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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
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三成ダムは、建設省島根砂防工事事務所が昭和27年に着工し昭和29年に完成した、わが国における最初期の本格的なアーチダム（両岸重力式ダム）
である。堤高32.5m、堤長109.7m（アーチ部54.7m、重力部55.0m）。昭和33年には島根県に管理を移管した。多数の設計図書（図面、設計計算書、
工事写真）が残されているとともに、大規模な改修もなされておらず、当初の形態を良く留めている。

平成28年３月１日現在（50社）
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社会的な多様性への自覚と対応
（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
副支部長

2015年は、多様でサイクルの短い日々の出来事
やその画一的な社会的反応から受ける体感によ
り、瞬く間に過ぎた感の一年でした。頻発するテ
ロ、不正、改ざんなどの社会現象やゲリラ豪雨、爆
弾低気圧などの自然現象の猛威を単純化した言葉
で捉える風潮は、根本原因や背後要因の探求心を
希薄化させ、予防や将来に向けた備えなどへの対
処の障害となる可能性もあり、今一度、多様な事象
には多様な視点・思考で対処する大切さを見つめ
直す時期にきているように思います。現在のよう
な不透明な社会環境の中で、多くの企業が「持続
可能な成長」
「次の世代に繋ぐ」ための経営戦略
の再定義を行い、変革を進め、激しい環境変化に
柔軟・強靭に対応する動きを強めています。将来
のリスクを的確に予測することは困難ですが、耐
性を高めることは可能です。社会資本整備に携わ
る我々建設コンサルタントは、役割の転換点を迎
えている現状にあって「安全・安心で豊かな未来
社会の実現への貢献」という変わらぬ使命を果た
し、かつ将来の環境変化に対応していくために
も、多様な視点を持って変革し、成長していく必
要があります。
社会環境の不確実性を惹起している要因とし
て、頻発・激甚化する自然災害、社会資本の老朽
化・機能低下、少子高齢化や人口減少、グローバル
化の進展など枚挙に遑は有りませんが、これらの
要因には「多様性」という重要なキーワードが含
まれています。環境対策のコンセプトでは従来か
ら「生物多様性」を考慮した保全・保護対策がとら
れていますが、社会環境における諸課題への対応
でも「多様性」の視点は大切な要素です。最近「ダ
イバーシティ経営」として紹介されている「多様
性」の扱いでは、人材・組織戦略の方策として用い
られる傾向にあります。女性・シニア・外国人の活
用などの課題においては、予断、偏見、慣行などが
もたらした不合理な状況の是正は必要ですが、単
純化あるいは部分最適化された視点のみの対応
では、全体最適や合理性を損なう恐れがあります。

末

國

光

彦

「社会的な多様性」から生じる社会的要請に対し
ては、客観・中立・合理的な対応が不可欠です。
建設コンサルタント業界における「社会的な多
様性」への取り組みとして、発注者支援などの役
割の多様化、業務領域の周辺・上流領域への拡大
などの多様化、ICTを活用した建設生産システムの
効率化・高度化など業務プロセスの多様化、技術
評価を重視した発注形態の多様化などの外的な側
面と、経営資源における多様性の活用などの内的
な側面があげられます。我々は、この両者に目を向
け、担い手育成、技術力強化、持続可能な健全経
営のための一層の努力と、行政・発注者の皆様の
パートナーとして期待に応え、課題解決に貢献し
ていく必要があります。これらにより、我々の使命
の完遂のみならず、社会的あるいは経営的な「繋
がり」も構築でき、経営基盤がさらに強固に変革
できると考えています。
政府から示された2016年度予算案と2015年度
補正予算を加えた公共事業関係費は、経済再生と
財政健全化の両立が求められる中にあって、前年
同様の約6.5兆円の規模で、防災・減災対策やイン
フラ老朽化対策、物流ネットワーク整備などに重
点配分されています。特に、激甚化している自然災
害に対する事前防災・減災対策やインフラ老朽化
対策などの国土強靭化への取り組みに加え、スト
ック効果の最大化のため「賢く使う」
「賢く投資
する」戦略的、計画的な取り組みの推進が強く打
ち出されています。我々建設コンサルタントは、こ
れらの社会資本整備に係る多様な社会的要請に
的確に応えるため、技術力・組織力・機動力などの
「多様性」を発揮して、誠実に、真摯に、積極的に
立ち向かっていかなければなりません。さらに、取
り組みを積極的に社会に発信することにより、建
設コンサルタントの社会的な認知度・地位の向上
が図られるのではないでしょうか。より一層、自律
した建設コンサルタントあるいはプロフェッショ
ナル技術者として、課せられた社会的使命という
「志」を果たしていこうではありませんか。
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四国支部からのメッセージ

四国支部から中国支部のみなさまへ
（一社）建設コンサルタンツ協会四国支部
支部長

1．四国支部の歩み
（1）支部の設立経緯、会員数の推移
四国支部は、昭和60年4月に中国四国支部
から分離独立し、平成27年4月に30周年を迎
えました。四国支部設立の際は、中国支部の
方々には多大なるご指導とご支援を賜りまし
て、誠にありがとうございました。
会員数の推移は、四国支部設立時は35
社、5年後の平成2年は44社、平成7年は55
社と増加傾向にありましたが、平成11年の
59社をピークとして翌年から減少に転じ、
平成23年には42社まで減少し、現在は49社
まで回復しています。
四国内に本社を有する会員は、支部設立時
は9社（支部全体の26％）でしたが、現在は
20社（41％）まで増加しています。しか
し、四国地域の他の協会に比べて会員数が少
ない状況であることから、四国支部において
は、特に地元コンサルタントの会員数を増加
させることが喫緊の課題となっています。

別

枝

修

（2）主な支部活動
四国支部の主な活動は、以下のとおりです。
①技術交流会：四国支部会員が抱える問題・
課題の解決のため、建コン協四国支部及び
全測連四国地区協議会が合同で四国地方整
備局と「技術交流会（実務者の意見交
換）」を開催しています。
②社会貢献活動委員会：中期行動計画（社会
貢献活動への参画）の推進のため、総務部
会に「社会貢献活動委員会」を設置し、教
育機関（小学校）や市民を対象に四国4県
で環境学習会等を開催しています。
③災害協定及び災害対策委員会：災害時に四
国地方整備局を支援するために、阪神淡路
大震災直後に災害協定（ボランティア協
定）を締結していましたが、平成21年に
災害応急対策業務（委託契約）に関する協
定を四国地方整備局と締結しています。さ
らに、総務部会に「災害対策委員会」を設
置し、毎年9月の四国地方整備局主催の総
合防災訓練に参加しています。

四国支部 総会
役員会

（支部長、
副支部長4名、
支部理事7名、
支部監事2名）
※支部事業の活性化等のため、
諮問委員会を設置

事務局
総務部会

県部会
対外活動部会

社会貢献活動委員会
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災害対策委員会

企画部会

技術部会

資格・情報部会

設計成果品質向上委員会

夢追人
④設計成果品質向上委員会及び品質勉強会：
支部会員の品質の確保・向上のため、技術部
会に「設計成果品質向上委員会」を設置する
とともに、同委員会メンバーが四国地方整備
局と「品質勉強会」を開催しています。
⑤本部専門委員会への参加：支部会員の技術
力の向上のため、平成26年から本部技術
部会の専門委員会（ITS、道路構造物、河
川構造物、環境）に4名が委員として参加
しています。さらに、平成27年度から情
報部会のCIM技術専門委員会及び総務部会
の業界展望を考える若手技術者の会に各々
1名が委員として参加しています。
（3）創立30周年記念行事
四国支部創立30周年記念行事として、以
下の取り組みを行うこととしています。記念
式典及び祝賀会には、小田中国支部長様にご
来賓として出席を賜る予定です。
①創立30周年記念講演会開催（平成28年8月
24日）
②創立30周年記念式典・祝賀会開催（平成
28年8月24日）
③「30周年記念誌」発行（平成28年度内）
2．これからの四国支部の活動
四国支部は中国四国支部から分離独立して
30年が経過しましたが、活動状況は中国支部
をはじめ他の支部と比べると十分であるとは言
い難く、また、会員数は9支部の中で最も少な
い状況にあり、今後は支部活動をより活発化す
ることに努め、支部会員の増大に繋げる必要が
あると考えています。
このため、「魅力ある建設コンサルタントを
目指した環境整備」、「技術力の向上」および
「品質の確保・向上」を目的に、これからの支
部活動を以下のとおり進めていきたいと考えて
います。
（1）支部をより活性化するための検討
支部活動をより活発にするため、平成27
年4月に支部役員会の中に諮問委員会を設置
し、以下の項目について検討しています。

①四国地方整備局との技術交流会（実務者の
意見交換）をより実りある会議にするた
め、対外活動部会に対外活動委員会を創設
し、技術交流会の対応強化を図ること。
②支部会員が抱えている問題・課題等を把握
し、四国支部独自の「要望と提案」の裏付
けとするため、支部会員の実態調査（アン
ケート調査）を実施すること。
③四国地方整備局との品質勉強会の議題（テ
ーマ）を、品質向上に限らず支部会員が抱
える問題・課題の全てを対象とするなど拡
大させること。
（2）実施を予定している活動
実施を予定している活動は以下のとおりで
す。高松に近い岡山等から参加頂くことも可
能ですのでご検討ください。
①RCCM資格試験（高松）開催
②道路橋メンテナンス技術講習会（高松）開催
③建設フェア四国2016in高知での広報活動
3．四国支部から中国支部のみなさまへ
東日本大震災の教訓を踏まえ、四国が一体と
なって取り組むべき施策「四国地震防災基本戦
略」が、国・県等の行政機関、学識経験者、経
済界等幅広い分野の方々の参加の下で策定さ
れ、防災・減災の取組みが推進されています。
しかし、南海トラフ巨大地震等の大規模地震
が発生した際は、甚大な被害が広範囲に及ぶ恐
れがあることから、広域展開している大手コン
サルタント（四国支部会員49社の内29社）や
九州支部・近畿支部の方々からの支援は困難で
あることが予想されます。
このため、発災直後は地元のコンサルタント
（四国内に本社を有する会員20社）が中心とな
って、行政の良きパートナーとして、復旧・復
興に携わる必要があると考えています。また、
中国支部の皆様におかれましては、中国地方が
被災を免れる可能性が高いこと、お隣であるた
め四国へのアクセスが比較的容易であることか
ら、発災の際は四国支部にご支援を是非賜りま
すよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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大学からのメッセージ

社会の先行き不安を払拭する
プロフェッショナルへ
広島大学大学院国際協力研究科
教 授

高齢社会は20年前から始まっていた
広島市にアストラムラインが開通した翌年の
1995年に高齢社会対策基本法が施行され、そ
の後、政府は毎年「高齢社会白書」を刊行して
いる。その創刊号（1997年版）を読み直すと
興味深いくだりがいくつかある。
いまや我が国の65歳以上の高齢者は1,902万
人、総人口の15.1％を占める（平成8年10月1
日現在推計人口）。私たちは、既に高齢社会に
暮らしている。
生産年齢人口の減少と高齢者人口の増加の統
計値から、当時、すでに高齢社会が始まってい
ることを読み取り、認識していた。それから
20年、高齢化率は当時の1.8倍になった。この
間、建設コンサルタンツ業界のプロフェッショ
ナルは、認識をどのように受け取り、どのよう
な適応策を社会に示してきただろうか。
すべては先行き不安から
この高齢社会白書には「高齢者の生活と意識
に関する国際比較調査」の結果（表1）が示され
ている。健康や経済など5つの項目すべてにおい
て、日本の高齢者は米国やドイツの高齢者に比
べて高い不安感を抱いていることがわかる。
一方、最新の高齢社会白書（2015年版）に
よると、貯蓄が100万円以上ある世帯が全体の
9割を超え、1,000万円以上の貯蓄がある世帯
の割合が実に63.9％にも達する（図1）。また
「病気・介護への備え」のために貯蓄する高齢
者が62.3％にのぼる（図2）。つまり、高齢者
は将来に対して大きな不安にさられており、
日々の生活費を切り詰めた結果、高額の貯金と
いう形でリスクに備えていることがわかる。
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このように統計を簡単に整理すると、高齢化
が進んだ中山間地域や都市郊外住宅団地の高齢
者に、運転免許返納に向けてコミュニティバス
やデマンド交通の運行を始めても利用者が伸び
ないという事実、医療や福祉サービスが充実し
た都市部への集落移転に賛同する高齢者世帯が
限定的であるという事実、の背景にある因果構
造を理解することはそれほど難しくない。
表1

高齢者の不安感

自分自身の健康への不安
独りぼっちで頼るものがない不安
経済的な生活が成り立たなくなる
かもしれない不安
子供達が自分のことを気にかけて
くれない不安
介護が必要な状態になるのではな
いかとの不安

日本
18.2
7.5
9.7

米国
10.7
3.8
4.2

ドイツ
10.1
6.6
2.9

3.6

1.3

1.6

17.8

9.6

11.8

資料：総務庁長官官房高齢社会対策室「高齢者の生活と意識
に関する国際比較調査」
（平成7年度）から筆者が抜粋

図1 貯蓄現在階級別世帯分布

図2 貯蓄の目的
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プロフェッショナルの誇り
先に例示したような単純な資料整理は、まち
づくりのプロフェッショナルである建設コンサ
ルタンツの業務としては朝飯前、お茶の子さい
さい、屁のかっぱ、造作もない作業だろう。素
人の住民に、時として政策決定者に対して、絶
妙のタイミングでわかりやすくメッセージを発
信するのは意外と大変であり、重要な役割であ
るが、一般市民が期待しているのは、果たして
そうしたミッションだろうか。
大瀬良投手が150キロ越えの速球を連発する
のは当然だと期待するカープファンのように、
一般市民は、防災、医療福祉、教育、都市計画
などまちづくり問題の解へといつも導いてくれ
る芸当を建設コンサルタンツに期待しているの
ではなかろうか。
海外の公共調達制度では、建設コンサルタン
ツは施策メニューの立案や仕様書設計のアドバ
イス役、計画・事業執行の監視役を努めること
が少なくない。そのため彼らには、わかりやす
いメッセージの発信以上に重要な社会的ミッシ
ョンを課せられているという強い誇りがある。
一方、日本の公共調達制度では、発注者であ
る行政に対して、受注者である建設コンサルタ
ンツは、海外のコンサルタンツに負けない技術
力があるにも関わらず、少々遠慮がちになる傾
向があるようだ。発注者との間に境界線を引き
従順に振る舞うことを唯一絶対の職務と考える
ならば、そうした行為は、時としてプロフェッ

ショナルに対する過度な期待からの逃避行動と
して、社会には映るかも知れない。
ロックイン問題の解決で
1970年代から開発が進んだ地方都市の郊外
ニュータウンでは、この40年間で凄まじい勢
いで人とまちの高齢化が進んだ。いま社会が解
決して欲しいと期待する問題の一つは、地区交
通計画と立地適正化計画の推進に生じる二律背
反のジレンマ問題である。つまり、ミクロには
高齢化が進むニュータウン住民に対してより高
いモビリティ水準を保持するための地区交通計
画を一層充実させてゆくことが、マクロにはコ
ンパクトな空間配置を形成する都市構造への転
換を遅延させることにつながってしまうことが
懸念されている。
これからの40年間はこうした懸念を払拭す
る芸当がまちづくりのプロフェッショナルに求
められる。持続可能な地区交通計画の実現のた
めに、住民の生体情報・心身機能と地区内移動
を関連づけたビッグデータの収集、空間統計処
理の高度化、自由度の高い短距離移動手段の挙
動メカニズム解明、インターモーダルも含めた
シームレスな情報提供など、革新的な技術力を
総動員して、官学と連携を取りながら、先行き
不安というロックイン問題を少しずつ解決する
ことがプロフェッショナルとしての誇りを一層
高める良い機会かも知れない。

【プロフィール】
藤原章正（ふじわらあきまさ）
学位：博士（工学）
役職：広島大学大学院国際協力研究科長
委員：アジア交通学会国際学術委員長、日本モビリティマネジメント
会議理事、国土交通省社会資本整備審議会道路分科会中国地方
小委員会委員長、広島市都市計画審議会会長

ほか
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平成27年度中国支部第45回定時総会
平成27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45回中国支部
定時総会が開催されました。
平成26度の事業報告、収支決算の承認及び
役員の改選に引き続き平成27年度活動計画、
予算案の報告が行われました。
総会に引き継き、長年に亘り支部役員を務め
られた前支部幹事の佐々木剛氏に「感謝表彰」

第45回定時総会

小田支部長の挨拶

が、また鳥取県との意見交換会や災害協定を締
結するなど、積極的に支部活動にとりくみ、対
外的に高い評価を受けた鳥取県委員会（委員
長：隅万紀夫氏）に「功績表彰」が小田支部長
から授与されました。
その後、協会本部の副会長兼専務理事の前川
秀和氏から「建設コンサルタントを巡る課題と
今後の方向」について特別講演が行われました。

第45回定時総会

前川副会長の特別講演

役 員 会
◦第１回役員会
開催日：平成27年7月9日（木）
於：KKRホテル広島
内 容：
（1）平成27年度の中国支部の各部
会活動について
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◦第２回役員会
開催日：平成28年1月26日（火）
於：KKRホテル広島
内 容：
（1）第46回定時総会の開催日程に
ついて
（2）第46回定時総会の議案について

役員、常設部会委員の異動
◦支部理事
パシフィックコンサルタンツ株式会社

中

新
村

任
桂

久

◦支部監事
株式会社陸地コンサルタント

新支部監事
佐々木 仁 志

前支部監事
← 佐々木
剛

◦総務部会委員
株式会社長大

香

パシフィックコンサルタンツ株式会社

岡

新委員
川 昭之介
新委員
本 和 也

← 田
← 本

前委員
代 和
前委員
田 忠

宏
之

◦業務部会委員
復建調査設計株式会社

吉

株式会社エイト日本技術開発

志

新委員
岡 晴 彦
新委員
水 勇起弘

← 阿
← 澤

前委員
土
前委員
嗣

繕
郎

◦技術部会委員
復建調査設計株式会社

石

八千代エンジニアリング株式会社

河

新委員
田 友
新委員
辺 真

石

新委員
田 友

英

← 宮

一

← 岡

前委員
川 一
前委員
田 稔

← 宮

前委員
川 一

始
規

◦災害対策中国支部
復建調査設計株式会社

英

始
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総務部会等の開催
◦第1回総務部会・県委員長合同会議
開催日：平成27年6月30日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
議 題：平成27年度の活動方針について
第1回役員会の開催について
◦第2回総務部会
開催日：平成27年12月11日（金）
場 所：中国支部事務局
議 題：第2回役員会の開催について
第46回定時総会の開催について
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◦第1回独占禁止法に関する特別委員会
開催日：平成27年10月8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27年11月20日（金）
場 所：中国支部事務局
議 題：JCCA中国vol. 44の発刊について

国土交通功労表彰
平成27年度の国土交通功労表彰は、中国地方整備局の26年度事業を対象として、平成27年7月
24日（金）、KKRホテル広島で功労者の表彰が行われました。中国支部会員の受賞は次のとおり
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（局長表彰）

21

19

90.5

優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）

43

37

86.0

64

56

87.5

優秀建設技術者表彰（局長表彰）

16

16

100.0

優秀建設技術者表彰（事務所長表彰）

28

25

89.3

小

計

小

計

44

41

93.2

合

計

108

97

89.8

国土交通功労表彰

受賞者

中国地方整備局長から会員の受賞
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◦『国土交通功労者』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

浜田管内環境計画調査業務

浩
智臣
友喜
高道

54
41
39
38

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中電技術コンサルタント
株式会社

広島西部山系豪雨災害緊
急調査（その1）業務

太田川河川事務所

荒木
阿賀
河井
吉清
秦

義則
俊彦
恵美
守
雅之

―
―
―
―
―

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

株式会社建設環境研究所

平 成26年 度 日 野 川 水 辺
現地調査（鳥類他）業務

日野川河川事務所

井上
中村
見澤
大本

修
圭輔
康充
家正

51
34
53
68

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

百間川分流部改築詳細検
討業務

天野
常森
岡山河川事務所
田川
上野

順次
達矢
央
舞子

49
46
32
26

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

芦田川治水機能評価検討
業務

川津
佐藤
福山河川国道事務所
長屋
加藤

幸治
英治
琢次
陽平

―
―
―
―

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

新日本技研株式会社

岩国大竹道路小方高架橋
詳細設計業務

田渕
高
広島国道事務所 呉
安食
村上

智秀
龍
正林
春夫
陽子

47
42
57
51
39

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

中国管内広域幹線道路
整備計画検討業務

安達
中国地方整備局 綾
道
路
部 岩原
佐藤

誠
貴穂
徹
啓輔

51
41
36
37

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

三隅・益田道路古市場
トンネル詳細設計業務

高根
井上
浜田河川国道事務所 片 山
西浦
吉岡

努
彰
武
清貴
知哉

46
49
37
36
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

株式会社
荒谷建設コンサルタント

倉吉管内トンネル点検対
策業務

河野
松岡
倉吉河川国道事務所 遠 藤
角
中村

秀生
誠二
修一
義隆
義孝

―
―
―
―
―

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

尾原ダム自然環境モニタ
リング調査業務

劒持
森定
出雲河川事務所
藤原
白神

康弘
伸
正季
義章

46
45
38
44

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

岡山国道管内交安事業
マネジメント検討業務

渡井 恭周
加藤 裕明
岡山国道事務所
濱田 直樹
山本有由美

45
44
32
28

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

10

務

畠中
岡本
浜田河川国道事務所
朝倉
山田

株式会社
綜合技術コンサルタント

局長表彰

業
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◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

務

名

事務所名

氏

名

場

鍵掛峠道路第2橋詳細設
計業務

日高
藤田
三次河川国道事務所 西 村
舘
西本

卓也
啓輔
恒男
浩司
公治

41
40
62
47
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

土師ダム総合点検業務

石井
岡﨑
土師ダム管理所
山崎
下山

秀紀
博
義人
顕治

58
49
45
37

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

湖陵・多伎道路二部高架
橋設計業務

高垣
岡田
中 国 技 術 事 務 所 吉岡
淺原
上田

俊宏
稔規
正幸
孝
浩章

46
58
48
42
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

日 本 工 営 株 式 会 社

コンクリート構造物検討
業務

松山 公年
下薗晋一郎
中国技術事務所
山根 誠一
倉橋 哲弘

51
31
54
35

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

岩国港臨港道路基本設計

森崎
山里
広 島 港 湾 空 港
金子
技術調査事務所
植村
亀田

啓
靖
正之
亮
晃一

53
49
50
44
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

シンワ技研コンサルタント
株式会社

井上
黒見
大田静間道路（静間町地区）
松 江 国 道 事 務 所 古藤
用地調査等業務
井上
浜本

孝之
克己
龍一
郁文
成彦

52
57
49
34
55

主任担当者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
エイト日本技術開発

吉井川改修測量設計業務

郷田
山本
岡 山 河 川 事 務 所 村上
南條
坂田

信夫
雅行
幸治
利幸
健治

52
56
46
52
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

尾道・松江自動車道別迫
地区外測量設計業務

浜崎 義久
佐々木邦平
福山河川国道事務所 澤 田 憲 文
行旨 敏幸
弦本 英明

43
66
60
53
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

株

式

会

社

長

大

株式会社ニュージェック

局長表彰

株 式 会 社 セ ト ウ チ

◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

担当技術者
年齢
立

会

社

名

業

務

名

事務所名

氏

日 本 工 営 株 式 会 社

鳥取西道路トンネル影響
検討業務

香村
前坂
鳥取河川国道事務所
高橋
山田

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

鳥取自動車道智頭用瀬
トンネル避難連絡坑外設
計業務

高根
藤井
鳥取河川国道事務所 西 浦
片山
今村

事務所長
表
彰

名

担当技術者
年齢
立

場

官永
巌
昌弘
和生

56
52
58
47

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

努
弘一
清貴
武
博行

46
63
36
37
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
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◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

会

社

名

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

千代川水系測量設計業務

憲史
繁和
幹雄
清文
龍平

45
53
38
45
39

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

シンワ技研コンサルタント
株式会社

鳥取西道路2期道路設計
外業務

柴田 浩司
寺坂 和彦
鳥取河川国道事務所 矢 原 玄 気
後藤 正和
長富健次郎

43
63
41
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

復建調査設計株式会社

天神川水系堤防点検結果
検討業務

上熊
清水
倉吉河川国道事務所
金徳
米浦

秀保
豊
圭三
大輔

57
49
52
30

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

長瀬橋外詳細設計業務

反田
柴
倉吉河川国道事務所 河 原
田堂
溝部

恒
幸三
克之
敏宏
聡

42
55
55
44
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

大山砂防御机砂防堰堤他
設計業務

日野川河川事務所

崎田
大倉
松浦
石川
原田

博史
智
孝典
良夫
直明

―
―
―
―
―

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・益田道路遠田高架
橋詳細設計業務

田渕
高
浜田河川国道事務所 呉
入澤
川平

智秀
龍
正林
明男
英史

47
42
57
50
40

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

浜田管内交安測量設計業務

松原
國廣
浜田河川国道事務所 角
李
池田

昌利
義徳
義隆
宏樹
健司

―
―
―
―
―

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

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

三隅・益田道路土田地区
外地質調査業務

三浦健一郎
長谷川勝喜
浜田河川国道事務所
寺脇 直志
入谷 正人

41
43
30
26

主任技術者
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

志津見ダム・尾原ダム
管理運用検討業務

天野 卓三
林
満
出雲河川事務所
桑田 志保
江尻雄三郎

―
―
―
―

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

斐伊川平面図図化修正業務

西村 大助
名草 一成
出雲河川事務所
元木 健太
福島あすか

44
52
29
27

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

斐伊川中流右岸地区堤防
強化測量設計業務

上熊
木村
出 雲 河 川 事 務 所 川原
景山
清水

57
56
39
55
49

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

株式会社
荒谷建設コンサルタント

新日本技研株式会社

国 際 航 業 株 式 会 社

復建調査設計株式会社

12

務

竹本
平尾
鳥取河川国道事務所 河 平
森脇
尾崎

株 式 会 社 ウ エ ス コ

事務所長
表
彰

業

Vol.44

秀保
雄二
由香
祐二
豊

◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

務

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

湖陵・多伎道路久村第1
高架橋詳細設計業務

吉本
柴
松 江 国 道 事 務 所 田堂
反田
西谷

博史
幸三
敏宏
恒
哲士

45
55
44
42
39

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

仁摩温泉津道路外測量設
計業務

青山
和田
松 江 国 道 事 務 所 山内
橋本
橋尾

勝
浩
健治
速人
丈

44
56
49
47
58

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
オリエンタルコンサルタンツ

湖陵・多伎道路二部トン
ネル詳細設計業務

片山
藤井
松江国道事務所 高根
西浦
西川

武
弘一
努
清貴
修

37
63
46
36
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

株 式 会 社 ウ エ ス コ

吉井川魚類生息環境検討
他業務

笹田 直樹
渡辺
敏
岡山河川事務所
芹澤英一郎
佐貫 方城

46
47
38
35

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

岡南橋梁点検業務

川端
田中
岡山国道事務所
井落
黒川

千秋
秀治
久貴
健児

48
42
40
56

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

玉島笠岡道路六条院地区
他地質調査業務

水野
光延
岡山国道事務所
萩原
藤原

正行
和倫
章弘
健一

61
40
60
62

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

福山耐震補強設計業務

高
大原
福山河川国道事務所 呉
氏本
村上

龍
誠
正林
敦
陽子

42
56
57
41
39

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

備北丘陵公園施設設計外
業務

田中
三次河川国道事務所 梶 原
高田

紀昭
俊之
賢

58
38
34

管理技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

三次管内トンネル点検業
務

井上
彰
中谷 重美
三次河川国道事務所
長谷川慶彦
矢野 修平

49
60
31
34

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社建設技術研究所

江の川渇水時行動計画策
定業務

北川 照晃
佐々木昌俊
三次河川国道事務所
原田 翔太
増本 健佑

45
38
31
29

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

―
―
―
―
―

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

株 式 会 社 ウ エ ス コ

株 式 会 社 ウ エ ス コ

事務所長
表
彰 西部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

広島西部山系豪雨災害緊
急調査（その2）業務

太田川河川事務所

松浦
崎田
大倉
早水
谷本

孝典
博史
智
真洋
謙二
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◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

務

名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

太田川河川事務所

大西 秋二
岡田賢一郎
山崎 弘明
名越
亮

52
47
47
44

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

太田川河川事務所

山口
木下
金光
法水

雄一
慎逸
玄樹
哲

46
46
27
43

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

広島西部山系豪雨災害緊
急調査（その3）業務

太田川河川事務所

中野
木村
神信
勝部
佐竹

裕次
雄二
浩一
伸一
伸二

54
56
48
27
51

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

安芸バイパス外測量設計
業務

藤井
堀越
広 島 国 道 事 務 所 石山
松井
奥住

登
正和
正人
秀樹
洋介

―
―
―
―
―

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

広島国道事務所管内道路
事業資料作成外業務

船田
佐藤
広島国道事務所
臼田
前川

尚吾
裕治
鉄也
朝尚

41
40
34
28

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

広島国道橋梁補修設計業務

小倉
司
松岡 利一
広 島 国 道 事 務 所 池田 恵介
光川 直宏
河原崎雄介

46
52
44
43
30

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

山口南部地域道路網検討
業務

酒井
藤原
山口河川国道事務所
福嶋
平尾

秀和
大
浩人
保洋

38
35
32
39

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

山口東部橋梁耐震補強設
計外業務

白川
修
植村
亮
山口河川国道事務所 松 下 雅 之
亀田 晃一
太田あかね

46
44
51
43
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

株式会社建設技術研究所

島地川ダム総合点検検討
業務

和田
森井
山口河川国道事務所
山邊
谷脇

一斗
裕
建二
佑一

45
47
54
27

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

美保飛行場滑走路延長事
業整備効果検討業務

喜渡
鳴石
東原
今村
久代

基弘
大二
史明
喬広
雄

42
49
48
30
39

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

緑井・八木地区排水設計
業務

日 本 工 営 株 式 会 社

広島西部山系豪雨災害緊
急調査（その4）業務

復建調査設計株式会社

式

会

社

長

大

事務所長
表
彰

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

14

事務所名

Vol.44

境 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（事務所長表彰）
表彰区分

会

社

名

業

務

名

事務所名

氏

名

担当技術者
年齢
立

場

一般財団法人沿岸技術研究センター

尾道糸崎港機織地区水域
施設埋没対策検討業務
沿 岸 技 術 研 究 セ ン
ター・いであ設計共同体

髙 山 知 司 ― 管理技術者
大 川 衛 人 ― 担当技術者
福間
正 ― 担当技術者
広 島 港 湾・ 空 港 長 野
卓 ― 担当技術者
整 備 事 務 所
い で あ 株 式 会 社

尾道糸崎港機織地区水域
施設埋没対策検討業務

伍井
成毛
水野

稔
辰徳
博史

―
―
―

担当技術者
担当技術者
担当技術者

水島港港湾整備事業再評
価等検討業務

後藤
米倉
宇野港湾事務所
脇根
加藤

忠博
千義
教真
拓哉

54
40
36
31

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

岩国港臨港道路装束新港
線詳細設計等業務

山里
植村
宇 部 港 湾・ 空 港
白川
整 備 事 務 所
亀田
野中

靖
亮
修
晃一
秀一

49
44
46
43
30

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

事務所長
表
彰
株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

◦『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

香村

官永

日 本 工 営 株 式 会 社

鳥取西道路トンネル影響検
鳥取河川国道事務所
討業務

土

木

河野

秀生

株式会社
荒谷建設コンサルタント

倉吉管内トンネル点検対策
倉吉河川国道事務所
業務

土

木

井

上

修

株式会社建設環境研究所

平 成26年 度 日 野 川 水 辺 現
日野川河川事務所
地調査（鳥類他）業務

土

木

畠

中

浩

株式会社
綜合技術コンサルタント

浜田管内環境計画調査業務 浜田河川国道事務所

土

木

劒持

康弘

株 式 会 社 ウ エ ス コ

尾原ダム自然環境モニタリ
出雲河川事務所
ング調査業務

局長表彰 土

木

吉本

博史

株式会社
綜合技術コンサルタント

湖陵・多伎道路久村第1高
松江国道事務所
架橋詳細設計業務

土

木

天野

順次

株式会社建設技術研究所

百間川分流部改築詳細検討
岡山河川事務所
業務

土

木

渡井

恭周

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

岡山国道管内交安事業マネ
岡山国道事務所
ジメント検討業務

土

木

川津

幸治

い で あ 株 式 会 社

芦田川治水機能評価検討業
福山河川国道事務所
務

土

木

日高

卓也

株

鍵掛峠道路第2橋詳細設計
三次河川国道事務所
業務

土

木

荒木

義則

中電技術コンサルタント
株式会社

式

会

社

長

大

広島西部山系豪雨災害緊急
太田川河川事務所
調査（その1）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

