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表紙写真説明（「水田鏡」第８回建コンフォト大賞最優秀賞　撮影者：岡山県　横田　直）
［撮影者のコメント］一年に一度だけ現れる田植え直後の水田鏡。この日は美しいひつじ雲の中を飛んで行くようにも見える井原鉄道をとらえることができました。
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巻頭言

建設分野における‘生産性改革’がいよいよ本格的
に動き出す。インターネットという世界的なインフラ
の出現により、第４次産業革命が経済や産業並びに雇
用等へ大きな影響を与える状況にある。18世紀後半
以降の水力や蒸気機関による工場の機械化をもたらし
た第１次産業革命、20世紀初頭の電力を用いた大量生
産である第２次産業革命、20世紀後半からのコン
ピューターなどの電子技術や情報技術を用いた高度な
オートメーション化である第３次産業革命、IoTやビッ
グデータ、AIやロボットによる生産性革命につながる
第４次産業革命が世界経済の注目の的となっている。
第４次産業革命では、産業のみならず、労働や生

活などあらゆる物事を根底から変える歴史的な革命
をもたらすものとみられている。その要因は大きく二
つである。

一つは、IoT及びビッグデータである。工場機械の
稼働状況から交通、気象、個人の年齢や健康状況ま
で様々な情報がデータ化され、それらをネットワーク
で繋げてまとめた情報を解析・利用することで様々
な生産支援やサービスの提供、既存の資源・資産の
効率的活用を促し、新たな付加価値を生み出すこと
となるであろう。

二つ目は、AIやロボットの普及。IoTやビッグデー
タにより、コンピューター自らが学習し、一定の判断
を行うことが可能となっている。加えて、ロボット技
術もさらに複雑でち密な作業が可能となり、３Dプリ
ンターの発展により省スペースで複雑な工作物の製
造も可能となっている。したがって、従来人間が行っ
ていたルーティン的な労働の補助・代替えなどが可
能となり、生産性の効率性が飛躍的に向上する可能
性が高いと言われている。
こうしたことから、政府が打ち出した「新しい経済

政策パッケージ（案）」においては、少子高齢化社会
においても持続的な経済成長（GDP600兆円の強い経
済の実現）を成し遂げるため、AIやロボットを活用し
た生産性革命と人材への積極的な投資を柱とする人
づくり革命を両輪とする施策に取り組んでいく方針
である。特に、生産性が伸び悩む分野での制度改革

の断行として、建設分野における取組を加速させる
方向である。
特に留意すべき点は、CIMモデルの活用である。

CIMモデルの活用による一貫した３次元データの活用
で、調査・測量から設計そして施工その後の維持管
理までの生産プロセスの各段階及びそれらに係る技
術者が変わったとしても、得られた情報が分断され
ることなく共有情報として活用されることで、結果
的に設計や施工段階等におけるプロセスでの品質向
上や生産性向上に繋がる点である。現状においては、
官民が持つ地図情報は統合・共有化され、カーナビ
など様々な情報提供サービスなどに普及し、効率化
や生産性向上に繋がっている。また、I-Construction
により土工関係においては設計から施工までのプロ
セスで効果も上がっている。

今後は、地図情報・地盤情報、紙ベースでのイン
フラ台帳や点検データなどあらゆる情報（ビッグデー
タ）をコモン・モデリング・データ（CMD）として共
有し、集約されたデータからニーズに合わせた３次
元モデルを自在に作成し、各生産性プロセスにおい
て活用することで生産性が大きく向上される。少子
高齢化社会で建設関連の担い手を確保しにくい我が
国においては、大きな利点が得られると想像される。
また、これらCMDをAIによる解析と組み合わせる

ことで、老朽化予測に基づくアセットマネジメントや
地震時における構造物の倒壊シミュレーション、洪水
氾濫シミュレーションでは被害想定などにも活用可能
となり、防災・減災にも大きな効果が期待される。
但し、これらについては、建設業を始めメーカーや
他業種などすべての産業の新たなサービスの拡大に
もつながる。

安全・安心社会の構築への寄与は、我々、建設コ
ンサルタンツ協会員の重大な使命です。発注者に事
業量の要望を行うだけでなく、我々が率先してIoTや
AIといった第４次産業革命による技術革新を取り入
れることで、生産性向上につなげるとともに、地域
創世を考慮した国土強靭化に向けた建設コンサルタ
ントとして活躍することを祈念する次第である。

生産性改革にむけて

（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部

副支部長　小　谷　裕　司
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はじめに
中国支部のみなさま、隣接支部である九州支

部からのメッセージ機会を頂きありがとうござ
います。また、日頃から九州支部の活動に多く
のご支援を賜りまして御礼申し上げます。
われわれの先輩技術者が英知を集めた土木構

