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表紙写真説明（今福線のコンクリートアーチ橋群）写真提供：土木学会中国支部選奨土木遺産選考委員会

今福線は、昭和8年に工事認可された広島〜浜田を結ぶ鉄道路線である。昭和12年に着工されたが、戦争により昭和15年に中断された。昭和44年
には別ルートで建設が再開されたが、昭和55年には国鉄（当時）の赤字のため再び中止された。写真は旧ルートに建設された下府川を渡る4連アー
チ橋である。（中国地方の選奨土木遺産 改訂版 土木学会中国支部 を抜粋、加筆）

巻頭言

自助・共助・公助による減災対応
（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
副支部長

2014年を振り返ってみると、自然災害が多発し
た年でした。２月には東京都心を始め関東甲信地
方で大雪により数日間交通がマヒし、多くの経済
損失が発生しました。６月には桜島が噴火、９月に
は御嶽山が噴火し紅葉時期の登山客の多くの方
が被災を受け、11月には阿蘇山が噴火するなど、日
本列島は火山列島であることを再認識させられま
した。８月から10月にかけては、台風が日本列島を
縦断し各地で暴風雨による被害が多発しました。
特に、８月の台風豪雨では、高知市には24時間雨
量が600mmを超え、福知山市では同じく300mm
を超えるなど両市とも市内全域に避難勧告が発令
され、多くの方が恐怖の日々を体験されました。
また、我々の身近なところである広島市北部に
おいても３時間雨量が200mmを超え、大規模土
砂災害が多発し74人の死者・行方不明者が出るな
ど大惨事となりました。11月には長野県北部で震
度６弱の地震により建物崩壊が発生し、12月には
爆弾低気圧により北海道等で大雪被害が発生。
近年は異常気象による自然災害が多発していると
は言え2014年のように一年中を通して、多種多様な
自然災害に見舞われた年はないように思います。
安全・安心社会の構築への寄与は、我々、建設
コンサルタンツ協会員の重大な使命ではありま
すが、従来から係わってきた、公助によるハード
対策やハザードマップ作成といったソフト対策だ
けでは対処できない、つまり、自然災害による被
害軽減や人命保護には、
「自助：一人ひとりが取り
組むこと」・「共助：地域や身辺にいる人同士が
一緒に取り組むこと」・「公助：国や地方公共団
体などが取り組むこと」の三者一体の取り組みに
よる啓発活動の継続が必要であり、我々の使命
ではないかと再認識させられた次第です。
広島市北部の大規模土砂災害を例にとれば、
広島県が指定する土砂災害危険個所は約3万2千
か所と全国で最も多く、島根県は約２万2,300か
所で全国２位、山口県は約2万2,200か所で全国３
位と中国地区は国内でも土砂災害危険個所が多
い地域であることの住民認識が不可欠であった
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こと。また、被災地区は、今は八木三丁目となっ
ているが、昔は、八木蛇落地悪谷と呼ばれ昔から
災害の多い地区であったようで、地名変更や防災
等において、先人の教えが生かされなかったこと
が問題でもあるように思います。
大規模な災害であればあるほど、住民は「国や
地方公共団体が何とかしてくれるハズ」と期待し
がちですが、公助にも限界があります。防災対策・
災害対応においては、まず自らがその生命や財産
を守り、そこから「共助」
「公助」に期待される役
割を大きな団体や組織が行っていくという考えを
持つことが基本と考えるべきで、このことを継続
的に啓発する仕組みづくりが必要と思われます。
具体的な活動としては、
「土砂災害区域（イエ
ローゾーン）」とは、生命や身体に危険が生じる恐
れがある地域、
「土砂災害特別警戒区域（レッド
ゾーン）」とは、建築物が損壊する恐れがあり危
険度がさらに高い地域であることを十分認識し
てもらい、自宅や会社、施設がどのような地域に
あるかを認識してもらい、自治体が作成したハザ
ードマップ等で実際に逃げる避難所を探し連絡
先を調べ、どこを通って行けばより安全かといっ
た避難経路を決めておく。あるいは、近所の人と
話し合って、避難所以外のより近くの緊急的な逃
げ場所も確保する。非常時に持ち出すものをコン
パクトにまとめて、いつでも取り出せる場所に備
える。また、土石流のスピードは時速40〜50㎞と
いわれ、川沿いに逃げると巻き込まれる恐れが
強いこと。崖崩れは崖の高さの２倍程度の距離ま
で被害が広がる危険があることなど、公開講座や
出前講座で住民に理解していただくことも必要
です。
発注者に事業量の要望を行うだけでなく、この
ような事を実践し、建設コンサルタントの必要性
を住民に広く理解していただくことも我々の生き
る道ではないでしょうか。地域創世を考慮した国
土強靭化に向けた建設コンサルタントの活躍を
祈念する次第です。
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夢追人

大学からのメッセージ

女性技術者の育成
広島工業大学工学部建築工学科
教授

現政権が成長戦略の一つに女性の活躍推進を
掲げていることもあり､ここ数年､女性の社会進
出を後押しする風が強くなってきました。男女
雇用機会均等法の施行以来30年近くを経て､育
児休業制度や男女共同参画社会､ワークライフ
バランス等､その時代ごとの課題設定に基づき､
行政施策や企業での取り組みにより､少しずつ
労働環境が変化してきています。職場でも､ポ
ジティブ･アクションやダイバーシティという
言葉をよく耳にするようになりました。このよ
うな波は建設の世界でも起こっており､これま
でほぼ男性のみで動かしてきたものづくりの世
界に､果敢に飛び込んできた女性を指したリケ
ジョ､ドボジョ､けんせつ小町などの言葉が生ま
れています。
技術の世界で女性が注目されるようになって
きた背景を整理してみると､一つはやはり少子
高齢化に伴う生産年齢人口（15〜64歳）の減
少という問題があります。わが国の生産年齢人
口の総人口に占める割合は､1995年をピークに
減少し続け2013年の資料では62％で､さらに
2060年には50％近くになると推計されていま
す。そのような中､生産年齢を75歳まで引き上
げた試算なども行われており､社会を支える現
役として高齢者に頑張ってもらおうという方向
性の検討が見られます。また一方で､人口ピラ
ミッドの片側を占める女性に注目し､生産年齢
であり働く意欲を持ちながら働いていない潜在
層を掘り起こしていく方向性があります。そう
いう意味では､高齢者と女性の就業環境を整備
していくことが､急務であると言えます。

2

Vol.43

福

田

由美子

さらにもう一つの社会的背景として､若者の
理系離れの問題も指摘されます。その内容は､
子どもたちの理科や科学に対する興味や関心の
低下､数学や理科への苦手意識､大学受験を見据
えた高校時代の文理選択などいろいろとありま
すが､これまで女子生徒のほうがその傾向が顕
著だと言われてきました。男女を問わず､高度
に科学技術が発達した社会に生まれ育った若者
たちにとっては､自分を取り巻く環境を当たり
前のものとして享受し満足するならば､科学的
目線での新たな疑問や創造性は生まれにくいも
のかもしれません。そのため､より興味を持た
せるような授業や実験の工夫が､教育の現場で
は求められています。女子生徒の場合､子ども
時代の遊び経験や将来の職業意識の違いから､
男子と比べ理系に興味を持ちにくいとの指摘が
あります。しかし見方を変えれば､これからの
時代は男女の違いというより個人としての育つ
環境や経験の違いによって､科学への興味の持
ち方が違ってくるとも考えられます。
少し前置きが長くなりましたが､この生産年
齢人口の減少と若年層の理系離れは､科学技術
立国である日本にとっては､かなり由々しき問
題と言えます。工科系の大学は､社会に貢献す
る科学技術者の養成のため､より多くの若者に
科学技術の必要性とものづくりの楽しさを教え
育み､優れた人材を世に送り出すことを使命と
しています。そして､次世代の技術者不足が懸
念される中､人口の半数を占める女性の科学技
術者の養成もまた､今日的な大きな課題となっ
ています。

以上のような背景を踏まえ､私が所属します
広島工業大学では､2007年に､女子学生キャリ
アデザインセンター（略称JCDセンター）を設
置し､女性技術者育成に取り組み始めていま
す。技術の世界がそうであるように､工科系大
学では在籍者のほとんどが男子学生で､本学で
もJCDセンター設立当初の女子学生の割合は､
わずか6％程度でした。100名のクラスでした
ら6名ということです。この少数の女子学生た
ちは､非常に高い志を持ち熱心に勉学に励む姿
勢があり､当然その結果として､学業成績も優秀
で､学科を問わず成績上位者に女子学生が多く
含まれていました。しかしながら､ものづくり
の産業界は男性中心の社会で､女子学生たちは
就職において大いに苦戦し､希望の職に就けず
涙をのんでいました。「私たちは一生懸命頑張
ってきたが､遊んで過ごした男子のほうがいい
会社に入る。くやしい。」ある女子学生の言葉
です。在学中の頑張りが将来につながらないと
いうことで､途中でモチベーションを失う女子
学生もいました。工科系大学の女子学生たちは､
もともと女性が非常に少ないことも承知の上で､
そこに自分のやりたいこと､興味を持つ分野が
あることで敢えて進学してきた学生たちで､目
的意識は明快で意欲に溢れています。そのよう
な学生の志を社会につなげられないのは､大学
の責任ではないか､大学としてできることがあ
るのではないか､ということを学内で検討した
結果設置されたのがJCDセンターです。
その趣旨が評価され、2007年度文部科学省
「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プロ
グラム」に、「技術系女子学生の継続的なキャ
リアデザイン」というテーマで採択され､補助
金を受けて活動を展開することができました。
JCDセンターの活動は、女子学生の入学から
就職・卒業までの支援はもとより、卒業後まで
も視野に入れた支援を大きな特徴としていま
す。具体的には、女性技術者のライフステージ
に対応する形で、1)キャリア形成支援、2)就業
支援、3)再チャレンジ支援、という３つの柱で
活動を位置づけています。

1）キャリア形成支援
世に出て活躍しうる女性技術者を育成するた
めに、学生たちが自ら考え行動することを意図
し、多種多様な自主的活動の場を設定していま
す。例えば､センターでは､「JCD PRESS」
という機関誌を年2回発行しています。記事
は、学生が企画・立案し、彼女達が企業との取
材交渉を進めながら並行して編集作業を行いま
す。トップ記事の企画では､自分たちがあこが
れる存在として､社会で活躍する女性技術者や
経営者を取材し記事にしますが､その過程で人
生観や仕事観を学ぶことになります。
また､ラジオ番組の企画・制作も行っていま
す。「キャロットラジオ」というチームを作り､
地元FM放送で番組を担当するというものです
が､本学教職員や学外からゲストを招いてイン
タビューをするなど、学生たちが放送プログラ
ムを企画し、実際にパーソナリティも務めま
す。社会に出る前に企業人や市民と交流するこ
とにより、働くことを意識させ、また自身のキ
ャリアプランについての意識づけにもなってい
ます。さらに、「受け手に伝わる話し方」や
「正しい言葉遣い」の訓練の場にもなります。
これらの他にも、幼稚園児や小学生が科学に
興味を持つきっかけづくりを目的とした「出張
理科実験」や､地域の店舗やワンルームマンシ
ョンのリフォーム・リニューアルを専門家と一
緒にデザイン・施工する「学外活動」などを毎
年継続し､女子学生のキャリアアップにつなげ
ています。
2）就業支援
女子学生の希望する企業への就職を支援する
とともに､女性技術者の受け入れ環境を整えた
優良企業を開拓していくことを意図していま
す。例えば、3年間で計6回ほど､広島と大阪
で、女性技術者が活躍する可能性のある企業の
方々に集まっていただき、「女性の就業環境の
調査ならびに企業との意見交換会」を実施しま
した。座談会形式で、女性社員と男性社員の職
業意識の違いや管理職候補としての女性社員の
可能性、カムバック制度等の整備状況などにつ
いて、忌憚のない意見をいただきました。この
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座談会は､技術の現場での女性の働き方につい
て大学の教職員が深く知る機会になったととも
に､女性の活用について意識の高い企業とそう
でない企業との差が浮かび上がったことで､参
加された企業の方々にとっても刺激の多い企画
となりました。
その他にも、自分も相手も大切にした自己表
現を身につける「アサーション･トレーニン
グ」や､女性技術者を採用している企業の技術
や人事担当者を招いての「業界勉強会」などを
実施しています。これらは、女子学生たちが社
会人として自立していくための基礎となる力を
養う機会となっています。
3）再チャレンジ支援
結婚や出産のため離職を余儀なくされた卒業
生の再チャレンジを支援していくことを目指し
ています。例えば､本学の女性の卒業生の卒業
後の動向を把握すること、さらには再就職のニ
ーズを探ることを目的に、卒業生のキャリアパ
ス調査を数回実施しています。また、再チャレ
ンジを希望する卒業生に対して、本学就職部が
所有するデータベースを活用して、JCDセンタ
ー内に人材バンク支援窓口を設けています。
また一方で、何らかの理由でキャリアを中断

せざるを得なくなった卒業生に対し、技術系へ
の再就職を可能にするスキルアップ再教育プロ
グラムを提供するため、自学自習が可能なe-ラ
ーニング教育システムも試行しています。
以上のように､JCDセンターが取り組みを始
めて7年が経過しましたが､この間にも社会の
状況はかなり変化してきています。建設業界で
も､女性技術者は着実に増えています。人事担
当者にうかがえば､女性がゼロだった部署に一
人､あるいは二人が配属されたというような話
で､まだ女性技術者の活躍の場を手探りしてい
る段階ではありますが､前向きな取り組みが始
まっているのを実感します。企業にとって､優
秀な技術者を戦力として活かすことは至極当然
であり､技術力の継承､発展のためには､女性技
術者の活躍如何が大きな鍵になるのではないで
しょうか。
女性の働く意欲の啓発や女性技術者の就労環
境の改善などは短期間で成果が出るようなもの
でありませんが､技術の世界での女性の活躍を､
大学という立場でこれからも支援していければ
と考えています。

【プロフィール】
福田由美子（ふくだ ゆみこ）
学位：博士（学術）
大学役職：就職部長､女子学生キャリアデザインセンター委員
研究：住み手の自律性による集住環境生成に関する研究
学会：日本建築学会､日本都市計画学会､都市住宅学会
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夢追人

大学からのメッセージ

高齢化と人口減少時代における
建設コンサルタントと大学の役割
山口大学工学部長
大学院理工学研究科
教

現在、我が国は、人口の「高齢化年齢の構成
比率の増加」と「そのものの減少」という二つ
のパラダイムが同時に突き付けられている。年
齢構成比率の高齢化割合の増加のため、図−1
に示すように、戦後から2014年度までの政府
予算に占める年金・医療などに関わる社会保障
関係費は30兆円を超える規模にまで増加して
いる。その一方、災害復旧などの公共事業関係

図-1 政府予算のなかでの社会保障関係費と公共事業関係費の推移
朝日新聞デジタル「グラフで見る2014年度政府予算案」

図-2

出生数および合計特殊出生率の年次推移
内閣府「少子化社会対策白書」

授

進

士

正

人

費はほぼ6兆円規模とほぼ変化していない。人
口そのものの減少の観点では、年間の出生数
は、図−2に示すように、1947〜1949年の第1
次ベビーブーム期には約270万人、1971〜
1974年の第2次ベビーブーム期には約200万人
であり、1984年に150万人を割り込んだ 1）。
2014年の出生数は、推定で100万1000人と
100万人をも割り込む事態になるもの現実にな
りつつある。そして、図−3に示す年齢構成比
率の推移からわかるように、今後、65歳以上
の年金支給人口はあまり変化せず、15〜64歳
の生産能力をもつ労働人口および14歳以下の
若年人口が低下し、2060年には人口8674万
人、その時の高齢化率40％という推計がなさ
れている2）。
この若年人口の減少は、今後、結婚・出産適
齢期を迎える青年層の減少に直結し、それがそ
のまま、さらなる人口減少をまねく負のスパイ
ラルにつながっている。そのため、近い将来、
全国の約半数の市町村が消滅する可能性まで指

図-3

人口構造の推移と見通し

内閣府「少子化社会対策白書」
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図-4

地域区分別の集落数の割合
（参考文献３をもとに作成）

摘されている。このような、ある種二重苦のよ
うなパラダイムをシフトするために建設コンサ
ルタントや大学はどのような役割を果たすこと
ができるのかを考えていきたい。
まず、人口減少の中で、我々自身の生活のあ
り方自身が問われている。国土交通省が実施し
た過疎地域における集落の実態調査3）では、中
国圏では、全体の70％を占める8800の集落
が、山間地域および平地と山間地域を結ぶ中間
地域に存在している（図−4）。これらの内、
9所帯以下の小規模集落数は1935にも及ぶ（図
−5）。このような小規模集落では、耕作放棄
地の増大、空き家の増加、森林の荒廃、ごみの
不法投棄の増加、獣害・病虫害の発生の他に、
生活を維持する上での最低限の社会的サービス
としての道路整備、バスなどの公共交通手段の
確保、食料品・生活必需品の調達や郵便・金
融、医療・福祉などの生活支援サービスの低下
が懸念されるだけでなく、地域のコミュニティ
ー自体の崩壊から消滅集落となることが現実的
な問題となっている。合わせて、中国地域の中
心市街地においてでさえ、空き家の増加や中心
商店街のシャッターストリート化は地域経済の
疲弊の始まりを予感させる。
このような状況下において、旧小学校や旧役
場などがある地域の中心集落に対して、買い
物、医療、金融などのサービス基盤を集約化し
中心集落と周辺集落とのモビリティーネットワ
ークを構築することで地域の関連性を確保する
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図-5

世帯規模別集落数の割合

（参考文献３をもとに作成）

ことを目指す「地域のコンパクト化とネットワ
ーク化」を図ることや、その地域拠点同士を高
速道路網で結合して広域ネットワークを形成す
ることで地域活動から新たな地域の雇用を生み
出し、地域を維持・発展させていくことが望ま
れている4）。
この地域のコンパクト化の観点に立った老朽
化社会資本の維持実施の選択や維持対応策の立
案を行うことや、それぞれの地域が潜在的に有
する魅力の発掘や抱える問題点を分析・検討す
ることは、地域社会に根差す建設コンサルタン
トとしての使命の一つであると思う。
大学に置き換えると、建設コンサルタントと
同様に地域に根付いた教育機関として、「知の
創発拠点」を地域内に形成し、地域産業の5つ
のイノベーションの創出（新しい財貨、新しい
仕入れ先、新しい販売先、新しい生産方法、新
しい組織）が期待されている5）。高度な人材育
成と研究核の創造という観点において、大学も
グローバル化とリージョナル化の二つのベクト
ルを持ち、自らの強みを引き出しながら社会に
貢献するイノベーション施策を提示していくこ
とが望まれている。地域へのコンサルティング
を期待されるという点では建設コンサルタント
と大学の役割には個人病院と大学病院の関連のよ
うに共に地域に根差した問題を解決する機関を担
うという点で似た点も多い。今後ますますの情報
交換の場が必要となってくると思われる。
（平成27年1月18日）

1）朝日新聞デジタル グラフで見る2014年度
政府予算案
http://www.asahi.com/business/yosan2014/
2）内閣府 平成26年度版少子化社会対策白書
全体版（pdf形式）
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/
whitepaper/measures/w−
2014/26pdfhonpen/26honpen.html
3）国土交通省 国土形成計画策定のための集
落の状況に関する現況把握調査

http://www.mlit.go.jp/kisha/
kisha07/02/020817_.html
4）国土交通省 老朽化の現状・老朽化対策の
課題
http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/
yobohozen/torikumi.pdf
5）国土交通省 新たな「国土のグランドデザ
イン」平成26年3月
http://www.mlit.go.jp/common/001033673.pdf

【プロフィール】
進士正人（しんじ まさと）
福井県出身 1957年生まれ
昭和60年

神戸大学大学院博士課程自然科学研究科修了
同年

㈱応用地質調査事務所（現

学術博士

応用地質株式会社）入社

主に、岩盤解析技術、トンネル計画、設計、施工管理、維持管理に従事
平成７年

技術士（建設部門・トンネル）取得

平成13年

山口大学工学部助教授に採用

平成19年

山口大学大学院理工学研究科教授

平成24年

山口大学時間学研究所長

平成26年

工学部長
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平成26年度中国支部第44回定時総会
平成26年４月23日（水）、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44回中国
支部定時総会が開催されました。
平成25年度の事業報告、収支決算の承認に
引き続き平成26年度活動計画、予算案の報告
が行われました。
総会終了後、本支部の運営に格別の支援・協

第44回定時総会

小田支部長の挨拶

力をし、支部の発展に顕著な功績を讃え、厚生
部会フットサル大会実行委員会に対して「特別
表彰」が小田支部長から授与されました。
その後、公益財団法人日本道路交通情報セン
ター副理事長の藤本貴也氏から「建設コンサル
タントを巡る最近の動向と課題」の特別講演が
行われました。

第44回定時総会 公益財団法人日本道路交通情報センター
藤本副理事長の講演

役 員 会
◦第１回役員会
開催日：平成26年7月29日（火）
於：KKRホテル広島
内 容：
（1）平成26年度の中国支部の活動
について
（2）報告事項 会員の入会他3件
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◦第２回役員会
開催日：平成27年1月26日（月）
於：KKRホテル広島
内 容：
（1）第45回定時総会の開催日程に
ついて
（2）第45回定時総会の議案について

役員、部会委員の異動
◦副支部長
中電技術コンサルタント株式会社

新副支部長
末 國 光 彦

前副支部長
← 沖 田 俊 治

新支部監事
上 原 孝 博

前支部監事
← 立 石 亮 祐

◦支部監事
株式会社福山コンサルタント
◦総務部会委員
中電技術コンサルタント株式会社

河

パシフィックコンサルタンツ株式会社 本

新委員
野
新 任
田 忠

清

← 前

前委員
田 邦

男

← 白

前委員
石

修

之

◦業務部会委員
新
アサヒコンサルタント株式会社

隅

任
万紀夫

◦技術部会委員
中電技術コンサルタント株式会社

下

新委員
村 三

朗
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総務部会等の開催
◦第1回総務部会・県委員会合同会議
開催日：平成26年7月1日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
議 題：平成26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回総務部会
開催日：平成26年12月４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45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26年10月9日（木）
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26年11月6日（木）
場 所：中国支部事務局
議 題：JCCA中国vol 43の発刊について

鳥取県との災害協定書の締結
平成25年度に開催された鳥取県との懇談会において、中国支部から災害協定書の締結を要請致
しました。鳥取県もこれに応じて、鳥取県測量設計業協会と締結された協定書を準用して作成され
た原案が示されました。しかしながら当会としては受け入れ難く、鳥取県委員会より再三にわたり
修正の要請が行われ、最終的には、県の窓口を複数の出先から本庁に統一されたこと、支援業務の
要請後速やかに契約を締結することなど、協会の要請を全面的に受け入れていただき、平成26年7
月2日付、「災害時における応急業務に関する協定書」が締結されました。また、災害発生時には
鳥取県測量設計業協会が優先して復旧業務に対応することを等を取り決めた三者による覚書も同時
に締結されました。
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国土交通功労表彰
平成26年度国土交通功労表彰は、中国地方整備局の平成25年度事業を対象として平成26年7月
16日（水）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

内会員の受賞数 会員の比率（％）

優良業務請負団体表彰（局長）

29

25

86.2

優良業務請負団体表彰（事務所長）

47

38

66.0

76

63

82.9

優秀建設技術者表彰（局長）

15

15

100.0

優秀建設技術者表彰（事務所長）

41

34

82.9

小

計

小

計

56

49

87.5

合

計

132

112

84.8

国土交通功労表彰

受賞者
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尾藤局長から会員の受賞

尾藤局長から会員の受賞

◦優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分

会

社

名

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

株式会社
エイト日本技術開発

福山道路用地調査等業務

株式会社建設環境研究所

弥栄ダムフォローアップ
調査業務

空 かおり
野瀬 成嘉
弥栄ダム管理所
畔上 雅樹
折谷美和子

－
45
40
－

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

安田
阿部
福山河川国道事務所 美 濃
田近

享
翼
正幸
宏則

55
28
55
43

管理技術者
担当技術者
担当技術者
管理技術者
(途中交代)

尚司
眞二
教浩
康平
勉

52
58
40
36
44

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

福山トンネル点検業務

正彦
元一
龍太
一志
和久

48
45
41
39
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

株式会社ニュージェック

福山道路道路設計業務

水口
樋口
福山河川国道事務所 田 貝
中園
本間

ダイホーコンサルタント
株式会社

芦田川河川管理施設調査
点検業務

山本
小林
福山河川国道事務所
片岡
丸田

博文
昌則
秀起
好剛

46
50
42
44

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

三隅・益田道路浜田地区
道路予備設計業務

田中
梁瀬
浜田河川国道事務所 木 本
加澤
高橋

一成
一平
浩
敦
幸平

52
44
55
37
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

三隅・益田道路益田地区
道路予備設計業務

矢木
石田
浜田河川国道事務所 木 原
平岡
土井

一光
友英
智晴
敦彦
勇介

54
52
47
44
28

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
福山コンサルタント

復建調査設計株式会社

12

務

村上
谷口
福山河川国道事務所 佐 野
秦
畑野

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

局長表彰

業
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◦優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

三隅・益田道路三隅高架
橋外橋梁予備設計業務

高
田渕
浜田河川国道事務所 入 澤
平井
松本

龍
智秀
明男
尚之
真幸

42
46
49
48
26

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

鳥取西道路高住高架橋詳
細設計業務

柴
吉本
鳥取河川国道事務所 石 田
田堂
反田

幸三
博史
隆二
敏宏
恒

54
44
49
43
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

大日本コンサルタント
株式会社

鳥取西道路高江高架橋外
設計業務

大貝
坂本
鳥取河川国道事務所 大 東
岩永
足立

和也
浩一
勝浩
学
修二

53
54
43
48
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

応 用 地 質 株 式 会 社

鳥取管内トンネル点検業
務

中西 昭友
對馬
博
鳥取河川国道事務所
市原
健
阿久津文麿

50
54
47
58

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

倉吉管内橋梁点検業務

西本
松尾
倉吉河川国道事務所
古市
野村

公治
法弘
潔彦
肇

42
50
48
43

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

倉吉西部地区道路付属物
点検業務

柴田 浩司
倉繁
仁
倉吉河川国道事務所
由良 佳之
吉田航一郎

42
45
41
39

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

斐伊川河道調査検討業務

川津 幸治
加藤 陽平
出雲河川事務所
砂川真太朗
樋田 祥久

－
－
－
－

管理技術者
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

志津見ダム水質改善概略
検討業務

鈴木
中田
出雲河川事務所
大脇
小林

伴行
泰輔
哲生
真之

41
43
40
26

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

長門俵山道路深川川橋詳
細設計業務

山森
吉川
山口河川国道事務所 森 川
涌田
大石

誠史
悟司
陽介
充裕
二郎

46
58
51
45
42

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

長門俵山道路大寧寺第３
トンネル詳細設計業務

石田
定成
山口河川国道事務所 河 島
岸田
河本

滋樹
司
陽平
展明
隆

53
41
41
31
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

江の川上流流量観測業務

塚原
渡邉
三次河川国道事務所
井上
木本

政巳
順介
隆道
竜也

－
－
－
－

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

新日本技研株式会社

株式会社
綜合技術コンサルタント

株

局長表彰

務

式

会

社

長

大

シンワ技研コンサルタント
株式会社

株式会社
エイト日本技術開発

中電技術コンサルタント
株式会社

株式会社
荒谷建設コンサルタント

Vol.43
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◦優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分

会

社

名

務

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

西条・呉橋梁点検業務

川端
田中
広島国道事務所
玉井
山室

千秋
秀治
恒治
正人

47
41
51
54

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社建設技術研究所

岡山都市圏国道２号道路
構造検討業務

小林
小倉
岡 山 国 道 事 務 所 松本
福富
小糸

茂
司
崇志
浩史
秀幸

54
46
31
51
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

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

安芸津バイパス利水調査
業務

佐藤 真悟
三浦健一郎
広島国道事務所
瀧岡 修二
八尋 拓也

64
40
44
31

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中国開発調査株式会社

太田川加計外流量観測業
務

太田川河川事務所

高野 智識
岩山 光年
御堂河内聡
河野
大

39
36
35
32

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

鍵掛峠道路測量設計業務

矢木
石田
三次河川国道事務所 加 藤
橋本
緒方

54
52
38
32
33

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

局長表彰

業

復建調査設計株式会社

一光
友英
公啓
雄太
浩史

一般財団法人沿岸技術研究センター

港湾整備事業における
鉄鋼スラグの利活用
に関する技術検討業
務沿岸技術研究セン
ター・いであ設計共同体

株式会社
エイト日本技術開発

菊池
高瀬
伊藤
福間

港湾整備事業における鉄
鋼スラグの利活用に関す
る技術検討業務

広島港湾空港技
術 調 査 事 務 所

水島港水島玉島地区臨
港道路設計検討業務

後藤
鈴木
宇 野 港 湾 事 務 所 後藤
板野
館野

洋二
英悟
義将
正

事務所長
表
彰

14

会

社

名

復建調査設計株式会社

Vol.43

業

務

名

酒井 康彦
宮崎太一郎
山崎甲太郎
泉
伸司
中丸 寛悟

福山防災点検業務

事務所名

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

成秀
誠
朋子
誠司
俊之

◦優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

－
－
－
－

氏

中井
渡邉
福山河川国道事務所
渡邉
大村

名

－
－
－
－
－

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

46
57
40
39
45

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
年齢
立

真司
真悟
聡
拓志

47
37
34
31

場

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

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

浜田・三隅道路外環境管
理業務

大嶋 辰也
森分泰三郎
浜田河川国道事務所
森定
伸
平 謙次郎

49
43
43
41

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

浜田・三隅道路標識設計
業務

堤
松原
浜田河川国道事務所 国 広
梶村
角

敦洋
昌利
尚嗣
博昭
義隆

－
－
－
－
－

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

い で あ 株 式 会 社

八田原ダム定期検査資料
作成業務

八田原ダム管理所

久一
加賀
渡辺
荒谷
堀越

博世
清
和彦
昌志
正和

－
－
－
－
－

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

法勝寺川境第２排水樋門
詳細設計業務

日野川河川事務所

竹本
平尾
植木
河平
橋尾

憲史
繁和
真生
幹雄
丈

44
52
41
37
57

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

崎田
寺岡
大倉
松浦
若槻

博史
幸男
智
孝典
慎司

－
－
－
－
－

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

株式会社
荒谷建設コンサルタント

事務所長
表
彰

務

株式会社
荒谷建設コンサルタント

大山砂防一の沢２号砂防
堰堤詳細設計他業務

日野川河川事務所

株式会社建設環境研究所

苫田ダム下流河床材料評
価検討業務

長澤
伊藤
苫田ダム管理所
富沢
井内

晋司
英恵
美和
拓馬

43
－
－
34

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

土師ダム水質保全施設効
果検証業務

佐藤
野村
土師ダム管理所
本間
田仲

隆善
和弘
隆満
成男

48
52
37
56

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
エイト日本技術開発

鳥取自動車道橋梁点検業
務

海野 達夫
堀田 郁男
鳥取河川国道事務所
瀬良 敬彦
久保田真彦

58
48
42
48

管理技術者
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

鳥取東部地域道路整備検
討業務

石田
岩原
鳥取河川国道事務所
平井
加藤

友英
徹
健二
公啓

52
35
35
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

駟馳山バイパス湯山外設
計業務

渡部
鳥取河川国道事務所 山 本
神原

和也
研一
浩

41
39
29

管理技術者
担当技術者
担当技術者

株

大

道路管理データ作成・登
録業務

輿石
宮内
中国技術事務所
菊地
水津

洋
省一
英一
重信

59
53
43
56

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

河川内樹木処理技術検討
業務

小澤
松田
中国技術事務所
平野
丹羽

宏二
明浩
亮
崇哲

－
－
－
－

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

式

会

社

長
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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

い で あ 株 式 会 社

株式会社
荒谷建設コンサルタント

事務所長
表
彰

務

名

広島西部山系飯室上畠地
区砂防堰堤予備設計業務

広島西部山系城北地区砂
防堰堤詳細設計業務

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

太田川河川事務所

森
久一
木村
渡辺

克味
博世
啓祐
和彦

－
－
－
－

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者

太田川河川事務所

大倉
寺岡
崎田
国広
稲村

智
幸男
博史
尚嗣
啓志

－
－
－
－
－

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

吉川
中上
佐藤
藤川
富澤

智勝
宗之
大輔
和彦
彰仁

40
46
43
33
31

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

株式会社建設技術研究所

三篠川院内地区堤防強化
詳細設計業務

日 本 工 営 株 式 会 社

太田川治水施設地質調査
検討業務

太田川河川事務所

中
奥田
宮村
前坂
吉田

孝仁
英治
滋
巌
敏和

52
64
48
51
27

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
エイト日本技術開発

鳥取中部地区交安測量設
計業務

古川
永田
倉吉河川国道事務所 山 本
福田
木村

月士
裕司
博章
勲
文旺

45
55
40
41
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

八千代エンジニヤリング
株式会社

小鴨川河道整備方針検討
業務

竹村
朝長
倉吉河川国道事務所
手島
川村

仁志
哲也
康詞
一人

39
43
43
27

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

松江国道管内橋梁点検業
務

白川
山里
松江国道事務所
植村
亀田

修
靖
亮
晃一

45
48
43
42

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

松江国道管内橋梁補修設
計業務

山森
海野
松 江 国 道 事 務 所 小野
磯邉
飯盛

誠史
達夫
和行
英二
保孝

46
58
45
36
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

復建調査設計株式会社

湖陵・多伎道路道路予備
修正設計外業務

坂口 哲也
矢木 一光
松 江 国 道 事 務 所 間宮 幸夫
山野内寛和
石倉 誠之

42
54
47
35
29

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

大田・静間道路道路予備
修正設計外業務

錦織
吉森
松江国道事務所
片山
森本

真樹
誠
大輔
一行

40
38
27
26

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

佐波川左岸耐震点検外業
務

清水
久一
山口河川国道事務所 加 賀
山本
志村

純生
博世
清
勝義
智昭

－
－
－
－
－

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
エイト日本技術開発

い で あ 株 式 会 社

16

業
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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

業

務

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

八千代エンジニヤリング
株式会社

長門俵山道路赤ノ谷橋詳
細設計業務

高垣
岡田
山口河川国道事務所 淺 原
澤江
内川

株

大

山口西部地域環境調査業
務

久家幸一郎
安木 進也
山口河川国道事務所
多川
潤
竹田 則喜

株式会社
宇部建設コンサルタント

下関東部道路付属物点検
業務

山口河川国道事務所

裕輝
順

44
39

管理技術者
担当技術者

応 用 地 質 株 式 会 社

山口管内西部トンネル点
検業務

鳥居
敏
阿久津文麿
山口河川国道事務所
杉田
理
土肥
清

46
58
58
44

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

セントラルコンサルタント
株式会社

国道１８５号道路施設点
検業務

大道
二神
広島国道事務所
只保
佐藤

章弘
健
和雄
和久

57
46
44
46

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

可部バイパス大林地区設
計外業務

田中
梁瀬
広島国道事務所 木本
藤白
加澤

一成
一平
浩
隆司
敦

52
44
55
42
37

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
綜合技術コンサルタント

総社一宮バイパス金井戸
跨線橋詳細設計業務

柴
石田
岡 山 国 道 事 務 所 吉本
田堂
反田

幸三
隆二
博史
敏宏
恒

54
49
44
43
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

株

大

玉島笠岡道路外環境保全
検討業務

中村
亮
筒井 康介
岡山国道事務所
政倉
誠
久家幸一郎

40
46
39
40

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

国 際 航 業 株 式 会 社

津山道路付属物点検業務

森澤
岡 山 国 道 事 務 所 逢坂
平野

武久
直樹
豪

42
43
35

管理技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社建設技術研究所

吉井川洪水予測システム
機能向上検討外業務

田中 耕司
佐々木昌俊
岡山河川事務所
大八木 豊
由良 英作

46
37
44
42

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

百間川河口水門耐震補強
詳細設計業務

田中
瀧原
岡 山 河 川 事 務 所 井上
京
尾中

亨介
勇
貴士
秀樹
俊平

40
65
40
38
31

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

旭川定期縦横断測量業務

竹岡
中島
岡山河川事務所
中山
山﨑

剛
直樹
哲也
明治

42
41
45
46

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

式

会

社

長

株式会社
福山コンサルタント
事務所長
表
彰

式

会

社

長

株式会社
東京建設コンサルタント

西部技術コンサルタント
株式会社

徳原
山本

俊宏
稔規
孝
宏徳
健次

45
58
41
36
35

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

40
30
43
41

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

業

復建調査設計株式会社

務

名

氏

名

担当技術者
年齢
立

尾道糸崎港土砂処分場改
良検討業務

博文
宣一
直樹
靖
一徳
雄一
晃一

55
51
56
51
50
45
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
担当技術者
担当技術者