田渕

智秀

新日本技研株式会社

岩国大竹道路小方高架橋詳
広島国道事務所
細設計業務

土

木

酒井

秀和

復建調査設計株式会社

山口南部地域道路網検討業
山口河川国道事務所
務

局長表彰 土

木

石井

秀紀

株式会社ニュージェック

土師ダム総合点検業務

土

木

高垣

俊宏

八千代エンジニヤリング
株式会社

湖陵・多伎道路二部高架橋
中国技術事務所
設計業務

港湾空港

森 﨑

啓

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

岩国港臨港道路基本設計

土

木

高 根

努

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

鳥取自動車道智頭用瀬トン
鳥取河川国道事務所
ネル避難連絡坑外設計業務

土

木

竹本

憲史

株 式 会 社 ウ エ ス コ

千代川水系測量設計業務

土

木

上熊

秀保

復建調査設計株式会社

天神川水系堤防点検結果検
倉吉河川国道事務所
討業務

土

木

高 根

努

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

三隅・益田道路古市場トン
浜田河川国道事務所
ネル詳細設計業務

土

木

田渕

智秀

新日本技研株式会社

三隅・益田道路遠田高架橋
浜田河川国道事務所
詳細設計業務

土

木

松原

昌利

株式会社
荒谷建設コンサルタント

浜田管内交安測量設計業務 浜田河川国道事務所

地質調査

三浦健一郎

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

三隅・益田道路土田地区外
浜田河川国道事務所
地質調査業務

土

木

上熊

秀保

復建調査設計株式会社

斐伊川中流右岸地区堤防強
出雲河川事務所
化測量設計業務

土

木

天野

卓三

中電技術コンサルタント
株式会社

志津見ダム・尾原ダム管理
出雲河川事務所
運用検討業務

事務所長
表
彰 補

償

井上

孝之

シンワ技研コンサルタント
株式会社

大田静間道路
（静間町地区）
松江国道事務所
用地調査等業務

土

木

青 山

勝

株 式 会 社 ウ エ ス コ

仁摩温泉津道路外測量設計
松江国道事務所
業務

土

木

郷田

信夫

株式会社
吉井川改修測量設計業務
エイト日本技術開発

岡山河川事務所

土

木

川端

千秋

株 式 会 社 ウ エ ス コ

岡山国道事務所

土

木

高

土

木

浜崎

義久

株 式 会 社 セ ト ウ チ

土

木

田中

紀昭

株式会社
備北丘陵公園施設設計外業
三次河川国道事務所
エイト日本技術開発 務

土

木

松浦

孝典

株式会社
荒谷建設コンサルタント

広島西部山系豪雨災害緊急
太田川河川事務所
調査（その2）業務

土

木

大西

秋二

株 式 会 社 ウ エ ス コ

緑井・八木地区排水設計業
太田川河川事務所
務

土

木

藤 井

登

い で あ 株 式 会 社

安芸バイパス外測量設計業
広島国道事務所
務
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龍

岡南橋梁点検業務

新 日 本 技 研 株 式 会 社 福山耐震補強設計業務

土師ダム管理所

広島港湾空港技術調査事
務所

鳥取河川国道事務所

福山河川国道事務所

尾道・松江自動車道別迫地
福山河川国道事務所
区外測量設計業務

◦『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
株

式

会

社

業務名
長

大

事務所名

広島国道事務所管内道路事
広島国道事務所
業資料作成外業務

土

木

船田

尚吾

土

木

白 川

修

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

山口東部橋梁耐震補強設計
山口河川国道事務所
外業務

土
木
事務所長
表
彰 港湾空港

松山

公年

日 本 工 営 株 式 会 社

コンクリート構造物検討業務 中国技術事務所

喜渡

基弘

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

美保飛行場滑走路延長事業
境港湾・空港整備事務所
整備効果検討業務

港湾空港

後藤

忠博

株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

水島港港湾整備事業再評価
宇野港湾事務所
等検討業務

港湾空港

山 里

靖

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

岩国港臨港道路装束新港線
宇部港湾・空港整備事務所
詳細設計等業務
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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
◦香村 官永 氏
年齢：56歳
職位：日本工営株式会社
広島支店 技術部 次長
趣味：自然と戯れること、家の掃除と草むしり、
読書、音楽鑑賞、家族と生活すること、など
◦受賞業務の概要と感想
弊社が実施いたしました「鳥取西道路ト
ンネル影響検討業務」に対し、中国地方整
備局長より優秀建設技術者表彰ならびに鳥
取河川国道事務所より優良業務表彰を賜り
ました。誠にありがとうございます。ま
た、業務遂行にあたりご指導を頂きました
鳥取河川国道事務所の関係者の皆様に、心
より感謝申し上げます。
本業務は、一般国道9号鳥取西道路に位
置するトンネルと高架橋の施工に伴う、周
辺水利用施設への影響評価と具体的な対策
案を検討することを目的としたもので、水
理地質調査や水文調査結果等を基に水理地
質モデルを構築し、3次元浸透流解析や移

流分散解析などを行ったものです。また、
調査中に発生した斜面崩壊に対し、設計方
針の見直しや切土法面の概略検討にも迅速
に対応しました。主体となる地下水解析業
務への積極的かつ真摯な対応はもちろんの
こと、それ以外の対応についても総合コン
サルタントとしての技術力を遺憾なく発揮
したことに対し、高く評価して頂いたもの
と思っております。
この度の受賞を励みに、今後も日々研鑽
努力し、誠意と技術を軸に社会に貢献して
いく所存です。今後とも、皆様方のご指
導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

❖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
◦河野 秀生 氏
年齢： － 歳
職位：株式会社荒谷建設コンサルタント
技師長
趣味：旅行
◦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「倉
吉管内トンネル点検対策業務」に対し、中
国地方整備局長より優良業務表彰ならびに
優秀技術者表彰を賜り、誠に有難うござい
ます。業務を通してご指導を賜りました倉
吉河川国道事務所の皆様には心より厚く御
礼を申し上げます。
本業務は、国道9号青谷羽合道路の2ト
ンネル及び国道9号米子道路の1トンネル
において、2回目以降のトンネル定期点検
を実施したものです。利用者被害の可能性
のある変状を早期に発見し、応急措置の実
施や補修工事の必要性を判断するととも
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に、今後の維持管理に必要な資料を作成し
ました。点検した3トンネルについて、定
期点検結果に基づき健全度評価を行い、要
補修箇所について迅速に補修設計を行うこ
とで、昨年度中に補修工事を完了し、本業
務内で補修箇所の確認点検を実施し点検調
書に反映することができました。業務を遂
行するうえで、発注者からの要望に迅速・
確実に応えたことが評価されたものと考え
ます。
今回の受賞を励みに、より一層の自己研
鑽に努め、社会資本整備に微力ながら貢献
していきたいと考えております。

❖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
◦井上
修氏
年齢：51歳
職位：株式会社建設環境研究所
取締役・道路都市部門長
趣味：読書
◦受賞業務の概要と感想
「平成26年度日野川水辺現地調査（鳥
類他）業務」は、日野川及び菅沢ダムにお
ける河川水辺の国勢調査です。業務項目が
魚類、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類と多
岐にわたっていた他、魚類遡上可能状況調
査として河川における魚類等の生息環境と
しての連続性の確保状況についても把握し
たものです。基本的にはマニュアルに準拠
して実施する業務ですが、定量化の面など
業務の目的を踏まえた調査手法の提案や、
過去からの豊富なデータ資産を活用した生
物の経年変化と出水イベント等による河川
環境の場の変化との関連の考察に基づく環

境面からみた重要な場の抽出など、河川管
理等に少しでも役立つ成果をと心掛けた点が
評価されたものと自己評価しております。
この度は、大変名誉ある賞をいただき、
河川水辺の国勢調査という地味な業務にも
しっかりと目が向けられていることを改め
て実感しております。今後とも、環境面を
始め弊社の技術で出来る限り社会基盤整備
のお役に立てる成果を挙げられるよう努力
して参りたいと存じます。最後に、関係す
る皆様には心からの感謝を申し上げます。
誠にありがとうございました。

❖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
◦畠中
浩氏
年齢：54歳
職位：株式会社綜合技術コンサルタント
東京支社 環境Ⅰ部 部長
趣味：ドライブ、旅行、ゴルフ
◦受賞業務の概要と感想
この度、「浜田管内環境計画調査業務」
に対し、中国地方整備局長より優良業務請
負団体表彰、優秀建設技術者表彰を頂き、
厚く御礼申し上げます。
本業務は、山陰道の一部となる「福光浅
利線」を対象に、島根県環境影響評価条例
に基づく、アセス手続きに必要となる大気
質、猛禽類の現地調査、大気質、騒音等
13項目の予測・評価を行い、環境影響評
価準備書を作成するとともに中国地方整備

局や島根県のアセス委員会等で審議を諮る
ための協議資料を作成したものです。
今回の受賞は、発注者の早期事業化に対
する思い入れに影響を受け、猛禽類調査や
準備書作成、アセス手続きへ迅速で適切な
対応等、弊社環境部門の努力の結果であり、
社員の励みになるものと感謝しています。
今後も、皆様に信頼されるよう真摯な対
応と技術力の向上に努めてまいりたいと考
えています。
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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
◦劒持 康弘 氏
年齢：46歳
職位：株式会社ウエスコ
環境計画事業部 島根環境調査課
課長
趣味：山歩き、家庭菜園、サイクリング
◦受賞業務の概要と感想
この度は、「尾原ダム自然環境モニタリ
ング調査業務」に対し、中国地方整備局長
より優良業務請負団体表彰並びに優秀建設
技術者表彰を賜り、誠にありがとうござい
ます。
本業務は、「ダム等の管理に係るフォロ
ーアップ制度」に基づき、斐伊川に建設さ
れた尾原ダムの運用に伴う環境変化の把
握、環境保全措置の効果を検証するための
モニタリング調査（重要動植物・生態系・
水源地動態調査）を行ったものです。6ヶ
年に及ぶ調査の最終年にあたるため、その
間の結果に加え、学識者の助言内容、気
象・流況等の変動要因も含めて整理し検討

しました。特に、計画立案から結果検証ま
でを一貫して実施できたことで精度の高い
検討結果が得られました。今回の受賞は6
ヶ年で積み上げた成果を評価いただいたも
のと考えております。
この受賞を励みとし、社会資本整備を環
境面からしっかりとサポートさせていただ
けるよう、技術の向上に努めてまいりたい
と思います。今後とも、皆様方のご指導、
ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。
最後に、長期に渡りご指導いただきまし
た出雲河川事務所をはじめとした関係者の
皆様に厚くお礼申し上げます。

❖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
◦吉本 博史 氏
年齢：45歳
職位：株式会社綜合技術コンサルタント
中国支店 技術Ⅲ部 副主幹
趣味：釣り、スポーツ観戦
◦受賞業務の概要と感想
このたび、「湖陵・多伎道路久村第1高
架橋詳細設計業務」に対し、中国地方整備
局長より優秀建設技術者表彰ならびに松江
国道事務所より優良業務表彰を賜り、誠に
ありがとうございます。業務を通してご指
導をいただきました松江国道事務所の関係
者の皆様には厚く御礼申し上げます。
本業務は、一般国道9号湖陵多伎道路に
おける「久村第1高架橋」の橋梁詳細設計
を行ったものです。現地状況に応じた種々
の問題に対し、問題解決に向けた早急な検
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討の実施、要所での設計協議の実施により
コミュニケーションを図ったことと事務所
担当者の方々の迅速な対応のおかげもあ
り、提案の橋梁計画に対して早期に地元の
合意を得て、詳細設計を行ったことが評価
されたものと考えております。
このたびの受賞は業務に携わった担当者
の努力の賜物と考えております。今後はこ
の表彰を励みにより一層自己研鑚に励み、
技術力の向上に努め、より良い成果生み出
せるよう努力していきたいと思います。

❖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
◦天野 順次 氏
年齢：49歳
職位：株式会社建設技術研究所
大阪本社 河川部 次長
趣味：ゴルフ

◦受賞業務の概要と感想
このたびは、弊社が実施しました「百間
川分流部改築詳細検討業務」に対し、中国
地方整備局長より優良業務表彰ならびに優
良建設技術者表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。業務期間中、ご指導賜りまし
た岡山河川事務所の関係者の皆様に厚く御
礼申し上げます。
本業務は、百間川分流部改築における歴
史的遺構（一の荒手巻石部（亀の甲）及び
二の荒手）への配慮について、学識経験者
の助言及び地域住民の意向を踏まえ、具体
的な保全・補強方法を検討したものです。

一の荒手、二の荒手及び背割堤が岡山県
の埋蔵文化財包蔵地に認定されたことを受
け、現存する施設を必要最小限の補強によ
り存置、活用する方策を模索する中、関係
機関や地域住民との合意形成に向け、数値
的に裏付けされた資料を作成し、迅速かつ
丁寧に対応させていただいたことが評価さ
れたと考えています。
今回の受賞を励みとし、今後もより一層
の自己研鑽に励み、技術力の向上に努める
所存です。ありがとうございました。

❖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
◦渡井 恭周 氏
年齢：45歳
職位：パシフィックコンサルタンツ株式会社
大阪本社 交通基盤事業部 副部長
趣味：野外活動
◦受賞業務の概要と感想
この度は、「岡山国道管内交安マネジメ
ント検討業務」に対し、中国地方整備局長
より優良業務請負団体表彰ならびに優秀建
設技術者表彰を賜り、誠に光栄に存じま
す。関係者の皆様をはじめ、業務を通して
ご指導下さいました岡山国道事務所の皆様
に心より厚く御礼申し上げます。
本業務は、岡山国道事務所管内に指定さ
れている事故危険区間を対象に、交通事故
を効果的に削減できる実効性の高い対策を
立案する交通事故対策検討業務です。限ら
れた予算の中で交通安全事業を効率的に展
開するため、事故発生の根幹的要因を検証
し、事故発生原因を取り除く対策案を立案

しました。また交通安全事業に関するPDCA
マネジメントの整理・検討や生活道路にお
ける交通安全診断制度の導入検討など、多
様な視点からの取り組みが求められまし
た。これに対し、全国道路交通系技術者間
の技術情報連携を介して、的確かつ合理的
な計画方針の提案・計画ができたことが結
果として高いご評価に繋がったものと考え
ております。
今後もより一層の自己研鑽と技術力の向
上に努め、社会インフラを今後の世代の
人々が安全・快適で安心して暮らせるよう
に日々努力していく所存です。
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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
◦川津 幸治 氏
年齢：57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「芦田川治水機
能評価検討業務」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、芦田川の河道の二極化箇所の
現状把握と二次元流況解析・河床変動計算
による流況・土砂動態の分析を行ったうえ
で、今後の樹木管理のあり方や二極化解消
のための対策手法およびモニタリング手法
を提案いたしました。さらに、上流の八田
原ダムの治水容量を考慮した適応操作によ
る上下流での治水安全度評価から、芦田川
での次期の河川整備計画の目標流量および

治水対策を提案しました。
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適切な河道管理
を行うための“提案・改善”や“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。
今後は、この受賞を励みに、さらに技術
力の向上に努力したいと考えております。
最後になりましたが、福山河川国道事
務所の関係者の皆様にはご指導・ご協力
を賜り、この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
◦日高 卓也 氏
年齢：41歳
職位：株式会社長大
西日本構造事業部 構造技術1部
課長
趣味：サッカー
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「鍵掛峠
道路第2橋詳細設計業務」に対し、中国地
方整備局長より優良業務表彰及び優秀建設
技術者表彰を賜り、誠にありがとうござい
ます。
業務を通じてご指導賜りました三次河川
国道事務所の関係者の皆様には、心より厚
く御礼を申し上げます。
本業務は、鍵掛峠道路のうち、標高
800mの山岳部に計画される第2橋（鋼3径
間連続非合成箱桁）の橋梁詳細設計を行っ
たものです。急峻な斜面上の橋梁計画に当
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たり、路線全体の工事工程や施工工法を踏
まえ、自然環境改変の抑制と施工性の向上
を相互に検討し、全体施工計画を提案しま
した。また、山岳橋におけるコスト縮減は
もとより、維持管理の容易さに配慮した橋
梁計画の立案に対する積極的な取り組みが
高い評価を頂いたものと考えております。
今回の受賞を励みに、更なる自己研鑽に
努めるとともに、業界の課題である人材の
育成や技術の継承にも取り組み、信頼性の
高い社会資本整備に微力ながら貢献してい
きたいと考えております。

❖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
◦荒木 義則 氏
年齢：50歳
職位：中電技術コンサルタント株式会社
河川本部 エグゼクティブ・エンジニア
趣味：テニス、料理、ガーデニング
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施した「広島西部山
系豪雨災害緊急調査（その1）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、平成26年8月20日に発生した
広島豪雨土砂災害において土石流危険渓流
の緊急調査を行うとともに、二次災害防止
のための緊急対策計画として渓流調査及び
家屋被災状況調査等を行い災害関連緊急事
業の申請資料の作成、当面の安全確保のた

めの強靭ワイヤーネット工の設計、砂防堰
堤の予備設計等を行いました。
激甚な土砂災害対応であり、業務遂行に
おいては、災害現場の状況把握と発注者へ
の連絡、関係機関や地元説明用資料等の発
注者からの要望に迅速に応えたことが高評
価につながったものと考えます。
最後になりましたが、太田川河川事務
所の関係者の皆様にはご指導・ご協力を
賜り、この場を借りて厚く御礼申し上げ
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
◦田渕 智秀 氏
年齢：47歳
職位：新日本技研株式会社
取締役 西部支社長
趣味：地域ボランティア
◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「岩国大
竹道路小方高架橋詳細設計業務」に対し、
中国地方整備局長より優良業務表彰ならび
に優秀建設技術者表彰を賜り、関係者の皆
様および業務を通じてご指導いただいた広
島国道事務所の方々に、心より御礼申し上
げます。
本業務（小方高架橋：橋長397m）は、
国道2号を跨ぐ曲線橋や、JR山陽本線を
跨ぎオン・オフランプを含んだ広幅員の
橋梁など、3橋の橋梁詳細設計を行ったも

のです。
交差物件の制約が多い中、関係機関との
協議対応や、全体工期の短縮を図るための
施工ステップの検討など、発注者と受注者
が一体となって業務に取り組み、多くの課
題をクリアできたことが評価されたものと
考えております。
この受賞を励みとし、今後も中国地方の
インフラ整備に貢献するため、社員一同さ
らなる技術力の向上に努め、発注者の良き
パートナーとして尽力してまいります。
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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
◦酒井 秀和 氏
年齢：38歳
職位：復建調査設計株式会社
交通計画課 道路計画室
趣味：トライアスロン

室長補佐

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「山口南部
地域道路網検討業務」に対し、中国地方整備
局長より優秀建設技術者表彰ならびに、山口
河川国道事務所長より優良業務請負団体表彰
を賜り、誠にありがとうございました。
本業務は、山口県南部地域の下関市、岩
国市等の直轄国道において、地域の道路交
通課題を解消するための対策を検討したも
のです。特に下関市長府地区においては、
道路交通課題とその要因の正確な把握、道
路・交通管理者が参加するワーキングの開
催、対策の立案と評価について、交通流シ
ミュレーションを活用し、分かりやすさに
留意し業務に取り組みました。

業務の遂行にあたっては、要望に対し
ての迅速な対応はもちろんのこと、発注
者の方々と目標を共有し、その実現に向
けて様々な議論を重ねることが出来たこ
とが、高評価につながったものと考えて
おります。
この受賞を励みに、より一層の技術研鑚
に努め、高度なサービスを提供できる技術
者に成長していきたいと考えております。
業務遂行にあたり、ご指導いただきました
山口河川国道事務所の方々、業務に関わった
担当者一同、適切なアドバイスをしていただ
いた諸先輩方に、心より感謝いたします。

❖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
◦石井 秀紀 氏
年齢：58歳
職位：株式会社ニュージェック
取締役 国内事業本部 本部長代理
趣味：ゴルフ、音楽（ギター、ドラム）
◦受賞業務の概要と感想
は じ
本業務は、土師ダム（重力式コンクリー
トダム、堤高50m、昭和49年竣工）にお
いて、「ダム総合点検実施要領・同解説
（平成25年10月）」に基づき「ダム総合
点検」を実施した業務です。
「ダム総合点検」とは、竣工後約30年
が経過したダムにおいて、関係資料の収集
整理、課題の抽出、現況把握のための調査
の立案と実施、健全度評価、以後の維持管
理方針策定等を行うもので、中国地方整備
は じ
局が管理するダムとしては、土師ダムが上
記の要領に準拠して「ダム総合点検」を実
施した第1号のダムになります。私自身が
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過年度にこの要領の作成業務に関わってい
たこともあり、この業務での成果が、中国
地方整備局が今後継続的に取り組んで行く
「ダム総合点検」の規範となるよう、積極
的に様々な提案を行って参りました。この
前向きな姿勢が評価され、今回表彰を頂い
たものと感謝しております。
この表彰を励みに、さらに自己の研鑽と
後輩の指導に取り組んで行く所存です。
最後になりましたが、ご指導・ご協力を
賜りました、中国地方整備局河川部河川管
は じ
理課、土師ダム管理所の皆様に、この場を
お借りし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
◦高垣 俊宏 氏
年齢：46歳
職位：八千代エンジニヤリング株式会社
広島支店 技術第1課 課長
趣味：キャンプ、カープ観戦
◦受賞業務の概要と感想
この度、弊社が実施致しました「湖陵・
多伎道路二部高架橋設計業務」に対し、中
国地方整備局長より優良業務表彰ならびに
優秀技術者表彰を賜りました。業務期間
中、御指導頂きました中国技術事務所なら
びに中国地方整備局の皆様には、心より厚
く御礼申し上げます。
本業務は、次期道路橋示方書の改訂草稿
である「詳細設計のための参考資料」に基
づき、部分係数設計法による橋梁詳細設計
を行ったものです。現行の道路橋示方書と
設計体系が異なるため、資料を理解すると
ころから始め、既存電算プログラムでの設

計上の制約や、断面決定ケースの抽出な
ど、手探りの業務でしたが、何とか作業工
程を守りました。また、打合せでは現行道
路橋示方書との相違点について、グラフや
表により分かり易い資料作成と説明を心が
けました。このような点が評価頂けたもの
と考えております。
今回の受賞を励みに、より一層の自己研
鑽に励み、社会資本整備に微力ながら貢献
できるよう努めてまいります。今後とも、
皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願いします。

❖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
◦森﨑
啓氏
年齢：53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 構造部長
趣味：ドライブ
◦受賞業務の概要と感想
この度は、「岩国港臨港道路基本設計」
業務に対し、中国地方整備局長より優良業
務請負団体表彰ならびに優秀建設技術者表
彰を賜り、誠に光栄に存じます。関係者の
皆様をはじめ、業務を通してご指導下さい
ました広島港湾空港技術調査事務所の皆様
に心より厚く御礼申し上げます。
本業務は、岩国港臨港道路整備区間のう
ち新港埠頭と立石緑地を結ぶ、約210m区
間の橋梁基本設計です。設計では、沿道の
既存施設への影響が最低限となる道路計画
や海岸保全施設の切回し計画に始まり、ア
プロ－チ区間での波浪に配慮した橋梁計
画、航路部での航行船舶に配慮し桁下空間

に配慮した上部工計画・基礎の配置計画、
更には既存岸壁への影響に配慮した橋台の
配置計画等、臨港道路ならではの多彩な配
慮事項への対応が必要でした。これに対
し、道路構造系の技術者のみならず港湾系
の技術者も交えた設計体制の構築が功を奏
し、的確かつ合理的な設計方針の提案・計
画ができたことが結果として高いご評価に
繋がったものと考えております。
今回の受賞を励みに、今後とも一層の自
己研鑽と技術力の向上に努め、社会インフ
ラの安全、安心を国民の皆様に提供し続け
られるよう努力していく所存です。
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平成27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、演習を行いまし
た。本年度は中国地方瀬戸内海（震源地：安芸
灘）において大規模地震・津波が発生した場合
を想定して、災害対策中国現地本部を設置、被
災施設の復旧支援を各支部へ要請する等の情報
伝達訓練を実施しました。中国支部内の演習は
会員会社へ被災状況の報告を依頼しました。

災害時対応演習による災害対策中国現地本部を設置

地震発生の概要
発生日時：平成27年9月1日（火）11：00
発生地域：中国地方瀬戸内海（震源地：安芸灘）
発生規模：大規模地震（マグニチュード8.0）、震度6強（呉市）震度6弱（広島市他）大津波警
報（中国地方瀬戸内海沿岸地域）
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、中国現地本部、他支部との情報伝達機能のチェック
中国支部の会員各社との情報伝達機能のチェック
情報伝達様式の統一を図る
発注機関に協力して行う防災演習
平成27年5月29日（金）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27年11月4日（水）に中国地方整備局の「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表を、速やかに提出しました。
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講習会
◦加盟会社の経営分析説明会
平成27年度の経営分析説明会は、中国支
部、中部支部、九州支部、関東支部の4支部に
おいて実施されました。中国支部では10月15
日（木）13時15分より、KKRホテル広島で、

◦建設関連5団体共催独禁法講習会
開催日：平成27年10月20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、全測連中国地区協
議会、中国地質調査業協会

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ルがあ
ることを再認識して頂くと共に、再度学習を重

財務専門委員会の鈴木委員長をはじめ、長谷
川、和田、表谷の各委員の皆様と、講師として
公認会計士の竹内史衛先生をお迎えして、平成
26年度までの加盟会社の経営分析数値データ
による説明会が開催されました。

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
四国事務所中国支社
総務課 井上裕之氏
・建設コンサルタント業務等の最近
の動向について
中国地方整備局企画部
工事品質調整官 大原 英雄氏
参加者：189名（中国支部72名）
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。
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◦建設技術フォーラム2015 in 広島
「建設技術フォーラム2015 in 広島」は、平成
27年11月27日（金）〜11月28日（土）に広島
県立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
を軸に53ブース（12団体、1大学、53社）に

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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出展され、11社のセミナー発表も行われまし
た。
また、「エコ・イノベーションメッセ2015in
広島」と「脱・温暖化フエア2015inひろし
ま」が同時開催され多くの入場者が来られまし
た。

建設技術フォーラムに出展した会員企業

中国地方整備局幹部の出展ブース視察

ＲＣＣＭ資格試験
◦RCCM登録更新講習会
平成27年度 RCCM登録更新講習会会場別受講人数
講習会場

申込
会場別集計

受講
地区別集計

会場別集計

札幌午前

（001）

187

札幌午後

（002）

288

仙台午前

（003）

275

仙台午後

（004）

307

新潟

（005）

172

東京1午前

（006）

293

291

東京1午後

（007）

285

286

東京2午前

（008）

289

東京2午後

（009）

294

東京3午前

（010）

132

131

東京3午後

（011）

185

182

名古屋1午前

（012）

252

250

名古屋1午後

（013）

253

名古屋2午前

（014）

86

名古屋2午後

（015）

95

92

大阪1午前

（016）

208

208

大阪1午後

（017）

288

大阪2午前

（018）

155

大阪2午後

（019）

267

高松午前

（020）

207

高松午後

（021）

179

広島午前

（022）

229

広島午後

（023）

283

福岡1午前

（024）

286

福岡1午後

（025）

289

福岡2午前

（026）

194

福岡2午後

（027）

289

那覇

（028）

196

196

195

195

6,463

6,463

6,438

6,438

総計

475
582
172

1,478

686

918

187

地区別集計

287
273
306
172

288
292

253
85

288
154

474
579
172

1,470

680

917

267
386
512

208
177
230
282

385
512

288
1,058

287
193

1,054

286
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◦平成27年度RCCM資格試験実施結果
平成27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

30

部門名

受験者 合格者 合格率

河川、砂防及び海岸・海洋 1062 305
港湾及び空港
150
30
電力土木
25
5
道路
1525 327
鉄道
25
10
上水道及び工業用水道 266
59
下水道
302
70
農業土木
265
79
森林土木
111
22
造園
55
14
都市計画及び地方計画 240
69
地質
142
32
土質及び基礎
502 115
鋼構造及びコンクリート 969 304
トンネル
108
50
施工計画、施工設備及び積算 328
57
建設環境
202
50
機械
17
4
水産土木
42
17
電気電子
145
36
廃棄物
16
7
建設情報
72
17
合
計
6569 1679

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
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札

東
受験者

28.7 182
20.0
46
20.0
9
21.4 312
40.0
15
22.2
50
23.2
67
29.8
49
19.8
20
25.5
22
28.8
65
22.5
24
22.9
78
31.4 180
46.3
33
17.4
91
24.8
58
23.5
10
40.5
3
24.8
65
43.8
1
23.6
28
25.6 1408

幌

京

合格者

大
合格率

合格者

55 30.2 209
6 13.0
24
3 33.3
3
78 25.0 256
6 40.0
3
13 26.0
70
14 20.9
54
16 32.7
16
2 10.0
19
8 36.4
13
12 18.5
52
5 20.8
36
20 25.6
89
49 27.2 189
14 42.4
19
10 11.0
62
16 27.6
35
3 30.0
4
0
0.0
5
16 24.6
36
1 100.0
4
8 28.6
12
355 25.2 1210

53
3
0
59
1
10
8
6
6
1
20
11
27
57
10
12
8
0
4
9
2
2
309

名古屋

受験者

合格者

合格率

受験者

93
10
2
140
1
11
7
33
2
4
8
6
37
87
6
16
27
0
11
11
2
6
520

37
5
0
21
0
3
4
8
0
1
2
1
6
29
3
2
7
0
4
4
0
0
137

39.8
50.0
0.0
15.0
0.0
27.3
57.1
24.2
0.0
25.0
25.0
16.7
16.2
33.3
50.0
12.5
25.9
0.0
36.4
36.4
0.0
0.0
26.3

101
2
3
181
1
39
32
35
23
6
30
13
52
115
8
31
19
1
1
6
3
10
712

阪

受験者

合格者

仙
合格率

受験者

22 21.8
0
0.0
1 33.3
30 16.6
1 100.0
15 38.5
9 28.1
14 40.0
1
4.3
0
0.0
10 33.3
3 23.1
8 15.4
39 33.9
2 25.0
8 25.8
9 47.4
0
0.0
0
0.0
2 33.3
1 33.3
2 20.0
177 24.9

118
10
0
157
2
19
26
31
8
1
24
15
66
103
7
29
10
1
6
5
1
9
648

福
合格率

那

合格者

合格率

受験者

25.4 252
12.5
36
0.0
7
23.0 310
33.3
3
14.3
44
14.8
67
37.5
66
31.6
25
7.7
6
38.5
34
30.6
27
30.3 113
30.2 205
52.6
25
19.4
59
22.9
25
0.0
1
80.0
11
25.0
13
50.0
5
16.7
3
25.5 1337

75
9
1
76
1
8
15
22
8
3
8
6
23
65
14
15
4
0
3
3
3
1
363

29.8
25.0
14.3
24.5
33.3
18.2
22.4
33.3
32.0
50.0
23.5
22.2
20.4
31.7
56.0
25.4
16.0
0.0
27.3
23.1
60.0
33.3
27.2

6
13
0
56
0
13
20
17
0
3
14
2
18
17
0
24
17
0
4
2
0
1
227

台

合格者

岡

受験者

広
合格率

受験者

33 28.0
4 40.0
0
0.0
33 21.0
1 50.0
3 15.8
8 30.8
7 22.6
3 37.5
0
0.0
8 33.3
4 26.7
15 22.7
32 31.1
4 57.1
5 17.2
3 30.0
1 100.0
4 66.7
1 20.0
0
0.0
3 33.3
172 26.5

101
9
1
113
0
20
29
18
14
0
13
19
49
73
10
16
11
0
1
7
0
3
507

島

合格者

合格率

26 25.7
2 22.2
0
0.0
24 21.2
0
0.0
7 35.0
7 24.1
4 22.2
2 14.3
0
0.0
5 38.5
2 10.5
16 32.7
27 37.0
3 30.0
1
6.3
1
9.1
0
0.0
1 100.0
1 14.3
0
0.0
0
0.0
129 25.4

覇

合格者

合格率

4 66.7
1
7.7
0
0.0
6 10.7
0
0.0
0
0.0
5 25.0
2 11.8
0
0.0
1 33.3
4 28.6
0
0.0
0
0.0
6 35.3
0
0.0
4 16.7
2 11.8
0
0.0
1 25.0
0
0.0
0
0.0
1 100.0
37 16.3

官民合同新年互礼会
平成28年度官民合同新年互礼会は、1月4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、広島市下水
道局長及び広島高速道路公社理事長の挨拶が行

官民合同新年互礼会

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、建設コンサルタンツ協会小田支部長の万歳
三唱をもって閉会されました。（参加者：550
名）

小田支部長の万歳三唱
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業

務

業務部会の開催
◦第１回業務部会
開催日：平成27年6月26日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：地方ブロック意見交換会
各発注機関との意見交換会の
議題について

◦第３回業務部会
開催日：平成28年2月26日（金）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：平成28年度「建設コンサルタント
の要望と提案」における中国支部の
意見について

◦第２回業務部会
開催日：平成27年9月15日（火）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：各発注機関との「要望と提案」
の議題について

平成27年度
意見交換実施先

意見交換会実施概要
発注者側出席者

建コン側出席者

1．中国地方ブロック 〈中国地方整備局〉
〈建コン協本部〉
（中国地方整備局・ 尾藤局長
長谷川会長
中国5県・広島市・ 丸山副局長、坂本副局長
村田副会長、前川副会長
岡山市）
常任理事（総務部会長）
企画部長、河川部長、道路部長
（H27.7.30）
港湾空港部長、営繕部長、技術調 常任理事（企画部会長・対外活動委
員長）
整管理官
技術調整管理官、技術開発調整官 常任理事（技術部会長）
常任理事（情報部会長）
技術管理課長
常任理事（資格・CPD部会長）
〈各県・広島市・岡山市〉
対外活動部会委員、常任委員長
鳥取県県土整備部理事監兼次長
参与・企画部長、業務部長、企画課
島根県土木部次長
長
岡山県土木部技術管理課長
〈中国支部〉
広島県土木建築局土木整備部長
広島県土木建築局技術企画課技術 小田支部長
末國副支部長、小谷副支部長
管理担当監
來山総務部会長、林業務部会長
山口県土木建築部技術管理課長
岡山市都市整備局都市企画総務課 業務委員 15名
長
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
（H27.11.11）

野田企画部長
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
林業務部会長
吉岡業務副部会長
業務委員 13名

3．広島県
（H27.10.29）

松永土木整備部長
建設産業課長、建設産業課主査
技術企画課技術管理担当監、技術
企画課主幹
道路整備課参事、河川課参事
砂防課主幹、土砂法指定推進担当
主査
港湾漁港整備課主査、都市計画課
主査
下水道公園課主査、農林整備管理
課主査
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
吉岡業務副部会長
業務委員 10名

4．岡山県
（H27.11.24）

三村土木部長
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
吉岡業務副部会長
志水岡山県委員長、岡山県委員 6名

5．鳥取県
（H28.1.27）

山口理事監
県土総務課参事
県土総務課係長
技術企画課長
技術企画課長補佐
技術企画課係長

小田支部長
林業務部会長
吉岡業務副部会長
隅鳥取県委員長
川口支部理事
鳥取県委員会３名

6．広島市
（H27.11.25）

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

小田支部長
林業務部会長
吉岡業務副部会長
業務委員 12名
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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）との意見交換会（H27.7.30開催）
平成27年7月30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12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、長谷川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、「魅力あ
る建設コンサルタントに向けた担い手の育成・
確保のための環境整備について」、「技術力に