造物である橋梁とトンネルで実線上でも中国地
域と繋がっている九州支部は、各県下に県部会
を設置し会員総数149社を抱えています。また、
来年には支部創設50周年を迎えます。域内本
店の地域コンサルタント（95社）並びに域外本
店の広域コンサルタント（54社）が、企業活動
の個別現場では公正かつ厳しい競争を行いつつ
も、支部全体としては中国支部と同様に、各企
業の垣根を越えた会員相互の連携を図り、関係
する諸機関や他団体、地域の皆様と一緒になっ
て、専門技術を活用してより安全で安心な国土
形成と地域の持続的発展に寄与することを目的
に、切磋琢磨しながら楽しく活動しています。

主人公は「人」
九州支部の目玉の活動としては、本項タイト

ルの「夢追人」にも通じる気がしていますが、「夢
アイデア事業」がございます。この事業は、地
域の整備にもっと貢献したい、公共事業への正
当な評価と失われつつある夢を取り戻したい、
そんなまちづくりへの想いを持った建設コンサ
ルタント技術者有志が集まり、平成14年にス
タートした一般公募の「まちづくりの夢」「あっ
たらいいなの夢」を提案者と協同で実現化して
いく事業です。いわば、まちづくりの「夢」を「追」

う「人」々を支援する事業ですが、今では建設
コンサルタント事業の戦略的広報の色彩も併せ
持っています。中国支部で盛んな学校現場への
出前授業が次世代の担い手育成とともに持って
いる意義と、その目的を同じくした活動です。
急速に進む少子・高齢化社会の中で、待った

なしの社会資本老朽化対策や、大規模災害に
よって言語に絶する甚大な被害が多発する昨
今、その備えとして職業人たる建設コンサルタ
ント技術者がモチベーションを高く維持し、技
術的に向上し続けていく為には、後方支援の意
味でも戦略的な広報活動が不可欠だと考えてい
ます。これらの活動が、担い手の連続的入職と
就労継続に繋がって行く筈です。日本再興戦略
のもとで、働き方改革、生産性革命が叫ばれて
います。人の働き方、人の生産性をターゲット
にしているのですから、当然ながら主人公は
「人」です。確かに、進歩著しい測定機器・機
械群は現場業務を助けてくれますし、人工知能
は深層学習を重ねることで感性とも呼べる域ま
で進化していく可能性もあります。しかし、地
域・国土を守り、そこに暮らす人々の人間らし
い生活を守るのは、機械ではなくわれわれ技術
者としての人です。支部活動は、建設コンサル
タント技術者の人づくりの場という色彩を強く
持っているといえます。個社内で独自に取り組
むよりも、違う組織風土の中で育った他社の社
員と共に行動する中で生じる科学反応は、技術
者の効果顕著な成長促進剤となります。
加えて、足元では、今まで「先送りの誘惑」

に負け続けてきた労働時間縮減の課題に、協会

変革の風を共に西から

（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部

支部長　福　島　宏　治

九州支部からのメッセージ
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全体を挙げて、また各支部毎にも意見交換会の
場等を活用する形で正面から対峙して、発注機
関の理解を得ながら歩を進めているところで
す。残念ながら各企業個別では解決が難しい課
題について、業界を挙げての取り組みを行って
います。特に、隣接する支部における成果は勢
い伝播しやすく、中国支部の活動の波及効果を
受けて九州支部でも力を入れて動いています。
話は少し逸れますが、昨年のノーベル経済学

賞は、ご存じのとおり異端の経済学といわれ続
けた行動経済学分野が受賞しました。肝は、人
間は従来の行動を変えるように「ナッグ（しつ
こく文句を言う）」されたときよりも、「ナッジ
（肘で軽く突く）」されたときの方が、ずっと良
い結果が出ている、という研究です。きっと、
支部活動としての学校現場に出向いてのナッジ
が次世代育成以外にも、足元の現役世代の成長
にとって大きな成果を生んでいくものと期待で
きます。また、隣の支部情報という形でのナッ
ジが、業界全体の企業行動を誘発してくれてい
ます。

環境・社会・ガバナンス
最近ESGという言葉を経営の現場で耳にする

機会が増えました。環境（Environment）、社会
（Social）、ガバナンス（Governance）が企業 
の長期的・持続的な成長の為には必要だという
考え方が世界的に広まってきているようです。
古くはCSR（社会的責任：Corporate Social 
Responsibility）と表現された時期もありました
が、この意味では、われわれ建設コンサルタン
ト事業者は、その存在そのものがESGを常に体
現した産業です。環境に配慮しつつ、限られて
制約条件の多い投資環境の中で、社会的付加価
値をいかに上げるかという課題に対して、日々
知恵を絞る業界です。この悩む楽しさ、そこか
ら生まれるやりがいを次世代につなげていくこ
と、そして産業としての社会的認知を得ること
が、協会活動の要諦とも言えるでしょう。
「歴史とは現在と過去との対話である」とい
う至言があります。経験の蓄積と継承によっ
て、機能性、安全性、利便性などを高めていく

