落
札率を適用しないようにしていただきますよ
うお願いします。

・変更時の新規工種については、全国統一の積算
基準であることを理解していただきたい。
・局としても新規工種がないように事務所を指
導していきたい。
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■中国地方整備局との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

②設計協議回数が契約回数と大きく乖離してお
り必要以上に経費が掛かっている場合が多く
なっています。実態に即した協議回数で変更
契約ができるよう仕様書を変更していただく
ようお願いします。

・協議回数が多いことは認識している。必要な
協議を追加していることは認めているので、
必要性等を協議して協議回数を決めていくよ
う指導していく。

7．業務環境の改善について
①長時間労働・時間外労働を抑制し、従業員の
健康を確保するため、ノー残業デーの官民一
体での促進をお願いします。
②依然として、夕方指示して明日まで、金曜日
に指示して月曜日まで、という対応を求めら
れます。あるいは大型連休前の作業依頼もあ
り、極力定時内に作業ができるように改善を
お願いします。

・ノー残業デーは本部との意見交換の中でもあ
るとおり、重要な取り組みである。
・副所長会議等で協力・周知徹底を図っている。
・ノー残業デーや休日直前の指示が行われない
よう指導していく。

③災害発生時には、通常業務に優先して企業の ・災害時の対応は官民問わず重要な取り組みで
総力を挙げて緊急対応を実施します。その際、
ある。
他官庁管理区間の災害対応を行う場合であっ ・制度上は、工期の延長についても、受託者か
ても、既に受注している通常業務の工期延長
ら申し込み・申請が出来るようになっている。
については、受注側から協議をしやすい環境 ・延期の対応をするように、災害直後に事務所
整備（例：発注者主導で工期延期決定等）を
に通知しており、今後も取り組んでいく。
お願いします。
【関連質疑】
①残業問題に関する取り組みは、切実な問題と
して対策を進めていますが、受注者側のみの
努力では、解決できない問題であり、受発注
者双方で協力して進められるようにお願いし
ます。
例えば、ノー残業デーに電話を取り次がない
取り組みを行っていますが、最近は、スマホ
等で直接担当者に連絡が行くことがありま
す。昔は、土、日など仕事の持ち帰りも出来
たが、セキュリティーの観点からパソコンや
資料が持ち出せなくなり、在宅勤務が出来な
くなっているため、結局会社で残業すること
となります。
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・残業問題は、重要な問題だと認識しており、
これまでも、職員には指導を行ってきている。
・問題の内容や解消の方向性等について、具体
的に提示していただければ、職員にしっかり
と伝えていくので宜しくお願いしたい。

建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

②災害時の工期延長の件ですが、受託者の申請
で行える制度となっていますが、実際問題とし
て、受託者側からは言いづらいので、発注者主
導でお願いできないでしょうか。

・ケースバイケースで迅速に、気楽に副所長
クラスに相談して欲しい。書類の整理は当
然必要となるが。

■自由討議
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

①点検業務は各企業とも手持ちいっぱいの状況
です。24年度補正、25年度予算の執行状況を
教えていただけませんか。今年度、まだ業務
発注があるのでしょうか？

・発注予定はおおむね公表できている。
・24年度補正予算分は、ほとんどが発注されて
いると思う。現在の点検は、25年度の工事費
を緊急点検として流用したもので、執行率は、
工事全体を含めて概ね75％程度が執行され、
残りは25％程度と思う。

②第３四半期予定が公表されていますが、まだ
あるのではないですか。

・平成25年度予算については、来年度執行も
あり得る。現在も予算執行をがんばってい
るが、なかなか難しいことは認識している。

・再雇用も含めて、最盛期の７～８割程度の人
数になっており、足腰が弱くなってきていま
す。
・先ほどの点検業務について、企業は24年度補
正分と考えており、３月末納期と思っていま
す。25年度予算となって、繰越等で工期が十
分に確保されれば対応できるところもあると
思います。

③点検業務の不調や災害支援時の状況から技術
者が少なくなっている状況に気付いたが、技
術者数等の企業のキャパシティを把握しきれ
ていなかった。そのことが、現在のような状
況になった一因とも考えられるので、情報交
換をお願いしたい。

④消費税の問題も具体化してきています。プラ
ス３％が企業負担となるから、３月末までに
業務を終わらせるようにしていただけません
か。後半の受注調整を考えている会社もある
ようです。

・消費税については、基本的な考え方しかわかっ
ていない。建政部の情報を総括すると、４月
を超えた分は、確定申告をすることによって
還付される仕組みだとのこと。
・現時点では、３月末に完了させろといった指
示は出しておらず、自然体で対応するつもり
である。

・来年度にまたぐ対応であれば可能と考えます。 ⑤今後、５兆円の補正予算の話が出ていますが、
・３月に納品と発注が重なると対応しづらくな
そのうちの一部は業務に回ると思われるが、
ります。指名競争入札ならば、大丈夫ですが、
対応は可能ですか。
総合評価等になりますと提案書作成・ヒヤリ
ングと報告書作成が重なることになり、対応
が困難になります。
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中国地方整備局との意見交換会 足立企画部長の挨拶

中国地方整備局との意見交換会 小田支部長の挨拶

広島県との意見交換会（H25. 10. 31開催）
平成25年10月31日（火）広島市中区のKKRホ
テル広島において、と広島県と建コン協中国支
部の意見交換会が開催されました。
広島県からは上村建設産業課長をはじめ15
名の幹部職員が、中国支部からは、小田支部長、
來山総務部会長、林業務部会長をはじめ業務部
会委員12名の合計15名が出席しました。
今回は、「品質の確保について」
、
「入札制度

について」
、
「総合評価落札方式について」
、
「地
域コンサルタントの活用について」
、
「契約手続
きの改善について」
、
「業務成績について」
、
「業
務環境改善について」の７項目に、追加議題と
して「消費税改正に伴う要望」を加えた８項目
について、意見を交わすことができました。意
見交換の要旨は、下表の通りです。

■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
１．品質の確保について
①適正な品質確保のため、早期発注による履行
期間の確保をお願いします。また、年度を跨
いだ工期の設定など、納期が集中しないよう
配慮していただきますようお願いします。

広

島

県

・発注時期や工期については、平準化を図るよ
う適切な設定に努めている。年度末に納期が
集中することは課題として認識しているの
で、品質確保の観点からも引き続き適切な履
行期間の確保に努めていく。

②分割発注などでは、複数のコンサルタント間 ・広島県においても平成24年６月から「三者会
でのやり取りが必要になります。混乱を招き、
議」を制度化し、試行している。合同会議も
ミスや手戻りの原因とならないように、発注
必要と考えるが、どのように運営していくの
者側で適切な対応（合同協議等）をしていた
か費用等も含めて検討していきたい。
だくとともに、時間差を付けた適切な工期の
設定をお願いします。
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■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
③打合せ協議の回数等を実態に即したものにし
ていただきますようお願いします。あわせて
業務の節目の打合せには、効率的な業務遂行
と正確に情報共有をするため、上席者に同席
していただくとともに、業務内容、指示事項
を明確にしていただきますようお願いしま
す。
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・効率的に業務を遂行していく上で、迅速な判
断及び正確な情報共有は大変重要と考えてい
る。打合せについては、迅速に処理するため
にも業務の区切り等で必要に応じて、上席者
（主任又は総括調査職員）が同席するよう努め
ていきたい。同席が叶わない場合は、指示事
項等は打合せ簿等の書面にて行うよう周知徹
底を図っていきたい。

④過去5年の落札率は概ね72 ～ 73％と推定して ・最低制限価格の引き上げについては、改正は
います。建設業では概ね85％程度を確保され
していない。低入札価格調査制度の適用拡大
ており、建設コンサルタント業は建設業より
と総合評価の適用範囲の拡大で対応していき
10％以上も低い状態が続いています。品質の
たい。
（制限価格等の算出方法の見直しにつ
確保・向上には、健全な企業経営により従業
いては、業務の規模、難易度、得意分野等に
員の給与水準を確保し、優秀な人材を確保す
より低価格での受注もありえるので考慮して
ることが必須であり、現行の最低制限価格（予
いきたい。
）
定価格の70％）及び調査基準価格（同約76％）
について10％程度の引上げをお願いします。
特に最低制限価格は70％と低いため、引上げ
を強く要望します。価格の引上げについての
お考えをお聞かせください。
⑤設計図書に関する質問は、
「開札日の６日前
まで、回答は遅くとも開札日の４日前から設
計図書の閲覧期間終了まで」等となっていま
すが、指名日から開札日までの期間が短いた
め設計内容を踏まえた質問ができない場合が
あります。
（中には設計図書閲覧開始日当日
に質問〆切といった事例もあります）低入札
防止の観点からも質問期間を考慮して設定し
ていただきますようお願いします。

・適切な見積りにとっても相当な日数は必要と
考えるので、指名日から開札日までの期間及
び質問回答期間をある一定程度確保するよう
周知徹底を図っていく。

⑥他社が実施した詳細設計業務の修正を実施し
た場合、一部分を修正した場合でも、図面に
は修正した企業の名称が表示されます。この
場合、あたかも修正部分だけでなく、図面
全体についての責任があるように捉えられま
す。軽微な修正を行う場合、他社との責任範
囲を明確にしていただきますようお願いしま
す。

・元業務と修正業務の責任範囲の明確化は必要
と考える。契約図書に示された業務以外の業
務については変更契約の協議を行わなければ
ならない。修正業務については適切に指示し
ていく。
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■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
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県

※事例：過年度業務で他社が実施した「道路詳細設
計」の「数量計算」のみを受注し、成果をチェックし
たところ、不具合が見受けられ、発注者から詳細設
計実施業者に修正を依頼された。このように業務外
（計画・設計）に関する事項について不具合が生じ
た時、責任の所在を明確にする必要がある。

【関連質疑】
①最低制限価格の引き上げは考えておられない
ということですか。また、調査基準価格につ
いても変更ないということで宜しいですか。

2．入札制度について
①コンサルタントの適確な積算能力を育成し、適
正な利益を確保した応札ができるよう、予定価
格及び積算書を事後公表に変更していただきま
すようお願いします。また、その場合、見積り
徴収したものについては、採用歩掛・単価の公
表をお願いします。

・最低制限価格の引き上げは行わない。低入札
価格調査制度(1000万以上対象)については国
土交通省レベルに引き上げているので、対象
金額の引き下げによる適用拡大を検討してい
る。

・過度な低入札による落札状況やくじ引きの発
生は、適正な見積もりがなされないだけでな
く、品質確保の観点からも好ましい状態では
ないことは十分認識している。予定価格の事
前公表については、透明性の確保の観点から
事前公表を継続していく。見積りに関しては、
公表を前提に徴収しているので、法律上開示
できないものもあるが、基本的には採用決定
した歩掛・単価については参考資料として明
示する。

②設計金額1000万円以上の指名競争において
は、低入札価格調査制度が適用され、低入札
の場合には、長期間の調査期間を要していま
す。これにより工期が圧迫されるなどの状況
が生じていますので調査期間を短くしていた
だくとともに、低入調査前に辞退（ペナルティ
無し）できる等の選択肢をお願いします。

・低入札価格調査制度のデメリットとして時間
を要していることは事実であるので、受発注
者双方の事務の効率化を図るよう制度の改善
を検討していく。低入札調査前の辞退につい
ては、今のところ考えていない。

【関連質疑】
①予定価格については、当面は、事後公表には
変更されないと考えてよろしいでしょうか。

・工事については、中期計画として、事前公表
から事後公表に変更することはアナウンスし
ている。但し、業務の事後公表については検
討していくが変更を明言する段階にない。
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■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
3．総合評価落札方式について
①平成23年度から総合評価落札方式が導入さ
れ、技術力評価に対応するため技術力研鑽に
繋がっています。しかしながら総合評価落
札方式は本庁が審査されており、その処理に
１ヶ月程度時間がかかっていますので、審査
期間の短縮をお願いします。また、この２年
間での総合評価落札方式についての実施結果
をみて、制度の課題と評価等をお聞かせくだ
さい。
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・開札から契約までに要する日数は２週間とい
う県でのデータがある。今後の状況について
も、発注件数の増加は予想できるので、期間
及び時間の短縮に配慮していく。品確法の観
点からも、総合評価の導入は業務評定点の上
昇に繋がっている。技術点と価格点の関係に
ついては、今後検討していく。

②総合評価落札方式で手持ち件数の評価点が高
すぎるのではないでしょうか。能力のある管
理技術者であれば相応の手持ち業務量を持つ
のは当然であり、国土交通省なみの評価に変
更していただきますようお願いします。

・業務評定点の減点状況等を踏まえ、手持ち件
数等の評価について検討していく。

③総合評価落札方式において過年度閲覧資料が
ある場合には、写真撮影の許可、若しくは一
般図を特記仕様書に添付していただきますよ
うお願いします。

・未公表の情報等があるので、写真は許可でき
ない。一般図については、検討するので時間
をいただきたい。個人情報等の部分をマスキ
ングするのは時間を要するのでできない。

4．地域コンサルタントの活用について
①公共土木施設災害支援制度に登録し、地域貢
献を行っている企業に対しては、指名選定時
に優遇する、総合評価落札方式にて優位に評
価するなどのインセンティブを設けていただ
きますようお願いします。

・業務の総合評価においては、地域貢献は品質
に直接関与していないとの判断で考慮してい
ない。平成25・26年度の入札資格審査ポイン
トから地域貢献（災害支援・アダプト）の評
価を加味している。

5．契約手続きの改善について
①公文書による見積依頼の結果、予定価格は最
低値を採用されているようですが、国土交通
省と同様に平均値の採用をお願いします。

・広島県の見積採用にあたっては、異常な見積
を排除したうえでの最低値を採用している。
正確に見積条件を把握して見積作成をしてい
ただきたい。見積依頼は“まれ”なケースな
ので、最低値の採用は特殊案件として扱って
いただきたい。
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■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
②特記仕様書が明確でないため、どこからが変
更対象かわからない時があります。特記仕様
書の内容を詳細に記載し、追加作業（変更項
目）か否かが、明確になるようにしていただ
きますようお願いします。また、変更となる
場合、変更指示や変更金額の決定は、実作業
に合わせた早期の段階で対応していただくよ
うにお願いします。
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・特記仕様書で明確にするよう引き続き指示徹
底する。変更については、変更指示を適切な
時期（出来るだけ早い時期）で行えるよう指
示徹底する。

③調査（測量・地質）設計業務では、管理技術者・ ・測量、設計、調査の各分野での管理技術者及
照査技術者を複数名専任となっている場合が
び照査技術者の選任は必要と考えているので
ありますが、それぞれ１名にしていただきま
ご理解をいただきたい。
すようお願いします。
6．業務成績について
①コンサルタント業務も工事と同様に業務成績
の分布図等の公表をしていただきますようお
願いします。
②優秀な成績を残した業務においては、表彰を
与え、次回の総合評価落札方式で優位に評価
するなどの表彰制度を実施していただきます
ようお願いします。

・成績評定点の分布図の公表については、工事
は既に実施しているが、業務については公表
に向けて検討中である。
・工事の表彰は平成24年度から実施している
が、業務については検討中である。

③現在、業務成績評定では評定点のみが通知さ ・業務評定点の中身についても通知の方向で検
れていますが、国土交通省と同様に各項目の
討する。尚、データの蓄積・分析検討の最中
業務評定点を通知していただきますようお願
である。
いします。各項目の評定点を分析することで、
会社及び技術者として何が足りなかったのか
を明確にでき、業務執行能力の向上に繋げる
ことができると思います。
7．業務環境の改善について
①長時間労働・時間外労働を抑制し、従業員の
健康を確保するため、ノー残業デーの官民一
体での促進をお願いします。

②災害発生時の市町村からの支援協力要請依頼
は、県で取りまとめていただくようお願いし
ます。
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・ノー残業デーについては、水曜日・給料日・
８日について県でも実施しているので、ノー
残業デーは官民一体で行っていきたい。
金曜日の夕方に作業指示するようなことなど
をしないよう配慮するよう指示徹底する。
・提案内容は理解できるが、検討していきたい。

■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
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③災害発生時には、通常業務に優先して企業の ・災害の規模にもよるが、必要に応じて通常業
総力を挙げて緊急対応を実施します。その際、
務について、一時中断や工期延伸等で対応し
他官庁管理区間の災害対応を行う場合であっ
て行く。
ても、既に受注している通常業務の工期延長
については、受注側から協議をしやすい環境
整備（例：発注者主導で工期延期決定等）を
お願いします。
【関連意見】
・ほとんどの管理技術者が携帯電話番号を発注
者に教えているため、ノー残業デーの水曜日
に帰宅していても、携帯電話に連絡があるこ
とがあります。また、金曜日に出張に出てい
てそのまま帰宅しているところで携帯電話に
連絡があり、申し訳ないが月曜日までに何と
かならないかということになれば、引き受け
ざるを得ません。昔は、土、日など仕事の持
ち帰りも出来たが、セキュリティーの観点か
らパソコンや資料が持ち出せなくなり、在宅
勤務が出来なくなっているため、結局、土曜
日に出社しなければならなくなります。個々
の対応の良し悪しではなく、昨今の規制の問
題があるということをご理解いただきまし
て、できるだけスピーディーな指示をだして
いいただければと思います。
8．消費税改正に伴う要望
１）工期延期等
①10月１日以降に契約し、工期が平成26年３月
31日以前の業務で、成果品の引渡しが４月１
日以降になる場合には、全額に対して８％の
消費税となります。成果品の引渡しが契約の
とおり３月31日以前に行われるよう、関係機
関との協議及び調整等、円滑な業務が図れま
すようよろしくお願いします。なお、成果品
の引渡しがやむを得ず４月１日以降になる場
合は、工期延期をお願いします。

・消費税については、県内の出先機関に対し説
明をしている。繰越業務については、適切な
対応をとっていく。変更契約等については、
内容等を把握して対応していく。
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■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
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②９月30日以前に契約し、工期が平成26年３月
31日以前の業務で、10月１日以降に設計変更
によって契約金額が増額し、成果品の引渡し
が４月１日以降になる場合は、増額部分だけ
に８％が適用となります。しかしながら、こ
の場合において工期延期をしないで、成果品
の引渡しが４月１日以降になった場合は、差
額の３％は受注者が負担することとなりま
す。そのため、
10月１日以降に設計変更によっ
て契約金額が増額し、成果品の引渡しがやむ
を得ず４月１日以降になるときは、工期延期
をお願いします。
２）適正工期
・今後発注する業務は、３月工期とするのでな
く、金額や業務内容に応じた適正な工期設定
をお願いします。
３）完了検査
・３月工期の業務は、成果品の引渡しが３月31
日以前に行えるよう工期内検査をお願いしま
す。
【その他】

広島県土木局 上村建設産業課長の挨拶
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①工事中情報共有システムの活用を推進してい
くので、業務の円滑化、効率化を図るために
も活用してほしい。

広島県意見交換会 小田支部長の挨拶

岡山県との意見交換会（Ｈ25. 11. 15開催）
平成25年11月15日（金）岡山県庁にて、岡山
県土木部と建コン協中国支部の意見交換会が開
催されました。
岡山県からは関沢土木部長をはじめ５名の幹
部職員が、中国支部からは、小谷副支部長、林

業務部会長など10名が出席しました。
今回は、
「品質の確保」
、
「入札・契約制度に
ついて」
、
「業務環境改善について」
、
「その他」
の４項目について、意見交換を行いました。
意見交換の要旨は以下の通りです。

■岡山県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
1．品質確保について
①業務の履行期限の平準化について
依然、業務の履行期限が年度末に集中する傾
向にあります。このことは、成果品の品質低
下に繋がりかねませんので、受注者の作業及
び照査における適正な時間を確保した工期設
定をして頂くと共に、前倒し発注及び履行期
限の平準化を引き続きお願いします。

岡

山

県

・H25年４月からは、業務の早期発注に努め、
遅くとも１月末までの納期になるように取り
組んでいます。
工期の厳しい業務については翌債等の対応を
したいと考えています。