よる選定について」、「品質の確保・向上につ
いて」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。

地方ブロック意見交換会の状況

■長谷川建設コンサルタンツ協会会長挨拶要旨
建設コンサルタンツ協会も担い手の確保が最
大の課題と認識しています。このような中で公
共事業予算が3年連続して下げ止まりも含め少
し上昇し、設計労務単価についても2年連続で
引き上げていただきました。協会として最大の
懸案である担い手の確保に関連して、職員の長
時間労働や処遇等について少しずつ改善が進ん
でいます。協会会員を対象としたアンケートで
は、会員企業の経常利益（税引き後利益）がプ
ラスに転じているとの回答もあり、ぜひ引き続
き公共事業費の確保や技術者単価のアップ等、
協会の職員の処遇改善に向け、ご指導・ご協力
をお願いいたします。昨年6月に改正品確法が
成立いたしましたが、これには中長期的に担い
手を確保するということが明確に示されたこと
から、我々として非常に期待するところであり
ます。
このようなことも踏まえ、本日の意見交換会
では品確法を踏まえた「要望と提案」として、
構成も見直しています。

協会の長時間労働の改善の取組みとして、一
昨年から協会ではノー残業デーを実施していま
す。昨年10月には会員一斉のノー残業デーを
実施し、80％を超える会員企業において実施
されました。今年の6月のすべての水曜日に実
施しましたが、その結果は8月頃にはまとまる
予定であります。このような協会の取り組みに
対して、発注者の皆様からご支援をいただいた
ことについて感謝申し上げます。
インフラの維持管理については、1月に点
検・診断に関する民間資格として、協会の

地方ブロック意見交換会
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長谷川会長の挨拶

RCCM資格が7分野10資格で認定されました。
さらに6月には整備局のご指導の下、「道路橋
のメンテナンス技術講習会」が協会会員以外の
者の参加も含め実施されました。このように
RCCMの資格や技術講習会による技術力の引き
上げが、地方自治体の点検・診断の技術力確保
の一助となると考えており、ご活用をお願いい
たします。
将来を担う人材の確保については、処遇改善
や長時間労働の解消などを柱として進めていき
ます。協会も昨年新しいビジョンを公表し、課
題を明確にして発信力、行動力を高め改善して
いくことが、我々の業界の魅力を高めることと
考えています。ぜひこのようなことについて議

論をお願いいたします。
改正品確法の主旨に沿って、協会の地位向上
のための制度設計について、内部にて議論を進
めていきたいと考えており、「要望と提案」に
もその主旨を記述していますが、将来の担い手
の確保の一助となると考えており、ご理解をお
願いいたします。
本日の意見交換会では、建設コンサルタント
が担う社会資本整備の役割についてご理解いた
だき、次世代により良い技術を継承するなどの
様々な課題についてご理解いただけるよう意見
交換を行っていきたいと考えています。
今後とも、建設コンサルタントの更なる活用
をお願いいたします。

■尾藤中国地方整備局長挨拶要旨
ここ数年、当初予算はほぼ横ばいであり、一
時期は年々下がっていたが改善されてきていま
す。このような中で、整備局としては国際競争
力強化のための、インフラの整備などを進めて
いますが、事業を進める上では協会の調査から
保全までの専門家としての力を借りないとでき
ないということは自明のことであります。
そのような中で、昨年品確法等の担い手に関
する法改正が行われました。もともとは工事関
係のイメージが強かったのですが、コンサルタ
ント業界も全く同じ状況であろうと思っていま
す。今後の担い手の確保の観点から、設計段階
はもちろんのこと、発注関係事務の適切な実施
が明確化されました。魅力ある業界の構築に向
けて、例えば基準日額や若手管理技術者の育
成、産業自体の魅力の浸透などの様々な施策に
積極的に取り組む所存であります。

本日は、協会から人材の育成・確保、発注方
式の運用・改善、調査設計の成果の品質確保に
ついて、要望や提案をいただいております。こ
の意見交換会が有意義な会となるよう期待して
います。
受発注者が良きパートナーとなり、社会資本
整備に向かって、誇りをもって進んでいけるよ
う期待しております。

地方ブロック意見交換会

尾藤局長の挨拶
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■発注者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と要望
1．魅力ある建設コンサルタントに向けた担
い手の育成・確保のための環境整備
（1）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備
①安定的な事業量の確保と技術者単価の継
続的な引き上げ

②実態に即した歩掛・積算体系（維持管
理、三者会議、照査等を含む）への改善
及び整備

36
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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〉
・平成27年度予算は、直轄・補助合せて約
4617億円であり、対前年度比1.0を確保し
たところであり、ここ3年ほどほぼ横ばい
となっている。
・引き続き、必要な公共事業予算の安定的か
つ持続的に確保するよう努めてまいりた
い。
・技術者単価の継続的な引き上げについて
は、平成27年度の技術者単価は平均で対
前年比4.7％の増加となっているが、2月に
前倒しして改訂されるなど機動的な見直し
がなされている。
・今後とも市場の実勢価格を適切に反映でき
るよう努めていきたいと考えており、毎年
協力いただいている給与実態調査について
引き続き協力をお願いしたい。
〈中国地方整備局〉
・一つの例として、従来から言われている
「打ち合わせ協議の歩掛り」であるが、今
年度1回あたりの歩掛りの人員を2名から3
名に見直しを行った。
・また、関係機関の打ち合わせ協議について
も1業務あたりではなく1機関あたりに見
直しがなされた。
・打ち合わせ回数についても様々提案いただ
いているが、必要に応じて変更することと
しており、協議をお願いしたい。
・また、歩掛りが未整備の場合については、
基本的に見積り対応として条件明示し、決
定した歩掛りについては事前公表を徹底し
ている。
・一方で既にある歩掛りで、単位数量当たり
の作業量が非常に小さく、補正係数を使っ

■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
ても実態とかい離している場合があるとの
指摘については、実態を教えてもらい本省
にも伝えてまいりたい。

③必要経費確保のための一般管理費及び調
査基準価格（最低制限価格）の引き上げ

（2）受発注者協働による業務執行・契約執行
状況と就業環境の改善に向けての取組み
強化
①適正な工期（標準工期）設定、事業特性
や地元事情等を踏まえた必要工期の確保
と納期の平準化等への取組み強化による
業務執行状況の改善

〈中国地方整備局〉
・諸経費動向調査等、全国的に統一した基準
で算定しているため、要望の主旨は本省へ
伝えたい。

〈中国地方整備局〉
・年度内に適正な履行期間を確保できない場
合には、翌債も含め繰り越しを徹底するよ
う指導しているが、再度徹底したい。
・国債の活用については、2年にまたがる環
境調査で実績があるが、今年度社会インフ
ラの点検業務においても活用しており、今
後とも適正な履行期間が確保されるよう国
債を積極的に活用していきたい。
・納期の平準化については、今年度も本省と
同様な目標を設定しているが、早期発注も
並行して取り組んでおり今年度は昨年度に
比べ16％増となっている。このようなこ
とについても積極的に取り組んでいきた
い。
〈鳥取県〉
・適正な工期の確保については、平成21年
度に文書にて徹底を図っているが、実態と
異なっている場合には相談をお願いした
い。
・繰り越しのガイドラインは策定していない
が、必要に応じて繰り越し処理をするなど
柔軟に対応するよう検討していきたい。
〈島根県〉
・法令、通達、通知等に従い適切に対応して
おり、繰り越し処理ガイドラインの作成は
考えていない。
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・早期発注に努め、適切な工期設定をして、
納期の平準化に努めていきたい。
・翌債については、年度内の完了が難しい場
合には適切に活用したい。
〈岡山市〉
・適切に対応するよう指導している。
・ガイドライン等の整備については今後、他
県を参考に検討したい。
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②「土木設計業務等変更ガイドライン」の
内容充実・運用推進による契約執行状況
の改善

〈中国地方整備局〉
・ガイドラインは3月に策定されたが、発注
者としても条件明示の徹底や設計図書の変
更の円滑な対応を考えており、受注者とし
ても疑義が生じた場合には、協議や質問等
をするなど運用推進に協力をお願いした
い。

③「ノー残業デー」の受発注者協働での推
進と発注者側での就業環境改善のための
配慮施策（ウィークリースタンス等や有
給休暇等の休暇取得推進に対する理解・
浸透）の実施及び全国展開

〈中国地方整備局〉
・ノー残業デーについては、発注者の定時退
庁と連動した取り組みを行うため、昨年7
月に事務所へ事務連絡を発出して周知を図
っている。
・具体的には、緊急を要する業務以外は、水
曜日の勤務時間外の連絡はしない、16時
以降に掛かるような打ち合わせはしない、
水曜日に依頼した資料については翌日の木
曜日を期限としない、金曜日に依頼した資
料については週明けの月曜日を期限としな
いなどであるが、今後もこのような取り組
みは継続し業務の履行環境の改善に努めて
まいりたい。
〈鳥取県〉
・県でも設定しているが、提案の主旨を踏ま
え対応したい。
・実態と異なっている場合には相談をお願い
したい。
〈島根県〉
・大規模災害発生時等のやむを得ない場合を
除き、就業時間外の打ち合わせは行ってい
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
ない。
・受発注者間のルール設定も行っていない。
〈岡山県〉
・毎週水曜日と金曜日をノー残業デーとして
おり、協会とも連携して健全な労働環境の
創出に共に進めていきたい。
・整備局の取組みについても取り入れていき
たい。
〈広島県〉
・毎週水曜日と給与日にノー残業デーを設定
している。
・他の日においても、就業時間外の打ち合わ
せは緊急時以外は行わないよう事務所へ周
知しており、今後さらなる改善向けて取り
組んでいきたい。
〈山口県〉
・毎週水曜日をノー残業デーとしており、協
会にも協力したい。
〈岡山市〉
・今後、国や自治体の動向を参考にしたいと
考えているが、水曜日はノー残業デーとし
ており、7・8月は定時退社するよう努力
している。
〈広島市〉
・水曜日、金曜日をノー残業デーとしてお
り、緊急な業務以外は時間外の打ち合わせ
は行わないよう通知している。

（3）より魅力ある職業としての確立（人材の
育成・確保の環境整備）
①維持管理・更新を含めた、社会資本に関
する調査、研究、計画、設計などの建設コ
ンサルタント業務の資格づくりと制度化
②若手技術者のチャレンジ機会拡大・育成
のための技術力による選定方式（プロポ
ーザル方式における評価の工夫改善）の
推進

〈中国地方整備局〉
・業法や資格法のあり方の要望については、
本省へ伝えたい。
〈中国地方整備局〉
・若手技術者の育成に向けた取り組みについ
ては、平成25年度から品質確保が容易な
簡易公募型価格競争入札の業務において、
技術者表彰を除外し整備局発注の手持ち業
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
務件数が少ない技術者を優位に評価する取
り組みを導入している。
・プロポーザル方式および総合評価落札方式
については、若手技術者として平成26年
度は40歳以下、平成27年度は45歳まで枠
を広げ、この若手技術者を管理技術者とし
て登用する場合は、管理補助技術者を配置
する試行を導入している。
・また、技術提案のヒアリングを行う場合に
は、若手技術者を同席させる取り組みも始
めた。
・今後、このような取り組みの検証を行いな
がら、業界全体の担い手確保、技術の伝承
につながるよう見直しを進めていきたい。
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③女性技術者活用・育成のための入札・契
約制度の工夫改善

〈中国地方整備局〉
・女性技術者を管理技術者に配置する試行業
務に取り組んでいる。

④地方自治体における建設コンサルタント
登録制度の活用促進

〈鳥取県〉
・平成27年度から500万円以上の難易度の高
い業務、1000万円以上の橋梁設計業務に
おいて、コンサルタント登録を参加要件と
している。
〈島根県〉
・入札参加資格者名簿を作成する際、部門ご
とに登録状況が確認できるよう表示してい
る。
・発注する部門、案件の内容により登録状況
を考慮し入札参加者の選定を行っている。
・しかし、県内を本社とする入札参加者認定
業者において、建コン登録の者数が少なく
適切な競争性が確保できないなど、必要な
業者数に達することができないケースがあ
る。
・そのため、登録がなく官公庁の受注実績が
ある業者が多く存在しており、適切な競争
性の確保及び受注機会の確保の観点から、
登録を必須とはしていない。

Vol.44

■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈岡山県〉
・従前から入札参加審査や指名選定に活用し
ている。
・今年度から一部に適用しているが、個人の
資格の活用と合わせてさらに有効に活用し
ていきたい。
〈広島県〉
・企業選定の際には、登録の有無を確認して
選定している。
〈山口県〉
・登録状況を勘案して選定している。
・必須条件とするかは今後の課題である。
〈岡山市〉
・200万円以上は登録を要件としており、対
象の拡大については他県を参考に検討した
い。
〈広島市〉
・登録を入札参加申請の必須とはしていな
い。
・今後の検討課題である。

⑤新たな事業推進形態（PPP・CM等）の
改善・推進と政策立案・事業形成に関す
る建設コンサルタントの活用

〈中国地方整備局〉
・山陰道の整備に向け、道路設計や設計協議
に関する委員会等が集中しており、事業
推進支援業務を2事務所にて試行的に導入
し、事業執行体制の強化を図っている。
・一部不調もあったと聞いており、ぜひ建設
コンサルタントの参加をお願いしたい。

⑥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〉
・社会資本整備の意義、重要性等一般に広報
していくことが重要と考えている。
・事業の効果や必要性等については、記者発
表、ホームページ、シンポジウム、出前講
座で日ごろから広報に努めている。
・平成25年度から「現場の一押し」とし
て、その年の旬な建設現場を選りすぐり、
ホームページに紹介する取り組みを行って
いる。

Vol.44

41

■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・平成26年度の現場見学会は計185回開催
し、8500名の参加を得た。
・毎年、協会にも参加いただいている建設フ
ォーラムも、昨年度はデジタル写真画像デ
ータの3次元モデル作成技術等の出展をい
ただいた。
・来場者も約7000名と大盛況のうちに開催
することができた。
・広報活動については、今後も官民一体とな
って取り組んでいきたい。

2．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「業務内容に応じた適切な発注方式の選
定」の試行結果を踏まえたプロポーザル
方式・総合評価落札方式等の適確な運
用・改善
②「技術者評価を重視した選定」の試行結
果を踏まえた総合評価落札方式の適確な
運用・改善
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〈中国地方整備局〉
・平成27年3月に公表されたが、「運用ガイ
ドライン」における標準的な発注方式を参
考に適切に発注している。
〈中国地方整備局〉
・総合評価落札方式における技術者評価の適
正化については、評価テーマに替えて技術
者の成績・表彰、実施方針の評価ウエイト
を大きくするなど、技術者評価を重視した
選定の試行を平成26年度から実施してい
る。
・その結果を踏まえて検討していきたい。
・企業・技術者の業務評点・業務評定点、業
務実績については、本省のガイドラインを
参考に、整備局の実情や試行状況を踏まえ
て運用している。
・実施方針の評価ついては、業務の理解度、
実施手順、業務に関する知識、有益な代替
案、重要事項等について適正に評価してい
ると考えている。
・若手技術者の活用については既に回答して
いるため、回答は省略したい。

■発注者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と要望
③プロポーザル・総合評価落札方式におけ
る業務・技術者表彰の評価の運用改善

（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（業務内容に応じた発注方式
の設定、先進自治体の工夫事例の展開）

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈中国地方整備局〉
・表彰の全国的な統一については、平成25
年度に見直しを行い、ほぼ全国並みの数と
なっている。
・プロポーザル方式や総合評価落札方式の表
彰の取扱いについては、先ほど回答したと
おりである。
・担当技術者の評価については、要望の主旨
は本省へ伝えたい。
・配置予定担当技術者の経験や能力を評価す
る場合には、担当技術者は最大3名までと
しており、評価については平均値としてい
る。
・若手技術者の活用については、管理補助技
術者を配置する試行を行っている。

〈鳥取県〉
・プロポーザル方式を適用する業務はなかな
かないが、適用できる案件があれば適用し
ていきたい。
・総合評価落札方式は、難易度の高い業務の
一部で簡便型（技術者の資格等を評価）を
採用している。
・特に難易度の高い業務（技術提案型）につ
いては、今年度は各出先機関で1件は必ず
実施するよう拡大普及に努めていきたい。
・しかし、提案もどのように行うのが良いの
か、双方の負荷も考え、実施状況を踏まえ
対応を検討していきたい。
〈島根県〉
・1000万円以上において、プロポーザル方
式及び総合評価落札方式を試行している。
・平成21年から26年までの実績は、発注件
数1100〜1400件のうちプロポーザル方式
は6年間で9件、総合評価落札方式は73件
となっており、試行を重ね職員に周知徹底
していきたい。
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈岡山県〉
・プロポーザル方式の取組みが遅れており、
内容が高度や特殊な場合に適用している
が、今後積極的な活用に向け検討を進めて
いきたい。
・総合評価落札方式については、最近一部業
務において試行しているが、要望の主旨を
踏まえて検討していきたい。
・いずれにしても、入札参加者の体制や県内
企業と十分な意見交換を行いながら、実施
に向けて検討していきたい。
〈広島県〉
・プロポーザル方式については、高度で特殊
な場合、提案により成果が変わる場合に採
用している。
・総合評価落札方式は平成22年度から試行
しているが、平成26年度は500万円以上を
対象として全競争入札件数の約1／4にあ
たる145件で実施している。
・今後も試行結果を踏まえ、評価方法や業務
範囲等について検討していきたい。
〈山口県〉
・プロポーザル方式は、高度な専門知識や技
術を要する業務を個別に判断している。
・総合評価落札方式は導入していないが、品
確法の運用指針を踏まえ国や他県を参考に
検討していきたい。
〈岡山市〉
・他の自治体の動向を参考に検討を、引き続
き行っていきたい。
〈広島市〉
・プロポーザル方式は、高度な技術を必要と
する業務を対象として個別に判断してい
る。
・総合評価落札方式は実施していない。

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
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〈鳥取県〉
・100万円以上の業務については、成果品重
点確認価格を設定しているが、平成21年

■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
度からは最低制限価格と同一として運用し
ている。
・予定価格の事後公表については、工事でも
まだ一部試行の段階であり、今後国や他県
を参考に考えていきたい。
〈島根県〉
・1000万円未満について最低制限価格を設
定しており、1000万円以上では調査基準
価格制度を適用している。
・平成27年4月から事後公表としている。
〈岡山県〉
・1000万円以上では低入札調査基準価格制
度、1000万円未満は最低制限価格制度を
導入している。
・予定価格については、従前から事後公表で
ある。
・見積りにより決定した歩掛りについては、
入札前に公表することとしている。
〈広島県〉
・平成26年6月からすべての業務を対象とし
て、低入札価格調査制度を導入している
が、最低制限価格制度は導入していない。
・調査基準価格は予定価格の90％としてお
り、適正な履行が確保される目安の基準と
して総額失格基準を設定している。
・予定価格は事前公表としているが、応札時
に再委託先との合意に基づく業務費の内訳
書の提出や低入札価格調査の評価、総合評
価落札方式の活用により価格以外に企業の
能力や実績を評価するなど課題の改善に努
めている。
〈山口県〉
・低入価格調査制度は、これまで1000万円
以上を、平成27年7月から700万円以上に
拡大した。
・昨年度から事後公表としている。
〈岡山市〉
・最低制限価格制度は導入している。
・事後公表は既に実施している。
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈広島市〉
・平成24年10月から事後公表としている。
・平成26年9月から最低制限価格制度の対象
範囲を、1000万円未満から1500万円未満
に拡大している。

③業務成績評価や表彰の仕組みの導入と活
用の促進
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〈鳥取県〉
・平成27年度から表彰制度を取り入れてお
り、平成26年度の優秀成績業務をその表
彰の対象としている。
〈島根県〉
・成績や表彰は、総合評価落札方式の評価項
目としている。
・なお、平成23年6月1日から適用してい
る。
〈岡山県〉
・平成27年度から成績を通知し、その状況
を踏まえて表彰等について検討していきた
い。
〈広島県〉
・平成19年度から成績評定の本格運用を行
っており、データの蓄積状況に応じて総合
評価落札方式への反映や入札参加資格への
認定など活用を拡大している。
・表彰制度は未導入であるが、表彰対象の設
定やインセンティブのあり方など、校正・
公平の観点から制度設計が必要と考えてお
り、引き続き導入に向け検討を進めていき
たい。
〈山口県〉
・平成21年度から100万円以上を対象として
成績評定を行っているが、ばらつきがある
ため信頼性の向上を図りたいと考えてい
る。
・表彰制度は導入していない。今後の研究課
題と考えている。
〈岡山市〉
・表彰は他県を参考に検討したい。

■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈広島市〉
・平成19年度から業務成績評定制度を導入
しており、平成23年9月から成績の優良者
による限定競争入札を試行的に実施してい
る。

④改正品確法に伴う「発注関係事務の運用
に関する指針」の普及促進についてのブ
ロック発注者協議会での議論

（3）地域コンサルタントの積極的な活用
①地方創生と地域の担い手づくりのための
地域コンサルタントの活用の拡大と育成
②業務内容・業務特性と活用技術者（地元
技術者を含む）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

〈鳥取県〉
・発注者協議会の場で、本日の意見交換会の
内容も含め、情報提供を行ってまいりた
い。
〈島根県〉
・中国ブロック発注者協議会、島根地域発注
者協議会にて議論していきたい。
〈岡山県〉
・中国ブロック発注者協議会、岡山県地域発
注者協議会にて、初期の段階から議論を進
めていきたい。
〈広島県〉
・発注関係事務の運用指針に基づく取り組み
について、中国ブロック発注者協議会、広
島県地域発注者協議会にて引き続き議論や
情報交換を行っていく。
〈山口県〉
・中国ブロック発注者協議会、山口県地域発
注者協議会を通じて引き続き議論していき
たい。
〈岡山市〉
・地域発注者協議会に協力していきたい。
〈広島市〉
・中国ブロック発注者協議会等の場を活用し
て、意見交換等を行っていきたい。

〈中国地方整備局〉
・地域コンサルタントの参加機会拡大のため
の評価項目の設定については、総合評価落
札方式や価格競争では、参加する者に対し
て災害協定締結などの地域貢献度を評価し
ている。
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
・特定の地域における企業・技術者の同時・
類似業務実績の有無などの地域精通度につ
いては、業務内容に応じてプロポーザル方
式や総合評価落札方式に関わらず、配置予
定技術者の評価を指標とすることとしてい
る。
・これについては今後も続けてまいりたい。

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〉
・全てが確認できていないため、現在は評価
の対象とはしていない。
・このため、平成26年10月から国土交通省
の実績を有していない地域コンサルタント
の受注機会拡大に向け、業務成績として一
律70点を付与する試行業務を導入してい
る。

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〉
・設計共同体の構成員の成績については、品
質確保の観点からすべての者が1件以上の
実績が必要と考えている。
・これについては、現行の取組みは適当と考
えている。
・設計共同体の成績については、同種業務に
おける各構成員の履行性を評価するものと
して、すべての構成員の成績の平均値を適
用している。

【意見交換】
①総合評価落札方式について
・総合評価落札方式における落札率につい
て、G整備局では1：1では他の整備局に
比べ一番低く、1：2でも2番目に低い数
値となっている。（付属資料P89）
・何故このようになっているかであるが、
技術点差少ないため受注するためには調
査基準価格ぎりぎりに入れざるを得ない
と考えられる。
・落札率の改善をお願いしたい。
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〈中国地方整備局〉
・入札時まで参加企業や評価点は判らないた
め、低い金額で入れているかと思われる。
そういった意味では、提案の1：3でも状
況は変わらないと思われる。
・自信のある技術者や提案書の場合には、高
い金額での入札をお願いしたい。
・ちなみに1：1での点差は、技術者評価が
60点、価格点が12点となる。
・1：2では60点と6点、1：3では60点と4点

■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
となり、1：2から1：3に変わっても価格
点は2点しか違わない。
・本当に協会提案の内容で落札率が上がるの
か疑問である。

・鳥取県に質問であるが、表彰制度を平成
27年度から導入と聞いているが、今年
度から導入した背景や思いがあれば教え
ていただきたい。

〈鳥取県〉
・折角良い提案をしてもらった時に、受注者
のモチベーションを高めるためにも、また
受注者に感謝すべきではないかの観点から
表彰制度の導入を考えた。
・今年から実施のため状況を取りまとめ中で
あるが、意見をもらいながら改善していき
たい。
・総合評価落札方式への反映は考えていない
が、先行きは考えていきたい。

・広島県に質問であるが、総合評価落札方
式を多く導入しているがその理由は？
・また、低入防止対策として総額失格基準
を設けているとの回答があったが、その
内容は？

〈広島県〉
・総合評価落札方式の1／4採用の考え方に
ついてであるが、試行として500万円以上
を対象としているため年々多くなってい
る。
・特別簡易型と簡易型（実施方針に関する課
題を出して回答してもらう）で行ってお
り、事前公表もあり総合評価落札方式を導
入した上で品質確保するとの考えで行って
いる。
・低入防止対策として、総額失格基準価格を
設定しており、適切に応札した者の落札額
をもとに標準偏差を算定し失格基準価格を
設定し、それを下回った場合に失格となる
制度である。

3．品質の確保・向上
（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
①適正な工期（基準工期）設定、必要工期
の確保と納期の平準化等への取組み強化
による業務執行状況の改善（再掲）

〈中国地方整備局〉
・1.（2）①に回答記載
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■発注者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と要望

50

中国地方整備局・5県2市からの回答

②「土木設計業務等変更ガイドライン」の
内容充実・運用維持による契約執行状況
の改善（再掲）

〈中国地方整備局〉
・1.（2）②に回答記載

③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効果的運用のた
めの継続的改善

〈中国地方整備局〉
・合同現地踏査については、設計条件、留意
点、関連事業の状況、設計方針の明確化等
を現地で確認し、その記録をもとに受発注
者が情報を共有することをさらに徹底して
いきたい。
・スケジュール管理表については、業務の内
容や特性に応じて過度に複雑化することが
ないよう、受発注者双方が利用しやすい様
式にて工程管理を行っていきたいと考えて
いる。
・ワンデーレスポンスについては、様々な取
り組みの基幹的なものであり、発注者とし
て適切な時期に回答期限を設定し、確実に
回答するようさらに再度徹底したい。
・条件明示チェックシートについては、予備
設計と詳細設計の8工種において現在取り
組んでいる。
・引き続きその取り組みを継続し、「土木設
計業務等変更ガイドライン」の運用の徹底
と合わせて、研修・会議等の場で周知を図
っていきたい。

④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（照査成果物の明確化と
歩掛の設定）

〈中国地方整備局〉
・赤黄チェックを昨年度11件試行している
が、試行の評価については本省を中心に全
地整も参加して検証している。
・照査の歩掛りについては、照査の実施とそ
の報告について費用を計上しているが、よ
り実態に則した支払いとするため、今年度
から業務区分ごとに照査の実態調査を予定
しており、協力をお願いしたい。

Vol.44

■発注者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と要望
（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詳細設計における各工種の設計目的・設
計条件・成果内容の明確化と適正な歩掛
の設定
②三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（間接費・一般管理
費の計上）
③三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
（修正設計業務等の適切な発注による実
施）

中国地方整備局・5県2市からの回答
〈中国地方整備局〉
・建設生産システムにおける情報の連動化を
図り、工事の品質確保を図る目的ですべて
の重要構造物の工事で行っている。
・それ以外の工事においても、受発注者の協
議により必要となれば対象とする取り組み
を行っている。
・開催費用については、平成27年7月以降か
らは打ち合わせ、旅費・交通費、説明資料
等必要な額を適宜計上することとしてお
り、無償の作業が発生しないようより一層
の徹底を図りたい。
・また、間接費、一般管理費等の計上につい
ては、業務の積算基準に基づきその他原
価、一般管理費等として計上することとし
ている。
〈広島市〉
・三者会議については制度化を行っていな
い。
・導入に向け、効果等の情報収集に努めたい
と考えている。
〈岡山県〉
・2年前から成果品の品質向上の取組みを段
階的に進めているところであり、設計目
的、条件、成果内容については、仕様書に
明確に示すこととし、成果については設計
の考え方が確実に図面に反映するようお願
いして取り組んでいる。
・また、その費用は適切に計上するよう努め
たい。
・なお、三者会議実施要領を今年度作成する
予定であり、要望の主旨を踏まえ十分検討
したい。
〈山口県〉
・詳細設計での各工種の設計目的や設計条件
等の基本的な事項については特記仕様書に
明示している。
・歩掛りについては、基本的は国が定める基
準を適用しているが、基準のないものにつ
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
いては見積りにて対応している。

（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1000万円以下業務、
価格競争業務における品質確保対策の強
化の普及
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〈中国地方整備局〉
・1000万円以下の業務において、落札率が
著しく低下している状況があり、協会から
の意見を踏まえ、平成24年度から500万円
以上1000万円以下の業務では品質確保基
準価格を設定し、1000万円以上の品質確
保対策、いわゆる低価格入札対策と同様の
対策を実施している。
・平成27年度からは、価格競争入札方式に
おける低価格入札の防止対策として、低入
札をした場合、受注者は管理技術者と同等
の実績を要する増員担当技術者の配置を義
務付けることとしている。
・増員担当技術者の配置ができない場合につ
いては、当該入札を無効として取り扱うこ
ととしている。

②必要経費確保のため一般管理費及び調査
基準価格（最低制限価格）の引き上げ
（再掲）

〈中国地方整備局〉
・1.（1）③に回答記載

③総合評価落札方式の手続きの簡素化対策
の実施

〈中国地方整備局〉
・指名業者数の低減については、平成25年
度から受発注者双方の負担軽減を目的とし
て指名業者数を10社から5社に減らす試行
を実施している。
・なお、試行の評価については、本省にて検
証中と聞いている。
・評価テーマ数の低減については、総合評価
落札方式1：3の要望と考えているが、平
成26年6月からは総合評価落札方式の標準
型の業務において、評価テーマを設定しな
い技術者評価を重視した選定に関する試行
を3件実施している。
・入札までの手続きの期間は、競争参加者の
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
資料作成、発注者の審議、評価の必要時間
を考慮すると、現状の手続き期間は必要と
考えている。
〈広島県〉
・総合評価落札方式の実施方針の課題数は、
過去の審査結果を踏まえ平成26年6月から
標準型では3課題を2課題に、簡易型は2課
題を1課題と低減を行った。
・入札契約おける期間短縮のため、昨年6月
から自己採点方式を導入しているが、応札
者が評価点について自社にて採点したもの
を提出してもらい、その中で一番高い点数
のもののみを発注者にて審査する制度であ
る。
・平成27年度の制度改正において、総合評
価落札方式の技術資料の作成の際にテクリ
スの添付を不要としている。
・また、電子入札システムにおいて資料の提
出を可能とするなど、入札事務の軽減を図
っている。
・これらによる制度改正の結果を踏まえ、引
き続き手続きの簡素化について検討してい
きたいと考えている。

（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（プロセス・役割分担）、技術
基準や・要領や報酬・積算体系（入札・
契約制度）の構築・整備

②建設コンサルタントにおける維持管理に
関する技術・手法、資格制度（RCCMの

〈中国地方整備局〉
・維持・管理、更新については、昨年5月に
行動計画が策定され、中長期的な取り組み
の方向性が示された。
・この中で点検要領等の技術基準類の整備も
進み、計画的に点検・診断業務が実施され
ている。
・積算体系が整備されていないものについて
は、見積りを採用した積算を基本として対
応している。
〈中国地方整備局〉
・国交省の登録技術者資格において、橋梁や
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■発注者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と要望
活用）等の確立及び地方自治体での活用
促進

4．その他
①インフラメンテナンスについて
・今後非常に大きな仕事となってくるかと
思われインフラのメンテナンスについ
て、自治体の皆様に回答をお願いした
い。
・橋梁の点検等について、膨大な量と各地
に点在しているのが実態かと思われる。
・繁忙期を避けた発注や複数年契約、ある
程度橋梁をまとめた包括的発注などが考
えられる。
・また、地元の状況を熟知した地元のコ
ンサルタントと資格や技術力を持った
RCCMや技術講習会の受講者を抱えた技
術力を確保したコンサルタントとのJV
による活用が考えられる。
・どのような考え方で、橋梁の維持・点検
業務を発注しようとしているのか？
・インフラメンテナンスに関わる仕事は膨
大となることと工期が集中するため、5
年に1度であることをうまく活用し、地
元の熟知したコンサルタントと技術や資
格を持ったコンサルタントの組み合わせ
による活用や、包括的、複数年、資格の
活用など、ぜひお願いしたい。
・これから検討されるのであれば、中国支
部へ相談していただき、円滑に進めてい
ただきたい。
・付属資料（P156〜）には、点検調査・
補修設計に関する条件確認（明示）シー
トを掲載しているが、ぜひ活用をお願い
したい。
・担い手の確保に関して、国交省では「設
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中国地方整備局・5県2市からの回答
トンネル等の点検・診断業務の入札手続き
における評価に取り入れている。
・点検・診断に関する技術・手法の確立につ
いては、品質確保や効率的な運用について
官民一体となって取り組んでいきたい。

〈鳥取県〉
・実際、現地を熟知している者がどれだけい
るのか、対応できる組織がどれだけあるの
か等について調査しているところである。
・そのようなことを踏まえながら進めていき
たいと考えている。
・国にて開催しているメンテナンス会議に
は、県のみではなく市町村も参加してお
り、大きな議論の中での方向性の結果かと
思う。
・一方で、その結果を待つことも問題であ
り、土木学会でも包括契約などの様々な事
例や研究を行っており、それらの結果を踏
まえながら、どのような方法が良いのか勉
強したい。
〈島根県〉
・市町村支援として、県職員の知識のレベル
アップを図るため、自己点検しようとして
いる。
・国から示された点検シートもあるが、それ
をより簡易にした県版を作成し、県職員が
自己点検できるよう考えている。
・これには、国やメンテナンス会議の専門家
からの技術指導を受けシステムを構築して
いるところであり、今年度中に稼働させた
いと考えている。
・なお、全てを職員でできるわけではないた
め並行してコンサルタントへの発注につい
ても考えている。
〈岡山県〉
・点検・診断については、2年前に年度途中
で発注見通しもなく、一度に発注したが不