工学手法を駆使する土木の世界において、モノ
とコトの両方を対象に、過去と対話しながら現
在を把握し、未来を創造する楽しい職業人が建
設コンサルタント技術者だと思っています。そ
の為にも地域の活性化がより一層重要になって
きます。つい150年前までは違う国として異な
る歴史を持つ各地域の力が向上すれば、必然的
に日本全体の力も上がります。国民の総幸福量
も増加する筈です。〇〇ファースト的な、中央
集権的な総取り施策ではなく、最適な分配の仕
組みを提案し、国土の均衡ある発展の基本施策
の提案を成果品として供給し続けること、その
為の地域目線の社会的活動と、地域企業の永続
性を確保する為の予算措置支援行動等が建設コ
ンサルタンツ協会の支部活動だと思ってい 
ます。

変革の風を共に西から
建設コンサルタントを取り巻く事業環境は、

複層的技術連携の重要性が増大し、従来の土木
領域を超えた新結合が必須命題になってきてい
ます。施工セクター、製造セクターは当然なが
ら、加えて社会科学、金融工学、法律等の今ま
で縁遠かった領域との技術連携が社会的要求事
項となってきました。元旦の日経新聞一面の見
出し「溶けゆく境界、もう戻れない」は、現在
のビジネス環境を良く表現していました。他業
界との共同歩調や、各フォーラムを通じての相
互理解と協調行動が協会活動の中でも比重を増
してきています。会員のみなさまにおかれて
も、積極的な参加をお願いいたします。
また、技術革新の加速化は、技術変化（陳腐

化・同質化）の速度を上げることから、企業経
営上の観点から見た人的資本投資の回収期間が
短期化し、もって有効年齢も上昇すると考えら
れることから、生涯現役という新たな日本的雇
用形態が生じる可能性すら見えてきています。
職業的専門家集団である建設コンサルタント会
社は、その先鞭となりうる下地を十分に備えた
産業であり、その為の飽くなき技術研鑽の機 
会提供が協会の新たな役割ともなって来るで
しょう。
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本稿は、テーマを問わない、という何でも業
務的特記条件に甘えて、日頃の想いを書かせて
頂きました。九州支部の個別活動報告は、割愛
させていただきましたので、コーヒーブレイク
時にでも九州支部HPに立ち寄っていただき総
覧頂ければ幸甚です。

明治維新の風は、中国を起点に、時に創造的
破壊を伴って西から吹きました。建設コンサル
タントの新しい変革の風もまた西から吹く予感
がしています。戌年の2018年が皆さまにとっ
て、災害の少ない明るい１年となりますよう
に、中国支部の更なる隆盛を祈念いたします。
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土木分野の方々とお話をしていますと、
「2020年以降はどうなるのでしょう？」という
話題になることがある。ピンときた方も居られ
るでしょう。いわゆる「東京オリンピック後の
景気はどうなるのでしょう」という質問で、「明
るい未来がありますね」とは正反対の意味の質
問であることが多い。私は経済学者でも占い師
でも無いので、「さあ、どうでしょうね」とだ
けしか答えられない。そのときにはいつも、次
のお話をして笑って済ますことにしている。
「ノーベル経済学賞受賞者らを集め、最先端の
金融工学理論を駆使することを謳い文句にした
ヘッジファンド会社が、1990年代に設立され
ました。でも10年足らずで破綻したのですよ。
ノーベル経済学者でも実際の経済の予想は分ら
ないようですね。」実際、景気にはいくつかの
要素が作用するので、予想は難しいようだが、
それに比べて「今から準備しなければ、2020
年以降は大変なことになりますよ」と確実に言
えることがある。その話題に転じると、誰もが
「そうですね」と言ってくれる。それは、この「夢
追人」で何度も取り上げられた少子化に伴う労
働者不足の問題である。ご存知の通り、「若者
の人口が現在より２割減少すると同時に、人口
の３分の１が65歳以上の高齢者」という2030
年問題が進んでいるのである。これが土木業界
に大きな影響を及ぼすことくらいは私でも言え
る。「では、どんな影響が出るのか？」につい
ても、思いつく範囲で良くないことを言ってい
れば、おそらく当たるに違いない。問題は、こ
の事態にどう対処するのか？である。今すぐに

対処しないと、業界全体の存続も危ないと考え
るのであるが、大学も同じである。学生の数が
少なくなることへの対処が必要になる、ではな
い。身に付けて欲しいと要求される知識と技術
が変わり、それに応じた教育の変革も必要にな
る？のである。ここでは、その変革について論
じて見たいと考える。
まずは、2030年問題を解決するキーワード

としての「第４次産業革命」から見て行きたい。
既にご存知の方も多いと思うが、話を展開する
ために言葉の意味を復習しておきたい。蒸気機
関の発明による生産の機械化という第１次産業
革命が生まれ、その後、電力によって大量生産
を可能にした第２次産業革命が起こった。コン
ピュータは、生産の自動化という第３次産業革
命をもたらし、そして第４次産業革命が始まっ
ている今に至っている。この革命を起こしてい
るのがIoT（Internet of Things）である。身の
回りの様々な「モノ」がインターネットに接続
され、情報交換することにで相互に制御し合う
仕組みである。ここに現れた言葉を、もし聞い
たことが無いという方が居られたならば、その
職場は2030年に深刻な危機を迎えることは間
違いない。なぜならば、“産業革命”と言われ
るのは、単なる生産形態の変化を意味するもの
ではなく、社会構造の変革を伴うことを言って
いるからである。第４次産業革命により、指示
を与えなくても機械が自分で考えて動くように
なる世界が実現する。土木分野が関係するので
すか？との質問も良く受けるが、IoTはビッグ
データや人工知能（AI：Artificial Intelligence）