岩国港臨港道路予備設計
業務

高橋
植村
宇部港湾・空港整備
服部
事務所
榎
山里

靖弘
亮
均
計志
靖

55
43
55
47
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

◦『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

木

川津

幸治

い で あ 株 式 会 社

土

木

田中

一成

株式会社
三隅・益田道路浜田地区道
浜田河川国道事務所
福 山 コ ン サ ル タ ン ト 路予備設計業務

土

木

空

土

木

小 林

茂

土

木

古川

月士

株式会社
鳥取中部地区交安測量設計
倉吉河川国道事務所
エ イ ト 日 本 技 術 開 発 業務

土

木

川端

千秋

株 式 会 社 ウ エ ス コ

土

木

安 田

享

港湾空港

後藤

成秀

株式会社
水島港水島玉島地区臨港道
宇野港湾事務所
エ イ ト 日 本 技 術 開 発 路設計検討業務

土

木

柴

幸 三

株式会社
綜合技術コンサルタント

鳥取西道路高住高架橋詳細
鳥取河川国道事務所
設計業務

土

木

森

克 味

い で あ 株 式 会 社

広島西部山系飯室上畠地区
太田川河川事務所
砂防堰堤予備設計業務

土

木

竹本

憲史

株 式 会 社 ウ エ ス コ

法勝寺川境第２排水樋門詳
日野川河川事務所
細設計業務

土

木

山森

誠史

株式会社
長門俵山道路深川川橋詳細
山口河川国道事務所
エ イ ト 日 本 技 術 開 発 設計業務

土

木

田中

耕司

株式会社建設技術研究所

土

木

白 川

修

土

木

矢木

一光

復建調査設計株式会社

三隅・益田道路益田地区道
浜田河川国道事務所
路予備設計業務

事務所長
測
表
彰

量

矢木

一光

復建調査設計株式会社

鍵掛峠道路測量設計業務

局長表彰
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斐伊川河道調査検討業務

事務所名

土

かおり

場

室田
西田
高山
広島港湾・空港整備
今岡
事務所
槙本
菅野
高宮

事務所長
表
彰
パシフィックコンサルタンツ
株式会社

事務所名

出雲河川事務所

株式会社建設環境研究所

弥栄ダムフォローアップ調
弥栄ダム管理所
査業務

株式会社建設技術研究所

岡山都市圏国道２号道路構
岡山国道事務所
造検討業務

西条・呉橋梁点検業務

パシフィックコンサルタンツ
福山トンネル点検業務
株式会社

広島国道事務所
福山河川国道事務所

吉井川洪水予測システム機
岡山河川事務所
能向上検討外業務

パシフィックコンサルタンツ
松江国道管内橋梁点検業務 松江国道事務所
株式会社

三次河川国道事務所

◦『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

港湾空港

菊池

洋二

港湾整備事業における
鉄 鋼 ス ラ グ の 利 活 用 港湾整備事業における鉄鋼
広島港湾空港技術調査事
に 関 す る 技 術 検 討 業 スラグの利活用に関する技
務所
務 沿 岸 技 術 研 究 セ ン 術検討業務
ター・いであ設計共同体

土

木

鈴木

伴征

八千代エンジニヤリング
株式会社

土

木

西本

公治

株

地質調査

佐藤

真悟

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

補

償

村上

正彦

株式会社
福山道路用地調査等業務
エイト日本技術開発

土

木

清水

純生

い で あ 株 式 会 社

佐波川左岸耐震点検外業務 山口河川国道事務所

測

量

高野

智識

中国開発調査株式会社

太田川加計外流量観測業務 太田川河川事務所

土

木

大貝

和也

大日本コンサルタント
株式会社

鳥取西道路高江高架橋外設
鳥取河川国道事務所
計業務

土

木

柴

三

株式会社
綜合技術コンサルタント

総社一宮バイパス金井戸跨
岡山国道事務所
線橋詳細設計業務

土

木

崎田

博史

株式会社
荒谷建設コンサルタント

大山砂防一の沢２号砂防堰
日野川河川事務所
堤詳細設計他業務

土

木

竹村

仁志

事務所長
表
彰 土

八千代エンジニヤリング
株式会社

小鴨川河道整備方針検討業
倉吉河川国道事務所
務

木

大嶋

辰也

株 式 会 社 ウ エ ス コ

浜田・三隅道路外環境管理
浜田河川国道事務所
業務

土

木

高垣

俊宏

八千代エンジニヤリング
株式会社

長門俵山道路赤ノ谷橋詳細
山口河川国道事務所
設計業務

土

木

中西

昭友

応 用 地 質 株 式 会 社

鳥取管内トンネル点検業務 鳥取河川国道事務所

土

木

大

智

株式会社
荒谷建設コンサルタント

広島西部山系城北地区砂防
太田川河川事務所
堰堤詳細設計業務

土

木

石田

滋樹

中電技術コンサルタント
株式会社

長門俵山道路大寧寺第３ト
山口河川国道事務所
ンネル詳細設計業務

土

木

海野

達夫

株式会社
鳥取自動車道橋梁点検業務 鳥取河川国道事務所
エイト日本技術開発

土

木

堤

土

木

石田

土

木

久家

土

木

幸

倉

式

会

社

長

志津見ダム水質改善概略検
出雲河川事務所
討業務

大 倉吉管内橋梁点検業務

倉吉河川国道事務所

安芸津バイパス利水調査業
広島国道事務所
務
福山河川国道事務所

洋

株式会社
荒谷建設コンサルタント

浜田・三隅道路標識設計業
浜田河川国道事務所
務

友英

復建調査設計株式会社

鳥取東部地域道路整備検討
鳥取河川国道事務所
業務

淳

幸一郎

株

式

会

社

長

大 山口西部地域環境調査業務 山口河川国道事務所

輿 石

洋

株

式

会

社

長

大

港湾空港

室田

博文

復建調査設計株式会社

尾道糸崎港土砂処分場改良 広島港湾・空港整備事務
検討業務
所

土

長澤

晋司

株式会社建設環境研究所

苫田ダム下流河床材料評価
苫田ダム管理所
検討業務

木

道路管理データ作成・登録
中国技術事務所
業務
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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

業務名

事務所名

土

木

佐藤

隆善

株式会社建設環境研究所

土師ダム水質保全施設効果
土師ダム管理所
検証業務

土

木

久一

博世

い で あ 株 式 会 社

八田原ダム定期検査資料作
八田原ダム管理所
成業務

土

木

小澤

宏二

い で あ 株 式 会 社

河川内樹木等処理技術検討
中国技術事務所
業務

土

木

大道

章弘

セントラルコンサルタント 国道185号道路施設点検業
広島国道事務所
株式会社 務

土

木

中井

真司

復建調査設計株式会社

福山防災点検業務

事務所長
表
彰 土

木

錦織

真樹

中電技術コンサルタント
株式会社

大田・静間道路道路予備修
松江国道事務所
正設計外業務

土

木

吉川

智勝

株式会社建設技術研究所

三篠川院内地区堤防強化詳
太田川河川事務所
細設計業務

土

木

田中

享介

株式会社
東京建設コンサルタント

百間川河口水門耐震補強詳
岡山河川事務所
細設計業務

土

木

高

龍

新日本技研株式会社

三隅・益田道路三隅高架橋
浜田河川国道事務所
外橋梁予備設計業務

港湾空港

高橋

靖弘

福山河川国道事務所

パシフィックコンサルタンツ 岩国港臨港道路予備設計業 宇部港湾・空港整備事務
株式会社 務
所

◦『災害対策関係功労者』局長表彰
表彰区分

業務名

会社名

表彰理由概要

局長表彰

平 成25年7月28日 山 口・
島根豪雨関係

一般社団法人
建設コンサルタンツ協会
中
国
支
部

防災活動に対する協力または支援により、災害
復旧の早期着手に貢献した
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❖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
◦川津 幸治 氏
年齢：56歳
職位：いであ株式会社
大阪支社 水圏部長
趣味：ガーデニング、キャンプ
◦受賞業務の概要と感想
このたび、弊社が担当した「斐伊川河道調
査検討業務」に対して中国地方整備局長より
優良業務表彰ならびに優秀技術者表彰を賜
り、誠にありがとうございました。
本業務は、斐伊川放水路分流地点周辺の水
理解析を行うもとともに、河床変動状況を踏

を把握し、得られた課題から今後の河道管理
方針に関する提案を行いました。
業務を遂行するうえで、発注者からの要望
に迅速に応えるとともに“成果品の品質管
理”に取り組んできたことが高評価につなが
ったものと考えます。

まえた将来河道形状について検討を行ったも

今後は、この受賞を励みにさらに、さらに

のです。特に、分流地点周辺の水理解析で

技術力の向上に努力したいと考えておりま

は、竣工後に初めての分流となった平成25年

す。

9月出水を対象に水理現象を解析しました。

最後になりましたが、出雲河川事務所の関

また、河床高・流砂量観測、画像による流速

係者の皆様にはご指導・ご協力を賜り、この

測定もあわせて実施して分流堰周辺での実態

場を借りて深くお礼を申し上げます。

❖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
◦田中 一成 氏
年齢：52歳
職位：株式会社福山コンサルタント
部長
趣味：読書
◦受賞業務の概要と感想
受賞業務の「三隅・益田道路 浜田地区道路予備

境、水文等の各調査担当企業、橋梁設計の各担当

設計業務」は、三隅・益田道路（15.2km）の浜田市

企業の真摯な対応により、当初の計画目標を終え

側、約7.2kmの道路予備設計（B）になります。ま

ることができました。この業務に携わる中、事業

ず、受賞に際し、この路線の業務に関係された皆

全体に良いリズム感と一体感を感じました。それ

様にお礼申しあげます。特に、数十件に及ぶ発注

は、各業務担当技術者の経験知の大きさ、山陰災

業務をマネジメントされつつ、ご指導いただいた

害等にも関わらず工程遵守された責任感、これら

浜田河川国道事務所の皆様に感謝しております。

が全体に信頼感を生んでいたと思います。最後

さて、感想は・・、平成25年6月の全体合同会議

に、中国地方初の事業促進PPPとしてご指導いた

で「年度内に幅杭設置完了、地元協議完了、用地

だいた中国建設弘済会の中島氏、ともに道路予備

測量着手など」の計画目標を聞き、厳しい工程と

設計（B）をご担当された復建調査設計株式会社

理解し着手しました。実際には、地質、測量、環

の矢木氏、木原氏に深く謝意を表します。
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❖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
◦空 かおり 氏
年齢：−歳
職位：株式会社建設環境研究所
環境防災部 部長
◦受賞業務の概要と感想
この度は「弥栄ダムフォローアップ調査業務」
に対し、優良業務表彰並びに優秀技術者表彰を賜

都度、お客様とのコミュニケーションを図りつ

り、誠にありがとうございます。弥栄ダム管理所

つ、様々な配慮を行い、業務遂行に努めてまいり

の皆様には、心より厚くお礼を申し上げます。

ました。

本業務は、ダム等管理フォローアップ調査の

今回の表彰は、評価・分析した結果がフォロ

一環として、水源地域対策特別措置法適用第一号

ーアップ調査へ反映できることは勿論、地域貢献

である弥栄ダム建設による水源地域への影響を把

に資する成果であったとお客様に評価頂いたと考

握することを目的に実施しました。ダム建設前か

えております。今回の受賞を励みとして、よりの

ら現在に至るまでの水源地域及びダム周辺情報の

一層自己研鑚を行い、多様な視点が求められる社

詳細を調査し、水源地域動態の評価・分析を行っ

会資本整備において、行政の皆様のパートナーと

たものです。基礎資料の収集に当たり、水源地域

して柔軟できめ細かな技術力を提供できるよう取

の住民の皆様、自治体の方々に対するヒアリング

り組んで行きたいと考えております。

や調査等で頻繁に水源地域へ赴きましたが、その

❖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
◦小林
茂氏
年齢：53歳
職位：株式会社建設技術研究所
大阪本社 構造部 次長
趣味：ギター、自宅録音、音楽鑑賞
◦受賞業務の概要と感想
本業務は日交通量10万台を超える岡山バ

評価されたと考えています。あわせて今後の

イパス（国道2号）の2交差点（古新田、妹尾

対外的な協議資料としてCIMによる完成・施

西）の立体交差化に向け、橋梁予備設計・道

工時の走行シミュレーション等も作成しまし

路予備設計・地質調査および施工計画検討を

た。

行ったものです。業務では施工時の渋滞を極

業務遂行にあたり、ご指導いただきました

力抑えるため、現道6車線のうち4車線を確保

岡山国道事務所の方々に心より感謝いたしま

しながら4車線の高架橋を建設する段階施工

す。業務に関わった担当者一同、今回の受賞

について、構造計画と施工計画をリンクさせ

を機会により一層の自己研鑚に励み、技術力

ながら、上部構造から基礎、擁壁構造まで、

の向上に努める所存です。ありがとうござい

その施工計画による交通影響を検討しなが

ました。

ら、具体的な構造、施工法を提案したことが

22

Vol.43

❖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
◦古川 月士 氏
年齢：45歳
職位：株式会社エイト日本技術開発
浜田支店 技術室長
趣味：スポーツ（野球）
◦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「鳥取

行ったものです。早急に地元との合意形成を

中部地区交安測量設計業務」に対し、中国地

得るために必要な測量ならびに設計項目の提

方整備局長より優秀建設技術者表彰ならびに

案、綿密な作業工程計画による遅延防止、密

倉吉河川国道事務所より優良業務表彰を賜

なコミュニケーションによる円滑な業務推

り、誠にありがとうございます。業務を通し

進、判りやすい説明資料の提示が高く評価さ

てご指導を賜りました倉吉河川国道事務所の

れたものと考えます。

関係者の皆様には、心より厚く御礼を申し上
げます。

今回の受賞を励みとし、それぞれの地域が
抱える社会資本整備の技術的課題に対応でき

本業務は、一般国道9号北条バイパスの湯

るように知識と応用能力を高めていきたいと

梨浜地区及び北栄地区において、交通安全事

思います。今後とも、皆様方のご指導、ご鞭

業を主目的とした部分立体の道路予備設計、

撻を賜りますようお願い申し上げます。

道路詳細設計、平面交差点詳細設計と測量を

❖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
◦川端 千秋 氏
年齢：47歳
職位：株式会社ウエスコ
広島支社 技術部長
趣味：読書、サイクリング
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施致しました「西条・

事完了して当然で、褒められることがめったに

呉橋梁点検業務」に対し、中国地方整備局長

ない業務です。しかし、この当然のことを履行

より優良業務表彰ならびに優秀技術者表彰を

するには、関係スタッフの相当の努力、工夫を

賜りました。業務履行にあたっては、ご指導

必要とするものです。今回は、ここのところを

いただきました広島国道事務所の皆様に厚く

見て頂いていたことと、早め早めの段取りや提

御礼申し上げます。

案を評価して頂いたものと思います。

本業務は、広島国道事務所管内の橋梁に対

今回の受賞を励みに、これからも社会資本

して、定期点検51橋、第三者被害予防措置48

の維持、整備のために微力ながら貢献してい

橋、塩害特定点検4橋を実施したものです。点

きたいと考えています。今後とも皆様方のご

検業務は、事故、トラブルがあった場合は大き

指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願

な問題となりますが、それらがなく工程通り無

い申し上げます。
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❖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
◦安田
亨氏
年齢：55歳
職位：パシフィックコンサルタンツ株式会社
交通基盤事業本部 技師長
趣味：落語
◦受賞業務の概要と感想
この度は、「福山トンネル点検業務」に対し、

班編成増加による工期短縮、他工事との調整によ

中国地方整備局長より優良業務請負団体表彰なら

る交通規制期間短縮、見落とし防止のため複数回

びに優秀建設技術者表彰を賜り、誠に光栄に存じ

の打音検査実施、応急対策を要する変状での動画

ます。関係者の皆様をはじめ、業務を通してご指

による確実な記録と報告、現地講習会の支援な

導下さいました福山河川国道事務所の皆様に心よ

ど、「安全・確実・迅速」な対応に加え、新技術

り厚く御礼申し上げます。

を活用した「高品質・客観的」な成果に対してご

本業務は、福山河川国道事務所管内のトンネ

評価いただいたものと考えております。

ル8本の定期点検と、トンネル3本の打ち継ぎ目

今回の受賞を励みとし、今後とも一層の自己

打音検査を行った業務であり、走行型計測車両を

研鑽と技術力の向上に努め、インフラの安全、安

活用した壁面画像撮影および内空断面レーザ計測

心を国民の皆様に提供し続けられるよう努力を続

を実施し、変状の正確な記録と変形モード解析に

けていく所存です。

よる健全性診断を行いました。安全管理の徹底、

❖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
◦後藤 成秀 氏
年齢：46歳
職位：株式会社エイト日本技術開発
国土インフラ事業部 広島支店 技術室
グループサブマネージャー
◦受賞業務の概要と感想
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り、護岸工事の発注時期が迫る中、埋立承認

このたびは、弊社が実施しました「水島港

願書変更も含めた、事業工程や工事状況に合

水島玉島地区臨港道路設計検討業務」に対し、

わせた設計上の課題抽出及び解決策の提案、

中国地方整備局長より優良業務表彰ならびに優

施工計画の立案、工事発注図書の作成、業務

秀建設技術者表彰を賜りました。業務期間中、

工程管理が評価されたものと考えます。

ご指導・ご協力いただきました宇野港湾事務所

この受賞を励みに、今後も国民の安全で安

水島出張所及び広島港湾空港技術調査事務所の

心な生活を担う社会資本整備に貢献できるよ

関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

う、更なる技術力の向上を目指して自己研鑽

本業務は、水島玉島地区臨港道路事業にお

に努めていくとともに、更新の指導も含め

ける起終点部の埋立護岸の詳細設計、公有水

日々精進していきたいと思います。今後も、

面埋立承認願書の変更図書作成を行ったもの

皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろ

です。現場では既に橋梁工事が着手されてお

しくお願いします。
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❖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
◦柴
幸三 氏
年齢：54歳
職位：株式会社綜合技術コンサルタント
中国支店 支店長兼技術Ⅲ部 部長
趣味：ドライブ、高校野球観戦
◦受賞業務の概要と感想
この度、「鳥取西道路高住高架橋詳細設計業

橋への影響軽減に配慮すると同時に、主桁形

務」に対して、中国地方整備局より優秀建設技術

式、床板形式、支承構造等をコスト縮減の観

者表彰をいただきました。業務を通してご指導い

点から検討を行いました。また、平成24年

ただきました鳥取河川国道事務所の関係者の皆様

道路橋示方書の主旨を踏まえ、橋梁建設後に

には、心より御礼申し上げます。

おける維持管理の容易性、着実性に対する検

本業務は、一般国道9号鳥取西道路の内、

討も行い、設計内容に反映しました。

鳥取市高住地内における橋梁詳細設計業務で

今回の受賞は業務に携わった担当者の努力

あり、当初計画は鋼3径間連続少数Ⅰ桁＋盛

の賜物です。今後は、この受賞を励みに社員

土構造で3径間側の一部の下部工は施工済み

一同さらなる技術力の向上に努め、より良い

でしたが、埋蔵文化財の存在が明らかになっ

成果を生み出せるよう努力して参りたいと思

たことにより、盛土構造部を橋梁構造に変更

います。

を行ったものです。設計にあたっては、隣接

❖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
◦森
克味 氏
年齢：43歳
職位：いであ株式会社
建設統括本部 水圏事業部
砂防設計センター センター長
趣味：釣り・ゴルフ
◦受賞業務の概要と感想

形、地質及び過去の災害実績などから最適な調査方

この度は弊社が実施しました「広島西部山系飯室

法や計画流出土砂量及び計画流出流木量の設定方法

上畠地区予備設計業務」に対し、中国地方整備局長

について提案しました。また、砂防堰堤設計に土石

より優良建設技術者表彰を賜り、誠にありがとうご

流氾濫シミュレーションを用いて土石流の流向に対

ざいます。業務期間中、ご指導賜りました太田川河

する堰堤の位置・向きの妥当性を検証するなど、砂

川事務所の関係者の皆様には心より厚く御礼を申し

防堰堤設計に関する新たな妥当性の検証方法が立案

上げます。本業務は広島西部山系管内の飯室上畠地

できたことが高く評価されたと思っております。

区において土石流危険渓流の砂防施設配置計画、砂

この受賞を励みに人々が安全・安心して暮らせ

防堰堤予備設計及び管理用道路の概略設計を行った

るよう、社会資本整備に貢献するため、技術力の

ものです。砂防堰堤設計の基となる計画流出土砂量

向上をめざし、自己研鑽に努めていきたいと思い

や計画流出流木量について、広島西部山系特有の地

ます。
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❖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
◦竹本 憲史 氏
年齢：44歳
職位：株式会社ウエスコ
神戸支店技術部副部長
趣味：釣り
◦受賞業務の概要と感想
この度は「法勝寺川境第2排水樋門詳細設計

注力しました。また地盤及び測量調査に関する

業務」に対し、中国地方整備局長より優秀建設

現地での迅速な作業と適切な工程管理、「照査

技術者表彰ならびに、日野川河川事務所長より

の見える化」など成果品の品質確保対策なども

優良業務請負団体表彰を賜り、まことにありが

高く評価されたものと考えております。

とうございます。

今回の受賞を励みとして、今後とも技術者と

本業務は樋門老朽化が著しい境第2排水樋門

しての誇りを忘れずに、技術の研鑚に努め、社

の詳細設計と、それに伴う地盤調査や測量調査

会資本整備に貢献してまいりたいと考えており

を実施したものであります。本事業は国土交通

ます。

省が実施する樋門改築工事に合わせて、鳥取県

さいごに本業務を通してご指導いただきまし

が堤防を拡幅して県道を整備する複合的事業で

た日野川河川事務所の関係者の皆様には心より

した。樋門工事と県道工事の整合性や工事工程

厚く御礼を申し上げます。

の調整など、道路管理者との円滑な合意形成に

❖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
◦山森 誠史 氏
年齢：46歳
職位：株式会社エイト日本技術開発
グループマネージャー
趣味：ゴルフ
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「長門俵山

接工事工区との調整などが課題となったた

道路深川川橋詳細設計業務」に対し、中国地方

め、その課題への迅速な対応とともに発注者

整備局より優良業務表彰ならびに優秀建設技術

との密なコミュニケーションを図り円滑に業

者表彰を賜り、誠にありがとうございました。

務を遂行したことが高く評価されたものと考

本業務は、長門俵山道路がJR美祢線およ
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えております。

び深川川を横過する位置に計画された「深川

この受賞を励みに、更に向上心を持って自

川橋（橋長：194m、橋梁形式：鋼3径間連続

己研鑽に努めるとともに、今後とも安全・安

鈑桁橋＋鋼単純箱桁橋）」の橋梁詳細設計を

心な社会の実現に貢献していく所存です。ま

行ったものです。本業務では全体事業スケジ

た、業務を通じてご指導を賜りました山口河

ュールが制約される中、橋梁計画を進める上

川国道事務所の関係者の皆様には、心より厚

で、JR実施協議の完了、河川申請の提出、隣

く御礼を申し上げます。
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❖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
◦田中 耕司 氏
年齢：46歳
職位：株式会社建設技術研究所
大阪本社 水システム部 次長
趣味：おもしろいことを考えること、バスケット・ボ
ール、ソフトボール、フィッシング、読書他
◦受賞業務の概要と感想

行いました。この手法は、土木分野以外の気候変動解

この度は、大変栄誉ある表彰をいただき、社員一

析、地下資源探索、ロボット制御等に応用されていま

同で感謝しています。特に、本業務を担当した若手の

す。この破天荒な提案は、洪水予測時の降雨流出・水

職員が感激しております。また、本業務を遂行するに

位の動的変化の不確実性に対して、従来の予測手法の

当たり、様々な御指導・御尽力を賜った岡山河川事務

限界を肌で感じてきた事務所の職員の方々の経験と一

所職員の皆様には、この書面をお借りして厚く御礼を

致したことによって受け入れられたものと認識してお

申し上げます。

ります。また、当部の職員は挫けずに挑戦した結果の

本業務は、吉井川流域への新たな予測モデルの適

賜であり、今後の洪水予測の世界に新たな風穴を開け

用性と、システムの基本設計を目的に検討されたもの

たことは大きな成果であると認識しています。今後国

です。特に、大胆にも河川水位を信頼し、流量は半信

土の保全と災害に対する安心な社会の形成を支援して

半疑という発想に基づく、非線形現象に対するデータ

いくために精進したいと思います。

同化手法を応用した洪水予測システムに関する検討を

❖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
◦白川
修氏
年齢：45歳
職位：パシフィックコンサルタンツ株式会社
九州交通基盤事業部 構造室 課長
趣味：野球観戦
◦受賞業務の概要と感想
この度、弊社が実施しました「松江国道管内橋梁

た、道路附属物点検として、国道9号松江道路の遮

点検業務」に対し、中国地方整備局長より優秀建設

音壁・投下物防止柵について近接目視およびボルト

技術者表彰ならびに松江国道事務所長より優良業務

のゆるみ確認（合いマーク）を実施するとともに、

請負団体表彰を賜わりました。ここに関係者の皆様

緊急対応として第三者への被害防止のため、橋梁遊

ならびに業務を通じてご指導いただきました松江国

間部の鋼板設置状況調査と跨道橋の緊急点検を実施

道事務所の皆様に心より厚く御礼を申し上げます。

しました。

本業務は、松江国道事務所が管理する橋梁のうち

今回の受賞を励みとし継続的に自己研鑽に努め、

定期点検を76橋、第三者被害予防措置点検を34橋実

地域住民の方々が安心して快適に暮らせるよう、今

施し、損傷を早期に発見して安全で円滑な交通確保

後の社会資本整備に微力ながら貢献していきたいと

と沿道や第三者への被害防止を図るために必要な基

考えております。この度は誠にありがとうございま

礎資料を得ることを目的に点検を実施しました。ま

した。
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❖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
◦矢木 一光 氏
年齢：54歳
職位：復建調査設計株式会社
主席主任エンジニア
趣味：読書、邦画鑑賞
◦受賞業務の概要と感想
平成26年7月に中国地方整備局の局長表彰を受

環境保全などを実現する高度な道路設計技術の展

けた。近畿、沖縄など他の整備局を含めると12業

開、③優れた専門技術者の配置、事業全体を俯瞰

務目の個人賞受賞となる。今回受賞した業務は、

した工程管理など総合的な監理技術の発揮、につ

「一般国道9号三隅益田道路（益田市域）」を対象

いて実践した。

区間とした、事業用地を決める「幅杭設計業務」
である。

達成した。まさに目に見える形で成果を提供でき

本業務の特徴は、約半年間という短期間の中

た。本業務での取り組みは、地元からも早期整備

で、地元説明会の開催、道路計画の提示、仮幅杭

の期待が高い当該事業の促進に大きく貢献した。

設置及び了解、という、かなり困難な要求に応え

このことは建設コンサルタントの使命である「社

る必要があったことである。

会貢献」を果たしたといえる。この点が局長表彰

この要求を達成するため、①わかりやすい地元
説明や協議資料の作成、②交通安全性、コスト、
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結果的に、「約半年間での実施」の当初目標を
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という高い評価につながったものと考えている。

平成26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。本年度は北海道地
方（震源地：十勝沖）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
支部では災害対策中国支部から会員会社への情
報伝達として災害対策中国支部の設置及び解散
報告を行いました。

災害時対応演習による災害対策中国支部を設置

地震発生の概要
発生日時：平成26年9月1日（月）11：00
発生地域：発生地域 北海道（震源地：十勝沖）
発生規模：大規模地震（マグニチュード8.0）、大津波警報
被災状況：人的被害：死者10名以上、負傷者1,000名以上
家屋被害、道路被害、河川被害、港湾被害、ライフライン被害に大規模被害発生
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
その他発注機関に協力して行った防災演習
平成26年5月28日（水）に中国地方整備局による「風水害対策訓練」が実施され、情報伝達訓練
に参加しました。また、平成26年11月10日（月）に実施された中国地方整備局の「平成26年度地
震・津波対策訓練」に参加しました。それぞれの演習に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要請があり、速やかに提出しました。
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講習会
◦建設関連5団体共催独禁法講習会
開催日：平成26年10月21日（火）
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近畿中国
四国事務所中国支所 永井佐保子氏
・建設コンサルタント業務の入札契
約制度について
中国地方整備局企画部 技術管理
課長 堀江 豊氏
参加者：189名（中国支部72名）

自由経済社会の中で事業活動を行うには、事業者が最低限守らなければならないルーがあること
を再認識して頂くと共に、再度学習を重ねて独占禁止法違反という不祥事により社会の批判を受け
ることの無いよう、努力を続けるものです。

◦建設技術フォーラム2014in広島
建設技術フォーラム2014in広島は、平成26
年11月21日（金）〜11月22日（土）に広島産
業会館において開催されました。
地域づくりを支える建設技術をテーマとし
て、地域づくり、防災減災、建設リサイクルを

建設技術フォーラム

オープニングのテープカット

建設技術フォーラムに出展した会員企業
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軸に、展示会、講演、セミナーが開催されまし
た。
また「2014建設リサイクル技術発表会・展
示会」と「エコ・イノベーションメッセ2014in
広島」が同時開催され約7千人を超える入場が
ありました。

建設技術フォーラムに出展した会員企業

◦CPD説明会
開催日：平成26年10月28日（火）
場 所：ホテル広島ガーデンパレス
主 催：本部資格・CPD部会CPD委員会
参加者：20名

◦契約のあり方講習会
開催日：平成26年11月18日（火）
場 所：KKRホテル広島
主 催：本部契約のあり方専門委員会
内 容：・契約のあり方に関する課題
本部契約のあり方専門委員会
・土木設計契約の問題点
弁護士 大森文彦氏
参加者：42名（発注機関1名）
コンサルタント業務における契約の重要性に
関する理解を深めることを目的として、講師に
大森弁護士をお迎えして、会員会社役員・従業
員及び発注者を対象として講習会を開催しまし
た。

CPDに対して社会的使命が高まるなか、協
会ではCPD制度のさらなる信頼性向上と利用
者の利便性の向上をめざし、CPD制度やCPD
入力管理システムの大幅な見直し改定を実施
し、平成27年4月1日より運用開始される予定
です。これらの案内周知について協会ホームペ
ージやRCCM登録更新講習会等で行われていま
すが、支部会員への説明会を行ったものです。

契約のあり方講習会講師

大森文彦弁護士
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ＲＣＣＭ資格試験
◦RCCM登録更新講習会
平成26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）

191

札幌午後

（002）

247

仙台午前

（003）

224

仙台午後

（004）

288

新潟

（005）

98

東京1午前

（006）

265

261

東京1午後

（007）

252

254

東京2午前

（008）

212

東京2午後

（009）

268

東京3午前

（010）

105

106

東京3午後

（011）

145

142

名古屋1午前

（012）

251

249

名古屋1午後

（013）

272

名古屋2午前

（014）

75

名古屋2午後

（015）

62

62

大阪1午前

（016）

233

232

大阪1午後

（017）

279

大阪2午前

（018）

108

大阪2午後

（019）

119

高松午前

（020）

181

高松午後

（021）

109

広島午前

（022）

167

広島午後

（023）

212

福岡1午前

（024）

248

福岡1午後

（025）

286

福岡2午前

（026）

90

福岡2午後

（027）

132

那覇

（028）

176

176

173

173

5,295

5,295

5,277

5,277
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438
512
98

1,247

660

739

191

地区別集計

札幌午前

総計

32

申込

245
221
289
98

211
268

274
75

279
105

436
510
98

1,242

660

735

119
290
379

180
110
168
211

290
379

247
756

287
90

754
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◦平成26年度RCCM資格試験実施結果
平成26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 915 237
港湾及び空港
152
28
電力土木
28
8
道路
1,558 365
鉄道
24
8
上水道及び工業用水道 255
58
下水道
320
84
農業土木
293 113
森林土木
149
47
造園
48
12
都市計画及び地方計画 223
61
地質
150
51
土質及び基礎
470 118
鋼構造及びコンクリート 738 198
トンネル
88
43
施工計画、施工設備及び積算 341
90
建設環境
225
64
機械
17
5
水産土木
41
20
電気電子
144
40
廃棄物
11
4
建設情報
101
15
合
計
6,291 1,669

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

東

京

大

阪

受験者

合格者

合格率

受験者

合格者

25.9
149
18.4
45
28.6
4
23.4
279
33.3
7
22.7
44
26.3
87
38.6
48
31.5
27
25.0
15
27.4
80
34.0
17
25.1
71
26.8
166
48.9
24
26.4
89
28.4
62
29.4
8
48.8
5
27.8
57
36.4
5
14.9
29
26.5 1,318

42
8
2
59
3
6
27
10
5
5
21
9
20
53
11
27
11
3
2
14
3
2
343

28.2
17.8
50.0
21.1
42.9
13.6
31.0
20.8
18.5
33.3
26.3
52.9
28.2
31.9
45.8
30.3
17.7
37.5
40.0
24.6
60.0
6.9
26.0

188
26
5
282
5
66
47
32
22
9
33
31
89
156
10
63
35
3
0
31
2
21
1156

56
0
0
68
1
9
10
12
6
1
6
7
23
51
3
10
13
0
0
5
0
5
286

幌

名古屋

仙

福
合格率

岡

那

受験者

合格者

合格率

受験者

29.8
202
0.0
26
0.0
7
24.1
319
20.0
2
13.6
47
21.3
62
37.5
88
27.3
36
11.1
5
18.2
40
22.6
40
25.8
97
32.7
142
30.0
23
15.9
60
37.1
25
0.0
4
0.0
13
16.1
14
0.0
2
23.8
10
24.7 1,264

58
8
1
70
1
14
19
39
12
2
14
12
23
25
11
13
8
2
8
8
0
2
350

28.7
30.8
14.3
21.9
50.0
29.8
30.6
44.3
33.3
40.0
35.0
30.0
23.7
17.6
47.8
21.7
32.0
50.0
61.5
57.1
0.0
20.0
27.7

3
9
1
51
0
16
17
8
1
4
12
2
21
9
0
18
7
0
4
2
1
0
186

台

広

受験者

合格者

合格率

受験者

合格者

合格率

受験者

合格者

合格率

受験者

104
15
3
147
0
9
7
31
4
5
4
9
38
47
8
18
47
1
10
12
0
10
529

22
3
2
40
0
1
2
8
3
1
1
4
5
14
3
6
12
0
3
5
0
3
138

21.2
20.0
66.7
27.2
0.0
11.1
28.6
25.8
75.0
20.0
25.0
44.4
13.2
29.8
37.5
33.3
25.5
0.0
30.0
41.7
0.0
30.0
26.1

94
9
7
176
8
35
40
45
24
7
24
12
53
93
6
27
16
0
0
10
1
16
703

23
3
3
38
1
16
16
29
6
2
9
4
22
30
3
13
6
0
0
3
0
2
229

24.5
33.3
42.9
21.6
12.5
45.7
40.0
64.4
25.0
28.6
37.5
33.3
41.5
32.3
50.0
48.1
37.5
0.0
0.0
30.0
0.0
12.5
32.6

92
12
0
183
0
15
28
21
15
3
22
26
62
77
7
37
13
1
5
7
0
10
636

19
4
0
56
0
2
4
4
6
0
5
11
12
10
4
11
4
0
3
2
0
0
157

20.7
33.3
0.0
30.6
0.0
13.3
14.3
19.0
40.0
0.0
22.7
42.3
19.4
13.0
57.1
29.7
30.8
0.0
60.0
28.6
0.0
0.0
24.7