②施工段階における三者会議の導入について
・岡山県では三者会議は導入していませんが、
現在建設コンサルタンツ協会では各会員が、
品質向上に効果がある取り組みと考えてお
業務成果品の品質向上の取り組みを行ってい
り、国土交通省の状況等を参考にしながら検
ますが、依然ミスが発生しているのが現状で
討していきたいと考えています。
す。国土交通省では、工事目的物の品質確保
を目的として、施工段階における発注者、設
計者、
施工者の「三者会議」を実施しています。
その結果、施工前に不具合が発覚するケース
があり、三者会議の実施効果が現れています。
三者会議において、設計者は設計の考え方・
施工時における留意事項を説明し、施工者は
照査結果を報告することにより、工事目的物
の品質確保が可能となります。
岡山県におかれましても、重要構造物につい
ては三者会議の導入検討をお願いします。
③点検業務における発注見通しの公表及び業務
対応について
今年度は全国一斉に土木施設における緊急点
検が発注され、不落業務が数件発生していま
す。特に総点検に関しては、提出時期が設定
されており、それに対応するには体制作り
が不可欠です。指名から応札までの期間で

・岡山県では委託業務における発注見通しを公
表する予定はありませんが、点検業務の工期
については業務の規模や内容に応じ適切な履
行期間が確保できるように発注したいと考え
ています。
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■岡山県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

岡
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は体制作りが困難な場合がありますので、不 ・点検業務については業務内容（道路、鋼構造・
落対策として、そのような案件に関しては発
コンクリート、地質等）に応じた業務遂行能
注見通しの公表をお願いします。土木構造物
力を重視するとともに、技術者状況等も踏ま
の本格的な維持管理の時代を迎え、橋梁・トン
えて適切に業者選定した発注としたいと考え
ネル・港湾・河川構造物・道路のり面・土工構造
ています。
物等の点検業務が数多く発注されています。
点検業務については、業務内容に応じた技術
者資格等を考慮した発注をお願いします。
④境界立会日等の地権者調整について
国土交通省発注業務の場合は、受注者が地権
者名簿を国土交通省に提出し、その後、国土
交通省が、境界立会日等の調整等を行ってい
ます。受注業者が直接利害関係者に連絡した
際、作業の説明等を行っても不審に思われる
場合もあります。また、不在だった場合、何
度も連絡を取る必要があり、地権者が多数で
あった場合、調整作業に時間がかかり負担も
大きくなります。一般社団法人経済調査会
発行の「平成25年度設計業務等標準積算基準
書」
の参2−2−5 第4−1用地測量業務フロー
チャートにも境界立会の地権者調整等が記載
されていないため、発注者側で地権者調整を
行っていただきますようお願いします。

・境界立会日等の地権者調整については、県側
で対応するように周知したいと考えていま
す。

2．入札・契約制度等について
①総合評価落札方式の採用について
総合評価落札方式を採用することにより、各
コンサルタントの業務に対する実施方針、業
務に関する知識、有益な代替案、重要事項の
指摘等が確認でき、成果の品質向上に繋がり
ます。岡山県におかれましても総合評価落札
方式の採用をお願いします。

・総合評価落札方式の導入については、国や他
県の状況も見ながら研究したいと考えていま
す。

②最低制限価格の引き上げについて
・最低制限価格の引き上げについては、平成24
最低制限価格（率）の引き上げを要望します。
年４月実施しており、引き続き、入札の実施
このままでは、実質的な労働賃金の低下に繋
状況をみながら、適正な業務の履行が図られ
がり、地方、地域に必要な人材の育成経費を
るよう努めてまいりたいと考えています。
切り捨てることになり、新人の業界離れが進
み、緊急時の協力体制が保持できなくなりま
す。
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■岡山県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
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③非定型業務の採用歩掛りについて
非定型業務（積算基準外業務）の発注におい
ては、事前に業者に見積りを依頼されている
ことと存じます。発注時の採用歩掛りについ
ては、異常値（全社平均の±30％外）を除い
た平均値を採用していただくようお願いしま
す。

・非定型業務の採用歩掛りについては、岡山県
公共工事建設資材単価決定要領に基づき最低
値を採用しており、異常値を除く平均値を採
用することは現在のところ考えていません。
また、異常値については特に判断規準を設け
ていませんが、異常値と思われる見積もりに
ついては個別に判断しています。

④消費税率引上げに対する対応について
平成26年４月１日より消費税が８％に引き上
げられることが決定しましたが、消費税引上
げに伴う「経過措置」に定められた指定日（平
成25年10月１日）を踏まえた岡山県の基本方
針（繰越処置の適用等）をお聞かせ下さい。

・消費税法等の規定に基づき対応することとし
ています。

3．業務環境改善について
①業務表彰制度の制定について
国土交通省では業務表彰制度が確立されてお
り、高評価を受けた業務を担当した企業・技
術者は業務受注に有利となりますので、担当
技術者のモチベーション向上に大きく寄与し
ています。岡山県におかれましても「業務表
彰制度」の制定をお願いします。
②災害発生時における支援協力依頼について
災害発生時においては、各管理者から公共土
木施設等の被災状況の把握を行うために、建
設業者や建設コンサルタント等の民間団体に
支援協力を求められることになりますが、そ
の場合において、各管理者からそれぞれ支援
協力依頼をされると、依頼を受けた者は全体
の支援規模がわからず、その対応に苦慮する
ことになります。
支援体制を円滑に進めるため、市町村等の支
援協力依頼については、県でとりまとめてい
ただきますようお願いします。

・業務表彰制度の制定については現在検討して
はいませんが、平成25年11月から業務成績評
定を新しい成績評定システムにより試行して
おり、今後、業務成績評定制度の導入と合わ
せて検討したいと考えています。

・災害発生時には建コン、国、市町村と連携し
ながら対応したいと考えていますが、県と市
町村ではそれぞれの役割が異なることもあ
り、県で市町村等の支援協力依頼の窓口にな
ることは考えていません。
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■岡山県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
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4．その他
【県側からの提出議題】
【協会側からの確認事項・県側の回答】
（1）業務成績評定制度の導入
（1）業務の翌年度繰越処理について
平成25年11月１日以後完了する業務につい
業務の翌年度繰越処理については議会承認が
て、業務成績評定を新たな成績評定システム
必要になり、遅くとも12月中には発注者に申
により内部試行を行っています。業務成績評
し出る必要があります。また、今後発注する
定は国の基準に準じており、今後見直しをし
業務で繰越を考慮する業務は特記仕様書に工
ていきたいと考えています。
期延期について協議する旨を記載します。
当面は試行期間であり、評定結果を直ぐに企 （2）補正予算の執行について
業評価に使うことは考えていません。正式に
県の補正については、国の補正予算に対応す
運用する際には説明会を開催する予定です。
る方針です。
（2）12月会計検査について
岡山県土木部との意見交換会は今回で３回目
以下の予定で岡山県に会計検査が入るので該
となりますが、定着しつつあると感じていま
当する建設コンサルタント各社に協力をお願
す。これまでの開催効果も「最低制限価格・
いします。
調査基準価格の見直し」
、
「業務成績評定制度
①12月９日〜河川局（国土交通検査第３課（水
の導入」といった形になって表れています。
管理・国土保全局所管事業）
）
岡山県土木部では「業務成果品の品質向上」
②12月16日〜港湾局（国土交通検査第２課（港
への取り組みを強化しており、
「委託業務の
湾局・航空局所管事業）
）
中間確認」
、
「技術職員への委託成果品の検収
（3）業務表彰制度について
に関する研修会」等の対策を実施しています。
①他自治体での導入事例
我々も「成果品の品質向上」に対して、これ
協会側で他自治体での導入事例を調査の上、
まで以上に真摯に取り組む必要があると感じ
県側に報告します。
ています。
②業務表彰受賞者の社内での評価
業務表彰受賞者の社内での表彰事例について
数社から紹介がありました。各社とも業務表
彰受賞者を社内で表彰する制度がありまし
た。
今回の
「岡山県との意見交換会」の開催に当た
り、ご多忙な中ご参加いただいた、小谷副支部長、
林業務部会長、阿土業務部会副部会長および岡
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山県委員会の皆様方に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
以 上

広島市との意見交換会（H25. 11. 19開催）
平成25年11月19日（火）に、広島市役所にお
いて、広島市と建コン協中国支部の意見交換会
が開催されました。
広島市からは吉原技術管理課長をはじめ７名
の幹部職員が、中国支部からは、來山総務部会
長、林業務部会長をはじめ12名の業務部会委員

が出席しました。
今回は、
「品質の確保について」
、
「入札契約
制度について」
、
「業務環境の改善について」
、
の３項目に、追加議題として「消費税改正に伴
う要望」を加えた４テーマで意見を交しました。
その概要は、下表の通りです。

■広島市との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
１．品質の確保について
①品質確保のため、早期発注による履行期間の
確保をお願いします。また、年度を跨いだ工
期の設定など、納期が集中しないよう配慮し
ていただきますようお願いします。
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市

・適正な履行期間を確保している。年度末の場
合、合理的な理由がある場合は年度を跨いだ
工期の設定ができるが、国費の場合は債務が
難しいのが現状である。

②品質確保のため、調査基準価格や最低制限価 ・昨年、抜本的な見直しを実施し、見直し後は
格の引上げを昨年同様にお願いします。現状
1000万円以下は5ポイント、1000万円以上は
では、受注のためには調査基準価格又は最低
14ポイント落札率が上昇した。
制限価格付近（約70 ～ 78％）で応札せざるを ・広島市の場合、各県、政令指定都市等調達形
得ない状況となっています。健全な企業経営
態が類似している都市と比較して水準を考え
により、従業員の給与水準を確保し、優秀な
ている。昨年10月に見直したので現状を客観
人材を確保するため、最低制限価格及び調査
的に見ている。
基準価格の10％程度の引上げをお願いします。
③他社が実施した詳細設計業務の修正を実施した ・具体的な事例が分からないので難しいが、明
場合、一部分を修正した場合でも、修正した図
らかな場合は、仕様書に明記する。
面は修正した企業の成果品となります。この場
合、あたかも修正部分だけではなく、図面全
体についての責任があるように捉えられます。
部分的な修正を行う場合、他社との責任範囲
を明確にしていただきますようお願いします。
【関連質疑】
①年度末工期の目標値を中国地方整備局は設定
しているが、広島市の場合はどうか。

②繰り越し業務は実態としてどの程度あるので
すか。

・具体的な目標値は持っていない。広島市の場
合、繰り越しが認められているので以前に比
べれば少しは変わってきているのではない
か。
・今日はデータを持っていません。
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■広島市との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部
③昨年度のデータで日経コンストラクションの
記事では広島市はワーストに入っていたので
すが、今年は改善されていますが、横並びに
見られてどうでしょうか。
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市

・全国的な落札データは保有している。
・入札方式が同様なところと比べてどうなのか
という観点で比較してもまだ低い方だと認識
している。それを上げるよう頑張っている。

④キーワードは「魅力ある業界」になっていく ・建設コンサルタント業界は課題に対して業界
ことだと思います。そのためには人を集め、
はどのように対応されているのかをお伺いし
広報活動もし発注者にご理解をいただきなが
たい。
ら整備して行きたい。
2．入札・契約制度等について
①現行の入札契約制度は、殆どが価格競争と
なっていますが、技術力による選定（プロポー
ザル方式、総合評価落札方式）の状況、今後
の方向性についてお聞かせください。

②優秀な成績を残した業務においては表彰制度
の実施をお願いします。

・広島市はプロポーザルについては独創性とか
高度な技術力を求める場合には実施している
が、総合評価落札方式については導入してい
ない。その理由は大きな業務が少なくなった
こと、評価項目が工事に比べて評価しづらい
という話を他の政令指定都市から聞いている
が、現在情報収集について努めている。
・導入はしていないが、効果的かもしれないの
でもう少し勉強させてほしい。

③業務内容の変更や追加業務があった場合は、 ・指示事項に関しては業務打合せ簿等の書類と
指示書等の文書によって相互確認をし、確実
して確実に残すようにしており、相互に確認
に変更契約を実施していただきますようお願
をしている。設計変更が生じる場合にもこの
いします。
内容に基づいて実施している。
④設計金額1000万円以上の指名競争において
は、低入札価格調査制度が適用され、低入札
の場合には、長期間の調査期間を要していま
す。これにより工期が圧迫されるなどの状況
が生じていますので調査期間を短くしていた
だくとともに、低入調査前に辞退（ペナルティ
無し）できる等の選択肢をお願いします。

・今年度の低入調査は平均すると開札日から約
２週間で落札決定しているので、そんなに長
くかかっているという認識はない。
・低入調書を出さなくてもペナルティは課して
いない。資格確認申請書を未提出の場合はペ
ナルティを課している。

⑤標準歩掛がなく、見積徴収により歩掛が採用 ・最低値を採用。業務だけではなく工事でも同
される場合、
「最低値」が採用されています。
様である。国が採用していることは認識して
国土交通省と同様に「平均値」の採用として
いるが、推移を見ている。
いただきますようお願いします。
・業務の場合、橋梁の維持補修はコンサルで出
てくる見積がバラバラで困っている。
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⑥見積りを徴収する際には、発注時の公募要件
に該当する会社に依頼をしていただきますよ
うお願いします。

・見積を徴収する場合にはその時点で発注時の
公募要件を考慮して依頼している。

⑦広島市は昨年10月から予定価格の事後公表に
踏み切られました。半年間を通して、事後公
表についての評価と今後の方向性についてお
聞かせください。

・その時点でベストであろうということで事後
公表にしたが、現時点では色々な要因が出て
きているので、それらの結果を評価するとと
もにその対応について考えていきたい。具体
的には建築系の委託の不調が増加している。

【関連質疑】
①技術者のモチベーションを上げるために感謝
状を出される等をご検討いただきたい。

・広報活動を充実することが書類（感謝状）以
上に効果があるのではないかと考えている。

3．業務環境改善について
①業務遂行において、発注担当者からの指示が ・業務指示を行う場合はある程度余裕をもった
不規則かつ時間的に余裕のない提出期限によ
作業指示となるように努めている。
り、業務担当者の負担が大きくなる場合があ
ります。業務指示において過負荷にならない
よう、健全な労働環境創出にご配慮願います。
②長時間労働・時間外労働を抑制し、従業員の
健康を確保するため、ノー残業デーの官民一
体での促進をお願いします。
【関連質疑】
①個々の企業で推進しているが、ノー残業デー
の推進に関しては引き続きよろしくお願いし
たい。
4．消費税改正に伴う要望
１）工期延期等
①10月１日以降に契約し、工期が平成26年３月
31日以前の業務で、成果品の引渡しが４月１
日以降になる場合には、全額に対して８％の
消費税となります。成果品の引渡しが契約の
とおり３月31日以前に行われるよう、関係機
関との協議及び調整等、円滑な業務が図れま
すようよろしくお願いします。なお、成果品
の引渡しがやむを得ず４月１日以降になる場
合は、工期延期をお願いします。

・基本的には就業時間外の業務打合せ等は避け
るよう努めている。

・一企業としては難しいところもあるので、協
会としてノー残業デー推進の文章を出してい
ただく手もあるのではないか。

・年度内に適正な工期が確保されない場合、成
果品の引き渡しが４月１日以降になる場合は
工期延期をすると考えている。
・今後、適正な工期が確保できないものについ
ては、繰り越して工期延期をして行きたい。
・完了検査に関しても年度内に検査を実施する
ように努めたい。
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②９月30日以前に契約し、工期が平成26年３月
31日以前の業務で、10月１日以降に設計変更
によって契約金額が増額し、成果品の引渡し
が４月１日以降になる場合は、増額部分だけ
に８％が適用となります。しかしながら、こ
の場合において工期延期をしないで、成果品
の引渡しが４月１日以降になった場合は、差
額の３％は受注者が負担することとなりま
す。そのため、
10月１日以降に設計変更によっ
て契約金額が増額し、成果品の引渡しがやむ
を得ず４月１日以降になるときは、工期延期
をお願いします。
２）適正工期
・今後発注する業務は、３月工期とするのでな
く、金額や業務内容に応じた適正な工期設定
をお願いします。
３）完了検査
・３月工期の業務は、成果品の引渡しが３月31日
以前に行えるよう工期内検査をお願いします。
【関連質疑】
①年度内工期のものがやむを得ず繰り越しにな
る場合、発注者側がとりまとめる時期を教え
てください。
②平成25年度補正予算について状況をお教えく
ださい。
5．自由討議
①広報活動について
・社会資本整備の役割と重要性及び建設関係者
の役割と活動について、官民一体で、国民の
理解促進を図っていく必要があると考えられ
ます。
・現状では、社会資本の役割・重要性の理解が
不足、建設業界の信頼回復、震災後の緊急対
応・復旧・復興における建設産業の貢献の評
価が低い、などの課題があります。
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・基本的には年内です。

・現時点では業務より工事が多いのかなと思っ
ており作業中である。
・広島市も業界の一部だと考えているが建設業、
各協会がそれぞれバラバラに活動している感
がある。
・我々が業界の将来性に不安を持っていること
を学生も見越しているのではないか。

広島市意見交換会 広島市の出席者

広島市意見交換会 中国支部業務部会の出席者

要望と提案に関する中国地方整備局との勉強会（H26. 1. 24開催）
建設コンサルタントの要望と提案の中から
「修正設計における責任の明確化」
、
「ノー残業
デイの取り組み」の二つのテーマを抽出して、

平成26年１月24日（金）に第１回勉強会が開催
されました。

■要望と提案に関する中国地方整備局との勉強会要旨
建設コンサルタンツ協会中国支部

中国地方整備局

出席者
㈱荒谷建設コンサルタント コンサルタント１部
副部長 山本
悟
復建調査設計㈱  道路・地域整備部
上席主任エンジニア 矢木 一光
㈱エイト日本技術開発 広島支店
トンネル室長 岡根三千夫
業 務 部 会 長
林 喜代文
業務部副部会長
阿土
繕
【はじめに】
勉強会の趣旨は、毎年実施している協会との
意見交換会における要望と提案について、中国
地整で取り込むべき内容については、双方が連
携して解決することが必要であり、勉強会を設
けることとした。今回は、⑴修正設計における
責任の明確化、⑵ノー残業デーの取り組みにつ
いて検討したい。
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中国地方整備局

１．修正設計における責任の明確化について
【現状の問題点等】
①他社が実施した過年度成果を修正する業務 ①概数発注業務と、修正設計発注業務に区分し
（概数発注業務を含む）において、修正をした
て対応策を検討したい。
箇所以外の責任も発注者から求められるケー
スが有るため、責任の範囲を明確にしてほ
しい。
②修正設計における現状について。
②修正設計における責任の明確化という点で、
・瑕疵があった場合、修正設計社に全責任を求
整備局では、業務内容の明確化、指示のあり
められることが無いように各社の責任を明確
方等の対応案を検討し、協会側では、責任の
にする必要がある。
（修正部分の責任は修正
範囲が明確となる図面等の業務成果品の案を
設計社であるが、修正以外については該当社
作成してもらいたい。次回の勉強会では、作
の責任）
成された案について検討を行う。
・修正以外の部分に関わる内容確認に伴う作業
負荷・費用増となる。
・修正設計でありながらほぼ全体修正となり、
修正設計費用と合わないことがある。
２．ノー残業デーの取り組みについて
【現状の問題点等】
①建コンの課題である「労働環境の改善」の対
応の一つとして、
「ノー残業デーの推進」を挙
げているが、発注者側の協力（事務所内周知
等）を更にお願いしたい。
②ノー残業デーや金曜日等において、急に指示
されて、提出を急がれることがある。
③日常の取り組み例としては、メールの署名の
ところに、水曜日がノー残業デーであるとの
記載や、時間外の電話受信時にノー残業デー
のことを録音してながしているなど、発注者
のご理解をいただきたい。

①中国地整では、毎週水曜日と金曜日をノー残
業デーとして取り組んでいるが、コンサルの
取り組みについて効果が上がるよう協力した
い。
②コンサル側で取り組む発注者向けの発信活動
についてとりまとめてもらい、この活動と合
わせ事務所等に周知することとしたい。
③「ノー残業デー」について、業務計画書の段
階や、業務打ち合わせ簿に記載する等、相互
に認識することも必要である。