第４次産業革命を見据えた人材教育
−Society5.0に向けての教育を考える−

岡山大学大学院  環境生命科学研究科

教 授　西　山　　　哲

大学からのメッセージ
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を扱うツールでもあると聞けば、お分かりにな
るであろう。さらに重要なのは、この産業革命
が起こす構造変革を特徴としたSociety5.0とい
う社会が待っていることである。人類の歴史と
共に進化した社会を、狩猟社会、農耕社会、工
業社会、そして情報社会に分類し、それに続く
第５番目の社会をSociety5.0と言うのである
が、そこには業界が実現しなければならない世
界が明確に描かれている。まずは第１次産業革
命がもたらす社会構造の変化を成功させた国と
そうでない国が、植民地と被植民地に分かれた
史実は、何よりも忘れてはならない教訓であっ
たことを思い出していただきたい。第４次産業
革命も同じで、業界内で深刻な勝ち組と負け組
みに分かれる産業構造を作ると予想されてい
る。Society5.0を知らないという方々は、ぜひ
ともグッグ（Google）って頂きたい。その情報
は溢れんばかりにWebで見ることができる。
私もIoTに関連する研究に取り組んでいるこ

とから、昨年も、このSociety5.0をテーマとす
る講演会に数多く呼んでいただいた。講演会で
は、IoTの技術開発の状況から入るのであるが、
いつも感じてきたことがある。土木のIoT化と
言うと、ロボットが現場で走り回り、人工知能
がそれをコントロールしているかのような無機
質なイメージを持つ方が数多く居ることであ
る。まずこの考えを直してもらうことが講演の
テーマになることが多い。何かと言うと、
Society5.0 の目指す世界は、“人間中心”の世
界であるという認識を持ってもらうことであ
る。抽象的な話ばかりでは退屈なので、第４次
産業革命に伴う「改革」を実践している会社の
事例を一つ挙げてみたい。大分県にある従業員
数70名くらいの会社が、次の取り組みを実現
することに挑戦された：「子育て中のお母さん
が、手の空いた時間に仕事をする機会は作れな
いだろうか。」そのために「３次元土木図面の作
り方、読み方を勉強してもらえば、在宅勤務で
も仕事ができるのではないか。」と考え、未経
験者のお母さん方を集めてCADを勉強する講
習会を設けた。さらに、在宅勤務以外に「フレッ
クス制」や「お子さんと一緒の出社」など、子

育てと仕事が両立する職場環境も構築した。そ
の結果として、自治体あるいは国が発注するい
くつかのダム建設のプロジェクトにおいて、子
育て中のお母さん技術者が、設計から施工管
理、検査までの一連の工程で活躍する実績を挙
げることに成功している。これらの事例の詳し
くは、参考文献に挙げたWebを見ていただき
たい。会社の名前にちなんで「こいし小町」と
称されておられる女性技術者の方々の活躍であ
る。人手不足に悩んでいる方々には大いに参考
になるであろう、という問題提起をしたいので
はない。CADなどのツールを使って、“３次元”
という新たな付加価値を産み出す仕事に、未経
験者のお母さんが取り組んだことに注目してい
ただきたいのである。
“３次元”による仕事の改革、より明確には“生
産性革命”と称されている取り組みであるが、
i-Constructionの名前で国土交通省がさかんに
広報されている。これを知らない人は、さずが
に居ないであろう。“改革”という言葉を乱発
しているようで申し訳ないが、“２次元から３
次元”への視点の変換が行なわれており、その
データがIoTによって、いつでも、どこでも、
誰にでも提供される環境が整ってきているので
ある。私が学生の時には、烏口という墨で線を
描くツールを使って、３次元の対象物を２次元
で表現する製図の授業が必須であった。逆に言
えば、２次元の図面を見て、すぐに３次元をイ
メージできることが“即戦力”の技能であった。
しかしながら、今や３次元のものを３次元で描
くことができるハード技術が完備される時代で
ある。このハード技術の活用をいち早く導入し、
“複雑な物や工程でも、見て分かり易いものに
変える”ことを実践すれば、未経験者でも参入
できる仕事に変えることができる。これを「こ
いし小町」の方々が証明してくれたのである。
さらにこの改革を、大学教育の観点から眺めて
みたい。今では「正確に２次元に投影した図面
を描くこと」は必須ではなくなり、３次元のツー
ルを使いこなすテクニックが要求される時代に
なった。i-Constructionで言えば、ドローンを
使うことで起工測量のデータを簡便に取得でき
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るし、SFM（Structure From Motion）と言わ
れるソフトウェアを持てば、ボタン一つで自動
的に３次元モデルを作ってくれる。もちろん大
学の測量の授業でも、ドローンを使い始めてい
る。今後も、その普及を考えて、ドローン測量
のテクニックを習熟させていく必要があるので
あろうか。答えはノーである。私が関与してい
る授業では、三角測量を教える内容を徹底的に
強化した。三角形の一辺の長さとその両方の頂
点から観測した角度を使って、残りの頂点の座
標の値を求めるという、測量の基本原理を確実
に身に付けさせることにした。なぜなら、ドロー
ン測量が進化して自動化が進むほど、従来の測
量で用いられている基本知識が、精度管理をす
るのにより大切になるからである。“ドローン
を使って写真を撮影する”という作業を理論的
に解説すると、座標が既知の点と未知の点が作
る三角形の内角を測っていることと同じであ
る。それだからこそ、ピントが合っていない写
真が混ざると、角度の計測精度が劣化し、ひい
ては測量の精度が悪くなる。なぜ草木が画像中
に写っていると良好な測量精度が出ないのか。
撮影中に動くものが写る場合と、ピンボケ写真
が混ざることが同じであると言えるのは、三角
測量の原理が分っていないと言えない。ハード
は時代と共にいずれ陳腐化する。大事なのは、
どんなハードが出てきても惑わされない測量技
術を身に付けていることであろう。さらに授業
は、土木を専攻する学生だけでなく、工学系の
全学生に開放した。ドローンの普及と共に、さ
まざまな分野の人材が測量と携わる可能性が出
てくるからである。業界の人材不足が心配され
るなら、違う分野の専門技術者の参入を促す必
要があるからである。
別の例を挙げると、私が担当する１回生向け