83
10
1
121
2
23
32
20
20
0
8
13
39
48
10
29
20
0
4
11
0
5
499

覇

合格者

合格率

1 33.3
1 11.1
0
0.0
9 17.6
0
0.0
3 18.8
3 17.6
2 25.0
0
0.0
1 25.0
2 16.7
0
0.0
6 28.6
3 33.3
0
0.0
2 11.1
1 14.3
0
0.0
1 25.0
0
0.0
1 100.0
0
0.0
36 19.4

島

合格者

合格率

16 19.3
1 10.0
0
0.0
25 20.7
2 100.0
7 30.4
3
9.4
9 45.0
9 45.0
0
0.0
3 37.5
4 30.8
7 17.9
12 25.0
8 80.0
8 27.6
9 45.0
0
0.0
3 75.0
3 27.3
0
0.0
1 20.0
130 26.1
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官民合同新年互礼会
平成27年度官民合同新年互礼会は、1月5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、広島市都市

官民新年互礼会
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整備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：
570名）

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26年６月25日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：中国地方ブロック意見交換会の開催
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（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成27年度「建設コンサルタント
の要望と提案」の中国支部提案議題
について
本部との意見交換会について

◦第２回業務部会
開催日：平成26年９月２日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：発注機関ごとの意見交換会の議題に
ついて

平成25年度
意見交換実施先
1.中国地方ブロック
（中国地方整備局・
中国5県・広島市・
岡山市）
（Ｈ26.8.7）

意見交換会実施概要
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>
尾藤局長
大島会長
丸山副局長、笠原副局長
長谷川副会長、前川副会長
企画部長、道路部長、修繕部長
常任理事（総務部会長）
港湾空港部長、技術調整管理官
常任理事（企画部会長・対外活動委
技術開発調整官、河川情報管理官 員長）
技術管理課長
常任理事（技術部会長）
〈各県・広島市・岡山市〉
常任理事（情報部会長）
鳥取県県土整備部次長
常任理事（資格・CPD部会長）
島根県土木部長
対外活動部会委員、参与・企画部長
岡山県土木部技術総括監
参与、業務部長、企画課長
広島県土木局土木整備部長
〈中国支部〉
広島県土木局技術管理担当監
小田支部長
山口県土木建築部技術管理課長
末國副支部長、小谷副支部長
岡山市都市整備局都市企画総務課 來山総務部会長、林業務部会長
阿土業務副部会長、業務委員 14名
長代理
広島市都市整備局次長
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意見交換実施先

発注者側出席者

建コン側出席者

2.中国地方整備局
（Ｈ26.12.11）

足立企画部長
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
末國副支部長
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
業務委員 14名

3.広島県
（H26.12.24）

松永土木整備部長
建設産業課長、技術企画課技術管
理担当監
技術企画課主幹、技術企画課主査
道路整備課主査、河川課参事
砂防課主査、都市計画課主査
下水道公園課主査、農林整備管理
課主幹
土地整備課参事、水道課参事

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
業務委員 12名

4.岡山県
（H26.11.17）

関沢土木部長
技術総括監
技術管理課長
技術管理課参事

小谷副支部長
林業務部会長
阿土業務副部会長
澤岡山県委員長、岡山県委員

5.鳥取県
（H26.11.4）

山口次長（技術）
県土総務課参事
県土総務課係長
技術企画課課長
技術企画課課長補佐

小田支部長
林業務部会長
阿土業務副部会長
隅鳥取県委員長
鳥取県委員 4名

6.広島市
（Ｈ26.11.28）

契約部工事契約課長
道路部街路課課長補佐
施設部管理課建設担当課長
技術管理課長

林業務部会長
阿土業務副部会長
業務委員 10名
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6名

発注者と建設コンサルタンツ協会の意見交換会 （H26.8.7開催）
平成26年8月7日（木）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。
国土交通省からは尾藤局長をはじめ11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
小田支部長と末國、小谷両副支部長、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・向上について」、「技術力による選定に

ついて」、「魅力ある建設コンサルタントにむ
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。意見交換会の議事の要
旨は、下表の通りです。

発注者と建設コンサルタンツ協会の意見交換会

■大島建設コンサルタンツ協会会長挨拶要旨
今回の豪雨、災害対応中のところ意見交換会
にご出席いただき誠にありがとうございます。
例年開催している意見交換会は、発注者の皆様
方からの忌憚のないご意見をいただき、様々な
施策において着実に改善が図られております。
今年の6月4日に「公共工事の品質確保の促
進に関する法律」品確法の一部改正が行われ、
その中には、担い手の確保・育成と適正な利潤
の確保が発注者の責務であると明確に規定され
ております。我々に関係する調査・設計の品質
が公共工事の品質を確保していく上で重要な役
割を果たすと共に、新設の24条には調査・設
計の入札・契約については、技術力すなわち技
術者の経験、資格のその他技術能力を審査す
る、また技術または工夫についての提案を求め
るなど業務の性格、地域の実情に応じた入札・
契約の方法を選択することを明記していただい
きました。しかし、この法律の精神を具体化し
ていくことが大事であると思っており、我々と
しても勉強して提案できることがあれば提案す
るなど、我々としても自助努力を重ねていきた

いと考えております。
この改正品確法の中にもあるとおり、我々建
設コンサルタントは担い手・人材の確保が大き
な課題、深刻な課題となっております。その原
因の一つとして執務環境の問題、処遇の問題な
どがあるかと思います。その中で、執務環境の
問題として象徴的なものとして長時間労働があ
り、その解消に向けてノー残業デーの実施を、
全会員に向けて奨励しております。我々自身の
意識の改革、外部に向けての発信として、象徴
的な活動と考えております。この趣旨をご理解

大島会長の挨拶
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いただき、皆様方にもご協力いただければと
思っております。
最後に、昨年、協会は設立50周年を迎え、区
切りとして「 建 設 コ ン サ ル タ ン ト ビ ジ ョ ン
2014」を策定いたしました。協会としては、
これに基づき5ヶ年の中期行動計画を策定し行
動していきたいと考えております。ご一読いた

だき、ご意見、ご注文いただければ幸いです。
本日の意見交換会は、「要望と提案」とし
て、「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」として、要望と提案をさせていただいて
おります。忌憚のないご意見・ご注文をお願
いいたします。

■尾藤中国地方整備局長挨拶要旨
今年の国土交通行政の柱は、大きく2つある
と思っており、一つは安心・安全であり、もう
一つは経済・地域の活性化であります。安全・
安心については、防災・減災対策に加えてイン
フラの老朽対策が喫緊の課題で、頑張ってやっ
て行かなければいけないと思っています。経
済・地域の活性化は、全国有数の瀬戸内の臨海
工業地域の製造業や日本海側を窓口とした機能
をうまく誘導していくために、高速道路ネット
ワークや港湾の整備を進めています。
このような事業を進めていく上で、建設コン
サルタントの役割は大変大きいと思っていま

尾藤中国地方整備局長の挨拶
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す。そのような状況の中で、担い手の確保の観
点から法律の改正、3法の改正がなされていま
す。品質確保には、調査・設計の品質が重要な
役割を果たすことから、工事に準じて予定価格
の設定や工期、設計変更を適切に行うことが発
注者の責務として規定されました。
運用方針策定に向けて市町村長と意見交換会
の中で、安ければ良いとの意識がなくなりつつ
あると感じました。そのような点で、より良い
指針となるよう努力していきたい。
それから職員の採用に関して、建設業全体に
よくないイメージがずっとあり、それを払拭す
ることが非常に大事だと思っています。また、
女性登用・採用も、今後の人口構成を考えると
不可避だろうと思っています。そのようなこと
で、イメージを何とか良い方向に変えたいと思
っていますが、これは建設コンサルタント業界
も同じと思っており、ぜひ共に手を携えていき
たいと思います。
いずれにしても、我々だけでは仕事ができる
わけではないことから、建設コンサルタント業
界の皆様ともパートナーとして手を携えながら
やっていきたいと思っています。本意見交換会
が有意義なものとなるよう祈念しています。

■発注者との意見交換会要旨（その1）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
Ⅰ．品質の確保・向上について
（1）受発注者それぞれの役割を踏まえたエラ
ー防止への取組みについて
①必要な工期の確保

②受発注者合同現地踏査の実施、業務スケ
ジュール管理表を用いた管理、ワンデー
レスポンスの実施及び条件明示チェック
シートの活用等の施策の運用改善と効果
的活用

中国地方整備局・5県2市からの回答

〈中国地方整備局〉
・可能な限り工期設定には腐心しているが、
指摘のとおり結果的に3月に集中してしま
うことについては我々も憂慮している。
・納期の平準化については、本省が設定して
いる目標値（25％、25％、50％）が達成
できるよう、とにかく当初の発注手続きを
急ぐとそれだけ目標達成の可能性が高くな
ることから昨年度よりは4割ほど早期発注
分を増やして対応している。
・繰り越しや翌債、国債の活用について、特に
繰り越しについては柔軟に対応するよう指導
しているところであるが、再度徹底したい。
・翌債についても、最近ではかなり対応す
るようにしている。国債については、昨
年6件であったものを今年度は36件に拡大
し、特に点検のほとんどを国債で発注する
よう対応している。
・なお、繰越処理ガイドラインについては、実
態の調査を行っておりその結果を踏まえガイ
ドラインとするかも含め検討していく。
〈中国地方整備局〉
・合同現地踏査については、必要かどうか判
断してしっかりやって行く。なお、費用に
ついてもきちんと対応できるよう指導して
いく。（配布資料P3参照）
・業務スケジュール管理表（配布資料P4〜
5）については、様式は定めていないが過
度に受発注者双方に負担とならないよう指
導していきたい。
・ワンデーレスポンス（配布資料P6）につい
ては、かなり定着してきていると思ってい
るが、一部にまだ不徹底な部分があるとの
指摘については、再度徹底していきたい。
・条件明示チェックシート（配布資料P7〜
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■発注者との意見交換会要旨（その1）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
9）については、詳細設計についてはある
程度整ってきたところであるが、現在予備
設計において試行しているところであり、
昨年度実施したものについて実態を調査中
であり、この結果を待って費用等について
も対応していきたい。

③品質確保のための照査の実態に応じた費
用の適切な計上

（2）三者会議等のいっそうの活性化による総
合的な品質の確保
①三者会議等のコンサルタント業務として
の費用の適切な計上
②三者会議を含めた詳細設計から工事まで
のコンサルタント業務の運用の適正化
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〈中国地方整備局〉
・実態との乖離について従前から意見をいた
だいているが、今年は通常の歩掛り（道路
詳細、平面交差点予備等の5工種）について
見直しを行っており、照査費用についても見
直しの対象となっており、近々アンケートを
実施することから協力をお願いしたい。
〈岡山市〉
・国の積算基準を準用している。
・現在協会が策定している「品質ガイドライ
ンによる照査」については、仕様書におい
てもまとめていない状況にある。
・今後国の基準の改定などの状況を見て、実態
に応じた費用の計上について検討したい。

〈中国地方整備局〉
・三者会議は重要視しているが、現場におい
て適切に設計が反映できるか否かはこれに
掛かっているのではと思っており、整備局
では三者会議の運用が少ないことから、き
ちんと運用するよう再度徹底したい。
・費用については、全国の問題であり本省に
伝えたい。
・その際に発生する＋αの作業については別
途業務として発注しており、三者会議に参
加した際には、考え方や設計を現場で確認
することがベースである。
・なお、内容によってはやむなくお願いするこ
とがあるかもしれないが、その際は随意契約
を行い、きちんと処理をさせていただく。

■発注者との意見交換会要旨（その1）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
（3）低価格入札の防止対策・企業負担経費増
に対する対策の運用強化
①総合評価落札方式1000万円未満業務、
価格競争業務における品質確保対策の強
化の普及

中国地方整備局・5県2市からの回答

〈中国地方整備局〉
・低入札の発生状況（配布資料P14）は、
1000万円未満において価格競争では平
成23年度は51.3％が平成25年度では10.3
％、総合評価落札方式では、平成23年度
66.7％が平成25年度では0％となってい
る。1000万円以上では、価格競争では平
成23年度24.4％が平成25年度では10.9％
と改善されている。
・配布資料（P14）に示しているとおり、
協会からの要望を踏まえ平成24年4月から
1000万円未満500万円以上の業務に「品
質確保基準価格」を設定し、1000万円以
上についても同様な対策を実施し改善が図
られている。

②提案書作成による企業負担経費の増加に
対する必要経費確保のための一般管理費
の現行30％から40％への引き上げ

〈中国地方整備局〉
・一般管理費、諸経費については、各企業へ
の諸経費の動向調査を本省にて調査してい
ることから、この点については本省へ要望
の主旨を伝えたい。
〈広島県〉
・一般管理費は、国の積算基準に準拠してお
り、国の改訂に合わせて検討したい。
・提案書作成に係わる費用の低減について
は、6月の入札制度改正後から総合評価落
札方式の評価項目について、業務理解度の
課題数を減じる改正を行っている。

③品質確保に対する必要経費確保のための
調査基準価格の10％程度の引き上げ

〈中国地方整備局〉
・調査基準価格については、全国統一の基準
にて算出していることから、本省へ主旨を
伝えたい。
・改正品確法では適正な利潤を確保すること
が盛り込まれており、今後の動向について
注視していきたい。
・なお、改正品確法では歩掛の乖離の問題の
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■発注者との意見交換会要旨（その1）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
解消や単価の改定、一般管理費の見直しが
3本柱になろうかと思うが、調査基準価格
については、あくまでも品質確保の視点が
最重要となることから、適正な利潤の確保
との観点での検討は難しいと考えている。
・さらに、会計法では財務大臣協議と明確に
謳われており、理解をお願いしたい。
〈山口県〉
・最低制限価格は設定していない。
・1000万円以上の業務について、低入札価
格調査を行っている。
・なお、調査基準価格については、国と同様
の算定式を採用しており、見直しについて
は今後国の改定に準拠して検討していく。
〈広島市〉
・3年前から契約方式の改善に取り組んでお
り、平成23年9月に1000万円未満につい
て最低制限価格制度を導入した。
・また、平成24年10月からは、最低制限価
格を90から95％に引き上げた。
・本年9月からは、国からの要請に基づき調
査基準価格の水準まで最低制限価格を引き
上げることとしている。
・加えて、最低制限価格の対象範囲を1000
万円未満から1500万円未満に拡大した。
・9月1日からの適用については、議会に説
明し業界にも広報を行っている。

④総合評価落札方式の手続きの簡素化対策
の実施
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〈中国地方整備局〉
・これまで行ってきた取組みとして、昨年度
から受発注者双方の負担軽減を目的に指名
企業数を10社から5社に低減する試行を実
施している。
・この試行の評価については、現在本省にて
検証中と聞いており、その結果を注視して
いきたい。
・特定テーマの低減についての要望は、総合
評価落札方式1：3においてと考えられる
ことから、平成26年6月から標準型にテー

■発注者との意見交換会要旨（その1）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
マを設定せず、技術者評価を重視した選定
に関する試行を行っている。（配布資料
P26）
・手続きの簡素化については、競争参加社の
資料の作成期間や発注者の審査期間を考慮
して手続きの期間を設定しており、理解を
お願いしたい。
〈鳥取県〉
・技術提案型の総合評価落札方式について
は、年1〜2件程度である。
・今後は、技術提案の重要性から総合評価落
札方式の発注件数を増やしていきたい。
・負担軽減については、技術提案を求めるポ
イントを明確にし、提案書の枚数も制限す
るなどして、今年度中に導入したいと考え
ている。

（4）維持管理・更新事業における点検・診断、
補修・補強設計等の業務システム改善
①業務体系、技術基準や報酬・積算体系の
構築・整備

〈中国地方整備局〉
・ご意見のとおり非常に重要な事項と考えて
おり、インフラの長寿命化計画（配布資料
P26）の具体の取組みの例として、基準類
の整備が項目として挙がっている。
・この中では、「位置づけを明確にした基
準類の見える化」ならびに「基準類の改
定」、さらに「データベースの構築・改
良、情報の蓄積・更新」が明確に挙げられ
ている。
・したがって、当たり前に行っていかなけれ
ばいけないし、また時間を掛けてもいられ
ない。
・例えば道路関係では、アセットマネジメン
トから始まり、長寿命化の修繕計画はかな
り早い段階からスタートしており、そのよ
うな動きを見つつ全体のインフラの長寿命
化をきちんと進めていく。
・合わせて、自治体も同じ状況にあることか
ら、これも含めどのようにメンテナンスサ
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■発注者との意見交換会要旨（その1）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
イクルを回すのか、仕組みや体制について
も具体に検討しているところである。
・今後も協力をお願いしたい。
〈岡山県〉
・積算基準のないもの、積算基準に寄り難い
ものについては、見積もりにて積算を行っ
ている。
・各体系、基準の構築・整備については、業
務の実態を見ながら業務内容の履行が図ら
れるよう努めていきたい。

【意見交換】
・工期の確保のためのルール化も含め、繰越処
理ガイドラインの策定をぜひお願いしたい。
・照査費用については、今年度実態調査をし
ていただくとのことであるが、ぜひ改善に
向けた検討をお願いしたい。
・三者会議や維持管理に関して、現場で起き
ている様々な課題を付属資料に整理している
が、その解決に向けよろしくお願いしたい。
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
Ⅱ．技術力による選定
（1）プロポーザル方式・総合評価落札方式等
の適確な運用・改善
①プロポーザル方式の増加

中国地方整備局・5県2市からの回答

〈中国地方整備局〉
・プロポーザル方式の採用件数は全国に比べ
若干少ないが、配布資料（P24）に示して
いるフローに従い発注方式を選定してい
る。
・平成26年は金額で34％を予定しており、
しっかり取り組んでいきたい。また、適切
な業務発注となるよう事務所へも主旨を徹
底していきたい。

②『標準的な発注方式事例』における適用
業務の見直しと適確な運用

〈中国地方整備局〉
・6月から公募を行う事業は、事業の区分が
明確化（配布資料P26）されたので、これ
に基づき試行を行う。その状況を見て今後
の業務の適用の参考とする。

③総合評価落札方式の技術評価の適正化と
技術点比が高い（1：3）方式の増加

〈中国地方整備局〉
・平成25年度は7件2％と少ないが、選定フ
ローに従い適切な発注方式を選定してい
く。

④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

〈中国地方整備局〉
・若手技術者の活用は、平成25年度に品質
確保が容易な業務については条件の緩和を
行っており、また平成26年度は若手の管
理技術者の育成のため、新規に管理補助技
術者を配置する取組みを行う。
・表彰については、平成25年度から見直し
を行っており、全国並みの状況になってい
る。
・今後も引き続き取り組んで行きたい。

（2）地方自治体における技術力重視による選
定・発注の仕組みの導入促進
①プロポーザル方式・総合評価落札方式で
の発注増加

〈鳥取県〉
・プロポーザル方式は、特に技術的に高度な
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
もの、難易度が高いもの、独自の技術を必
要とするものなどに適用し、この5年間で
2〜3件となっている。該当業務があれば
積極的に採用するよう指導している。
・総合評価落札方式は、難易度が高い一部の
業務で採用しているが、年50件程度で技
術者や資格、業務成績などで評価する簡便
型を採用している。
・一方、難易度が高い業務である提案型は、
年1〜2件程度であるが、来年度から各発
注機関で必ず1件は発注するようにして拡
大を図っている。
・その結果を見て今後どうするのか判断した
い。
・対象業務の難易度については、状況をしっ
かり分析して見直しをしていきたい。
〈島根県〉
・技術的に高度で、事前に仕様が確定してい
ない業務にプロポーザル方式を活用してい
る。比較的高度な業務は、総合評価落札方
式を試行している。
・新たに今年度から、設定したテーマに対し
て技術提案を求め評価する方法を導入し、
技術力を重視した活用方法の導入の促進に
取り組んでいる。
・全部合わせて13件実施している。
〈岡山県〉
・プロポーザル方式は、特に高度や専門的技
術が必要とする場合に採用しているが、適
用範囲の拡大については、今後検討してい
きたい。
・総合評価落札方式は導入していないが、今
後、国や他県の動向を踏まえ検討していき
たい。
〈広島県〉
・プロポーザル方式については、技術的に高
度で特殊な場合、費用が一定でも成果が変
化する可能性がある場合に採用している。
総合評価落札方式は平成22年度から試行
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
しているが、対象業務を6月からは500万
円以上に拡大した。
・平成24年度は、協会の付属資料にもある
とおり、積極的に活用している。今後も試
行結果を踏まえ、評価方法や対象範囲の見
直しを行っていく。
〈山口県〉
・プロポーザル方式については、高度な専門
知識や技術を必要とし、業務仕様があらか
じめ決定することが困難な業務について個
別に判断しており、大規模な公園や建築の
設計など年1〜2件である。
・総合評価落札方式は導入していない。今
後、国や他県を参考に検討したい。
〈岡山市〉
・プロポーザル方式は、高度な技術を要する
業務について、若干であるが採用してい
る。
・総合評価落札方式は、今後導入に向けて検
討していきたい。
〈広島市〉
・総合評価落札方式は、導入していない。
・プロポーザル方式は、高度な技術力が求め
られる業務について、必要に応じて実施し
ている。

②最低制限価格制度導入の拡大および予定
価格の事後公表の徹底

〈鳥取県〉
・予定価格100万円以上については、原則成
果品重点確認価格と調査基準価格を設定し
ているが、平成22年2月から暫定的に調査
基準価格＝失格基準価格として運用してい
る。
・予定価格については事前公表であるが、工
事では事後公表を試行しており、その結果
や他県の状況を踏まえ検討したい。
〈島根県〉
・最低制限価格については、1000万円未満
に設定している。
・調査基準価格は、1000万円以上に導入し
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
ている。
・予定価格は非公表としており、今年度見直
しをしていきたいと考えている。
・最低制限価格制度の拡大については、県内
企業と意見交換をしながら検討していきた
い。
〈岡山県〉
・1000万円以上については低入札価格調査
制度を採用しており、1000万円未満につ
いては最低制限価格制度を採用している。
・この拡大については、国や他県の実施状況
を注視していきたい。
・予定価格は事後公表である。
〈広島県〉
・予定価格は事前公表としていることから、
くじ引きによる落札や適切な積算を行わな
かった企業が落札するなど、技術力や経営
力競争を損ねる恐れが課題であるとされて
おり、低入札価格調査制度により業務費の
内訳を確認したり、総合評価落札方式の活
用により価格以外に企業の能力や実績も評
価するなど課題の改善に努めている。
・6月の入札契約制度の改正において、低入
札価格調査制度は全ての業務に拡大し、業
務費内訳書の提出を求めることとし、総合
評価落札方式は適用範囲を拡大している。
〈山口県〉
・1000万円以上について低入札価格調査制
度を導入しており、最低制限価格制度は導
入していない。
・平成26年5月から、全ての業務について予
定価格の事後公表を行っている。
〈岡山市〉
・予定価格1000万円未満について最低制限
価格を設定しており、1000万円以上につ
いては予定価格の75％未満で応札したも
のについて低入札価格調査を実施してい
る。
・いずれの予定価格についても、75％未満
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
で契約に至ったものについては、入札制限
（その業務が終わらないうちは、次の業務
に応札できない）を設けている。
・予定価格は事後公表である。
〈広島市〉
・予定価格は、平成24年度より事後公表に
移行している。

③業務成績評価や表彰の仕組みの導入と活
用の促進

〈鳥取県〉
・成績評定は実施しているが、総合評価落札
方式に活用しているが数が少ないことか
ら、更に検討していきたい。
・表彰については、技術者のモチベーション
を高める上で有効と考えており、若手の育
成にも有効なツールとなると考えることか
ら、来年度から導入できるよう検討を進め
たい。
〈島根県〉
・業務成績、優良表彰共に、総合評価落札方
式の評価項目としている。
〈岡山県〉
・成績評定については見直しを行っており、
活用については他県の動向を見て今後検討
したい。
〈広島県〉
・平成19年度より業務の成績評定の本格運
用を開始しており、データの蓄積状況に応
じて総合評価落札方式への反映、入札参加
資格の認定等利用範囲の拡大を行ってい
る。
・表彰制度については、工事は平成24年度
から実施しており、業務については引き続
き導入に向けた検討を行っていく。
〈山口県〉
・平成21年度から100万円以上を対象に成績
評定を行っており、データの蓄積を行って
きたが、現在データの分析を行っている
が、発注事務所によりかなりバラツキがあ
ることから今一度中身の分析を行ってい
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
る。今後の活用に向けて、事務所への説明会
や採点表の見直しについても検討している。
・表彰制度は導入していないため、今後の研
究課題である。
〈岡山市〉
・今後勉強したい。
〈広島市〉
・平成19年度から成績評定制度を導入して
おり、平成21年度から評定点の通知を行
っている。
・平成23年9月からは、業務成績を活用した
「業務成績優良者限定競争入札」を試行し
ている。

④ブロック発注者協議会での議論
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〈鳥取県〉
・品確法の改正も含め、建設コンサルタント
の重要性が大きくなってきていることか
ら、発注者協議会の場を通じて情報提供や
意見交換をしつつ制度の充実に取り組んで
いきたい。
〈島根県〉
・「島根地域発注者協議会」で、国・県・市
町村・NEXCOが参加して協議している。
〈岡山県〉
・上記ⅰ）〜ⅲ）の事項について今後議論し
ていきたい。
〈広島県〉
・「中国ブロック発注者協議会」「広島地域
発注者協議会」において、議論や情報交換
を行っていく。
〈山口県〉
・発注者協議会等で議題として挙がればしっ
かりと議論していきたい。
〈岡山市〉
・岡山県が設置している会議に参加してお
り、議題として挙がれば導入等検討してい
きたい。
〈広島市〉
・協議会の場で、意見交換していきたい。

■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
（3）地域コンサルタントの積極的な活用
①地域コンサルタントの育成と受注機会確
保

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈中国地方整備局〉
・測量や現地の調査等、現地の作業が伴う場
合には、円滑に業務が実施できるとの観点
から、地域コンサルタントの活用は重要と
考えている。
・災害時等の対応についても重要な役割を担
っていることから、地域コンサルタントの
活用にはしっかり取り組んでいきたいと考
えている。
・しかし、業務実施の可能者の数も勘案する
必要があり、そのような点についても考慮
して地域要件を設定していく。

②業務内容・業務特性と活用技術者（地元
技術者含む）に応じた適切な評価のため
の地域要件・地域貢献度・地域精通度等
の評価項目・運用方法の改善

〈中国地方整備局〉
・災害協定の締結による地域貢献度を評価す
ることに取組んでおり、近々での実績につ
いて業務精通度として、プロポーザル方
式、総合評価落札方式に係わらず配置予定
技術者の評価を行っている。

③地方自治体の実績に対する業務成績評価
や優良表彰評価の増加と公表

〈中国地方整備局〉
・競争参加の際の実績については、自治体、
法人等を含めて拡大しているが、成績・表
彰については評価基準が把握できていない
ため現在は行っていない。
・地方自治体における成績評定や表彰の考え
方について把握を行っており、その結果を
踏まえて検討していきたい。

④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

〈中国地方整備局〉
・実績評価は、品質確保の観点から全ての構
成員には1件以上の実績を有する必要があ
ると考えている。成績は、すべての構成員
の成績の平均値を採用している。
・協会からの要望については、本省へ伝えた
い。
・なお、具体に問題があれば個別に聞きた
い。
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■発注者との意見交換会要旨（その2）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
【意見交換】
・広島県では、試行でもプロポーザル方式、
総合評価落札方式を多く導入し推進をして
いるが、このような多くを導入している理
由と、今後、試行結果を受けてさらに増や
す方向か？
・また、成績評定や表彰にリンクしている
か？
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中国地方整備局・5県2市からの回答
〈広島県〉
・総合評価落札方式の導入を積極的に行って
いる理由としては、入札契約制度の透明性
の確保を重要課題として取り組んでいるた
めである。
・その一環として、これまでは予定価格の事
前公表、歩掛りの公表を積極的に行ってき
たが、くじ引きが多く発生しており、それ
に対応する策として低入札価格調査制度と
総合評価落札方式を導入した。
・ただし、一部に価格競争が良いとの声も若
干あり、今後どうしていくかは慎重に検討
していく。
・表彰は、検討を始めたばかりであり、業務
の難易度をどう勘案するかはこれからの検
討課題である。
〈中国地方整備局〉
・発注者協議会については工事を中心として
議論していたが、品確法の改正では業務も
きちんと位置付けられたことから、発注者
協議会の場できちんと議論していきたい。

■発注者との意見交換会要旨（その3）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
Ⅲ．魅力ある建設コンサルタントに向けて
（1）企業経営の安定に向けての環境整備
①技術者単価の継続的な引き上げ

②実態に即した歩掛・積算体系の構築・整
備

（2）受発注者協働による健全な労働環境への
改善・創出
①「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・5県2市からの回答

〈中国地方整備局〉
・例年4月に改定を行っているが、今年度は
前倒しして2月に改定を行った。
・改正品確法では適正な設定が前提となって
いることから、今後とも市場の実勢価格を
適切に反映できるよう本省ともども努めて
まいりたい。
・なお、設計業務等の技術者給与実態調査を
毎年10〜11月に実施しており、協力をお
願いしたい。
〈中国地方整備局〉
・不十分な部分については適切に対応してい
かなければいけないことから、徹底してい
きたい。
・なお、条件明示の不足、単位数量当たりの
作業量が合わない等については、具体の事
例を教えていただきたい。実態に即した検
討が出来るよう情報提供をお願いしたい。

〈中国地方整備局〉
・平成23年9月に協会から要請をいただき、
その際に10月の超勤縮減月間に合わせて
対応させていただいたが、この度年間を通
して定時退庁日を設定して実施するよう文
書を発出した。
・不要・不急の指示は水・金には出さない、
木・月に期限とするような指示をしないな
ど文書で徹底した。十分対応が出来てない
場合には、ご一報をいただき、さらに徹底
していきたい。
〈鳥取県〉
・ノー残業デーの設定を含め、時間外勤務の
削減は全庁で進めている。緊急を要する打
合せについては時間外に行わないよう、全

Vol.43

53

■発注者との意見交換会要旨（その3）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
庁的に周知・徹底している。
〈島根県〉
・ノー残業デーを設定し、徹底を図ってい
る。
〈岡山県〉
・毎週水曜日・金曜日をノー残業デーとして
設定している。受発注者協働で健全な労働
環境の改善に努めていきたい。
〈広島県〉
・毎週水曜日と給与日をノー残業デーとして
設定している。時間外の打合せ等は、業務
時間外に行わないよう事務所に周知・徹底
したい。
〈山口県〉
・毎週水曜日をノー残業デーとして設定して
いる。
・この主旨については各出先機関に周知し、
官民一体となって取り組んでいきたい。
〈岡山市〉
・毎週水曜日をノー残業デーとして設定して
いる。
〈広島市〉
・毎週水曜日・金曜日をノー残業デーとして
設定しているが、忙しい部署ではどうなっ
ているか自信が無い。本日の意見を参考に
実態を把握し、どうすればうまくいくか検
討したい。

（3）より魅力ある職業としての確立（人材が
集う環境の整備）
①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
形態への取組みによる建設生産システム
の改良
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〈中国地方整備局〉
・事業推進支援業務（＝事業推進PPP）と呼
んでいるが、山陰道の事業推進に向け試行
を行っている
・昨年から一つ、複数年での対応も行ってい
る。
・CIMも昨年から1〜2本行っているが、今年
度も昨年の内容も含め、建設生産システム

■発注者との意見交換会要旨（その3）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
の改良に役立つよう検討をしていきたい。

②建設産業界の魅力アップの社会資本整備
の効用・意義の広報に対する官民一体・
民民協働での推進

〈中国地方整備局〉
・従来入局案内と呼んでいたパンフレットを
刷新し、表紙や構成を含め職員が手作りで
作成したものである（配布資料）。また、
同様に職員の手作りであるTEC・FORCE
について、コンパクトに取りまとめた
DVDも作成し配布している。
・伝わり易く良いものが出来たと自負してい
る。
・これ以外に昨年から現場百景の取組みを行
っているが、各事務所ごとにネーミングも
工夫しながら現場紹介をし、見学会を開催
して既に70回2000人に参加をいただいて
いる。
・また、土木構造物を観光ルートに入れても
らうことも行っている。
・建設業界がいい魅力を持ったものであると
いうことや、おやっ？！と思われるような
ことを発信させていただき、プレゼンスの
向上を図っていきたい。
・11月21・22日には建設技術フォーラムを
毎年開催しているが、協力をお願いした
い。

【意見交換】
・配付いただいたパンフレットであるが、非
常に感心した。ぜひ我々も勉強させていた
だき、参考とさせていただきたい。
・何が良いかというと人が出ていることであ
る。
・若い人にとって、自分の姿が描け、成果も
出ており、非常に分かり易い。
・先ほど歩掛り積算体系や契約執行の問題点
について説明したが、具体の事例について
情報提供して欲しいとの話しがあったが、
付属資料には、不合理な歩掛り事例や契約
執行での問題点を整理しており、ぜひ、設
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■発注者との意見交換会要旨（その3）
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
計変更ガイドラインの策定により、このよ
うな課題が解決されるようお願いしたい。
・維持管理業務が点検・診断等を含めどんど
ん出てくるが、業務発注の仕方が今のまま
ではいけないと思う。一番重要なことは、
メンテナンスサイクルがきちんと回ること
であり、維持修繕の様々業務は重要で高度
な技術力が必要であり、能力のある者に受
注してもらう必要がある。仕事をできるだ
け大くくりとして包括化して発注すること
が必要であり、そのためにメンテナンス協
議会で議論していると理解している。
・地域の同じような施設を包括化して発注す
ることも大事であり、年度を跨いで複数年
で発注することも大事である。業務の各プ
ロセス（点検、診断、補修設計、長寿命化
を作る等）を包括化して発注することが大
事だと思う。
・一番極端なアイデアであるが、橋梁やトン
ネルは5年に一遍の点検が法律で義務付け
られたことから、5年国債で一括してある
社に発注する方法もあり、これによって毎
年違った目で見ることもなくなる。しか
し、良く出る反論として大手が受注して地
元の企業が受注できないとの意見が出る
が、決してそうではなく、大手では人海戦
術が取れるわけではなく、マネジメントは
やるかもしれないが地域の企業と組んで共
同体等で行わざるを得ない。地域にも、大
手にもプラスとなり、全体の維持点検の質
も上がる。
・ぜひ、本省や他の整備局との会議の場で提
案し議論をお願いしたい。
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中国地方整備局・5県2市からの回答

中国地方整備局との意見交換会(H26.12.11開催)
平成26年12月11日(木)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
と末國副支部長、小谷副支部長、來山総務部会
長、林業務部会長および業務委員15名の合計
20名が出席しました。

中国地方整備局と意見交換会

足立企画部長の挨拶

今回は、「品質の確保・向上について」、
「技術力による選定について」、「魅力ある建
設コンサルタントにむけて」の３項目につい
て、意見を交わすことができました。また、中
国地方整備局からの情報提供として、「広島豪
雨災害について」と「コンプライアンスについ
て」の説明を頂きました。意見交換会の議事の
要旨は、下表の通りです。

中国地方整備局と意見交換会

小田支部長の挨拶

■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からの提案・要望
1．品質の確保・向上について
（1）受発注者それぞれの役割を踏まえたエ
ラー防止への取組みについて
①測量･調査･設計業務は、本来それぞれの
手順を踏んで順次発注されるのが通常だ
が、予算や工期の制約等で各々が同時発
注、同時納品が求められる業務では、工
期的に非常に厳しいものとなっている。
業務工期は現実の実態を踏まえたものと
していただきたい。

中国地方整備局・5県2市からの回答

・できるだけ適切な工期を設定するよう指導
しているが、補正予算の場合は未済繰越し
の形で発注されているため財務承認の工期
末が限定される関係で、発注時はやむを得
ない工期の設定になってしまう。できるだ
け変更可能な条件明示をするように指導し
ていきたい。
・また、橋梁・トンネル等の重要構造物の設
計の場合はジャストボーリングや詳細の測
量とセットで行わなければならないケース
が生じる。このことに関しては是非ご理解
とご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からの提案・要望
②年度末工期の履行が困難であると判断さ
れる場合は、年度を跨いだ工期の設定あ
るいは工期変更をしていただきたい。