協会本部と中国支部意見交換会
平成26年度の発注機関に対する「建設コンサ
ルタントの要望と提案」を取り纏めるため、平
成26年３月18日（火）KKRホテル広島において
協会本部と中国支部の意見交換会が開催されま
す。あらかじめ本部で作成された平成26年度
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の「要望と提案」の原案に対して、中国支部の
意見を申し入れて調整が図られます。
本部から大島会長他各役員が出席され、中国
支部は小田支部長、副支部長、役員、常設部会
の部会長、各県委員長が出席される予定です。

技

術

技術部会等の開催
◦第１回技術部会技術委員会合同会議
開催日：平成25年７月４日（木）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：技術部会の活動方針について
各技術委員会の活動方針について

技術講習会、見学会
◦マネジメントセミナー
開催日：平成25年７月９日（火）
場 所：KKRホテル広島
主 催：本部技術委員会
内 容：PFI事業の今後の展望と建設コンサ
ルタントの役割他4課題
参加者：115名

マネジメントセミナーの受講状況

GIS実践講習会2013広島開催報告
本部情報部会
ITC委員会

亀

田

雄

二
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本部･情報部会 ICT委員会 ICT普及専門委員
会、ESRIジャパン㈱の協力のもと、GIS実践講
習会を開催いたしましたので、報告します。
日

時：平成25年10月９日（水） ArcGIS初級
平成25年10月10日（木） ArcGIS中級
各13：30 〜 17：00
場 所：日本技術士会中国本部事務局会議室
目 的：会員を対象とし、コンサルタント技術
者がGISを実業務に適用するための方
法を考えられるようにする。
参加者：初級 13名
中級 11名

GIS実践講習会開催状況

現場見学会に参加して

中電技術コンサルタント株式会社
経営企画部 池 田 直 哉

東広島・呉道路 高架橋及びトンネル工事
東広島・呉道路とは広島市、呉市、東広島市
をつなぐトライアングル道路網の一つである。
東広島・呉道路の整備により船舶、新幹線等へ
の乗り換えが容易になり、地元住民の利便性が
向上するだけではなく、現在、計画が進行中の
テクノポリス計画の実現を支えるなど、都市の活
性化および発展を促すことが期待されている。
東広島・呉間のうち馬木地区に新設される馬
木高架橋は県道や新幹線の路線を跨ぐなど架設
における制約条件が多く存在する。そこで、橋
脚から左右にコンクリートを打ち継ぎながら順
次張り出していく張出架設工法が採用されてい
る。橋脚から左右にバランスをとりながら架設
を行う様子から「やじろべぇ式架設」とも言わ
れるこの工法により、桁下空間の制約を受ける
ことなく高架橋の架設が可能となった。

を与えており、日本の文化・経済の発展を支える必要
不可欠な存在である。その一方で我々は普段、道路
やトンネルを当然のように利用し、そこに存在
するのが当たり前かのように考えがちである。
しかし、そこには多くの技術者のノウハウが
存在していることを今回の見学会を通して改め
て感じた。それらのノウハウは建設後の道路の
利用者のためだけではなく、建設する過程にも
活かされている。トンネル建設の発破作業によ
る近隣住民への騒音の軽減策や風力・太陽光を
利用したクリーンエネルギーの採用などがこの
例として挙げられる。このように道路は、その
利用者、周辺住民の生活、環境など様々な状況を考
慮しながら作られていることに感銘を受けた。

金剛トンネル

馬木高架橋

架設の様子

現場見学会を終えて
今回の見学会では前述した馬木高架橋の他に
乃美尾トンネル、金剛山トンネルの建設を見学
し、道路が建設されていく過程を学んだ。
道路やトンネルなどの社会インフラの役割は交通
機能としての役割だけではない。物流システムの円
滑化、都市の骨格形成など我々の生活に多くの恩恵
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建設の様子

私は現在、経理部門に所属しているため現場を
訪れる機会は少なく、現場の実像を掴みづらいと
感じることが多い。書類などから間接的に情報を
得ることはできるが、それらは一部分に過ぎない。
実際に現場を訪れて自分の目で見て現場感覚を養
うことの重要性を今回の見学会を通して強く感じ
た。現場の最前線で働く技術者を経理という間接
的なかたちでサポートすることにより社会インフ
ラの整備にこれからも貢献していきたい。

◦品質セミナー“エラー防止のために”
開催日：平成25年10月16日（水）
場 所：KKRホテル広島
主 催：本部技術委員会
内 容：土質・地質調査の計画、実施及び結
果の評価他５課題
参加者：92名
品質セミナー“エラー防止のために”の受講状況

◦平成25年度
「情報セキュリティ講習会」
開催日：平成25年10月29日（火）
場 所：KKRホテル広島
主 催：（一社）建設コンサルタンツ協会
情報部会情報委員会
情報セキュリティ専門委員会
共 催：（一社）建設コンサルタンツ協会
中国支部
講習会の内容：
⑴ 開会挨拶
−情報セキュリティ専門委員会の
活動紹介−
⑵ 情報セキュリティ対策の必要性と協会ガ
イドブックの概要
−建設コンサルタンツ協会の情報
セキュリティガイドライン−
⑶ 情報セキュリティ対策の実施例
−情報漏えい対策への取り組み−
⑷ 変化する情報セキュリティの脅威とその
対応
−新しい技術の理解と
情報セキュリティ対策の徹底−
参加者：18名

本講習会は、建設コンサルタントおよび一般
企業内における情報化、情報セキュリティに関
する仕組みや事例を調査し、情報セキュリティ
対策およびマネジメントシステムに関する情報
提供を主としている。
情報セキュリティ対策の必要性と協会ガイド
ブックの概要では、情報セキュリティ対策の必
要性と情報セキュリティガイドラインの項目に
ついて説明した。
情報セキュリティ対策の実施例では、主目的
となる情報漏えい対策に注目してさまざまな事
象とその対策について説明した。
変化する情報セキュリティの脅威とその対応
では、近年利用者が増え続けているSNS、ス
マートフォンなどの利用における新しい技術の
リスクと対策について説明した。
日々進化する情報技術において、脅威も日々
多様となってくる。正しい知識で情報セキュリ
ティ対策に取り組むことが必要である。

情報セキュリティ講習会の受講状況
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技術者のためのICT普及セミナー 2013開催報告
本部情報部会
ICT委員会

亀

田

本部･情報部会 ICT委員会 ICT普及専門委員
会、オープンCADフォーマット評議会の協力
のもと、ICT普及セミナーを開催いたしました
ので、報告します。
日

時：平成25年11月15日（金）
13:00 〜 16:30
場 所：まちづくり市民交流プラザ 研修室C
目 的：「CALS/EC」の 普 及 啓 発、
「CIM」
（コ
ンストラクション・インフォメーショ
ン・モデリング）のこの一年間の検討
経過や成果、の活動内容報告
参加者：26名

開催状況

◦河川構造物専門委員会セミナー
開催日：平成25年12月５日（木）
場 所：KKRホテル広島
主 催：本部河川構造物専門委員会
内 容：河川構造物耐久性診断技術について
（堰編）５課題
参加者：39名

河川構造物専門委員会セミナー受講状況
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雄

二

◦研修講師の派遣
① 中国地方整備局
研修名
建設生産システムⅠ研修

実施日
25. 6.12（水）

構造物設計研修Ⅰ

25. 6. 17（月）
〜 6.28（金）

建設生産システムⅡ研修

25. 7.23（火）

派遣講師
石田友英（復建調査設計㈱）
矢木一光（復建調査設計㈱）
田渕智秀（新日本技研㈱）
高
龍（新日本技研㈱）
田中賢太（㈱長大）
日高 真（㈱長大）
石田友英（復建調査設計㈱）
矢木一光（復建調査設計㈱）
青原啓司（ヒロコン㈱）

道路管理Ⅱ研修

25. 8.22（木）
〜 8.30（金）

佐藤義宏（㈱荒谷建設コンサルタント）
岡根三千夫（㈱エイト技術開発）

基礎技術研修

橋本佳典（復建調査設計㈱）
25.10. 21（月）
西田宣一（復建調査設計㈱）
〜 11. 1（金）
山本浩一（復建調査設計㈱）

構造物設計Ⅱ研修

田渕智秀（新日本技研㈱）
25.11.25（月）
高
龍（新日本技研㈱）
〜 29（金）
大原 誠（新日本技研㈱）

②

国土交通省 広島国道事務所
研修名

ＣＡＤ講習

③

実施日
25.12. 6（金）

派遣講師
亀田雄二（復建調査設計㈱）

岡山県
研修名

実施日

派遣講師

コンクリート構造物の維持管理
について

25. 7. 2（火）
〜 7. 3（水）

永田裕司（㈱エイト技術開発）
松浦寛司（㈱エイト技術開発）
宮原 哲（㈱エイト技術開発）
海野達夫（㈱エイト技術開発）

コンクリート構造物の維持管理
について

25.10. 1（火）
〜 10. 2（水）

永田裕司（㈱エイト技術開発）
松浦寛司（㈱エイト技術開発）
宮原 哲（㈱エイト技術開発）
海野達夫（㈱エイト技術開発）

委託成果品の品質

25.11. 1（金）

澤 嗣郎（㈱エイト技術開発）
金田博志（㈱エイト技術開発）
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河川委員会
◦河川委員会の開催
第１回河川委員会
開催日：平成25年５月15日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成25年度の活動方針について

第４回河川委員会
開催日：平成25年８月７日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：河川技術交流会
（講演会、見学会、
意見交換会）について

第２回河川委員会
開催日：平成25年６月12日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成25年度の活動内容について
中国地方整備局との河川技術交流会について
開催日：平成25年６月26日（水）
場 所：中国地方整備局河川調査官室
内 容：河川技術交流会の実施内容につい
て

第５回河川委員会
開催日：平成25年９月11日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：河川技術交流会
（講演会、見学会、
意見交換会）について
川の魅力発見について
中国地方整備局との河川技術交流会について
開催日：平成25年10月２日（水）
場 所：中国地方整備局河川調査官室
内 容：河川技術交流会の実施内容および
日程について

第３回河川委員会
開催日：平成25年７月３日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：河川技術交流会
（講演会、見学会、
意見交換会）について

第６回河川委員会
開催日：平成25年10月16日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：河川技術交流会
（講演会、見学会、
意見交換会）について

平成25年度「河川講演会」報告
技術部会 河川委員会
１． はじめに
平 成24年 度 よ り 中 国 地 方 整 備 局 河 川 部 と
（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部技術
部会河川委員会では、河川技術の維持・向上、
業務を推進する基礎的技術力の底上げを図るこ
とを目的とし、
「
（仮称）中国地方河川技術交流
会」に取り組むための準備が整いつつあります。
この一環として、今回の河川講演会は、整備
局の技術研修に協会員が参加する形で開催され
ました。
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日
場

神

信

浩

一

時：平成25年11月13日（水）
所：国土交通省 中国地方整備局 中国技
術事務所 研修所
主 催：国土交通省 中国地方整備局
共 催：
（一社）建設コンサルタンツ協会中
国支部
参加者（協会員）
：中国支部20名
【プログラム】
11:00
開会
11:00 〜 11:05 講師紹介

11:05 〜 12:00

講演：九州工業大学
大学院教授 秋山壽一郎
講演題目：「矢部川堤防決壊の教訓と今後の
治水対策のあり方」
12:00 〜 12:20 質疑・応答（意見交換）
12:20
閉会

２．講演会概要
第１部 矢部川堤防の決壊（原因究明と課題）
：
「越水なき破堤」となった矢部川右岸7.3k付近
は、堤外側で透水係数の高い層がむき出しで、
その層が堤内地側では行き止まり状態で上部粘
土層も薄くなっているという特徴を有している
ことが判っており、この特徴により浸透水が行
き場を失ったことが、パイピングの原因である

と考えられている。しかし、パイピング破壊に
関する解析技術は発展途上で、堤体陥没に至る
メカニズムを確認するには不十分である。
第２部 河川堤防の安全性（評価の難しさと課
題）
：河川堤防の決壊原因は、雨や水位などの
外的要因と、堤体や基礎地盤などの内的要因の
両方が関係するが、前者は不確実、後者は不明
確である。
第３部 水災リスク・治水バランスの把握（遠
賀川水系等を対象として）
：今後は、河川堤防
における防災と堤内地における減災をセットと
した総合治水対策が重要である。
第４部 まとめ：想定外は、計画論において位
置付けられるものであり、
危機管理においては、
多様なシナリオ想定によってカバーされなけれ
ばならない。
３．おわりに
今回の講演会は、中国地方整備局河川部との
技術交流の中で、情報提供いただいたもので、
協会員がタイムリーに聴きたい講演会に参加す
ることができました。今後も、こうした技術交
流を継続し、河川技術の向上を図っていきたい
と思いますので、会員皆様の多数の参加をお願
い致します。
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道路委員会
◦道路委員会の開催
第１回道路委員会
開催日：平成25年４月22日（月）
場 所：いであ㈱会議室
内 容：本年度の活動方針について
第２回道路委員会
開催日：平成25年５月29日（水）
場 所：㈱荒谷建設コンサルタント会議室
内 容：社会貢献活動の実施について
第３回道路委員会
開催日：平成25年６月26日（水）
場 所：㈱福山コンサルタント会議室
内 容：社会貢献活動の実施について
第４回道路委員会
開催日：平成25年７月24日（水）
場 所：中電技術コンサルタント㈱会議室
内 容：まちづくりフォーラムの実施について

第５回道路委員会
開催日：平成25年８月28日（水）
場 所：㈱福山コンサルタント会議室
内 容：まちづくりフォーラムの実施について
第６回道路委員会
開催日：平成25年９月25日（水）
場 所：いであ㈱会議室
内 容：まちづくりフォーラムの実施について

第７回道路委員会
開催日：平成25年10月23日（水）
場 所：㈱福山コンサルタント会議室
内 容：まちづくりフォーラムの実施について
第８回道路委員会
開催日：平成25年12月18日（木）
場 所：広島市まちづくり交流プラザ会議室
内 容：フォーラムの反省会とWEBアンケー
トについて

まちトーク2013 in 広島開催報告
技術部会 道路委員会
委員長 亀 田 雄
道路委員会では、
「みんなでつくろう『やさ
しいまち』まちトーク2013 in 広島」を開催しま
したので、報告します。
時：2013年11月23日（土）
13：30−16：00
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ
目 的：建コン協の技術者が、
社会貢献として、
広島に住む人・来る人にとって「やさ
しいまち」とするために何をすればよ

二

いか、まちづくりを実践されている
方々と一緒に考える場とすることを目
的としました。
参加者：57名

日
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第１部では、パネリストから取り組み事例を
発表いただきました。
ショッピングモールシスターズ代表の植村様
からは、女子学生による本通商店街での有償ボ
ランティア活動についてご紹介いただきまし

た。活動の中で、
「楽しむメンバーの笑顔」「声
をかけてくださる方の笑顔」が
「やさしいまち」を
推し進めているといった内容が印象的でした。
広島市中央部商店街振興組合連合会専務理
事、NPO法人セトラひろしま理事長の２つの
顔を持つ若狭様からは、
「広島市の中心部での
やさしさとは、
『楽しく』
『快適・便利に』
『自
分を表現できる』
『出会い』の空間であること」
で、『利便性の向上』
『賑わいづくり』
『緑化・
環境』『子育て支援』に関する活動についてご
紹介いただきました。
まちづくり市民グループ
「可部カラスの会」事
務局長の寺本様からは、
「市民がつながって，優
しく楽しくなった町『可部』
」が、市民主導により
どんどんやさしくなるまちづくりの成功例をご紹
介いただきました。成功の秘訣は、
「いろんな人
とのつながり」
「個性を活かした貢献と成功体験」
にあり、ということを改めて感じました。
ひろしまジン大学学長の平尾様からは、組織
の収益を考えつつ、
「繋がるキッカケ」
「地元を知
り、体験を共有する」場としての大学を通して、

人々自らが地域・社会に関わることのできる人づ
くり、仕組みづくりについてお話いただきました。
広島工業大学の福田教授からは、
「大学生とま
ち」と題して、学生たちが地域に飛び込み、住民
と共にする活動には、いろいろな「Happiness」
が感じられ、多くの
「Happiness」キャッチの機
会があるということをご紹介いただきました。
第２部のパネルディスカッションは、当委員
会メンバーがコーディネーターを務めるという
趣向でした。森島コーディネーター、お疲れ様
でした。内容は、紙面の都合上、詳しく報告で
きませんが、今年度末に「課題集」や「報告書」
といった形でご報告させていただきます。
以 上

パネラーの皆様

構造委員会
◦構造委員会の開催
第１回構造委員会
開催日：平成25年５月24日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成25年度の活動方針について
第２回構造委員会
開催日：平成25年８月2日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：PC建協及び日本橋梁建設協会との
意見交換会について
道路橋技術相談窓口の設置について
第３回構造委員会
開催日：平成25年11月15日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：補修・補強についての自由討議他
第４回構造委員会
開催日：平成26年１月17日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室

内

容：分科会活動報告と分科会活動テーマ
抽出
◦PC技術講習会
開催日：平成25年10月24日（木）
場 所：広島ガーデンパレス
内 容：PC技術の最近の動向他3課題、質疑
応答
参加者：48名

PC技術講習会

宮川技術部会副部会長の開催挨拶
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港湾委員会
◦港湾委員会の開催
第１回港湾委員会：平成25年７月10日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成25年度 技術部会・委員合同
会議 報告
本年度の活動方針について
特別講演
広島県港湾設計マニュアル改訂の
概要について
第２回港湾委員会：平成25年10月11日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：広島県港湾・海岸設計マニュアル
勉強会（係留施設、海岸保全施設）
第３回港湾委員会：平成25年11月20日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：広島県港湾・海岸設計マニュア
ル勉強会（設計条件、そ の他港湾
施設）
埋浚協会との技術交流会の開催に
ついて
第４回港湾委員会：平成25年12月12日（木）
場 所：広島グリーンアリーナ会議室
内 容：広島県港湾・海岸設計マニュアル
勉強会（外郭施設）
平成26年度幹事の確認、活動テー
マ候補について

講演状況
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◦港湾技術交流会：平成25年12月12日（水）
場
所：広島グリーンアリーナ会議室
内
容：埋浚協会との技術交流会（技術講
演、質疑応答）
講演題目 浚渫土圧入による人工干潟修復方
法（浚渫土圧入工法）
五洋建設㈱技術研究所
熊谷 隆宏 担当部長
港湾構造物の維持管理に関する技
術紹介
東洋建設㈱総合技術研究所美浦
研究所
審良 善和 主任研究員
新しい液状化対策技術 Air-des
工法（空気注入不飽和化工法）
東亜建設工業㈱技術研究開発セ
ンター
居場 博之 主任研究員

聴講状況

防災委員会
◦防災委員会の開催
第１回防災委員会
開催日：平成25年５月24日（金）
場 所：和光広瀬ビル会議室
内 容：平成25年度の活動方針について
話題提供２件
第２回防災委員会
開催日：平成25年９月24日（火）
場 所：和光広瀬ビル会議室
内 容：防災教育、斜面モニタリング報告
会、見学会、Q＆Aについて
話題提供２件
第3回防災委員会
開催日：平成25年12月６日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：防災教育の実施について
企業・団体との連携講座の開催に
ついて
◦社会貢献活動
① 呉市立白岳小学校
開催日：平成25年６月７日（金）
13：20 〜 15：50
場 所：呉市広市民センター
対 象：小学４年生 150名
内 容：ハザードマップ作成
② 二葉公民館中山集会所
開催日：平成25年９月９日（月）
13：30 〜 15：30
場 所：広島市東区二葉公民館中山集会所
対 象：中山女性学級 18名
内 容：土砂災害の概要、ハザードマッ
プ作成、警戒避難
③ 船越公民館
開催日：平成25年10月10日（木）
13：30 〜 15：30
場 所：広島市安芸区船越公民館
対 象：寿学級 30名