の数学の授業を、数ヶ月かけてAIの知識を習得
させる内容に切り替えた。実際に、プログラミ
ングの勉強をするように切り替えたのか？これ
も答はノーである。あらためて多くの時間を割
いた内容は、関数のグラフを描く知識であり、
そのグラフの傾きから最大あるいは最小値を求
めるイメージを植えつけることである。計算は

すべて電卓を使う手作業で行い、それに慣れた
頃に、膨大な計算を素早く行なうツールとして
のAIを認識してもらう構成にした。要はこれま
での数学の授業で扱ってきた“最適化問題”を、
明確にAIと関連付けるように見直しただけであ
る。AIプログラミングのツールは、無料で開放
されている。今後も、どんどん進化したものが
Web上で開放されてくるに違いない。しかし基
本原理を身に付けていれば、自分が行ないたい
ことの“最適”なツールの選択に困らないであ
ろう。卒業論文では、技術者が蓄積してきたノ
ウハウをAIによって数値化させる事例も多く
なってきた。点検カルテを読み込ませることで
AIに斜面の健全性の判断を自動的にさせる研究
も、実際に学生に行なってもらっている。しか
しながら、AI教育で重要なのは、中学から高校
で勉強した数学に立ち返って、AIという思考の
流れを把握する術を身に付けてもらうことであ
る。そうなると、何でもかんでもAIが行なう世
界が来る、という都市伝説に惑わされることな
く、AIを使った処理は、何が得意で何が不得意
かを見極めることができるだろう。さらに、例
えば航空写真データから崩壊の危険性がある斜
面をAIに抽出させるツールを作ろうとすると
き、一体どんなデータをAIに提供すれば上手く
行くのか、のアイデアを出すことができるだろ
う。この授業も理工系全部の学生を対象に開放
した。AIによる土木分野の課題解決を体験して
もらい、異分野で学ぶ学生が本分野へ参入する
機会になれば、まさに狙いとおりである。
これまで述べたことは、政府が発表している

「未来投資戦略2017（平成29年６月）」に記載
されている「目指すべき社会像」を教育面から
具体化した例とも言える。すなわち「求められ
る能力・スキルが常に変化していく中、全ての
企業人が、それぞれのニーズに応じた“IT 
（Information Technology） 力”を身につけ、“IT
力”を活用した付加価値の創造を絶え間なく行
えるようになる」ことが必要だと謳っている内
容を具体化した試みである。業界において、「新
３K（：給与が良い、休暇が取れる、希望が持
てる）と言われる建設現場にする」スローガン
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が掲げられていることは、第４次産業革命が狙
う市場としての潜在性が大きいことを意味し、
それだけまだ“進化して行く余地”が大きいこ
との証である。
ここまで、2030年問題への対処法のいくつ

かを紹介した。結論は、「生産年齢人口が少な
くなるのが問題の本質ではない。業界が新しく
生まれ変わろうとしているのに、各会社はそれ
に対応できているのか。もし準備ができていな
いなら、それこそが最大の人材不足を生む原因
となるのでは。」ということである。民間会社
だけではなく、変わっていく社会で輝ける人材
を輩出する機関として、大学の使命感の重要さ
も、あらためて浮き彫りにされた。これまで言っ
てきたことの繰り返しになるが、内閣総理大臣
が主導する総合科学技術会議においても、 
「ICT（Information and Communication 
Technology） 技術のわかる人、使える人を地
方大学で育てる。」ことの重要性が提唱されて
おり、幅広い分野からの参入を可能にする構造
改革が行なわれようとしている。それに応じて、
強化するポイントを授業でも変えていることは
前述のとおりであるが、本質を見失わない教育
にはアプリケーションに触れさせることも必要
である。すなわち現場の体験である。この体験
学習の実践に、ぜひとも産学の方々のご協力を
お願いしたい。ただし新3Kを意識しすぎる余
り、お客さん扱いの現場は逆効果となることを