■発注者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と要望
計変更ガイドライン」を策定していただ
いたが、地方自治体においてもこのよう
なガイドラインを作成し、円滑な業務遂
行をしていただくようお願いしたい。

中国地方整備局・5県2市からの回答
調もあり大変であった。現場の仕事は、内
業と違い無理がきかないということを痛感
した。その際に、繰り越しにて何とかしの
いだ。
・発注見通しをきちんと出し、繰り越し制度
を柔軟に適用していくことで、杓子定規に
考えていかないことが必要であるというこ
とが基本的な姿勢と考えている。
・今後、市町村からの多くの発注が考えられ
るが、県発注の業務と合せて県で受けまと
めて発注し、受注者にも柔軟に現場で動い
ていただくよう配慮して、今後発注してい
くようにしている。
・このような発想で、他の点検業務も対応し
ていかなければいけないと感じている。
〈広島県〉
・各種の現場管理している施設について、ア
セットマネジメントシステムを構築してい
るところである。
・特に橋梁については、定期的に点検するよ
う要領を作成して行っている。
・JVは検討していないが、積算基準等につ
いては見積りを徴収した上で、より実態に
見合ったものとなるよう、今年度も歩掛り
を改定したところである。
・今後も、課題を検討しつつ進めていきた
い。
〈山口県〉
・今後は維持管理の時代であり、点検も定期
的に行わなければいけないが、それに基づ
く修繕や補修も増えていくと考えている。
・そのような中で、点検や補修をきちんとで
きる技術者を確保することが重要と考えて
いる。
・当県では、山口大学が事務局となり産学官
が一緒となってME（メンテナンスエキス
パート）の養成のため、今年度から講座を
開設する。
・そのような取り組みの中で、技術力を向上
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■発注者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と要望

中国地方整備局・5県2市からの回答
させ、さらに技術者も確保していこうと、
市町村も一緒になって取り組んでいる。
〈岡山市〉
・全国でも2番と言われるほど多くの橋梁が
あり、どうしていくのか国や県から情報を
得ながら研究しているところである。
〈広島市〉
・担当部局ではないため詳細を把握していな
い。
・本日の提案や質問については、担当部局へ
伝え、内部でも検討したい。
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中国地方整備局との意見交換会（H27.11.11開催）
平成27年11月11日（水）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野田企画部長をはじめ
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、林業務部会長
及び業務委員14名の合計18名が出席しまし

中国地方整備局意見交換会

野田企画部長の挨拶

た。
今回は、「魅力ある建設コンサルタントに向
けた担い手の育成・確保のための環境整備につ
いて」、「技術力による選定について」、「品
質の確保・向上について」の3項目について、
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。

中国地方整備局意見交換会

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と要望
1．魅力ある建設コンサルタントに向けた担
い手の育成・確保のための環境整備につ
いて
（1）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備について
①実態に即した歩掛・積算体系への改善を
お願いします。
※【具体的事例】
a．現場内小運搬（モノレール運搬等）の
規格区分において、0〜100m、〜500m
など区分が大まかでありm単位とする方
が合理的だと考えます。
b．道路設計における基本作業項目（設計
計画、照査など）については、設計延長
に関わらず一定の工数が発生します。こ
のため、これらの基本作業項目は延長補

中国地方整備局からの回答

・規格区分が大まかな場合、設計延長が小さ
い場合は実態作業量と標準歩掛とが乖離す
る点については本省へ伝えていきたい。
・極端に少ない数量の発注の場合の標準歩掛
と実態作業量がそぐわない点については、
適正なロットで発注するよう事務所へ伝え
ていきたい。
・現場内小運搬については、今年度、歩掛実
態調査を行っており、次年度以降、分析し
ていく予定である。
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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と要望

中国地方整備局からの回答

正の対象から外し、設計箇所ごとに歩掛
設定をお願いします。
②技術者単価の継続的な引き上げや一般管
理費、調査基準価格の引き上げを要望し
ていますが、特に調査基準価格の引き上
げをお願いします。
※今年度、技術者単価の2年連続の引き上
げや一般管理費率を引き上げていただ
き、予定価格は平成26年度の約108％と
なりましたが、調査基準価格について
は、平成22年度に算入率が引き上げら
れて以降、引き上げが未実施です。総合
評価、価格競争における落札は、調査基
準価格付近に集中しており、この引き上
げを是非お願いします。
（2）受発注者協働による業務執行・契約執行
状況と就業環境の改善に向けての取組み
強化について
①修正測量設計業務などの概数発注業務に
おいて、業務の性質上、当初想定できな
い工種が追加されることがあります。こ
の場合の変更契約については、当初落札
率の適用外をお願いします。
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・技術者単価・一般管理費等の諸経費の引き
上げについては、給与実態調査、諸経費動
向調査を引き続き行い実勢価格を適正に反
映していきたい。
・低入札時の調査基準価格の引き上げについ
ては、全国統一基準で決まっているが、協
会から引き上げの要望があることは本省に
伝えていきたい。

・新規工種追加時の落札率の適用について
は、工事契約では適用外としている。委託
契約では落札率の適用となっている。よっ
て、要望の趣旨は理解できるので本省へ伝
えていきたい。
・新規工種の追加は原則行わないことになっ
ているが、やむを得ず追加が見込まれる場
合は、発注当初から条件明示できるように
事務所を指導していきたい。

②施工業者から設計に関して直接コンサル
に質問し、回答を求められる場合がある
ため、設計に関する質問は発注者を介し
て行うよう指導をお願いします。

・施工者と設計者とが直接やり取りすること
になると変更内容の把握漏れ、設計内容の
齟齬が発生するので、発注者を通して行うこ
とを徹底するように事務所を指導していく。

③官民一体となったノー残業デー普及推進
をはじめ就業環境改善に向けての取り組
み（在社時間削減、有給休暇取得推進
等）にご協力をいただき改善されつつあ

・例えば、水曜日の夕方に協議を行わない、
指示した翌日に成果を求めない、週末に指
示して週明けに成果を求めないなど、就業
環境改善に向けて引き続き事務所を指導し
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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と要望
ると思います。引き続きご協力、ご指導
をお願いします。

中国地方整備局からの回答
ていく。

④同様な業務（総合評価方式）の発注・入
札が同時期となった場合、一つの業者が
同時に複数受注することがありますが、
処理体制等で品質の確保・向上の問題が
発生する恐れがあるため、発注時期の分
散をお願いします。

・発注者としては同時期に複数の業務を発注
せざるを得ない状況もあるが、ご指摘の通
りなので、少しでも改善できるよう努力し
ていきたい。
・受注者側において同時期に複数の受注が重
なったときに品質確保ができないと判断し
た場合は、受注を辞退できる仕組みも必要
と考えている。

⑤履行期間については、“適正な履行期間
の確保と期限の平準化”に取り組んでい
ただいていますが、関係機関調整や地元
対応等から工期が年度末に集中する傾向
にあります。今年度も工期の確保と期限
の平準化の徹底をお願いします。
また、年度末完了が困難と判断される
場合は、国債、翌債の活用により、適正
な工期を確保していただき、受注者が成
果品の品質確保・向上に取り組めるよう
お願いします。

・年度内に適正な履行期間が確保できない場
合は、国債・翌債等を適正に運用していく
よう事務所を指導していく。現状、国債の
活用を環境調査や道路点検など今年度16
件で活用している。今後も積極的に運用し
ていきたい。
・納期の平準化については本省からも目標を
示されており指導されている。
・早期発注も一つの平準化の手段になると考
えているので、引き続き積極的に取り組ん
でいきたい。早期発注状況は26年度と比
べると27年度は、16％増加している。
・外業に比べ内業中心の業務は、翌債の理由
付けが難しいところがあるのも事実であ
る。しかし、品質確保の点からも必要な工
期が確保できるように努力していきたい。

⑥概数発注業務における作業項目・内容の
指示のあり方について、工程管理・品質
管理ができるような指示をお願いしま
す。

・ご指摘の通りであるため、受注者が全体業
務量を見通せるよう提示し、少しでも工
程・品質の確保ができるよう事務所を指導
していく。

（3）より魅力ある職業としての確立（人材の
育成・確保の環境整備）について
①若手技術者や女性技術者がチャレンジで
きるような制度を制定して、育てていけ
るように、また長く人材の育成ができる

・管理技術者補助制度を活用しており、若
手管理技術者年齢を平成26年度は40歳以
下、平成27年度からは45歳以下に引き下
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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と要望
ような制度と実施をお願いします。

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総合評価落札方式における技術評価の適
正化（落札率の改善）の検討をお願いし
ます。
a．総合評価落札方式において、価格：技
術点のウエイトが1：3の場合でも、落
札価格は調査基準価格付近となってお
り、価格競争の落札率と大差がありませ
ん。1：3の場合では、技術資料の作成
に相当な時間を要することや、業務の難
易度が高いことから、より高い価格で落
札できるよう、技術の評価方式や調査基
準価格の設定の見直し等の検討をお願い
します。
b．引き続き、総合評価落札方式について
は、価格点と技術点のウエイトが1：3
の業務発注量を増やすようお願いしま
す。
②提案型業務について、技術点が同点とな
ることが多い（評価点の差がつきにくく
なっています）。今後の技術提案書作成
の参考とするため、技術提案評価の内訳
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中国地方整備局からの回答
げ、若手技術者の活用を図っている。
・技術提案書等のヒアリングに於いても若手
管理技術者の同席を可能にするような取り
組みを行っているところである。
・今後、これらの取り組みの検証を行いなが
ら、担い手の確保、技術の伝承につなげて
いきたいと考えている。
・女性技術者の活用についても上記と同様の
取り組みの枠組みであると考えている。
・平成26年度の若手技術者育成支援制度を
活用し受注された業務は、総合評価落札方
式の試行対象業務の内、15件（3％）であ
る。

・調査基準価格は、業務の品質確保するため
の基準価格であり、技術提案の対価に対す
る基準ではないことをご理解いただきた
い。
・建設コンサルタント業務等の発注方式の選
定フローに基づき発注しており、恣意的に
要望内容に沿って増やすものではないと考
える。
・技術点が同点になっていることは把握して
いる。

・技術点の算定については予定管理技術者の
ヒアリングを通じて、業務理解度、知識・
経験等を確認し適切に評価するよう指導す
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と要望
（細分化）の公表をお願いします。

③事務所長表彰の優秀技術者表彰の対象数
拡大をお願いします。

（2）地域コンサルタントの積極的な活用につ
いて
①「地域の担い手づくりのための地域コン
サルタントの活用の拡大と育成」を要望
していますが、改めて地域企業育成の観
点から、経験と実績を付けることができ
るよう、地域要件・地域貢献度・地域精
通度等の評価項目・運用をお願いしま
す。

3．品質の確保・向上につけて
（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業務の円滑な進捗のため、ワンデーレス
ポンス実施の徹底をお願いします。
（2）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橋梁等の点検業務で交通誘導員貸与機械
（橋梁点検車等）が発注者の都合で貸与
されなかった場合、精算方法が明記され
ていません。この場合リース料に落札率
を掛けず、実績精算をお願いします。
点検業務における交通誘導員や試験
費・点検車損料等の市場単価で計上され
ている直接費については、調査基準価格
対象から除外するようお願いします。

中国地方整備局からの回答
・技術提案評価の内訳（細分化）の公表につ
いては、今後検討していきたい。
・全国の状況を鑑みて平成25年度に拡大を
図った。
・優秀技術者表彰は、優良な業務の中から特
に優秀な技術者を選定して表彰している。

・プロポーザルについては、地域要件を設定
していない。総合評価、価格競争について
は、業務実施可能者数を勘案して必要に応
じて地域要件を設定している。
・地域コンサルタントの参加拡大について
は、総合評価案件では、評価値の中で災害
協定など地域貢献度を評価している。価格
競争案件では、地域要件を設定した上で指
名している。

・引き続き、指導徹底していきたいと考え
る。

・点検車の貸与については年間スケジュール
を立て取り組んでいるが、災害等で予定通
り貸与できない場合もあることはご理解い
ただきたい。
・現在の業務委託の積算基準上、点検車損
料・リース料、交通誘導員、試験費等の直
接経費に落札率が掛かってしまうことはご
理解いただきたい。
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■中国地方整備局との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
4．その他
①災害功労者表彰について、総合評価落札
方式による客観点を加点評価するなど、
優良業務表彰と同様のインセンティブの
追加をお願いします。

・地域貢献度の評価項目で災害活動実績を評
価している。

②指示書の作成を受注者側に依頼されるケ
ースが見受けられますので、発注者と受
注者の役割の明確化をお願いします。

・指示書の作成依頼は、あってはならないこ
とですので、指導をしていく。
・しかしながら、指示書の中身を受発注間で
確認する必要はあると考える。

③提案書の評価点等の公開の速さや、詳細
な点数の公表内容が事務所により異なっ
ているので地整統一をお願いします。

・一部の事務所では古い様式で作成している
ことが見受けられたので最新の様式で作成
するよう指導していく。
・また、評価点等の公開が遅い事務所は早く
公開していくよう指導していく

④積算に関する質問回答に不明な点が多
く、正しく積算できない場合があります
ので、回答に対する再質問期間の設定を
お願いします。

・質問の回答は適正に行うように指導していく。
・再質問期間の設定については、落札決定ま
での時間がよりかかるなどの問題があるた
め、今後、どうすべきか検討していく。

⑤CPDを評価の対象とし継続教育者への
優位性の確保をお願いします。
※CPD評価は、事務所により評価の有無
のバラツキが見られますので、地整とし
ての統一をお願いします。

・一部の事務所でCPD評価を適用している
ことは承知している。
・品質確保、最新の知見の重要性からCPD
評価は重要と考えている。
・平成28年度から総合評価、プロポーザル
等においてCPD取得の評価基準の仕様に
ついては検討していきたい。

【自由意見】
①CIMに関する動向、取り組みなど定期的
な意見交換・勉強会を開催したいがいか
がでしょうか。
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・実施したいと考えている。
・本省からも生産性の向上について指導され
ており、CIMの活用を考えている。発注者
側で仕様書、検査方法など多くのことに取
り組まなければならない課題が多いと考える。
・現在、数件試行しているが、まだまだこれ
からだと考えている。建設業の魅力アップ
向上にもつながる重要なことだと考える。

広島県との意見交換会（H27.10.29開催）
平成27年10月29日（木）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15
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
11名の合計14名が出席しました。

広島県との意見交換会

松永土木整備部長の挨拶

今回は、「魅力ある建設コンサルタントに向
けた担い手の育成・確保のための環境整備につ
いて」、「入札・契約について」、「品質の確
保・向上について」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

小田支部長の挨拶

■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と要望
1．魅力ある建設コンサルタントに向けた担
い手の育成・確保のための環境整備
（1）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備について
①設計協議回数が大きく増える場合は、実
態に即した変更契約をお願いします。打
合せは特記仕様書規定の回数よりも増え
ているのが実態です。受注者側のみの対
応では避けられない場合もあることをご
理解いただきたい。
②用地測量の実地調査書について歩掛改訂
を要望します。作業内容と単価の乖離が
著しいため、国交省と同等の単価をお願
いします。

広島県からの回答

・業務の種類に応じて打合せ回数の増減を設
定している。追加業務に伴い一同会しての
打合せ協議を要する場合は、契約変更協議
をさせていただきたい。

・現在、国交省では見積り対応とされてお
り、歩掛りの標準化に向けて検討中と伺っ
ている。今後県においても、国交省におい
て歩掛りが標準化されるまでは、見積り対
応により実態に合った歩掛りとなるよう対
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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と要望

広島県からの回答
応していきたい。

③受注者側の責任が無い場合の納品後の対
応については極力軽減するとともに必要
な場合は適正な費用計上をお願いしま
す。

（2）受発注者協働による業務執行・契約執行
状況と就業環境の改善に向けての取組み
強化について
①品質確保・ミス防止の観点から、適正な
工期の設定、早期発注等による履行期間
の確保を引き続きお願いします。また、
年度を跨いだ工期の設定等、納期が集中
しないようお願いします。
受注者側の事情以外の理由で工程が遅
れる場合もあるため、個別の案件に対し
て適切な工期設定の対応をお願いした
い。

②内容が同種の業務の入札時期について、
品質確保・向上の観点から、同一業者に
受注が集中しないよう発注・入札時期の
分散をお願いします。
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・受注者の責によるものは、瑕疵担保により
必要な措置を求めるが、納品後の不測の事
態による図面修正、構造再計算等が必要と
なった場合は、県が責任を持ち適切に対処
する。なお、随意契約など早急な対応を求
める場合は協力をお願いする。

・納期の平準化を図ることは、品質の向上に
加えて生産性向上による労働環境の改善に
も資するものと考える。
・適正な履行期間確保と年度末集中の回避の
ために早期発注に努めている。繰越しもひ
とつの手法であるが、人事異動等もあるた
め、年度内完了が品質確保のために必要と
考える。早期発注により履行期間の確保に
努めるが、履行条件変更等発注者による都
合の場合を除き、確実な業務履行に努めて
いただきたい。なお、年度末発注や継続観測
が必要な業務については、適正工期確保のた
めに債務予算の活用を図っていきたい。
・交通量調査などの一般的な業務を同時発注
し、複数の業務を受注することになった場
合は、確実な履行を確保するため、業務の
進行状況など履行状況を厳格に確認・把握
している。
・土砂災害警戒区域指定業務など、期限内の
確実な完了が必要な業務については、受注
の重複による履行困難が認められないた
め、受注量などを反映し計画的な発注を行
う。この場合は、業務の分割、入札日程、
落札者決定方法など、様々な検討を行った
上で、確実な事業の進捗を最優先に調達手
法を選定する。

■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と要望
③官民一体となったノー残業デー普及推進
の協力とコンサル企業の就業環境改善に
向けての取組みへの理解を引き続きお願
いします。

2．入札・契約について
①特別簡易型の『専任制：手持ち業務予定
件数』の評価ウエイトが今年度から軽減
されましたが、依然としてそのウエイト
は高く、手持ち件数を絞らないと受注で
きない状況です。優秀な技術者は早い時
期に多くの業務に携わることになるが、
現行制度では優秀な技術者を立てられな
い状況となっているため、改めて評価ウ
エイトの軽減をお願いします。
【見直し例】
・手持ち業務予定件数の評価ウエイトの更
なる低減
・管理技術者及び担当技術者の配点の低減
と各手持ち件数区分の実態を踏まえた設
定

【関連質疑】
a）若手技術者の早期育成のためには、多
くの件数を担当させて早く実績・経験を
つけたいと考えるのが実情です。現行の
手持ち件数の評価であると育成の面で弊
害が出るのではないでしょうか。担当技
術者の評価の緩和をご検討いただきた
い。
b）優秀な技術者はプロポ等に多く参加・
受注し、年度の早い段階で手持ち件数が
多くなるため、年度後半の発注案件では
配置できないのが現状となっています。
c）優秀な技術者を業務に配置するために
も、手持ち業務件数の評価ウエイトを年

広島県からの回答
・担い手確保の観点から、受発注者が協力し
て健全な労働環境を創出することは重要と
考える。週末指示・週明け期限、夕方指
示・翌朝期限等のような時間的余裕のない
指示をしないよう引き続き各発注機関を指
導していく。

・管理技術者、担当技術者の専任制の評価項
目については、資格を有するベテラン技術
者への過度な集中を避けて品質向上を図る
とともに若手技術者の従事機会確保を促す
目的で設定している。
・6月の改正では、無理な専任による負担軽
減の観点から、手持ち件数の緩和とともに
保有資格の評価と同一となるようウエイト
を低減したところである。専任制の評価ウ
エイトのさらなる緩和や担当技術者の評価
の改正は、評価項目設定の趣旨である若手
技術者育成の観点から、慎重に検討すべき
と考える。
・引き続き評価項目設定の趣旨がより反映さ
れるよう応札状況、受注状況を検証した上
で必要な措置を検討したい。

a）〜d）専任制の評価ウエイトについて
は、県が目指す考え方に基づき6月に改正
したところである。今回の要望の趣旨は理
解できたので、引き続き応札状況等を検証
し必要な措置を検討したい。
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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と要望

広島県からの回答

度の前半と後半で区別し後半の制限を緩
和するなど、より実態に合った評価方法
にできないでしょうか。
d）若手技術者の育成については、ひとつ
の施策として、国交省の管理補助技術者
の配置制度も参考にご検討いただきた
い。
②入札時の業務費内訳書や技術資料の作
成・提出の事務処理増に対して、今年度
から改善していただき資料送付は電子入
札システムから可能になりました。しか
し、業務費内訳書や再委託見積書の添付
の負担が依然として大きいため、これま
での実態調査等をされ、少しでも事務量
を軽減できるようお願いします。
また、pdfをExcelに変換した際、文字
化けするケースが見られるため改善をお
願いします。

【関連質疑】
・これまでに提出された再委託先の見積り
書において、発注金額や積算が不適正で
失格になった事例はあるでしょうか。

・再委託先の見積り書は入札時に提出が必
要でしょうか。
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・業務費内訳書については、適正な見積もり
を伴わないダンピングによる入札参加や再
委託先へのしわ寄せ防止など、公正な契約
締結の促進のために提出を義務づけてい
る。低入札価格調査も重点調査以外は提出
書類を減らし、業務費内訳書と見積書のみ
で行えるよう合理化を図った取り組みでも
あるのでご理解いただきたい。
・業務費内訳書作成事務の簡素化のため、業
務費内訳書などの提供方法については、入
札システムにおけるpdfデータの改善に努
めているところである。
・今後も事務の改善に向けて取り組んでいく
のでご理解とご協力をいただきたい。

・再委託先の見積書の中身については、低入
調査になった場合あるいは完成後調査の場
合に審査することになる。今年度再委託先
の見積書を審査したケースは土木系で1件
である。低入札案件と5千万以上の業務の
場合は再委託先の見積りを履行中何らかの
事象が生じた場合及び完成後調査において
審査している。
・低入調査を簡素化している代わりに提出い
ただく資料としてご協力いただきたい。
・先ほどオープンブックに関する意見があっ
たが、本県では、見積りを応札時に求め、
その妥当性を履行中と完成後に確認してい
る。

■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と要望

広島県からの回答

・再委託先の見積書の作成に時間を要する
ため、落札後、落札者のみの提出をでき
ればご検討いただきたい。

・現在のダンピング対策の制度上は、応札時
に提出いただくことを原則とせざるを得な
い。資料作成期間の確保については、改善
に努めていく。

③総合評価落札方式における配置予定管理
技術者の同種業務の実績評価について、
地域条件の設定が狭く参加できない案件
があります。より多くの業者が参加でき
るよう地域条件の拡大または評価点の差
の縮減をお願いします。

・地域を限定した同種業務実績の設定に代え
て、必要に応じて自然条件などを具体的に
示した同種業務実績の要件とし、地域条件
の拡大を検討していく。（同種業務の実績
の設定による対象地域の拡大について検討
する。）

④開示歩掛であっても積算金額が予定価格
と整合しない業務があるため、積算内訳
書の事後公表をお願いします。

・現在、金入り設計書の契約後の情報開示
は、県の条例に基づき開示請求があった案
件について実施している。金入り設計書の事
後公表については、今後検討していきたい。

⑤現在、指名通知から技術資料提出までが
6営業日しか確保されていない事務所が
あります。指名通知から技術資料提出ま
での期間について、適正な作成期間の確
保をお願いします。

・指名通知から開札までの土日を含めた平均
日数は、平成26年度で15.2日、平成27年
度（10／20まで）で14.1日である。しか
し、この日数が8日の事務所もあるため、
適正な技術資料作成期間の確保のため、改
善に努めていきたい。

⑥総合評価落札方式案件において、書類不
備で失格となる事例を具体的に示し、事
務所や担当者により異ならないよう統一
を図っていただくようお願いします。

・評価基準で判断ができない場合について
は、事務所で判断せず県庁に問合せるよう
周知している。業務費内訳書については、
さらなる周知を図るために、記入漏れなど
の失格となる事例や内訳書の記入例を今年
度の建設業関係の説明会資料や県のHPに
掲載して注意を促している。

3．品質の確保・向上
（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成果品の品質確保・向上のため、「道路
事業設計要領」の開示をお願いします。

・県独自に定めた数値等については県のHP
で公表しているが、他については日本道路
協会などの出版物と同様であり著作権の関
係上公表できない。
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■広島県との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望
【関連質疑】
・著作権の関係ということであれば今後開
示されることはないということでしょう
か。

・参照とする文献・資料は一覧表に整理して
あるので、該当する道路土工指針などの文
献を参照していただきたい。

・著作権の問題についてはわからないが、
他県では開示しています。

・他県は開示しているのか。著作権の問題は
ないのか。

（2）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交通整理員の実態に合った単価への見直
しおよび実績人数での変更をお願いしま
す。
今後点検業務も増加する中、交通整理
員は実費部分であるため、改善の方向で
ご検討いただきたい。
4．その他
①総合評価落札方式の技術資料の提出にお
いて、添付できる資料の容量を3MBか
ら5MBに増やしていただきたい。3MB
以下に抑えるとなると、かなり解像度が
落ち読みづらくなる場合があります。
②歩掛の改訂を国土交通省と同じ4月1日
にお願いします。

【関連質疑】
・機械損料等は年度途中で変更され混乱す
る場合があるため、できれば統一を図っ
ていただきたい。
③土砂災害基礎調査に使用する急傾斜用の
GISソフトは、新たに百数十万円の購入
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・県の単価は、国の労務単価を適用してお
り、国の改正の動向を参考に検討してい
く。交通整理員の計上については、必要な
位置、日数で配置することを想定し算出し
ている。なお、現場条件の変更等があった
場合は変更協議の対象とする。

・現状の容量3MBを増加させるには、シス
テムの大規模改修が必要となるため、時間
をいただきたい。

・3月の国交省の改訂を参考に、今年度は4
月に諸経費、一般管理費の改訂を先行し、
工事は2ヶ月前倒しの6月に、設計業務は
例年どおり8月に歩掛り改訂を行った。設
計業務においても歩掛の改訂を前倒しする
ことについて検討したい。

・要望を受けたのでできるだけ対応したい。

・砂防フロンティアの土砂災害警戒区域等設
定支援システムの稼働に必要なGISソフト

■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と要望

広島県からの回答

費用を必要とするため、企業側の負担軽
減をお願いします。
例えば、今後4年間の見直し調査を踏
まえ、費用の1／4を計上していただく
ようお願いします。

の初期投資が多額であることは認識してい
るが、本GISソフトは他の業務にも使用可
能なものである。来年度以降の基礎調査は
本システムに移行するとしているので、初
期投資の回収も踏まえた受注計画を立て応
札検討いただきたい。

④技術者のモチベーション向上のために
も、業務表彰制度の導入をお願いしま
す。

・本県では、平成19年度から業務成績評定
の本格運用を始め、評定データの蓄積状況
に応じて総合評価や入札参加資格認定への
反映など徐々に利用範囲を拡大している。
今年度から業務成績評定結果の通知に際し
細目別の内訳、得点割合を添付するなど透
明性の向上に努めている。
・表彰制度は工事において平成24年度から
導入しており、企業や技術者の技術力向上
に効果があるものと認識している。ご要望
の業務の表彰制度導入については、業務の
規模・難易度に応じた評定点の状況検証と
インセンティブのあり方を検討し、公正・
公平な観点から制度設計を行いたい。

【関連質疑】
・表彰制度の導入時期はいつ頃になるでし
ょうか。

・他県の動向も参考にしながらなるべく早い
段階での導入を検討していきたい。

・本協会では、女性の活躍の場を設けよう
と取り組んでいますが、県においての状
況はいかがでしょうか。

・女性の土木職が2割の年度もある。今後女
性の係長の登用を推進したい。また、今年
から若手の本庁勤務が増えている。

・20代の若手技術者数がここ20年の間に
激減しています。最近は工業高校、高専
からの採用も減り高学歴化が進んでいま
す。

・若手技術者の確保については、今年から高
卒採用を復活させた。

・本協会では、品質確保の取り組みとして
合同現地踏査、ワンデーレスポンス、業
務スケジュール管理の導入により受発注
者間の情報共有を進めていますが、品質

・合同現地踏査、ワンデーレスポンスなどの
品質確保策の重要性は認識しているが、す
べての業務で一度にスタートすることは難
しい。特殊な案件などで試行的にスタート
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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と要望
確保に対する県の考え、取り組みの方向
性などを教えていただきたい。

することは可能である。

・お互いに信頼関係があれば厳しく取り決
めを作る必要のない場合もあります。協
会としても「自律した建設コンサルタン
ト」への転換を図っているところであ
り、ご理解をいただきたい。

・入札契約制度についての意見・要望をいた
だいているが、県がこれまで取り組んでき
た様々な施策は、ダンピング対策と品質確
保を目的としたものであり、そのために資
料の提出方法や失格の基準などの細部要件
までを厳格に作ってきた。その上で構成さ
れているのが落札率90％（現在の調査基
準価格）である。
・このような仕組みを作った一方で、思わぬ影響
が出てくることは理解しているが、基本的には
ダンピング対策と品質確保を目的としたものだ
ということを是非ご理解いただきたい。

・年度の中盤以降において優秀な管理技術
者の手持ち件数がほとんどないというの
は現実的に考えられません。したがっ
て、年度中盤以降においては、県の業務
に参加したくても手持ち件数の多い優秀
な技術者は「専任制：手持ち業務予定件
数」の評価点で不利になるため配置でき
ないという意味です。

・本県が管理技術者の手持ち業務件数を制限
すると優秀な技術者が他へ行ってしまうと
はどういう意味か。

・プロポーザル方式の導入についてはいか
がでしょうか。

・土木系では実績はない。プロポに適当な案
件がなく、総合評価方式で十分対応できて
いるのが現状である。

・支部会員の各種実態等を把握するための
アンケート調査については、協力させて
いただきたい。
・CIMの取り組みについても、情報交換さ
せていただきたい。
【支部のトピックス】
・今年は、豪雨災害後の支援活動として公
民館、学校において防災訓練を実施しま
した。
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岡山県との意見交換会（H27.11.24開催）
平成27年11月24日（水）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。
岡山県からは三村土木部長をはじめ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、吉岡業務副会長及び岡山県委員会か
ら志水委員長をはじめ7名の委員、合計10名が

出席しました。
今回は、「魅力ある建設コンサルタントに向
けた担い手の育成・確保のための環境整備につ
いて」、「入札・契約について」、「技術力に
よる選定について」、「品質の確保・向上につ
いて」の4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と要望
1．魅力ある建設コンサルタントに向けた担
い手の育成・確保のための環境整備につ
いて
（1）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備について
①設計協議が契約回数を大幅に上回る場合
は、実態に即して変更契約して頂きた
い。
②納品後の成果品に対して、受注者側の瑕
疵等でなく、発注者側の都合（施工区分
等による数量とりまとめ等）による対応
は極力少なくするか、適正な費用を計上
してほしい。
（2）受発注者協働による業務執行・契約執行
状況と就業環境の改善に向けての取組み
強化について
①品質確保・向上のためにも適正な工期設
定や業務発注の平準化に取組んで頂いて
いますが、引き続き繰越し等も含めて継
続して頂きたい。

②WLBを考慮した、官民一体のノー残業
デーの推進の協力を引き続きお願いした

岡山県からの回答

・適切に費用を計上し、変更契約するよう、
周知徹底をしてまいります。
・新たな業務として契約するよう、周知徹底
をしてまいります。

・業務規模に応じた適切な履行期間を確保す
るため、適切な時期に発注するとともに、
年度末に納期が集中しないよう努めてまい
ります。
・また、必要が認められる場合には、工期延
期や繰越により適切な履行期間の確保を図
ってまいります。
・「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
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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と要望
い。（継続審議）

③休日出勤にも繋がる恐れのある、週明け
に提出を求める週末での作業依頼は極力
避けて頂きたい。
2．入札・契約について
①現場技術業務委託の工期を人員配置計
画等の面から1年間（現在の工期は6ヶ
月）に延長して頂きたい。（継続審議）
②指名通知を受けてから入札日までの間
（通常7日間）の質問受付の期間を十分
確保して頂きたい。
（土・日等を挟むと非常に短期間となる
ことがある）
3．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高度な技術力を要求する業務について
は、成果品の品質確保のため、価格競争
から技術力重視によるプロポーザル方
式、総合評価方式で発注をして頂きた
い。（継続審議）

（2）地域コンサルタントの積極的な活用につ
いて
①県内本店、県内に技術者を配置している
コンサルタント業者への指名等には十分
配慮して頂いていますが、地域企業育成
の観点からも、さらに地域コンサルタン
トの活用をお願いしたい。
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岡山県からの回答
員に周知してまいります。
・県では、水曜日と金曜日に「ノー残業デ
ー」として定時退庁に取り組んでおりま
す。
・計画的な作業ができるよう努めてまいりま
す。

・引き続き検討してまいります。

・質問期間の延長については、指名通知から
落札者決定までの間を延長することにも繋
がり、速やかな事業執行に支障をきたすこ
とから、今後の検討課題とさせていただき
たい。

・プロポーザル方式等については、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、国・他県の動
向を注視し、引き続き検討してまいりたい
と考えております。

・発注する業務の内容、難易度などを勘案し
ながら、引き続き地域企業の育成に努めて
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と要望
4．品質の確保・向上に向けて
（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成果品の品質確保・向上のため、照査実
態に応じた照査歩掛と必要な日数を確保
して頂きたい。

（2）三者会議等のいっそうの活性化による総
合的な品質確保について（継続審議）
①平成27年9月1日より「岡山県土木部発
注建設工事における三者会議実施要領」
が施行されている。品質確保・向上にも
寄与しますので確実に実施して頂きた
い。
（3）低入札価格の防止対策・企業負担経費増
に対する対策の運用強化について
①成果品の品質確保・向上のために、最低
制限価格のさらなる引き上げをお願いし
たい。（継続審議）

（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維持管理・更新事業における点検・診
断、補修・補強設計について、発注ロッ
トの拡大をお願いしたい。また、複数年
契約もご検討頂きたい。