内

容：土砂災害の概要、ハザードマッ
プ作成、警戒避難
④ 東広島市東西条地区自治協議会
開催日：平成25年10月19日（土）
９：00 〜 15：00
場 所：東広島市東西条地域センター
対 象：東西条小学校区自治会会員（参
加者122名、37自治会）
内 容：土砂災害の概要、地域巡回パト
ロール、防災マップ作成
⑤ 広島市立可部南小学校
開催日：平成26年１月22日（水）
13：55 〜 15：30
場 所：広島市安佐北区可部南小学校
対 象：小学５年生 77名
内 容：土砂災害の概要、ハザードマッ
プ作成、防災クイズ

防災教育

ハザードマップ作成

◦防災講演会
① 第１回防災講演会
主 催：
（一社）建設コンサルタンツ協
会中国支部 防災委員会
（公社）日本技術士会中国本部
防災委員会
開催日：平成25年６月21日（金）
13：20 〜 17：00（210分）
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ
参加者：114名
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内

容：最近の災害と維持管理、災害支
援のあり方
講演①「道路インフラの現状と課題」
前中国地方整備局道路保全企画官
川端 誠
講演②「気象情報と気象災害 〜犠牲
者０を目指して〜」
広島地方気象台気象情報官
薬師寺 功
講演③「広島県災害復興士業連絡会の
活動について」
広島県災害復興士業連絡会会長
弁護士：久行康夫
② 第２回防災講演会
主 催：
（一社）建設コンサルタンツ協
会中国支部 防災委員会
（公社）日本技術士会中国本部
防災委員会
共 催：財団法人広島市未来都市創造財
団まちづくり市民交流プラザ
開催日：平成26年２月14日（金）
13：30 〜 16：45（235分）
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ
参加者：100名
内 容：
講演①「広島県地震被害想定調査結果
の概要と今後の防災対策につい
て」広島大学 土田 孝
講演②「中国地方の津波浸水想定につ
いて」 日本技術士会中国本部
防災委員会 古川 智
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講演③「土砂災害などの災害から地域
を守る取組みについて」
呉工業高等専門学校 加納誠二
講演④「土砂災害を対象とした防災教
育について」
建設コンサルタンツ協会中国支
部防災委員会 青原啓詞
パネルディスカション 〜会場を交え
て、地震・津波・土砂災害について考える
◦防災見学会
開催日：平成25年10月16日（土）
８：00 〜 17：00
場 所：尾道・松江自動車道 口和IC地す
べり 現場
参加者：14名
内 容：平成25年９月７日に発生した幅
140m、奥行75mの地すべり現場
の見学。

防災見学会

地すべり現場の見学

厚

生

厚生部会の開催

平成25年度親睦活動

第１回厚生部会
開催日：平成25年５月22日（水）
場 所：中国支部事務局
内 容：ゴルフ大会、ボーリング大会、フッ
トサル大会の開催について

厚生部会では、支部協会員の親睦と健康維持
を目的としてスポーツ大会を開催しています。
今年度は６月４日にゴルフ大会、７月５日に
ボーリング大会、11月９日にはフットサル大
会を開催しました。

■ 第49回ゴルフ大会

個人戦は、中電技術コンサルタントの
高本さん、田辺さんが１、２フニッシュ。
団体戦は、高本さん（中電）、中村さん（荒谷）、
橋岡さん（長大）、為藤さん（基礎地盤）チームが制覇！
平成25年６月４日（火）に第49回の親睦ゴル
フ大会を開催しました。舞台となったのは東広
島の名門“賀茂カントリークラブ”
。
参加者は４組16名と前回より1組減りまし
た。前回で限界集落状態を脱したかと思いきや、
まだ続いているようです。
個人優勝は、中電技術コンサルタントの高本
さん。グロス80ネット70.4の堂々たる優勝で

す。
２位も中電技術コンサルタントの田辺さん。
同社の１、２フニッシュでした。３位は復建調
査設計の阿土さん。安定度抜群です。
惜しくも入賞できなかった皆さん、次回は年
度当初を避け、秋の開催とする予定です。50
回記念大会になります。万障お繰り合わせのう
えご参加いただきたいと切に願っています。

〈個人戦〉
順位

氏名
（会社名）

優勝

高

本

２位

田

辺

３位

阿

土

英

OUT

IN

G

HD

NET

徹（中電技術ＣＴ）

41

39

80

9.6

70.4

章（中電技術ＣＴ）

38

47

85

12.0

73.0

繕（復建調査設計）

44

45

89

15.6

73.4

〈団体戦〉
順位
優勝

２位

メンバー（会社名）
高

本

橋

岡

阿

土

難

波

典

達

平均スコア

徹（中電技術ＣＴ）

中

村

慈

孝（荒谷建設ＣＴ）

明（長大）

為

藤

繕（復建調査設計）

平

田

照

人（ウェスコ）

也（なんば技研）

安

田

隆

男（陸地ＣＴ）

聡（基礎地盤ＣＴ）

76.9

77.8
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《ゴルフ大会優勝者の声》
高本 徹
中電技術コンサルタント㈱
執行役員河川本部長（当時）
執行役員営業本部長（現）
年 齢：57歳
出身地：広島市
趣 味：ダイビング（海）
特 技：テニス（昔々）
①

②

ゴルフがうまくなるには
月並みですが、正しいレッスンが大事。間違
いなくレッスンプロに習うこと、今ではスクー
ルがありますからスクールに入るのが一番と思
います。急がば回れです。かく言う私は我流
（父
母流）でこの辺りで限界です。
③

ゴルフ歴：40数年
ゴルフのきっかけは、今は亡き父母に中学生
のころ半ば強引に勧められたのが始まりでし
た。当時は香川県にいまして公舎の小さな庭に
マットを敷いて、誰かしらの名刺を半分に折っ
てボールに見立て、パコパコと打っていたのを
懐かしく思います。
プロに習うわけでもなく素人の父母がコーチ
ですから、上手くなるわけもなかったですが、
子供にとっては重いクラブを振り回していたの
で、大人になったとき「スイング」することに
は違和感がなくなっていました。当時は父母と
近くの河川敷（高松市：春日川）
ゴルフ場に行き、
成人してからは親孝行代わりに家族で太田川ゴ
ルフ場でプレーをするのが楽しみでした。

今回の勝因
同伴者のみなさん（中村慈孝氏・橋岡典明氏・
為藤聡氏）の雰囲気が和やかで、初出場にもか
かわらずノンプレッシャーで気分よくゴルフで
きたことが勝因と思います。厚生委員会のお話
で「フットサルには400名も（編集者注：150人
です）
集まるのにゴルフは４組も集まらない…」
と言う話を聞いて、フットサルはとても無理だ
けれどもゴルフならと老兵の一分を立てたいと
思って参加したのもモチベーションとなりまし
た。
④ 私にとってのゴルフ
“ゴルフは面白すぎる。難しすぎる。奥が深す
ぎる。いろいろありすぎる。
”
“ゴルフができる健康、ゴルフができる家庭、
ゴルフができる仕事、ゴルフができる仲間。

スタート前の元気な時間帯の集合写真
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個人優勝

小田支部長、団体優勝チーム 中村さん、高本さん、橋岡さん、為藤さん

★データは語る
人数
0

2

4

6

〜79

8
今回
前回
前々回

80〜84

85〜89

90〜94

スコア帯

こうした恵があってこそのゴルフである。
”
以上は、「ピーターたちのゴルフマナー」の
一節です。私にとってのゴルフも同感です。
最後に（一社）建設コンサルタンツ協会中国
支部会員の皆様のますますのご活躍と、これか
らの親睦ゴルフ大会の「復興」を祈念いたしま
すとともに、厚生委員幹事の皆様、コースの予
約他でご尽力いただきました㈱陸地コンサルタ
ントの皆様に感謝する次第です。誠にありがと
うございました。
コンサルタント若手社員のみなさん、奮って
参加しましょう。そしてゴルフを楽しみましょう。

高本さん

95〜99

100〜104

105〜109

110〜114

115〜

今回

前回

前々回

49回

48回

47回

参加人数

16

20

16

平均点

101.3

98.8

102.2

標準偏差

11.6

10.7

10.2

区

分
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■ 第48回ボーリング大会

団体戦は長大チームが栄冠に輝く！
個人戦は、男子、長大の前川朝尚さん、
女子はヒロコンの保井直美さんが優勝
７月５日に第48回ボーリング大会を開催し
ました。
場所はいつもの、広島パークレーンです。
例年は年明けに開催していましたが、繁忙期
となるため今年度から、年度当初に開催するこ
とになり、その甲斐もあってか前回より1チー
ム増え13チーム39名で楽しみました。
今回から始球式があり、中村厚生部会長が務
めたのですが、エーいきなりガターと思いきや

カーブして９本倒れました。この結果、各チー
ム全員がスペアまたはストライクの場合１ゲー
ムにつき缶ビール３本をゲットという特典を得
ました。
団体優勝を飾ったのは、長大チームでトー
タル1,248点、男子個人戦は、長大の前川朝尚
さんが501点、女子はヒロコンの保井直美さん
がスクラッチ402点（HD45）で初優勝を飾りま
した。

団体戦入賞チーム
順位

チーム名

1G

2G

3G

スクラッチ

HD

計

優勝

長

大（前川、山本、鈴木）

436

385

382

1,203

45

1,248

２位

ウ ェ ス コ（平田、貞入、藤井）

483

408

353

1,244

0

1,244

３位

復建調査設計（鈴山、木場、川本）

377

395

417

1,189

45

1,234

個人戦入賞者（男子）
順位

氏

名

会

社

名

1G

2G

3G

スクラッチ

HD

計

優勝

前

川

朝

尚

長

大

178

152

140

486

−

486

２位

木

場

孝

一

復建調査設計

139

141

179

459

−

469

３位

藤

井

正

二

ウ

168

156

124

454

−

454

1G

2G

3G

スクラッチ

HD

計

ェ

ス

コ

個人戦入賞者（女子）
順位

86

氏

名

会

社

優勝

保

井

直

美

ヒ

ン

128

106

168

357

45

447

２位

川

本

裕

子

復建調査設計

153

106

119

343

45

388

３位

村

上

陽

子

新 日 本 技 研

100

110

122

332

45

377
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《団体優勝チームのコメント》
株式会社 長大
前川 朝尚、山本 航、鈴木由香里
この度、建設コンサルタンツ協会中国支部
ボーリング大会におきまして、何年もの間、優
勝を逃しておりましたが、第48回にしてやっ
と優勝することができました。ありがとうござ
いました。
広島支社の代表として参加するにあたり、優
勝するということがミッションでしたので、何
度かボーリングを練習して、参加させていただ
きました。

練習ではなかなかスコアが取れなかったので
すが、本番では燃料を補給しながらワイワイ楽
しんでいると、いつの間にかチーム全体で高ス
コアを記録していました。
結果発表ではなかなか呼ばれなかったので、
まさか!? と思いましたが、そのまさかの優勝に
驚き、チームの皆と喜び合いました。
これからも機会がありましたら、参加できる
ことを楽しみにしております。
建設コンサルタンツ協会中国支部厚生委員の
皆様、また、ボーリング大会に参加いただきま
した皆様に感謝申し上げます。

団体優勝チーム；長大（左から前川さん、鈴木さん、山本さん）

〈個人優勝 長大 前川朝尚さんの喜びの声〉
初参加で、団体優勝だけでなく個人優勝もい
ただき大変嬉しく思っております。
１ゲーム目でビッグスコアをたたき出したと
きは、
「個人優勝はいただいた」
と思いましたが、
燃料を補給するとどんどん失速していきました
（酔拳が使えるようになりたいです）
。１ゲーム
目にビッグスコアを出したこと、スプリットに
もめげず、一緒に参加した山本さん、鈴木さん
と楽しくプレイをし、３ゲーム完投できたこと
が好成績に繋がったのだと思います。
これからも機会がありましたら、参加させて
いただきたいと思います。本当にありがとうご
ざいました。

男子優勝の前川さん（長大）
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〈女子優勝 ヒロコン 保井直美さんの喜びの声〉
まさか優勝するときが来るとはびっくりです！
なんとか100にいった１・２ゲームの成績で
は優勝してなかったでしょう。
最初にこの大会に参加したときはブービー
だったと思います。年に1回のボウリング
でも進歩してよかったです。
１度チームでも優勝しているので、これで心
置きなく引退できそうです??
優勝のコメントがなければ良いのですが…
やっぱり優勝は嬉しいですね。ありがとうご
ざいました。

女子優勝の保井さん（ヒロコン）

全員で集合写真。仕事も遊びもがんばるぞ！

■ 第５回フットサル大会

西日本高速道路エンジニアリング中国チームが初出場で初優勝
平成25年11月９日（土）、第５回フットサル
大会を広島のアイフット宇品で開催しました。
忙 し い さ な か で し た が、 ７ 社、13チ ー ム、
100名以上の参加で、コンサルに集う仲間とし
ての親睦を深めました。
今回も昨年度と同様、あくまで勝敗にこだわ
る真剣リーグ（５チーム参加）と、親睦目的と
した親睦リーグ（８チーム参加）にわけ、それ
ぞれの楽しみ方ができるよう工夫しました。
真剣リーグの結果は、初出場の西日本高速道
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路エンジニアリング中国チームが、予選リーグか
ら決勝リーグを通じて負けなしの圧勝で見事初
優勝を果たしました。おめでとうございました。
親睦リーグでは、勝敗数でなく参加チームの投
票により、表の４社がチーム賞に選ばれました。
今回も多くの子供たちに来ていただきキック
ターゲットに参加していただきました。景品が
足りなかったほどです。
来年度も同じ時期に行います。ぜひ多くの参
加者と子供たちを待っています。

入賞チーム・者
真剣リーグ

優勝

NEXCOエンジ

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

準優勝

CECわかて

中電技術コンサルタント㈱

お・も・て・な・し 復建調査設計㈱

親睦リーグ

個人賞

チーム賞

い〜じぇっくA

㈱エイト日本技術開発

ARATANI-O

㈱荒谷建設コンサルタント

SNGE

新日本技研㈱

MVP（男性） 早川

昴志

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

MVP（50代） 亀田

雄二

復建調査設計㈱

MVP（女性） 村上

陽子

新日本技研㈱

MGP

山本

悟

㈱荒谷建設コンサルタント

MGP

田中

晶生

中電技術コンサルタント㈱

MGPは“もっとも頑張ったで賞”で男女各１名に与えられました。

真剣リーグ成績表
順位

アンソニー

アンソニー

得点

1-6

0

-16

5

6-1

2-1

12

+12

16

4-0

0-2

6

+5

9

0-1

3

-8

4

9

+7

10

ARATANI-Y

2-7

1-5

1-3

1-0

7-2

CECわかて

5-1

0-1

ARATANI-Y

3-1

1-6

0-4

倍

6-1

1-2

2-0

し

得失点

CECわかて

NEXCOエンジ

返

勝点

NEXCOエンジ

1-0

倍

返

し
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優勝記
西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
経営企画本部 総務部 総務課 早川 昂志
私達、チーム「NEXCOエンジ」は今回初めて
建設コンサルタンツ協会中国支部主催のフット
サル大会に参加させていただきました。チーム
「NEXCOエンジ」とは略称であり、普段は西日
本高速道路エンジニアリング中国㈱サッカー部
として広島シティリーグに加盟しているチーム
です。
今回の参加では「NEXCOエンジ」サッカー部
の中でも有力なメンバーを集めて参加させてい
ただき、メンバーの中には福山市及び周南市の
方から足を運んでいただいたメンバーもいま
す。よって、当日の試合には普段共に練習も行っ
ていない為、なかなか連携もうまくいかない事
もありました。その苛立ちからかプレーの中で
激しく当たる場面もありましたが予選トーナメ
ントから決勝トーナメントに至るまで個々で話
し合いをして、それぞれの試合中での役割分担
がはっきりしてきたことが決勝での接戦に勝て

る事ができ、今回の優勝につながったのではな
いかと思います。
また、チームコンセプトとして、メンバーの
全員（キーパーは除き）が得点を取ることが出
来たこと、しかも私事ではありますが、MVP
まで受賞させていただきまして本当に今大会に
ついては感無量の大会となりました。
実はというと大会の後には、もう一つの試合
がありました。世間では反省会と言われる 単
なる飲み会ではありますが、次なる大会への連
覇に向けて試合の内容について夜遅くまで語り
合い、今回の大会以上に連携を深める事ができ
ました。
最後にはなりますが、大きな怪我もなく無事
に終えた本大会の開催、子供に向けたイベント
の開催を主催していただきました建設コンサル
タンツ協会の皆様、そして大会の運営を行って
いただいた関係者の皆様にあらためて感謝を申
し上げます。次なる大会においても積極的に参
加をさせていただこうと思いますので今後とも
よろしくお願い致します。

優勝のNEXCOエンジチーム
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MVPの早川さん（左端、西日本高速道路エンジニアリング中国）
（隣は鈴山厚生部会員と中村部会長）

子供たちが盛り上げてくれました

50代MVPの亀田さん（復建調査設計）

女性MVPの村上さん（新日本技研）

MGPの山本さん（荒谷建設CT）

仲間！ なかま（開会式）
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グループ
活
動

フ ット サ ル
八千代エンジニヤリング㈱
中 村 正 和
同僚に誘われ何も知らないままにフットサル
を始め、かれこれ十数年になります。
フットサルというとサッカーの小型版のよう
に思われがちですが、実際にやってみるとサッ
カーとは全く別のスポーツです。オフサイドは
なく、攻守の切り替えが激しいため、サッカー
というよりはどちらかというとバスケットボー
ルに近い競技といえます。
フットサルはコートが狭くボールを持っても
すぐ相手に寄せられるため、ボールを奪われな
いよう瞬時の判断でパスかドリブルをしなけれ
ばなりませんが、始めた当初は当然パスもうま
く出せずドリブルもできずの状態でチームメー
トに迷惑をかけていました。それでも続けてい
くうちに、パスがうまく出せたりシュートが決
まったりするようになると面白みが増し、調子
に乗って次も参加しようということの繰り返し
で現在に至っています。
練習は試合形式で行いますが、運動量が多い
ため夏場は一回の練習で体重が２㎏も落ちるほ
どです。また、チーム内にはポジションをめぐ
るよきライバル関係もあり、時には一対一の激
しい戦いも見られるなど結構ハードです。
また、このような練習を重ねていくうちに誰
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からともなく『大会に出てみないか』という話
になり、ユニホームをそろえ大会に出場するよ
うにもなりました。最初のころは惨敗続きでし
たが、大会後にミーティング（単なる飲み会）
を開き、チームワークを高め準優勝という好成
績を収めたこともあります。今でも年に２、３
回大会に出ては反省会と称して飲み会を開き大
いに盛り上がっています。
フットサルは、サッカーと違ってショルダー
チャージやスライディング（ボールに対しては
OK）が禁止されているのでけがの心配は少な
いのですが、20代で始めたフットサルも今で
は40代となり、20 〜 50代で構成されたチーム
メートの中では体力面や反射神経に衰えを感じ
始めてきているため、最近同じ年代のチーム
メートとよく話すのは「けがをせず少しでも長
く現役を続けよう」です。
フットサルを続けているのは、自分にとって
ストレス解消、体力維持など個人的な事もあり
ますが、なんといっても一つのボールをみんな
で蹴りあう事の楽しさにつきます。
これからも日々の体力つくりや体のケアを怠
らず50代、60代になっても現役でプレーでき
るようにしていきたいと思っています。

ＦＣＣ三楽（山岳）隊の生い立ちと野望？
株式会社 福山コンサルタント
濱 縁 法 幸
１．はじめに
昨年、ひょんなことから発足したFCC三楽（山
岳）隊について紹介したいと思います。

国際色豊か）
、さらに地方整備局からの７名の
方が加わり、総勢14名の即席パーティによる
登山となりました。

２．三楽（山岳）隊の結成経緯について
１）背景
平成24年９月、とある案件で弊社の三木隊
長代行が訪問したＥ県某市役所の方から、
「こ
の地域を語るには、まず西日本最高峰の石鎚
山に登って何か感じてこい。話しはそれから
じゃ」。この、半ば強制的な指示により霊峰石
鎚山に登ることとなり、そこで、急きょ発足し
たのが、三楽隊のはじまりです。