数多く見てきたのも事実である。就職に直結す
るための課外活動にしてしまうのも良くない
が、早くから実際に近い現場体験をさせること
は、いわゆる“３年くらいで辞める”ことを防
ぐ重要なことである。安全面の問題も解決して
の話になるが、私の経験では、現場の実作業を
体験する時間に比例して、学生の現場志向が強
くなっていく傾向になるのは間違いない。また
民間会社の方々には、現場体験の機会拡大を積
極的に拡げてもらうことを通じて、第４次産業
に向けての学の取り組みの最新情報を入手する
ようにもしていただきたい。人材不足は、どの
業界も同じように深刻である。いち早く、
2030年問題を解決する土木建設分野を実現さ
せる人材供給の助力ができれば幸いである。

１）第４次産業革命あるいはSociety5.0については
下記を参照
内閣府ホームページ：
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0117nk/
n16_2_1.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.
html

２）「こいし小町」に関しては、株式会社コイシに
関する下記を参照させていただきました。あり
がとうございました。
http://www.koishi.co.jp/recruit/staff.htm

【プロフィール】
西山　哲（にしやま　さとし）

1961年生まれ。大学卒業後、約15年の民間企業での勤務を経て、京都大学の
助手に採用される。2013年より環境生命科学研究科教授として岡山大学に勤務。
土木施工・維持管理あるいは防災・減災の分野で活用される計測手法の開発が 
主な研究テーマ。
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平成29年４月14日（金）、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47回中国支部
定時総会が開催されました。
平成28年度の事業報告、収支決算の承認に

引き続き平成29年度活動計画、予算案の報告
が行われました。
総会に引き続き、長年に亘り理事を務められ

た荒谷壽一氏に「感謝表彰」が、また、JCCA

中国編集委員として積極的に支部活動の取組み
をされた下紺裕人氏と厚生部会委員並びに業務
部会員として積極的に支部活動のとりくみをさ
れた安田隆男氏に「功績表彰」が小田支部長か
ら授与されました。
その後、協会本部の顧問の木谷信之氏による

「建設コンサルタントを巡る最近の動向」につ
いて特別講演が行われました。

平成29年度中国支部第47回定時総会

第47回定時総会　小田支部長の挨拶 第47回定時総会　木谷顧問の特別講演

◦第１回役員会
開催日：平成29年７月４日（火）
　　　　於：KKRホテル広島
内　容：⑴平成29度の中国支部の
　　　　　各部会活動について

◦第２回役員会
開催日：平成30年１月31日（水） 
　　　　於：KKRホテル広島
内　容：⑴第48回定時総会の開催日程について

⑵第48回定時総会の議案について

役  員  会
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役員、常設部会委員の異動

◦支部理事
 　　新　任 　前支部理事
株式会社荒谷建設コンサルタント 荒　谷　悦　嗣　← 荒　谷　壽　一

 　　新　任 　前支部理事
パシフィックコンサルタンツ株式会社 山　本　幸　弘　← 中　村　桂　久

◦総務部会委員
 　　新委員 　　前委員
株式会社エイト日本技術開発 宇　高　了　介　← 小　谷　浩　治

◦業務部会委員
 　　新委員 　　前委員
中電技術コンサルタント株式会社 金　本　　　満　← 林　　　喜代文
 　　新委員 　　前委員
株式会社建設技術研究所 西　岡　昌　秋　← 松　岡　利　一
 　　新委員 　　前委員
大日本コンサルタント株式会社 橋　本　尚　昌　← 小　川　直　樹
 　　新委員 　　前委員
株式会社ヒロコン 内　海　一　幸　← 中　田　　　武

◦厚生部会委員
 　　新委員 　　前委員
復建調査設計株式会社 村　上　欣　也　← 鈴　山　成　人
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◦第１回総務部会・県委員会合同会議
開催日：平成29年６月13日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：平成29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29年12月19日（火）
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48回定時総会の開催について

◦第１回独占禁止法に関する特別委員会
開催日：平成29年８月１日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：建設関連５団体独禁法講習会の開催について

会員行動計画書について

◦第１回中国支部HPリニューアル検討会
開催日：平成29年６月26日（月）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：本年度の予算確認

業者決定について
掲載コンテンツについて

◦第２回中国支部HPリニューアル検討会
開催日：平成29年９月１日（金）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：総コストの確認

サイト構成、編集権限について

◦第３回中国支部HPリニューアル検討会
開催日：平成29年10月27日（金）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：HPの現状説明

現状に対する意見交換
運用手順の検討

◦第１回JCCA中国編集会議
開催日：平成29年11月21日（火）
場　所：中国支部事務局
議　題：JCCA中国VOL.46の発刊について

◦第１回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年４月21日（金）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：WG活動内容討議

◦第２回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年６月23日（金）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：交流会詳細決定