・年度末工期にこだわらず適正な工期延期を
行うよう通達等を行っているが、今後も引
き続き指導に努めたい。
・8月の本部会議での意見交換でも無理な工
期にならないよう意見が出されたので、当
地整では副所長会議に諮り周知徹底を促し
た。ものによっては翌債の活用が可能な場
合もあるので、積極的に活用するよう指導
していきたい。
・また、年度末に係る場合は受注者側からも
しっかりと協議をしていただき、工期を請
求するようにお願いしたい。

③長期にわたる事業等において、最終版の
検討条件・図面・データの管理をしっか
りと行うようにしていただきたい。ま
た、過去の成果品の整理が不十分で、新
たな業務で整理を行った場合は、これら
に係る費用を計上していただきたい。

・現実には成果品の整理がなかなかできてい
ない。一部の事業では業務履歴の整理を行
ってもらい、その費用計上をしているケー
スもある。ただし歩掛のない非定型業務の
ため変更契約での対応となっている。
・今後は整理業務が当たり前に発注され水平
展開できるように指導していきたい。
・また、受注者側からも新たな業務が発生し
たときは、文書で指示を求め、その対応を
行う場合は変更対象となっているかを確認
していただきたい。

（2）低価格入札の防止対策・企業負担経費
増に対する対策の運用強化について
①価格競争案件における品質確保対策と
して、「辞退」を選択できるような仕組
みづくりを検討していただきたい。※中
部地整：低入札受注者の追加の義務付け
（増員担当技術者の配置、品質証明書の
提出）への対応可否で辞退も有り。

（3）維持管理・更新事業における点検・診
断、補修・補強設計等の業務システム改善
について
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・中部地整が実施している価格競争入札にお
ける辞退手続きの制度は、低入札防止に対
しては一定の効果がでていると聞いてい
る。しかしながら中国地整では低入札防止
対策だけでなく、低入札した受注者の品質
を確保するための対策も併せて必要と考え
る。中部地整の制度だけでなく他地整の事
例においても調査し、慎重に進めていきた
いと考えている。

■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からの提案・要望
①貸与機械が発注者側の都合で貸与され
なかった場合（橋梁点検車等）の清算方
法が明記されていない。この場合リース
料に落札率を掛けず、実費精算していた
だきたい。

2．技術力による選定について
（1）プロポーザル方式・総合評価落札方式
等の適確な運用・改善について
①一部事務所では実施されていますが、内
容が同じ業務の発注については、少し時
期をずらしていただきたい。

②技術点が1位であっても価格点で逆転す
る場合が多々あるので、調査価格ぎりぎ
りの応札をせざるを得ない状況となって
います。また、積算の条件が不明確な場
合には低入札となることが多く、辞退せ
ざるを得ないケースが発生することか
ら、提案書の評価点のウエイトなど採点
方法を改善していただきたい。
＊平成26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
例えば、総合評価落札方式において以下
のような技術評価点差が明瞭につく評価
方式を採用
◆順位点1位60点(満点)、2位50点等とす
る方式

中国地方整備局・5県2市からの回答
・協議をしっかりと行い、適正な積算及び変
更手続きを進めていただきたい。また、当
初から機械が貸与できない可能性があると
想定される場合は、しっかりと条件明示し
変更対応可能な旨を記載するよう指導して
いきたい。
・リース料の落札率については、中国地整の
みならず制度の根幹にかかわる問題である
ため、現時点での対応は非常に難しい。

・業務発注にあたっては適切な時期や工期の
確保に留意して行っている。しかしながら
昨年度発注された橋梁点検業務について
は、その業務量の多さや年度内にとりまと
めを行うといった観点から同時期での複数
件の発注となってしまった。
・また、工事発注時期との兼ね合いから業務
の発注が同じになるケース等があるが、な
るべく時期をずらして発注するよう改善を
指導していきたい。
・実際に発注された業務の状況を調べると、
90％を超える割合で技術点が1位の業者が
受注している。
・今年度からの試行として、業務内容により
要求される成果に応じた発注方式を明確に
区分して選定する形をとっている。さらに
技術者評価を重視した選定方法も試行され
ており、より一層の技術力が求められる発
注方式へと移行している。
・もう一つの問題点としての積算条件が不明
確な場合のケースについては、条件明示を
しっかり記載して明確になるよう努めた
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からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

◆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点を加算
する方式
③若い人が業務に係わっても、今のテク
リスシステムでは、担当者3名までしか
登録できないので、なかなか実績がつか
ず若い人のモチベーションも上がらない
状況にあります。担当者3名にこだわら
ず、業務規模（額・内容）に応じて登録
者数を増やせる基準作りをしていただき
たい。

・テクリス登録人数の議案については中央へ
も確認を行っているが、見直しをしてい
ない理由については何も聞いていないた
め、引き続き人数の見直しの要望を伝えて
いく。共通仕様書に3名と規定しているた
め、共通仕様書から修正しなければならな
い。検討は行っているようだが回答が無い
ので、再度の確認をしていきたい。

④我々が行っている建設コンサルタント業
務においては、技術力を重視した選定方
式への移行が望まれます。このため、価
格競争方式で発注される案件において、
より簡易な総合評価方式（※参考：関東
地整で試行中の実施方針確認型総合評
価）の導入を検討していただきたい。

・②の議案でも回答したとおり、発注方式の
明確な区分や技術者評価を重視した選定な
ど技術力を重視した選定方式へ移行してい
ると考えられる。議案にある関東地整の発
注方式については、関東地整の場合は全て
の発注案件が公募形式であるため、低入札
対策として実施方針確認型を試行してい
る。技術力重視という観点からは、実施方
針確認型の導入については慎重に検討した
い。

（2）地域コンサルタントの積極的な活用に
ついて
①今年5月よりプロポーザル方式及び総合
評価落札方式の運用ガイドラインの一部
見直しに向けた試行が行われております
が、これまで地域要件付総合評価で地域
コンサルタントが挑戦可能であった案件
が価格競争へ移行し、挑戦機会が減少し
ているのではないでしょうか。「今回の
見直し」について「地域コンサルタント
の活用」の観点から状況を教えていただ
きたい。
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・今年度から発注方式の明確な区分を行って
いるが、その状況をみると総合評価方式か
らプロポーザル方式への移行やその逆のケ
ースがある。また、総合評価方式から価格
競争へ移行する場合もある。件数的には総
合評価からプロポーザル方式への移行が増
えている傾向である。
・議案の地域コンサルタントが挑戦可能であ
った案件が減少しているのではないかとい
う指摘については、従前にプロポーザル方
式での発注であった案件が総合評価方式に
移行したことで、地域要件が設定され挑戦

■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からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
可能になったケースも見受けられる。
・今年度に実施された発注方式について、こ
れから検証を行っていく中で「地域コンサ
ルタントの活用」という観点も含めて状況
を分析し、検討していきたい。

3．魅力ある建設コンサルタントに向けて
（1）企業経営の安定に向けての環境整備に
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でいただきたい。
例えば、設計業務において、測量とかボ
ーリング調査等の新規工種を追加した場
合等。

②概数発注業務で地形測量を実施する場
合、さまざまな個所をさまざまな時期に
測量することになりますが、清算段階で
は「1箇所清算が原則」との理由で大面
積となり、「作業量補正値」が下がり、
結果として請負金額が下がり赤字になり
ます。概数発注業務の地形測量での「1
業務1箇所清算」を改善していただきた
い。
（2）受発注者協働による健全な労働環境へ
の改善・創出について
①現在、国土交通省においてもノー残業デ
ーを実施されていますが、建設コンサル
タントも同様に、労働環境改善の一つと
して“ノー残業デー”に取り組んでいま
す。官民一体でのノー残業デー推進に向
けて、ご理解とご協力をお願いします。
また、依然として、緊急の作業依頼で明
日の朝まで、週明けまでと言う依頼や資
料修正のため深夜近くまで待機をしてお
いてほしいとの要請もありますので、極
力、就業時間内で作業ができるように早
めの依頼をお願いします。

・そもそも異業種の業務を追加するというこ
とが間違ったやり方であるため、可能な限
り別件で対応するように指導していきた
い。ただし、やむを得ず追加になるケース
であればできるだけ協議を行い、納得の上
での変更契約になるよう努めたい。
・言われるとおり別々に計上し、面積に即し
た積算をすべきである。概数発注の場合は
できるだけ条件明示し変更可能な対応を務
めるが、受注者においても不明な点がある
場合は明確になるよう質問を出していただ
きたい。

・国土交通省の場合は毎週水曜日と金曜日が
ノー残業デーと定めている。発注者側に定
時退庁を促すのであれば、受注者側へも連
絡・指示等を早めに出すのは当然のことで
ある。ノー残業デーは時間外の打合せを行
わないこと、16時までに業者への連絡を
済ませるようにすること等の内容で今年の
7月に各事務所へ通達を出している。
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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からの提案・要望

中国地方整備局・5県2市からの回答

②成果納品後、瑕疵がある場合は別とし
て、サービスで資料作成・修正などの依
頼があるが、適正な費用を支払っていた
だきたい。

・納品後の作業依頼があった場合は、措置請
求による随意契約を促すためにも請求をし
ていただきたい。まず、文書で指示を仰ぐ
という形式をとれば契約を行わざるを得な
くなる。

③設計協議が契約回数と大きく乖離して多
くなっている場合は、実態に即して変更
契約が可能となるような仕組みを構築し
ていただきたい。

・基本的には条件が変わるということで変更
契約の対象になるため、しっかりと請求し
ていただきたい。質問で確認をしていただ
けば、契約時からの条件が変更になったこ
とがより明確になり事務手続きが容易にな
る。

（3）より魅力ある職業としての確立（人材
が集う環境の整備）について
①優秀な人材と技術力の紹介を公の場に公
表していただきたい。（たとえば、高度
な技術を要する構造物施設、国民に役立
つ改善・改良工事の背景にある苦労や達
成感など、分かり易くコンサル業界を紹
介していく。現在人材不足に悩むコンサ
ルタント業界の人材確保を目的とした一
つであり、魅力あふれる業界の維持継続
のためご協力いただきたい。）

4．その他
①平成25年度より試行導入されている
「若手技術者の育成」の評価を聞かせて
いただきたい。
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・地整としても、種々のポスターを作成した
りホームページを更新したりとアピ－ルに
努めている。業者からの具体的な方法等の
提案があれば積極的に対応していくつもり
である。女性や若手といった次世代の担い
手確保という観点からも、建設業界と一緒
に考えていくべきである。企画課にプレゼ
ンスの向上と魅力発信するためのグループ
を配しているので、業者の方と企画・提案
等で是非タイアップさせていただきたい。
業界と連携して取り組んでいきたいので、
皆さんのご協力をよろしくお願いしたい。

・若手技術者を管理技術者とする場合は、管
理補助技術者を配置していただくという制
度を全国に先駆けて中国地方整備局で導入
した。まだ導入したばかりで制度の評価を
決めるデータが整わない。若手管理技術者
を配置した案件の業務評価点等を検討材料
としなければ本当の評価はわからない。こ
れからの調査になるが、業界へのアンケー
トも検討しているので調査依頼の折は御協
力をお願いしたい。

広島県との意見交換会(H26.12.24開催)
平成26年12月24日(水)広島市中区のKKRホ
テル広島において、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。
広島県からは松永土木整備部長をはじめ13
名の幹部職員が、中国支部からは小田支部長と
來山総務部会長、林業務部会長および業務委員

広島県との意見交換会

小田支部長の挨拶

13名の合計16名が出席しました。
今回は、「品質の確保・向上について」、
「技術力による選定について」、「魅力ある建
設コンサルタントにむけて」の３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。

広島県との意見交換会

松永土木整備部長の挨拶

■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
1．品質の確保・向上について
（1）受発注者それぞれの役割を踏まえたエ
ラー防止への取組みについて
①適正な品質確保とミス防止の観点から、
適切な工期の設定、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
ないようにしていただきたい。

【関連質疑】
・工期の平準化について、具体的な数値目
標があれば教えて頂きたい。

・繰り越し業務は実態としてかなりあるの
でしょうか。

広島県からの回答

・業務内容に応じた適切な工期設定と早期発
注による納期の平準化に努めている。ま
た、必要に応じて繰り越し、債務の制度の
活用にも取り組んでいる。
・適切な納期の設定と納期の平準化に努めて
いきたいと考えている。

・具体的な目標は特にない。ただ、3月にで
きるだけ集中しないようにしている。
・1月、2月工期のウエイトを増やし、無理
な場合は繰り越しをするように考えてい
る。
・実態はあまりないが、これから考えていき
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からの提案・要望
・事例を整理して報告させていただきま
す。

・適切な工期でない感のある業務はどの程度
あるのか教えてほしい。

②測量・調査・設計業務は、本来それぞれ
の手順を踏んで順次発注されるのが通常
ですが、予算や工期の制約等で各々が同
時発注、同時納品が求められる業務で
は、工期的に非常に厳しいものとなって
います。業務工期は現場の実態を踏まえ
たものとしていただきたい。

・それぞれが密接に関連するものは複数の分
野を複合して発注している。その業務の発
注時期・工期については業務の内容や性質
などを踏まえ適切な設定となるように努め
ていきたい。

③近年、橋梁点検補修設計業務が集中し、
各発注者から同時期に発注されていま
す。特殊業務のため、業務に携わってい
る技術者が限られ、点検技術者、点検車
両が確保されにくい状況となっていま
す。県市町は対象件数が多く一気に業務
を発注されますと人材、資材不足に陥っ
てしまい対応が困難になる状況にありま
す。それがひいては業務の品質低下に繋
がりますので、国県市町の連絡調整会議
を開催して業務の集中を避けるように工
夫をしていただきたい。

・橋梁点検補修設計業務については適切な工
期が確保できるように上半期に発注するよ
うにしているとともに業務の平準化にも配
慮するように進めている。
・他機関との連絡調整については今年6月に
設置された「道路メンテナンス会議」の中
で情報交換などを行って調整が行えればと
考えている。

（2）低価格入札の防止対策・企業負担経費
増に対する対策の運用強化について
①H26年6月の入札契約制度の変更によ
り、低入札価格調査制度が改正となり、
調査基準価格が予定価格の概ね90％と
設定され、低入札の場合には重点調査等
の厳しい基準をクリアする必要が生じ、
低入札が発生しにくい制度改正となりま
した。
反面、入札の際の「業務費内訳書」とい
った事務処理が増加し、総合評価落札方
式の技術提案等作成の手間と経費が生じ
ていますので、これらの負担軽減をご検
討ください。
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広島県からの回答
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・業務費内訳書については適正な見積りを伴
わないダンピングによる入札参加や再委託
先等へのしわ寄せ等の防止、元請け・再委
託先間の対等な立場での合意に基づく公正
な契約締結の促進を図るため提出を義務付
けたものである。低入札価格調査も重点調
査以外は提出資料を減らし業務内訳書と見
積書のみで行えるように合理化を図ってい
るので理解をお願いしたい。
・総合評価落札方式の技術提案は過去の審査
結果を踏まえ実施方針の業務理解度の課題
数を標準型で2課題に、簡易型で1課題に
低減している。
・今後とも制度改定による結果を踏まえ引き

■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

広島県からの回答
続き手続きの簡素化を検討していきたいと
考えている。

（3）維持管理・更新事業における点検・診
断、補修・補強設計等の業務システム改善
について
①電子納品適用基準の統一的な指導をして
いただきたい。（適用基準、図面ファイ
ル形式、チェックシステム）。

2．入札・契約について
①現行の特別簡易方式は、『専任制：手持
ち業務予定件数』の評価ウエイトが高
く、手持ち件数を絞らないと受注できな
い状況となっています。この制度では、
優秀な技術者が多くの業務に携わること
ができず力を発揮できなくなりますの
で、品質確保の観点から、以下のような
見直しをお願いしたい。
【見直し例】
・手持ち業務予定件数の評価ウエイトを下
げ、資格や業務成績のウエイトを上げ
る。
・手持ち予定件数5件までは同一評価と
し、5件を超えた場合は件数に応じてマ
イナス評価とする。 等
②予定価格1000万円以上の案件に関し
て、再委託予定がある場合、再委託先の
見積書の添付が義務付けられています
が、低入札以外の場合は、再委託先の見
積書添付を省略していただきたい。（入
札時に予定業者が確定しないことと、見
積書取得に時間を要するため）

・本県の電子納品の適用基準は平成16年度
の基準となっており早期に改定作業を行う
必要があると考えている。改定にあたって
は国の基準などを参考に作業を行っていき
たいと考えている。

・担当技術の評価項目については、資格を取
得していない若手技術者が業務の実績を積
む機会を確保されやすい環境を整えるた
め、技術者の資格要件を専人性のウエイト
を高く設定している。
・管理技術者の技術者資格と専人性のウエイ
トについては現在の設定が適正かを検証す
るため、これまでの試行における提案状況
の検証を行っていきたいと考えている。
・手持ち業務の件数については一般的な技術
者の業務件数などの精査を行う予定として
いる。

・予定価格1000万円以上の業務については
適正な見積り聴取による再委託先等へのし
わ寄せ防止と業務の履行体制を事前に明ら
かにして契約後にもその妥当性を調査でき
るようにしており、再委託先の見積書添付
が必要であると考えている。
・再委託先の見積書添付は改正された品確法
の基本理念にある将来に渡る品質確保に向
けた取り組みの一つであり、また適正な見
積りによる入札参加に加え再委託先までの
法定福利想定額を適切に見積っていただき
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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からの提案・要望

広島県からの回答
雇用関係の改善の面からも将来を担う技術
者の確保育成に資することを目的としてい
る。
・今後ともご理解とご協力をよろしくお願い
したい。

【関連質疑】
・再委託先の見積書の提出について主旨は
よく理解できるが、対応のため非常に作
業量が増えているので少しでも改善をで
きるように考えて頂きたい。
（例えば、契約後提出や業務規模の引き上
げなど）
・どのような問題が生じているかを整理さ
せていただき、再度協議させていただけ
ればと思います。
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・要望の主旨は理解できるが、法の改正や本
来の目的を考えながら見直しをした時にど
うなるかを考える必要があることを理解し
て頂きたい。

・具体的な実態がよく見えないので、状況を
踏まえ継続課題として協議していきたいと
思います。

・分けて整理を行います。

・整理にあたっては、再委託元の話と再委託
先の話に分けていただければと思います。

③現在、各事務所に技術資料を持参してい
るため担当者の負担が大きい。早期に電
子入札化をしていただきたい。また、特
別簡易型については、システム運用の際
には、自己採点表のみを活用するなどの
簡素化をしていただきたい。

・技術資料の電子入札化につきましては、電
子入札システムの改修の規模や添付可能な
ファイルの容量等を踏まえ、今後検討して
まいります。
・特別簡易型の資料提出を自己採点表のみと
する簡素化につきましてはその定着度と審
査結果などの状況を見ながら検討したいと
考えている。

④総合評価落札方式について主たる業務の
考え方をお教えいただきたい。また、評
価結果の公表を電子入札システムで閲覧
できるようにしていただきたい。

・主たる業務は基本的に設計金額の構成割合
が最も大きい業務分野としていますが、総
合評価につきましてはその内容に応じて決
定している。
・評価結果の公表については技術評価点と評
価値は県の調達情報で、落札者の決定資料
は事務所において紙で閲覧している。
・落札者の決定基準を県の調達情報で閲覧す
るためには、システムの改修を要するため
もう少し時間を頂ければと思います。
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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からの提案・要望

広島県からの回答

⑤また、総合評価落札方式に関わらず、当
初契約時点の主たる業務が変更契約で最
終金額の多い業務に変わった場合、業務
成績評定も変更されるのでしょうか。

・原則変更される。対象業務が複数の業務分
野・業務の種類・難易度にまたがる場合は
原則として設計金額の構成割合が最も大き
い業務分野・業務の種類・難易度として取
り扱うこととしている。

⑥毎年の業務で業務成績点が個別に通知さ
れてきます。工事成績点は10年前から
工事数、成績点分布、落札率等を公表さ
れているので、業務についても、同様に
業務数、成績点分布、落札率等を公表
し、業務能力向上に向けた取組が出来る
ようにしていただきたい。併せて、国土
交通省と同様に項目別評定点の通知をし
ていただきたい。

・業務成績点の公表等につきましては、今年
度中には制度を固めて、来年度4月からの
実施に向けて検討を行っているところであ
る。

⑦測量・地質・調査設計の混在業務が多い
ので、業界の育成のために、分野別の分
離発注の促進をしていただきたい。

・測量・調査・設計業務については、単体で
の発注を基本としているが、それぞれが密
接に関連するものについては複数の分野を
複合して発注するようにしている。
・なお、別分野の業務を再委託する場合は再
委託先から適正な見積りを聴取するように
お願いをしたい。

3．魅力ある建設コンサルタントに向けて
（1）企業経営の安定に向けての環境整備に
ついて
①6／1からの低入札価格調査制度、総合評
価落札方式の改正により今まで70％くじ
であったものが、これを境に90％弱がく
じ、若しくは総合評価落札方式では90％
を超えることも可能となってきました。
今後も適当な利潤があり企業が頑張れる
ような制度の堅持をお願いします。
②変更契約において、当初契約にはない新
たな業務分野を追加される場合は、追加
分野に係る業務については受注時の落札
率を適用しないでいただきたい。

・今後も業務の品質確保の検証を行いなが
ら、技術力の高い企業による競争ができる
入札契約制度になるように適切に対応して
いきたい。

・新たな業務分野につきましては別途契約す
ることを基本としているが、既契約業務と
の関連性やスケジュールなどの関係で設計
変更する場合は、受注者と協議して対応さ
せていただきたいと考えている。
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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からの提案・要望
（2）受発注者協働による健全な労働環境へ
の改善・創出について
①業務遂行において、発注担当者からの指
示が不規則かつ時間的に余裕のない提出
期限により、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。また、ノー残業
デーの官民一体での促進をお願いした
い。

【関連質疑】
・どのような時によく発生しているかを整
理します。
②打合せ協議の回数等を実態に即したもの
として経費計上していただくとともに、
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きたい。

【関連質疑】
・基準書ではものによっては1日となって
いるが、実際の発注は0．5日となって
いる。
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広島県からの回答

・担い手の確保の観点から発注者と受注者が
協力してよりよい労働環境を作り出してい
くことは非常に重要と認識している。不規
則かつ時間的余裕のない指示はしないよう
に各発注機関に指導はしている。
・災害対応等の緊急な業務が生じるような場
合もあり、その際には他の業務の進度調整
等を提案して頂ければ個別に調整していき
たいと考えている。

・実際にどの程度不規則かつ時間的に余裕の
ない指示が出ているのか教えて頂きたい。
・打合せ回数は当初はその業務の規模や業務
の内容を考慮して設定している。業務の主
要な区切りなどで必要となった場合は契約
変更の協議をさせていただきます。
・業務の節目において関係者へ説明を要する
と判断させる場合は、その機会を設けたい
と考えていますので、希望させる場合は申
し出て頂きたい。

・積算基準書を確認して対応していきたい。

4．その他
①工事中情報共有システム料金の支払い
は、案件毎に請求書が発行され、受注者
が期日までに支払う手順になっています
が、受注者の契約事務手続き効率化のた
め、広島県からの一括支払いに変更して
いただきたい。

・電子成果品作成の一部はこのシステムを使
って作成することを前提としているので、
使用料金は各案件の業務価格にふることが
妥当と考えている。
・追加で指摘のあった口座引き落としの件は
確認させていただきたい。

②災害発生時には、対応している企業につ
いて、被災していない発注機関も、人道

・災害復旧・災害関連事業を円滑・早期に執
行するため、当分の間は災害等に関する業
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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からの提案・要望
的な観点から工期の延期などの措置を講
じていただきたい。

広島県からの回答
務は兼務制限の対象としないこととしてい
る。
・このため通常業務と並行して災害等の業務
を履行することとなるが、迅速な業務の履
行のため、通常業務の履行に支障が生じる
場合は、これらの業務の履行期間変更など
について提案して頂ければ、個別に調整さ
せていただきたいと考えている。

■自由討議
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

広島県からの回答
・土砂法の警戒区域の指定がとんでもない業
務量で出る予定です。ご協力をぜひお願い
したい。

・土砂法に関する指定の増加に対応するこ
とに関して企業の体力がないのではと思
うのですが、県の対応策はあるのでしょ
うか。

・技術的には飛行機を使って基礎的なものは
デジタルでとることで現地に入っての測量
をできるだけ絞り込み業務をスピードアッ
プしたいと考えている。
・4年間で実施することが決まっているの
で、これをどういったスケールで、どうい
った期間発注するかを考えていく。
・基礎調査の結果公表を4年間で実施してい
く必要があり、これでマンパワーが足りな
いのであれば他県からでも持ってこないと
いけない。
・指定に関しては、相手方もあるので今後ど
のようにすればスムーズの進むかを今後検
討していく。

・道路メンテナンス会議で点検業務の部掛
りを統一するという話を聞いたがどうな
ったのでしょうか。

・国の方から暫定的な部掛りを提示され、こ
れをどう扱うかを検討しているところであ
る。
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岡山県との意見交換会(H26.11.17開催)
平成26年11月17日(月)岡山県庁において、
岡山県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４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、阿土業務副会長及び岡山県委員会か
ら澤委員長をはじめ７名の委員、合計10名が

出席しました。
今回は、「品質の確保・向上について」、
「技術力による選定について」、「魅力ある建
設コンサルタントにむけて」の３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。

■岡山県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
1．品質の確保・向上について
（1）受発注者それぞれの役割を踏まえたエ
ラー防止への取組みについて
①年度終盤に業務が発注されることがある
が、工程計画上、適正な業務遂行が困難に
なり、品質確保の面で問題がある。補正予
算の状況にも左右される部分はあると思わ
れるが、繰り越し等の処置により、適正な
工期を確保していただきたい。
（2）三者会議等のいっそうの活性化による
総合的な品質の確保について

（3）低価格入札の防止対策・企業負担経費
増に対する対策の運用強化について
①4月から最低制限価格の設定水準が見直
されたが、低入札調査基準価格が見直さ
れていないので低入札調査基準価格の見
直しをお願いしたい。
（4）維持管理・更新事業における点検・診
断、補修・補強設計等の業務システム改善
について
①道路橋等の定期点検要領が策定され、5
年に1回、近接目視を基本として実施す
ることが決定された。橋梁等において近
接目視で点検を実施する場合、ロープア
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岡山県からの回答

・県では、3月末工期での委託発注は極力避
けることとしており、1月末までの工期で
発注するよう努めているところです。
・今後発注されるものは、3月末工期となる
場合もありますが、必要に応じて適切に繰
越措置等を講じてまいります。
・三者会議は工事の品質向上や各者の技術力
向上に有効な取組と考えており、国の実施
状況等を参考にしながら、その仕組づくり
を行っているところです。

・低入札調査基準価格については、平成26
年4月に、国と同じ水準に見直しを行って
おり、今後も国の見直しに合わせて対応し
てまいります。

・近接目視点検を実施するに当たり必要な仮
設設備の見積を徴収するなど、適切な価格
での発注に努めてまいります。

■岡山県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

岡山県からの回答

クセス等の特殊な仮設が必要になる。従
前と同様適正な価格での発注をお願いし
たい。
2．技術力による選定について
（1）地方自治体における技術力重視による
選定・発注の仕組みの導入促進について
①現在、ほとんどの業務が指名競争入札方
式で発注されている。業務内容に応じた
発注方式を採用して頂き、プロポーザル
方式での発注拡大をお願いしたい。

3．魅力ある建設コンサルタントに向けて
（1）受発注者協働による健全な労働環境へ
の改善・創出について
①労働時間の短縮や職場環境の改善等を目
的として、毎週水曜日に「一斉ノー残業
デー」等の取組みを実施している。ご理
解ご協力をお願いしたい。

4．その他
①災害発生時には、災害対応している企業
について、被災していない発注機関も、
工期の延期等の措置を講じて頂きたい。

・プロポーザル方式については、現在、技術
的に高度な業務や専門的な技術が要求され
る業務において実施しているところであ
り、その適用範囲の拡大については、国・
他県の動向を注視し検討してまいりたいと
考えております。

・県でも、水曜日と金曜日を「ノー残業デ
ー」として定時退庁に取り組んでおりま
す。
・「ノー残業デー」等の取組は、健全な労働
環境の改善に有効であると考えており、職
員に周知してまいります。

・県内あるいは隣接県で大規模な災害が発生
した場合には、協会として会員の状況を確
認され、事前に県と相談していただくよう
お願いします。

②電子入札を導入している市町において
は、入札時、同札になった場合、電子ク
ジを導入しておりますが、岡山県におい
ても導入を図っていただきたい。

・電子クジについては、早期導入に向けて検
討中です。

③指名競争入札における指名メンバー選定
にあたっては、地域精通度及び貢献度の
高い業者（営業年数、地域貢献度、地元
雇用など）を考慮いただきたい。

・指名選定に当たっては、発注する業務の内
容、難易度などを勘案しながら、引き続
き、県内企業の受注機会の確保に努めてま
いります。
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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からの提案・要望
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岡山県からの回答

④業務成績評価を国交省レベルで実施頂
き、指名等の業者選定に反映していただ
きたい。優れた業務に対しては表彰等を
行なえるよう、制度を設けていただきた
い。また、業務成績評価マニュアルを公
表していただきたい。

・業務成績評定については、昨年度から、国
と同様の要領により試行しているところで
あり、表彰制度などの活用についても検討
中です。
・業務成績評価マニュアル（成績評定要領）
については、本格実施の際に公表する予定
です。

⑤契約書には含まれていない項目が特記仕
様書に記載されており、業務において対
応を求められることがある（例：落石調
査業務における対策工法選定）。特記仕
様書に記載されている項目については積
算数量に反映していただきたい。

・適切に費用を計上するよう、周知徹底して
まいります。

⑥地質調査業務において仮設道路（仮設桟
橋等）が必要になることがあるが、大規
模なものについては契約書の項目として
入れていただきたい。

・適切に費用を計上するよう、周知徹底して
まいります。

⑦現場技術業務委託の契約に関して、事務
手続きの省力化、人員配置計画の面か
ら、工期を6ケ月から1年間に延長して
いただきたい。

・御要望の趣旨を踏まえ検討してまいりま
す。

⑧道路概略設計の設計延長において、本命
案以外の比較ルートについても「路線選
定」及び「概算工事費」の作業は必要な
ので、費用計上をお願いしたい。

・適切に費用を計上するよう、周知徹底して
まいります。
・費用が計上されていない場合には、業務着
手前に、担当者に作業内容等を確認するよ
うお願いします。

⑨施工時において、地元要望等により設計
図面の変更が発生した場合、その対応を
依頼されることがあるが、当該作業につ
いての費用計上（状況により別途発注、
見積清算）をお願いしたい。

・適切に費用を計上するよう、周知徹底して
まいります。
・業務着手前には、費用等について協議をお
願いします。

⑩予算の都合上小規模業務（100万円以
下）として分割発注されることがある
が、内容と金額が合わないことがあるの

・業務の内容に応じた適切な価格での発注に
努めてまいります。
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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からの提案・要望

岡山県からの回答

で適切な金額での発注をお願いしたい。
⑪補修・補強設計においては、事前に既存
資料の有無について確認しておいていた
だきたい。

・事前に資料の有無を確認するよう、周知徹
底してまいります。

⑫地元調整が不十分で現地立入後、作業停
滞、手戻りが発生することがあるので、
地元調整等にご配慮いただきたい。

・発注に当たっては、十分に地元調整を行
い、作業に支障のないよう、周知徹底して
まいります。

⑬橋梁、トンネル、砂防、法面点検等の点
検業務発注が極力重ならないような対応
をお願いしたい。

・点検期限や点検時期が限定されるものにつ
いては、発注時期が重なる場合もあるた
め、今後の検討課題と考えております。

⑭技術者資格についてどのように考えてお
られるのかお聞きしたい。

・金額の大きな業務については、建設コンサ
ルタント登録に加え、主任技術者・照査技
術者に有資格者の配置を求める方向で検討
を進めております。

4．その他（岡山県からの提出議題）
①建設コンサルタンツ協会中国支部として
も積極的に参加したい。

・平成27年度土木学会全国大会が9月16日
（水）、17日（木）、18日（金）に岡山
大学で開催されるので積極的に参加してい
ただきたい。

②岡山県の二つの取組みに対し、建設コン
サルタンツ協会中国支部として協力した
い。

・岡山県土木部で県内の歴史的な土木資産を
紹介するホームページ「おかやまの歴史的
土木資産」を開設している。また、県民の
皆さんに県の土木行政を身近に感じていた
だくために、「おかやまの土木・建築」と
いうフェイスブックも開設している。皆様
にも身近な話題を提供していただきたい。

③今までもCPD認定プログラムにして対
応してきたが、今後もそのようにした
い。

・岡山ではCPD取得の機会が少ないので、
講習会等はCPD認定プログラムにしてい
ただきたい。

④建設コンサルタンツ協会の様々な取組み
に対する資料提供等を行いたい。

・建設コンサルタンツ協会の様々な取組みに
対する情報を提供していただきたい。
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鳥取県との意見交換会(H26.11.4開催)
平成26年11月4日(火)鳥取県庁において、鳥
取県と建コン協中国支部の意見交換会が開催さ
れました。
鳥取県からは山口次長（技術）をはじめ５名
の幹部職員が、中国支部からは小田支部長、林
業務部会長、阿土業務副会長及び鳥取県委員会
から隅委員長をはじめ５名の委員、合計８名が

出席しました。
今回は、「品質の確保・向上について」、
「技術力による選定について」、「魅力ある建
設コンサルタントにむけて」の３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。

■鳥取県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

鳥取県からの回答

1．品質の確保・向上について
①年度末を中心として納期が集中し、照査不
足が発生するリスクが大きくなる状況が続
いています。このため、次の取り組みを検
討していただきたい。
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・適正な工期の設定をお願いします。

・部署、担当によって温度差があるも年度末
集中を避けた分散化のための計画的・効率的
な業務発注を行うように努めています。

・工事発注前における「自主（自社）再照査
の実施」の提案（工事発注予定の情報提供
等）をお願いしたい。

・鳥取県の入札・契約等情報公開ホームペー
ジより「発注見通し情報」より確認をいた
だきたい。その情報を確認した上で、各担
当者に確認いただいてもよい。

・背景は、ミスが頻発したことがあったこと
によると思います。図書、基準、施工手順
等において相互に理解不足であったこと、
また、人間のすることですのであってはい
けないのですが、単純なミスから発生する
こともあります。

・国交省でH22から再照査を実施していると
あるが、大変よい取り組みでありますが、そ
の背景ときっかけを教えていただきたい。

②改正品確法の推進に際し、基本理念で不良
不適格業者の参入排除が謳われています。
これを受けて、品質の確保の観点より、建
コン登録（当該業務に適した部門）を入札
参加条件として義務化するようにお願いし
たい。

・地質調査業協会、補償コンサルタント協会
からも同様な意見があり、検討を進めてい
ます。難易度の高い業務、1,000万円以上
の構造物設計等においては、既に実施して
おり、今後もう少しこのハードルを下げる
などの検討の余地はあります。
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・突発的なことがあれば相談させていただき
ますが、基本的には三者協議の契約も利用
しながら対応していきたい。

■鳥取県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望

鳥取県からの回答

・必要な条件を設けて品質を上げていくこと
も重要と考えますので、是非とも検討して
いただきたい。

・品確法、それぞれの役割、いろいろな視点
から考えて相談させていただきたい。

③技術企画課・県土総務課などと当協会との
定期的な意見交換の場を設け、発注者・受
注者の連携強化を図る仕組みを構築してい
ただきたい。

・このような形式でなくても、是非ともお願
いしたい。

・行うのであれば、月の第○、○曜日とか決め
て、意見交換では話ができないような生の声
を聴く機会を設けたらいかがでしょうか。

・生の声を聴くことは大切だと思います。定
期的というのは難しいと思いますが、やり
とりをしていきたい。

④各会社ともに厳しい経営が続いており、調
査基準価格及び鳥取県独自の成果品重点確
認価格（予定価格の85％程度）を引き上
げていただきたい。

・他の関係者団体からも要望が出ています。
近々、来年度の指名願いの受け付けもある
ので、提出書類に含まれる財務諸表などか
らも検討していきたい。

・これは、○党の政権の際に公共事業が激減
し、そのしわ寄せから企業がリストラ、賃
金カット、ボーナスカットをしたことなど
によるものと推察されます。

・建コン協、H26年度地方ブロック意見交換
会の付属資料抜粋のなかで、「営業利益と
純利益率の経年変化」のグラフのなかに、
赤字（マイナス）の所がありますがこれは
どういう理由によるものでしょうか。