３．石鎚山登山日誌（一部抜粋）
１）スタート地点の神社にて
一行は、石鎚山ロープウェイを降りて徒歩
20分で成就社という神社に到着。実質のスター
ト地点はこの神社であり、とりあえず、スター
トを前にして登山メンバー再確認すると登山と
は思えないほどの軽装「ジャージの上下＆手ぶ
ら」の外国勢（食糧はどうしているのか？）
、そ
の隣には、ものすごい大きな荷物（何をいれて
いるのだろう？頂上で宴会でもやるのか？）を
背負った整備局勢など、どう見ても同じパー
ティとは思い難いまばらな装備が印象的でし
た。
（実際、本格的な宴会が始まり、我々も馳
走になりました。
）

２）石鎚山登山のメンバー構成
登山当日（平成24年10月７日）のメンバーは、
我々 FCCが３名（三木隊長代行、若手のエース
船本くん、そして筆者）
、Ｅ市役所から４名の
方が（うち２名は、アメリカ人、ベトナム人と

２）楽勝ムード漂う最初の下り区間
さて、成就社（標高1400m）をスタートして
初めの下り坂が約１㎞で標高1300mの地点の
「八丁」に到着し、ここから山頂の1982mのま

山頂 1,982m
八丁 1,300m

成就社
八丁付近での三木隊長代行と船本隊員
（厳しい上りはこれからだ！）

路程図（八丁からが本格的な上り）
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での標高差約700ｍ差の本格的な上り坂が始ま
ります。ところが、この下り坂があまりにも心
地よかったせいか、上りをすっかり忘れたハイ
ペースがたたり、このあとに続く、永遠とも思
えるつらい上り坂に『生きる』ことの厳しさを
痛感させられました。
３）“マイペース”こそが登山の秘訣
やはり、ここを乗り切るには謙虚な気持ちで、
『人に迷惑をかけず、とにかく登り切る』こと
を目標に、マイペースで長い坂道を登ることに
しました。途中、はやくも下山する方々とのす
れ違いさまの挨拶など、山登りならではのすが
すがしさを感じつつ、なんとか登りきることが
できました。これに味をしめ、来年以降もまた
登ろうとの３人の誓いから、生まれたのが、わ
れらFCC三楽隊です。
４．初登山での反省
初の石鎚山登山の反省としては、備品等の装
備不足です。今回は初参加ということもあり、
同行した市役所、整備局の方々のご厚意で、食

（オードブル（少しですが）
、カップラーメン、
コーヒー）にありつくことが出来ました。しか
しながら、自力でお湯も沸かせないようではこ
れからの活動に支障があります。そこで、現在
基本の「き」ではありますが（会社からの援助
を期待して）
、バーナー等必要最低限の備品の
購入を検討しています。
５．これからの三楽隊は…
本稿の登山日誌は、ご存じのとおり昨年度の
話です。
今年は諸事情
（隊員２名が出向）
により、
三楽隊としての活動を行うことができませんで
した。
来年は、まず準備運動として三徳山投入堂、
続いて中国地方最高峰の大山、ゆくゆくは世界
文化遺産の富士山も視野に入れながら、装備の
充実・隊員拡充など、三楽隊から山岳隊への昇
格を目指していきたいと思っています。
そんな、途方もない野望を抱いている三楽隊
ですが、各方面からの参加を募っています。わ
れもと思われる方（社内外を問わず）
、ご一報
ください。いっしょに山を楽しみましょう。

筆者とカメラを ▶
確認する船本隊員
（ロープウェイ
乗り場にて）

苦難の末たどり ▶
着いた頂上
（標高1,982m）
「しんどいけど、
悪くない！
登山も人生も」
（by M隊長代行）
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▲【登山で出会った人たち】
じぇじぇ！ 地元の方は散歩気分??
子供を肩車して急な階段を下るお父さんと
それをみているお母さん

寄

稿

“我が中国”は生き残れるか
連載第五回／道の駅ロマン
復建調査設計株式会社
企画開発本部技師長 池上
レール異常放置、事故止まらぬJR北海道。
“ななつ星”を九州路に、JR九州。
この二つは、我が中国を考えさせる、去年の
ビッグニュースであった。
北海道、九州は、いずれも、本州とは独立し
た島国であり、JRが独立会社で頑張っている
JR独立国である。
独立国が陥りがちな唯我独尊的な組織の緩み
に陥ったケースが北海道、独立国の気概と意欲
を最高度に発揮したケースが九州。独立国の陰
と光の部分が表面化したものと映る。
翻って我が中国は、JR独立国ではなく、西
日本の傘下のいわば保護国である。
５つの県の在来線を走らせる“いつつ星”を
企画し実現する権限はない。それどころか、
JR本 社 の あ る 近 畿 に 投 入 さ れ る 新 車 が や が
て中古になって廻ってくる二流国に甘んじて
いる。
仮に独立国の権限を持ったとしても、
“いつ
つ星”を走らせる企画が成り立つであろうか。
在来線のネットワークは、九州のように自己完
結的ではない。名前を聞くだけで独特のブラン
ドイメージが湧いてくる九州や北海道と異な
り、地形や植生や景観や風向や食べ物などの独
特さに乏しく、車窓から眺める風光明媚の予感
にも乏しい。
残念ではあるが、我が中国は、鉄道向きのブ
ランドイメージが弱い。
リスクが懸念された“ななつ星”は出足好調
である。九州には、発達する高速バスに鉄道が
競争心を煽られて頑張る構図があるにしても、
あの車両の豪華さやおもてなしサービスの上等
さには、それ以上の何か、つまり“鉄道ロマン”
で生き残ろうとする姿が九州には見える。

義信 技術士（建設部門）

“鉄道ロマン”で生き残る国柄でもJR独立国
でもない我が中国に、活路はないのか。
我々の得意分野であるインフラの両横綱とい
えば、鉄道と道路である。鉄道にロマンを描け
ないとすれば、道路にロマンが描けないか？
島 根 県28、 山 口 県21、 広 島 県17、 岡 山 県
16、鳥取県12に対し、東京都１、神奈川県２、
大阪府８。
「道の駅」
の箇所数
（2013.10.11現在。
全国1,014箇所）である。
地方に多、大都市に寡、が示す意味は、道の
駅が地方にマッチングすることに他ならない。
トイレが欲しいね、から始まった道の駅が、
道路の付帯施設に昇格して自立し、工夫を凝ら
して沿道サービスの新機軸を拓く。
地域振興策に決め手を欠く中山間地域の市町
村に希望を与え、行政と民間や地元の多様な参
画を促すプロジェクトして成長する。
道路の付帯施設から、地域の新たな顔、地域
の新たな活力創成拠点というステージに上る。
制度が出来て20年にこれだけの進化を遂げ、
1,014箇所を列島各地に蔓延させた実力者、そ
れが道の駅である。
今も続々と増産されている、この勢いのある
新型の地域拠点創出プロジェクトは、我が中国
にとっては、格別のロマンを抱かせる。
なぜ“我が中国”に「道の駅ロマン」か。
政策哲学というほどのものではないが、長年
の行政経験から、土地に（歴史的に）必然性を
もつ政策でなければ根づかないと、僕は思って
いる。
JRの駅を擁する横川地区が、
「国産バス発祥
の地」を再発見し、それをまちづくりに絡ませ
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る形で地域パワーを結集し、活気づいている。
「発祥」というのは根づきの大切な要素である。
嬉しいことに、
「道の駅」は我が中国が発祥
の地である。
道の駅の制度化をリードした国土交通省の大
石久和氏が自著で、国の役人を動かしたのは山
口県や広島県の人たちだと証言している（
『国
土と日本人』中公新書）
。
朝鮮通信使の例に代表されるように、我が中
国は、旅行者を泊め、もてなし、交流し、次の
宿場に送り届けるという、
陸海の「駅制」
（駅伝）
の系譜を、古代から持っている。
我が中国は、地政学的な可能性や限界を自覚
しつつ、独立国の野望を抑え、独立国の土壌に
立つ九州と首都圏（近畿や関東に展開）の二極
を結ぶ中の国、つまり「中国」
（なかつくに）の
役割を担うことに生き残る道を見出してきた。
地域の生きる道が暗示されている文字「中国」
つまり「なかつくに」を象徴づけるシステムが
「駅」である。
伝馬でつなぐ古代の駅、船でつなぐ中世近世
の港の宿場（宿駅、外交都市）
、鉄道でつなぐ
近代の駅、そして現代の道の駅。
この「駅の系譜」は、我が中国には特に意味
深い。だから道の駅が「ロマン」なのである。
戦後の我が国の国土政策史を振り返ると、打
つ手打つ手が不発でヒットしなかったが、
「道
の駅」はヒット策になった。制度ができてわず
か20年で1,014箇所という数字はすごい。
なぜヒットしたか。テクノポリスやリゾート
基地の場合は、中央省庁がペーパーに描くプロ
ジェクト策が先にあり、補助金に攣られるよう
に地方が中央省庁に陳情を繰り返して認知を得
るスタイルであった。
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道の駅はそうではない。
初動は地方であった。
ペーパーより現場が先である。地方の実践的取
り組みが国に制度化を促したスタイルである。
国策のメニューの移植ではなく、地方の官民が
地元に根づく資源や人材を発掘し、地域地域の
工夫を集積する。いわば土壌の力で果実を産も
うとする手法であり、ここにヒットの核心があ
る。
来年度予算から、国が支援と参画に動き出す
ことは歓迎ではあるが、国の関与が同種、同顔
の道の駅の大量生産に作用すれば共倒れにな
る。
道の駅は、
「作る拠点」
（空間性）である以上
に「育てる拠点」
（時間性）である。
育てる主体は、国ではなく地域にある。我が
中国地域には、
「駅」を育てる歴史的な土壌が
ある。
ロマンの方程式が解けてきた。九州は「鉄道
ロマン」で頑張ってもらおう。我が中国は、歴
史が導く「道の駅ロマン」で行こう。それが「な
かつくに」の生き残る道である。
九州の鉄道には“７つ星”が走る。我が中国
の山陰路、山陽路、陰陽横断路には、今94の
道の駅があるが、やがて100になる。
“道の100駅”が待ち受け走ってみたくなる山
陰路、山陽路、陰陽横断路。
“100つ星”の一つ
一つが個性的に輝き、行ってみたくなる“なか
つくに”
。
道の100駅を達成したとき一大イベントをや
る。
「道の駅ロマンの国」の宣伝になる。
“我が
中国”
意識が高まる。道州制への気運も高まる。
「なかつくにの星」
が増え、
道と地域が共に輝く。

川紀行（人生のＣＰ Ｄ ）
中電技術コンサルタント株式会社
土木屋 前 田 邦 男
昨（平成24）年度も川紀行として、①岡山市
西川緑道（４月11日）
、②東京羽村上水玉川堰
（６月28日）、③福岡県（朝倉・大川）及び大分
県（日田）に筑後川を訪れ（７月７日〜８日）
、
④東日本大震災視察行で北上川を再訪（７月18
日）、⑤土木学会の仙台他大地震視察に伴う広
瀬川探訪（９月22日）
、⑥神戸を再訪し布引五
本松ダムを訪ね（10月11日）
、⑦歩き残した津
和野街道の小瀬川及び錦川源流部の再訪（10
月20日）、⑧北九州小倉の都市河川紫川（11月
３日）、⑨熊本県球磨川に撤去中の荒瀬ダム見
学（11月14日）
、等々の活動を行った。今回は、
昨年度の概要と25年度の11月末まで分を報告
したい。
― 岡山市西川緑道散策（平成24年４月11日）―
JR岡山駅東口から桃太郎通りを300mばかり
歩くと、通りに交差する緑の道と川が現れる。
これが澄んだ水が美しい「西川」で、江戸時代
初期に掘られた水路で現在約1.9㎞が西川緑道
公園として整備されており、昔から桜の時季に
一度は訪れてみたいと思っていた川である。岡
山支社での会合のついでに、雨の中をひとり散
策したが、期待どおりの街中の素晴らしい空間・
オアシスであった。

また近くに私の会社の建築部の初期の傑作岡
山相互信用金庫ビルがあり訪ねると、
「昭和47
年３月定礎」とあり平成25年度の新入社員試験
中であったが、同年は私の入社年で新入社員研
修の現場見学にきた建物であり懐かしかった。
―福岡及び大分県の筑後川（７月７日〜８日）―
今年も社内企画部門有志による慰労旅行が企
画され同行し、九州筑後川流域の町や土木遺産
を訪ねた。直前に九州方面を豪雨が襲い実施が
危ぶまれたが、宿泊予定の日田は一部浸水があ
るものの交通も宿も確保されるとの情報を得
て、博多駅からレンタカーで出発した。
先ずは朝倉市堀川用水三連水車の見学であ
る。ここには水路の水を一段高い位置の水田に
引くため流水力で回転する大型の三連水車があ
り、広大な田園風景を背に力強く回る姿は、先
人の知恵と汗を感じる中での壮観であった。

朝倉堀川用水と三連水車

岡山市「西川緑道公園」の春

江戸時代にこの堀川用水の水量を増やし、灌
漑面積を増やすために筑後川本川に築造された
山田堰は、今も残る石造斜堰の土木遺産だが、
折からの増水で水没して見えなかった。近くに
は筑前の小京都と言われ、西南戦争直前の士族
の反乱“秋月の乱”で名高い秋月地区があり、
「男はつらいよ」の寅次郎とマドンナが歩いた
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街中の小支川野鳥川の河畔の道の風景には、歴
史を経た風格と風情があった。

秋月

野鳥川と河畔の道風景

筑後川は大河であり、河口は福岡・佐賀県境
の大川市で有明海に注いでいるが、河口部に是
非共訪れたい土木遺産が２つあり見学に足を伸
ばした。ひとつは、あの明治のオランダ人技師
デ・レーケ設計による、河口土砂の堆積防止用
の６kmにも及ぶ石積導流堤で干潮時にのみ姿
を現わすと聞いていたが、当日は豪雨後の増水
のため見ることが叶わなかった。
もうひとつが、
現存する国内唯一の鉄道用昇開式可動橋であ
り、現在は廃線となった旧国鉄佐賀線の鉄道橋
として昭和10年に架設されたもので、佐賀線
廃止（昭和60年３月）後も橋部分は残され、平
成15年５月重要文化財、同19年には機械遺産
に指定されている。今回はこの橋の昇降をじっ
くり見学し、かつてこの下を通過した船の交通
と上流の港の繁栄を偲んだ。

―神戸再訪 布引五本松ダム（10月11日）―
建設コンサルタンツ協会主催の、加盟会社の
平成23年の経営分析研修が午後大阪で開催さ
れた。この機会に早朝の新幹線で広島を発ち、
神戸を再訪し、午前中に新神戸駅の真上の山中
にある、日本最古の重力式コンクリート大ダム
「布引五本松ダム」を訪ねることにした。
外国貿易港として明治早期から急速に開けた
神戸市は、外国人が多く住み、このダムはその
水道水源用に1900（明治33）年に建設された
ものである。設計・監理は神戸水道の父と呼ば
れた佐野藤次郎で、彼はまた日本発の民間水道
コンサルタント会社を起こし、日本発のマルチ
プルアーチダムである香川県の豊稔池ダムも、
設計・監理し農民と共に完成させている。
この布引ダムは、阪神大震災時に破損が心配
されたが一時期基礎部の漏水がわずかに増えた
のみで、
むしろダム本体はビクともしなかった。
多くの滝を登りつめる、中世の歌人達の歌碑
の連なる急坂の山路は歩くのにかなりきつい
が、中腹の平坦部に築かれた石張りのダムに
は、百年を越える風雪に耐えた風格も加わり、
常に多くの見学者や散策者があるようだし、今
も現役で神戸の水道水の一部を賄ってもいる。

日本最古「布引五本松コンクリートダム」

筑後川（河口）昇開橋
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― 九州球磨川荒瀬ダム（11月14日）―
西日本の電力系建設コンサルタント3社の、
中電技術㈱、西日本技術開発㈱、㈱四電技術、
の社長が一堂に会し経営に技術に意見を交換す
る会が年に１回あり、半日は土木の現場を見学
するのが恒例である。昨年の幹事会社は西日本

技術開発㈱で、この会合に同行して、現場見学
先に我が国で初めて撤去されることになった、
熊本県球磨川の県営発電用コンクリート大ダ
ム、荒瀬ダムの工事現場の見学を希望した。こ
のダム撤去にはいろいろないきさつがあるが、
日本も遂に大ダムを撤去する時代がきておりそ
の１号の状況を見たいと思ったのである。この
ダムの撤去計画関連業務を私共の会社で２件名
受注しているが、地元の西日本技術開発は全く
関与していない。我々との商売のスタンス、も
しくは受注の豊かさの違いを感じさせられた。

備のおかげで、かつては遠い異国に思えた高知
も昨今はその時間距離が格段に短縮され、バス
や乗用車で気軽に行ける地となってきている。
４月中旬、桜の花は終わっていたが、私事で
高知市を訪れる機会を得た。高知県には、清流
で名高い四万十川と仁淀川の２つの大河がある
が、この時には市内中心部を流れ若かりし坂
本龍馬が水遊び舟遊びに励んだという鏡川河畔
で、早朝の散策と地域の人達との早朝体操を楽
しんだ。名前のとおり鏡の面を思わす流れの鏡
川だったが、こうした地域の川の河畔で地元の
古老の話を聞くのは、人生のCPDとしての川紀
行の大きな楽しみのひとつである。

撤去工事の進む熊本県荒瀬ダム

先述のとおり、昨年度研修・見学した川紀行
の対象はまだあるが、調査・整理不足であり今
回の報告は以上とし、少なくとも東京玉川上水
は遠からず再訪した上で報告したい。
人生のCPDとしての近年の川紀行は遠出が中
心であり、季節的には４月から11月の間に実施
することが多く、今（平成25）年度も４月の高
知の川に始まり、11月末の松江は堀川の散策で
一応終了した。
今年度の場合、①高知の川を４月と６月に訪
れ、②社内の歓送と追悼の紀行で６月に広島県
内及び中国地方の川を巡り、③東京出張の合間
をぬって、玉川上水・隅田川を７月・９月に訪れ、
④11月には、来年の遡上に備えた太田川源流調
査と共に、⑤久々に訪れた松江でバス待ち時間
に堀川を散策し私共の作品を懐かしんだ。
―高知の川（平成25年４月13日、６月16日）―
瀬戸内海の架橋や中・四国地方の高速道路整

鏡川遠景

ただ、この日の早朝にはこの地方にやや強い
（震度４弱）地震があり、高知地方が大津波に襲
われるという東南海・南海地震も他人事ではな
いと思わされた。
清流四万十川を訪れたのは、平成21年９月、
還暦を迎えた年の秋だったが、昨年も６月中旬
企画部有志の慰労旅行で、近年四万十川を凌ぐ
清流といわれ、四万十川と流域を接する仁淀川
を訪れた。その水質の良さ水面の美しさは仁
淀ブルーと呼ばれ名高いが、この川の流れも
四万十川同様に緩く多くの沈下橋があった。ま
た、中流域の町に仁淀川の伏流水を使用して造っ
ているという名酒司牡丹の酒蔵があり、ここを
見学して一杯の利酒に人生の歓びを味わった。
この日の仁淀川は、前日の雨のせいでもあろ
うが本川は少し濁って見え、山口と広島県境を
流れる一級河川小瀬川の中流域に生まれ育った
自分には、昔の小瀬川の流れの方が美しかった
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仁淀川の沈下橋に遊ぶ