生産性向上アンケート調査結果の紹介
リクルート用業界説明資料作成について

◦第３回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年８月２日（水）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：交流会現地見学会内容について決定

業務効率化表彰に関するアンケートを実施
土木学会イベント、パスタブリッジコンテスト準備

◦第４回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年９月13日（水）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：防災委員会出前講座の説明

交流会での発表内容確認

◦第５回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年10月17日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：交流会、建設技術フォーラム内容確認

◦第６回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年11月28日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：HP 運営方法等について説明

次年度活動内容についてアイデア出し

◦第７回中国支部若手技術者の会
開催日：平成29年12月21日（木）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：今年度活動報告及び次年度活動について

総務部会等の開催
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国土交通功労者表彰

平成29年度の国土交通功労表彰は、中国地方整備局の28年度事業を対象として、平成29年７月
20日（木）、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
受賞種別 受賞総数 内会員受賞数 会員比率（％）

優良業務請負団体局長表彰 18 14 77.8

優良業務請負団体部長表彰 3 2 66.7

優良業務請負団体事務所長表彰 39 32 82.1

計 60 48 80.0

優秀建設技術者局長表彰 20 16 80.0

優秀建設技術者部長表彰 3 2 66.7

優秀建設技術者事務所長表彰 34 29 85.3

計 57 47 82.5

合　計 117 95 81.2

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 業　務　名 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

局長表彰

株式会社片平新日本技研 鳥取西道路高江高架橋南
詳細設計業務 鳥取河川国道事務所

高 　 龍
田渕　智秀
渡辺　　彰
宮路健太郎
河野　良樹

45
49
56
36
52

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 斐伊川河川管理施設監理
検討業務 出 雲 河 川 事 務 所

中上　宗之
多田羅謙治
中土井佑輔
富澤　彰仁

49
47
29
33

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

復建調査設計株式会社 出雲地区測量設計業務 松 江 国 道 事 務 所

山野内寛和
矢木　一光
長迫　　操
坂口　哲也
石倉　誠之
景山　祐二

39
57
57
45
32
57

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

い で あ 株 式 会 社 平成27・28年度岡山東
部地区橋梁点検業務 岡 山 国 道 事 務 所

石山　正人
堀田　勝行
岩原　英司
草野　康祐
都関　雄介
岡田　光司

－
－
－
－
－
－

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株 式 会 社 ウ エ ス コ 国道54号橋梁補修設計
業務 三次河川国道事務所

田中　秀治
永見　英俊
川端　千秋
田淵　聡郎
野口　真一
山崎　弘明

44
50
50
42
53
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
担当技術者

株 式 会 社 長 大 鍵掛峠道路第５橋詳細設
計外業務 三次河川国道事務所

日髙　卓也
舘　　浩司
西村　一朗
松村　泰行
板井　達志
前野　達也
日高　　真

43
49
48
44
29
49
45

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

株式会社
エイト日 本 技 術 開 発

安佐南区緑井地区外補償
説明等業務 太田川河川事務所

村上　正彦
伊原　晴之
春名　眞吾
大草　　実

51
61
55
49

主任担当者
照査技術者
担当技術者
担当技術者

大日本コンサルタント
株式会社

海田地区橋梁詳細設計 
業務 広 島 国 道 事 務 所

田崎　賢治
大貝　和也
佐藤　秀雄
松尾聡一郎
松本　裕介
冨田　二郎
佐々木達夫
川崎　浩一
中村　正人
田中　翔太

49
56
57
45
53
42
45
46
31
27

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

中電技術コンサルタント
株式会社

長門俵山道路外測量設計
業務 山口河川国道事務所

錦織　真樹
吉森　　誠
渡部　和也
河島　陽平
川見　周平

－
－
－
－
－

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（局長表彰）
表彰区分 会　社　名 業　務　名 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

局長表彰

株式会社
福山コンサルタント

大井・萩地区外道路予備
設計業務 山口河川国道事務所

田中　一成
野口　英昭
須知　義之
岡本　憲治
大田健太郎
藤白　隆司
金　　亨竜
山本　英治

55
56
40
43
40
46
46
47

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
宇部建設コンサルタント 山口管内交安測量業務 山口河川国道事務所

黒瀬　大志
佐藤　信一
西村　敬行
長安　哲也

41
42
41
37

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

日 本 工 営 株 式 会 社 ダイオキシン精度管理業務 中 国 技 術 事 務 所

宮市　　哲
草場　浩平
山本　芳樹
福田　悠太

38
44
44
34

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

温 井 ダ ム 管 理 フ ォ
ローアップ検討業務
水源地環境センター・建
設環境研究所設計共同体

温井ダム管理フォロー
アップ検討業務 温 井 ダ ム 管 理 所

株式会社建設環境研究所

畔上　雅樹
田中　克幸
松川　芳樹

43
48
47

担当技術者
担当技術者
担当技術者

一般財団法人水源地環境センター

坂本　和雄
山本慎太郎
阿部　康紀
原　　俊彦

66
43
45
60

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 福山港整備効果検討業務 広 島 港 湾 ・ 

空 港 整 備 事 務 所

岩本　典丈
乗安　直人
厚井　恵子
日高　康之
森山　弘將
木下　真吾

－
－
－
－
－
－

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

◦『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 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