⑤維持管理・更新事業における点検・診断、
補修・補強設計の継続的な歩掛りの改善を
お願いいたします。

・これについては、しっかりと検討していき
たいと考えております。

2．技術力による選定について
①現在、大半の業務が価格競争となっていま
すが、品質の確保・向上を考えると技術力
による選定が非常に重要であり、高度な技
術力を要する業務に関しては積極的にプロ
ポーザル方式及び総合評価方式を採用して
いただきたい。

・プロポーザル方式は、現在件数は少ない
が、高度な技術を要する特殊な業務などで
活用しています。技術提案型総合評価方
式は、現在、年間1〜2件程度と少なく、
取り組みが十分ではないが、H27年度から
は、1事務所1件以上を目標に可能な範囲
で増やしていきたい。
簡便型総合評価方式については、現在、
概ね50件程度を試行実施していますが、
今後も検証しながら取り組んでいきたいと
考えております。
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■鳥取県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
②現行の県の入札制度のうち、制限付き一般
競争入札においては、低入札調査基準価格
あるいは成果品重点価格での抽選などが常
態化し、技術力の向上、経営の効率化など
が考慮されていません。今後、多様な入札
制度を導入し、より技術力を重視した制度
へと改善していただきたい。（改正品確法
の遵守）

・確かに最近、抽選による入札が増えてお
り、これについてはどうかと思うところで
す。今後、問題意識をもって取り組んでい
きたいと考えております。

③現在運用されている業務成績評価制度を活
用し、品質向上に対するインセンティブと
して表彰制度を導入していただきたい。さ
らに、この表彰結果を2段階評価（技術力
を考慮した公募による選定⇒選定された者
による入札）による選定、総合評価方式の
配点など入札契約制度にも活用するような
仕組みを構築していただきたい。

・表彰制度については、まず、県内業者を対
象に本年度中につくりたいと進めていると
ころです。また、いずれの入札制度改善の
提案においても、今後の検討課題として認
識したいと考えております。

3．魅力ある建設コンサルタントに向けて
①変更契約において、新たに業務分野が追加
される場合は、追加分野に係る業務につい
ては受注時の落札率を適用しないように配
慮をお願いいたします。
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鳥取県からの回答

・変更契約についての落札率の変更は厳しい
と考えます。新しい分野の変更契約は契約
上あまり望ましくないので、そのような指
導をしていきたい。

②受発注者協働による健全な労働環境への改
善・創出について、現在鳥取県でもノー残
業デーを実施されているとこですが、今後
とも官民一体での促進をお願いいたしま
す。

・ノー残業デーについては、県も取り組んで
おりますので、今後ともよろしくお願いい
たします。
金曜日に依頼して月曜日までの提出とい
ったケースを無くしていきたい。また、適
切な工期設定が必要と考えます。工事のよ
うに工程をきっちりしていく事が大切な事
と考えます。

③より魅力ある職業としての確立（人材が集
う環境の設備）に向けて、社会インフラの
整備に関わる業界全体の魅力アップとその
役割・意義の広報に対して、官民一体・官
民協働での推進に向けての協力をお願いい
たします。

・是非、一緒に取り組んでいきたい。

Vol.43

■鳥取県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
3．魅力ある建設コンサルタントに向けて
①災害発生時には、対応している企業に対
し、被災していない他の発注機関も人道的
な観点から工期の延長などの措置を講じて
いただきたい。
②非定型業務などに対して公文書による見積
もり依頼が行われます。これに応えて見積
書を提出しても応募できない場合がありま
す。見積もり依頼に応じた場合は、そのイ
ンセンティブとして入札参加できるように
していただきたい。

鳥取県からの回答
・必要に応じて監督員と協議してほしい。

・見積もり依頼において、難易度の高い業務
をテクリスで確認し、選定方針のとおりの
業者を選定しているつもりであります。ま
た何かあった際には、相談に来て意見を聞
かせて下さい。
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広島市との意見交換会(H26.11.28開催)
平成26年11月28日(金)広島市中区地域福祉
センターにおいて、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４名
の幹部職員が、中国支部からは林業務部会長お
よび業務委員11名の合計12名が出席しました。
今回は、「品質の確保・向上について」、
「技術力による選定について」、「魅力ある建
設コンサルタントにむけて」の３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。

広島市との意見交換会

■広島市との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
1．品質の確保・向上について
（1）受発注者それぞれの役割を踏まえたエ
ラー防止への取組みについて
①適正な品質確保とミス防止の観点から、適
切な工期の設定、年度末の集中を避けるた
め早期発注による履行期間の確保をしてい
ただきたい。
②年度を跨いだ工期の設定がされています
が、一部のものとなっており、実情に応じ
た年度繰越の工期の設定をお願いします。

（2）低価格入札の防止対策・企業負担経費
増に対する対策の運用強化について
①品質確保・向上には、コンサルタント業界
への優秀な人材確保・育成が必要であり、
そのためには、企業の安定的な健全経営が
必須となります。9月以降、最低制限価格
の引き上げがされましたが、更なる引き上
げをお願いします。
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広島市からの回答

・街路課：できる限り早期発注に努めてい
る。但し、予算等制度の関係上やむを得な
い部分もあるが、合理的な理由によって適
正な工期が年度を跨ぐ場合は、積極的に繰
越の措置を取って工期を確保することに取
り組んでいる。
・下水道局：工期に関しては平準発注に努め
ている。前半と後半に分けて前半は当該年
度に工事発注したいもの、後半は次年度用
だが、予算の都合により工期が短く年度末
工期になっているが繰越措置により適正な
工期を確保するよう努めている。

・9月以降国に併せて最低制限価格を引き上
げたが、更なる引き上げは国が引き上げな
い限り上げられない。
・広島市としては適正な価格（会社として適正
な利潤が上がる価格）で応札して欲しい。
・コンサルタントの失格基準を上げるのは今
までの経緯から難しい。

■広島市との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案・要望
（3）維持管理・更新事業における点検・診
断、補修・補強設計等の業務システム改善
について
①電子納品適用基準の統一的な指導をしてい
ただきたい（図面ファイル形式、チェック
システム）。

広島市からの回答

・点検とか診断に関しては今後増加すると思
われるが、広島市は国土交通省等からの統
一的な指導に準拠しながら行っているが、
今後は整理していく必要があると考えてお
り、合わないところもあるかも知れないが
少し時間を頂きたい。

【関連質疑】
・入札価格に関して競争ということになる
と、最低制限価格あたりに収まってしまう
ということが実態と思われる。協会本部と
しては現状に対して更に10％程度上げて
いただきたいと要望していますのでご理解
いただきたい。
・適正な工期の設定、早期発注、年度繰越に
関し広島市の実態を公開して欲しい。

・実態は理解しており、できる限り早期発注
したいのだが発注できない場合もあるの
で、その際は柔軟に対応するようにしてい
る。
・入札前に十分に確認して欲しい。

・9月の制度改正前と後での落札率はどのよ
うに推移しているのか教えて欲しい。

・コンサルタントは未集計だが、工事の場合
は5ポイント程度上がっている。

2．技術力による選定について
（1）地方自治体における技術力重視による
選定・発注の仕組みの導入促進について
①現在、大半の業務が価格競争となっている
が、品質の確保・向上を考えると技術力に
よる選定が非常に重要と考えます。このた
め、高度な技術力を要する業務に関しては
積極的にプロポーザル及び総合評価落札方
式を採用していただきたい。

・大規模な業務に関してはプロポーザルを実
施しているが、総合評価落札方式は特別な
業務以外は実施していない。他の政令指定
都市と比較しても導入している都市は多く
はないが、実施しないわけではなく今後研
究して行きたい。

②「業務成績優良業者限定競争入札」方式に
おいて、要件が単年度2件以上の高評価業
務となっている為、通常業務での入札機会

・平成19年度から業務評点制度を導入し、
平成23年度から建設コンサルタント業務
発注件数400件強のうち、年間数件（1〜2
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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からの提案・要望
が限定されている県外業者にとっては、2
件の受注実績でさえ、ままならない状況に
あるので、評価対象期間を延長していただ
きたい。

％）試行的に実施している。市に登録して
いる業者で40社程度が成績優良者で、建
設コンサルタンツ協会中国支部で広島市に
登録されている業者46社のうち優良業者
は14社、支店業者が14社中5社。
・9月からの制度改正により支店業者が入札
に参加する機会が減少するという状況が出
てきたので、制度自体をどうするかは今後
検討したい。

③優秀な成績を残した業務においては表彰制
度を実施していただきたい。

・表彰制度は数年来要望していただいている
が、どのような成果があるのか、コンサル
タントだけで良いのか等研究、情報収集中
であり時間を頂きたい。

④業務内容の変更や追加業務があった場合
は、指示書等の文書によって相互確認を
し、確実に変更契約を実施していただきた
い。

・街路課：現在の対応は担当者同士、口頭で
協議し合意に至れば、文書を交わすように
している。口頭協議の際、設計変更を伴う
ものかどうかを併せて確認しており、追加
の場合は見積もりを依頼し実施するかどう
かを検討しており、現在までトラブルは発
生していない。
・下水道局：協議指示事項については、業務
打合せ簿を用いて文書で行っている。変更
契約は適正に実施している。

3．魅力ある建設コンサルタントに向けて
（1）企業経営の安定に向けての環境整備
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た
い。例えば、道路の設計業務において、測
量とかボーリング調査等の新規工種を追加
した場合等。

・新規工種の場合別途発注するよう指導して
いるので、もしそのような場合があれば腹
を割って話をしてほしい。

②標準歩掛の無い業務については、積算の基
準となる資料（歩掛等）を公表していただ
きたい。

・見積りを徴収した先から公表しないでほし
いという要望もあり、現在は公表していな
いが少しずつ変えていこうと現在研究中。

（2）受発注者協働による健全な労働環境へ
の改善・創出について
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広島市からの回答
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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からの提案・要望

広島市からの回答

①現在、広島市においてもノー残業デーを実
施されていますが、建設コンサルタントも
同様に、労働環境改善の一つとして“ノー
残業デー”に取り組んでいます。業務指示
において過負荷（急な協議資料作成、連休
前の作業依頼等）にならないよう、官民一
体でのノー残業デー推進に向けて、ご理解
とご協力をお願いします。

・街路課：ノー残業デーの推進に関しては、
少し反省する部分もあるが、街路課は実際
にはノー残業デーがない状況で業務を実施
しているが、基本的に夜間の指示等は避け
るように努めている。
下水道局：作業指示は締切に余裕をもって
依頼している。

②道路実施設計において、路線測量、実施設
計図が完了した時点で地元協議が行われ、
中心線が変更され、測量、設計の変更作業
が発生した場合、「道路設計1式」との考
え方により変更契約が認められないケース
があるため、追加作業分について、適切に
変更契約をしていただきたい。

・一式で積算すると変更できなくなってしま
うので、現在はそのような発注は行ってい
ないのではないかと思う。但し、実態とし
て手直しをお願いする場合、設計変更を申
し出て欲しい。

【関連質疑】
・ノー残業デーというシステムは広島市とし
てあるのですか。

・市としては有るが部署によってバラついてい
る。業界としてはドンドンやってほしい。

・設計協議回数に関して、発注者からの要請
により実施された協議も変更の対象として
認められないのでしょうか。

・役所から何回協議要請があったので、協議
回数の変更の対象としてほしいという要望
は役所の中で必然性が説明できないと難し
い。

・業務によっては、標準歩掛で中間打合せが
3回の業務もあるのでそのような業務は標
準歩掛にのっとった発注をしていただきた
い。

・お話は伺いました。

4．その他
①発注資料のダウンロード時間が、17：15
までとなっています。時間延長をしていた
だきたい。

・ダウンロードの時間延長はシステム上難し
いので理解して欲しい。

②業務が完了した後、当該業務の図面修正、
概算工事費用、工事期間の算出等を求めら
れることがありますが、内容・規模に応じ
て適正な費用の手当てをお願いします。

・業務完了後の概算工事、期間の算出等を依
頼することは無いと思う。思い当たるとす
れば、図面の一部修正に関してはCADが
使えない職員がまだ居るので依頼する場合
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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からの提案・要望

広島市からの回答
はあるかとも思うが、行き過ぎの面があれ
ば業務を実施する前に出来ないことを申し
出て欲しい。
・必要な場合は、別途、発注している。

③災害発生時には対応している企業につい
て、被災していない発注機関も、人道的な
観点から工期の延期などの措置を講じて頂
きたい。

・災害に対応した期間等書類を事業課に提出
して話をすれば、場合によっては工期延期
等の措置も事業課の判断ではあるが対応可
能ではないか。

【関連質疑】
・国の場合は、10件若しくは4億円と件数だ
けではなく、金額でも縛りがある。

・各企業で管理技術者の手持ち業務件数は何
件程度と考えているのか教えて欲しい。

5．自由討議
・災害業務で契約が遅れているものがあるが
今後の予定を教えて欲しい。

・数量が固まらないので未契約のものもある
が、固まり次第、順次契約していく。
・資金繰りの関係で早めの契約を望まれる場
合は、申し出て欲しい。

協会本部と中国支部意見交換会
平成27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27年3月12日（木）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27年
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度の「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の皆様が出席さ
れ、中国支部は小田支部長他役員の皆様、常設
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26年4月8日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：・地域計画委員会の設置について
・道路委員会の委員について

◦第3回技術部会技術委員会合同会議
開催日 平成26年7月22日（火）
場 所 日本技術士会中国本部会議室
内 容 ・社会資本維持管理講習会の開催に
ついて
・現場見学会の開催について

◦第2回技術部会技術委員会合同会議
開催日：平成26年6月24日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：・技術部会、技術委員会の活動について
・社会資本維持管理講習会の開催に
ついて
・現場見学会の開催について

技術講習会、見学会
◦マネジメントセミナー
開催日：平成26年7月24日（木）
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
・CM業務の普及に向けて
・建設コンサルタントが取り組む生
物多様性の保存と低炭素化
・効果的なマネジメントシステムの
運用
・品質の確保向上に向けて
参加者：135名（発注機関3名）

マネジメントセミナーは、本部の「システム
改善」、「品質向上」、「環境配慮」、
［PFI］、「PM」の5つの専門委員会が担当す
るもので、会員企業が直面するマネジメントの
諸問題を幅広く取り扱うものです。本来会員向
けのものですが発注者各位に関するものもあ
り、協会の取り組みの状況を知って頂く機会と
して発注者各位にもご案内するものです。

マネジメントセミナー受講状況
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◦GIS講習会2014−広島
（ArcGIS初級編・中級編）
本部情報部会ICT普及専門委員会の協力のも
と、GIS講習会を開催しましたので、報告しま
す。
開催日：平成26年8月28日（木）・29日（金）
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ研
修室A
内 容：プログラムの目標：建設コンサルタ
ント技術者として、GISとは何か、
GISでどのようなことができるの
か、実際の操作方法はどうかとい
った、GISの基礎を習得することを
目的とする。
参加者：初級編6名、中級編4名

◦品質セミナー“エラー防止のために”
開催日：平成26年11月5日（水）
場 所：KKRホテル広島
主 催：本部技術委員会
内 容：・セミナーの目的とエラー防止への
対応
・エラーの技術的分析と改善策
（1）道路／トンネル
（2）橋梁
（3）土質・地質
（4）河川構造物
（5）砂防・急傾斜
参加者：94名（うち発注機関4名）
品質セミナーは、協会会員の技術力向上のた
めの努力の一環として例年開催されています。
このセミナーは協会内事業として本来会員向け
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スケジュール（初級編・中級編とも同様）
9：45〜10：00 受付・パソコンセット
10：00〜12：00 講習
12：00〜13：00 昼食・休憩（各自）
13：00〜16：30 講習
16：30〜17：00 まとめ、その他の紹介など
参加者は少なかったですが、実施したアンケ
ートの「今後のGIS講習の必要性」に対して過
半数の方が「必要」と回答していますので、今
後とも講習会を継続したいと思います。

のものですが、品質に対する発注者の問題意識
が高いなか、発注者各位にもご案内して協会の
努力の一端を紹介し、発注者の行動もエラー防
止に大きな影響を持つことを認識して頂く機会
でもあります。

技術部会宮川副部会長の開催挨拶

◦社会資本維持管理に関する講習会
技術部会長

永

田

裕

司

1．はじめに
平成26年4月国土交通省の社会資本整備審議
会 道路分科会より「道路の老朽化対策の本格
実施に関する提言」が出され、関連自治体、道
路管理者に大きな反響を呼んでいるところで
す。また、建設コンサルタンツ協会に於きまし
ても、社会資本維持管理対策検討推進本部を設
置し、インフラ老朽化問題に対する協会として
の在り方について検討を行っている状況です。
そこで、中国地方整備局と広島県の方からイン
フラ老朽化対策に関する最近の話題や取り組み
について、また、協会本部からは現在のWG活
動状況やインフラの老朽化対策における建設コ
ンサルタンツの果たすべき役割についてお話し
いただく講習会を開催しました。
日 時：平成26年11月11日（火）
場 所：KKRホテル広島 1F孔雀の間
主 催：（一社）建設コンサルタンツ協会中
国支部
参加者：97名

小田支部長の開催挨拶

【プログラム】
開催挨拶
13：30〜13：40
14：40〜14：40
「橋梁の維持管理におけ
			
る昨今の話題」
講師：中国地方整備局
道路部 道路保全企画官
大久保雅憲
「広島県のインフラ老朽
14：40〜15：40
			
化対策について」
講師：広島県 土木部 技術企画課長
吉田 晋司
15：40〜15：50
休 憩
「社会資本維持管理に関
15：50〜16：50
			
する建設コンサルタンツ
			
協会の取組み」
講師：建設コンサルタンツ協会
社会資本維持管理対策検討推進本部
維持管理対策特別WG長
西谷 正司
16：50〜17：00 開催挨拶
2．講習会概要
中国地方整備局の大久保様から、橋梁保全を
取り巻く最近の動向、点検に係る法体系、中国
地方整備局の長寿命化への取り組み状況につい
て、広島県の吉田様からは、「ひろしま未来チ

受講状況
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ャレンジビジョン」が目指す県土の将来像を実
現するための社会資本未来プラン、アセットマ
ネジメントを活用した維持管理の取組み、主要
な公共土木施設の修繕方針、インフラ老朽化対
策推進事業についてご講演いただきました。ま
た、協会本部の西谷様からは社会資本メンテナ
ンスに係る国の動向、協会の維持管理対策特別
WGの活動内容、今後の建設コンサルタントの目
指すべき方向についてご紹介いただきました。

3．おわりに
社会資本維持管理に関する様々な施策がスピ
ード感を持って動いている中、我々が果たすべ
き役割、目指すべき方向を考える上で、タイム
リーで意義深い講習会でした。今後は、協会本
部との連携のもと、支部会員の皆様のご意見を
頂きながら、持続的かつ適切な維持管理の実施
に向けた新たなサービス領域を創造して行くた
めの仕組みづくり等についても調査検討してま
いりたいと思いますので、ご協力よろしくお願
いいたします。

◦ICT普及セミナー 2014
本部情報部会ICT普及専門委員会の協力のも
と、CIMの動向と関連情報講習会を開催しまし
たので、報告します。
日 時：平成26年11月26日（水）13：30〜17：00
場 所：KKRホテル広島
内 容：「CIM」（コンストラクション・イ
ンフォメーション・モデリング）
の話題をテーマにした構成を準備
し、関連する周辺技術の紹介や活
用法等の紹介
参加者：19名

スケジュール：
第1部 CIMを取り巻く関連情報等
（13：35〜14：35）
第2部 CIMの最新動向と技術
（14：45〜15：45）
第3部 OCFの活動、OpenCIMForumの紹介
（16：00〜17：00）
質疑応答（17：00〜17：10）

アンケート結果：
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◦情報セキュリティ講習会
開催日：平成26年12月2日（火）
場 所：ホテル広島ガーデンパレス
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：
（1）開会挨拶
−情報セキュリティ専門委員会の活動紹介−
（2）建設コンサルタント業界の情報セキュリ
ティ対策状況
−会員アンケートの結果から見る業界の現状−
（3）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−
（4）最近の情報セキュリティ・インシデント
事例
−事故や脆弱性の事例から日常の対策を
考える−
（5）質疑応答
参加者：22名

情報セキュリティ講習会

趣 旨：
本講習会は、会員各社に情報セキュリティ
対策およびマネージメントシステムに関する
情報を提供することを目的として開催した。
今回は、アンケートの分析結果の解説や、新
しい技術の紹介とその正しい運用方法など、
3つの講習内容を用意し、各専門委員から会
員へ説明した。
（2）では、過去3回実施した「情報セキ
ュリティ対策の状況調査」のアンケート結果
から、JCCAの現状と経年による対策状況の
変化をについて解説した。また同業種に比べ
ポイントの差が大きかった項目について、参
考となる文献やWebサイトを紹介し、対策
強化を促した。
（3）では、コンピュータウィルスやサイ
バー攻撃といった、情報セキュリティ上の脅
威とその対策について説明した。また近年導
入企業が増えている、スマートフォンや無線
LAN技術の利用方法、および注意すべき点
について紹介した。
（4）では、Googleグループでの情報漏洩
や教育関係企業の個人情報流出といった、近
年発生した情報セキュリティ・インシデント
の事例を紹介し、その原因と対策について説
明した。

情報セキュリティ講習会
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現場見学会に参加して

株式会社ウエスコ 島根支社
技術部上水道課 田 中 健太郎

H26年12月16日、まさに山陰の冬といった寒風

次に、原発の防波壁を見学した。島根原発の防

吹きすさぶなか、
（一社）建設コンサルタンツ協会

波壁は人工リーフを用いた構造になっており、土木

中国支部が主催する現場見学会に参加した。見学

学会賞を受賞している。しかし、受賞後、震災の影

した現場は中国電力島根原子力発電所であり、日

響を受け、防波壁が海抜15mになるよう追加工事

本で唯一、県庁所在地に立地する原子力発電所で

を行っている。

ある。なお、1号機については国産第1号の原発とし
て昭和49年3月に営業運転を開始している。

次に、今回の見学会の肝である稼動前の3号機
原子炉建屋内を見学した。コントロール室、タービ

まず、現在我が国において原子力発電は政治問

ン、原子炉の3箇所を主に見て回った。とくに重大

題となっているが、ここでは、技術的なことについ

事故が起きたときの原子炉格納容器の破損を防止

てだけ述べる。くわえて、原発敷地内については、

するための機構について説明を受けた。さらに、

機密となっており写真撮影は禁止であったため、

敷地内には代替電源や、代替注水機能など重大事

支障がないところで感想を述べたいと思う。

故が起きたときに、迅速に対応ができるよう対策

松江駅よりバスに乗車し、島根原子力館に向か

が施されていることも、あわせて説明を受けた。

った。到着したのち職員の皆様から、施設の説明

最後に、今回の見学会でとても貴重な体験がで

を1時間ほど受けた。説明の内容は福島第1原発事

きたと思う。また、原発が機械、電気、電子、建築、

故の教訓、事故を受けて策定された新規制基準、

土木、情報など日本の科学技術の粋を集めた施設

それに伴う島根原発の安全対策の取り組みについ

であるということを再認識できた。なお、3号機の

てであった。最後に説明を要約したDVDを観た。

見学は発電所が稼動するまでしかできないようで

DVDを観た後は、厳しいIDチェックを受け、バス

ある。実際に肌で感じることでしか理解できない

に乗り原発敷地内へと移動した。移動中、敷地内

ものが多々あるので、ぜひ機会があれば原発の見

の造成の仕方について、山を崩しその隣の谷を、

学会に参加して頂きたい。

盛土で平場にしたということについて簡単に説明
を受けた。
最初に、完成したばかりの免震重要棟を見学し
た。免震重要棟とは震災などの災害が起きたとき
に対策本部とする建物である。この建屋は、免震
装置として滑り支承を用いていた。また、免震重
要棟への放射線を遮るためのコンクリート製の壁
が設置してあった。
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原子力館入り口

集合写真

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Ⅱ研修

実施日
26.7.15（火）

派

遣

講

石田友英・矢木一光
（復建調査設計㈱）

②広島県
研

修

名

実施日
26.8.7（木）
〜8.8（金）

中級Ⅱ講座

派

遣

講

山崎孝・大下茂・橋本佳典・真鍋孝志
中井真司・木原智晴（復建調査設計㈱）

③広島市
研

修

名

実施日

派

遣

講

道路設計

26.7.27（水）

木原智晴・平岡敦彦（復建調査設計㈱）

構造物設計

26.9.11（木）
9.17（水）

山本浩一（復建調査設計㈱）
山本浩一（復建調査設計㈱）

構造物安全について

26.9.24.（水）

真鍋孝志（復建調査設計㈱）

④岡山県
研

修

名

実施日

派

遣

講

コンクリート構造物の維持管
理について

26.10.2（木） 永田裕司・松浦寛司・宮原 哲
〜10.3（金） 海野達夫（㈱エイト日本技術開発）

委託成果品の検収について

26.11.13（木）

澤 嗣郎・金田博志
（㈱エイト日本技術開発）

⑤広島高速道路公社
研

修

名

橋梁設計概論
トンネル設計・管理

実施日
26.11.18（火）
27.1.26（月）

派
高

遣

講

龍・村上陽子（新日本技研㈱）

高根 勤・片山 武
（㈱オリエンタルコンサルタンツ中国支店）
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河川委員会の活動報告
◦河川委員会の開催
第1回河川委員会
開 催 日：平成26年5月14日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：平成26年度活動方針について
「川の魅力発見」の作業
第2回河川委員会
開 催 日：平成26年6月11日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：河川講演会の開催について
中国地方整備局との意見交換会に
ついて
「川の魅力発見」の作業
第3回河川委員会
開 催 日：平成26年7月9日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：技術部会・委員長合同会議の結果
報告について
「川の魅力発見」の作業
第4回河川委員会
開 催 日：平成26年12月10日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：「川の魅力発見」の作業
次年度の実施方針について
◦クリーン太田川参加
日 時 平成26年7月20日（日）
場 所 太田川右岸（三滝橋〜新己斐橋）
内 容 太田川河川一斉清掃参加
参加者 河川委員会 会員7名

清掃実施状況
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河川清掃を終えた河川委員会メンバー

◦河川講演会
開 催 日：平成26年11月12日（水）
開催場所：中国技術事務所
主
催：中国地方整備局
共
催：中国支部河川委員会
内
容：矢部川堤防決壊の教訓と今後の治
水対策のあり方
講
師：九州工業大学大学院 教授
秋山壽一郎先生
参 加 者：20名（建設コンサルタンツ）

河川講演会

◦中国地方河川技術交流会 打合せ
開 催 日：平成26年5月29日（木）
開催場所：中国地方整備局
内
容：講演会等の共催内容について
川マップの広報について
その他
参 加 者：局側（綱川調査官、後藤専門官、
山下係長）
建コン側（俵事務局長、大森委員
長、吉村副委員長、松井副委員
長）

道路委員会の活動報告
◦道路委員会の開催
回

開

催

日

内

容

1

26.6.4（木） ・平成26年度の活動について

2

26.7.2（水） ・修正設計の責任の明確化に関して
・今年度の活動テーマについて

3

26.8.6（水） ・修正設計の責任の明確化に関して
・活動テーマの絞り込み

4

26.9.3（水） ・修正設計の責任の明確化に関するカルテ様式の提出
・活動テーマの決定
「道路の耐久性、維持修繕に係わる調査研究」

5

26.10.1（水） ・「道路の耐久性、維持修繕に係わる調査研究」に関する盛土点検個所の
各社抽出

6

26.11.5（水） ・盛土点検カルテ（案）の検討

7

26.12.3（水） ・盛土点検カルテの決定。各社継続点検
・次年度活動テーマの各社提案

◦修正設計における責任の明確
道路委員長

石

田

友

英

1．経 緯
建設コンサルタンツ協会中国支部では毎年、
国土交通省中国地方整備局と「要望と提案に関
する勉強会」を実施しておりこれまでも、「修
正設計における責任の明確化」と「ノー残業デ
イの取り組み」等に関して協議を実施してい
る。
一昨年の勉強会においていわゆる「なんでも
業務」に関する瑕疵責任に関し各コンサルタン
トから責任の所在を明確にするシステムを作る
べきとの要望が多数出ている。これを受け、平
成25年度勉強会においては、「修正設計にお
ける責任の明確化」に関し国土交通省と2回協
議を実施している。

2．平成26年度における道路委員会での活動
平成25年度の協議を引継ぎ、平成26年度道路委
員会において3回の検討会を実施し、下記の取決め
及び修正カルテ（案）を整備局へ提出している。
①過去の業務経緯を整理した業務履歴管理表を
作成、最終納品時に提出する。
②修正内容を記載した業務修正カルテを作成、
最終納品時に提出する。
③図面のタイトル枠内における会社名は修正し
た図面のみ変更する。
なお、①と②については特記仕様書に
「業務履歴管理表、業務修正カルテを作成し
て最終納品時に提出すること」及び「業務履歴
管理表、業務修正カルテを作成する費用の歩掛
かり提出すること」を記載を依頼している。
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構造委員会の活動報告
◦構造委員会の開催
回

開

催

日

内

容

1

26.6.13（金） ・分科会活動について

2

26.9.12（金） ・PC建協とのPC技術講習会、分科会活動について

3

27.1.9（金） ・前期分科会活動報告と今期分科会活動テーマ抽出

◦平成26年度「PC技術講習会」
開催日：平成26年10月30日（木）
場 所：広島ガーデンパレス
主 催：（一社）プレストレスト・コンクリート
建設業協会
（一社）建設コンサルタンツ協会
中国支部
講習会の内容：
（1）開会挨拶
（2）PC橋の耐久性構造技術（解析事例と新
技術情報）
（3）PC技術の変遷と復元設計（補習設計と
留意点等）
（4）PC橋の補修・補強技術（一般事例等）
（5）PC橋の補修・補強技術（特殊事例等）
（6）質疑応答
（7）閉会挨拶
参加者：74名
本講習会は、建設コンサルタントにおける
PCの新技術と最新の動向を理解し、設計・保
全業務に活かすことを主目的として毎年開催さ
れている。
建設コンサルタントが習得したい技術や情報
については、事前にプレストレスト・コンクリ
ート建設業協会と意見交換を重ね、講習会のテ
ーマを決定した。
PC橋の耐久性構造技術では、初期ひび割れ
抑制対策としての温度解析事例、高耐久・長寿
命化につながる施工時の工夫等について説明さ
れた。

PC技術の変遷と復元設計では、PC桁の特徴
や補修設計時の留意点について説明された。
PC橋の補修・補強技術では、一般事例とし
て従来の補修、補強、予防対策および部材の更
新、最近の施工事例の紹介があった。特殊事例
としてゲルバー部の対策や橋梁点検ロボットに
よる調査手法などの紹介があった。
建設コンサルタントとして、PC橋に関する
正しい知識、最新の技術動向を習得し、施工や
維持管理に配慮した高度な技術提供ができるよ
うに取り組むことが必要である。

PC技術講習会

宮川技術副部会長の挨拶
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港湾委員会の活動報告
◦第1回港湾委員会：平成26年7月11日（木）
場 所：株式会社エイト日本技術開発広島支
店会議室
内 容：平成26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 設計に用いる地震動の概
要について
◦第2回港湾委員会：平成26年9月11日（木）
場 所：株式会社エイト日本技術開発広島支
店会議室
内 容：広島県漁港マニュアル勉強会（設計
諸元）

◦港湾技術交流会：平成26年11月27日（木）
場
所：東区民文化センター会議室
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：ジェットポンプ式サンドバイパス
工法
五洋建設㈱技術研究所
片山 裕之様
プレミックス船工法
東亜建設工業㈱技術研究開発
センター
御手洗 義夫様
工事騒音の広域監視システム
TOSMOの開発と適用
東洋建設㈱総合技術研究所美
浦研究所
山本 耕三様
津波越流に対する防波堤港内側
マウンド被覆材の検討
不動テトラ㈱ブロック環境事
業本部関西技術部
木下 勝尊様

◦第3回港湾委員会：平成26年10月16日（木）
場 所：株式会社エイト日本技術開発広島支
店会議室
内 容：広島県漁港マニュアル勉強会（外郭
施設、係留施設）
◦第4回港湾委員会：平成26年11月27日（木）
場 所：東区民文化センター会議室
内 容：広島県漁港マニュアル勉強会（その
他の漁港施設）
引き波時の上載荷重、負圧の考え方
について討議
平成26年度幹事の確認、活動テー
マ候補、現地見学会について

インコテスト非接触型渦流探傷
装置による港湾鋼構造物の肉厚
測定
若築建設㈱技術設計部
森 晴夫様

港湾技術交流会講演状況

港湾委員会討議状況
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防災委員会の活動報告
◦防災委員会の開催
回

開

催

日

内

容

・話題提供 社会インフラ老朽化に対する安全・安心に向けた最近の取
り組み他1演題
・平成26年度の活動計画（防災教育、講演会、見学会、Q＆A）

1

26.5.9（金）

2

・話題提供 津波到達時間の差異が避難支援に及ぼす影響に関する
考察他1演題
26.11.28（金） ・被災地での防災マップ作成支援について
・平成26年度の活動について（防災教育、土砂災害Q＆A、防災見学
会、防災講演会）

◦防災教育（社会貢献活動）
廿日市立平良小学校
開催日：平成26年5月30日（金）
場 所：廿日市文化ホール
対 象：小学5年生 105名
内 容：ハザードマップ作成

古市公民館
開催日：平成26年9月11日（木）
場 所：広島市安佐南区古市公民館
対 象：ふるいちねんりん大学 83名
内 容：8.20広島土砂災害の実態、土砂災害
の概要、警戒・避難について
地域独自のハザードマップ作成事例紹介

防災教育（廿日市市立平良小学校）
作成したハザードマップの説明

二葉公民館
開催日：平成26年7月25日（金）
場 所：広島市東区二葉公民館
対 象：尾長女性学級 18名
内 容：土砂災害の概要、ハザードマップ作
成、警戒避難

防災教育（安佐南区古市公民館）
8.20広島災害の概要報告

東広島市東西条地区自治協議会 鴨ケ池団地
自主防災会防災訓練 講演会
開催日：平成26年9月29日（月）
場 所：東広島市鴨ケ池集会所
対 象：鴨ケ池団地自治防災会 80名
内 容：8.20広島豪雨災害を教訓とした防災
講演会
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安東公民館
開催日：平成26年12月17日（水）
場 所：広島市安佐南区安東公民館
対 象：いきいき長寿大学 18名
内 容：8.20広島土砂災害の実態、土砂災害
の概要、ハザードマップ作成、警
戒避難
◦防災講演会（社会貢献活動）
第1会防災講演会
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）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6月11日（水） 13：30
〜16：45（195分）
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ
参加者：115名
内 容：みんなで考える防災対策・災害復
興支援活動
講演①「復興まちづくり支援機構
の活動について」
災害復興まちづくり支援機構
代表委員 山口 豊

防災講演会
パネルディスカッション
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さくら苑
開催日：平成27年1月24日（土）
場 所：広島市西区草津「さくら苑」
対 象：母子生活支援施設さくら苑
（小2〜中2）11名
内 容：みんなで考えよう土砂災害・地震災害

パネリストによる話題提供とパネ
ルディスカッション
話題提供①「広島県災害復興支援
士業連絡会の活動について」
広島弁護士会
今田健太郎（弁護士）
話題提供②「中国地方防災研究会
活動報告」
広島工業大学工学部教授
岩井 哲
話題提供③「東西条地区住民自治
協議会による防災マップ作成作
業」
建設コンサルタンツ協会中国支部
防災委員会 青原啓詞
話題提供④「日本技術士会中国本
部防災委員会活動報告」
日本技術士会中国本部
防災委員会 古川 智