②点検業務における、交通誘導員の実態に
合った単価への見直し、および実績人数
で変更をお願いしたい。

岡山県からの回答

・照査歩掛につきましては、国の積算基準に
基づいておりますので、ご理解願います。
・また、照査作業を含めた業務工程について
は、監督員と協議願います

・三者会議要領の運用を始めたところであ
り、今後とも適切に実施してまいります。

・昨年度、最低制限価格の設定水準を見直し
たところであり、引き続き入札の実施状況
を見ながら、適正な業務の履行が図られるよ
うに見直しについて検討してまいります。

・発注ロットにつきましては、予算や現場条
件などを踏まえ、引き続き適切に設定して
まいります。
・また、複数年契約につきましては、適正な工
期設定の観点から、検討してまいります。
・交通誘導員の単価については、国が行う公
共事業労務費調査に基づき、国が決定した
単価に準じております。
・また、交通誘導員の人数については、実施に
あたり、警察等との協議により当初設計以上
の人数が必要となった場合は、適切に費用を
計上するよう、周知徹底をしてまいります。
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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と要望
（5）委託業務成績評定点の今後の活用について
①平成27年4月1日より「岡山県委託業務
成績評定及び通知要領」が施行されてい
ますが、例えば対象業務の拡大や成績評
定結果の活用等、今後の具体的な取り組
み予定があれば教えていただきたい。

（6）設計・測量・調査の一括発注による品質
確保について
①設計・調査・測量の各業務が分離して発
注されることで、全体工期の遅延、意思
疎通を欠くことによる品質低下を生じる
ことも考えられる。高い技術力を必要と
する構造物設計等においては、一括発注
も検討してもらいたい。
5．その他
（1）橋梁点検車のリース料について
①発注内容から橋梁点検車の賃貸期間1カ
月未満が妥当と判断できる業務において
も、賃貸期間が1カ月以上の割引料金の
リース料が適用されているのではない
か。
（2）鋼僑の鋼部材の補修設計について
①上部工補修設計にはコンクリート製（鋼
僑のコンクリート床版を含む）が対象で
あるため、鋼部材の補修検討が必要とな
った場合でも、歩掛がないとの理由で認
められない場合がある。
対象面積等の問題もあるが、鋼僑の
「補強設計」の歩掛を運用してもらいた
い。
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岡山県からの回答

・委託業務成績評定は、設計金額500万円以
上の業務を対象として実施しております
が、対象業務の拡大や成績評定結果の活用に
ついては、今後、評定データ解析や国・他県
の動向等を踏まえ検討してまいります。

・一括発注については、必要に応じ実施して
まいります。

・県の積算では、国と同様に建設機械等賃料
は長期割引を行った賃料で積算することと
していますので、ご理解願います。

・鋼部材の補修検討については、構造計算が
必要であり、「補強工設計（上部工）」を
使用することとしているため、適切に費用
を計上するよう、周知徹底をしてまいりま
す。

鳥取県との意見交換会（H28.1.27開催）
平成28年1月27日（水）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。鳥取県からは山口理事監をはじめ
6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、吉岡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、「魅力ある建設コンサルタントに向
けた担い手の育成・確保のための環境整備」、
「技術力による選定」、「品質の確保・向上」
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とおりです。

■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と要望
Ⅰ．魅力ある建設コンサルタントに向けた担
い手の育成・確保のための環境整備
（1）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備
①中長期的な担い手確保・育成に向けて、
調査基準価格、成果品重点確認価格の引
き上げをお願いいたします。

②変更契約において、新たな業務分野が追
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
ような配慮をお願いいたします。
（2）受発注者協働による業務執行・契約執行
状況と就業環境改善に向けての取組み強化
①現在、鳥取県でもノー残業デーを実施さ
れているところですが、今後とも官民一
体で、ノー残業デー・ウィークリースタ
ンス（※）の理解・浸透をお願いいたし
ます。
※ウィークリースタンス（北陸地方整備局
で平成26年度より試行）
マンデー・ノーピリオド：月曜日を期限
としない
ウェンズデー・ホーム：水曜日は定時帰
宅を心がける

鳥取県からの回答

・成果品重点確認価格については、過去10
年間上限が83％であったが、H27より85
％に引き上げたばかりであり、今後この妥
当性を検証していきたい。また、調査基準
価格についても調査を踏まえて検証してい
きたい。
・原則として、新たな追加分野の変更は行わ
ない。やむを得ず必要な場合は落札率を適
用させていただきたい。

・大切なことであると考えている。理解を深
めてまいりたい。県においても、水曜日の
ノー残業デーは実施している。月曜・金曜
については、緊急性をともなわないものに
ついては理解を深めていきたい。
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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と要望

鳥取県からの回答

フライデー・ノーリクエスト：金曜日に
は仕事の依頼をしない
（3）より魅力ある職業としての確立（人材育
成・確保の環境整備）
①建設産業界の魅力アップと社会資本整備
の効用・意義の広報に対して、官民一
体・民民協働での推進に向けての協力を
お願いいたします。

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
の適切な運用・改善
①「業務内容に応じた適切な発注方式の選
定」の試行結果を踏まえたプロポーザル
方式・総合評価落札方式等の適確な運
用・改善及び、「技術者評価を重視した
選定」の試行結果を踏まえた総合評価落
札方式の適確な運用・改善をお願いいた
します。

（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現行の入札契約制度のうち、制限付き一
般競争入札は透明性、客観性には優れて
いますが、不良不適格業者の参入を防止
しにくく、入札参加者の質を高めること
が困難という問題を抱えています。今
後、多様な入札契約制度を導入し、技術
力を重視した制度への継続的な改善をお
願いいたします（改正品確法の遵守）。
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・県民の皆様にPRしていくことは重要であ
ると認識している。是非、協会の皆様の知
恵やご意見を聞きながら、県としてもどの
ようなことができるかを考え一緒に協力し
ていきたい。県においても、担い手の助成
制度を本年も実施しており、引き続き来年
度予算にも計上している。

・プロポーザルについては要綱を定めてい
る。H26年度は1件、本年度はなしと少な
いのが現状だが、該当できる案件があれば
積極的に実施していきたい。
県の評価点の配点方式は1：4であり、技
術点を非常に高く評価している。
・簡便型総合評価については、本年度60
件、技術提案型総合評価については、本年
度5件を発注した。

・制限付一般競争入札においては、価格のみ
で落札業者が決定することもあるが、業務
の金額、難易度により、技術者の特定資
格、同種業務実績、建設コンサルタントの
登録部門等の応募条件を定めており、技術
力を加味している。
・技術提案型総合評価においては、本年度受
注した業者にアンケート調査を実施して、
受注者の意見と発注者の考えを確認、分析
して今後の運用方法を検証していくつもり
である。

■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と要望

鳥取県からの回答

②今年度、新たに導入された表彰制度の運
用拡大・継続的な改善をお願いいたしま
す。また、表彰制度の基礎となる業務評
定制度についても、評定に関する研修等
により、継続的に精度向上を図るようお
願いいたします。

・表彰制度については本年度創設したばかり
であり、皆様の意見を聞きながら「技術者
のモチベーションの向上」、「成果品の品
質向上」に繋ながる制度になるよう努めて
いきたい。
総合評価への加点については、現時点では
予定していない。今後の運用状況をみなが
ら検討していきたい。
県外業務への表彰制度導入については、ま
ずは県内の状況を見据えつつ運用状況を分
析していきたい。
・業務評定制度の精度向上については、皆が
均等に適正に評価できるよう重点的に取組
んでおり、担当者、検査員を対象に8月、
12月に研修を実施したところである。引
き続き取り組んでいくが、不明確な評定項
目があれば改善していきたい。

③改正品確法においても品質確保の観点か
ら技術者資格活用が規定されており、鳥
取県においても技術者資格、業登録など
の一層の活用をお願いいたします。

・前に説明した内容と同様であるが、業務内
容によって特定資格等を定めている。

（3）地域コンサルタントの積極的な活用
①地域創生と地域の担い手づくりのための
地域コンサルタントの活用の拡大と育成
をお願いいたします。

Ⅲ．品質の確保・向上
（1）受発注者それぞれの役割を踏まえたエラ
ー防止への取り組み
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
みをお願いいたします。
・業務の早期発注
・業務内容に応じた適正な工期の設定

・県内業者を最優先している。業務内容が難
しい業務においては、本年度発注したトン
ネル点検業務のように県外業者とのJVで
の応募条件の発注を行い、県内業者の育成
に努めている。

・年次計画に基づいて早期発注に努めてい
る。
また、委託においてもゼロ県債を利用し平
準化している。工期設定においては、H21
年6月の通知文書に基づいて引き続き適正
な工期設定を行っていきたい。
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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と要望
・地元調整等による業務の一時停止命令あ
るいは業務の打ち切り処理の徹底
・柔軟な年度繰越

業務の一時停止はケースバイケースもある
ので、意見を確認しながら進めていきた
い。
年度繰越処理においても計画的に適正に行
っていきたい。

②技術企画課・県土総務課などと協会等と
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の構
築をお願いいたします。

・有意義な場であるので、是非とも引き続き
開催していきたい。

（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
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（間接費・一般管理
費の計上）及び、三者会議を含めたコン
サルタント業務の運用の適正化（修正設
計業務等の適切な発注による実施）をお
願いいたします。
（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総合評価落札方式業務、価格競争業務に
おける品質確保対策の強化の普及。必要
経費確保のための一般管理費及び調査基
準価格（最低制限価格）の引き上げ。総
合評価落札方式の手続きの簡素化対策の
実施をお願いいたします。

（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（プロセス・役割分担）、技術
基準・要領や報酬・積算体系（入札・契
約制度）の構築・整備及び建設コンサル
タントにおける維持管理に関する技術・
手法、資格制度等の確立、活用促進をお
願いいたします。
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鳥取県からの回答
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・実施要領を定めて実施している。費用につ
いても計上している。引き続き適切に行っ
ていく。

・1,000万以下の総合評価・価格競争業務に
おいては、業務の金額帯・難易度により建
コン登録特定資格を定めている。
一般管理費の引き上げ等については、国交
省の動向をみながら進めている。
技術提案型総合評価においては、引き続
き、アンケート調査の結果を分析した上で
検討するように進めている。

・県としては、本年度内に長寿命化計画を策
定し、この中で今後必要な点検、診断、補
修の位置づけを考えていきたい。

■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と要望
Ⅳ．その他
①災害復旧対応業務における発注者間の調
整システムの構築をお願いいたします。
県内で降雨・地震等による災害が発生し
た場合、現状では国、県、市町村等に対
して各社がそれぞれ対応していますが、
災害の規模によっては限られた人員です
べての要請に応えることは困難です。
このため、関係発注機関全体で連絡調整
会議（仮称）のような緊急対応組織を立
ち上げ、一元的・効率的に対応できるよ
うにして頂きたい。
②CIMへの取り組み方針についてご教示願
います。
国土交通省、土木学会などを中心にCIM
の導入が進められており、平成28年度
には一部分野のガイドラインの策定も行
われる予定となっています。
鳥取県および我々建設コンサルタントに
おいてもCIM導入は避けて通れない事項
と考えますが、導入に向けた県の取り組
み方針、工程計画等につきましてご教示
願います。
Ⅴ．鳥取県から総括的意見

鳥取県からの回答
・難しい問題もあるが、いろいろな意見を聞
きながら進めていきたい。困られている市
町村においては、協会との締結を県から声
掛けするなど、今後も考えていきたい。

・必要な取り組みであると認識している。試
行的に、河川の点検、診断にドローンを使
用する取り組みを進めているところであ
る。国の動き、情報を入手しながら一緒に
取り組んでいきたい。

・変更契約への新たな業務分野が追加される
場合など、具体的な事例があれば教えてい
ただきたい。
・表彰制度においては、今後拡大していかな
ければいけないと考えている。モチベーシ
ョンの向上にも繋がる。
・県民の皆様に、建設業界のことが見えづら
いのが現状であり、「見える化」していく
ことが必要であると考えている。「見える
化」していくことにより、「建設業が地域
になくてはならない存在であること、ま
た、コンサルタント業界がその中の一員で
あるということ」を認識してもらえるので
はないかと思う。
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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と要望

鳥取県からの回答
このようなことが、担い手不足の解消に繋
がっていくのではないかと思っている。
・業務の早期発注については、引き続き進め
ていきたい。「業務の一時停止や打ち切り
処理の徹底」については困った事例があれ
ば具体的に教えていただきたい。
・CIMについては、国の方もまだまだ動きが
見えない状況である。CIMの効果を具体的
に提案をいただき一緒に勉強していきた
い。
・コンサル協会の皆様の利益率に関しては、
今後、実態を把握した上で検討していきた
いと考えている。その節は、ご協力をお願
いしたい。
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広島市との意見交換会（H27.11.25開催）
平成27年11月25日（水）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。
広島市からは木村技術管理課長をはじめ5名
の幹部職員が、中国支部からは小田支部長、林
業務部会長および業務委員13名の合計15名が
出席しました。

広島市との意見交換会

木村技術管理課長の挨拶

今回は、「魅力ある建設コンサルタントに向
けた担い手の育成・確保のための環境整備につ
いて」、「技術力による選定について」、「品
質の確保・向上について」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

小田支部長の挨拶

■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と要望
1．魅力ある建設コンサルタントに向けた担い
手の育成・確保のための環境整備について
（1）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備について
①改正品確法において明記されました“担
い手の育成・確保”は、建設コンサルタ
ントにおいても喫緊の課題です。建設コ
ンサルタント業界の優秀な人材確保のた
めには、健全な企業経営による、給与水
準・労働環境等の処遇改善が重要な要素
であり、そのためには適正な利潤が確保
できるよう、現行の調査基準価格や最低
制限価格の引き上げを引き続きお願いし
ます。

広島市からの回答

・平成23年9月に1000万円未満の業務につい
ては最低制限価格を導入し、平成26年9月
からは1500万円未満の業務に引き上げた。
これは国の調査基準価格と合わせている。
・市の調査では平成22年度の平均落札価格
率は59％であったものが平成26年度には
82％となっている、更に本年度8月までは
86％程度となっており5％上がっており、
今後は下がることはないと考えている。
・調査基準価格は全国統一であり、現状での
変更はできない。今後、整備局と意見交換
の場で基準価格と技術者単価も併せて上げ
ていただけないか申し上げたい。
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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と要望
②調査基準価格未満で契約する場合、低入
札対策としての措置をお願いします。

・広島県は予定価格を事前公表されているの
で、低入に対するペナルティはできる。
・最低制限価格を下回っているのを厳しくは
できると思うが、一気にやるかどうかは今
後研究していく。
・そもそも低すぎるのが良いかということに
なる。
・ペナルティをどのように課すかという問題
もある。

③見積徴収により積算される発注案件につ
いては、適正な積算のため、発注時の歩
掛公表をお願いします。また、歩掛公表
により“くじ引き”の案件が増える可能
性があるので、合わせて総合評価落札方
式での発注をお願いします。

・見積の公表については、相手に対しての了
解が必要となる。市の情報公開の条例で
も、見積については公表を控えることとな
っている。
・見積の内容については公表していないが、
業務の内容が分かるよう仕様書、設計書に
詳しく書くよう指導している。

【関連質疑】
・見積の公表については、最低価格だから
公表できないということですか。
・また、平均を取る等の加工をすれば、公
表は可能となるのでは無いですか。
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広島市からの回答

・技術管理課：業者からの個別見積は、内容
の公表はしていない。見積業者の了解が要
る等のハードルがある。
・工事契約課：平均を取るという加工をすれ
ば、公表が可能となる可能性はある。
・管路課：明確な平均となっていない。また
最低価格でもないので、どこまで公表でき
るかが問題となる。

④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お願いしま
す。

・新規工種は基本的には、変更契約で対応す
ることはない、新規業務として別途発注が
原則と考える。
・既契約工種の変更は積算基準で取り決めら
れているので、当初の契約時の落札率で変
更することになる。
・新規工種は、発注者とよく協議して取り決
めてください。受け入れられないものは受
け入れられないとはっきり申してほしい。

⑤設計協議が契約回数と大きく乖離して多

・協議回数は標準歩掛で発注するが、大きな
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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と要望

広島市からの回答

くなっている場合は、実態に即した変更
契約が可能となるような仕組みの構築を
お願いします。

乖離がある場合には、発注者とよく話し
て、はっきり発注者に申し述べていただ
き、受け入れられないものは受け入れられ
ないとはっきり申し立てを行ってほしい。

⑥1500万円以上の業務に対しても最低制
限価格の設定をお願いします。

・1500万円以上の価格の拡大については、
工事と同じであるが、ある程度大きな業務
では、品質を確保した上で、価格低減が可
能と考えている。
・最低制限価格をいっぺんに上げることは難
しい、高いのがいいのかという問題があ
る。もう少し研究を続ける。

【回答】
・各企業は全体で考えます。
・一番目は、採算ベースで企業運営のため
の固定費の確保のためには受注額がどの
くらい必要かを計算します。いい仕事で
利潤を稼ぎ、あとはトントンでいいとい
う考えもあります。
・二番目は実績つくりのための受注で、そ
のあとの受注を考えてのことです。
・三番目は、事務所の数字ノルマがありま
す。トータルで考えますから、いい仕事
も取るが、悪い仕事も取ります。
・3パーセントの営業利益が出ても、最終
的な純利益で赤字やギリギリの収支とな
る、この結果ここ十年は、新規投資がな
くなって、技術力の低下が起き、ミスが
増えていると考えます。
・一般管理費の経費を5％上げていただく
お願いをして、今年度上げていただきま
した。
・低入調査基準価格の7割を切って仕事を
とると、厳しいのが実情です。
・国土交通省中国地整では、価格競争で低
入札をした場合、審査が厳しいが、辞退
できる制度となりました。
・技術提案をして受注金額が7割では提案

【広島市よりの質疑】
・広島市では1500万円以上で、現在2500万
円から一律となっている。
・いままで4割台で取った業務が有りまし
た。そこまではデータがそろっていなかっ
たのですが、今後復興業務においては、比
較的規模の大きい業務もあるので、本当に
5割前後で取って、品質確保が出来るのか
どうかをお尋ねしたい。
・利潤の確保はどうか、品質は確保出来る
のか、今のままいくと、5割前後が正とな
る。
・建築関係は苦しいと言っている。本来は取
りたくないが、よそが突っ込んでくるので
仕方なくやっている、そういうことを続け
ていくと非常に苦しくなると聞いている。
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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と要望

広島市からの回答

書作成費を考慮すると問題があります。
それなら一般入札でも70％を超えるの
で、こちらのほうが提案書等の経費が削
減できます。
（2）受発注者協働による業務執行・契約執行
状況と就業環境の改善に向けての取組み
強化について
①納品後の成果品に対して、工事発注準備
や施工段階等で成果品の修正・追加設計
の依頼を受けることがありますが、受注
者側の責任（瑕疵等）が無い場合は、納
品後の対応については極力軽減するとと
ともに必要な場合には新たな修正業務と
して、適正な費用計上と契約をお願いし
ます。

②現在、広島市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”に取り組んでおり定着したとこ
ろです。しかし一部には、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）がありますので、官民一
体でのノー残業デー推進に向けて、より
一層のご理解とご協力をお願いします。
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現行は価格競争だけの入札契約制度とな
っていますが技術力（保有資格や実績な
ど）を評価するプロポーザル方式、総合
評価落札方式の試行を引き続きお願いし
ます。
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・街路課：このようなことは無いと思ってお
ります。検査が終わった後は、きっちり引
き取っている。用地買収等で、時間が経っ
たものについて、設計当時の担当者にお願
いすることもあるが、基本的に最近は、少
額業務の修正設計をだして別業務として対
応している。
・管路課：瑕疵のない場合に限るが、見直し
業務については別に見直し業務を発注して
いる。
・街路課：残業を減らして、取り組んでい
る。就業時間外での協議はできるだけ避け
ている。
・管路課：締切りに余裕を持たせるよう指示
している。

・総合評価方式は、工事では行っているが業
務では行っていない。
・工事での例では、ほとんどの業者が同じよ
うな内容であり、総合評価の意味があるの
か疑問が残る。
・今後も、国、県、市町の状況を見て、引き
続き検討したい。

■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と要望

広島市からの回答

②現在、業務成績評価は実施されています
が、更に技術者のモチベーション向上の
ために、特に優秀な成績業務について業
務表彰制度の導入をお願いします。

・本市では導入していないが、モチベーショ
ンの向上には重要であると考えている。
・他の自治体の導入状況を見て研究したい。

③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、確実な変更契約の実施をお願いしま
す。

・街路課：打合せ協議は文章で取り交わして
いる。設計変更となる金額も把握したうえ
で文書を取り交わすよう指導している。協
議時においては、設計変更の金額を明示し
ていただくと助かる。
・管路課：当然協議指示事項については文書
で取り交わしている。

④見積依頼を受け提出した業者に対し、当
該案件の発注段階において本店縛り等で
除外される案件が見受けられますが、見
積提出業者には、入札参加できるようご
配慮をお願いします。

・街路課：予想外の見積金額があることがあ
る。この時予算との関係で、工種を減らし
て発注することがある。
・管路課：見積依頼で除外があった件につい
ては、管路課では無いと思う。見積もただ
ではないことは認識しているので、課長の
責務として、厳正に対処している。

3．品質の確保・向上につけて
（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お
願いします。

4．その他
①市外業者（市外本店）で市内に事務所を
設けている会社〈例：従業員が20名以
上等〉にも、一般競争入札参加可能な案
件を増やし、受注機会の拡大をお願いし
ます。

・街路課：正当な理由があるものについての
繰り越しは、苦にしておりません。合理的
理由で、工期が年度を超えてしまう場合は
次の年度になるようにしている。
・管路課：予算の都合で、早期発注は難しい
が、下水では、繰り越しは比較的簡単にで
きる。当初設計の段階から債務業務とする
ことはなかなか難しい。

・地元の育成、技術力の確保等バランスを見
ながらやっている。
・大きな業務については、市外業者にも対応
している。今後どうするかについてはこの
場では明確に回答することはできません。
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■広島市との意見交換会要旨
建設コンサルタンツ協会からの提案と要望

広島市からの回答

②昨年要望した大型高所作業車、特殊作業
などの業務は変更で経費を計上し改善し
て頂き有難うございました。
・サービス業務は一部にあるものの、少し
ずつ改善が図れてきています。引き続
き、サ―ビス業務がなくなるよう職員へ
の指導をお願いします。

・サービス業務は本当にあるのかと思ってい
る。
費用を貰わないとできないとはっきり言
ってください。また、課長会でこのような
ことが無いようにと指導する。

③国土交通省より都道府県知事、政令市長
宛に平成27年3月31日付で「道路土工構
造物技術基準について」通達がありまし
た。この通達は自治事務に対しては、技
術的助言であると記載されていますが、
広島市として対応はどのように判断され
ているのでしょうか。

・道路土工構造物技術基準については現在の
ところ、運用事例はない。
・取り扱いについては、他の県市の状況をみ
て運用を考える。

④落札業者に対し「契約保証金」の納付が
義務付けられていますが、制度の目的を
お伺いします。

・契約保証金については、地方自治法で規定
されている。法に則ってやっているので、
ご協力願いたい。

⑤入札時に積算内訳書の提出が義務付けら
れていますが、業者の負担軽減の観点か
ら廃止、若しくは落札候補者のみに変更
をお願いします。

・積算内訳書の提出は、担い手三法との関連
もあり、ダンピング防止にもなっているの
で、しばらくは協力をお願いする。

協会本部と中国支部意見交換会
平成28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」の内容を固めるた
め、平成28年3月11日（金）の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
28年度の「要望と提案」の一次原案に対し
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て、中国支部の意見を申し入れて調整される予
定です。
本部から長谷川会長他副会長、常任理事、委
員長の皆様が出席され、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
開催日：平成27年4月16日（木）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：・道路橋メンテナンス技術講習会の
開催について
・照査要領改訂意見照会

◦第3回技術部会
開催日：平成27年12月9日（水）
場 所：日本技術士会中国本部会議室
内 容：・中国地方整備局とCIMに関する意
見交換会開催について
・道路橋メンテナンス講習会につ
いて

◦第2回技術部会・技術委員長合同会議
開催日：平成27年6月24日（水）
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
・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27年7月16日（木）
場 所：KKRホテル広島
主 催：本部技術委員会
内 容：・マネジメントセミナー 建設コン
サルタントとマネジメント
・PFI事業における建設コンサルタ
ントの役割と今後の展開
・CM業務の普及に向けて
・建設コンサルタントが係る環境
配慮の事例
・リスクマネジメントを考慮した
マネジメントシステムの効果的
運用について
・品質の確保・向上に向けて
参加者：128名（発注機関3名）

本年度のマネジメントセミナーは、過年度の
意見を取り入れ、より具体的な内容にして行わ
れ、品質確保、各種マネジメント、環境配慮
等、建コンが果たすべき役割や、CM方式やPFI
方式活用等の最新の動向など、社会活動に合わ
せたタイムリーな内容で実施されました。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したものです

マネジメントセミナー受講状況
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◦GIS講習会2015−広島
（ArcGIS初級編・中級編）開催報告
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27年8月27日（木）
・28日（金）
場 所：日本技術士会中国本部事務局会議室
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19名、中級編19名

88

Vol.44

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
昨年度は災害の影響で少数の参加者でした
が、今年度は多くの参加をいただきました。ま
た、定員をオーバーしたため、お断りしたとい
う状況でした。
実施したアンケートの「GISを業務に活用し
ていきたいか」に対して全員が「活用していき
たい」と回答しており、GISが普及したことを
うかがえます。
このような状況を踏まえ、来年度の開催につ
いて本部と調整していきたいと考えています。

現場見学会に参加して

中電技術コンサルタント株式会社
河川砂防部 福 岡 育 訓
今回の現場見学会では、戦争及び資金不足のた

いて説明を受け、専門外である橋の施工方法や施

め未成線となった今福線のコンクリートアーチ橋

工過程での問題点や組立て段階で留意すべきポイ

群や建設中の浜田三隅道路を見学した。

ントなどを学ぶことができた。特に、箱桁内部で

広浜鉄道「今福線」
「今福線」は、浜田市と広島市を結ぶ鉄道であ

は鉄筋コンクリートの配筋構造が見学できた。普

る。今回の見学会では、旧線中のトンネル、アーチ

法を、施工側の見解で聞くことができ、鉄筋の配

橋等を見学した。特にアーチ橋は施工例が少ない

筋を図面に書く上で、構造令やガイドラインに従

無筋構造のコンクリートアーチであることから、平

って書くことももちろん大事だが、実際になぜそこ

成20年度に土木学会選奨土木遺産に認定されて

に鉄筋をいれるのか、なぜそのスパンにするのか

いる。

などを考えながら書くことが大切だと知った。

段聞くことのできない鉄筋コンクリートの配筋方

現場では、施工方法や設計手法だけでなく、そ
の構造物の歴史や背景までしっかり学ぶことがで
きた。見学時間が多かったため、構造物の細部ま
で見学することができ、橋脚のコンクリート部に
は鉄筋露出や遊離石灰などが、トンネルやアーチ
橋には、クラックや漏水を目視によって確認するこ
とができた。長年土木遺産として保存されてきた
痕跡を感じられた。
西村高架橋内部

現場見学会を終えて
普段は、あまり現場に出ることはなく、社内でデ
スクワークが多いため、実際に物を目で見ること
の大切さを知ることができた。所属部の諸先輩の
多くは、若いうちに現場に行って、構造物の施工
過程や施工後を見るようにと言われていたが、現
場見学会に参加して、普段聞くことのできない施
5連アーチ橋

工側の話を聞くことでその意味を理解した様な気

浜田三隅道路
浜田三隅道路は、山陽・四国との時間の短縮や

がする。

空港・港湾へのアクセス強化を目的とし施工され

施工する側の視点になって物を見て、安全で安心

ている。その中でも今回は西村高架橋の上部及び

な社会インフラ整備についてしっかり考えていき

内部、夏井川橋、切土法面を見学した。

たい。

今後は積極的に現場に行き、設計側だけでなく

西村高架橋上部では、張出架設工法の概要につ
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◦品質セミナー“エラー防止のために”
開催日：平成27年10月28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）鉄道
（4）土質・地質
（5）河川構造物
（6）砂防・急傾斜
参加者 143名（うち発注機関4名）

品質セミナーは、品質に対する発注者の問題
意識が高い中で、昨年度に引き続き品質向上の
努力の一端として実施されたものです。このセ
ミナーは本来会員向けのものですが、エラー防
止には発注者の行動も大きな影響をもつことを
認識して頂く機会でもあり、発注者各位にもご
案内したものです。

品質セミナー

◦ICT普及セミナー 2015 開催報告
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：2015年11月30日（月）13：30〜17：20
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）
の動向と関連する周辺技術の紹介
や活用法等の紹介、OCFの活動報
告とCIMソフトの紹介
参加者：67名（講師、スタッフ含む）申込
者：83名 アンケート回答者：59名
スケジュール：
第1部 CIMの動向と関連情報（13：30〜15：50）
第2部 OCFの活動報告とCIMソフトの紹介（16：00〜17：00）
質疑応答（17：00〜17：20）
アンケート結果：
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來山総務部会長の開催挨拶

昨年より多くの方にご参加いただきました。来
年はさらに講習内容を充実させたものを予定して
います。

◦土研 新技術ショーケース2015in広島
開催日：平成27年11月6日（金）
場 所：広島国際会議場 地下2階 大会議
室「ダリア」
主 催：国立研究開発法人 土木研究所
共 催：（一社）建設コンサルタンツ協会中
国支部
後 援：中国地方整備局、広島県、広島市、
（一社）日本建設業連合会中国支部、
（一社）全国建設業協会
内 容：
河川管理技術 3技術 コメンテーター
中国地方整備局企画部
技術開発調整官 中川哲志
道路管理・斜面防災技術 3技術 コメンテーター
中国地方整備局企画部
技術調整管理官 猪森正一
特別講演 東日本大震災に学ぶ
広島工業大学工学部都市デザイン工
学科教授 十川茂幸

土研新技術ショーケース2015in広島の技術発表

長寿命化・持続可能技術 3技術 コメンテーター
建設コンサルタンツ協会
技術部会会長 永田裕司
中国地方整備局の講演 新技術の活用・普
及に向けて 中国地方整備局企画
部機械施工管理官 錦織 豊
土工・地盤改良技術 コメンテーター
日本建設業連合会土木工事技術委員
会専門委員 田口博文
参加者 278名
土木研究所の研究開発技術のうち、現場で
の工事や各種の業務において手適用効果が高
いと思われる技術について、社会資本の整備
や管理に携わる幅広い技術者を対象に、技術
内容の紹介と適用に向けての技術相談が行わ
れました。中国支部では平成24年以来の開催
でした。

土研新技術ショーケース2015in広島

小田支部長の挨拶
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研修講師の派遣
①中国地方整備局
研 修

名

構造物設計Ⅰ
基礎技術研修Ⅰ
建設生産システムⅡ研修
道路管理Ⅱ研修
構造物設計Ⅱ
砂防計画研修
②国土交通省松江国道事務所
研 修 名
橋梁設計に関する研修
③国土交通省三次河川国道事務所
研 修 名
設計照査とミス事例
設計計算と図面
鋼上部工構造細目講習
④倉吉河川国道事務所
研 修 名
道路技術講習
橋梁設計に関する講習

実施日

派 遣 講
田渕智秀・高 龍・大原誠・氏元敦
27. 6. 8（月）
村上陽子（新日本技研㈱）
〜6.19（金）
日高真・有井賢次（㈱長大）
27. 7.10（金）
橋本佳典・清水豊・山本浩一（復建調査設計㈱）
〜 7.14（火）
27. 7.14（火） 石田友英・矢木一光（復建調査設計㈱）
青原啓詞（㈱ヒロコン）
27. 8.24（月）
佐藤義宏（㈱荒谷建設コンサルタント）
27. 8.26（水）
岡根三千夫（㈱エイト日本技術開発）
27.10.26（月）
田渕智秀・高龍・大原誠（新日本技研㈱）
〜10.30（金）
27.11.17（火） 荒木義則（中電技術コンサルタント㈱）

実施日
27. 7月下旬
〜11月下旬

実施日

派
高

遣

講

龍（新日本技研㈱）

派

遣

講

27.10.26（月）

田渕智秀（新日本技研㈱）

28. 2.10（火）

田渕智秀（新日本技研㈱）

実施日
派 遣 講
27.12.18（金） 黒田修一・佐伯宗大（㈱エイト日本技術開発）
28. 1.28（木） 田渕智秀（新日本技研㈱）

⑤広島県
研

修

名

土木技術職員研修中級Ⅱ講座

実施日
27. 8.24（月）
〜 8.25（火）

派 遣 講
綾貴穂・大下茂・橋本佳典・真鍋孝志
渡邊聡・木原智晴（復建調査設計㈱）

⑥岡山県
研 修 名
実施日
コンクリート構造物の維持管 27.10.1（木）
理について
〜10. 2（金）
委託成果品の検収について
26.11.12（木）
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派 遣 講
永田裕司・菖蒲迫正之・瀬良敬彦
海野達夫（㈱エイト日本技術開発）
澤嗣郎・金田博志（㈱エイト日本技術開発）

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27年5月13日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：平成27年度活動方針について

◦クリーン太田川参加報告
日 時：平成27年7月26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
参加者：河川委員会 6名