ように思えたが、支川の流れはさすがに美しく
「仁淀ブルー」を楽しめた。
― 歓送紀行・追悼紀行（６月９日、19・25日）―
私共の会社は平成27年に創立50周年を迎え
るが、今から20年近く昔の30周年時に
「俺達ら
しい記念事業をやろう」と、当時の河川部門担
当の中堅・若手技術屋が行なったのが
“勝手に
30周年記念事業 太田川遡上行”だった。太田
川を川沿いの道を歩いて河口から源流まで、１
回／月の休日を使って遡上しながら、先輩や自
分達の作品に学び反省もしながら、河川技術者
としての見識を広め研鑽を積もうとした企てで
ある。我々の母なる川太田川は、その後40周年
時にも遡り、これまでに計４回遡上したが、昔
この企画を共に始めたN君が今６月に定年・退
職することとなった。そこで当時の仲間で同年
輩の4人で、彼の歓送遡上行を行うこととし、N
君が改修計画検討で苦労し河川分野技術士と
なる契機にもなった、広島県の２級河川で廿日
市市
（旧大 野町）を流 れる永 慶寺川を訪 れた。
永慶寺川の改修は、ダムやトンネル河川その
他総合治水も検討し、結局は周辺の土地区画整
理事業と合わせた拡幅改修となったが、都市近
郊の水質の良い川という特性を生かし、当時流
行の多（近）自然型改修として計画した。
今回現地を訪れてみると、土地区画整理事業
は確実に進み河川も拡幅が一部なされていた
が、改修は単に緩勾配護岸による拡幅で、我々
が描いた多（近）自然型改修の姿とは差があり、
理想と現実ということを今更ながら教えられた。
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二級河川永慶寺川現況

同じくかつての太田川遡上行の同志・実践者
であったK君が、４月に55才の若さで急逝した。
私共の会社に昭和51年入社以来、河川改修・構
造物設計、ダム設計、発電水力施設計画・設計
等を技術基盤に、幅広く長期間活躍してきたK
君は、中国地方の河川に数多くの作品を残して
いる。そこで季刊発行の社報の夏号の表紙を
彼の作品写真で飾り彼を追悼することとし、近
辺の吉井川・太田川・斐伊川・江の川・芦田川
を、かつての同僚と２日
（６月19・25日）に分け
て車で訪れ、彼と共に調査し計画し設計した、
災害復旧、ダム・発電水力諸施設、堰、排水機
場、水路トンネル等を訪ね、写真に撮り、思い
出を辿りつつ彼の人生の早過ぎる退場を悼んだ。

岡山県吉井川支川山家川河川災害復旧助成事業

― 東京の川（７月２日、9月18日）―
今年は建設コンサルタンツ協会の設立50周
年だったが、これを記念して東京で、７月に記
念講演が、９月には第13回建設コンサルタント
業務・研究発表会が50周年記念事業の一環とし

て実施された。この出席を利用して、７月２日
に玉川上水を再訪、９月18日に隅田川を築地の
かちどき
勝 鬨橋から上流へ向け、関東大震災の復興事
業で建設され現在も残る永代橋や清州橋等の
橋梁群を見学しながら、浅草までの約10㎞ばか
りを半日かけて隅田川沿いを歩いて遡上した。
多摩川から取水して江戸・東京を潤わせて
きた玉川上水の取水堰は、東京都羽村市にあ
り、承応２年（1653）完成のこの堰は、固定堰
なげわたし
と投渡堰と呼ばれ洪水時には投渡木と呼ばれる
横に渡した材木を取り払う堰
（可動堰に相当）か
ら成ると聞いており、構造を確かめたく前回に
続いて再訪したが、時間が少なく立入りも不可
で解説も乏しく知る人も無く、詳しいことは今
回も判らなかった。事前の文献調査等の重要性
を、この年令になってもあらためて教えられた。

玉川上水羽村取水堰

一方で隅田川の橋梁群は、関東大震災の復興
あいおい
えいたい
事業による９橋（下流から、相生・永代・清州・
うまや
こといい
両国・蔵前・厩・駒形・吾妻・言問の各橋）の内、
1橋（相生）は1999年に唯一架け替えられたが、
下流の永代橋から上流浅草の言問橋までの８橋
は今も建在で重要な役割を果たしており、各橋
に造形・構造の多様な工夫がこらされ見応えが
ある。
この復興９橋は、この内の６橋を国の復興局
が担い、両国・厩・吾妻の３橋を当時の東京市
が担当している。この、国の行った６橋の事業
を復興局で主導したのが田中豊（博士）であり、
氏の橋梁工学に関する多くの功績を偲び、
橋梁・
鋼構造工学に関する優秀な業績に対して、毎年
贈られる賞が土木学会田中賞で、研究業績・論

文・作品の３部門がある。私共の仲間が基礎工
設計を担当した広島県「第２音戸大橋」が、こ
の賞の平成24年度の作品部門賞を受賞し、誇
りに思うと共に最近は、これら隅田川の橋梁群
を身近に思うようになったから不思議である。

優しいデザインの吊橋 清洲橋

― 太田川源流調査行（11月16日）―
私達の現在の川紀行は、前述のように、毎月
１回土曜日に太田川の河口から源流までの約
100㎞を、約１年かけて川沿いに歩いて遡上し
たのが起源である。
かつての中堅技術 者も高齢化し、これも先
述のように、ある者は退職しある者は鬼籍にす
ら入った。40周年 時の４回目の太田川遡 上完
遂時に、50周年には必ず又遡上しようと誓った
が、30周年時の遡上完遂者はもうほとんど退職
し、40周年時遡上参加者の在職者も既に少な
い中、その50周年を来年
（平成27年）に迎える。
従って50周年に向けて、もう一度太田川遡
上を行なうべく残った者で準備を進めている。
太田川の源流は吉和冠山だが、今日源流と通
常いわれるところは２箇所あり、昔ながらの通
お がわ
称小川をつめた位置の源流の木製源流碑は、今
では朽ち果てて碑の体を無していない。もうひ
とつの、ひと尾根越えた沢には、20年ばかり
昔に源流の会という集団が立てた（現在のもの
はその再建）
、鋼製の立派な源流碑がある。
そこで私共有志は今、
“勝手に50周年記念事
業”として５度目の大田川遡上を行ない、朽ち
果てた昔ながらの源流碑地点かその近辺に、新
しい我々の源流碑を建てることを検討している。
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太田川源流碑（昔ながらの源流）にて

このための現況調査を兼ねて11月16日、既
に紅葉の季節は終わり初雪の時季となった太田
川源流の吉和冠山を、同志４人と来春入社予定
の若者１人の計５人で訪れた。久々の若い人の
参加がうれしい調査行であった。

太田川源流碑（昔ながらの源流）にて

源流の会の源流碑の近くには、我々も30周
年遡上と40周年遡上の完遂時に記念碑の木柱
を建てた。30周年碑は既に40周年遡上時に無
くなっていたが、40周年時の木柱碑「負けるも
んか」は８年の風雪に耐えて今も建在であった。
30周年時（平成７年）
、建設コンサルタント
業界は絶好調で、我々も若く、源流に建てた記
念碑の碑文には「夢遥に」と謳ったが、40周年
は一転して「負けるもんか」とした。来るべき
50周年をどうするかは思案中である。
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我々の太田川源流碑「負けるもんか」にて

川紀行の平成26年は、27年７月の私 共 の会
社の50周 年 に向 け て 有 志 の
“勝 手 に50周 年 事
業”として、 ４月頃 から翌年にかけて太 田川
を、土木を語り、技術を歴史を人生を語り、時
には一献傾け遡上し、出来ればカタクリの花の
美しい5月には源 流に立ちたいと思っている。
― 松江堀川（11月24日）―
11月には、久方ぶりに松江を訪れる機会も
あり、帰りのバス待ちの時間を利用して、遊覧
の屋形舟の行き交う堀川の一部を訪れてみた。
中国電力の島根支社近くの京橋川沿いのカラ
コロ広場や周辺の道路・橋梁等は、一部市街地
の整備も合わせ、平成の始め頃（竣工：平成8
年3月）に当時の私共の会社の水工部・地域計
画部・情報事業部
（CG）
・島根支社等で調査・計画・
設計を行ない、市との対応や業務の総合調整に
苦労した我々の作品である。例によって小樽運
河風の整備となっているが、この日がみぞれが
降る寒い日であったせいもあろうが、計画で期
待した人の賑わいが乏しいのが気になった。
川紀行の平成26年は、私にとって恐らく最
後の太田川遡上行が中心になろうが、出張の合
間をぬってあるいは旅行先として全国の川も訪
れ、人生のCPDに彩りを添えたいし、機会があ
ればこの欄でもまた報告したい。

読 者 の
コーナー

矢掛町 水車の里フルーツトピア
（農業公園）
の指定管理
株式会社エイト日本技術開発
技術本部 技術企画部 永
１．はじめに
株式会社エイト日本技術開発の子会社とし
て発足しました新会社 株式会社エンジョイ
ファームのご紹介を行います。
株式会社エンジョイファームは平成24年８
月に設立された会社です。㈱エイト日本技術開
発の100％出資の子会社で、資本金は500万円
です。矢掛町の「水車の里フルーツトピア」の
指定管理業務を実行する会社として発足しまし
た。㈱エイト日本技術開発は、過去に、指定管
理業務を行った実績がなく、このフルーツトピ
アの管理が、指定管理業務を行う最初の仕事と
なりました。このため、この会社は、指定管理
をしながら、農業に関する事業の可能性、指定
管理業務の拡大を実践して、関連するノウハウ
を蓄積し、これから拡大されるであろう、行政
側の施設管理運営への参入機会を図る目的を
持った会社です。

２．農業を取り巻く環境
農業に関する指定管理を実践するに当たり行
動方針を作りました。この方針は、
「農業を通

井

泉

治

じ安全・安心な地域社会を創造し、これを継続
的に実践することで、未来に貢献します」です。
農業は、自然を相手に、風水害や、降水不足、
日照不足、高温障害や、低温障害に加え、資材
の高騰や、温室暖房の燃料費高騰など、変化す
る自然条件や、社会条件に影響を受け、日々変
化する状況に対応することが必要で、生産され
る農産物の出来、不出来で、一年間の収入が左
右されるなど、非常に厳しい労働・経済環境と
なっているのも現実です。
一方、農業生産に必要なノウハウは多岐にわ
たり、重労働や、長時間労働、少ない利益等厳
しい条件の産業構造となっています。このよう
な農業の現状では、若者を含む、新規就農者の
確保、自給率の維持、食の安全、安心を担保で
きない状況となる可能性があります。
ここに示した農業に対するマイナスイメージ
でなく、せっかく農業をやるのであれば、プ
ラスの楽しく農業を実践ができるように「エン
ジョイしながらファーム：農業を行う」と言う、
農業のイメージチェンジも念頭に入れた会社の
ネーミングとして発足させました。
３．水車の里フルーツトピアの施設
3-1 矢掛町のご紹介
当社が指定管理を行っている水車の里フルー
ツトピアの場所は、岡山県小田郡矢掛町です。
ここは、岡山県の南西部に位置し、面積約90㎢、
人口約１万５千人の小さな町です。
近年は、工場の誘致も進み、二次産業や三次
産業の従事者が多くなりましたが、今も、地域
の主産業は農業で、米、梨、ぶどう、イチジク
などの農産物生産が盛んです。
現状では、人口は減少しており、また、65
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歳以上人口は平成22年で、33.4％と高齢化の
進んだ中山間地で、農業生産者の高齢化や、耕
作放棄地が多く、農業就業人口は減少の一途を
たどっています。
矢掛町の交通の利便性は、山陽自動車道の玉
島インター、鴨方インターに約10分で乗入れ
ることができ、山陽新幹線の新倉敷駅まで、自
動車で約15分のところに立地して非常に利便
性の高いところです。また、総社から井原市を
経由して広島県の福山市に乗り入れる井原鉄道
もありますが、１時間に２本程度と便数が限ら
れています。

矢掛町は、旧山陽道の宿場町として栄えた白
壁の古民家が立ち並ぶ街並みが有名です。
なかでも、NHKドラマでも有名となった篤
姫（あつひめ）や多くの大名が参勤交代で宿泊
した旅籠（はたご）
である本陣や、
脇本陣が今も、
当時の建物のまま残っています。

矢掛町の歴史は古く、文化遺産である、備中
神楽の伝承も行われており、子供神楽や、お祭
りが街の各地区で今も頻繁に行われ、多くの観
客や地域の人たちが集まっています。
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中でも、11月の第２日曜日に行われる矢掛
町大名行列は、参勤交代の時代絵巻を直接見る
ことができるイベントとして多くの観光客が訪
れます。また、春には、小田川で行われる流し
雛の催しものも盛大におこなわれています。

（矢掛町HPより）

また、矢掛町の気候は温暖で、穏やかな瀬戸
内式気候で降水量も少なく、冬の降雪もほとん
どありません。年間を通じ晴天が多く、晴れの
国岡山を代表する気候です。このため、桃、ナ
シ、ブドウなど、果樹生産が盛んです。
3-2 水車の里フルーツトピア
水車の里フルーツトピアの農産物直売所は、
民芸施設と国道486号に隣接する2か所があり
ます。これらの直売所では、フルーツトピアで
生産されている果物、農産品は勿論、矢掛町の
特産物に指定されている「矢掛町ブランド」の
奴さんマークが付けられている商品も販売して
います。
なかでも、せんべいや、醤油、手延べそうめ
んなどが人気商品です。
この矢掛町ブランド商品には、フルーツトピ

アで生産されている、イチゴ、梨、ぶどうなど
も「矢掛ブランド」に指定され、多くのお客様
より支持されています。
指定管理業務の内容は、民芸施設や農園など
の施設の維持管理、運営業務です。加えて、今
まで、フルーツトピアで生産されていた、いち
ご、梨、ぶどうや野菜類の生産・販売管理です。
指定管理の費用としては年間約1500万円の維
持管理費を矢掛町よりいただき、このお金で、
施設管理の費用を賄っています。
農園の中央に民芸施設、多目的広場、野菜畑
や、イチゴのハウス、堆肥舎、選果場なども当
初より施設として作られました。また、農作物
への灌漑はスプリンクラー方式を採用され、夏
期の水不足の不安もありません。
農園の総面積は、4.1haで施設面積は7.5haあ
ります。
さて、このフルーツトピアの指定管理の具体
的な施設は、民芸施設、農業体験実習館、農園、

お祭り広場、野外広場、水車、生産物直売所等
です。民芸施設では、会議室や、ギャラリー、
うどん体験などができる施設で、矢掛町の特産
物や、農産物を販売しています。
フルーツトピアの従業員は、
民芸施設で５名、
直売所、うどん店で５名、農園で８名の常用雇
用を行っています。
それ以外に、繁忙期には、臨時の作業員や販
売員をアルバイトとして雇用しています。
農業体験実習館では、農業研修生の宿泊、地
域の集会所として利用されています。お祭り広
場では、幼稚園の遠足や、小学校、地域のイベ
ント、秋の収穫物販売、バーベキューなど、多
くの方々が利用をしています。
水車の里フルーツトピアでは、園内の谷水を
利用して、水車を回し、米の精米などを行って
います。その精米したお米は「水車米」として
販売を行っています。多くの来場者は水車目当
てにこの施設を訪れています。
４．農園の生産物
フルーツトピアで生産されている農産物をご
紹介しましょう。農作物としては、玉葱、ジャ
ガイモ、サツマイモ、トマト、キュウリ、ナス、
ゴボウ、
オクラ、
ニガウリなどの葉物、
根菜類や、
イチゴのハウス栽培、桃、ナシ、ブドウ、クリ、
リンゴ、レモン、ブルーベリー等の果物を栽培
しています。農産物出荷の集荷額上位は、イチ
ゴ、梨、葡萄です。
いちごの品種は「さがほのか」１種類です。
ハウスは、４棟あり、今年は約5,500株を植え
付け、12月より収穫が始まっています。イチ
ゴ栽培は、水耕栽培でなく、地下（じか）植え
方式を採用し、水耕栽培より、糖度が高い糖度
となっています。
梨 は、 幸 水 梨89本、 豊 水 梨110本、 新 高 梨
58本、愛宕梨41本、王秋（おうしゅう）梨7本、
秋月（あきつき）梨７本 計312本が植えられ
ています。
ぶどうは、ニューピオーネ80本、ヒロハンブ
ルグ29本、ロザリオ10本、安芸クイーン５本、
オーロラブラック11本、シャインマスカット
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４本計139本が植えられています。
このように、水車の里農園では、多くの品種
を栽培しています。
フルーツトピアでは、多くの方々に、農業体
験をして頂くため、芋ほり体験、梨狩り、ぶど
う狩り、イチゴ狩り、また、うどんの手打ち体
験ができる設備も完備し、多くの方々が農業や
食に関する体験をフルーツトピアで楽しんでい
ます。今年９月の土・日には、一日100名を超
えるぶどう狩りのお客さんが来場し園内は大き
な賑わいとなりました。

５．おわりに
株式会社エンジョイファームは、
このように、
矢掛のフルーツトピアを中心とした、農業関連
ビジネスをおこなっています。私たちは、新ビ
ジネスである農業や、指定管理の業務を通じ、
未来の事業拡大を見据えて、活動してまいりま
す。多くの関係者に矢掛町から引き継いだ水車
の里フルーツトピアが、指定管理に代わって、
良くなったね！と言ってもらえるように職員み
んなで頑張っていく所存です。暖かく見守って
ください。また、ご支援のほどよろしくお願い
します。
以 上

詳しくは
http://yakage.life.coocan.jp
又は「フルーツトピア」で検索ください。
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人 生 初 の 海 外 出張
復建調査設計株式会社
空間情報部 岡 本

１．はじめに
今年、人生初の海外出張に行ってきました。
場所は、ベトナムのラックフェンです。そこで
は、ラックフェン国際港建設事業が進められて
おり、そのなかで、現地の測量技術者が行って
いる試験ボーリングの位置出し方法が適正に行
われているかを確認し、不適切なところがあれ
ば指導を行うことが目的です。
ラックフェンの現場までは、ハノイからハイ
フォンの港までタクシーを利用し、そこから船
に乗りました。
下船後、車に乗り事務所に到着。約5時間の
長旅です。
現地は、本で見たことがある昭和初期にタイ
ムスリップしたような町並みで、牛や鶏、豚が
放し飼いにされ、なんとも不思議な気持ちにな
りました。ここでは、犬も主食であるらしく、
犬もそのことに気付いているのか、人間の言う
ことを良く聞いていました。作業場所には、事
務所から自転車で移動していました。

良

徳

２．作業内容の確認
現地にて作業方法を確認すると、GNSS測量
器を使用してRTK-GNSS測量法により位置出し
を行っていました。
また、トータルステーションを用いた測角測
距により設置した位置の確認を行うとともに、
ボーリング中は、午前と午後の作業開始時に、
測量器を2台使用してロッド及びケーシングの
傾きを確認しており、実に丁寧な作業をしてい
ると感じました。

日本とベトナムの位置関係

現場への移動風景

ラックフェンの位置

ボーリング調査状況
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そのなかで私は、２点ほど指導しました。１
点目は、GNSS測量機のポール、トータルスー
ション、レベル等の測量機器の点検方法です。
現地の測量技術者は、機器の点検方法までは知
らず、真剣に学んでいました。いくら丁寧な測
量をしても、測量機器に問題があれば『アウト』
です。
２点目は、試験ボーリングの位置出しに必要
な座標値を発注者から電話で聞いたまま機械に
入力しており、これは、聞き間違いの可能性が
あるため、電話でのやり取りを止めるように
指導したことです。国民性なのか個人の性格
なのかはわかりませんが、座標の入力間違い
の影響について軽く考えているように感じま
した。
しかし、皆まじめに仕事に取り組んでおり、
いろいろと指導することで大きく成長するので
はないかと思います。この度は、ボーリングの
位置出しの指導でしたが、次回機会があれば測
量の基本である基準点測量、地図作りの基本と
なる地形測量等について指導し、測量の意義や
面白さをさらに感じてもらえればと思います。
そして、いつか、一緒に仕事が出来たらいいな
と思います。

に遭遇しました。それは、
警察による検問です。
日本でもよくある事ですが、ベトナムの検問は
無作為に自動車を止めて言いがかりをつけて罰
金を盗るそうです。この度、たまたまその検問
に遭遇し、タクシーの運転手に物凄い顔でどな
り散らし、強烈に威圧していました。タクシー
の運転手は、何で捕まったのか分からずタジタ
ジ。僕はもっとタジタジ。そこで、一緒に同行
していた方がお金を渡すと、すぐに釈放されま
した。
後から聞いたのですが、ベトナムはまだ貧し
い方が多く、警察が権力を利用してこのような
行動をすることが多いらしいです。市境は、注
意してください。