防災講演会
パネルディスカッションでの説明

地域計画委員会の活動報告
◦地域計画委員会の開催
回

開

催

日

内

容

1

26.4.30（木）

・平成26年度の活動について
・地域計画委員会と道路委員会の所属について
・昨年度の活動について

2

26.5.28（水）

・平成26年度の活動について

3

26.6.25（水）

・移動手段の調査について
・他団体のまちづくり関係の活動状況について

4

26.7.23（水）

・まちづくり活動の担当について

5

26.8.27（水）

・まちづくり活動について

6

26.9.24（水）

・まちづくりフォーラムへ向けての分担活動について

7

26.10.22（水） ・まちトーク2014in広島開催について

◦まちトーク2014in広島（社会貢献活動）
地域計画委員会主催の「まちトーク2014in広
島」を開催しましたので、報告します。
開催日：平成26年11月22日（土）
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ研
修室B
内 容：広島市中心部における移動手段（電
車・バス・自転車・徒歩）につい
て「やさしいまち」のあり方につ
いて参加者と一緒に議論し、見識
を深める。
参加者：65名
スケジュール：
開会
第一部「移動手段のやさしさくら
べ」
発表：建設コンサルタンツ協会中国
支部
第二部 パネルディスカッション
パネリスト
今川 朱美（広島工業大学）
東海 右佐衛門直柄（中国新聞）

西川 雅己（広島県バス協会）
長谷山 弘志（ひろしま輪輪プロジェクト）
コーディネーター
森島 誠司（建設コンサルタンツ協会）
閉会
アンケート結果：
参加者に対してアンケート調査を行いまし
た。詳しくは、年度報告書において報告させ
ていただきます。
【全体を通しての感想】
非常に良かった
31％
良かった
56％
普通
8％
悪かった
5％
非常に悪かった
0％
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平成26年度親睦活動
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8月20日の広島市北部豪雨災害によ
る、日程延長がありましたが、11月15日にフ

ットサル大会、20日にゴルフ大会、12月5日に
ボーリング大会を開催しました。業界の景況も
上向いており、参加者も増加しました。ありが
とうございました。

■ 第50回ゴルフ大会

個人戦は中電技術コンサルタントの田邉さんが優勝。
準優勝は荒谷建設コンサルタントの新谷さん。
団体戦は、西村さん（建設環境）中村さん（荒谷）
和田さん（エイト日技）宮川さん（復建調査設計）チームが制覇！
平成26年11月20日（木）に第50回の親睦ゴ
ルフ大会を開催しました。舞台となったのは昨
年に引き続き広島の名門“賀茂カントリークラ
ブ”。
参加者は4組16名と前回と同じでした。バン
カーに悩まされながらも、好天に恵まれ親睦を
深めました。ハンディはダブルペリアで個人優

勝は、中電技術コンサルタントの田邉さん。グ
ロス95ネット72.2。準優勝は0.2点差で荒谷建
設コンサルタントの新谷さん。3位は建設環境
の西村さん。ベスグロでした。
惜しくも入賞できなかった皆さん、次回頑張
りましよう。

〈個人戦〉
順位

氏名
（会社名）

OUT

IN

G

HD

NET

優勝

田

邉

英

章（中電技術CT）

46

49

95

22.8

72.2

2位

新

谷

保

則（荒谷建設CT）

45

49

94

21.6

72.4

3位

西

村

洋

人（建設環境）

43

45

88

13.2

74.8

〈団体戦〉
順位
優勝

２位
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メンバー（会社名）

平均スコア

西

村

洋

人（建設環境研究所）

中

村

慈

孝（荒谷建設CT）

和

田

信

平（エイト日本技術）

宮

川

一

始（復建調査設計）

田

邉

英

章（中電技術CT）

林

栄

一（荒谷建設CT）

為

藤

聡（基礎地盤CT）

安

隆

男（陸地CT）

田

78.2

78.6

《ゴルフ大会優勝者の声》
田邉 英章さん
中電技術コンサルタント㈱
広島支社 常任顧問
（平成24年3月広島県職員を退職）
年 齢：62歳
出身地：庄原市
趣 味：ゴルフ
特 技：特になし
①ゴルフ歴：40 年
ゴルフを始めたのは、22歳の頃、春から秋
までは軟式野球をやり、冬場のオフにゴルフの
打ち放し場で練習をしておりました。職場の先
輩に誘われて三次カントリークラブでコースに
出たのが最初でその時は、打数が数えられない
ほど打ったのを記憶しております。それから月
1回程度やっておりましたがスコアーは、100
を切るのに5年位かかりました。
その後、平成18年に広島中央ゴルフクラブ
のメンバーになり、その年シングルを目指して
打ち込んでハンディ8となり、クラブのキャプ
テン杯で優勝したのがいい思い出です。
最近は、腰痛により飛距離が落ちスコア100
程度となりスコアーメイクに苦労している状況
であります。

②ゴルフがうまくなるには
私は、厳しく鍛えてもらえる良き先輩がおら
れ、常にゴルフゲームを行い、スコアに加えて
オリンピック・エイズ（OB・スリーパット・
バンカーに入る・木に当たる等罰点となる。）
を行い、負けると大変なことになるため、緊張
感を持ってプレシャーに耐えて、1打1打真剣
に取り組むよう一生懸命練習しました。
ゲームをすればレジャーでなくスポーツとし
て取り組むようになり強くなると思っておりま
す。
又、1度でも一生懸命練習して打ち込んだ時
期を作ればスイングを体で覚えるようになれば
大たたきをしなくなると思っております。
③今回の勝因
本当に良いメンバー（林栄一様・安田隆男
様・為藤聡様）に恵まれ楽しく気持ちよくプレ
ィさせて頂いたお蔭で感謝しております。
又、腰痛で7月から3か月ゴルフが出来なか
った状況で技量力量不足で大叩きしたホールが
たまたま隠しホールとなりハンディに恵まれて
優勝させて頂きありがとうございました。

左は小田中国支部長、右は中村厚生部会長
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④私にとってのゴルフ
ゴルフを長年したことによって、先輩・同
僚・後輩と幅広い人脈ができ交流や親睦を図る
ことが出来たことに感謝しております。
特に、1日中一緒に過ごすことで、ゴルフ以
外でも意見交換によって情報収集や人生勉強が
でき、今日があるのもゴルフのお蔭であると思
っております。
今後、最低でも70歳まではゴルフが楽しめ
るよう健康管理をして頑張って参りたいと思っ
ておりますので、今後ともよろしくお願いいた
します。
最後に（一社）建設コンサルタント協会中国
支部の会員の皆様のいっそうのご活躍と親睦ゴ
ルフ大会の益々の発展を祈念いたします。幹事
をして頂いた厚生委員の皆様誠に有難うござい
ました。
★データは語る
今回

前回

前々回

50回

49回

48回

参加人数

16

16

20

平均点

102.8

101.3

98.8

標準偏差

12.3

11.6

10.7

区
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■ 第49回ボーリング大会

団体戦はウエスコチームが栄冠に輝き、
前回の雪辱を果たす！
個人戦は、男子、復建の高田浩行さん、
女子は長大の藤田奈々さんが優勝
12月5日に第49回ボーリング大会を開催しま
した。広島市北部豪雨災害により2か月遅れの
開催でした。場所はいつもの、広島パークレー
ンです。
今回は17チームと前回より4チーム増え51名
と近年にない盛況でした。

団体優勝を飾ったのは、ウエスコチームでト
ータル1,317点、男子個人戦は、復建の高田さ
んが503点、女子は長大の藤田さんが393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

ウエスコ（平田、長尾、藤井）

436

447

434

1,317

0

1,317

２位

新日本技研2（川平、神崎、赤松）

407

430

395

1,232

45

1,277

３位

国際航業（和田、斎藤、中村）

412

400

430

1,242

0

1,242

個人戦入賞者（男子）
順位

氏

名

優勝

高田

浩行

2位

安田

3位

土井

会

社

名

1G

2G

3G

スクラッチ

HD

計

復建調査設計

147

196

160

503

－

503

隆男

陸

地

T

187

149

164

500

－

500

薫

い

で

あ

112

220

160

492

－

492

1G

2G

3G

スクラッチ

HD

計

C

個人戦入賞者（女子）
順位

氏

名

会

社

名

優勝

藤田

奈々

長

大

95

164

134

393

45

438

2位

一藤

記子

パ シ フ ィ ッ ク2

118

121

116

355

45

400

3位

神崎千奈美

新 日 本 技 研2

92

102

137

331

45

376
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《団体優勝チームのコメント》
㈱ウエスコ広島支社
平田照人さん、藤井正二さん、長尾晋朗さん
この度、建設コンサルタント協会中国支部ボ
ーリング大会において、団体優勝することがで
き、ありがとうございました。
今回は、年寄り3人組なのでいかに3ゲーム

左から

団体優勝チーム；ウエスコ広島支社
長尾さん、平田さん、藤井さん（右は、中村厚生部会長）

〈個人優勝
復建調査設計 高田 浩行さん
の喜びの声〉
2014年の新入社員として初めて参加させて
いただくと同時に個人優勝もすることができ楽
しい時間を過ごすことができました。個人の成
績表を振り返ってもスペア・ストライクのマー
クばかりで数字表示が少なく、3ゲームの合計
で500超を達成することができ感動しました。
今までの経験上1ゲームだけ調子が良い時はあ
っても、3ゲームのトータルで良い時は少な
く、それだけ一投一投に集中できた結果だと思
っています。これからもチームや周りの期待に
応えることができるように「ここぞ」という場
面では結果を残せるような社会人になりたいと
思います。来年もぜひ参加させて頂き連覇を達
成したいと思います。
建設コンサルタンツ協会中国支部厚生委員の
皆様にはこのような会を開いて頂き感謝してお
ります。ありがとうございました。

102 Vol.43

身体が持つかが一番の鍵で、いろんなところが
痛いなか、なんとか最後まで投げることがで
き、おまけに優勝までいただき、今年一年の締
めが最高のものになりました。
協会の皆様、ゲームに参加の皆様、大変お世
話になりありがとうございました。

男子優勝の高田さん（復建調査設計）

〈女子優勝（株）長大 広島支社 藤田奈々さん
の喜びの声〉
これまで、ボーリング大会に何度も参加させて
いただきましたが、女子個人優勝とは、初の快挙
で大変嬉しく思っております。初めてのターキー、
初めての164という高スコアをマークすることがで
き、初めてづくしのゲームとなり楽しむことができ
ました。これからも機会がありましたら、是非参加
させていただきたいと思っております。
最後になりましたが、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参
加者の皆様、恒例のボーリング大会へ参加させて
いただきましたこと、そして大変素晴らしい賞を
いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

こんなに多くの仲間が集まったよ！仕事も遊び
もがんばるぞ！

女子優勝の藤田さん（長大）

全員で集合写真。仕事も遊びもがんばるぞ！

■ 第6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他チームを圧倒し連覇
中電技術、悲願の初優勝ならず
平成26年11月15日（土）、第6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、8社、14チーム、
160名（内、家族30名）の参加で、楽しくも真
剣な1日を過ごし、コンサルに集う仲間として
の絆を深めました。
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、親睦を目的
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、前回優勝の西日本高速
道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
事連覇を果たしました。おめでとうございまし
た。
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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。

参加チーム&成績
真剣リーグ
チーム名

会

社

予選リーグ

決勝トーナメント

AKC48

㈱荒谷建設コンサルタント

2勝1敗1分

準決勝敗退

い〜じぇっくA

㈱エイト日本技術開発

2勝1敗1分

準決勝敗退

CECわかて

中電技術コンサルタント㈱

2勝2敗

準優勝

NEXCO

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ 2勝1敗1分

優勝

クロ復建

復建調査設計㈱

予選敗退

1勝3敗

親睦リーグ
チーム名

会

社

予選リーグ

D茶屋(株)

荒谷建設コンサルタント

2勝1敗1分

いであとうわ

いであ㈱

2勝1敗1分

い〜じぇっくB

㈱エイト日本技術開発

0勝2敗2分

い〜じぇっくC

㈱エイト日本技術開発

0勝2敗2分

い〜じぇっくD

㈱エイト日本技術開発

1勝2敗1分

アンソニー

㈱計測リサーチコンサルタント

2勝1分

SNGE

新日本技研㈱

1勝2敗1分

CECはいでん

中電技術コンサルタント㈱

4勝0敗

アオ復建

復建調査設計㈱

1勝3敗

入賞チーム・者
第
優
準

優

6

回

勝

NEXCO（西日本高速道路エンジニアリング中国）

勝

CECわかて（中電技術コンサルタント）

チ ー ム 賞

アオ復建（復建調設計）
アンソニー（計測リサーチコンサルタント）
いーじぇっくB（エイト日本技術開発）
いーじぇっくD（エイト日本技術開発）

MVP（男性）

田口

司（西日本高速道路エンジニアリング中国）

MVP（50代）

鷹村

憲司（いであ）

MPV（女性）

林

祐葵（復建調設計㈱）

M

G

P

中本

進（中電技術コンサルタント）

M

G

P

岩見

直美（荒谷建設コンサルタント）

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。
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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
営業本部 営業課 早川 佳宏
私達、チーム「NEXCOエンジ」は前回（第5
回）から参戦させて頂いているチームです。
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」の中でも
前大会同様に有力と思われるメンバーを集めて
参加させて頂きました。メンバーの中には三次
市及び周南市といった遠方からも集まり、チー
ム全員で優勝を目指そうと声掛けをして参加し
ましたが、
実は初対面のメンバーも多く、自己紹介から
始まる少しよそよそしいスタートとなりまし
た。フットサルは連携が重要なスポーツです
が、試合中の声掛けもなく、パスが繋がらない
上、ディフェンスのマークの付き方がバラバラ
で集中力もない。
予選の最終戦を残し、敗退の危機がある中、
作戦会議を開き、試合中の声掛けを徹底し、遠
慮することのないようプレーをするよう働きか

けたところようやく一丸となったように思いま
す。
特に決勝戦では、前回大会でも決勝戦でも戦
った宿敵、チーム《CECわかて》（中電技術コ
ンサルタント）さんです。予選リーグで負けた
こともあり、チームのモチベーションは最高
潮。幸いにも早い時間帯から得点を奪うことが
できたため、ディフェンスも厳しくチェック
（すみません。少しファールが多かったような
気がします。）し、優位に試合運びが出来たよ
うに思います。やはり、何より試合中の声掛け
が一番良く、雰囲気が向上したことが、優勝に
繋がったのではないかと思います。
大会を通じ、個人的に嬉しかったことは二回
目の参加となり、気さくに声を掛けて下さる他
チームの方も多く、親睦を深められたことが非
常に良かったと感じました。
最後になりましたが、このような素敵な大会
を主催していただきました協会の皆様、運営に
関われました関係者の皆様に感謝申し上げま
す。
次回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、今後とも宜しくお願
い致します。

優勝のNEXCOエンジチーム
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〈MVPの喜びの言葉 NEXCOエンジ 田口 司さん〉
今回、初めて建設コンサルタンツ協会のフット
サル大会に参加をさせていただきましたが、優勝す
ることができて、しかも栄えある大会のMVPまで
いただき、自分自身にとって非常に有意義な大会
となりました。
私は今大会では「フィクソ（DF）」というポジシ
ョンをしていて、守備力が必要なのはもちろん、チ
ームの舵取りとして攻撃時のパス回しでのチャン
スメイクと重要なポジションを任されたことで今
回のMVPを受賞できたのではないかと思います。
今後も大会を通じ、親睦を深めながらまたMVPを
もらえるように参加をさせていただこうと思いま
すので、今後とも宜しくお願い致します。

MVPに輝いた、田口司さん
（西日本高速道路エンジニアリング中国）

左から50代MVPの鷹村さん（いであ）女性MVPの林さん（復建調査設計）女性MGPの岩見さん（荒谷建設CT） 男性MGPの中本さん（中電技術CT）

◆ご案内（建設コンサルタントリーグへのお誘い）
建設コンサルタントリーグ
「サッカーを楽しもう!!」を合言葉に、建設コンサルタントリーグ（11人サッカー）を行ってい
ます。これは今回の建設コンサルタンツ協会中国支部とは別に、独自に運営しているものです。
現在の参加チームは5チーム（5会社）で、毎年4月から12月をリーグ期間とし、年間各チーム8
試合を運営・プレイしています。
自主運営ですので会費や試合会場の確保などの運営にご協力いただくこともありますが、月一回
程度（土曜日）であり、30分ハーフ、交代自由など参加しやすい環境ですので、今回を機会にぜ
ひご参加ください。参加したい！興味がある！詳細を知りたい！というチームがあればぜひご連
絡ください。
（試合以外にも飲み会などを企画し、他社との交流の機会にもなっています。）

◦連絡先

建設コンサルタントリーグ

事務局

復建調査設計（株）経営管理本部総務人事課
木場 孝一 kiba＠fukken.co.jp
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グループ
活
動

ツーリング同好会
㈱荒谷建設コンサルタント
地盤調査部 稲村 啓志
私が所属しているツーリング同好会は、日々

うな初心者ライダーは、山間路での減速の調整

の生活で通勤等に使用しているオートバイに乗

（感覚的なもの）と、バイクの操作がちくはぐ

って、初夏の海辺を走ったり、残暑が抜けた初

になり、不自然なコーナリングになりがちで

秋の山間地を走ったりしながら、目的地のご当

す。また「バイクは目線で走らせる乗り物」な

地グルメを食べたり、メニューを決めて「おい

のですが、初心者の私はコーナーの外側の側溝

しいうどんを食べに行く！」といった活動をし

や電柱が気になって目線がそちらに向いてしま

ています。

い自然とバイクがその目線の方向に寄っていく

活動日時や集合場所の位置調整から始まり、

ことがあります。そのときは正直少し怖いで

目的地の設定とルート選定やある程度の時間配

す。そんな時に頼りになるのが、前を走るベテ

分、普段の移動では選択しないような、地域の

ランライダーの走りです。コーナーの前できっ

生活道をあえて選定してみるなど、準備の時間

ちり適切な速度まで減速し、安定した姿勢で旋

も楽しみの一つです。

回していく姿は頼もしく、その姿を追うことで

わが社のツーリング同好会は、私のような初

自分もワンランク上のコーナリングができるよ

心者ライダーからライダー歴20年以上のベテ

うになっていくのです。スムーズなコーナリン

ランまでスキルもペースも少しずつ違います

グが決まった時の満足感は格別です！

し、バイクの性能も異なります。ツーリングは

ワインディングロードをひらりひらりと曲が

安全が第一ですが、誰かが遅れたり、はぐれた

りながら走るのは実に気持ちの良いものです。

りするようなことがないように、先頭にはルー

山や海の風景やその場の空気をより感じること

トとペースに気を配れるベテランライダーが、

ができるのもバイクならではです。（季節によ

最後尾にもベテランが全体を見ながら走ること

っては厳しさもありますが…）今後とも、仲間

を基本にしています。オートバイというのは両

と安全で楽しいライディングを楽しんで行きた

手・両足で操作する必要がありますが、私のよ

いと思っています。

同好会発足のきっかけになった宍道湖ツーリング
(宍道湖の夕日をバックに)

浜田市に「お刺身」食べに行ったツーリングでのひとコマです。
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岡山ソフトボールチームの紹介
株式会社ウエスコ
青 盛
聡
1．はじめに
ゴルフ部、釣り部、ジョギング部等、当社の

ムらしくなってきたのではと感じている。怪我

数ある部活動の中で最も活発に活動していると

また、暑い夏のナイターは本当に気持ちが良

自負する岡山ソフトボールチームを紹介する。

く贅沢な気分にさせてくれます。逆に、寒い冬

部員は名簿上約50名を有するが、実質は約
20名で活動し、元高校球児のおじさんから小

人についてはあえて触れずにおきます。

は…、人が集まらない。

学校以来のお兄ちゃん等々で構成される“かる

3．支社対抗戦
日々の活動が発展し、今年は支社対抗戦が実

〜い”チームである。

現した。グループ会社も参戦するなど計7チー

旧野球部を復活させる流れで平成25年度か

ムが出場し、会長、社長をはじめ約100名が参

ら発足し、まだ3年目の活動であるが、ソフト

加する大きなイベントとなった。会長の“代打

ボールぐらいと軽いのりで始めた割に、徐々に

俺”にはみな驚かされたものの、天気にも恵ま

楽しさが増し、20代から50代の各部署の社員

れ大成功に終わっている。

が一緒に汗を流し、仕事を忘れてボールを追い
かけるこのチームに愛着を持ち始めているこの

4．今後の活動目標
チームのユニフォームを作り、そのユニフォー

頃である。

ムを着て、公式試合に出場し、一勝をあげる！

2．活動紹介
さて、活動と言えば、春は花見に始まり、月

なかなかいい目標！部員の協力不可欠です！

に2回程度の練習試合または練習を行い、冬は

5．おわりに
試合でのクリーンヒットの感触が忘れられず

忘年会で終わる。

次の試合が待ち遠しい筆者であるが、最近、対

練習試合は、社員の地元チームや他業種チー
ムと不定期に行い、勝率は徐々にではあるが上
がっており、弱点は守備力であるが何とかチー

平成26年度支社対抗ソフトボール大会
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戦相手がマンネリ化しているので、この場を借
りて“対戦相手募集”します。
〜是非、編集部にご連絡を！〜

集合写真“みなさんいい顔しています”

寄

稿

“我が中国”は生き残れるか
連載第六回／人口のダム
復建調査設計株式会社
企画開発本部技師長 池上 義信
昨年、津々浦々を大きく揺るがせ、国土政
策、地方自治に警告を発した“地方消滅”を、
人口データから可視化させてみよう。人口の
「社会増減」に的を当て、以下、総務省が毎年
行う人口動態調査の、H25.1.1〜12.31の1年間
のデータを用いる。
国土政策の定石では、国土を三大都市圏と地
方圏とに分ける。まず三大都市のデータ。
東京都
71,423人増
名古屋市
4,596人増
8,440人増
大阪市
国内の人口分布では、大都市への移動が止ま
ない。特に東京の、1年で中都市一個分に相当
する7万人という人口吸引力は、驚異的であ
る。わが国が既に人口減少時代（自然減の加
速）であることに照らすと、異常といえよう。
大都市の社会増は、地方圏の社会減が支えて
いるに違いない。地方圏4ブロックの社会増減
データを見よう。都道府県データを単純に足し
た簡便法である。
8,123人減
北海道
東北6県
16,310人減
中国5県
11,236人減
18,153人減
九州7県
地方圏は、せっせせっせと大都市に人口を送
り続け、自分は寂れても大都市を成長させてや
まない存在と化していることがわかる。
「三大都市圏と地方圏」は、共生の関係では
なく、「人口受容と人口供給」という盛衰の関
係に他ならない。進学や就職に向かう「人口供
給」は、富創出の担い手の「贈与」である。し
かし贈与にはやがて限界が来る。大都市と地方
の関係は、勝ち負けから存亡の次元に移行し、
「大都市の延命と“地方消滅”」という国土構

造の歪みを招く。平成版の“国譲り”である。
成長期には、新興国に共通にみられるよう
に、地方から都市への人口（富創出の担い手）
贈与が必要かもしれないが、成長後はパラダイ
ム転換が必要である。人口減の宿命は津々浦々
等しく甘受するのが成熟期のありようである。
つまり地方は縮小しても消滅はしないというパ
ラダイムである。
「東京一極集中」という言い方に集約される
人口フローの偏向性と人口ストックの歪みを何
とか是正し矯正する方法論として、地方消滅論
と同時に国土政策論壇に登場したのが、
〈地方中枢拠点都市を地方圏の人口流出防止
のダムにせよ〉
という人口ダム論である。
地方圏を深読みしよう。
上記の4つの地方圏は、「人口流出のダム」
の期待値が高い札幌、仙台、広島、福岡を擁す
る。4都市が人口動態で社会増になっていれ
ば、「ダム」期待に応えていることになる。総
務省が造語した「地方中枢拠点都市」の名にふ
さわしいことにもなる。
9,898人増
札幌市
仙台市
5,265人増
広島市
963人増
10,447人増
福岡市
全員社会増であり、期待通りダムの役割を果
たしていそうである。4都市の社会増の平均値
は、大阪市と名古屋市のそれと同レベルである
から、相当なダムではある。
4都市のダム機能を相対化するため、それぞ
れのブロックの社会減を、東京海へ流出する総
雨量に見立てて分母とし、4都市の社会増を、
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北海道川、東北川、中国川、九州川の中流で東
京海への流出を食い止めるダム貯留量に見立て
て分子として、4つのダム貯留率を算定してみ
よう。
札幌ダム貯留率 121.8％
仙台ダム貯留率 34.5％
広島ダム貯留率 8.6％
福岡ダム貯留率 57.5％
札幌は、北海道から東京への人口流出を食い
止める大規模ダム、仙台と福岡は中規模ダム、
広島は小規模ダムである。中枢拠点都市に求め
られる人口ダム機能において、4都市（札仙広
福）には実力差が認められる。
国土構造の歪み（東京一極集中）への加担度
で評価すると、中国地方・広島が突出してい
る。北海道・札幌は加担せず、九州・福岡と東
北・仙台は加担に抑制が利いている。
地方圏内の地域構造として浮かび上がる地方
圏内の一極集中は、人口ダム機能を重視する限
りではプラス評価を与えてよいが、「一極の繁
栄と周辺の空洞化」という非共生関係にはマイ
ナス評価を下さざるをえない。
「地方」は一様ではない。社会増を独り占め
して成長を持続する地方中枢拠点都市たる「中
心地方」と、その社会増を見返りなしで贈与し
て寂れるばかりの「周辺地方」との「分化」が
顕著である。これが、人口ダム論の一直線の評
価を牽制する。
“我が中国”に内視鏡を当てよう。
広島ダムに匹敵するダムがある。岡山市と倉
敷市を合体した“岡倉ダム”である。櫟本功広
島大学名誉教授が、経済規模等が広島市と同等
の“仮想中枢拠点都市”に見立てている「岡倉
市」の社会増は1,064人である。
広島ダムの貯留量963人に岡倉ダムの貯留量
1,064人を加えると、2,027人となる。中国5県
の人口流出11,236人に対し、広島・岡倉連合
のダム貯留率は18.0％となるが、小規模ダムに
とどまる。
大中規模人口ダムのない我が中国地方は、東
京への一極集中に加担する州である（マイナス
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評価）。しかし、我が中国地方圏内では、一
極、二極の集中度は弱く、空洞化を抑制する
「多極化」の可能性を秘める（プラス評価）。
ここから、見えてくる我が中国の生きる道
は？
〈地方圏内の多極的なダム創生による、人口ダ
ム機能強化（対全国的課題対応）と、空洞化防
止（圏内課題対応）〉
地方中枢拠点都市のダム（広島ダム、岡倉ダ
ム）の機能強化と、周辺各地のミニダム（堰）
の創出によって、多極の地域構造を造る！ こ
れこそ、「地方創生」ではないか！
我が中国圏内の地方創生ミニダム（堰）を探
してみよう。
中国地方の市町村でH25.1.1〜12.31の1年間
で社会増を示しているのは、13を数える（社
会増が一桁に留まる市町村は省く）。
（鳥取県） 無し
（島根県） 出雲市319人、
隠岐郡海士町64人
（岡山市） 総社市154人、高梁市51人、
久米南町19人
（広島県） 大竹市70人、北広島町48人、
大崎上島町23人
（山口県） 防府市318人、下松市173人、
山口市137人、光市71人、
周防大島町23人
県都である鳥取市や松江市、副都である福山
市や呉市や下関市が社会減を呈する中で、13
の市町の健闘は逞しい限りである。出雲や隠岐
は、「移住策」効果が注目されている。
自然減という苦境にもめげずミニダム（地方
創生ダム）を多極化させる、“我が中国”の秘
めたる力を嗅ぎ取りたい。

第5次太田川遡上行

その1
中電技術コンサルタント株式会社
CEC川紀行同志会

中電技術コンサルタント株式会社（以下、
CEC）は、昭和40（1965）年7月の創立であ
り、平成27（2015）年に50周年を迎える。今
にしてみれば、20年ばかり昔の創立30周年時
は、建設コンサルタント業の経営状況は絶頂期
にあり、社員の間には30周年記念事業を盛大
にとの思いがあった。しかしながら時の経営層
の判断により、資料が散逸せず残り記憶も確か
な内に初期の歴史資料をまとめておくとの主旨
で、三十年史が編纂された以外は、大した事業
もされなかった。経営層はともかく、創業来、
あるいは社会人としてのスタートをCECで切り
勤務を続けている多くの社員にとっては、残念
な思いがあった。
そこで、当時河川及び発電水力土木の計画・
設計を主に行なっていたグループの中堅・若手
技術者達が、“河川のCEC”として俺達に相応
しい俺達なりの30周年記念事業をやろうとし
て実施したのが、“勝手に30周年記念事業
「太田川遡上行」”だった。
その時の趣意書は以下のとおりであり、若さ
故の思い込み（気持ちの高ぶり）もあるが、そ
の趣旨は未だ新鮮である。
今何故太田川遡上行か
西中国山地吉和冠山に源を発し、広島県西部
を貫流して広島市で瀬戸内海に注ぐ一級河川太
田川は、我が街広島の地を造り、生活に産業に
生命の水を恵み続ける母なる川である。
流路延長103km、流域面積1,700km2、基本
高水流量12,000m3/S（玖村地点）と、全国の
一級河川の中では中規模ではあるが、古くは山
海の産物の運搬や鮎やサツキマスを代表とする
漁労の場として、近代では一大電源地帯として
開発が進むと共に県西部の生活・産業用水源と
なる等、地域に密着した川である。近年は、河

口（下流）域を中心に先駆的な河川環境整備が
なされ、市民生活に多くの憩いの場が創出され
てもいる。
一方で太田川は、CECの発足母体である中国
電力もしくはその前身の諸団体により、比較的
早くから水力発電の開発がなされ、当社でそう
した分野の業務を担当する水工部にとってはと
りわけ縁の深い川である。諸先輩が汗水垂ら
し、あるいは我々自身が苦心して造りあげた作
品が、河川構造物や発電施設のみならず、沿川
に数多く散在している。
建設事業遂行における分業が進み、我々の主
な役割が計画・設計であり、我々に物造りの感
動が乏しくなっているのが実情である。それ
故、故郷を災害から守り、産業を育て生活を地
域を国を豊かにする役割の重要な一端を我々は
担っている、という感慨が生まれにくい。手際
良く目前の業務を処理する事だけが、我々建設
技術者の役割ではないはずであり、ましてやそ
れを志した動機でもないはずである。今の我々
に欠けるのが、自分が検討した成果が、どの様
に形となりどの様に喜ばれあるいは害をしてい
るか、が判りにくい事にあると思われる。
そうした時太田川は、CECの河川技術者にと
って格好の教材であり、河口から源流までを河
川沿いに歩いて遡り、随所に存在するCECの作
品や河川の諸相を題材に、ベテランと若手の技
術者で現地でのディスカッションを重ねる事を
企てたのである。
準備と計画
全行程＝103km＋冠山山中の渓流を、あま
り足に自信のない多人数が歩こうとすれば、そ
れなりの準備が必須である。従って、建設省太
田川工事（事）や中国技術（事）等で資料収集
を行ない、休日を利用して、河口部を自転車
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で、下流から中・上流を自動車で、源流部を徒
歩で、計4日かけて事前調査し、基本計画を次
のとおりとして遡上を開始した。
（1）この企画の狙いを次の2点に置く。
・生きた河川を知りそのあるべき姿を考え、
自ら成長する技術者となる
・諸先輩及び自分達の成果を観て、触れて、
現地で話を聞いて、今後の技術者としての
あり方を考える
（2）20km/日の徒歩を目途に、全行程100km
を5〜6回で毎月1回第2土曜日に遡上。
（3）遡上は太田川沿いの道路を利用するが、
見る価値の高い施設がある側、CECの成果品
のある側、通常自動車で通らない側を優先す
る。
（4）川の自然の状況を知る事が大事な目的の
ひとつであり、原則として雨天決行とする。
このいわば第1次太田川遡上行は、平成7
（1995）年7月開始で終盤雪に見まわれ翌年5
月に源流到達となったが、その活動報告の最後
は次のように結ばれている。
『40周年そして50周年時には、出来れば今
回参加の若者の企画で第2、第3の太田川遡上
行がなされ、老いた我々も遅ればせながら邪魔
にならないように、ついて行きたいものであ
る。』
その後、この第1次遡上行の成功を受けて、
若手技術者と好き者の中堅技術者を中心に創立
40周年の、“勝手に40周年記念事業「第4次太
田川遡上行」”まで、10年間で4回の遡上行が
実施されている。
そしてその、4次遡上行の活動報告の結び
が、『CEC50周年が祝われる時にもう一度太
田川を歩き、この企ての成果を判断したいと思
う。』とあり、今回、勝手に50周年記念事業
として、太田川遡上行活動の生き残りの川紀行
同志会で、第5次太田川遡上行を企てたもので
ある。
－平和公園を出発、可部へ（6月21日）－
かつては“七つ川の瀬”と広島音頭にも歌わ
れた太田川の河口は、現在は六つの川で広島湾
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に注いでいる。西から、太田川放水路（太田
ほんかわ
川）・天満川・本川（旧太田川）・元安川・京
えんこう
橋川・猿 猴川、である。太田川を遡上するに
は、出発はやはり本川であるべきで元安川の分
岐点である平和公園が広島としても相応しいと
考え、19年前の第1次及び9年前の4次遡上行で
ここを出発点としたが（2次は天満川河口付近
の当社計画・設計の観音マリーナ、3次は「さ
らば可部線」としてJR広島駅＝猿猴川）、今回
もやはり出発は平和公園原爆慰霊碑前とした。
広島という街は、太田川扇状地を長年月にわ
たり埋め立て現在の形が出来上がったものであ
り、平和公園あたりもかつての海であるが、こ
の地より下流の太田川（本川他各派川）は基本
的には埋立水路であり、河川としての見所が乏
しいのもここを出発点としてきた理由のひとつ
である。

出発は平和公園原爆慰霊碑前（2014.6.21）

第5次遡上行の発起人は、30周年40周年に続
いて何としても勝手な記念事業としての50周
年遡上をやろうとして集まった、OBの川上・
前田、ベテラン社員の林・福原・北出・山原の
6人で、これに入社試験時に当社の“川紀行”
行事に興味を示していた平成26年新入職員の
広島支社（営業）竹内の参加を得て、計7人で
スタートした。
かつての遡上行のように、教育・研修的要素
を重視して若手技術者の参加を募ったりはせ
きまま
ず、イベントとして自由気儘に太田川を歩き、
CECと自らの来し方行く末を太田川及び流域の
事象や思い出等をだしに人生を語り、楽しみな

がらCEC50周年を我々なりにじっくりと祝い
たいと企画したものである。
とは言え、CECの土木屋が5回も歩いてみよ
うとする太田川であり、歩きながらの見学・話
題には事欠かない。
先ずは、平和公園から中央公園にかけての時
代に先がけた大規模な環境整備のなされた本川
筋を遡り、我々も計画に携わった広島城お堀浄
化取水設備を見学したが、全体的に整備後20
数年を経て、象徴のひとつとしてあった高水敷
のポプラは枯れたが、この辺りの河川環境整備
は周辺にもなじみ、川の街広島の顔として良い
景観・環境となっているが、残念ながら我々の
作品では無い。いろいろ議論があったが、川沿
いに歩いて橋下をアンダーパスで横断すること
も、この周辺では普通のこととなってもいる。
上流に向け一路可部を目指し、ゴルフ場とし
て活用されている太田川河川敷沿いを抜け、
我々の作品もしくは関係した施設である、矢口
の救急（内水）排水機場や高瀬堰、水路式の太
田川発電所及び江の川から分水した可部発電
所、はるか遠く南原揚水発電所の下池である南
原ロックフィルダムを見ながら歩き、可部中島
を本日の終点とした。
今日的視点では、その位置が河口からはるか
上流で不思議な気がするが、本日の遡上途中の
戸坂地区安芸大橋上流に石積みの太田川潮止堰
いかだ
が残り、左岸側に今でも筏通しがあり、25年ば
かり昔、上流の安佐大橋下流から筏下り競争が
行われた時に筏でここを下った思い出がある。
この日の遡上は、19年前の第1次遡上で設計