第2回河川委員会
開 催 日：平成27年6月10日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：中国地方整備局との河川技術交流
会の活動について
「川の魅力発見」について
第3回河川委員会
開 催 日：平成27年7月22日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：中国地方整備局との河川技術交流
会の活動について
「川の魅力発見」について
第4回河川委員会
開 催 日：平成27年9月9日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：中国地方整備局との河川技術交流
会の活動について
第5回河川委員会
開 催 日：平成27年12月10日（木）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議
題：今年度の活動報告
「川の魅力発見」について
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◦河川講演会開催報告
1．講習会概要
中国地方整備局河川部と（一社）建設コン
サルタンツ協会中国支部では、平成24年度よ
り「（仮称）中国地方河川技術交流会」を立
ち上げ活動を行っています。
河川技術交流会は、河川技術全般における
現状の課題を整理し意見交換を行うことで共
通認識を持ち、河川技術の維持・向上および
業務を推進する基礎的技術力の向上を目的と
しています。
今年度は、上記活動の一環として、「平成
27年度 河川講習会」を開催しました。
開催日：平成27年10月27日（火）13：30〜17：00
場 所：KKRホテル広島
主 催：（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
参加者：53名
内 容：①河川の維持・管理に関する最近
の話題
国土交通省 中国地方整備局
河川部 河川管理課
河川保全専門官 今岡 俊和氏
②会計検査における気づき事項
国土交通省 中国地方整備局
河川部 河川工事課
河川係長 河上 忠氏
2．講習内容
1）河川の維持・管理に関する最近の話題
全国河川管理課長会議や全国河川維持管理
WG等において議論、討論されている取り組
みや最近の話題などを概論として紹介して頂
きました。
平成27年9月関東・東北豪雨における鬼怒
川堤防決壊の被災状況や被災後の対応状況、
河川管理施設の維持管理において重要となる
ポイント等について説明を頂きました。
・今後は施設の点検と評価を適切に行いなが
ら、機能維持をどのように図っていくかがよ
り重要となってくる。
・各施設周辺の河道状況を加味した点検および
評価が重要である。
・堤防・護岸・樋門等の点検・評価要領につい
ては、随時見直しが行われる予定であり、河
川技術者資格（河川維持管理技術者／河川点
検士）とともに、需要が増えてくると思われ
る。
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中国地方整備局

今岡河川保全専門官の講演

2）会計検査における気づき事項
会計検査の近年の受検内容や会計検査を通
じて気になったところ、また設計成果と現場
における不整合事例など、会計検査を通じて
気付いた事項を紹介して頂きました。
中国地方整備局管内で実施されている事業
の概要、近年の会計検査受検状況および検査
のポイント、指摘事項の内容および改善点等
について説明を頂きました。
・近年の会計検査では、有効性・経済性・効率
性（3E）に重きがおかれている。
・設計時の配慮として、①各種定数等の確定と
確実な使用、②端部処理・取り合い等への配
慮が重要である。
・特殊な条件下では、想定できない変状や挙動
を示す場合があるため、事前に相談して頂き
たい。

中国地方整備局

河上河川係長の講演

3．おわりに
今回の講習会では、日頃接することの出来
ない内容についても講演頂け、非常に有意義
であったと思います。来年度以降も、「中国
地方河川技術交流会」をとおして、技術の研
鑽に努めたいと考えております。

道路委員会の活動報告
◦道路委員会の開催状況と主な内容
回数

開催日

主

な

内

容

08回

4月08日（水） ・平成27年度の活動方針について意見交換
・平成27年度の新たな活動内容について意見交換
・道路の耐久性、維持修繕に関わる調査研究（各社報告）

09回

5月13日（水） ・マルチコプター（小型無人ヘリコプター）見学会
・道路の耐久性、維持修繕に関わる調査研究（各社報告）

10回

6月03日（水） ・道路の耐久性、維持修繕に関わる調査研究（各社報告）

11回

7月01日（水） ・道路の耐久性、維持修繕に関わる調査研究（各社報告）

12回

8月05日（水） ・「道路土工構造物技術基準の改定に伴う擁壁の考え方」について意見交換
・最近の道路部門の話題について意見交換

13回

9月02日（水） ・ラウンドアバウトの設計事例の紹介と意見交換
・自転車通行帯の設計事例の紹介と意見交換

10月07日（水） ・業務を実施する上での疑問点について意見交換
14回
新たな活動内容とすることを決定
・電子納品時のエラーチェックについて意見交換
15回

11月04日（水） ・転落防止柵及び停止線の設置について（各社報告）
・業務を実施する上での疑問点について（各社報告）

12月02日（水） ・道路の耐久性、維持修繕に関わる調査研究（各社報告）
16回
・業務を実施するうえでの疑問点について（各社報告）
・平成28年度の活動方針について意見交換
※場所は八千代エンジニヤリング㈱と復建調査設計㈱の持ち回り
※活動時間は17：00〜18：00を基本

◦日常業務での疑問点と解決策の共有
道路委員長

矢

木

一

光

平成27年度の道路委員会は、4月委員会から
再開し、12月委員会まで9回（通期8回〜16
回）開催した。
全ての委員会について、委員全18人のうち約7
割以上が参加しており、熱心な活動となった。
主な活動内容は、前出の一覧表のとおりであ
り、平成26年度からの継続したテーマに加え
て、最近の話題を織り交ぜ、意見交換する活動

とした。
中でも、「業務を実施するうえでの疑問点」
については、日常の業務執行の中で出てくる身
近な疑問について、様々な対応策について意見
交換するもので、委員間でも好評であった。
平成28年度もこのテーマについては継続し
て活動し、有益な解決策を共有したいと考えて
いる。
将来的には、「日常業務における疑問解決の
手引き」として取りまとめることを、各委員共
通の目標としている。
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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

容

1

・道路橋メンテナンス技術講習会について
27. 5.22（金） ・道路橋技術開発相談について
・橋建協との意見交換会について

2

27. 9.11（金） ・PC建協と意見交換会

3

27.12.11（金） ・今年度の活動報告と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27年10月30日（金）
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
中国支部構造委員会
講習会の内容：
（1）開会挨拶
（2）PC橋の最近の動向
（3）PC橋の施工技術・積算に関する話題
（4）PC橋の設計・施工技術に関する話題
（5）PC橋の補修・補強技術
（6）質疑応答
（7）閉会挨拶
参加者：44名

96

内

Vol.44

PC技術講習会

永田技術部会長の挨拶

港湾委員会の活動報告
◦港湾委員会の開催
第1回港湾委員会：平成27年7月16日（木）
場 所：まちづくり市民交流プラザ研修室A
（北棟5階）
内 容：平成27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
第2回港湾委員会：平成27年9月17日（木）
場 所：技術士会会議室（第3ウエノヤビル
6階）
内 容：港湾の施設の維持管理計画策定ガイ
ドライン勉強会（1）
・比較的簡易な更新・修繕費用の
推計方法
・マルコフ連鎖モデルによる劣化
予測
・重力式防波堤の変状・変形に対
する補修工法の例

◦港湾関連技術講演会：平成27年12月4日（金）
場
所：広島YMCA国際文化センター本館
408号室
講演題目：過剰間隙水圧消散工法（DEPP工法）
五洋建設㈱技術研究所
林 健太郎 様
港湾施設のリニューアル技術
東亜建設工業㈱エンジニアリング
事業部シビルリニューアル事業室
藤本 俊彦 様

第3回港湾委員会：平成27年10月15日（木）
場 所：技術士会会議室（第3ウエノヤビル
6階）
内 容：港湾の施設の維持管理計画策定ガイ
ドライン勉強会（2）
・長崎県の港湾施設維持管理計画
・断面修復と電気防食の使い分け
の目安
第4回港湾委員会：平成27年12月4日（金）
場 所：広島YMCA国際文化センター本館
408号室
内 容：港湾の施設の維持管理計画策定ガイ
ドライン勉強会（3）
・維持管理計画書作成のための現
地調査について
・塩害とASRの複合劣化を考慮し
た補修・補強工法の選定フロー
・被覆防食及び電気防食の耐用年数

津波防災・実験技術の紹介
東洋建設㈱総合技術研究所
鳴尾研究所地盤環境研究室
鶴ヶ崎 和博 様
FTJ工法、FTJ－FAN工法
不動テトラ㈱地盤事業部技術部
鈴木 亮彦 様
サンプラスター工法
みらい建設工業㈱本社技術部
田中 良典 様
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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

・平成27年度の活動方針について（防災教育、防災講演会、防災見学
会、土砂災害Q＆A）

1

27.4.24（金）

2

・話題提供 広島県土砂災害防止法基礎調査について
27.10.2（金） ・防災教育、防災見学会、防災講演会の実施について
・土砂災害Q＆Aの改訂版発行について

3

27.12.3（木）

Vol.44

他1課題）

・防災教育、防災見学会の報告
・第2回防災講演会の開催について

◦第1回防災講演会
「みんなで考える土砂災害―降雨と避難につ
いて」
8.20広島土砂災害では安佐南区緑井〜八木、
安佐北区可部に短時間に300mmを超す豪雨が
集中し、土石流による大きな災害が発生しまし
た。この講演会では降雨の発生予測と避難につ
いて、最新の情報を提供し、安全な避難につい
て考えてみました。
開催日：平成27年8月21日（金）
主 催：（一社）建設コンサルタンツ協会
中国支部
（公社）日本技術士会中国本部
防災委員会
共 催：（公財）広島市未来都市創造財団
まちづくり市民交流プラザ
後 援：中国地方防災研究会
参加者：115名
内 容：開会 挨拶
建設コンサルタンツ協会中国支部支部長
小田 秀樹
基調講演1
「豪雨災害軽減のための降雨レーダー情報の活用」
広島大学教授 河原 能久
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容

基調講演2
「広島土砂災害の教訓と今後の土砂災害対策」
広島大学教授 土田 孝
話題提供
「梅林学区自主防災会－自主防災マップの制
作から避難訓練までの経過－」
建設コンサルタンツ協会中国支部
防災委員会 委員長 青原啓詞
「雨の降り方と土砂災害の特徴について」
日本技術士会中国本部
防災委員会委員 中井真司
閉会 挨拶 日本技術士会中国本部
本部長 大田一夫

広島大学教授

土田

孝氏の基調講演

◦第2回防災講演会
「みんなで考える土砂災害〜被災地の砂防計
画〜」
8．20広島土砂災害の被災地では国土交通省
により土石流対策として多くの砂防堰堤が計画
され、現在工事が進んでいます。この講演会で
は国土交通省中国地方整備局より砂防計画全体
について講演していただきます。
開催日：平成28年2月24日（水）
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
後 援：中国地方防災研究会

内 容：
基調講演
○中国地方整備局の土砂対策の取り組みにつ
いて
国土交通省中国地方整備局河川部
土砂防災対策分析官 川本洋次郎
話題提供
○INSEM工法について
株式会社インバックス
LUC事業部主幹 橘木 貞則
○強靭ワイヤーネットの設計と施工
東亜グラウト工業株式会社
設計部長 望月 章彦
委員会活動報告
○日本技術士会中国本部防災委員会
委員長 古川
智
○建設コンサルタンツ協会中国支部防災委員会
委員長 青原 啓詞
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◦防災教育
技術部会防災委員会 委員長
㈱ヒロコン 青 原 啓 詞
一昨年は8月20日に広島豪雨災害が発生し、
74名の犠牲者がでました。このなかで、被災
地である広島市安佐南区八木地区と緑井地区で
は、梅林学区自主防災会連合会が主体となっ
て、地域住民による「自主防災マップ」の作成
ができないかとの相談があり、日本技術士会中
国本部防災委員会と協力して自主防災マップ作
成に取り組み、本年5月に完成しました。
社会貢献活動として行っている防災教育は、
平成17年から小中学生と高齢者を対象として
行っており、この活動は本年で11年目を迎
え、合計37箇所で講座を開きました。
1．梅林学区自主防災マップ
今回作成した自主防災マップの特徴は、以下
の4点である。
①マップ作成は地域住民が主体となり、現地調
査は住民の代表者（各自主防災会：6名程
度）に防災委員会のメンバーが同行し、調査
後は集会所でマップの編集を行った。
②市指定の避難施設とは別に、住民が定めた一
時退避所を設定した。一時退避所は深夜の豪
雨では避難施設への移動が難しいため、比較
的安全な建物に一時的に退避する施設であ
る。
③8.20災害での経験から、住民が定めた警戒区
域（イエローゾーン）を表示した。
④比較的安全な避難路を設定し、避難路の中で
の危険個所を明示した。

2．防災教育
今年行った防災教育は以下の4回です。
・5月29日 三次市立三次小学校5年生 51名
（広島県砂防課出前授業 支援）
・6月19日 広島市安佐北区高陽公民館 シル
バーキャンパス 32名
・10月21日 広島市安佐南区安東公民館 い
きいき長寿大学 58名
・11月08日 広島市佐伯区五月が丘4丁目 防
災を考える会 47名
五月が丘4丁目には、急傾斜地と土石流危険
渓流が多数分布し、町内の多くの範囲が土砂災
害警戒区域に指定されている。さらに、特別警
戒区域指定のための調査が進行中であり、住民
は土砂災害に対し高い関心を持たれている。
今回の講習会を企画された「五月が丘四丁目
の防災を考える会」は昨年8月20日の広島豪雨
災害後に、有志の方数名で立ち上げられた組織
で、ハード対策の要望を関係官庁に行うととも
に、ソフト対策にも重点を置いた活動を目指し
ている。

6月7日

梅林学区自主防災連合会 避難訓練
避難所（梅林小学校の様子）

緑井3丁目の防災マップ
五月が丘4丁目の防災講習の様子
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◦防災委員会現地見学会
大山砂防「三の沢砂防堰堤」工事 見学会
技術部会防災委員会 委員長
㈱ヒロコン 青原 啓詞
防災委員会では11月21日に大山山系直轄砂
防事業「三の沢砂防堰堤」工事の見学会を企画
し、21名の参加のもとに実施しました。大山
山系直轄砂防事業区域は日野川下流右岸側の支
流で、大山を源に南西〜西流して日野川に注ぐ
7つの急流河川であり、昭和49年度に直轄化さ
れ整備が進められている。
日野川の砂防計画は100年に一度程度の豪雨
による氾濫被害を防止することを目的としてお
り、平成23年度末時点で、直轄砂防事業の整備
土砂は2,478千㎥で、進捗率は25.9％である。
1．三の沢砂防堰堤
・平成23年3月に工事着手し、平成27年11月8
日に完成式が行われた。
・整備土砂量は119,600㎥、堤長304m、堤高
11.5m。（堤長304mは中国地方で最も長
い）
・形式は鋼製スリット型砂防堰堤。
・特徴として、INSEMダブルウォール工法を
採用している。INSEM工法は現地発生土砂
とセメントと水を混合して振動ローラーで締
め固めて構造物を構築する工法である。
・INSEM工法のメリット
コスト縮減：掘削土砂をはじめとする施工
現場周辺の現地発生土砂を建設材料として使
用するため、搬出土砂が減少し（現実は0
％）、運搬費・処分費の縮減ができる。現地
発生土砂とセメントを施工現場で攪拌・混合
し、建設材料を製造するため、材料費の縮減
ができる。
2．林ケ原砂防堰堤
・平成25年8月に工事着手し、平成27年10月
末の進捗は80％である。

林ケ原堰堤

集合写真

・整備土砂量は146,400㎥、堤長79m、堤高
14.5m。
・形式は鋼製スリット型砂防堰堤。
・鋼製スリットの格子間隔は60cm。鋼製スリ
ットはCBBO（Cross Beam Buttress
Open）型で、土石流捕捉のための機能部材
として、着脱可能な横ビームをメインに、そ
の直前面にそれとクロスさせる形で縦に鋼管
ビームを配し、それを背後で支える構造部材
として、直線形鋼矢板による鋼殻をまとった
コンクリート扶璧を組合わせた閉塞型の透過
型堰堤である。（三の沢堰堤も同型）
・CBBO型鋼製スリットのメリットは、機能・
構造両部材の接合に高力ボルトや溶接など一
切用いず、直線鋼矢板の嵌合継手を活用する
ことによって、設計施工の便宜を図るととも
に、機能部材の着脱・交換を容易にしている
ことである。
3．参加者の感想
今回の見学会には20代の若い技術者の参加
が多数あり、以下のような感想が寄せられた。
○㈱荒谷建設コンサルタント 米江 駿介
普段の業務では、水系砂防を現地踏査するこ
とは少ないため、実際に生で見て、渓流の長さ
や堰堤の長さなどスケールの大きさに圧巻され
ました。堰堤の構造も、普段はコンクリート堰
堤を見る機会が多く、INSEM工法を見学でき
たので、大変勉強になりました。スリットに関
しても、CBBO型というのを初めて見学して、
鋼管が着脱可能だったり、スリットの幅が最大
礫径と同等など、知識の幅が広くなりました。
4．おわりに
国土交通省日野川河川事務所調査設計課の濱
田課長様、栂野保全対策官様には事前準備およ
び資料の提供および現地の案内を頂きました。
改めて、御礼を申し上げます。

鋼製スリット

三の沢堰堤

上流側壁面
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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

平成26年度の活動報告
平成27年度の活動テーマについて

1

27. 4.22（水）

2

27. 5.27（水） 平成27年度の活動テーマについて

3

27. 6.23（火） 平成27年度の調査内容、方法について

4

27. 7.22（水） 公共交通機関を活用した外国人向け観光ルート調査について

5

27. 8.26（水）

6

27. 9.30（水） 学生フォーラムへの支援について

7

27.10.28（水） まちトーク2016出演者とガイドブックデザインについて

8

27.11.25（水） まちトーク2016の開催について

外国人向け観光モデルルートガイドブックについて
まちトーク2016の内容と他団体協働調査等について

◦まちづくり出前授業
広島市立三篠小学校(西区)の総合的な学習の時間において出前授業を実施した。詳細は下記の通り。
テーマ

まち(三篠)のやさしさ（ユニバーサルデザ
イン）

大切なまち(三篠)の環境

実施日

平成27年6月18日（2コマ）

平成27年11月6日（1コマ）

対象者

小学3年生（児童130名+教員4名）

小学4年生（児童100名+教員3名）

JR横川駅を中心としたまちのUD整備につ
いて、PPTと実物サンプルを使った仕組
みの解説やルールなどを説明

学校を取り囲む太田川（放水路・旧太田
川）や三滝山、竜王公園ゴミ埋立地等を
通じ、自然環境・生活環境・3R等につい
てPPTで説明

概要

◦公共交通機関を活用した外国人向け観光モデルルート提案（ガイドブック）
昨年から継続して調査しているまちのやさしさを発展させ、広島市内及び周辺地域への公共交通
機関を使用したツーリズムについて現地調査し、「外国人向けまち歩きガイド（ひろしま）」とし
て、冊子を作成し、観光関係機関を中心に配布した。
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◦中国地方学生フォーラムを支援
今年で7回目を迎える中国地方学生フォーラム
（中国・地域づくり交流会主催）に、地域計画委
員会として参加して参りましたのでご報告いたし
ます。
今回は1泊2日の工程（H27年11月28日（土）
〜29日（日））で、広島県「安芸灘とびしま海
道（芸予諸島）」の自転車フィールドワーク体験
を基に、学生さん達とともに当該地域をPRする
ためのサイクリングマップやモデルコースづくり
に挑戦しました。

〈安芸灘とびしま海道を快走する参加者〉

〈班ごとでコース・マップづくりに挑戦〉

〈川尻港でスタンバイする建コンメンバー〉

◦まちトーク2016スポーツとまちづくり
地域計画委員会主催の「まちトーク2016」ス
ポーツとまちづくりを開催しました。
開催日：平成28年1月23日（土）
場 所：横川シネマ（広島市西区）
内 容：トップカテゴリーのスポーツが多く活
躍するひろしまにおいて、チーム代
表者やアスリートと地域貢献につい
て議論することで、シビックプライ
ドの醸成への糸口を模索する。
参加者：80名
パネリスト
織田 秀和（サンフレッチェ広島）
岸房 康行（広島ドラゴンフライズ）
堀
啓二（ヴィクトワール広島）
神村登紀恵（アンジュヴィオレ広島）
尾方
剛（北京五輪マラソン代表）
コーディネータ
森島 誠司（建設コンサルタンツ協会）
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厚

生

平成27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10月31日にフットサル大会、11月5
日にゴルフ大会、12月11日にボーリング大会
を開催しました。業界の景況も長期低落傾向に

歯止めがかかり、忙しい毎日ですが若者を中心
に参加者も増加しています。親睦活動を通じて
さらに活気ある業界になればと思っています。
ありがとうございました。

■ 第51回ゴルフ大会

個人戦は中電技術コンサルタントの小池さんが優勝。
団体戦は、甲斐さん（セトウチ）中村さん（荒谷）
木船さん（復建調査設計）香川さん（長大）チームが制覇！
平成27年11月5日（木）に第51回の親睦ゴ
ルフ大会を開催しました。舞台は女子プロ大会
も開催される“芸南カントリークラブ”。
参加者は4組16名と前回と同じでした。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
の小池さん。中電勢は3連覇となりました、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

小

池

敏

彦（中電技術CT）

59

45

104

32.4

71.6

2位

西

村

洋

人（建設環境）

45

42

87

12.0

75.0

3位

木

船

浩

二（復建調査設計）

45

47

92

15.6

76.4

〈団体戦〉
順位
優勝

２位

メンバー（会社名）
甲

斐

雅

和（セトウチ）

中

村

慈

木

船

浩

二（復建調査設計）

香

川

昭之介（長大）

小

田

秀

樹（復建調査設計）

島

田

淳

次（荒谷建設CT）

田

辺

英

章（中電技術CT）

安

田

隆

男（陸地CT）

参加人数
平均スコア（ネット）
標準偏差
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平均スコア
孝（荒谷建設CT）

今回

前回

前々回

51回

50回

49回

16

16

16

104.3

102.8

101.3

9.9

12.3

11.6

77.6

80.7

《ゴルフ大会優勝者の声》
小池 敏彦（写真右端）
中電技術コンサルタント㈱
年 齢：59歳
役職位：副専門役（名刺では部長）
出身地：広島県安芸郡府中町
①家族構成：独り者
②趣 味：ウォーキング、野球観戦
③ゴルフ歴：1980年〜すでに35年
きっかけ：建設工事駐在時に、同年代が多
く在籍していた事もあり、当時高所得者の遊
び？であったゴルフを、気の合う仲間達とゲ
ーム感覚で始め、本社に異動後は経験者扱い
され社内コンペの補充要員、その後営業職に
配転もあり、ズルズルと今日まで続いていま
す。
思い出：初めてハーフ40を下廻った時、
グリーンを外しても、斜面から転がってオン
したり、結果オーライでロングパットが入っ
たりとまさに「狐につままれた」状態で、後
半は50で廻るも「いつものゴルフ」と安堵
した事です、今では「あの時の再現」を夢見
てコースを廻っています。
④ゴルフがうまくなるには：私が知りたい位で
すが、個人的には「欲を無くし、常に同じス
イングスピードを保ち、距離より方向重視」
ですかね？

⑤今回の勝因：今回はメンバー、天候に恵まれ
和気あいあいと廻れた事もありますが、残り
2ホールで「大欲」に駆られ、8、11と大叩
きしたホールがハンディ計算の隠しホールの
対象となった事もあり、想定外のハンディ
（32）が付いた事で、勝因は一言「運に恵
まれた」事です。
⑥その他一言：今後ゴルフを始めようかな？と
思っている方、素人ゴルフには、ハンディキ
ャップ制度があり、年齢・体力・性別問わ
ず、参加者全員が同等に楽しめるスポーツで
す、「金額的に高い」と思われる方がいると
思いますが、先輩方々の中には、「お蔵入り
したクラブセット」を保管している方も多
く、是非この際安く（タダで）譲って頂き、
練習場のレッスンプロの指導を受け（この方
が近道）コースデビューしませんか？スター
トホールに立った時の景色は壮観ですよ。

スタート前の元気なころの集合写真

団体優勝の中村さん、甲斐さん、香川さん、木船さん
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■ 第50回ボーリング大会

団体戦は新日本技研2チームが初優勝！
個人戦は、男子、大日本の和田さん、
女子は新日本技研の神崎さんが初優勝
2月11日（金）に第50回ボーリング大会を開
催しました。場所はいつもの、広島パークレー
ンです。今回は14チームと前回より3チーム減

りましたが、親睦をメーンに和気あいあいと楽
しみました。

〈個人戦〉
氏名
（会社名）

1G

2G

3G

HD

計

和田勝則（大日本CT）

136

182

168

－

486

準 優 勝

高田浩行（復建調査設計）

141

143

185

－

469

女子優勝

神崎知奈美（新日本技術）

138

141

133

45

457

優

勝

〈団体戦〉
会社名・メンバー
優

勝

準 優 勝

新日本技研（2）チーム
川平英史（411）赤松伸祐（453）神崎知奈美（457）
復建調査設計
木場孝一（412）澤

祐子（412）高田浩行（469）

■団体優勝
新日本技研㈱西部支社
川平 英史、赤松 伸祐、神崎知奈美
この度、第50回という節目の建設コンサル
タンツ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ました。ありがとうご
ざいました。
昨年は2位と悔しい結果となったので、今年
こそはと意気込んで大会に挑んだ結果、神がか
り的にみんなの調子がかみ合い、まさかの団体
優勝にチームみんなで喜びました。また、念願
の初優勝で、ようやく優勝トロフィーに新日本
技研の名前を刻むことが出来ました。来年もこ
の大会に参加できることを楽しみにしていま
す。
仕事を忘れ、楽しい時間を過ごせたと同時
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スコア計
1,321

1,293

に、普段仕事以外では交流のない方々と親睦を
深める良い機会となりました。建設コンサルタ
ント協会中国支部厚生委員の皆様、また、ボー
リング大会に参加頂きました皆様に感謝申し上
げます。
■男子個人優勝
大日本コンサルタント 和田 勝則
2015年もあとわずかの師走に、このたび
は、個人優勝（1G136＋2G185＋3G168＝489
点／3Av＝163点）と団体5位（村口、和田、
花本の3人）に輝きました。
「優勝」という文字に、しばらく遠ざかって
おりまして、非常にうれしく思います。2位、
3位の方は悔しい思いもされたかと思います
が、今回はパークレーンのレーンコンディショ

ンも良く、勝たせていただきました。申し訳あ
りません。
建設コンサルタンツ協会中国支部厚生委員の
皆様におかれましては、この様な機会をいただ
き、誠にありがとうございました。皆さん多忙
ではあるとは思いますが、若い方も含め多くの
方が参加できる大会として今後も「親睦の場」
として継続して開催されることを望みます。

団体優勝チーム；新日本技研中国支社（2）チーム
右から 赤松さん、神崎さん（女子個人優勝）、川平さん
（左は、中村厚生部会長）

■女子個人優勝
新日本技研㈱ 神崎知奈美
昨年から2度目の参加となります。
チームの足を引っ張らないように、という思
いだけで臨みましたがチームで優勝、さらに女
子の部でも優勝というW優勝をいただいてしま
いました。
最初は勘を取り戻せなかったのですが、チー
ムメイトの適切な助言と応援でこのような結果
を出すことが出来ました。
楽しくプレイできたのも要因だと思います。
これからも機会がありましたら参加したいと思
います。本当にありがとうございました！

男子個人優勝の大日本コンサルタント中国支社の和田さん

今年もこんなに多くの仲間が集まりました。

Viva コンサル
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■ 第7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3連覇達成。
190名と過去最多の参加者！ありがとう！コンサルは元気です!!
平成27年10月31日（土）、第7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、9社、18チーム、
190名（内、家族30名）と過去最多の参加によ
り、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（6チーム参加）と、親睦を目的
とした親睦リーグ（12チーム参加）に分れ、
それぞれの楽しみ方をしました。
真剣リーグの結果は、決勝トーナメントに4
社が残り、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4位からの逆転優勝で
見事3連覇を果たしました。おめでとうござい
ました。親睦リーグでは、勝敗数でなく参加チ
ームの投票により、表の4社がチーム賞に選ば
れました。
今回も多くの子供たちに来ていただきキック
ターゲットに参加していただきました。試合に
も出場した小学生もおり、大人をうならせてい
ました。
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
チーム名
AKC48
い〜じぇっくA
CEC50周年選抜チーム
NEXCO
クロ復建
セトウチ

真剣リーグ
会
社
㈱荒谷建設コンサルタント
㈱エイト日本技術開発
中電技術コンサルタント㈱
西日本高速道路エンジニアリング中国㈱
復建調査設計㈱
セトウチ㈱

チーム名
㈱荒谷建設コンサルタント
㈱荒谷建設コンサルタント
㈱エイト日本技術開発
㈱エイト日本技術開発
いであ㈱
㈱計測リサーチコンサルタント
㈱計測リサーチコンサルタント
中電技術コンサルタント㈱
ヒロコン
福山コンサルタント
復建調査設計㈱
復建調査設計㈱
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親睦リーグ
会
AKC46
AKC47
い〜じぇっくB
い〜じぇっくC
いであとうわ
アンソニー
アンソニー2
CECおとな
hirokonfootz
FCFC
アオ復建
シロ復建

社

予選リーグ
3勝1敗1分
3勝1敗1分
2勝3敗
2勝1敗1分
3勝1敗1分
0勝5敗

決勝トーナメント
3位
準優勝
予選敗退
優勝
4位
予選敗退

予選リーグ
0勝5敗
1勝4敗
1勝4敗
1勝4敗
2勝3敗
4勝1分
4勝1分
4勝1分
3勝1敗1分
3勝2敗
3勝2敗
2勝3敗

入賞チーム・者
第
優
準

優

3

6

回

勝

NEXCO（西日本高速道路エンジニアリング中国㈱）

勝

い〜じぇっくA（㈱エイト日本技術開発）

位

AKC48（㈱荒谷建設コンサルタント）
いであとうわ（いであ㈱）

チ ー ム 賞

いーじぇっくC（㈱エイト日本技術開発）
hirokonfootz（㈱ヒロコン）
FCFC（㈱福山コンサルタント）

MVP（男性）

早川

佳宏（西日本高速道路エンジニアリング中国㈱）

MVP（50代）

松井

良德（㈱エイト日本技術開発）

MPV（女性）

林

M

G

P

竹口

由紀（㈱エイト日本技術開発）

M

G

P

下手

栄子（㈱福山コンサルタント）

祐葵（復建調設計㈱

2年連続受賞です）

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。
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
本大会で優勝と更に栄えある大会MVPを頂
き、誠にありがとうございました。
私自身、攻撃的な選手ですが、「ゴレイロ」
はじめ「フィクソ」といった守備的なポジショ
ンの援護なくしては輝けません。
当チームはサッカー経験者も多く、誰もが点
を取りたいと思う中、各役割を明確にし、守備
中心・又はパスに徹してくれたチームメイトの

お陰だと感謝しております。
心残りは、冒頭の挨拶で怪我に気をつけてと
のお話の中、私自身、負傷して多くの方にご迷
惑とご心配を掛けた事です。この場をお借りし
お詫び申し上げます。
本大会で3回目の参加となりましたが、回を
重ねるにつれ、非常に多くの方と親睦を深めさ
せて頂いております。次回も引き続き参加させ
て頂きたいと思いますので、今後とも宜しくお
願いいたします。

優勝のネクスコエンジチーム

MVPの早川さん（左端）

Vol.44 109

選手宣誓をする松原さん（復建調査設計）
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白熱の試合風景

50代MGP松井さん（エイト日技）

女性MVPの林さん（復建調査設計）

MGPの谷口さん（エイト日技）と下手さん（福山CT）
右は中村厚生部会長

グループ
活
動

広島湾の沖から爆釣報告
㈱福山コンサルタント
爆釣会広島支部 企画担当

岩倉

幸司

1．爆釣会の紹介
「爆釣」と書いて「ばくちょう」と読み、魚

むチヌを狙います。

がたくさん釣れることを言います。

より出船。眠い目を擦りながら渡船に乗り込み

当社では爆釣会の会員が、南は九州から北は
東北まで全社的なネットワークが組織されてお
り、我々は広島支部に所属しています。

当日はAM4：00に釣具屋に集合し、草津港
ますが、早暁の清々しさと潮の香りが眠気を覚
ましてくれます。
カキ筏からの眺めは目線と水平線が重なりと
ても気持ちよく、竿を一振りしただけでも来た

2．主な獲物と漁場
広島支部では、主にチヌ（黒鯛）やクロ（メ

かいがあったと思ってしまいます。

ジナ、関西ではグレ）をターゲットに爆釣する

せんでしたが、梁瀬支部長が56㎝の大物を釣

ことだけを信じて日々、研鑽に励んでおり、大

り上げるなどまずまずの釣果。また、川村新人

黒神島などの広島湾内の離島やその周辺に浮か

会員がチヌを釣り上げた興奮の余り、海に落水

ぶカキ筏、草津港岸壁などを主な漁場としてい

するハプニングがあるなど盛りだくさんの1日

ます。また、もと山陰支部会員より日本海側の

でした。

釣行情報も入手しており、活動フィールドの拡
大を計画中です。
3．釣行報告
今季の釣行実績から「乗っ込みチヌ」を狙っ
た5月末の釣行をご紹介！
ポイントは広島湾の大黒神島冲に浮かぶカキ
筏。ここに渡船で渡してもらい、筏の周辺に潜

カキ筏周辺に潜む大物を狙う船本新人会員と
業務中よりも熱心に指導する竹野支部長補佐

この日の釣果は、「爆釣！」とまでは行きま

爆釣会では会員を社内外から随時募集してお
ります。ご興味のある方は福山コンサルタント
中四国支社までぜひご連絡ください。爆釣の輪
を広げていきませんか。
※乗っ込み：魚が産卵のために浅い所に群れを
なして移動してくること。荒食いするので比
較的釣りやすくなる。

釣り上げた大物の状態をチェックする梁瀬支部長（チヌ56㎝！）
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寄

稿

“我が中国”は生き残れるか
連載第七回／人口の争奪
                       元 復建調査設計株式会社
企画開発本部技師長 池上

義信（建設部門）

人口が、都道府県間、市町村間を移動するこ
とが、平和な現象に見えてしまうこと自体、
我々はすでに見えざる陥穽にはまっているとい
うべきだろう。
毎年2月、前年1年間の都道府県間、市町村
間の人口移動調査結果を総務省が発表する。本
稿では、地域や都市間の「人口の争奪」という
社会力学として、これを考察する。
ある県や市の「社会増」は、就学・就労者や
その家族を、他県他市から奪い取ることであ
る。「社会減」は逆に奪い取られることであ
る。争奪対象の多くは若者であり、活力の水源
となる生産年齢人口であるから、「社会増減」
は地域や都市の盛衰を表す指標と化す。
国土レベルの人口は、すでに自然減少のコー
スに入っているので、社会増減は直ちに地域や
都市の生き残りに関わる。社会増減という名の
人口移動を、地域や都市間の人口争奪戦と見る
所以である。