３．これからベトナムへ出張する方々へ
⑴ 市境で起きる出来事
ハノイからハイフォンまでタクシーで移動し
たのですが、その境で度々起きるらしい出来事

田舎のホテルには、消臭剤を持参
ハノイのホテルは良かったのですが、ラック
フェンのホテルは最高の思い出を作ってくれた
場所でした。
外観は西洋の建物のような感じですが、いざ
ホテル内に入り自分が泊まる４階に上がってい
ると、階段幅が狭く傾斜がきつい。重たい旅行
鞄をゴツゴツ階段にぶつけ４階に到着。鍵を開
け中に入ろうと一歩踏み入れると異様な臭い。
「うげー」
。部屋中、下水の臭い。
「こんなところに泊まるんか！」と思い、一
気にブルーになりました。
しかたなく部屋に入り、作業場所に行く準備
をして即外出。同行してくれたベトナム出身の

痺れるホテルから見た、町の景色

痺れるホテルから見た、朝食で利用したレストラン
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⑵

方に４階の話をすると、その方の部屋も強烈で
あったらしく、もう二度と泊まらないと連呼し
ていました。
その晩、食事を終え、渋々部屋に入りシャ
ワーを浴びようと、トイレとセットになった
シャワールームに入ると頭がグラグラ。もう限
界、こんなところでは寝られないと
「毛布を持っ
てベランダで寝ようと思いベランダで横になる
と、蚊がいっぱい。結局、部屋に入り、酒を大
量に飲んで寝ました。２日目は、ほんの少し慣
れてきました。麻痺したのかなー。

この事を、
工事関係者との挨拶時に伝えると、
田舎に行くと良くあることだそうです。その方
は、田舎に行く時は、必ず消臭剤と下水パイプ
を洗浄する薬品を持って行くそうです。また、
ほとんどのホテルにクーラーが備え付けられて
いるので、１日中クーラーを付けておくと良い
そうです。
この事を踏まえると、日本が良すぎるのか
なー。これが普通かもしれませんが慣れるまで
消臭剤の準備は、大事です。

道路での家畜を放牧（心が癒されます）

ハノイのバイク軍団
実際はもっとすごい！ クラクション鳴らしっぱなし。
僕にはこの地での自動車運転は無理です。
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測 量 現 場 のいろいろ
株式会社ウエスコ
川 崎
大

入社して19年たち20年目に突入しようとし
ています。測量課へ配属され測量一筋で頑張っ
てきました。入社当時を思い出すと、現地で観
測した観測手簿を持ち帰り電卓をはじいて計算
しそれをマイラーにプロットするという日々を
過ごしていましたが、現在のIT時代の流れに乗
り測量業界も目覚ましい革新が進んでいます。
今振り返れば当時の測量方法が懐かしく思いま
すがやはり測量機器・CADの素晴らしさに頼
りっぱなしの現在であります。その中で今回は
今まで私の行った測量現場の中から選りすぐり
の現場写真を紹介したいと思います。
①は２級基準点の埋設状況です。鳥取県東部
の高規格道路計画に伴う基準点測量です。道路
計画の基礎となる基準点で 1
したのでいつもに比べてよ
り丁寧な埋設を行いました。
②は２級基準点終了後の
４級基準点の観測です。人も
入ったことのない山中を伐
採と観測をして進みます。③
2
は桜をバックにしての写真
です。桜の咲く時期は気候も
良く一年を通じて一番現場
作業がはかどります。
④は雪の中現場へ向かっ
ている風景で⑤は雪の中で
のGNSS観測です。山陰とい 3
えば雪に悩まされます。現地
に行くだけでも大変でそこ
から作業を行うので通常の
２〜３倍の時間を要します。
⑥、 ⑦ は 鳥 取 県 東 部 の ト
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ンネル工事現場です。この現場は計画当初から
わが社が携わっていた関係もあり施工会社より
トンネル内の座標・標高の点検作業を依頼され
ました。坑内では粉塵が多く舞う中、写真では
見えにくいですが特殊なマスクを装着しての作
業でした。
紹介した現場以外にも色々なところに行き、
様々な経験もさせていただいた中でやはり測量
機器の進歩には目を見張るものがあります。し
かし、便利になる器械のおかげで作業効率は入社
当時より何倍も上がっているのですが、我々測量
士は現場に行き角度と距離を測るという作業自
体は全く変わっていません。測量機器が発達し
器械に使われるという状況になっている部分も
ありますが何事も基本は重要であり、機器のメ
ンテナンス、作業計画の重要性、作業規程の熟
読・理解、その他測量道具のメンテナンス・正確
性などに力を入れています。測量機器の進歩に
合わせて私も進歩しなければなりません。今後
ますますの精進が必要であると考えています。
4

5

7
6

海外紀行

欧州における地域づくり現場の視察
株式会社 荒谷建設コンサルタント
新事業企画部 高 木 周 一

１．はじめに
2013年11月18日 〜 11月29日 に 過 疎 地 に お
ける地域づくりの勉強を目的として、ドイツ、
オーストリアへの視察及び研修ツアーに参加し
ました。
ご承知のように日本の山村では、過疎で存続
の危機に瀕している地域が多く、大きな社会問
題になっています。欧州でも同じような状況に
ありますが、住民自治と自立で持続可能な地域
づくりを実践しているドイツとオーストリアの
小さな村を訪れ、その実情を見聞しました。
２．ドイツ レッテンバッハ村
旅の最初に訪れたのは、ドイツ バイエルン州
アルゴイ地方のレッテンバッハ村という、人口約
830人の小さな村です。この村で約20年間、村
長を務めているフィッシャーさんに案内しても
らい、いろいろな話を聞くことができました。
⑴

自立する村
レッテンバッハ村の最大の特徴は、住民の自

フィッシャー村長

立精神の旺盛さです。村は1978年に近隣の自
治体と合併しましたが、インフラ整備が進まず
若者が流出し、780人だった人口が580人にま
で減少していきました。合併が何のメリットも
もたらさなかった事に気付いた住民は、住民投
票を行い州法まで変えて1993年に再び自治体
として独立しました。
⑵ エネルギー先進村
レッテンバッハ村は、ソーラー村と呼ばれる
ほど太陽光発電の設置が進んでいます。村全体
での発電量は4,500kW、一人当たりに換算する
と5.4kWになります。これは村内で消費する電
気量の約４倍に相当します。また、日本のよう
に耕作放棄地などに設置したものはなく全てが
屋根に設置されています。工場などの大きな屋
根にはほとんど太陽光パネルが設置されてお
り、一般家庭でも半分近くは設置されているよ
うに感じました。
レッテンバッハ村は、熱エネルギーに関して
も自給率100％を目指しています。役場の前に

太陽光パネルの設置状況
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村営スーパーがありますが、その地下には薪ボ
イラーが設置され、役場や幼稚園などに熱を供
給していました。自動運転ができるチップボイ
ラーでない理由は、チップ製造機を持つ一部の
人に利益が集中するチップに対し、薪は誰でも
作ることができ、誰でも利益を得ることができ
るからです。ボイラーの燃料となる薪は30人
の農家が持ち込んでおり、エゾ松なら１㎥で
50ユーロ（約7500円）
、ブナなら80ユーロ（約
12,000円）で村が買い取っています。この薪の
対価は、この村でしか使うことができない地域
通貨「ヴァイヒベルグ・ターラー（ヴァイヒ山
のコイン）」で支払われています。
⑶

住民による地域熱供給
レッテンバッハ村では、さまざまな所で地域
熱供給が行われています。我々が宿泊した村内
のホテルは、隣の農家が運営している熱供給施
設から熱（温水）を買っていました。こんな小
さな村に熱供給施設があることに驚きました
が、この施設を運営しているのがケーセラー・
ビルクさんというおばちゃんだったのでさらに
ビックリしました。

賄われたとのことでした。また、燃料となる木
質チップは８割を購入し、残りの２割を自分が
所有する山から調達しているとのことでした。
施設を運営しているビルクさんは24時間365
日休まず熱を供給しているので、夜中にボイ
ラーが故障することもあり、気が休まる時がな
いと言われていました。しかし、ビルクさんは
笑いながらこう言いました。
「大変なことは多
いけど、もう一度生まれかわっても同じことを
すると思うわ!!」
⑷ できることは全て自分たちで！
最後にフィッシャー村長が一番大事なことを
教えてくれました。それは「自分たちのことは
自分たちでやるんだ」という村民の自治の気概
です。村にあるスーパーや市役所、幼稚園など
は全て村民が機材と手間を提供して作られてい
ます。自分たちで楽しみながらやることで、村
民の生活の質が向上しているように感じまし
た。また、村の成功は村長の人柄や行動にも表
れていました。村営カフェで話を聞く時、村長
が自らカプチーノやキャラメルマキアートを入
れたり、お年寄りが訪れるとサッと席を立って
ドアを開けるなど、フットワークの軽さに驚か
されました。

地域熱供給を行っているビルクさん

この熱供給施設では、２台のチップボイラー
と太陽熱温水パネルを併用してお湯を沸かし、
バッファタンクに貯めた熱を１軒のホテルと５
軒の民家に供給していました。２年前に完成し
たこの施設の工事費は約30万ユーロ（約4500
万円）で、そのうち６万ユーロが国の補助金で
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村民が建てたスーパー兼カフェ

３．ドイツ リーデン村
次に訪れたのはリーデン村という、人口約
1280人の村です。この村は、何でも自分たち
で行うレッテンバッハ村とは正反対で、国の基
金などを有効に使って、観光地として村を作り

人には決して売らない、村に移住する人にしか売
らないのです。村に移住してくる人には、手厚い
補助で歓迎しています。こういった独自の取り組
みで、都会へ出ていく人より、都会から移住す
る人の方が多くなっていると言われていました。

シュタイフ村長
（左）、レッテンバッハ村 フィッシャー村長
（右）

上げていました。
⑴

フォルゲン湖が育む良好な自然環境
シュタイフ村長に話を聞くと、子供たちを大
切にしているという点では、レッテンバッハ村
と共通していました。子供たちのために充実し
たレクリエーション施設や教育施設を設け、村
民が子供たちの成長を見守ることで、大人に
なっても村で暮らしたくなる郷土愛を育むこと
ができると言われていました。
リーデン村は、1954年に完成したフォルゲ
ン湖（人工の貯水池）に面しており、
レクリエー
ション施設が充実しているため、ミュンヘン近
郊の富裕層達の別荘地として注目されていま
す。しかし、村では別荘地にすることを制限し
ていました。ここでは、村の農地は村にしか
売ることができないというローカルルールが
あり、村が購入した農地は上下水道などを整備
して1.5倍の価格で売るのですが、別荘を建てる

フォルゲン湖周辺の町並み

⑵ フォルゲン湖の水力発電所
フォルゲン湖は、水面の面積が15.2㎢、貯水
量が1.68億㎥という、ドイツ最大の貯水池です。
水力発電の先進国であるドイツでは、当然、発
電所が建設されていました。訪れた水力発電所
は、水量が75㎥ /s、落差が35.4m、発電出力
が45.5MW、年間発電量が151GWhという大き
な発電所でした。
この発電所の下流側にあるレヒ川では、フォ
ルゲン湖からバイエルン西側の都市であるアウ
クスブルグへ向けて流れる間に大小合わせて
35箇所の水力発電所があり、合計で1,950GWh/
年を発電していました。
旅の途中、ディズニーランドのシンデレラ

水車の模型（カプラン水車）

水力発電所の発電機（出力45.5MW）
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ネルギーにも力を入れ、2007年には村独自の
地域通貨を導入していました。

レヒ川における水力発電所

⑴ 地域通貨「タレンテ」の成功
役場の方に話を聞くと、
この村の地域通貨
「タ
レンテ」が上手く機能している理由が分かりま
した。タレンテは、１ユーロが１タレンテで、
購入（換金）するときは５％得をする（100ユー
ロで105タレンテが買える）のに、再換金する
ときは10％損をする（100タレンテで95ユーロ
しか戻ってこない）仕組みになっています。ま
た、村のスーパーでは、３〜５％の割引もある
ため、村民は地域通貨を積極的に使っていると
いうことでした。

ノイシュヴァンシュタイン城

城のモデルにもなったという“ノイシュヴァン
シュタイン城”の横を通りながら次の村へ向か
いました。
４．オーストリア ランゲンエッグ村
次にドイツからオーストリアへ国境を越え
て、フォーアールベルク州の州都であるブレゲ
ンツから車で30分ほど山を登り、人口約1050
人のランゲンエッグ村を訪問しました。この村
は、レッテンバッハ村と同じく、若者が帰って
きた村で、2010年にヨーロッパ村づくり大賞
を受賞しています。
1990年頃から村の歴史的建造物の改装に力
を入れており、村の中心部に公共施設やスー
パー、スポーツ施設、医療施設などを集約し、
身近なところで生活サービスを自給自足できる
村づくりを進めていました。また、再生可能エ
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地域通貨「タレンテ」

⑵ 洗練されたパッシブハウス
ランゲンエッグ村の見どころの一つに洗練さ
れた建築物があります。村にある建築物の多く
は、村の木材をふんだんに使ったパッシブハウ
スとして建てられていました。パッシブハウス
とは、ドイツや北欧で実用化されている省エネ
性、断熱性、気密性に優れた建物のことです。

に木で作れるのか？といったデザインのものば
かりでした。しかし、いくつかのバス停は建築
中とのことでした。
これらをデザインした建築家は、
ノルウェー、
ベルギー、ロシア、中国、チリ、日本といった
様々な国の方でした。ちなみに日本の建築家は
2008年に日本建築大賞を受賞した藤本壮介さ
んでした。

村のスーパー（パッシブハウス）

洗練された幼稚園（パッシブハウス）

バス停の模型（左上が藤本壮介さんの作品）

太陽光パネル付きのモダンな変圧器

⑶

隣村のバス停プロジェクト
隣村のクロムバッハ村にも足を伸ばしまし
た。この村でも木材の利用とデザイン性にこだ
わりを持っており、様々な企画やイベントが行
われていました。企画の一つに、有名建築家に
よるバス停のデザインコンテストというものが
ありました。これは、地域の木材を使って作る
バス停のデザインコンテストなのですが、本当

５．オーストリア デュンス村
視察ツアーの最後に訪れたのは、ブレゲンツ
市の南側に位置し、標高800 〜 900ｍの急斜面
に広がるデュンス村です。この村は、日照時間
が極めて長く、
自然に恵まれていることから
“太
陽の村”と呼ばれています。しかし、人口が約
400人と少なく、自分たちだけでは村づくりが
できないという理由で、隣接する２つの村とと
ともに“dreiklang”
（直訳「三和音」
）という村
づくりプロジェクトを行っています。
ルードリッヒ・メアー村長に話を伺うと、３
つの村の良いところを合わせることで、農業や
林業、観光、食文化など幅広いプロジェクトを
実施できるとのことでした。
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ルードリッヒ・メアー村長

旧市街への入口

旧市街への入口
我々の訪問が村の新聞に掲載されました

６．ドイツ ブレゲンツ（休日の散策）
視察ツアー終了後、後半の研修開始まで２日
間の休暇がありましたので、宿泊地のブレゲン
ツ市内を散策しました。オーストリアの最西部
に位置するブレゲンツは、ボーデン湖やライン
川、スキーで名高いアールベルクの山々などに
囲まれ「永遠の庭園」と呼ばれているだけあっ
てとても美しい街でした。しかし、秋から冬に
かけてはシーズンオフのため、観光名所がほと
んど閉鎖していました。
（泣）
中心部から山側へ登っていくと旧市街地があ
りました。歴史を感じさせる入口を抜けたとこ
ろが旧市街地でした。旧市街地の中は閑静な住
宅街という印象でしたが、外側から見ると重厚
で圧倒的な雰囲気がありました。

116 Vol.42

旧市街地の外観

ブレゲンツでは、湖上オペラやミュージカル
が上演されるブレゲンツ音楽祭が有名です。今
回はシーズンオフのため、オペラ会場を眺めた
だけですが、いつか音楽祭を見に来たいと思い
ました。

ブレゲンツでは、クリスマスマーケットが始
まっており、たくさんのお店が並び、地元の人
達で賑わっていました。生ハムやチーズ、ソー
セージなどを食べながらホットワインを堪能し
ました。

湖上オペラ会場

その他にも中心部には、劇場や修道院、美術
館など見所が沢山ありました。スイスの有名建
築家ピーター・ズントーの傑作といわれるブレ
ゲンツ美術館に行ってみました。建物全体を覆
う曇りガラスによって光と影の重厚な空間を創
りだしていました。

クリスマスマーケット

ホットワインバー
ブレゲンツ美術館（クンストハウス）

ブレゲンツ美術館

７．おわりに
今回の旅で５つの村を訪れましたが、どの村
でも共通していたことは、若者を大切にして若
者中心の街づくりをしているということでし
た。若者が住みやすい街を創ることで、持続可
能な街になるのだと思いました。また、大人た
ちが子供たちを大切にすることで子供たちは郷
土愛を持つので、ヨーロッパには過疎というも
のがないのだと感じました。
最後に貴重な機会を与えてくれた会社と関係
者の皆様に心より感謝致します。
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仙台からこんにちは！
株式会社エイト日本技術開発
東北支社事業推進部 宗

平成22年６月から宮城県仙台市にある東北
支社で勤務しています。それまでは、平成８年
４月に入社して以来14年２ヶ月の間、鳥取支
店に在籍していました。一度も訪れたことがな
かった東北地方に、初めての転勤で行くことに
なるとは正直なところ想像もしていませんでし
た。これも何かの縁で良い経験になると思い、
家族で移り住みました。
杜の都・仙台は、
豊かな自然と機能
的な都市空間が調
和した、住みやす
くて洗練された街
です。春は青葉ま
つり、夏は七夕まつり、秋はジャズフェスティ
バル、冬は光のページェントなど大きなイベン
トが一年のリズムを刻み、年間を通じて県内外
からたくさんの人が集まって大変な賑わいとな
ります。
初代仙台藩主・伊達政宗公の威光を今なお色
濃く感じるこの地で、私の名字は初めて出会う
地元の方々との最初の
話題になることが多い
のです。ありがたいこ
とに職場には伊達姓の
職員が２名います。伊
達と宗政の組み合わせ
でさらに多くの方々に
喜んでいただきたいと
考えています。
盆と正月には、自家用車を運転して家族で帰
省しています。仙台から実家がある岡山までは
片道約1,000㎞あります。東北・磐越・北陸・
名神・中国・山陽自動車道を経由し、11の府
県を通過する、ちょっとした家族旅行で年間の
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政

貴

典

恒例行事になりました。一日で到着するのは味
気ないため、中間地点である富山で宿泊するこ
とにしています。冬の雪で覆われた真っ白な立
山連峰は息を呑むほど綺麗です。２人の子供も
車内で飽きることなく、景色を眺めたり本を読
んだりして、長距離の移動を楽しんでいます。
その様子にたくましさを感じます。
昨年、仙台を本拠地とするプロ野球の東北楽
天ゴールデンイーグルスが初の日本一になりま
した。球場は職場から近いので時間を作って観
戦に行っています。選手のギラギラしたまなざ
しや流れるような身のこなしに魅せられてじっ
くり応援しています。すっかり楽天ファンに
なってしまいました。
今、力を発揮しなければ、いつやるのだと東
日本大震災後から特に自分に言い聞かせ、営業
マン魂を燃やし続けて日々活動しています。足
元を固めつつ、前を向いて先を見据えて、毎日
を大切にこれからも楽しく元気に過ごしていき
ます。
みなさま、仙台にいらっしゃる際には各地を
ご案内いたしますのでどうぞお気軽にお声がけ
ください。心よりお待ちしております。