－可部中島から安野へ（7月19日）－
太田川は可部地区で大きく西へ曲がり、山間
部へと向かう。かつてのJR可部線は三段峡ま
で走っており、第3次の遡上行（2003）までは
この可部線を主な交通手段として実施したが、
可部線のこの区間は平成15（2003）年11月で
廃線となりレール等も大部分撤去されている。
一方であれから10年を経て、地域の要望に
こうど
応えかつての可部線一駅区間である河戸までが
復活されることとなり、全国大でも廃線JR初
の復活例として準備が進んでいる。（この区間
はレールも保存されていた）
ここ河戸には、平成4年9月に在職のまま急
逝された、「土木において問題の答えはすべて
現場にある」と、現場と若者をこよなく愛され
た土木担当のS常務の墓があり、いつものこと
ながら今回も「未だこんなことをしておりま
す」と報告の墓参りをして、一路今日の目的地
安野（船場）を目指した。
河戸の新駅予定地＝復活線終点近くが、安佐
市民病院の移転候補地で、この改築移転場所は
市議会で賛否同数となり議長決裁で再検討中で
あるが、病院が来れば周囲の状況は一変するの
であろう。
河戸地区を過ぎると太田川は急に山間部の川
となり、少し遡ると太田川最初の明治45年完
成の赤レンガ造り旧亀山発電所跡（現在は太田

安芸大橋と潮止堰

また現場太田川を歩いていますと報告

者として矢口救急排水機場を解説し、この筏下
りを赤褌で共に楽しみ、一昨年若くして急逝し
た同志吉川を偲ぶ一日となった。
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旧亀山発電所では洪水の脅威が知れる

今井田の赤い吊り橋（筒瀬橋）は今も現役

川漁業協同組合事務所）に着く。昭和48年まで
運転されていたこの発電所の旧玄関には、発電
所建設以来繰り返された何回もの洪水位が示さ
れており、いつもながら改めて水の脅威を教え
られると共に、完成後水没を繰り返すという当
時の土木技術の限界を知らされる旧跡である。
遡上は、かつての川遊びのメッカ柳瀬キャン
プ場を過ぎ、我々の仲間の設計である新筒瀬橋
を右岸に渡り、今井田にある美しい赤い吊り橋
（旧）筒瀬橋に出て一服し、旧可部線あきかめ
やま駅のあった共栄橋地点で昼食とした。
今年の夏は、7月・8月と雨の日が多く、
我々の遡上行は原則雨天決行としてはいるもの
の、今日は昼食中に激しい雷鳴が響き急に雨も
降り始めた。午前中の日射しの中を歩き、比較
的高齢者の集団である今回の遡上行で、この地
点には売店があり缶ビールの調達も容易で、こ
の日は社内の仲間がこの近辺をドライブ中でも
あり、「安全第一」と遡上行を中断し、これに
便乗して可部のスーパー銭湯に運んでもらい、
一献傾け反省会を持つこととした。人生には、
たまには息抜きも必要である。

平成11年の広島土砂災害に基づく新砂防法の
趣旨は、未だ有効に機能しなかったと言えるだ
ろう。
広島の今回の土砂災害は、我々土木屋に多く
の課題を提示しており別の場で充分に議論し、
研究し、今後の対応・対策に貢献すべきだが、
当面は8月23日予定の遡上を中止し、現役社員
は災害対応に、ロートルのOBは可能な限りボ
ランティア活動に力を注ぐこととした。
その上で、JR可部線や近辺のバス路線も概
ね復旧した9月19日に遡上行を再開した。
共栄橋地点を出発し、広島自動車道太田川橋
下を抜けて、我々がかつて水車・発電機取替や
余水路安全対策の調査・設計・現場監理等に汗
と涙を流した間野平発電所を見学したが、発電
所前の道路は立派に嵩上改修されていた。
今日の遡上予定を前回の残り分として安野ま
でとしたため生じた時間と体力の余裕から、太
田川本川を外れ支川に新間野平発電所の調整池
である宇賀ダムを訪れ、ここで昼食とした。
昼食後は前回の目的地安野（船場）を目指し
たが、太田川のこの付近は激しく蛇行してお
り、毎度のことながら歩くのに思いのほか時間
を要す。途中、我々の先輩が創業間もない頃に
測量・計画・設計した、安野（道路）トンネル
を見学して船場の集落を訪れた。
船場の集落はかつては太田川の舟運で栄えた
所で今もその風情を残しているが、現在は住む
人も少なく、空屋・荒地が多く広く散在し、広
島県や中国地方、否日本の中山間地の歴史と現
状と未来を見せつけられている様で、我々に、

すみあい

－共栄橋から澄合へ（9月19日）－
前述のとおり今年の7月・8月は雨の日が多
かったが、極めつけが8月20日で、広島市内の
太田川沿川である緑井・八木・可部地区の狭い
範囲を中心に豪雨が襲い、この地区の地形・地
質の自然条件と土地利用状況の社会条件から大
土石流災害が発生し、74人もの尊い人命を失
った。残念ながら、広島のこれまでの経験と、
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今年、この時季の太田川は水量豊富だった

この地方この国の今後のあり方を強く考えさせ
られる訪問であった。
少子高齢化問題と簡単に口にし、これは通常
社会保障的課題にかかわることが多いが、人口
の都市集中と相俟って、各所で故郷の多くの山
野が、換言すれば国土が荒地に変わる日が近い
ことを実感させられた訪問であった。
船場集落からは、素掘の旧道船場トンネルを
抜けて少し遡り、支川西宗川が合流する澄合ま
で足を延ばして、冷えた缶ビールでのどを潤し
てこの日の遡上を終えた。
－澄合から加計中央へ（10月19日）－
平成に入った始め頃と記憶しているが、多自
然型川づくり等の折からの自然環境復活の動き
の中で、全国大で太田川が、東京の多摩川・岐
阜の長良川と並んで「魚がのぼりやすい川づく
り事業」3河川に指定され、全川にわたり活発
な魚道整備が推進された。
太田川の場合、古くから水力電源開発が進
み、既存の取水堰の大部分が発電用もしくは発
電取水に伴うかんがい補償堰であり、この頃か
ら10年ばかり数多くの魚道設置・改修を我々
の手で実施した。
今日の遡上区間では、安野及び吉ケ瀬の水力
発電所があり、前回訪れた間野平発電所の取水
堰である津伏堰と吉ケ瀬発電所前のかんがい用
さ か いち
久日市堰には、我々の計画・設計により、屈折
型デニール、船通しデニール、アイスハーバー
といった新時代の魚道が設置されている。
この先数多くの我々の作品の魚道を見ていく

ことになるが、成果として今日の太田川では河
口から加計・戸河内・打梨地区を通過して約
ますだまり
76km上流の、立岩ダム下流「鱒溜ダム」まで
サツキマスの遡上が確認されている。
また、地域の生活・文化として、津伏堰下流
の程原地区には第1次遡上（1995）時は昔なが
らの太田川最後の舟での渡しが残っていたが、
これも1998年秋に廃止され現在は四万十川様
の潜水橋が設置されている（とは言えこの潜水
橋はその後の出水で当初のものは早期に大破損
し現在は再建されているが、河道の状況からは
この地での潜水橋設置に疑問も感じられる）。
坪野地区には、古い時代の太田川水はね（水
制）跡や集落内の見事に整備され鯉の泳ぐ生
活・かんがい用水路が歴史遺産として残り、地
域住民の水との闘いと共生の歴史を教えられ
る。
津伏堰とこの坪野地区の中間点あたりで旧湯
来町方面から清流水内川が合流しているが、こ
の合流点上流の太田川本川にかかるトラス橋大
前橋の架替計画がかつてあり、この地点が太田
川本川の流下能力ネック地点でもあることか
ら、理想的な河道計画と橋梁計画を求めて、
我々の手で水理模型実験を南原ダム直下流広場
に実験場を設け大々的に実施したが、世は移り
あれから20数年を経るが投資効果からか橋も
川も基本的には昔のままである。
加計と言えば現在は“たい焼き”だが、たい
焼き店のある旧市街・国道は、人口の減少・バ
イパス道路の開通・JR線（駅）の廃止等々か
ら、この店前を除き人通りはほとんど無い。タ
タラと太田川の舟運で栄えた昔から、戦後も可
部線の開通や話に聞く中国電力の太田川再開発
時代の活況は見るべきも無いが、我々の知る国
の大型アーチダム温井ダム建設当時と比べても
大きく過疎化しており、前回の安野（船場）地
区同様、今後の地域のあり方を考えさせられ
た。
ここでたい焼きを腹一杯食べ、脇道をあの夏
目漱石の弟子であった加計家の先人を鈴木三重
吉が訪れ、語り合い、小説「山彦」を書いた場
所という、加計家の文化遺産“吉水園”を訪れ
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一時の文学談義を楽しんだ。しがない土木屋の
集りだが、こうしたひとときの心の潤いを大事
にしたい。
今回から、若かりし一時期中国電力で、太田
川発電所にあった制御所に勤務し、太田川水系
の水力発電施設の維持管理に当たっていたとい
う、元来は水力土木屋の当社新社長（末國）の
参加があり、加えて前々回、前回と新入職員の
参加が増え遡上行も少し賑やかになり嬉しい。

名勝吉水園では文化の香りを嗅いだ

－加計中央から安芸太田へ（11月15日）－
平成の大合併により地方の地名がややこしく
なっているが、ここでいう加計中央とは旧加計
町の町役場（現在は安芸太田町加計支所）のあ
った周辺であり、安芸太田とは安芸太田町役場
（旧戸河内町役場）のある旧戸河内町中心地周
辺である。
ここまでくると太田川も上流域に入り広島か
ら遠く、秋の深まりと共に昼間時間も短くな
り、公共交通機関利用での遡上歩行時間が短く
なったが、旧加計から旧戸河内間を、昭和63
年の加計土石流災害の復旧跡の見学もしながら
急ぎ遡上した。
この間でも魚道の改修・設置は、木坂・西調
子・堀下・高下の各頭首工・堰及び吉ケ瀬
（発）の取水堰正地堰と、我々の作品が続いて
あり（改修・設置の魚道の型はすべてアイスハ
ーバー型である）、土居・柴木川第二の両発電
所、土居（道路）トンネル、旧土居堰地点代替
取水ポンプ場や、63加計土石流災害最大の被
災（9名死亡）地で我々が対応した江河内谷川
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の復旧跡を見学して一日を終えた。
江河内谷川の災害復旧は、我々が本格的に河
川の災害復旧受注を始めた、県が本格的に委託
業務化を始めた時代の業務であり、土石流の規
模の大きさと災害復旧業務の特殊性への不慣れ
から対応に悪戦苦闘した業務であった。災害直
後の大土石流跡の現場状況は悲惨であり、当所
は過疎地だが、地質・地形条件が同様で民家・
住民の密集する広島・廿日市・呉等の海岸部市
街地での発生を強く懸念し、その対応・対策の
研究を若手技術者で進めてきた。この懸念は不
幸にもその後、平成11年6月29日の広島市佐伯
区や安佐北区、そして昨年の八木地区等で現実
になった訳だが、我々自身は技術力の向上に力
を注いできたが、技術による対応にも限界があ
り時間を要することもある。今回の広島のよう
な豪雨があれば、広島のみならずどこでも土石
流災害は発生する危険があり、警戒避難等ソフ
ト対応や開発規制・移転促進等と合せた抜本的
な安全対策を急ぎ追求する必要がある。
この江河内谷川の災害跡には立派な慰霊碑が
あり、地域住民である当社員から差し入れも頂
いて昼食とし、いつものことながら災害対応へ
の精進に心を新たにしてこの地を後にした。
第5次太田川遡上行は、我々なりの勝手な記
念事業として、平成27（2015）年7月まで
に、可能であれば5月のカタクリの花の咲く頃
に、吉和冠山の山頂付近のその花の群落の中に
ある太田川源流に辿り着きたいと行程を重ねて
いる。
従って、何とか12月中に冠山のふもとの廿

西調子堰アイスハーバー型魚道が最初の作品

日市市吉和地区までの到達を目指したが、今冬
は雪が早く加えて事前調査の結果、12月現在
立岩ダム湖岸の道路が夏の出水で通行止めであ
り、平成26年中の遡上は安芸太田（戸河内）
で止めることとした。
長年の仕事場で、今回で5回目遡上の太田川
周辺を歩くのは、古いCEC土木屋にはまさにセ
ンチメンタルジャーニーだが、今年最後の遡上
は発起人のひとりOBの川上は欠席したが、そ
の他の発起人5人（前田・林・福原・北出・山
原）に末國社長、新入社員4人（竹内・西川・
佐々木・生頼）の参加があり10人となった。
来春（4月以降）には、もう2〜3日歩いて遡
上行を締めくくり、出来れば記念碑を建てて
我々なりの創立50周年記念とし、許されるな
ら第5次遡上行（その2）、として報告した
い。

今年の終わりは旧可部線戸河内駅跡
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Myanmar 2014
－ミャンマーは今－
復建調査設計株式会社
道路・地域整備部 前田

潤一

1．ミャンマーは今
2014年2月より現在弊社を含む5社JVによる
ミャンマー連邦共和国(以下ミャンマー国)にお
けるJICAプロジェクトを履行中であり、ミャ
ンマー国に出張してきた際に筆者が感じた「ミ
ャンマーの今」をレポートしたいと思います。
外務省によるとミャンマー国の国土面積は
680,000km2(日本の約1.8倍)、人口は2014年9
月時点で5,141万人となっており、90%の仏教徒、
約70%のビルマ族から構成されています1)。首
都は現在ネピドーというミャンマー国土の中央
南部付近に位置する都市ですが、最大の都市は
旧首都であるヤンゴン(旧名ラングーン)となっ
ています。
気候の面では、ミャンマーでは大きく分けて
5〜10月の雨季と11〜4月の乾季に分かれ、雨
季の晴天や乾季の降雨はまれです。プロジェク
トでは、現在7月と11月にそれぞれ約30日のア
サインを終え、それぞれ雨季と乾季の時期と重
なっていたのですが、同じ場所とは思えない程
天気と空の眺めが異なっていました。その特徴
は日常会話にも表れており、天気があまりには
っきりしているため、「今日は天気がいいです
ね」のような天気に関する挨拶はなく、代わり

に「ご飯たべた？」という声かけが一般的のよ
うです。
経済面ではJETRO(日本貿易振興機構)の基礎
的経済指標2)によると実質GDPにおいて、2011
年5.9%、2012年7.3%、2013年7.5%と高い成
長率で推移しており、ミャンマー国内最大の都
市ヤンゴンではホテルや高級マンションの開
発・建設ラッシュからその景況ぶりを窺うこと
ができます。
2．ミャンマーの都市事情
特にヤンゴンでは前述のとおり、ホテルや高
級マンションの建設がいたるところで進んでお
り、また近年日本中古車を中心とした車両台数
の増加が起きており、道路渋滞及びそれに伴う
事故が頻発しています。
車について言うと日本車の中でもTOYOTA
の文字を目にすることが多く、その中でも特に
PROBOXが一般車やタクシー車などに使用さ
れており、国内では日常的に業務でお世話にな
っている筆者としては、妙な親近感を覚えてし
まいます。
3．ミャンマーの電力事情
ミャンマー国内の大都市では、電力網が整備
されているのですが、一日の中で少なくとも数

【写真1】20階建ビルからダウンタウンへの展望

【写真2】渋滞と建設現場
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回は停電が発生します。外国人向けのホテル
の多くでは自家発電機等が備えつけられてい
ることもあり、あまり不便を感じませんが、
夜の外食先のレストラン等では暗闇の中での
食事ということもありました。
また一方で夜も明るいショッピングセンタ
ー【写真3】や、ネオンに輝く人力観覧車(！)
【写真4】などもあり、うまく言えませんが
バランスの悪さを感じました。
4．一方地方では
プロジェクトの調査の一環で、とある地方
の村落を見学することができました。その中
でも特に印象に残っていることとして、小学
校と給水事情が挙げられます。【写真5】は
ただの小屋のようですが、近年増加している
小学生のための教室だそうです。あまりの質
素さに気不味くなった反面、それでも教育の
場が必要なんだと強調されているようで深く
印象に残りました。
またその村を下りる途中では、標高差で
50m下の水源から生活のための水をタンクで

運ぶ若者【写真6】を見受け、ヤンゴンでの
生活レベルとのあまりのギャップに驚きまし
た。
5．ミャンマーといえば
ところでミャンマーといえば、パゴダを連
想する方も多いかと思います。
実際ミャンマー国内には数多くのパゴダが
建立されており、現地で一緒に働くスタッフ
の中にはパゴダを見かける度に手を合わせて
拝むスタッフや、給料の多くを新しいパゴダ
建設のために寄付するスタッフがいて、敬虔
ぶりに驚いてしまいます。ミャンマーのイン
フラ事情はあまりいいとは思えない中、なぜ
パゴダだけが金色に常に光輝いているのか、
とても不思議な光景だと感じていましたが、
その謎が解けたような気がしました。
【写真7】はミャンマー最大の聖地と言わ
れているシュエダゴォンパゴダですが、この
ような比較的大きなパゴダの周辺では多くの
外国人観光客であふれ返っている他、多くの
ミャンマー人で埋めつくされています。拝礼

【写真3】ショッピングセンターとPROBOX

【写真5】増築した教室

【写真4】人力観覧車(黄色い服のスタッフが回す)

【写真6】タンクで水を運ぶ若者(左)
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するミャンマー人の他、ただ寝そべったり、お
しゃべりをしたりしているミャンマー人など、
仏教徒にとっての重要な施設である事に加え、
公園のようなパブリックスペースとして使われ
ているように見受けられました。
6．ミャンマーと日本人
ミャンマーは1989年までビルマという名前
であり、「ビルマの竪琴」でご存知の方も多い
と思います。
第二次世界大戦にはミャンマーで約19万人
の日本人が亡くなっており、ヤンゴン日本人会
によって落成された日本人墓地がヤンゴン郊外
にあります【写真8】。
そこには「ビルマの竪琴」の主役の水島上等
兵のモデルにされたと言われている中村一雄さ
んの記念碑も墓地内に建立されています。
ところで最近はというと、前述のヤンゴン日
本人会のような各日本人会が結成されるほど、
ミャンマー国内の日本人人口が増加しているよ
うで、滞在期間中「ヤンゴン赤ヘル会」という
カープファンまたは広島人による会合にも参加
することができました【写真9】。
また日本人の増加のためか和食、日本料理の
レストランも増え、ヤンゴンでは毎日日本食を
楽しめる環境となっています【写真10】。
7．おわりに
ミャンマーという国を訪れて、最初に感じた
のは何かエネルギーのようなものでした。ひど
い交通渋滞や建設ラッシュ、宗教に対する信仰
心、市場のにぎわいなどがそうです。特に短い
期間の中で都市の様相が移り変わっていく様を
見ると、高度経済成長期の日本もこのような感
じだったのかな、と思います。
2015年には選挙を控え、今後も大きく動く
であろうミャンマーで、建設コンサルタントと
して少しでも手助けができればと思っていま
す。
参考文献
1)http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/
myanmar/data.html#section1
2)http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/
stat_01/
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【写真7】シュエダゴォンパゴダ(乾季の為補修中)

【写真8】日本人墓地慰霊碑

【写真9】ヤンゴン赤ヘル会

【写真10】(和食)ふるさと@ヤンゴン

読 者 の
コーナー

新入社員の抱負
株式会社 荒谷建設コンサルタント
構造部 構造設計課 三宅 恭平
我社に入社し、8ヶ月が過ぎました。試用期
間もあっという間に終わり、無事に正社員にな
ることが出来ました。試用期間が終わる前日に
は、上司や先輩から「正社員になれたか？明日
から出社してもいいって部長に言われたか？」
などイジられたのを懐かしく感じます。
私は構造設計課に配属されています。入社し
てから新設設計や補修設計、橋梁点検、図面作
成、図面チェック、構造物の形状比較、納品関
係など様々な業務を経験してきました。先月に
は初めて初回協議から納品まで担当しました。
上司や先輩に助けてもらいながら何とか無事に
納品することが出来ました。
社会人になると人との付き合い方が非常に重
要だと感じています。上司、先輩、発注者など

様々な人と協力して業務を進める必要があるの
で、日々感謝することを忘れずに業務に取り組
む必要があると思いました。
大学時代には「長い期間と短い期間の目標を
設定し、日々行動しなさい」と何度も言われて
きました。現状では仕事に慣れて業務を進めて
いくことだけで精一杯ですが、今後もこの言葉
を忘れないようにしたいです。
数年後の自分がどうなっているかは、期待も
あれば不安もあります。1人前になって業務を
進めつつ、後輩に教えられるように成長したい
というのが私の現在の目標です。この目標に向
かって、日々を大切に過ごしていきたいと思い
ます。

入社して感じたこと
株式会社ウエスコ
設計部 窪田 愛実
入社してから約9ヶ月経とうとしています。
この9ヶ月間で様々なことを経験させて頂きま
した。現在は、新設橋の設計に携わっていま
す。悪戦苦闘の日々ですが、分からなかったこ
とが理解できるようになったときなどに、少し
ずつですが成長できていることを実感し、やり
がいを感じて取り組むことができています。
建設コンサルタントに入社し、コミュニケー
ションがとても大切だということを感じまし
た。入社する前までは、主にデスクワークが中
心の職業だと思っていましたが、お客様との協
議や社内での打ち合わせなど、多くの人と接す
る職業でもありました。自分自身、分からない
ことを先輩社員の方に質問するときや、外注先

の方と電話で打ち合わせをするときなど、相手
に自分の考えを伝えることの難しさを痛感させ
られました。専門知識を学ぶことはもちろんの
ことですが、協議のときや打ち合わせのときの
先輩社員の方の伝え方や聞き方から、多くのこ
とを学んでいきたいと思います。
また、スケジュール管理が大切な仕事である
ことも感じました。一人だけでは出来ない仕事
であるため、現状報告を忘れないことを心がけ
ています。
先輩社員の皆様による丁寧な指導の下、働か
せて頂いています。少しでも早く、一人前の技
術者となれるよう、日々努力していきたいと思
います。
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入社御挨拶
株式会社エイト日本技術開発
中国支社 新田佳菜子
株式会社エイト日本技術開発に平成26年4月
に入社しました新田（ニッタ）と申します。平
成26年3月に鳥取大学農学研究科を卒業し、4
月から中国支社・国土インフラ部・河川港湾グ
ループに配属されました。
岡山に住むことになり、今まで日本海側にし
か住んだことがなかった私にとって、「晴れの
国」と言われる岡山の気候はとてもありがたく
感じています。12月になっても、毎日元気に
自転車で通勤しています。
最近、通勤時の景色が入社当初と変わってき
ました。入社当初は、通勤中に道路を意識する
ことはありませんでした。しかし、仕事である
道路の業務に関わってからは、今であまり気に

なっていなかった道路のヒビ割れや轍の有無な
どが気になるようになっていました。また、実
家に帰った時なども、近くの田んぼの水がどこ
からひかれているのかが気になり、田んぼのあ
ぜ道を歩いたこともありました。会社に入社
し、建設コンサルタントの業務を行う中で、普
段の日々の中でも視点が変わったこと、そして
視野が広くなったことはとても嬉しく思ってい
ます。
この一年は右も左もわからないまま怒涛に過
ぎていく日々でした。自分の未熟さに落ち込む
ことも多々ありましたが、少しでも早く、人の
役に立てるもの作れる技術者になれるようにこ
れからも努力していきたいです。

入社して感じたこと
中電技術コンサルタント株式会社
河川部
佐々木 悠平
中電技術コンサルタント新入社員の佐々木悠
平です。入社して、ようやく新しい環境にも慣
れてきたかと思えば、早9か月が経とうとして
おり、年度末の繁忙期にさしかかってきまし
た。もともと顔が白いというのもありますが、
最近では毎日のように顔色を心配されながら
も、元気に日々の業務に取り組んでいます。
ここまで約9か月、業務を通じて様々な経験
を積ませて頂くなかで、建設コンサルタントに
求められる力とは何か、自分なりに考えてみま
した。1つ目は、「相手が何を求めているかを
理解する力」です。私は学生の頃から建設コン
サルタントを目指しており、建設コンサルタン
トがサービス業であるということを分かってい
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るつもりでした。しかし、上司の方から「いく
ら高い技術力があっても、相手が求めているこ
とに合致した提案ができなければ意味がない」
という言葉をかけて頂いたり、諸先輩方の仕事
ぶりを拝見して、改めて建設コンサルタントが
サービス業であるということを、強く実感する
ことができました。今はまだ、発注者との協議
に同席しても、内容を理解しようとするのに必
死の状態ですが、経験を通して、相手の思いを
くみ取る力を身に付けていきたいと思っていま
す。
2つ目は、「マネジメント力」です。私は学
生時代のサークル活動で、部長として全体をま
とめる立場と、行事スタッフとして自らが動く

立場の両方を経験しました。この2つの立場を
経験した結果、私は、自らが動いて物事を作り
上げていく立場の方が動きやすいし、自分に合
っていると感じました。入社前までは、ゼネコ
ン＝作業員の人たちをまとめ、現場を監理しな
がらものを作り上げていく仕事、コンサル＝自
らの頭や手足を動かし、ものを作り上げていく
仕事、というイメージを持っていました。しか
し実際コンサルとして仕事をしていく中で、自
分が思っていた以上に監理する力というものが
必要だということを感じました。私はよく上司
から、「パートさんに頼める仕事は任せるよう
に」と言われていました。私は人に仕事を頼む
のが苦手で、なんでも自分ひとりで解決しよう
としてしまいがちです。実際は工期というもの
があり、限られた時間の中でいかに効率よく仕
事をまわしていくかということを、日々考えさ

せられています。最近では、自分がやるべきも
のと頼んだ方がよいものを判断し、少しずつで
すが、作業効率を考えながら仕事ができるよう
になってきたのではないかと感じています。
以上のように、建設コンサルタントとして、
様々なことを考えさせられ、学ばされているの
と同時に、非常に良い環境で働かせて頂いてい
るとも感じています。様々な業務に携わらせて
頂き、多くの経験の機会を与えて下さる上司の
方々、丁寧に指導して下さったり、週末の飲み
の席では色々な話をして下さる先輩方、励まし
合ったり、愚痴を言い合ったりできる同期な
ど、周りには、多くのお手本になる方や刺激し
合える人たちがいます。できるだけ早く信頼さ
れる技術者になれるよう、先輩方の技術や仕事
のやり方を吸収し、同期と切磋琢磨しながら、
日々成長していきたいと思います。

社会人8 ヶ月目
株式会社福山コンサルタント
中四国支社 川村 宏範
4月の入社から早8ヶ月。入社する前は福山
コンサルタントで働くことができる楽しみと、
自分は本当にやっていけるのか、といった期待
と不安を抱えながら、北九州から初めて暮らす
広島へと出てきました。しかし、入社してみる
と仕事を覚えることに必死で不安を抱く暇もあ
りませんでした。むしろ早く仕事を覚え偉大な
先輩方のように活躍したいという気持ちがとて
も強くなりました。
現在は、交通計画に関する仕事をさせていた
だいています。大学の時から専門は交通工学で
交通関係の仕事ができればなと思っていまし
た。大学で少しは交通について学んではいたつ
もりでしたが、やはり仕事となると新たな発見
ばかりです。また、知識の有無の前に中四国の
土地勘が全くなかったため、地名が読めないこ

とが多くあります。様々なことに苦戦しながら
も、自分が知らない新たな知識や知恵を得るこ
とができるため、やりがいも感じることができ
ています。
そして、社会人としては欠かすことができな
いのが「飲みニケーション」だと私は思ってい
ます。フロアが違い、話す機会がない方とも、
飲み会では楽しく話すことができますし、飲み
の場でしか聞けないような話が多く聞けるた
め、私は積極的に参加しようといつも思ってい
ます（単にお酒を飲むことが好きなだけかもし
れませんが…）。
まだまだ、偉大な先輩方の助けがないと何も
することができない、毎日勉強中の1年生です
が、いつかは一流の技術者となることを夢見て
日々努力を重ねて生きたいと思います。
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入社して感じたこと
復建調査設計株式会社
保全構造部構造技術課
私が復建調査設計に入社してから半年が過ぎ
ました。この半年はとても濃く、あっという間
に過ぎたなと感じています。配属当初の私は、
聞いたこともない専門用語に頭がハテナでいっ
ぱいになり、慣れない業務にあたふたしていま
した。毎日言われたことをこなすのに精一杯で
した。今も大きくは変わっていません。まだ分
からない専門用語もたくさんあり、業務も要領
よくはこなせません。しかし、配属当初より意
識は変わりました。以前は、分からないことが
あれば上司に聞くだけでしたが、今では自分の
意見を述べながら質問することを心がけるよう
になりました。自分の意見をうまく説明できた
ときは、知識が深まっていることを実感しま
す。
現在、私が苦労していることは生活リズムが
整わないことです。大学時代は講義がお昼から
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林

祐葵

であったり、お昼までだったりと時間に余裕が
あったため、睡眠時間を確保できていたので夜
遅くまで起きていても平気でした。今は夜遅く
まで起きていると、次の日の日中が辛いです。
社会人は全部が自己責任です。自分の生活を見
直し、健康に気を使わなければいけないなと思
いました。
入社してから現在までを振り返ると、毎日新
しい知識・技術を知ることができとても楽しい
ということは変わっていないなと思いました。
まだ私には足りないことばかりです。いっぱい
失敗もすると思いますが、くじけず、粘り強く
頑張りたいと思います。「私になら安心して業
務を任せられる！」と周りの方から思っていた
だけるような技術者になることが私の目標で
す。

新入社員の抱負
八千代エンジニヤリング株式会社広島支店
業務企画部 中陦 聡太
この度、八千代エンジニヤリング株式会社に入
社いたしました中陦聡太と申します。この業界を
志望した経緯は、大学在学中に東日本大震災が起
こり、漠然と街づくりがしたいと考えるようにな
ったためです。しかし、始めは建設コンサルタン
トという業界があることも知らずに就職活動をし
ていました。なかなか思うような結果が出ず悩ん
でいたなかで、建設コンサルタントが自分の思い
と最も近い業界であると感じ、大学の就職課に紹
介された当社に縁あって入社しました。
私は東京出身ですが、7月に広島支店へ配属に
なり生まれて初めて広島へ来ました。路面電車が
市内を走り回り、世界遺産が街の中心にある光景
はとても新鮮です。また、私はプロ野球が好き
で、マツダスタジアムにも広島東洋カープの試合
を観戦に行きましたが、カープファンのとてつも
ない熱気が印象的でした。良い面もたくさんあり
ますが、今まで感じたことのない地方都市の抱え

る問題がとても身近にあることもわかりました。
少子高齢化、人口減少、インフラの老朽化など、
私たちの仕事はこのような様々な問題を解決する
ことだと思っており、大きな責任とやりがいを感
じます。
また、私自身が建設コンサルタント業界を知ら
なかったように、まだまだ業界の認知度は低いと
感じます。この先、多くの方に知れ渡り、より多
くの文系の学生がこの業界を目指していただける
ようになるために、業界PR等の活動にも取り組め
ていければと思います。
最後になりますが、建設コンサルタントという
仕事は分野が多岐に渡るため、これから学んでい
かなければならないことがたくさんあります。諸
先輩方から学び、吸収して、発注者の満足と一般
市民の快適な暮らしを提供できるように、精進し
て参りたいと思います。
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好きな土木の仕事に全力投球
株式会社荒谷建設コンサルタント
島田 淳次
編集委員から寄稿の依頼があり、私の44年の建
設関係での経験を振り返って、若手技術者のヒン
トになれば幸いと考え執筆させていただいた。
土木の道へ進んだきっかけ
私は、中学3年の時、家庭の事情により大学に
行くことを諦め、工業高校の土木に進学し、将来
は工事現場の監督をしたいと考えた。入学した三
次工業高校の建設科は、新設されたばかりで、実
習といえば実験設備が整っておらず、スコップで
池堀りなどをさせられた。また、製図作成の宿題
を毎週出され、製図の苦手な私は、再々提出、再
提出分を合わせて週に3枚（A2版）も墨入れをし
て提出させられたりした。私は、こうした高校生
活に絶望し、学校に「こんな授業が高校での授業
と言えるのか」といった内容の手紙を書き学校に
提出したり、製図の授業中に先生に文句を言い、
殴られ立たされたりしていた。そういった不満を
もった高校生活であったが、今になって思えば、
先生は「あんたらは、世の中へ出て頭で勝負しよ
うと思うな、へこたれない精神力で勝負しろ」
「カミソリよりもオノになれ」といったメッセー
ジを送っていた様に感じる。ここでの苦労があっ
たからこそ、今の私があるのではないかと感じて
いる。ちなみに、厳しい指導をされた先生とは今
でも親交を深めている。
最初に就職した職場
新設科であったため、目ぼしい建設会社からの
募集はほとんどなく、公務員の道を選んだ。昭和
45年に建設省中国地方建設局に採用になり、福山
工事事務所に配属になった。堤防工事の設計書
を、タイガー計算機を回しながら作成したのが私
の初仕事であった。その年の秋頃、飲んで独身寮
に帰った時、勉強していた同部屋のS先輩は、私
を座らせ「何のために建設省に入ってきたのか。

126 Vol.43

今のままでは君の将来はない」と説教をされ、私
は日本大学（夜間）に行くことを決心した。工業
高校卒のS先輩は、自分で勉強の時間表を作って
夜遅くまで独学していた。その年、S先輩は国家
公務員の上級甲試験に合格し、本州四国連絡橋公
団に就職され、後に東大の博士号を取得された。
本人の頭の良さもあると思うが、それ以上、見え
ない所で人一倍努力されたことを私は知ってい
る。技術士資格を持たない技術者も多いが、合格
するためには、家庭にも協力してもらって集中し
て取り組むことが大事である。
充実した大学時代
大学4年の内、最初の2年間は国土地理院企画
室、後の2年間は本省道路局高速国道課に勤務し
ながらの通学となった。国土地理院は比較的時間
に余裕があり、午後3時には仕事を終え、食堂で
飯を食べて通学していた。試験期間中は休暇を取
得し、日比谷の図書館で勉強をしていた。しかし
ながら、本省勤務では、忙しい職場のため、学校
に行くべきかどうか迷った時期があったが、今勉
強しないと後悔することになると考え、上司にお
願いし学校を優先させてもらった。当時は土曜日
も仕事、学校があり、日曜日には測量や実習等が
あり、休日や睡眠時間も少なかったが、苦労とは
感じず一番充実した時期であった。
時間がないからできないと言う人がいるが、時
間は自分でつくるものである。
原点から考える技術者に
北部九州圏総合都市交通体系事務局に4年勤務
し、福岡県、佐賀県、北九州市、福岡市の都市計
画の技術者と一緒に物資流動実態調査、分析、予
測、都市交通マスタープランの作成に携わった。
都市交通の現象をその発生の原点である人の動
き、物の動きから考え都市交通対策を検討するも

のであり、この経験があるからこそ、物事を幅広
に考えることができていると感じている。
世の中、右肩上がりから右肩下がりの時代に変
化し、地域ニーズも多種、多様化している状況下
では、必ずしもマニュアル、基準に沿って成果を
出すよりも、物事の原点から考えて成果を出す方
が有益な場合がある。今の時期は、できるだけ原
点から考える技術者が必要と考える。
どうやって業務を達成するか
北九州国道工事事務所の係長時代、北大道路
（北九州市〜大分市）の整備を進めるため、豊前
バイパスの地元説明に入ったが、何回説明会を開
いても建設反対や色々な問題課題が提起され、測
量立入りの了解が得られなかった。課長は、冷却
期間を取らざるを得ないと考えていたが、私は、
自分で夜1戸づつ家庭訪問をして了解を得ていく
ことにした。毎日北九州から大分県境付近まで車
で行き、1戸づつ了解を得て回った。最終的には
数人の反対者を除いて測量をすることができた。
時には、自分を犠牲にして前向きに取組むことも
大切であることを実感した。
耐久性（長持ち）のあるものを造る
倉吉工事事務所の建設監督官の時、国道9号北
条道路で縦目地、横目地を省いた連続鉄筋コンク
リート舗装を2.5km（当時、わが国最長）実施し
た。現在、27年が経過しているが、走行性、耐久
性に優れた舗装として機能を果たしている。もの
を造る時には、初期コスト（建設コスト）だけで
はなく、ライフサイクルコスト、長寿命化、廃棄
物の発生抑制、CO2の排出抑制といったことも考
慮していくことが重要と考える。
海外での仕事も考える
インド洋に浮かぶモーリシャス国の公共事業省
に、JICA（国際協力事業団）の道路設計の専門家
として2年間勤務した。私がカウンターパートに
技術指導をするのは勿論であるが、歴史的にフラ
ンス、イギリス政府の手で道路網ができあがって
おり、私自身も多くのことを学んだ。そして、自
分自身の技術力のなさも痛感した。また、わが国

のコンサル、施工業者の技術力の高さも初めて分
かった。今後、わが国の公共事業は新設される事
業が減少していくため、道路・橋梁等の技術を継
承していくためには海外進出が不可欠となる。語
学力を磨き、海外でも活躍される技術者が増えて
いくことが望まれる。
マネージメントの大切さ
三次河川国道事務所の所長の時、大きな使命
は、新直轄となった尾道松江線をネクスコから引
継ぎ、うまく軌道に乗せることであった。予算が
急増するので職員も増えると思っていたが、ほと
んど増員はなかった。そういった状況で仕事をし
ていくために、職員にはいつもホウレンソウ（報
告、連絡、相談）の徹底をお願いし、組織力を高
めたいと考えていた。また、職員1人1人が持って
いる能力を最大限引き出してやることが大切と考
え、やりがいをもって楽しく仕事をしよう、仕事
を好きになろうと話していた。軌道に乗るまでは
大変心配していたが、夜中に事務所の近くを通っ
た時に、煌々と照明が照らされている状況に接
し、やってくれると確信した。大きなプロジェク
トを進めるためには、所長は大きな方向性を示
し、皆の力を結集させることが大事である。
民間企業に身をおいて
今まで建設関係の仕事に携わってこれたのは、
一重に周りの方々に支えられてきたお蔭であり、
お世話になった方々に感謝の念で一杯である。
今後、社会資本整備・管理がどうなっていくの
か不透明な面があるが、自然災害の激甚化を始
め、社会資本の老朽化、地域社会の活力低迷など
の課題に適切に対応していく方向性は変わらない
ものと考える。現在、私は民間企業に身をおいて
4年目を迎えているが、これまでの経験を活か
し、多くの技術者との連携を大切にして、今後も
必要な社会資本の整備・管理に貢献していきた
い。また、還暦を終えた小生としては、ゴルフな
ど遊びの方にも力を入れたいと考えている。そう
いった機会があれば是非声を掛けていただきた
い。
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ひろしまの魅力をご紹介します！
株式会社福山コンサルタント
中四国支社 吉田 郁美
はじめまして

ひろしまの伝統芸能『神楽』

今年の7月より福岡から広島勤務となりまし

意外と知られてないのが広島は神楽が盛んな地

た。これまで何度か訪れたことはありましたが、

域だということ。市内でも定期公演があるなど身

広島といえば宮島と原爆ドームくらいしか知らず

近に触れられる伝統芸能です。私も先日初めて鑑

少々不安ながらも移り住んできました。転勤して

賞しましたが、豪華絢爛な衣装や優雅な舞、迫力

半年がたち、少しずつ広島事情が見えてきた今日

ある面などなど、神楽の世界にとても魅了されま

この頃。初心者から見たひろしまの魅力をご紹介

した。話を聞くととても奥が深い神楽、県外の友

したいと思います！

人が来たときなどはぜひ連れて行きたいところで

第一印象＝川と緑のまち

す。

広島に来て最初の印象は、川と緑が多いこと。

まだまだあるたくさんの魅力

河川沿いには並木道が整備され、ベンチや公園、

尾道や呉をはじめ、NHK朝ドラにゆかりのある

オープンカフェなどが連なり、ゆとりある都心暮

竹原や瀬戸内の島々など、知れば知るほど魅力が

らしができそう！と思いました。これほど身近に

深まっていく広島。広島以外にも中国地方には魅

自然がある都市は他にあまりないのではないでし

力的なスポットがたくさんあるので、これから少

ょうか？

しずつ開拓していきたいです!!