保、尼崎など）、企業城下町（日立、豊田な
ど）、重工業都市（尼崎、呉など）、中枢性の
弱い県都（長崎、青森など）が目立つ。
こうした地方の砂漠化傾向を食い止める役割
が期待される地方中枢都市に着目する。札仙広
福は揃って社会増で、砂漠の中のオアシスのご
とく奮闘しているが、4市の社会増の合計は
18,476人で、東京都区部の社会増63,976人に
はるかに及ばない。
前年の2013年と比較しても、札仙広福が社
会増数を大幅に減らしているのに対し、東京都
区部は社会増数をさらに大きくしている。勝ち
負けの勢いでも差が開いている。
こうして人口の争奪戦を概観する限りでは、
地方の砂漠化が顕著であり、加速の傾向すらう
かがえる。少なくとも地方オアシスの増殖（東
京一極集中の是正、地方創生）の萌芽は見いだ
せない。次の年も同じパターンの争奪が繰り返
されるのを予感させるだけである。

以下の論考は、2014年1年間の人口移動調査
データによる。
人口争奪戦は、勝ち組と負け組をはっきりさ
せる。国土レベルの争奪戦は、大都市（社会増
7都県）の勝ち、地方（社会減40道府県）の負
け、という鮮明な構図となった。
勝ち組の中でも、大阪圏と名古屋圏がかろう
じて社会増をキープする低迷にあえぐのをよそ
眼に、東京圏は10万人を超える人口を全国か
ら奪って独り勝ちを謳歌している。
「江戸は諸国の掃溜」と荻生徂徠は書いた
が、東京は有為の若者が憧れ来る太陽である。
地方の負け模様として、社会減数の多い上位
20市町村を検索してみると、港湾都市（佐世

我が中国に拡大レンズを当てる。
中国5県の砂漠化は、社会減のデータが物語
る。社会減数の多い順にデータを示す。
山口県3,647人（東京大阪転出約2,000人）
広島県2,639人（東京大阪転出約3,800人）
島根県1,601人（東京大阪転出約 600人）
鳥取県1,131人（東京大阪転出約1,100人）
岡山県 382人（東京大阪転出約1,700人）
各県の社会減を導く、東京圏、大阪圏への転
出分を粗く推計したものの合計は9,200人とな
る。広島県の神石高原町並みの町が、毎年一つ
ずつ、我が中国から大オアシス都市圏に奪われ
ていくことを意味する。「砂漠化」と呼ぶゆえ
んである。
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砂漠の中のオアシス都市広島の動向も気にな
る。社会増は、札幌8,363人、福岡7,458人、
仙台2,280人。広島はわずか375人で、前年の
1,043人からの落ち込みも大きい。
札仙広福に、2強（札幌、福岡）2弱（仙
台、広島）傾向が出てきた上に、広島が勢いを
失いつつある。
我が中国は、全国版の人口争奪戦として見る
と、地方圏域としての砂漠化、オアシス都市の
勢いの喪失、という2つの負け模様として描く
ことができる。
しかし、中国5県の負け模様は一様ではな
い。たとえば、先の5県別の社会減数で一目し
てオヤと思わせるのは、岡山の社会減の小ささ
である。中枢県と目される広島の社会減の大き
さも看過できない。これらをどう読み取ればい
いのか、中国5県の争奪戦の更なるツッコミ検
証に向かわずにはおれない。
中国5県の内視鏡の必要に応えてくれたの
は、公益社団法人中国地方総合研究センターの
佐藤俊雄氏である。
以下、佐藤氏が分析した中国5県別の、転入
先、転出先の分析データを、僕なりに読んで考
察してみよう。
まず、5県ごとの人口争奪模様を描く。
鳥取は、奪う力を持たず、もっぱら大阪、東
京に奪われる。隣県との争奪はわずかである
が、奪われ元は岡山が多い。
島根も、奪う力を持たず、奪われる一方であ
る。特徴的なのは奪われ元で、東京や大阪より
も、隣県（広島、山口、岡山）の方が多い。
山口も、奪う力を持たず、ほとんど奪われる
一方である。特徴的なのは奪われ元で、東京と
同じ程度に福岡が多く、近隣では広島が多い。
広島は、近隣（山口、島根、鳥取、四国も少
し）から奪う力は持つが、それをそっくり大阪
に奪われ、さらに東京に大きく奪われて県の社
会減を大きくする。
岡山は、東京、大阪に大きく奪われはするも
のの、隣県（広島が特に多い）だけでなく四国
からも奪うことで、奪われ分をカバーし、社会

減を低いレベルにとどめている。
5県とも砂漠化を呈しているが、砂漠化に抗
する傾向を示しているのは岡山のみである。
5県間の移動を特徴づけるのは、岡山シフト
を特徴とする「人口の東漸」現象である。
近年のデータでみると、山口・島根→広島→
岡山という東漸パターンが目立つ。
この傾向は、企業データとも符合する。帝国
データバンクが実施した、2005〜2014年の10
年間の、企業の本社機能の都道府県間移動調査
においても、中国地方では岡山のみが転入超過
42で、他県は転出超過である。特に広島の転
出超過56が大きい。
帝国バンクは、企業の拠点再編で四国をカバ
ーしやすい岡山へ転出が進んだ可能性を指摘し
ている（2015. 5. 9 中国新聞）。
以上からわかるのは、国土レベルでの人口争
奪戦は東京の独り勝ち、地域レベルでは砂漠化
に抗するオアシス都市の奮闘はあるものの砂漠
化の進行は食い止められない、という争奪図で
ある。
砂漠化の地方圏の中では、近県同士、九州な
ど近隣地方圏との奪い合いが激しく進む争奪図
もある。
総じて、人口争奪の戦国時代である。
国民の多くが唯一のオアシス東京にすがる砂
漠の民、という非活力、非強靭の未来図を招き
かねない社会力学（「敵」と呼ぶことも可能）
が、どこから来るのか。
中央集権といった制度そのものが根本的な敵
かもしれない。国土の砂漠化に抗する真の取り
組みの始まりは、人口争奪戦の主体である47
都道府県が、共通の敵を見出し、行動するテー
マが共有できたときであろう。
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第5次太田川遡上行

その2
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）の、創立50周年（平成27年7月15日）を
勝手に祝う事業として社内有志で始めた“第5
次太田川溯上行”は、昨（平成26）年6月に平
和公園をスタートして、8月は8.20広島土砂災
害のため中断したが7月・9月・10月・11月の
各月1回の遡上で、安芸太田（戸河内）まで到
達した。（その1として既報）
安芸太田より上流域は豪雪地帯で吉和までの
間は公共交通機関も無く、道路崩壊により太田
川沿い道路は昨夏以来交通止のため、年度内の
遡上は中断し平成27年4月再開した。このた
め、当初予定のカタクリの花咲く4月末〜5月
初めの源流到達には厳しい行程となった。
－安芸太田（戸河内）から吉和へ（平成27年4月11日）－
4月29日（昭和の日）の源流到達を目指して
行程を逆算すると、4月中に少なく共2回の遡
上での源流到達が必須となった。このため例年
ほん
の遡上始め行事の太田川市内派川（天満川・本
川・元安川・京橋川・猿猴川）桜巡りは止め
て、4月11日に安芸太田から吉和までの約25㎞
ばかりのダラダラ登り（標高差約300m）道路
を一気に歩くこととした。久し振りの強行軍で
ある。

桜花の下
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安芸太田（戸河内）を出発

これまでの太田川遡上では、戸河内〜吉和間
たていわ
は、戸河内〜立岩ダムと立岩ダム〜吉和の2日
で歩いてきた。それを今回は、老人と歩くこと
は得意ではない若者達が1日で一気に踏破する
こととし、非常時に備えサポート車を用意した。
戸河内地区から上流の吉和地区までの太田川
は、沿川に人家はほとんどなく川も自然河川状
態で、構造物としては農業用の頭首工と、中国
ますだまり
うちなし
電力の鱒溜ダム（調整池）・打梨発電所・立岩
ダム、佐伯中央農協の吉和発電所がある位であ
り、そうした施設の由来や機能、役割や課題を
語り合いながら先ずは鱒溜ダムを目指した。

鱒溜ダム遠景

鱒溜ダムは、下流土居（発）の取水ダム・調
整池であり、上流打梨（発）の逆調整池である
が、開発時期の違いから、ダム式の打梨（発）
の最大使用水量が調整池式の土居（発）の最大
使用水量よりかなり大きいため、池の調整能力
不足により貯水がしばしばオーバーフローす
る。このためもあり一時期、土居（発）の再開
発大容量化が検討されていたと記憶している
が、減水区間の国土交通省吉和郷ダム計画との
調整もあるのだろうが、今日では土居（発）は
従来規模での水車・発電機取替が終っており、
この日も大量の水が鱒溜ダムを越流していた。
このダムには、ダム高からこれまで我々が見

てきた設計してきたような新型魚道による対応
も困難だが、サツキマス等の遡上は河口から
76㎞地点のここまでは確認されている。
鱒溜ダムを過ぎると打梨（発）で、発電所のは
るか上にサージタンクが見え、若手の技術者の卵
達にその機能について社長直々の解説があり、リ
ーダーからはこの先ほぼあの高さにある、上流の
立岩ダムに行くとの行程説明があった。

立岩ダム地点で昼食とし、ダム湖左岸の道路
を一路吉和に向けて歩いたが、バックウォータ
ー付近の瀬戸の滝入口を少し過ぎた所で道路が
崩壊して工事中（通行止）であった。昨夏の出
水による災害のようだが、地域の衰退と中国道
及びその側道の完成で近年利用価値の乏しくな
った道路であり、災害復旧も遅々として進ま
ず、我々の歩いた区間も維持作業が止まったま
まで、路上に多くの落石があり危険な状態であ
った。
この辺りから道路は再び登り道となり、途中
CECの発足直前頃に前身のひとつ中電産業（現
中電プラント株式会社）が設計・施工監理した
農協立の小水力吉和発電所を見学し、その取水
堰近くの吉和の人里の人家が見えだす辺りにあ
る、我々の社友（OB）池田が苦心して自作し
たログハウス池田に着いた。

押ヶ峠断層を遠望する

立岩ダム地点からは、国の天然記念物である
押ヶ峠断層の露頭地形が遠望され現地に説明板
もある。これを基にベテラン技術者の説明があ
り、断層談義に花が咲いた。
立岩ダムは戦前に建設され、建設当時は日本
を代表する大ダムで、（昭和47年の）47洪水で
は越流も経験し、かつて大々的に嵩上げが検討
され、我々も大規模な測量や堤体コンクリート
試験を行ったが、今も昔のままの風格ある姿を
見せている。建設には囚人が多く使われ、冬の
雪の中を逃げてきた病んだ囚人を両親が匿った
といった話を、地元古老に聞いた覚えがある。
おしがたお

立岩ダム地点

ログハウス池田現況

ログハウス池田は小ぶりだが、かつて当社機
械部門の長であった池田（誠）が、自分の山を
自分で土地造成し原木を削り、西暦2000年に
向け数年かけ自作した作品である。建設中の創
立30周年時の第1回太田川遡上行では、ここで
池田夫妻の心温まる豚汁と焼肉をいただいて昼
食とし、原木1本が一万円との話から、後日皆
で合わせて一万円をカンパした思い出がある。
池田が退社してすでに久しいが、あれから
20年を経てログハウス池田は立派に完成して
いたが、最近はあまり使われてない様子で人の
気配に乏しかった。
ここを過ぎると吉和の人里に入り、ウッドワ
ン美術館・女鹿平スキー場前を抜けて5㎞弱の
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道を一気にこの日の終点吉和匹見別れ（中津
谷）を目指した。
2月以来農作業による腰痛を患う身には、こ
の日の標高差300m総距離25㎞弱の行軍は少し
ばかり身にこたえ、まるきり山登りとなる最後
の行程、29日予定の源流行に不安が募った。

長の常連に加え、中堅技術者の日高、後半から
参加の入社2年生4人と、嬉しいことに紅一点
今年度の新入社員東の初参加があり、今次遡上
で最大の総勢13名での源流行となった。

なかつや

－吉和匹見別れ（中津谷）から源流へ（6月27日）－
源流にカタクリの花咲く4月末が近づいて
も、リーダーの腰痛は益々ひどく、吉和冠山登
山となる源流行に無謀な挑戦は許されない一方
で、7月15日（創立記念日）までの源流到達は
絶対であり、思い切って予定を2ヶ月延期して
春の農繁期を終えた6月27日に源流挑戦とし
た。40㎏を超える荷物を負い、日本各地の
山々を闊歩した自慢の足腰だったが年がいった
ものである。

吉和匹見別れ（中津谷）を出発

心配された腰痛は、必死の養生と治療の甲斐
もあり、田植等の春の農作業も乗り越えて予定
日での源流挑戦が何とか可能となった。
20年前の源流挑戦は、当時源流の会が新た
に定めた新源流の源流碑を求めて、道なき道と
いうより渓流を登り詰めたが、その後の遡上行
では何れも危険を避けて昔ながらの源流へ昔な
がらの道を遡上している。今回も老兵とこうし
た行動に不慣れな若者の集団であることを踏ま
おがわ
えて、昔ながらの、地元でいう小川を詰める源
流を目指した。
第5次太田川遡上行の「源流到達」というこ
とで、少しばかり参加を募ったところ、途中か
ら体調不良の川上を除く発起人5人と竹内、社
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いざ源流へ
な か つ や

渓流を行く
おがわ

源流へは、中津谷川を遡り小川に入りしばら
くは川沿いの林道を遡るが、出発から2時間半
ばかりで林道が終わり、かつての広島国体山岳
競技の折に整備された登山道を遡ることとな
る。この道が長年月を経て荒れており、昔なが
らの渓流沿いの道もどきのルートを、時折ある
赤いテープの目印を頼りに遡る。前夜来の雨で
増水した渓流を何回か渡りながら進むと徐々に
水は少なく、皆の口数も又少なくなる中40分
ばかり歩き続けると、折からの靄の中に朽ちた
木柱の源流碑の立つ、ブナの原生林の中の昔な
がらの太田川源流に着いた。
今回も結局、昨年6月に平和公園を出発し
て、冬を挟んで、丸1年がかりで河口部から源
流まで歩き、やり終えたとの感慨があった。
この遡上行準備のため、一昨年秋に源流調査

太田川（小川）源流到達・祝創立50周年

に共に来た発起人のひとり川上は病に伏しこの
日は居なかったが、この日参加の13人で創立50
周年を祝い、日高のいれた熱いコーヒーと、少
しばかりのお神酒で無事の源流到達とCEC創立
50周年を祝った。色々な50周年の祝い方がある
が、我々らしい祝いが出来た様に思う。
ここの昔ながらの源流碑はもはや知る人ぞ知
る代物で、誰がいつ建てたか不明の朽ちた木柱
で既に文字等の解読は不可能であり、早期の再
建が必要に思えた。
20数年前に新たに定められた、源流の会の
源流碑のある太田川源流は、400mばかり離れ
た、冠山〜寂地山への縦走路尾根を挟んだ位置
にあり、続いてこの立派な源流碑を訪れた。

もう一つの太田川源流碑

この源流碑付近には、20年前の勝手に30周年
記念事業太田川遡上行時の記念碑「夢遙かに」
は既に無いが、40周年時の第4次太田川遡上行
時の記念碑「負けるもんか」は残っていた。
建設コンサルタント業絶頂期の30周年には
「夢遙かに」と謳い、どん底にあった40周年
時には「負けるもんか」と謳ったが、今回は
「負けるもんか」碑を前に過ぎ去りし20年を

40周年記念遡上行「負けるもんか」碑を囲む

偲んだ。
中電技術コンサルタント㈱の、発起人の老兵
達6人と平成26年度入社の若者1名で始めた、
勝手に50周年記念事業はこうして終った。半
ばで発起人の一人川上が休場となったのは残念
だが、新社長や新入社員といった新しい仲間の
参加があり、我々の遡上行・川紀行という長期
に亘る企ての一応の幕引きには充分であった。
20年前、勝手に30周年記念事業としての太
田川遡上行の報告の最後は次の様に結ばれてい
る。「40周年そして50周年には、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いきたいものであ
る。その頃の太田川は、CECは、今回のメンバ
ー達はどのように変化し成長し得ているのだろ
うか。今から遙かに夢見るのである。」
20年を経た今日、第1回遡上メンバーからは、
前田・林・福原・山原が今回の発起人として参
加し全区間を完歩した。今回、当時の若者に引
っ張られて行く様も、生き残った多くの老兵が
参加することもなかったが、建設コンサルタン
ト業もCECも厳しかったこの20年間、CECは生
き残りこうした企てに参加してきた多くの若者
が今、建設コンサルタント業を担い、CECの成
長を担う人となっている。そうした活動中に、
川を巡り歩き語り時には飲んだ、遡上行・川紀
行といった我々の企てが、時には思い出され、
各人の成長や休息の一助になれば幸いに思う。
長い間有難うございました。
（今回発起人のひとりOBの川上は平成27年11月28日永眠）

第5次太田川遡上行

完
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ウズベキスタン紀行
株式会社荒谷建設コンサルタント
品質企画部 技師長 住広 哲
〈旅行時期〉平成26年9月

1．はじめに
ウズベキスタンは、我が国のひとびとには多
少なじみが薄いが、歴史的にも中央アジアとし
てシルクロードの中継点として重要な位置を占
め、中国の歴史にソグド人商人としてその名が
残されている。14世紀にはチムール帝国を興
し、また、1991年にソ連邦から離れて独立し
た。この中央アジアには、カザフスタン、ウズ
ベキスタン、トルクメニスタン、キルギス、タ
ジキスタンの5つの国があり、中央アジア5カ
国の一つである。サマルカンドというノスタル
ジックな都市名に惹かれて旅行した。
人口は、2,960万人で中央アジアで最も人口
の多い国であり、面積は日本の1.2倍である。

図−1

写真−1

ウズベキスタン地図

天山山脈（キルギスと中国の国境部）
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国土の60％を砂漠が占め、山地は20％、平地
は20％である。国内には主要河川が2本あり、
それらはいずれもパミール高原からアラル海に
注いでいる。河川あるいは、湖を灌漑などに利
用し、2014年10月にアラル海がついに消滅し
たと報道された。また、国境を最低2回超えな
いと海に達することができない、いわゆる「二
重内陸国」という珍しい国である。
主要民族は、ウズベク人が主でその他タジク
人が続いている。言語はウズベク語、ロシア語
が主に話され、両方出来るのが一般的である。
気候は大陸性気候で、春と秋に雨が降る。冬
は気温が−20℃以下までさがることもある。
2．農業、天然資源について
ウズベキスタンは、農業国で、農業労働者は
ウズベキスタン総労働人口の28％にあたり、
農業はGDP全体の約24％を占める。麦、綿花
の栽培が主である。9月末は、綿花の収穫時期
で、人力による綿花の収穫風景が見られた。こ
れには、学生、公務員等がかりだされる。綿花
は種から油をとる。油は、ひまわりの油、オリ
ーブの油が主で、いずれも輸入による。
果物は、ブドウ、リンゴ、洋ナシ、イチジク
などが多い。畑は作ることを要望すれば、土地

写真−2 綿花畑および綿花摘み
（サマルカンド〜タシケント）

写真−3

放牧風景（サマルカンド〜タシケント）

写真−4

ナヴォイ・オペラ・バレエ・劇場
（タシケント）

写真−5

日本人墓地（タシケント）

が国から与えられ、その面積は、野菜の種類に
よって異なる。ステップには、サクサクルとい
う植物があり、遊牧民が燃料にも利用してい
る。秋のこの時期には、かぼちゃ、トマト、ザ
クロが栽培されている。果物は、9月の今はス
イカ、メロン、ぶどうが採れ、ブドウは種なし
である。ワイナリーは、サマルカンドにある。
肉類は、牛肉、鶏肉は毎日食べ、羊の肉は、
祭りの時などに食する。
天然資源は、石油、天然ガス、ウランが採
れ、金の発掘量は世界第7位で、石炭埋蔵量も
多い。まだ未開拓の石油や天然ガスの資源が多
数存在している。
3．歴史
ホラズム、ソグド、チムール帝国という代表
的な国を築いてきた。BC329年には、アレキ
サンダー大王がここまで来て、ここが征服地の
東端となる。インドのクシャン朝時代には、イ
ンドから仏教が一部の地方に伝わった。また、
イランのゾロアスター教が伝わり、現在も一部
に残っている。これは、結婚式には、花嫁が火
の回りを回る。国土の中央部は、古代よりオア
シス都市が栄え、東西交易路シルクロードの中
継地となってきた。この地域は古代にイラン系
のソグド人が活躍したが、8世紀にアラブ人に
よって征服され、イスラム化した。
13世紀に、ジンギスカンがこの地を征服
し、その後、チムールがサマルカンドを都とし
て、1370年チムール帝国を樹立した。チムー
ル朝は西トルキスタン、イラン、インド北部、
小アジア、アラル海北部を征服した。ロシアに
も侵入し、1405年に中国への進軍の途上で没
した。

写真−6

市場の風景（サマルカンド）

チムールはサマルカンドを首都に定め、数多
くの芸術家や学者を征服した土地から連れてき
て、帝国に非常に豊かなペルシア・イスラム文
化を吹き込んだ。チムール及び彼の直系子孫の
治世においては、幅広い宗教的建築物や宮殿の
造営が着工された。
19世紀にはロシアの支配下となり、20世紀
には革命政権の時代となり、ソビエト連邦下の
共和国となった。1991年ロシアから独立し、
同時に独立国家共同体（CIS）に加盟し、現在
に至る。年配の人は、ソビエト時代が良かった
と思う人が多い。
日本との間も友好関係を保っている。第二次
大戦後、シベリア抑留を受けた日本人捕虜は首
都タシケントにも回され、中央アジア最大のバ
レエ・オペラ劇場たるナヴォイ劇場の工事など
に従事した。1966年のタシケント地震で多く
の建物が甚大な被害を受ける中、全くの無傷で
あった。それが、現在ウズベキスタンで親日感
情が高いことに繋がっている。
イスラム教はウズベキスタンの主要宗教であ
り、人口の約90％がムスリム（ほとんどがス
ンナ派）である。ウズベキズタンにも聖地があ
る。神学校では、生徒はアラビア語を4年間勉
強する。一方で、信仰における知識やその実践
方法に関しては持ち合わせている割合は極めて
低い。衣食に関する戒律は緩やかであり、基本
的に女性は頭髪や足首を隠さない。
4．教育
教育は、義務教育は、中学校までで、その後
は、専門学校もしくは高校とへと進学すること
が多い。国立で授業料は無料である。
学校での言語は、ロシア語とウズベキ語であ
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る。今年（2014年）から、小学校から英語が
導入された。
大学は63校有り、すべて国立である。子供
は、夏休みには、1ヶ月間のキャンプがある。
冬休みには、クリスマスツリーの製作、スキー
に出かける。
5．町の状況ほか
平均寿命は、男65才、女75〜78才くらい
で、男女差が比較的大きい。結婚は、昔は女性
は12〜13才であった。現在では、男性25〜26
才、女性18〜20才くらいである。また、子供
は、2〜3人くらいが多い。平均年齢が30歳代の
前半であり、若者が多く、活気が感じられる。
駅の内部、地下鉄などは、撮影禁止で、ソビ
エト時代のなごりが見られる。地下鉄に乗車し
た際、男性の若者が躊躇することなく席を譲っ
てくれ、日本と異なって年配者を大事にする風
土があると感激した。

写真−7 アク・サライ宮殿跡付近の公園整備現場
（女性労働者が多い）（シャフリサーブス）

写真−9
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ヒヴァの旧市街

州境及び州内にも、道路検問所が有る。各国
の車が通り、検問を受けるが、観光バスはチェ
ックされない。
大きな都市の市場は、非常に広く、そこには
食料品、衣料、住居品などをすべて売ってお
り、また、にぎわっている。
建設現場では、人力によるところが多く、機
械化はあまり進んでいないと見受けられた。ま
た、ある遺跡の整備工事現場では、女性の比率
が40〜50％と極めて高いのが見受けられた。
ウズベキスタンへの海外からの援助は、ドイ
ツ、日本、韓国で60〜70％を占め、日本は1〜
2位の援助を行っている。これらは我々日本人
にすらあまり知られていない。
6．都市
・ヒヴァ
17世紀、都が移されホレズムの政治、経済、
宗教の中心となる。内城の中は、昔の町がその

写真−8

写真−10

ヒヴァの町（内城壁の外）

ジュマ・モスク（213本の木の柱）
10世紀（ヒヴァ）

写真−11

写真−13

ブハラの町の城壁

メドレセ（神学校）の内部（ブハラ）

写真−16 ティラカリ・メドレセ
（レギスタン広場内）の内部の金箔の装飾
17世紀（サマルカンド）

写真−12

カラーン・ミナレット（高さ46m）12世紀（ブハラ）

写真−14 アク・サライ宮殿跡
（高さ38m、建設時は50m以上。上部はつなが
れていてその上にプールがあった。ティムール
建築）14世紀（シャフリサーブス）

写真−17 ティムール廟の内部
14世紀（サマルカンド）

まま残っており、まさに異次元空間である。
・ブハラ
9世紀から宗教、文化の中心として栄え、そ
の後、チンギス・ハーンによって破壊され、16
世紀からまた、多くの宗教施設が建設された。
・シャフリサーブス
古くは「ケシュ」と呼ばれ、古都である。テ
ィムールの生誕の町で、多くの建築群が築かれ
たが、その後多くが破壊された。
・サマルカンド
前4世紀にアレキサンダー大王もその美しさ

写真−15 レギスタン広場（ティムールとその
後の時代の公共広場）（サマルカンド）

写真−18

バラク・ハン・メドレセ（神学校）
16世紀（タシケント）

を讃え、後には「イスラーム世界の宝石」とも
いわれた。チンギス・ハーンによって破壊され
た後、チムールは見事に復興させた。
・タシケント
現在の首都である。11世紀からシルクロー
ドの中継点として栄え、一旦破壊されたのち、
ティムール以降また復興された。19世紀ロシ
アにより征服され、旧市街は区画整理され、町
並みは破壊された。また、20世紀の大地震に
よって、さらに近代都市に変貌させられた。
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読 者 の
コーナー

入社1年を控えて
株式会社 福山コンサルタント
中四国支社 奥田 倫全
2014年9月に大学を卒業し、2015年1月に入
社してから約一年間経ちました。浪人、そして
大学5年間のモラトリアムから、初めての土地
（広島）での初めての一人暮らし、そして年度
末の建設コンサルタント業界へとまさに荒波の
中への船出でした。荒波の中ボロボロの船で漕
ぎ出した私を支えてくれたのは、他社を含め数
多くのコンサルタントの方々でした。
年度末で慌ただしい雰囲気の中、初めて携わ
った業務は交通量推計でした。文系出身で右も
左もわからない私を、先輩方は自身の業務が忙
しいにも関わらず、私が理解できるまで根気強
く指導してくださいます。4月になれば後輩が
来る可能性もあるので、自分自身が出来る範囲
で懇切丁寧な対応をしたいと思っています。
私生活面でもコンサルの方々に大変お世話に

なっています。我が社は参加していませんが広
島には建コンサッカーリーグがあります。建設
コンサルタンツ協会中国支部地域計画委員会で
声を掛けていただき、助っ人として他社のチー
ムに参加させてもらっています。
この一年間学生と社会人の違いなどで戸惑うこ
とや悩むことも多くありました。そんな時に相談
に乗ってもらったり、時には業務を忘れサッカー
に熱中出来たことは私にとってとても大きな支え
になりました。コンサルタントの方々の支えがな
ければ私のコンサルタントとしての航海はすぐに
難破し道を見失っていたでしょう。
先輩方を見て立派なコンサルになるために強
く必要だと感じた親切心と責任感を意識して、
業務そして私生活に取り組んでいこうと考えて
います。

入社して感じたこと
株式会社ウエスコ
地理情報事業部

情報システム課

入社して早くも9ヶ月が経とうとしていま
す。この9ヶ月間で社会人として様々な経験を
させて頂きました。私は、地理情報事業部情報
システム課に配属され、GISソフトを使用して
業務を行っています。大学でもGISソフトを使
用して研究をしていましたが、GISソフトの操
作や専門知識の無さを痛感し、日々勉強の毎日
です。
業務では、道路修繕計画や道路ストック点
検、転作図面確認作業など様々な業務を担当し
てきました。分からないことが多い中、上司や
先輩に助けてもらいながら、納品までやり遂げ
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増田

拓人

ることができました。入社した当時は、業務内
容を把握できないまま、打ち合わせ協議に同席
し、ただ聞くだけで協議を終えることがありま
した。業務内容をしっかりと把握し、自分の考
えをしっかりと伝え、相手が求めていることを
理解した上で、提案しなければならないことが
重要だと改めて思いました。また、建設技術の
展示会にも出展し、会社説明、技術紹介など弊
社のことを知ってもらうことや同業者の技術を
知る機会として参加させていただきました。3
次元計測を紹介する同業者が多く、私はMMS
の業務に関わることがあるため、いろいろと話

を聞かせていただきました。自分が知らないこ
とを学び、吸収できることにやりがいも感じて
います。
仕事以外では、会社のソフトボール部とジョ
ギング部に所属しています。普段、他の部署の
方と交わることが少ない中、試合、大会、飲み
会等で様々な方と共に時間を過ごせることが私
にとって貴重な時間となっています。また、自
分のことを知ってもらえる機会なので、積極的
に楽しく参加しています。さらに、いす1グラ
ンプリレースやスポーツ大会、食事会などにも

参加し、プライベートでも先輩方には大変お世
話になっています。
これから繁忙期に入り、あっという間に1年
が終わってしまいそうですが、自分が携わって
いる業務はしっかりとこなしていこうと思いま
す。自分一人ではまだまだ力不足であり、助け
をもらうことがこれからも大いにあると思いま
すが、仕事とプライベート、両方をより充実さ
せて、少しでも早く先輩方から教わったことを
身に付け、一人前の技術者となれるようにこれ
からも努力していきたいと思います。

入社して感じたこと
株式会社エイト日本技術開発
広島支店 荻野 和剛
この度、株式会社エイト日本技術開発に平成
27年4月に入社しました。荻野（オギノ）と申
します。平成26年3月に埼玉大学理工学研究科
を卒業し、4月から広島支店国土インフラ事業
部河川港湾グループに配属になりました。
これまで小中高を地元群馬県で過ごし、大学
生活を埼玉県と、海と関わりの少ない地域で生
活してきた私にとって、瀬戸内海に面した広島
に住み、港湾施設に携わる仕事に就いたこと
は、楽しみであると同時に不安がとても大きか
ったことを覚えています。
しかし、いざ仕事が始まると丁寧に仕事を教
えてくださる先輩方のやさしさと、日々業務を
覚えていくことの大変さも相まって、広島での
生活に不安を感じることは無くなりました。
入社してから早くも9ヶ月が経ち、様々な業
務を経験させていただきました。入社前はデス
クワーク中心の仕事だと思っていましたが、実
際は、一日現場で作業することや、発注者との

打ち合わせに伺うことが多く、様々な人と出会
う仕事だと感じました。
社内で作業をする上でも、電話で外注先の方
と連絡を取って進めていくこともあり、自分の
疑問をしっかり伝え、相手の意見を理解する能
力が必要不可欠であると感じました。
入社当初から現在まで様々な場面で「コンサ
ル業をする上で、コミュニケーション能力が重
要だ」と諸先輩方から聞いていましたが、仕事
を通じて、その真意がはっきりと理解できた9
ヶ月でした。
まだまだ未熟ではありますが、3か月後の4
月には、後輩たちが入社してきます。少しでも
後輩たちに仕事を教えられるようになるため
に、先輩方の御指導の下、一人の技術者として
努力していきたいと思います。
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新入社員紹介
明伸建設コンサルタント株式会社
山本 拓人
明伸建設コンサルタント株式会社に平成27
年4月に入社しました山本と申します。平成27
年3月に広島県立広島工業高等学校を卒業し、
4月から技術部砂防・河川に配属されました。
現在は、基礎調査の業務に携わっています。ま
だまだ分からないことがたくさんありますが、分
からなかったことが理解できるようになったとき
に、少しずつ成長しているという実感し、やりが
いを感じながら日々の業務に取り組んでいます。
これまで働かせていただき大切だと感じた事
は二つあります。一つ目は、人の話をしっかり
聞きメモを取ることです。話を聞いたその場で
は理解していても、少し時間がたつと忘れてし
まうことが多いものです。話の内容を全部メモ
することは難しいですが内容のポイントだけで

もメモをとるように心がけています。二つ目
は、仕事の中で楽しさを見つけることも大切だ
と思いました。仕事がすごく大変なことが多く
ても仕事の中で一つでも楽しいことがあると、
仕事に対して前向きに取り組むことができると
思います。
今後の目標は、身近な目標としては資格取得
に励みたいと思います。技術士一次試験や測量
士補、土木施工管理技士2級などの資格を取得
していきたいです。先の目標としては多くの人
の役に立てるものを作れる技術者になれるよう
に日々の努力を怠らずに頑張っていきたいと思
います。その為には上司の方の話をよく聞き勉
強しながら技術者としてのスキルを上げていき
たいと思います。

新入社員の抱負
シンワ技研コンサルタント株式会社
設計部
神庭 洋平
シンワ技研コンサルタント株式会社の新入社
員神庭と申します。私は、設計部構造設計課に
所属しており、橋梁の点検・補修・修繕・耐震
補強等の業務に携わっています。現場で図面と
橋梁を比較して頭を悩ます日々が続いていま
す。しかし、以前は理解できなかった先輩たち
の会話に参加できるようになった時などに、着
実に成長していく自分を確認できてとてもやり
がいを感じています。
さて、当社に入社してから9ヶ月が過ぎよう
としていますが、建設コンサタント業界で最も
重要な能力はイメージ力だと感じています。こ
の作業は何の意味があるのか、次にどう繋がる
のか、納まりをイメージしながら行動をする必
要があると思います。また、建設コンサルタン
トは技術サービスを提供する業種です。地域の
皆様の代表である発注者の要求を満たすため
に、いかにして質の高いサービスを提供すれば
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よいかを考える必要があります。まだまだ未熟
な私にとって、業務における始まりから納品・
施工対応、更には維持管理に至るまでの全体の
流れをイメージすることは決して容易なことで
はありません。しかし、毎日が勉強でとても楽
しいです。もっと多くの知識と経験を積み、一
日でも早く先輩たちに負けないような技術力、
さらにオリジナリティを持った技術者になりた
いと思っています。
コンサルタント業は目立つ仕事ではありませ
んが、私達が生活をするうえで必要な社会基盤
を支える重要な仕事です。私達が目的意識を共
有し、目標に向かって進んだ先に地域の皆様の
笑顔があると思います。地域の皆様のために、
会社のために、そして私自身のためにも笑顔で
楽しく頑張っていく所存です。皆様、今後とも
よろしくお願いいたします。