新
任
自己紹介

自

己

紹

介
株式会社ニュージェック
道 輪
徹

このたび、株式会社ニュージェック中国支店長
として就任しました道輪
（ドウワ）と申します。
私は 京 都市生まれで、 ラグビーのスクール
ウォーズで有名になった伏見工業高校の出身で
す。社会人となり技術職を40年務め、当社創立
50周年を機に支店長の命を受けました。中国地
方との関わりは、岡山県の鳴滝ダムを皮切りに、
島根県の御部ダム、広島県の仁賀ダムなどの補
助ダムや国関係では、苫田ダム、土師ダム、菅沢
ダムなどの業務に携わりました。関西人ではあり
ながら、中国地方との繋がりを強く感じておりま
す。現在、原爆ドームの近くに居住しており、風
光明媚な景色を楽しみながら通勤しています。
さて、最近当社を含め社会全体を見廻すと、
人のメンタル面での病巣悪化を感じます。仕事
のやり方も以前はチーム全体が一丸となって取

組んでいたものが、個人で処理する向きに変化
し孤独化して、やがては病巣に取りつかれ辞職
や転職に繋がる場面を目にします。そこで、当
支店では人とのコミュニケーションをより深く
する意味で、月１回朝のコーヒーブレイクタイ
ムと称して、皆で何でも話せる時間を作ってい
ます。小さな事でも情報の共有化を図り対話す
ることによって、心のわだかまりを取除くこと
が目的です。結果として、少しずつでも職場が
明るくなっているように感じています。
近年、建設コンサルタンツ協会においてもセ
ミナー等が開催され問題解決に向けて取組んで
おられます。一協会員ではありますが、こうし
た方面での活動にも協力していきたいと考えて
いますので、今後ともご鞭撻賜りますようお願
い申し上げます。

33年 ぶ り に
株式会社エイト日本技術開発
中国支社長 志 水 勇起弘

昨年６月に弊社の中国支社長として岡山に赴
任してきました。タイトルに記載しましたよう
に、昭和49年に㈱エイトコンサルタント 岡山
支社に新入社員として配属され、昭和55年４月
に松山支社に転勤して依頼、33年ぶりの岡山
勤務となります。33年前に０歳の娘と嫁を岡山

空港
（浦安）に送り、愛犬とともに宇高連絡船
に乗り、車で松山に向かった思い出は鮮明に
覚えています。この間に徳島、松山、名古屋、
徳島、松山と四国を中心に勤務してきました。
私の故郷は山口県大島郡で、高校まで大島で
過ごしました。４町で人口も５万人程度いたと
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記憶していますが、現在は合併で周防大島町と
なり人口も2万人弱となっています。
当時とは海岸周辺の状況はかなり変わってき
ていますが、海の美しさは変わりなく帰省の度
に水泳、釣り、散策と楽しんでいます。
さて、東日本大震災以降の「減災・防災」
、
「国
土強靭化」の施策等により、公共投資額は一時
的には維持されているものの、今後は厳しい状

況が予想されています。こうした中で、建設コ
ンサルタントには「ハードからソフト」
、
「新規
から維持・補修」等と国土、ライフサイクルマ
ネジメントにも積極的に関わっていく事が求め
られていますし、これは建設コンサルタントの
役割と考えています。
最後になりますが、協会活動にも積極的に参
加していきますので、宜しくお願いします。

総務部会長就任ご挨拶
復建調査設計株式会社
來 山 尚 義

このたび、前任の小田総務部会長（現中国支
部長）の後を継いで、中国支部総務部会長を仰
せつかりました。
福山の高校から東京（の方）の大学を経て、
復建調査設計に入社して32年間、測量、地盤
調査解析、企画開発等に携わってきました。
昨年末に自民党が政権を獲って以来、笹子ト
ンネル天井板崩落事故もあって、国土強靭化政
策のもと、社会基盤整備に多くの予算が付くよ
うになり、我々の業界も久しぶりに受注が上向
きになっています。そのような中で、我々建設
コンサルタントが、社会に継続的に貢献してい
くためには、人材の安定的な確保が必要です。
しかしながら、
一部の大学かもしれませんが、
多くは公務員などを希望し、建設コンサルタン
トを希望する学生はほんの一握りだという話を
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耳にします。また、せっかく入社しても、転職
していく社員も後を絶ちません。
これを防ぐための方策の一つとして、広報活
動が挙げられます。我々業界の魅力ややりがい
などを様々な媒体を通じて広報することも、優
秀な人材を確保する方策の一つではないかと思
います。建設コンサルタンツ協会でも、広報活
動にも力を入れていくことを決めているので、
ぜひ関わっていきたいと考えています。
私はこれまで、協会の活動に関わることがほ
とんどありませんでしたが、これからは、さま
ざまな支部活動や、毎月一回の本部常任委員会
などを通じて、協会の発展に微力ながらお役に
立ちたいと考えていますので、ご支援のほど、
よろしくお願いいたします。

自

己

紹

介
中電技術コンサルタント株式会社
林
喜代文

昨年の６月に、前任の信井業務部会長の後を
継いで、中国支部業務部会長を仰せつかりまし
た林です。中電技術コンサルタント㈱に入社し
て37年になりますが、30年は技術部門におい
て主に河川・水力系の仕事に従事し、30代前
半には、水力発電所の調査・計画・設計・建設
に関わり「ものづくり」の貴重な経験をしまし
た。技術部門の後に営業部門に、また昨年には
再度技術部門に関わることとなりました。
このたび初めて発注者との意見交換会等の業
務部会活動に携わり、改めて我々建設コンサル
タントが社会資本整備における役割をしっかり
果たすためには、我々の業界が「健全な経営を
基盤に、人材の確保・育成、労働環境の改善を

ご

挨

達成することが必須」
であると強く思いました。
建コンの現状の問題として「新卒者・若手技
術者の減少」がありますが、人材の確保・育成
は企業活動を継続する上で極めて重要です。こ
のためには建設コンサルタントの仕事が「面白
い仕事・やりがいのある仕事」と実感でき人材
が集まる環境整備が必要であり、広報活動等を
含め「魅力ある建設コンサルタントに向けて」
と題し、建コン協会の「要望と提案」の柱の一
つとなっています。
先述のように、建コン業務部会の活動に初め
て関わりますが、建設コンサルタンツ協会の発
展に、少しでもお役に立ちたいと考えております
ので、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

拶
大日本コンサルタント株式会社
井戸川
賢

このたび、前任の池田恵一の後を継いで、中
国支部業務部会委員を仰せつかりました。
私は昨年８月に仙台市より参りました、東日
本大震災の際しましては、心温まる数多くのご
支援を賜りまして、誠にありがとうございまし
た。

建設コンサルタンツ協会の発展にお役に立ち
たいと考えていますので、ご支援のほど、よろ
しくお願いいたします。
西日本は初めての土地で単身赴任ですので、
今後とも一層のご指導を賜りますようお願い申
し上げます。
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拶
中電技術コンサルタント株式会社
横 山 俊 彦

このたび、業務委員を仰せつかりました中電
技術コンサルタントの横山です。
広島で生を受け、中電技術コンサルタントに
入社以来27年間、広島、岡山、東京と営業畑
一筋で歩んできました。
最近、お腹周りが気になってきたので、遅ま
きながら体を動かし始めたのですが、ビックリ
した体が悲鳴をあげ湿布のお世話になる日々が
続いています。

支部活動には、平成25年６月まで独占禁止
法特別委員会、また、平成22年10月には「建
コン中国支部創立40周年記念式典」と関わって
きましたが、平成25年７月から業務部会で活
動させていただくことになりました。
今後とも支部活動を通じて、建設コンサルタ
ンツ協会の発展に微力ながらお役に立ちたいと
思っておりますので、ご支援のほど、よろしく
お願いします。

はじめまして
株式会社荒谷建設コンサルタント
長谷山 弘 志

今年度より、技術部会委員に着任させていた
だきました。
昭和55年、地元の大学卒業後、アラタニに
入社し、主に公園や都市計画の業務に携わって
きました。現在、都市計画学会中国四国支部に
も所属し、ニュースレターの編集や都市計画研
究会の企画にも携わっています。
これまでの建コンの活動としては、旧道路部
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会（現道路委員会）の都市計画グループが進め
てきた社会貢献活動
「自転車まちづくり研究会」
に7年間関わり、内３年間は、代表幹事を務め
させていただきました。今後も、建コンの様々
な活動に関わりながら、少しでも、当協会の発
展にお役にたてるよう、努めさせていく所存で
す。どうぞ、よろしくお願い致します。

事務局
支 部 日 誌（平成25年４月〜平成26年３月）
◦４月５日（金）
◦４月22日（月）
◦４月23日（火）
◦５月15日（水）
◦５月22日（水）
◦５月24日（金）
◦５月24日（金）
◦５月29日（水）
◦６月４日（火）
◦６月７日（金）
◦６月12日（水）
◦６月12日（水）
◦６月13日（木）
◦６月21日（金）
◦６月26日（水）
◦６月27日（木）
◦７月２日（火）
◦７月３日（水）
◦７月４日（木）
◦７月５日（金）
◦７月９日（火）
◦７月10日（水）
◦７月19日（金）
◦７月23日（火）
◦７月24日（水）
◦８月２日（金）
◦８月７日（水）
◦８月22日（木）
◦８月28日（水）
◦８月29日（木）
◦９月２日（月）
◦９月９日（月）
◦９月11日（水）
◦９月24日（火）
◦９月25日（水）
◦10月１日（火）
◦10月９日（水）
◦10月10日（木）
◦10月10日（木）

平成24年度会計監査
第１回道路委員会
第43回通常総会
第１回河川委員会
第１回厚生部会
第１回防災委員会
第１回構造委員会
第２回道路委員会
第49回ゴルフ大会
防災教育、呉市白岳小学校
第２回河川委員会
研修講師派遣、中国地方整備局建設生産システムⅠ研修
第１回業務部会
第１回防災講演会
第３回道路委員会
第１回総務部会県委員会合同会議
研修講師派遣、岡山県コンクリート構造物維持管理研修
第３回河川委員会
第１回技術部会、技術委員長合同会議
第48回ボーリング大会
マネジメントセミナー
第１回港湾委員会
第１回役員会
地方ブロック意見交換会
第４回道路委員会
第１回構造委員会
第４回河川委員会
研修講師派遣、中国地方整備局道路管理Ⅱ研修
第５回道路委員会
第２回業務部会
災害時対応演習
防災教育二葉公民館中山集会所
第５回河川委員会
第２回防災委員会
第６回道路委員会
研修講師派遣、岡山県コンクリート構造物維持管理研修
GIS講習会
技術部会工事見学会
防災教育、船越公民館
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◦10月11日（金）
◦10月16日（水）
◦10月16日（水）
◦10月18日（金）
◦10月19日（土）
◦10月21日（月）
◦10月22日（火）
◦10月23日（水）
◦10月23日（水）
◦10月24日（木）
◦10月29日（火）
◦10月29日（火）
◦10月31日（木）
◦11月１日（金）
◦11月５日（火）
◦11月９日（土）
◦11月10日（日）
◦11月13日（水）
◦11月15日（金）
◦11月15日（金）
◦11月15日（金）
◦11月16日（土）
◦11月19日（火）
◦11月20日（水）
◦11月22日（金）
◦11月23日（土）
◦11月25日（月）
◦11月28日（木）
◦12月５日（木）
◦12月６日（金）
◦12月６日（金）
◦12月12日（木）
◦12月13日（金）
◦12月18日（水）
◦12月19日（木）
◦１月６日（月）
◦１月22日（水）
◦１月24日（金）
◦１月28日（火）
◦２月14日（金）
◦２月20日（木）
◦３月18日（火）
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第２回港湾委員会
マネジメントセミナー“エラー防止のために”
第６回河川委員会
独禁法特別委員会
防災教育、東広島市東西条地域センター
研修講師派遣、中国地方整備局基礎技術研修
中国地方整備局意見交換会
建設関連５団体独禁法講習会
第７回道路委員会
PC技術講習会
情報セキュリテイ講習会
RCCM登録更新講習会
広島県意見交換会
研修講師派遣、岡山県委託成果品の品質研修
JCCA中国42編集会議
第５回フットサル大会
RCCM資格試験
河川委員会河川講演会
第３回構造委員会
ICT普及セミナー
岡山県意見交換会
防災委員会見学会
広島市意見交換会
第３回港湾委員会
建設技術フォーラム2013 in 広島
道路委員会まちトーク2013 in 広島
研修講師派遣、中国地方整備局構造物設計Ⅱ研修
鳥取県懇談会
河川構造物専門委員会セミナー
研修講師派遣、広島国道事務所CAD講習会
第３回防災委員会
港湾委員会技術交流会
防災委員会斜面モニタリング研究会報告会
第８回道路委員会
第２回総務部会
官民合同新年互礼会
防災教育 安佐北区可部南小学校
要望と提案に関する中国地整勉強会
第２回役員会
第２回防災講演会
第３回業務部会
本部・支部意見交換会

事務局からのお知らせ
◦道路橋技術相談窓口開設（試行）のお知らせ
建設コンサルタンツ協会では、道路橋技術基
準の適切な理解と運用を目的として、協会の加
盟会社を対象として道路協会技術基準類に関す
る質問の受付及び回答を、平成25年９月より
行っています。
道路橋技術基準に関してご質問のある会員
は、中国支部のホームページ「道路橋技術相談
窓口開設（試行）のお知らせ」の「技術相談受付
表」に、質問事項を記入して支部事務局へ送付
願います。支部事務局で内容を確認のうえ協会
本部に組織された道路橋技術相談対応窓口へ送

付します。
回答は、技術相談受付表を本部に発送後、２
週間程度を目安としますが、質問内容によって
は国総研の確認を必要としますので、時間を要
する場合もあります。
質問と回答は、会員相互の情報共有を図るた
め、公開を原則とされていますのでご承知くだ
さい。
当面、技術相談窓口は会員限定として試行さ
れますが、体制が整い次第地方自治体も技術相
談を受付することが予定されています。
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■

編集後記

東日本大震災以後、国民の防災意識が高ま
る中、身近な地域でも７月に山口島根地域で記
録的な豪雨による甚大な被害が発生しました。
21年、22年と続いた豪雨災害は記憶に新しく、
気象の極端化現象により、今後、さらに大災害
の発生が危惧されます。また、南海トラフ地震
の高い発生確率や、老朽化したインフラ施設の
整備の重要性認識などから
「国土強靭化基本法」
「南海地震対策特別措置法」が成立し、国土強
靭化に対する取組みが一段と加速しました。今
年度は、24年度大型補正等の影響で道路防災
総点検等を中心に例年にない公共供給増によ
り、皆様方におかれましても大変多忙な年で
あったかと思います。国土強靭化への建設コン
サルタントの責務は非常に大きく、一層の努力
が期待されています。

また、2020年の東京オリンピック開催決定
も追風となり、我々の業界を取り巻く環境も上
向きとなり、ここ数年が疲弊からの転換期とな
ることと期待しています。
私は今年度より、弊社の関の後任として編集
委員の仲間入りとなりました。出身は弊社本店
の岡山ですが、そこでの勤務はわずか１年で、
昭和57年より広島支店で15年、平成９年より
高松支店で７年、平成16年より再度広島支店勤
務となり、現在に至っています。建設コンサル
タンツ協会中国支部では、業務部会、独占禁止
法に関する特別委員会に所属しています。今後
もJCCA中国誌上で、少しでも皆様のお役に立
てるよう、様々な情報を提供していけるよう頑
張りますので、
皆様の御協力をお願い致します。

（H. K）

氏 名：川上
浩
会社名：株式会社 エイト日本技術開発

■「 J C C A中国」の編集は次の者が担当しております。
今後とも皆様のご協力をいただきますようお願い申し上げます。
來
立
川
山
岡
中
下
矢
俵

山
石
上
中
田
村
紺
野

尚 義 （復建調査設計株式会社）
亮 祐 （株式会社福山コンサルタント）
浩 （株式会社エイト日本技術開発）
俊 二 （株式会社荒谷建設コンサルタント）
賢一郎 （株式会社ウエスコ）
憲 行 （中電技術コンサルタント株式会社）
裕 人 （復建調査設計株式会社）
裕 二 （八千代エンジニヤリング株式会社）
秀 樹 （建設コンサルタンツ協会中国支部）

「 J C C A中国」に対する照会は事務局へ
一般社団法人 建設コンサルタンツ協会

中国支部事務局
「 J C C A 中 国」編 集 グ ル ー プ
〒７３０-００１３
広 島 市 中 区 八 丁 堀１番８号
エイトビル８Ｆ
ＴＥＬ（０８２）２２７−１５９３
ＦＡＸ（０８２）２２７−４９４０
E-mail cg-jcca@sage.ocn.ne.jp
Ｈ26．3．31発行
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一般社団法人建設コンサルタンツ協会倫理綱領
会員は、社会の二ーズに応えて、技術に関する知識と経験を駆使し、社会の健全な発展に寄与する
建設コンサルタン卜の使命と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務の遂行に努め、職業上の地位
及び社会的評価の向上を図らなければならない。
そのため次の事項を遵守するものとする。
１．品位の保持
会員は、常に建設コンサルタン卜としての品位の保持に努めるものとするとともに、会員相互の名誉
を重んじなければならない。
２．専門技術の権威保持
会員は、常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、依頼者の良き技術的パートナーとして、技術的
確信のもとに業務にあたらなければならない。
３．中立・独立性の堅持
会員は、建設コンサルタン卜を専業とし、建設業者又は建設業に関係ある製造業者等と、建設コンサ
ルタン卜としての中立・独立性を害するような利害関係をもってはならない。また、依頼者の支払う
報酬以外いかなる利益をも受けてはならない。
４．秘密の保持
会員は、依頼者の利益を擁護する立場を堅持するため、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなら
ない。
5. 公正かつ自由な競争の維持
会員は、公正かつ自由な競争の維持に努めなければならない。

一般社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部会員名簿
・支部長 小田 秀樹（復建調査設計㈱代表取締役社長）
・副支部長 沖田 俊治
（中電技術コンサルタン卜㈱取締役社長） ・副支部長 小谷 裕司（㈱工イ卜日本技術開発代表取締役社長)
会

社

会

名

社

名

会

社

名

ア サ ヒ コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

新 日 本 技 研 ㈱ 西 部 支 社

㈱

ア ジ ア 航 測 ㈱ 広 島 支 店

シンワ技研コンサルタン卜㈱

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

㈱ 荒 谷 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜

西 部 技 術 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱

日

水

コ

ン

広

島

支

所

い

店

㈱

日

本

工

営

㈱

広

島

支

店

で

あ

㈱

中

国

支

セ

ト

ウ

チ

な

ん

ば

技

研

コ

セントラルコンサルタント㈱広島支店

日本シピックコンサルタント㈱広島支店

㈱ 宇 部 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜

㈱綜合技術コンサルタン卜中国支店

㈱ 二 ュ ー ジ ェ ッ ク 中 国 支 店

㈱ 工 イ テ ッ ク 中 国 支 社

㈱ 大 広 エ ン ジ 二 ア リ ン グ

パシフィックコンサルタンツ㈱中国支社

㈱ 工 イ 卜 日 本 技 術 開 発

大日本コンサルタン卜㈱中国支店

広 建 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

応 用 地 質 ㈱ 広 島 営 業 所

ダ イ ホ ー コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱

㈱オリエンタルコンサルタンツ中国支店

㈱ダイヤコンサルタント関西支社中国支店

㈱福山コンサルタン卜西日本事業部

川

中

フクヨシエンジ二アリング㈱

㈱

ウ

崎

地

エ

質

㈱

ス

中

国

支

店

央

開

発

㈱

中

国

支

店

ヒ

ロ

コ

ン

基礎地盤コンサルタンツ㈱中国支社

中央復建コンサルタンツ㈱中国支社

復

ケ イ ・ 工 ム 調 査 設 計 ㈱

中

㈱

明 伸 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱計測リサーチコンサルタン卜

中 電 技 術 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

八千代エンジ二ヤリング㈱広島支店

㈱ 建 設 環 境 研 究 所 広 島 支 店

㈱

㈱ 陸 地 コ ン サ ル タ ン 卜

㈱ 建 設 技 術 研 究 所 中 国 支 社

㈱千代田コンサルタン卜広島支店

国 際 航 業 ㈱ 中 国 ・ 四 国 支 社

㈱東京建設コンサルタン卜中国支社
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平成26年３月１日現在（49社）