石を投げればお好み焼き屋
広島グルメといえばカキ、もみじ饅頭、広島風
お好み焼き。なかでもびっくりしたのは本当にお
好み焼き屋さんが多いこと！会社の周りにも自宅
周辺にもちょっと歩けばソースの良い香りがして
きます。広島人のソウルフードともいえるお好み
焼き。みなさんそれぞれご贔屓のお店があるとの
ことなので、私もこれから探してみたいと思って
います。
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CIMの取り組みについて
復建調査設計株式会社
事業推進本部CIM推進室

佐々木

杏奈

1．はじめに
弊社は国土交通省の推進するCIM（Construction
Information Modeling／Management）に対応する
ため、平成25年12月に「CIM推進室」を立ち上げ
ました。CIM推進室は事業部のCIM導入や活用を
サポートし「今後3ヶ年で3次元CADを標準にする
こと」を目標に掲げ、社内のCIM推進、3D模型の
作成を行っています。弊社のCIMに対する取り組
みについてご紹介します。
2．新入社員教育にCIM導入
平成26年度から新入社員研修の一環として4日
間のCIM初級研修と2ヶ月間のCIM集中研修を行い
ました。
（1）CIM初級研修

基盤地図情報数値標高モデルから地形モデルを作成し、
道路データを組み合わせました

属先の先輩社員が与えることで、専門に応じた技
術を習得し、連携を図るのが狙いです。1ヶ月も
すれば全員が2次元の図面から3Dモデルを作成で
きるようになりました。実際に業務で利用する3D
モデルの作成や、汎用的なモデル作成により業務
の効率化を手伝うなど大活躍でした。
その他、週に1度1時間程度のweb講習、サポー
ト契約やベンダーによる技術サポートを受けても
らい技術向上と問題解決を図りました。

CIM初級研修は全新入社員を対象に8人程度の
グループに分け、座標系や基盤地図情報ダウンロ
ードサービスの利用、GISの基礎知識の座学に加
え、地形・構造物データの作成手順、CADの基本
操作をハンズオンでトレーニングし、最終日にレ
ポートを提出しました。中にはCAD初心者もいま
したが、簡単な地形と構造物を組み合わせた3Dモ

（3）CIM集中研修中間発表会
配属先の専門により、使う機能やコマンドに差
が出てきます。研修中盤に「ノウハウの共有」を
目的として中間発表会を行いました。ここでは1
人1題オススメのテクニックを5分以内で発表し、
今後の業務遂行がスムーズに行えるように意見を

デル作成をマスターしました。

出し合いました。

（2）CIM集中研修

「平成25年度CIM試行概要と考察／海外発注者の

CIM集中研修は技術系新入社員を対象に3DCAD
ソフトの習熟を目的として行いました。課題は配

中間発表会後、外部講師の方をお招きして、
CIM事例の考察」についての講演をしていただき
ました。新入社員達はCIM試行業務がどう行われ
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どのような成果を挙げたのか、海外でCIMはどの
ように活用されているのかなどを学びました。そ
の後、日頃研修を行う中での疑問や要望を出し合
い活発な論議を行いました。普段は個々で研修を
行っていますが、このような発表の場で同期の専
門や得意分野を把握し、今後の業務につながるこ
とが期待されます。
（4）CIM集中研修成果発表会
CIM集中研修の最終日、社長や役員を含む社員に
2ヶ月間の成果をプレゼンテーションしました。

配筋の干渉チェック

門用語が発表内でスラスラと出てくる」と驚きの
声があがりました。図面と長期間向き合うこと
会場には大勢の社員が集まりました

質疑応答を含め1人15分の成果発表を行い、発

で、3次元の知識だけでなくコンサルタントとし
ての専門知識も必然と身についていたようです。

表内容・姿勢などが評価され優秀な者には賞が与
えられます。

パース作成

視覚に訴える美しいモデルがたくさん発表され
ました。2次元図面で見るよりもわかりやすく、
干渉チェックなどCIMの利点を活用してミスの早
期発見に貢献できそうです。
地形モデルと計画を組み合わせた精度の高い
3Dモデルは、ウォークスルーや各種シミュレーシ
ョンのムービー作成、パース作成に使えそうだと
今後の活用について議論が交わされました。
また、先輩社員からは、「研修を通じて図面が
理解できるようになったことが素晴らしい」「専

130 Vol.43

避難シミュレーションへの応用

（5）ワールドカフェ方式でCIM活用への討議

3．社内講習会

新入社員を3班に分けワールドカフェ方式で

技術職員を対象に1日間の初級ハンズオン研修

「CIMの推進方策」をテーマにグループ討議と発

を行いました。4人ずつの少人数制で専門ごとの

表を行いました。「人材育成」「生産活動」「環

オリジナルテキストを使い研修を進めます。1日

境マネジメントのあり方」を軸に受注生産のこ

で出来ることは限られていますが、CIMで何がで

と、社内ネットワーク強化の必要性、これからの

きるのか、どんな利点があるのかを理解すること

CIMの活用について、まだ業務を経験していない

で業務展開の材料になればと考えています。

新入社員からレベルの高い意見が出ました。
4．3Dプリンタの導入
弊社では、建設産業の3D化・CIM活用の流れに
対応するため3Dプリンタを導入し、業務のあらゆ
る局面での利用を視野に入れています。

活発な討議が交わされる

（6）研修を終えて
2ヶ月間におよぶ研修を終え新入社員たちは本
配属となります。CIMに関して、配属先でトップ

■ ProJet 660Pro

レベルの知識を持った人材となるのは間違いあり

造形サイズ

254mm×381mm×203mm

ません。研修で培った知識、横のつながりと先輩

積層ピッチ

0.1mm

社員との連携を活かして業務にあたってほしいと

解像度

600×540dpi

思います。

造形速度

2〜4層／分

材料

石膏

閉会時、担当役員から「業務を知らない中で研
修をスタートしたが、発表時には業務をある程度
理解している。3Dソフト習熟という目的であった

石膏粉末を薄く平らに敷きならし、バインダー

が、それ以上の成果・副産物があった。」との講

というノリのようなもので着色しながら固めてい

評をいただきました。

くタイプの3Dプリンタで0.1mmずつ層状に造形し

問題点や課題はもちろんありますが、新入社員

ます。フルカラーで出力できるのが特徴です。

研修にCIM研修を取り入れた人材育成は成功した
と考えています。
来年度も同様の研修を行う予定です。今年度の
反省を踏まえてもっと効率の良い研修にしていか
なくてはいけません。その頃には今年の新入社員
も先輩としてたくさんのアドバイスをしてくれる
と思います。
0.1mmの層状に出力していく様子
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5．おわりに
「CIM推進室」立ち上げから約1年が経ちまし
た。社内のCIMを活用できる人材と環境が整いつ
つあります。建設産業において計画・調査・設計
段階からCIMを取り入れ、施工・維持管理まで活
用していく理想的なスタイルを目指して日々邁進
していきます。
造形サイズは254mm×381mm×203mmまで、
それ以上の大きさのものは分割出力となります。
作成した3Dモデルを模型出力して協議や地元
説明会などで使用するとわかりやすいと好評で
す。社内にはリピーターが多く、わかりやすさや
合意形成が容易に行えるなどの利点から、一度利
用した人が別の現場でも使いたいとの要望があり
ます。認知度が低い部署もあるので、利用促進に
力を入れていきます。

3Dプリンタで出力した模型
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一本桜との出会い
八千代エンジニヤリング株式会社広島支店
業務企画部 山根 正之
中国地方におけるソメイヨシノが満開との話題

たらず、時がたつのを忘れ巨樹と対峙できるとい

が飛び交う時期になると、毎年、見に行く桜があ

う贅沢な時間を過ごしました。あれから十数年経

ります。その桜は、広島市近郊にありますが、ソ

ち周辺環境は、宅地や商業地開発に伴う道路整備

メイヨシノなどが多本数植わった煌びやかな場

が進み、当時の面影はなくなり変わってしまいま

所、いわゆる観光名所的なところではなく、里山

したが、毎年の楽しみとして観賞しています。

にひっそりとたたずみ県天然記念物にも指定され

老木、巨樹の一本桜では、全国的に有名な岡山

ている樹齢400年（推定）のシダレザクラの老木

県の「醍醐桜」もありますが、こちらはヒガンザ

です。

クラの一種で日本名木百選にも選ばれ、これまた

十数年前に、車で通った

堂々とした巨樹桜です。

裏道で「県の天然記念物」と

また、島根県にも見事な風情を醸し出す、ヒガ

書かれていた木製で柱状の標

ンザクラとヤマザクラの両種の性質をもつ日本に

識に目が留まったことが始ま

1本しかない珍しい種の樹齢600年（推定）の巨樹

りです。好奇心と寄り道がて

「三隅太平桜」があります。しかし、これらの老

らに見に行くことになったの

木、巨樹の場所は一大観光地となっており、満開

ですが、当時は山間に点在す

の時期前後はゆっくりと観賞出来ないほど人で溢

る農家さんの家々と段々畑が

れます。私が見に行くシダレザクラも年々、人が

広がり、それらを縫うように曲がりくねった細い

増えてきていますが、広島市内からは比較的近い

道路しかなかったため、本当にこんな場所に桜が

ことから訪れやすく、周辺の環境の変化も含めた

あるのかと疑心暗鬼になりながら車をノロノロと

桜の観賞がゆっくりと出来ることから気に入った

走らせた記憶があります。しかし、深緑が広がる

場所になりました。

山を背景にして、開けた空き地の一角に威厳と風

桜は国花ではありませんが、桜文化は平安時代

格を漂わせ、見事なまでの花を咲かせている桜の

から育ったとの説もあり、古来より春の代名詞的

巨樹が視界に入ってきた時の感動は、今でも忘れ

な花を指し、身近では100円硬貨裏のデザインに

ません。当時は、人が訪れにくい場所であったこ

採用されるなど様々な所で意匠にも採用され、歌

とや時間が夕刻であったため、他に見物人が見当

にもジャンルを問わず広く題材に使われてきてい
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ます。そんな身近に感じている桜ですが、日本の
桜の種数をご存知でしょうか。最もポピュラーな
ソメイヨシノは、ご存知の通り園芸種で江戸末期
に生まれた樹です。そのソメイヨシノを始めとす
る園芸品種や固有種を合わせると600種以上ある
そうです。ただし、野生種はヤマザクラ群4種、
エドヒガン群1種、マメザクラ群2種、チョウジザ
クラ群1種、ミヤマザクラ群1種の9種だけだそう
です。（自生、野生種についての種数は諸説あ
り。前述の種数は国立科学博物館データ。）

が守ってきた環境での生育も多分に関係があるの
ではと思います。このシダレザクラに限らず、日
本各地にある老木、巨樹も、自然環境はもとよ
り、人との接点が“程よい”距離であったことが
長寿に繋がっているのではと考えています。
一本桜の老木、巨樹の観賞の楽しみは、単なる
桜の観賞ではなく、その桜が育ってきた環境、歴
史に思いを馳せつつ、想像を超える年月を変わり
なく花を咲かせ、荘厳で畏敬の念を抱かせる存在
感を感じることにあるのだと思います。

桜は、花崗岩が風化して出来たマサ（真砂）が
多い土地では育ちません。水はけが良く日当たり
のよい場所を好み、病害虫にも比較的強いとされ
ますが、浅く広がっていく根張りの特性や、「桜
切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」と言われる故事ことわ
ざの通り枝折れ、幹の傷には脆いため、人が多く
集まり土地の踏み固めが発生する場や樹木に危害
が加えられる機会が多い場には向いていません。
日本各地に点在する多くの桜の老木、巨樹は、こ
うした環境とは無縁に等しい場所で生き抜いてき
ており、その存在は、種毎の平均寿命と科学的に
見た状況や気象条件、土質条件、樹が受け継いだ
遺伝的要素などを考慮する必要がありますが、人
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新
任
自己紹介

「四現主義」の実践に向けて
中電技術コンサルタント株式会社
末 國 光 彦

昨年6月に発注側の電力会社からお客様に技
術サービスをお届けする受注者の立場に転身し、
アラ還の私にとって大きな変革の年となりまし
た。しかし、これまでの電気事業という公益財の
良質な電気を安定的に低廉にお客様にお届けす
るという使命は、建設コンサルタントのエンドユ
ーザーである地域の方々への貢献という面で、ほ
ぼ同義と考えています。さらに海外事業に携わ
り、直接受注者として汗を掻いた経験は、現在の
仕事のスタンスに大きく影響を与えています。要
は受注者・発注者の立場でなく、社会インフラの
整備・運用に係る貢献という使命を意識し、実践
すれば、そのスタンスが明確な基軸として見えて
くると考えています。
昨年末の衆議院議員選挙の結果、アベノミクス
や大衆迎合政治の打破など、現政権の施策につ
いて時間軸を持って着実に成果を上げることへ
の国民の付託が示されたことは、賢明な選択が
なされたと感じています。さらに今後の真摯な公
約の実行により中長期的な国の方向性が形成さ
れ、安定的な国政となることが期待されます。
このような情勢の中でも，建設コンサルタント
業界を取り巻く環境は、自然災害被災リスクの増
大、インフラ設備の経年劣化、社会的価値観の多
様化、社会システム運用の厳格化に起因する課題
対応など激動の中あるいは自律すべき時期であ
ると強く意識させられます。このような時勢だか
らこそ「基軸」を明確にして行動することが必要

ではないでしょうか。基軸としての行動規範の重
要なキーワードに「三現主義」があり、常にこの
言葉は私の傍にあります。さらに、お客様、地域
の方々、社員などを示す「現人」を加えた「四現主
義」が重要なのだと前職の上司からアドバイスを
いただいたことがあります。
近年、競争社会、成果主義、業績評価など数値
化された目標に追われることが多々ありますが、
数値は目的ではないことを意識することが重要
です。これにより「人」に対する対応も変化し、正
に「現人」を強く意識すれば、誠実な「公」の行動
に繋がるものと考えています。
建設コンサルタント業界も、担い手確保、技術
者育成、年齢構成ギャップの是正など、の人に係
る対応が喫緊の課題です。また、メンタル障害・
パワハラ・住民運動などの社会的課題の惹起も同
様です。これらの事象に対しても「四現主義」の
実践が不可欠になると思っています。また、高い
業務品質を達成するためには、的確な業務プロセ
ス遂行が求められます。これには当然、人に係る
コミュニケーションの重要さも含んでいます。今
一度、
「人」を強く意識し、見つめる時期です。
最後になりましたが、本協会中国支部の副支部
長として何ができるかとの自問の日々ですが、四
現主義を基軸に誠実に真摯に信頼を獲得できる
よう「鞠躬尽力」の思いを持って取り組むことが
でればと考えています。
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ご

挨

拶
株式会社福山コンサルタント
中四国支社 上 原 孝 博

本年7月1日付で中四国支社長に就任し、前
任者から中国支部監事を引き継ぎました上原と
申します。
昭和62年、30歳を迎える年に福山コンサル
タントに入社して27年間、広島、鳥取、高松
と営業畑一筋で歩んできましたが、このたび9
年間の香川県高松市での単身生活を終え、出身
地の広島勤務となりました。
四国勤務時代の40代後半から50代前半にか
けて、「胃切除手術」（幸いにも早期発見によ
り、再発することもなく6年経過）、「白内障
手術」と、身体の老朽化問題が一気に噴出し、
お札ではなく病院の診察券で財布が膨らむ始

末。インフラ老朽化問題と同様に40〜50年経
過すると、人の体も長期的な視点に立った長寿
命化修繕計画が必要であると、遅まきながら気
付かされた単身生活でした。自身の体の維持管
理に関しては、せめてもう少し「耐用年数を延
ばす」という計画策定に着手したところです。
私はこれまで、協会の活動に携わる機会はあ
まりありませんでしたが、これからは支部監事
として会員の皆様と連携を図り、中国支部の発
展に微力ながら尽力していきたいと考えていま
すので、ご指導、ご支援のほど、よろしくお願
い申し上げます。

自 己 紹 介
中電技術コンサルタント株式会社
河 野
清

このたび、総務部会委員を仰せつかりまし
た、中電技術コンサルタントの河野です。
中国山地の山懐に抱かれた緑豊かな山村で生
を受け、中学・高校を広島市内で過ごし、東京
の大学を経て中電技術コンサルタントに入社し
ました。経営工学系の出身のため、建設コンサ
ルタント業のことはほとんど白紙の状況で入社
し、爾来36年間、経理・総務・企画部門の業
務に携わるなかで、業界のことも勉強してきた
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ような状況です。
これまで、建設コンサルタンツ協会の活動に
関わることはあまりありませんでしたが、これ
からは、総務部会をはじめ種々の支部活動を通
じて、当協会の発展に多少なりともお役に立て
るよう取り組む所存でございますので、よろし
くお願いいたします。

ご挨拶（自己紹介）
アサヒコンサルタント株式会社
隅
万紀夫

このたび、中国支部業務部会委員を仰せつか
りましたアサヒコンサルタント㈱の隅と申しま
す。
鳥取県の倉吉市生まれで、高校までは倉吉
市、その後大学は大阪で過ごし卒業後、大手の
建設会社の大阪支店に勤めていましたが、家庭
の事情により地元に帰らなくてはいけなくな
り、倉吉市内の測量設計会社を経て、現在のア
サヒコンサルタント㈱に入社して、早いもので
28年になりました。12年前、現在の代表取締
役社長という立場になるまでは、ばりばりの土
木技術者として、主に農業土木の調査、設計業
務を鳥取県内全域で数多くやってきました。
当協会の中国支部との関わりは、12年前に

ご

挨

当協会の一会員の代表者としての立場ととも
に、今の総務部会鳥取県委員会の委員長を仰せ
つかり、現在まで微力ながら活動に関わってき
ました。その間、たくさんの会員の皆様とお付
き合いができたことが、私の大きな財産です。
このたび、現在仰せつかっています総務部会鳥
取県委員会の委員長とともに、新たに業務部会
委員として活動させていただくことになりまし
た。
今後も中国支部活動、鳥取県委員会活動を通
して、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考えていますので、今ま
で以上にご支援のほどよろしくお願いいたしま
す。

拶
株式会社福山コンサルタント
中四国支社 樋 野 光 宏

このたび、前任の立石亮祐の後を継いで、中
国支部業務部会委員、ならびに編集委員を仰せ
つかりました樋野です。
私は広島県尾道市の出身で、愛媛県の大学卒
業後、(株)福山コンサルタントに入社して28年
になりましが、一貫して交通計画に関する業務
を携わってきました。この間、北九州市と高松
市に各々2年間転勤していましたが、大半は広

島市で業務に携わっています。
支部活動としては、前任である立石の代理と
して意見交換会等に参加していますが、それ以
外は支部活動に参加したことがありません。今
後は、建設コンサルタント協会の発展に少しで
もお役に立ちたいと思っていますので、ご支援
のほど、よろしくお願いいたします。
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自 己 紹 介
株式会社ウエスコ
山 本 正 司

平成26年2月に業務部会委員に着任しまし
た。現在、㈱ウエスコに入って、2年目になり
ますが、それ以前の36年間、国土交通省中国
地方整備局に在職しました。東日本大震災・九
州北部豪雨ではTEC-FORCEに参加、災害現場
では時間が最重要で、次善の策でもあってもま
ず、行動することが大事だと実感しました。

ご

挨

発注者側・受注者側の双方に籍を置き、業務
経験した担当者として、協会の事業の一つであ
る「行政及び関係機関への提言」に当たって
は、協会の目的達成の一助となるよう、微力な
がら「行動」してまいります。

拶
中電技術コンサルタント株式会社
下 村 三 朗

このたび、中国支部技術部会委員を仰せつか
りました。
入社以来38年間、技術を中心に支社勤務も
含め、様々な部署・部門・分野に関わってきま
した。
水コン協中国・四国支部では副支部長を担務
しておりますが、これまで建コン協の活動に関
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わることがほとんどありませんでした。協会活
動の活性化には様々な課題があると思います
が、技術部会活動を通じて会員各社の交流・技
術向上に少しでも寄与できればと考えておりま
す。ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

ご

挨

拶
アジア航測株式会社
木 下 茂 信

平成26年4月1日付けにて、中国5県を担当し
ます広島支店長として赴任いたしました。
入社以来これまでに大阪、東京、九州、四国
と転勤を重ねて今日に至っております。中部・
東北地域を除く全国各地で測量、調査、設計等
の仕事に関わってまいりました。それぞれの地
域性については、これまで赴任した先々で経
験・勉強させていただくことが出来たと感じて
おります。
公共事業を取り巻く環境も歴史のうねりの中
で大きく変わってきていますが、建設コンサル
タントが、社会基盤整備に貢献し続けるために
は、時代は変わっても「人」が重要であること

変わりありません。
どの地域においても、多くの現場を経験し、
現場や人から学んでいくことが何より大切なこ
とだと思っていますが、こうした経験やノウハ
ウを「人」を通じて次の世代に伝えていくこと
もこれからはより一層重要な使命となってくる
と思います。
建設コンサルタンツ協会の発展には、「人」
を通じて「よい仕事」を目指していくことが永
続的求められると思っています。どうか皆様の
ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。
以上、簡単でありますが赴任のご挨拶とさせ
ていただきます。
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入会ご挨拶
国土防災技術株式会社
鳥取営業所長 伊 藤

このたび、建設コンサルタント中国支部に入
会させていただきありがとうございました。国
民の安全・安心につながるように頑張りたいと
思っております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
さて、この稿が掲載される頃には、私は60
歳を迎えています。中学生の頃は、60歳と聞
くとかなり年配の方と思っておりましたが、い
ざ自分がその年齢を迎えるとまだまだ働き盛り
と勘違いしております。
入社したころは、これだけ災害対応、予防対
応すれば、災害はなくなり安心が確保できると
思いましたが、毎年災害が発生し、最近では山
口県や広島県でも大災害が発生しております。
一日も早い災害復旧をお祈りしております。
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英

男

我が国の公共事業費は他国と比較して多いと
の指摘もありますが、国土の脆弱さ、地形・気
象の複雑さなど、災害多発国であることに間違
いはありません。近年、災害に対する調査・解
析技術には目覚ましい発展があり、事務所に居
ながらにして現地状況などがリアルタイムで確
認でき、さらには、ピンポイントでの降雨予測
が可能な日も近いようです。
私も今しばらく、老脳にムチ打ちながらも、
昔とった杵柄（現場踏査）で頑張りたいと思っ
ております。『君たちは空を飛べ、俺は地を這
う』、そんな心境のこの頃ですが、建設コンサ
ルタントの一員として社会貢献できるよう、よ
ろしくご指導お願いいたします。

事務局
支 部 日 誌（平成26年４月〜平成27年３月）
◦４月 ７日（月）
◦４月 ８日（火）
◦４月 19日（土）
◦４月 21日（月）
◦４月 23日（水）
◦４月 30日（水）
◦５月 ９日（金）
◦５月 14日（水）
◦５月 28日（水）
◦５月 28日（水）
◦５月 30日（金）
◦６月 ４日（水）
◦６月 11日（水）
◦６月 11日（水）
◦６月 13日（金）
◦６月 24日（火）
◦６月 25日（水）
◦６月 25日（水）
◦６月 26日（木）
◦７月 １日（火）
◦７月 ２日（水）
◦７月 ２日（水）
◦７月 ９日（水）
◦７月 15日（火）
◦７月 16日（水）
◦７月 17日（木）
◦７月 17日（木）
◦７月 20日（日）
◦７月 22日（火）
◦７月 23日（水）
◦７月 24日（木）
◦７月 25日（金）
◦７月 29日（火）
◦８月 ６日（水）
◦８月 ７日（木）
◦８月 ７日（木）
◦８月 ８日（金）
◦８月 27日（水）
◦８月 27日（水）

平成25年度会計監査
第１回技術部会
土砂災害減災教育ワークショップ
広島県入札制度改訂説明会
第44回定時総会
第１回地域計画委員会
第１回防災委員会
第１回河川委員会
中国整備局「風水害対策訓練」参加
第２回地域計画委員会
防災教育、佐伯区廿日市文化ホール
第１回道路委員会
第２回河川委員会
第１回防災講演会
第１回構造委員会
第２回技術部会・技術委員長合同会議
第３回地域計画委員会
第１回業務部会
第４回意見交換会（本部公益活動SWG）
第１回総務部会・県委員長合同会議
鳥取県災害協定書締結
第２回道路委員会
第３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Ⅱ研修
国土交通功労者表彰
中国支部会員名簿更新発行
第１回港湾委員会
クリーン太田川参加
第３回技術部会
第４回地域計画委員会
マネージメントセミナー
防災教育、尾長集会所
第１回役員会
第３回道路委員会
中国ブロック意見交換会
研修講師派遣 広島県中級Ⅱ講座
研修講師派遣 広島県中級Ⅱ講座
第５回地域計画委員会
研修講師派遣 広島市道路設計

Vol.43 141

◦８月 28日（木）
◦８月 29日（金）
◦９月 １日（月）
◦９月 ２日（火）
◦９月 ３日（水）
◦９月 11日（木）
◦９月 11日（木）
◦９月 11日（木）
◦９月 12日（金）
◦９月 16日（火）
◦９月 17日（水）
◦９月 24日（水）
◦９月 24日（水）
◦９月 29日（月）
◦10月 １日（水）
◦10月 ２日（木）
◦10月 ３日（金）
◦10月 ９日（木）
◦10月 16日（木）
◦10月 21日（火）
◦10月 22日（水）
◦10月 23日（木）
◦10月 28日（火）
◦10月 30日（木）
◦11月 ４日（火）
◦11月 ５日（水）
◦11月 ５日（水）
◦11月 ６日（木）
◦11月 ９日（日）
◦11月 11日（火）
◦11月 12日（水）
◦11月 13日（木）
◦11月 15日（土）
◦11月 17日（月）
◦11月 18日（火）
◦11月 18日（火）
◦11月 20日（木）
◦11月 21日（金）
◦11月 22日（土）
◦11月 26日（水）
◦11月 27日（木）
◦11月 27日（木）
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GIS講習会
GIS講習会
災害時対応演習
第２回業務部会
第４回道路委員会
第２回港湾委員会
防災教育、古市公民館
研修講師派遣 広島市構造物設計
第２回構造委員会
第１回厚生部員会
研修講師派遣 広島市構造物設計
研修講師派遣 広島市構造物安全について
第６回地域計画委員会
防災教育、東西条地区住民自治協議会
第５回道路委員会
研修講師派遣 岡山県コンクリート構造物の維持管理について
研修講師派遣 岡山県コンクリート構造物の維持管理について
第１回独占禁止法に関する特別委員会
第３回港湾委員会
建設関連５団体共催独禁講習会
第６回地域計画委員会
RCCM登録更新講習会
CPD改定説明会
PC講習会
鳥取県意見交換会
技術委員会／品質セミナー“エラー防止のために”
第５回道路委員会
第１回JCCA中国編集会議
RCCM資格試験
社会資本維持管理に関する講習会
河川講習会
研修講師派遣 岡山県委託成果品の検収について
第６回フットサル大会
岡山県との意見交換会
研修講師派遣 広島高速道路公社橋梁設計概論
契約のあり方講習会
第50回ゴルフ大会
建設技術フォーラム2014in広島（〜 22日（土）
）
まちトーク2014in広島
ICT普及セミナー 2014
港湾技術交流会
第４回港湾委員会

◦11月 28日（金）
◦11月 28日（金）
◦12月 ２日（火）
◦12月 ３日（水）
◦12月 ４日（木）
◦12月 ５日（金）
◦12月 10日（水）
◦12月 11日（木）
◦12月 16日（火）
◦12月 16日（火）
◦12月 17日（水）
◦12月 24日（水）
◦１月 ５日（月）
◦１月 ９日（金）
◦１月 ９日（金）
◦１月 24日（土）
◦１月 26日（月）
◦１月 26日（月）
◦２月 20日（金）
◦２月 21日（土）
◦３月 ３日（火）
◦３月 ７日（土）
◦３月 12日（木）

広島市との意見交換会
第２回防災委員会
情報セキュリティー講習会
第６回道路委員会
第２回総務部会
第49回ボーリング大会
第４回河川委員会
中国地方整備局意見交換会
現場見学会
品質に係わる第３回意見交換会（協会本部）
防災教育、二葉公民館
広島県意見交換会
官民合同新年互礼会
第３回構造委員会
コンパクトなまちづくりシンポジュウム（視察参加）
防災教育、さくら苑
第２回役員会
研修講師派遣 広島高速道路公社トンネル設計・管理
第３回業務部会
2014年度第３回都市計画研究会
第２回防災講演会
自転車まちづくり緊急コラボ会議
本部・中国支部との意見交換会

事務局からのお知らせ
◦JCCA中国会誌のホームページへ掲載について
JCCA vol.38の発行から中国支部ホームページに掲載していますのでご利用ください。
http://www.jcca.or.jp/kyokai/chugoku/index.html
◦JCCA中国へのご寄稿依頼
会誌JCCA中国は、年2回の発刊を目指して編集が進められていましたが、平成25年度より経費
縮減のため年1回の発行になりました。会員の皆様のグループ活動、読者のコーナー、連載寄稿等
の自由なご寄稿をお寄せ頂きますようお待ちしています。
ご寄稿頂きますと心ばかりのお礼をさせていただきます。
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■

編集後記

今回も無事に「JCCA中国」を発刊すること
ができました。初版から20年以上の月日がな
がれ、今回で43号となります。私自身、今年
度より編集委員の仲間入りをして、発刊がこれ
ほど大変であることを初めて知りました。創刊
から今回まで、発刊に携われた方々に感謝する
次第です。また、お忙しい中発刊にあたりご執
筆を頂いた皆様に心よりお礼申し上げます。
今年も全国各地で土砂災害、火山噴火、地震
などの自然災害が発生しました。中国地方でも
8月20日に広島市北部の安佐南区や安佐北区で
発生した広島土砂災害により74人もの犠牲者
を出しました。今現在も多くの人が避難生活を

■「 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
樋
川
山
岡
中
下
矢
俵

山
野
上
中
田
村
紺
野

尚 義 （復建調査設計株式会社）
光 宏 （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）

送られていると聞いております。国土強靭化計
画が成立し、取り組みが始まった矢先の出来事
でもあり残念でなりません。このような土砂災
害による犠牲者が出ないような防災・減災を目
指した地域づくりにも貢献できるように一層の
努力が必要となると考えます。
最後に、これからも良い「JCCA中国」を発
刊できるように、編集委員一同頑張っていきた
いと思います。その為には、皆様方からの積極
的なご意見、ご感想をお聞かせ頂き、紙面作り
に反映していきたいと思いますので、引き続き
ご協力お願いいたします。
（M．H）

「 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
Ｈ27．3．31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 末國 光彦
（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 ㈱

国 土 防 災 技 術 ㈱ 鳥 取 営 業 所

㈱東京建設コンサルタン卜中国支社

ア ジ ア 航 測 ㈱ 広 島 支 店

新 日 本 技 研 ㈱ 西 部 支 社

㈱

㈱ 荒 谷 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜

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㈱

い

店

西 部 技 術 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱
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研

㈱ 宇 部 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜

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

㈱ 工 イ テ ッ ク 中 国 支 社

㈱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 卜 日 本 技 術 開 発

㈱ 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

応 用 地 質 ㈱ 広 島 営 業 所

大日本コンサルタン卜㈱中国支店

広 建 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

㈱オリエンタルコンサルタンツ中国支店

ダ イ ホ ー コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱

川

㈱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

基礎地盤コンサルタンツ㈱中国支社

中

フクヨシエンジ二アリング㈱

ケ イ ・ 工 ム 調 査 設 計 ㈱

中央復建コンサルタンツ㈱中国支社

復

㈱計測リサーチコンサルタン卜

中

㈱

明 伸 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱ 建 設 環 境 研 究 所 広 島 支 店

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 技 術 研 究 所 中 国 支 社

㈱

㈱ 陸 地 コ ン サ ル タ ン 卜

国 際 航 業 ㈱ 中 国 ・ 四 国 支 社

㈱千代田コンサルタン卜広島支店
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平成27年３月１日現在（50社）

2015.3

43