当社の創立60周年について
株式会社 エイト日本技術開発
総合企画本部 総合企画部 小谷
1．はじめに
当社は平成27年3月に創立60周年を迎えまし
た。60年前の昭和30年3月に島根県松江市で八
雲測量社としてスタートし、昭和42年に本社
を岡山に移転。その後、全国展開を視野に昭和
59年に（株）エイトコンサルタントへと社名
変更し、平成21年、東京に本社を置く日本技
術開発㈱と統合し「㈱エイト日本技術開発」が
誕生、現在に至っております。

60周年記念式典

2．60年のあゆみ
（1）八雲測量社誕生の頃
戦後、昭和25年に国土総合開発法が制定さ
れ、国土開発計画がすすめられました。昭和
24年には測量法が制定され、測量業務の委託
もなされるようになり、東京、大阪を初め、地
方大都市にも旧陸地測量部の出身者あるいは海
外から引揚げた人達が中心になって測量会社が
営まれていました。
そのような時代背景の中、昭和30年3月1
日、島根県松江市の民家に八雲測量社の看板が
掲げられました。大阪で測量技師をしていた小
谷誼が独立の夢を描いて郷里に帰り開業。とこ
ろが、夢に描いた測量の仕事はなく、初受託ま
で一年半かかりました。

受託第1号

満俊

地図作成中の創業者（すべてはここから始まる）

（2）建設コンサルタント分野に事業拡大
たゆまない営業活動の結果、受注が上向き、
昭和36年に建設コンサルタント分野に事業拡
大。昭和37年に八雲建設コンサルタントに社
名変更し、山陰のみに止まらず、山陽、四国、
近畿へも営業市場を拡張すべく店舗展開を進め
てまいりました。
その後、田中内閣の列島改造論を背景に業績
を順調に伸ばし、昭和50年のオイルショック
による公共事業大幅削減も誠心誠意物事に当た
る社風で危機を脱しました。
創業30周年を迎え、昭和59年に社名変更。
社名を変更するについては、長年苦楽を共にし
た八雲建設コンサルタントの社名に多大の愛着
を持ち、変更をためらう声もありましたが、
「末広がりの八」、「無限大に大きくなる」、
「八雲の雲を払って八」という思いを込め
「（株）エイトコンサルタント」に生まれ変わ
りました。

株式会社エイトコンサルタントに社名変更
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（3）エイト日本技術開発の誕生
平成17年の夏、建設コンサルタント業界に
大きなニュースとして駆け巡ったのがエイトコ
ンサルタントと東京を本社に置く日本技術開発
の資本・業務提携の発表。
きっかけは日本技術開発にかけられた夢真ホ
ールディングスの敵対的TOBに始まります。
当時、ニッポン放送の買収など、M＆Aが大き
な話題を集めていたため、このTOBは新聞に
も取り上げられました。そこに登場したのがエ
イトコンサルタントであり、白馬の騎士（ホワ
イトナイト）として、友好的なTOBを成功さ
せ、日本技術開発を実質的な連結子会社としま
した。
その後、平成21年6月に、両社が統合し、
「株式会社エイト日本技術開発」が誕生。「わ
が国第1級のインフラ・ソリューション・コン
サルタント」を目指しスタートしました。
3．60周年記念式典・祝賀会の開催
平成27年6月5日、岡山市中区の岡山プラザ
ホテルで記念式典・祝賀会を開きました。全国
から役職員800人が参加し、新たなステップへ
スタートを切りました。
記念式典で挨拶した小谷裕司社長は「60周

祝賀会の様子
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年という節目を迎え、次の70周年、100周年に
向け、さらなる飛躍を目指すためには新たなチ
ャレンジが欠かせない」と述べました。式典で
は、50周年からの10年の歩みをビデオ放映す
るとともに、60周年記念ロゴマークの社内公
募の表彰がありました（最優秀賞は中国支社防
災保全部 江藤修平）。また、「持続的国土保
全に向け新たな挑戦」と題した河川財団の関克
己理事長の記念講演がありました。
引き続き行われた祝賀会では、和歌山支店の
大植明参与によるマグロの解体ショー、各支社
から持ち寄った各地の名産品の抽選会が行われ
るなど楽しいひとときを過ごしました。
4．おわりに
60年前に島根県松江市の民家の6畳1室を改
造して、社員わずか4名でスタートした会社
が、現在では社員数809名（平成27年11月1日
現在）という規模にまで成長しました。これか
らも「価値ある環境を未来に」を合言葉に、社
会貢献に努めてまいります。
「60年のあゆみ」動画を当社HPで公開中です。
http://www.ejec.ej-hds.co.jp/

盛り上がったマグロ解体ショー

私の趣味
八千代エンジニヤリング株式会社
白川 祐太
学生のころからスポーツ仕様の車が好きで、
ずっと所有しており、現在は日産の180SXを
所有しております。ちなみに、会社に就職し、
地元神戸から広島に赴任してきた際は、広島と
縁があるマツダRX−7を所有しておりました。
そのスポーツ仕様の車における趣味は、レー
ス、ドリフト、ダート、ジムカーナなど多種多
彩です。その中でも、私はD1グランプリとい
う競技に影響を受け、ドリフトという車の遊び
をしております。
ドリフトは写真−1（D1グランプリ）に示す
ように車を横に滑らせる走行法です。具体的に
は、車が曲がっている途中にタイヤが滑ってい
る状態をコントロールして車を操る走行技術で
す。ステアリングだけでなく、アクセルとブレ
ーキ等を用いて、滑っている状態、滑っている
方向をコントロールします。一般的に後輪駆動
車を用いて行うことが多く、リアタイアのホイ
ールスピン状態をステアリング、アクセル、ブ
レーキなどを用いてコントロールします。
日常生活では行わない走行法であるため、練
習が必要となります。初めは、広場でドーナツ
のように1箇所で円を描いて、スライドコント
ロールを覚え、次のステップでは8の字を描
き、コース（広島市であれば安佐北区にあるス
ポーツランドタマダなど）にでて各コーナーで
練習し、最終的にはコースを全周において自在

写真−1

ドリフト走行

にドリフト走行ができるように練習します。た
だ単に、ドリフト走行ができるようになればい
いというものではなく、走行速度が高く、スラ
イド時の車両の角度があり、エンジン音が途切
れないように走行、白煙を多量に出して走行す
るなどの要素を取得するのが非常に難しいで
す。しかしながら、1ステップずつ覚えて、出来
るようになるだけで、非常に楽しい遊びです。
このように車が好きな人間にとっては非常に
楽しい遊びではありますが、非常に費用が必要
となります。サーキット使用料は5,000円〜
15,000円程度（場所や走行会による）必要と
なり、新品のタイヤ（2本〜4本程度）も1回で
使い切ります。そのため、頻繁にサーキットに
通うことは難しいです。
しかし、私にとっては非常に楽しく、ストレ
ス解消となり、費用に対するメリットが大きい
です。
また、車、走行以外にも楽しい面もありま
す。サーキットでは、様々な業界の人と出会う
ことができ、医療業界、車業界など、通常の業
務で出会わない業界の人たちです。そのような
方たちと仲良くなり、一緒にサーキットに行く
ようになります。
走行も楽しく、サーキットに行く度に様々な
方たちと出会うことができ、私は今後もこの趣
味を続けていきたいです。

写真−2

ピットの風景（様々な人たちと出会う場所）
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私の趣味
八千代エンジニヤリング株式会社
小倉
孟
私の趣味はバスケットボールです。小学校の頃
から続けており、今年で15年目になります。現在
は社会人のバスケットボールクラブに参加してい
ます。練習後は参加メンバーでご飯もしくは飲み
会、年に1、2回一泊二日の合宿も開催していま
す。たまに他チームと合同練習をしますが、その
際には合同で飲み会を開くなど交流をし、様々な
人々と出会う場ともなっています。
友達の影響でバスケットボールを始めました
が、今まで続けてこられるとは思っていません
でした。小・中学校の時の監督がとても非情で
鬼のように厳しかったので、進学する度にもう
辞めようと思っていたのですが結局現在まで続
けています。
15年続けて感じたバスケットボールの魅力
は大きく2つあります。1つ目は自由度が非常
に高い所です。1つ目と書きましたがほとんど
これに尽きると思います。
バスケットボールは1チーム5人で行います
が、大きくガード、フォワード、センターとい
うポジションに分かれます。他のチームスポー
ツではポジション毎に役割が決まっており、そ
れに応じたプレーが求められます。バスケット
ボールも元々はそうでしたが、現代では他のポ
ジションをこなすオールラウンダーが重宝され
ています。一例を述べると、センターというポ
ジションはゴール付近でのプレーを求められま
すが、近年はゴールから離れたところからも攻
めることが出来るプレーヤーが増えています。
チームとしての戦略においても、俊敏で小回
りが利くガードとフォワード5人でチームを編
成し（スモールラインナップといいます）相手
をスピードで圧倒する戦法や、逆に身長が高い
選手のみでチームを編成し高さを活かす戦法と
いうように、型にはまらない自由なバスケット
ボールがメインになりつつあります。
私もずっとセンターのポジションでプレーし
てきましたが、最近はどこでも活躍できるよ
う、ゴールから離れた場所からのシュートを練
習しています。そのおかげで自分より背が高い
選手や背が低い選手とも上手く戦えるようにな
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ったと思います。
個人としてはプレーする場所を限定されず、
またチームとしても、平面的かつ高さ的にいろ
いろなバリエーションで勝負することが可能と
いう自由度は、バスケットボールが立体的なス
ポーツであるが故のものだと感じています。
2つ目はルールが細かい事、考えなければな
らないことが多い事です。バスケットボール未
経験者がバスケットボールを観戦する時の一番
のハードルが、細かいルールだと思います。し
かし、バスケットボールはその細かいルールを
利用して自分たちを有利な立場へ持っていきま
す。例えば、シュート中にファウルを受けると
フリースローを得て、誰にも邪魔をされずにシ
ュートを打つ権利を得ます。しかし、このフリ
ースローを苦手とするプレーヤーもいるのでわ
ざとファウルをして結果的に失点を抑える等は
大事な局面では常套手段です。ちなみにそのフ
ァウルが故意的だと判断されると、こちらが大
きなペナルティを背負うことになる為ギリギリ
の状況でも加減を調整することが求められま
す。そのためプレー中は常に考え、素早く判断
することを要求されます。バスケットボールの
試合を観るときは何故そのプレーが成功したの
かについて考えるとチームの作戦や個人の考
え・能力の高さが分かり一試合丸々見なくとも
十分楽しむことが出来ます。
以上です。今後も体が持つ限りバスケットボ
ールを続けていこうと思います。また、人生で
一度は本場アメリカに行ってプロバスケットボ
ールの試合を観戦したいとも考えています。

バスケットボールクラブの練習風景

新
任
自己紹介

就任ご挨拶
パシフィックコンサルタンツ株式会社
中 村 桂 久

平成27年度より、新しく中国支部理事を仰
せつかりました。
香川県の出身ですが、長らく名古屋で勤務し
た後、初めての広島勤務となりました。
パシフィックコンサルタンツ株式会社に入社
して30数年間、橋梁を中心とした構造物計
画・設計に携わってきました。印象に残ってい
るものとしては、中央道・東海北陸道・上信越
道等の高速道路の橋梁設計、国土交通省高規格
幹線道路の連続高架橋設計、及び、東海道本
線・長野新幹線・JRリニア実験線・リニモ
（常伝導磁気浮上式鉄道）の高架橋設計等があ
ります。
中国地方では新規路線の開業が一段落し、既

存のインフラ維持管理の重要性が増していま
す。今後、メンテナンスサイクルの構築に向け
て、安全性確保、長寿命化、地方公共団体への
支援などが建設コンサルタント業界に求められ
てきています。これらを担っていくためには、
CIM、ICRT技術の導入などによって、業界の魅
力を高め、優秀な人材を確保していくことが必
要となってきていると考えます。
建コン活動ついては、支部での技術部会活動
に関わってきた程度ですが、これからは、さま
ざまな支部活動や、理事会などを通じて、建設
コンサルタンツ協会の発展にお役に立ちたいと
考えていますので、ご支援のほど、よろしくお
願いいたします。

新任ご挨拶
株式会社

この度、前任の佐々木 剛（私の父）の後
を継いで、中国支部支部監事を仰せつかりま
した。
私は、高校から地元を離れ寮生活をし、地方
の大学・大学院を経て、当時、大学でお世話に
なった教授が、大阪で立ち上げられた会社（建

陸地コンサルタント
佐々木 仁 志

設コンサルタント）に就職しました。
入社して半年後に阪神高速道路公団に出向
し、工事積算と現場監督の業務を2年半勤め、
会社を退職し、今度は広島市内にある建設関連
の会社に就職し、土木工事現場にて、計測機器
を使用した情報化施工による工事の安全管理に
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10年間携わりました。非常にやり甲斐のある
仕事に就き満足度の高い仕事をさせて貰いまし
た。この経験により、土木が好きになったと言
っても過言ではありません。代表的な現場に、
比治山トンネル・廿日市LNGタンク基礎工
事・紙屋町地下街掘削工事・四川ダム原石山掘
削工事等に携わり、平成11年4月に、父が経営
する、㈱陸地コンサルタントに入社しました。
国が掲げた「国土強靱化政策」による、ニ

ーズは更に増大する事が懸念され、これに応
え貢献でき得る経営態勢を構築するために
は、中長期的な視野に立った人材の確保・育
成や技術力の向上に努めなければならないと
考えております。
これらの課題を視野に置きながら、建設コン
サルタンツ協会の活動と発展にお役に立ちたい
と考えておりますので、何卒ご支援のほど、宜
しくお願い致します。

新任ご挨拶
パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
岡 本 和 也

このたび、前任の本田総務部会委員の後を
継いで、同総務部会委員を仰せつかりました。
広島地元出身で広島皆実高校から東京の大
学を平成8年に卒業し別業界に就職後1年で転
職し、平成9年から当社に入社し、中国支社〜
九州支社〜首都圏本社で18年間営業を中心に
携わっており、平成27年10月に地元広島に戻
ってまいりました。
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私はこれまで、建設コンサルタンツ協会と
して実務活動は経験していませんが、これか
らは、さまざまな支部活動や委員会を通じ
て、中国支部の発展と、協会全体のみならず
業界全体の活性化のために少しでもお役に立
てればと考えていますので、ご支援のほど、
よろしくお願いいたします。

新任委員の自己紹介
復建調査設計株式会社
吉 岡 晴 彦

このたび、前任の業務部会 阿土委員の後
を継いで、中国支部業務部会委員を仰せつか
りました。
昭和53年に建設省中国地方建設局に入省
し、道路の計画・設計・施工・管理から交通
管理・管制に関する一連の道路行政に携わっ
てまいり、今年4月に37年間勤めた国土交通
省を退職し、5月から復建調査設計に入社しま

した。
私はこれまで、建コンの活動に関わること
がほとんどありませんでしたが、これから
は、さまざまな支部活動や、毎回での業務部
会、関係機関との意見交換会などを通じて、
建設コンサルタンツ協会の発展にお役に立ち
たいと考えていますので、ご支援のほど、よ
ろしくお願いいたします。

ご挨拶
株式会社エイト日本技術開発
志 水 勇起弘

このたび、前任の澤業務部会委員の後を継
いで、中国支部業務部会委員を仰せつかりま
した。
高校まで山口県周防大島で過ごし、入社し
て以来42年間の内、30年余りを四国で勤務し
てきましたので、四国での建設コンサルタン

ト協会の活動の経験はありますが、中国での
活動の経験は有りません。
今後は中国支部活動、岡山県委員会活動を
通して、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考えていますので、
ご支援のほどよろしくお願いいたします。
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ご挨拶
復建調査設計株式会社
石 田 友 英

このたび、前任の宮川技術副部会長の後を
継いで、中国支部技術副部会長を仰せつかり
ました。
地元の長崎南高校から長崎大学を経て、復
建調査設計株式会社に入社し30年間、道路設
計に携わってきました。昨年度は、道路委員

会において、毎月一回の道路委員会を通じ活
動を行ってまいりました。
これからも、さまざまな支部活動や、技術
部会などを通じて、建設コンサルタンツ協会
の発展にお役に立ちたいと考えていますので、
ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

新任自己紹介
株式会社長大
広島支社長

平素より中国支部の関係者ならびに会員の
皆様には大変お世話になっております。
昨年、10月1日付けで、株式会社 長大
広島支社長に就任しました香川 昭之介と申し
ます。あわせて、田代（前支社長）より中 国
支部総務部会委員を引き継ぎました。
今、私たちを取り巻く社会・経済環境は、
一段と厳しさを増しています。
受注環境ならびに土木産業に関しての社会
的理解度の変化やニーズ対して、柔軟な発想
を持って組織（受注）体制の編成・構築な
ど、また、経営判断等のスピード感も求めら
れると思います。
株式会社長大は、これまで以上にコンサル
タントとしての倫理感・価値観を高め、「技
術で社会貢献」の企業方針を基に社会的責任
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香

川

昭之介

を果たしていきます。
その実現のためには、各支社（地方出先毎の
店）の役割は非常に大きいと感じています。
昨今では、調査・計画・検討・設計という
専門技術だけで顧客を十分に満足できる場面
は少なくなった気がいたします。つまり、地
域特性などに配慮した顧客毎の要求を満足さ
せるための多面的知識、周辺環境（地元住
民）と専門知識（実績・経験）の融合など、
納税者（エンドユーザー）を第一に考慮した
上で、発注者側の視点に立った“調整能力”
は非常に重要なファクターと感じているとこ
ろです。
地域の店の、実現可能な具体行動を支社販
売の共通目標とし、顧客対応の最前線であ
る、特に営業職の行動（プロセス）は明確に

し、ソリューション型を目指しています。技
術部門とのコミュニケーションを第一に、発
注者の個々要求（ニーズ）には、支社最適案
で対応していき、「技術の顔」を育てる事、
そして営業自らが「地域の顔」になるための
行動を促進していくことに努めます。
「本来、コンサルタントという仕事は、非
常にやりがいのある仕事のはず…であり、
また、そうあるべきと強く思っています。」
よって、次世代の技術者が、建コンの仕事

ご

挨

に興味を持ってもらい、建コンを目指す若者
が少しでも増え行く事を願い、建設コンサル
タントの社会貢献や存在意義についても、活
動を通して伝えていけたら幸いに思います。
広島県出身である私が、馴染みの深い中国
地方を拠点とする支社で、建設コンサルタン
ト協会中国支部活動を筆頭に、業界全体の価
値創造・発展、ならびに地域貢献に尽力した
いと思いますので、どうぞ、よろしくお願い
申し上げます。

拶
八千代エンジニヤリング株式会社
広島支店長 河 辺 真 一

このたび、7月1日付けで広島支店長に就任
し、中国支部技術部委員を仰せつかりました
八千代エンジニヤリング株式会社の河辺と申
します。愛媛県松山市の出身にて、入社から
23年間広島支店勤務を続けておりましたが、
平成17年より6年間の東京本社勤務、その後
東日本大震災直後より4年間東北支店に勤務
し、10年の単身赴任生活を経て、再び広島支
店勤務となりました。専門技術は、橋梁・保
全分野であり中国管内では、山口県角島大橋
や福山市芦田川大橋の計画・設計、山口県大
島大橋の耐震補強・補修、また東北では復興
道路建設に向け、数多くの長大橋設計に携わ
らせていただきました。昨年発生した広島市
の大規模土砂災害は、自宅が被災地に近く、

これまでにない災害惨状を目の当たりにいた
しました。集中的かつ大規模な災害は、如何
なるところにも発生する可能性があります。
我々建設コンサルタント関係者は、社会資本
整備の調査・設計に携わる者の責務として、
国土強靭化に向け、行政と一体となった迅速
な対応が今後増々必要とされています。当業
界の役割や魅力を的確に広報し、倫理観を持
った技術者の確保と育成とともに、より良い
執務環境の改善を図ることが重要であると思
います。微力ではございますが、建設コンサ
ルタント業界発展のため、皆様のご意見・ご
指導を賜りながら活動してまいりたいと存じ
ます。よろしくお願い申し上げます。
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新任のご挨拶
応用地質株式会社 副支社長
中 西 昭 友

このたび、弊社の新規職制として、2015年
4月1日より関西支社副支社長（中国地区）を
仰せつかりました。
兵庫県の高校から山口大学大学院を経て、
応用地質株式会社に入社して25年間、地質調
査、地盤解析、トンネル支保検討、防災関
連、維持関連業務に携わってきました。
2012年に発生した笹子トンネルの天井版崩
落事故以来、国土強靭化政策のもと、公共事業
に多くの予算が付くようになり、その中でもイ
ンフラの新たな整備だけでなく、インフラの長
寿命化ならびに安全・安心の確保が重要となっ
てきています。また、より身近な問題として
2015年に横浜市の大型マンションで発生した
杭工事におけるデータ偽装から、建設分野にお
ける不信感の払拭も重要な課題となっていま
す。そのような中で、我々建設コンサルタント
がインフラ整備やインフラの長寿命化に継続的
に貢献し、社会の信頼を回復するためには、

新・旧の技術の伝承や新技術の導入を可能と
する人材、さらには技術に真摯に向き合う人
材の安定的な確保が重要です。
しかしながら、大学の科目減少に伴う技術の
伝承に必要な基礎学力の不足や、就職時に建設
コンサルタントではなく公務員を希望する方が
多いという話をよく耳にします。また、せっか
く建設コンサルタントに入社しても、数年後に
公務員に転職する方が後を絶ちません。
これを防ぐためには、建設コンサルタント
には将来性があり魅力ある業界であることを
広報した上で、協会自身が活気あふれるもの
でなければならないと思います。
私は、これまで技術ばかりの社会生活を過
ごしてきており、建設コンサルタントの活動
にほとんど関わることがありませんでした
が、今後は微力ではありますが協会の発展に
寄与できればと考えていますので、ご支援の
ほど、よろしくお願い致します。

新任ご挨拶
国土防災技術株式会社
鳥取営業所長 小 材

このたび、前任の伊藤英男の後を継いで、
鳥取営業所長を務めさせて頂いております。
鳥取の地は過去、平成7年、8年の2年間勤務し
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徹

たことがあり、20年ぶりということなります。
私こと、弊社に入社して以来33年間、主に
斜面防災関連の地質調査解析と設計業務に携

わってきました。
また、この間には地すべり・斜面防災関連の
工事での現場監督にも携わってまいりました。
これまでの業務の中で印象に残る現場は、
やはり災害現場です。災害発生箇所は、崩
壊・地すべり等の山地での現場が主でした
が、発生直後の初期対応（避難・警戒・監
視）には、どの現場も緊張感に満ちて業務に
あたっていたことが思い出されます。

またこれは、建設コンサルタントに従事に
している者として「社会貢献」を最も実感す
る時でもありました。
今後も、後輩の育成を行うとともに、建設
コンサルタント協会の一員として、社会基盤
整備に少しでも貢献できるよう、微力ながら
努めさせて頂きたい所存ですので、ご支援の
程、宜しくお願いします。

自己紹介
株式会社ダイヤコンサルタント
中国支店長 川 崎 慎 也

このたび弊社の中国支店長に就任しました川
崎と申します。私は故郷の九州を離れ、約20
年間に渡り広島の地で橋梁設計業務等に携わっ
てまいりました。最近では、本協会中国支部の
活動にも参加させて頂き、会員各社の一助とな
る資料作成にも非力ながら努めております。
我が国は、国土の7割以上が急峻な地形を呈
し、変化に富んだ景観と豊かな自然に恵まれ
ていますが、その半面で地震や土砂災害等の
自然災害が多発しており、国民の防災意識が
高まっていると感じます。特に広島市におい
ては、昨年8月に発生した豪雨・土砂災害にお

いて、多くの命と甚大な被害をもたらしたこ
とは記憶に新しいかと思います。
こうした中、自然災害の激甚化に伴う社会資
本の強靭化が急務であるとともに、高度成長期
に建設された膨大な社会資本の維持管理・補修
という問題も同時に顕在化しています。
弊社は業界の関係各社と協力し、直面する
課題に対し積極的に取り組み、中国地方にお
ける業界の発展に取り組んでいきたいと考え
ていますので、引き続きご支援賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。
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事務局
支 部 日 誌（平成27年４月〜平成28年３月）
◦ 4月 8日（水）平成26年度会計監査
◦ 4月 8日（水）第1回道路委員会
◦ 4月 16日（水）第1回技術部会
◦ 4月 22日（水）第1回地域計画委員会
◦ 4月 23日（木）第45回定時総会
◦ 4月 24日（金）第1回防災委員会
◦ 5月 13日（水）第1回河川委員会
◦ 5月 13日（水）第2回道路委員会
◦ 5月 22日（金）第1回構造委員会
◦ 5月 27日（水）第2回地域計画委員会
◦ 5月 29日（金）中国地方整備局「風水害対策訓練」参加
◦ 5月 29日（金）防災教育、三次市市民ホール
◦ 6月 2日（火）道路橋メンテナンス技術講習会（〜 4日（木）
）
◦ 6月 3日（水）第3回道路委員会
◦ 6月 5日（金）道路橋メンテナンス現地研修
◦ 6月 7日（日）防災訓練、梅林学区
◦ 6月 8日（月）研修講師派遣 中国地方整備局（〜 19日（金）
）構造物設計
◦ 6月 10日（水）第2回河川委員会
◦ 6月 18日（木）まち（三篠）のやさしさ（ユニバーサルデザイン）三篠小学校
◦ 6月 19日（金）防災教育、安佐北区高陽公民館
◦ 6月 23日（火）第3回地域計画委員会
◦ 6月 24日（水）第2回技術部会・技術委員長合同会議
◦ 6月 26日（金）第1回業務部会
◦ 6月 30日（火）第1回総務部会・県委員長合同会議
◦ 7月 1日（水）第4回道路委員会
◦ 7月 9日（木）第1回役員会
）基礎技術研修Ⅰ
◦ 7月 10日（金）研修講師派遣 中国地方整備局（〜 14日（火）
◦ 7月 14日（火）研修講師派遣 中国地方整備局建設生産システムⅡ研修
◦ 7月下旬〜		研修講師派遣 国土交通省松江国道事務所
				 （〜 11月下旬）橋梁設計に関する研修
◦ 7月 16日（水）第1回港湾委員会
◦ 7月 16日（木）マネジメントセミナー
◦ 7月 22日（火）第3回河川委員会
◦ 7月 22日（水）第4回地域計画委員会
◦ 7月 26日（日）クリーン太田川参加
◦ 7月 30日（木）中国地方ブロック意見交換会
◦ 8月 5日（水）第5回道路委員会
◦ 8月 21日（金）第1回防災講演会
◦ 8月 24日（月）研修講師派遣 中国地方整備局道路管理Ⅱ研修
）中級Ⅱ講座
◦ 8月 24日（月）研修講師派遣 広島県（〜 25日（火）
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◦ 8月 26日（水）研修講師派遣 中国地方整備局道路管理Ⅱ研修
◦ 8月 26日（水）第5回地域計画委員会
◦ 8月 27日（木）GIS講習会（〜 28日（金）
）
◦ 9月 1日（火）災害時対応演習
◦ 9月 2日（水）第6回道路委員会
◦ 9月 9日（水）第4回河川委員会
◦ 9月 11日（金）第2回構造委員会
◦ 9月 15日（火）第2回業務部会
◦ 9月 17日（木）第2回港湾委員会
◦ 9月 30日（水）第6回地域計画委員会
◦10月 1日（木）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
◦10月 2日（金）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
◦10月 2日（金）第2回防災委員会
◦10月 7日（水）第7回道路委員会
◦10月 8日（木）第1回独占禁止法に関する特別委員会
◦10月 15日（木）加盟会社の経営分析説明会
◦10月 15日（木）第3回港湾委員会
◦10月 20日（火）建設関連5団体共催独禁講習会
◦10月 21日（水）防災教育、安佐南区安東公民館
◦10月 22日（木）現場見学会
◦10月 26日（月）RCCM登録更新講習会
◦10月 26日（月）研修講師派遣 国土交通省三次河川国道事務所設計照査他
）構造物設計Ⅱ
◦10月 26日（月）研修講師派遣 中国地方整備局（〜 30日（金）
◦10月 27日（水）河川講習会
◦10月 28日（火）第7回地域計画委員会
◦10月 28日（水）技術委員会／品質セミナー“エラー防止のために”
◦10月 29日（木）広島県意見交換会
◦10月 30日（金）PC技術講習会
◦10月 31日（土）第7回フットサル大会
◦11月 4日（水）中国地方整備局「地震・津波対策訓練」参加
◦11月 4日（水）第8回道路委員会
◦11月 5日（木）第51回ゴルフ大会
◦11月 6日（金）土研新技術ショーケース2015in広島
◦11月 6日（金）大切なまち（三篠）の環境 三篠小学校
◦11月 8日（日）RCCM資格試験
◦11月 8日（日）防災教育、佐伯区五月ヶ丘4丁目「防災を考える会」
◦11月 11日（水）中国地方整備局意見交換会
◦11月 12日（木）研修講師派遣 岡山県委託成果品の検収について
◦11月 17日（火）研修講師派遣 中国地方整備局砂防計画研修
◦11月 20日（金）第1回JCCA中国編集会議
◦11月 21日（土）工事見学会 大山砂防
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◦11月 24日（火）岡山県意見交換会
◦11月 25日（金）広島市意見交換会
◦11月 25日（金）第8回地域計画委員会
）
◦11月 27日（金）建設技術フォーラム2015in広島（〜 28日（土）
◦11月 28日（土）中国地方学生フォーラム支援（中国地方学生協同（〜 29日（日）
）
◦11月 30日（月）CIMの動向と関連情報講習会
◦12月 2日（水）第9回道路委員会
◦12月 3日（木）第3回防災委員会
◦12月 4日（金）港湾関連技術講演会
◦12月 4日（金）第4回港湾委員会
◦12月 9日（水）第3回技術部会
◦12月 10日（木）第5回河川委員会
◦12月 11日（金）第2回総務部会
◦12月 11日（金）第50回ボーリング大会
◦12月 11日（金）第3回構造委員会
◦12月 18日（金）研修講師派遣 国土交通省倉吉河川国道事務所道路技術講習
◦ 1月 4日（月）官民合同新年互礼会
◦ 1月 23日（土）まちトーク2016スポーツとまちづくり
◦ 1月 26日（火）第2回役員会
◦ 1月 27日（水）鳥取県意見交換会
◦ 1月 28日（木）研修講師派遣 国土交通省倉吉河川国道事務所橋梁設計に関する講習
◦ 2月 10日（水）研修講師派遣 国土交通省三次河川国道事務所鋼上部工構造細目講習
◦ 2月 24日（水）第2回防災講演会
◦ 2月 26日（金）第3回業務部会
◦ 3月 11日（金）本部・中国支部との意見交換会
◦ 3月中旬			
JCCA中国vol. 44発刊

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
この中国支部の広報誌は、JCCA中国 vol.38の発行から中国支部ホームページにPDF版にて
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
中国支部の広報誌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

私自身、今年度から編集委員の大役を仰せつ
かり、無事に「JCCA中国44号」が発刊される
ことができて安堵しているところです。編集に
あたっては、多くの方々からの投稿等ご協力を
頂き、誠に感謝している次第です。今後も、本
誌上にて多くの情報提供、連載投稿等よりよい
「JCCA中国」にしていけるよう努力してまい
りますので、引き続き皆様方のご協力のほど宜
しくお願いいたします。
昨年2015年は、いろいろな出来事がありま
した。政治で言えば安保法案の強行採決、事件
では、フランスパリの連続同時多発テロで多く
の犠牲者が出ました。また、自然・災害で言え
ば、至る所で地震が頻発し、多数火山の噴火、
鬼怒川の堤防決壊による浸水被害と散々な一年
でした。建設業界に関連したところでは、北陸
新幹線長野−金沢開通、首都高速中央環状の全
線開通、震災以降初めての原発稼働（川内原
発）、マンション等杭のデ－タ改ざんといろん
なことがありました。

■「 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
山
中
下
矢
俵

山
野
上
中
室
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）
正 人 （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）

私事で言えば、昨年8月から広島勤務（単身
赴任）となり、結婚後初めての単身生活を満喫
（？）しています。最も大変なのは、やはり食
事で転勤後の健康診断では、中性脂肪が急上昇
して、驚きと同時に対処方法を模索していると
ころです。
2016年はどんな年になるのでしょうか。
我々建設コンサルタント業界も厳しい現実が待
っていると思われます。新設の大型公共事業は
めっきり減り、変わってインフラの維持管理業
務、防災・減災に関する業務が増えてきていま
す。今後、建設コンサルタント業界は、インフ
ラを如何に長く使えるように維持管理していけ
るか、また災害にどう向き合っていくかが、大
きな仕事になると思います。その意味では、
様々な御意見や情報提供等本誌が少しでも協会
員のお役に立てるよう努力して行きたいと思い
ます。
（M．Y）

「 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
Ｈ28. 3 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
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支部日誌
事務局からのお知らせ

・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)
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日本シビ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

崎

地

質

㈱

中

国

支

店

ヒ

ロ

コ

ン

㈱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

央
国
長

開

発
開
大

㈱
発
広
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表紙写真説明（三成ダム：みなりだむ、所在地：島根県奥出雲町）写真提供：土木学会中国支部選奨土木遺産選考委員会

三成ダムは、建設省島根砂防工事事務所が昭和27年に着工し昭和29年に完成した、わが国における最初期の本格的なアーチダム（両岸重力式ダム）
である。堤高32.5m、堤長109.7m（アーチ部54.7m、重力部55.0m）。昭和33年には島根県に管理を移管した。多数の設計図書（図面、設計計算書、
工事写真）が残されているとともに、大規模な改修もなされておらず、当初の形態を良く留めている。

平成28年３月１日現在（50社）
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