事務所長
表 彰

中電技術コンサルタント
株式会社

鳥取西道路標識詳細設計
業務 鳥取河川国道事務所

山本　研一
錦織　真樹
吉森　　誠
森井　紀裕
片山　大輔

－
－
－
－
－

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

鳥取西道路鹿野トンネル
南詳細設計業務 鳥取河川国道事務所

片山　　武
高根　　努
河田　皓介
今村　一基
西川　啓二

39
48
34
43
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
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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 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

事務所長
表 彰

株式会社
福 山 コン サ ル タント

倉吉管内道路行政マネジ
メント検討業務 倉吉河川国道事務所

小笹　俊成
吉田　郁美
森友　雅彦
大田健太郎
須知　義之
竹野　　剛
松本　　裕
徳本　英之
岩倉　幸司

45
38
46
40
40
45
45
40
38

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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

倉吉管内橋梁・横断歩道
橋点検対策業務 倉吉河川国道事務所

海野　達夫
松本　直樹
菖蒲迫正之
徳永　諭史
橋本　健史
羽守　紀幸
久保田真彦

61
46
45
36
23
53
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
担当技術者
担当技術者

い で あ 株 式 会 社 皆生海岸施設計画検討 
業務 日野川河川事務所

加藤　憲一
杉浦　幸彦
口石　孝幸
吉松健太郎
冨永　侑歩

－
－
－
－
－

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 菅沢ダム放流設備撤去計
画検討業務 日野川河川事務所

矢野　晶人
岡田　修治
丸山　眞弘
和泉　征良

42
65
60
25

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

出雲・頓原地区交安測量
設計業務 松 江 国 道 事 務 所

角　　義隆
松原　昌利
李　　宏樹
池田　健司
三島　知之
山本　喜洋

－
－
－
－
－
－

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

出雲・湖陵道路外補償説
明等業務 松 江 国 道 事 務 所

田村　成昭
齋藤　作夫
石井志津夫
御古　清文

－
－
－
－

主任担当者
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

多伎インター外交差点詳
細設計業務 松 江 国 道 事 務 所

神戸　信人
後藤　忠博
蔵下　一幸
黒木　正信
尾高　慎二
藤岡　亮文
村井　宏徳
内田　晶夫
吉岡多佳子

51
56
49
48
39
41
32
48
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
担当技術者
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

島根西部地域道路検討 
業務 浜田河川国道事務所

吉森　　誠
山本　研一
森井　紀裕
片山　大輔

－
－
－
－

管理技術者
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 業　務　名 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

事務所長
表 彰

株式会社
荒谷建設コンサルタント

浜田管内修繕測量設計業
務 浜田河川国道事務所

李　　宏樹
山本　　悟
松原　昌利
池田　健司
吉田　敏治
余村　英純
朝元　政貴

－
－
－
－
－
－
－

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

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

浜田管内橋梁補修設計業
務 浜田河川国道事務所

植村　　亮
白川　　修
亀田　晃一
東　　洋平
山時　　翔
山田　真寛

46
48
45
38
30
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
担当技術者

復建調査設計株式会社 三隅・益田道路設計検討
業務 浜田河川国道事務所

矢木　一光
平岡　敦彦
岡井　　洋
楢崎　　茂
野崎　康秀
大下　　 茂

57
48
53
43
42
46

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社建設技術研究所
平成28年度高梁川水系
河川整備計画変更検討 
業務

岡 山 河 川 事 務 所

福井　洋幸
福岡　泰斗
石原　　 聡
守田　健一

44
34
53
27

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株 式 会 社 ウ エ ス コ 平成28年度旭川水辺現
地調査（植物）業務 岡 山 河 川 事 務 所

森定　　 伸
中島　　 悟
白井　宏尚
野嶋　宏一
吉森　一道

46
56
47
52
29

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成28年度岡山河川水
文観測資料整理他業務 岡 山 河 川 事 務 所

長谷川　透
石原　邦弘
清水　伸好
塩入　康裕

－
－
－
－

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成28年度総社一宮バ
イパス外家屋調査業務 岡 山 国 道 事 務 所

御古　清文
齋藤　作夫
田村　成昭
石原　邦弘

― 
― 
― 
―

主任担当者
照査技術者
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

平成28年度岡山都市圏
交通円滑化検討業務 岡 山 国 道 事 務 所

尾高　慎二
後藤　忠博
土崎　　 伸
村井　宏徳
三ツ井勇人

39
56
37
32
27

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

復建調査設計株式会社 福山河川国道管内道路整
備効果検討業務 福山河川国道事務所

岩原　　 徹
森　三千浩
村山　　 圭
月退　良基
藤原　　 大
山崎　　 孝

38
36
39
23
36
63

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社建設技術研究所 福山修繕設計業務 福山河川国道事務所

光川　直宏
小林　　 茂
小倉　　 司
松本　崇志
河原崎雄介

44
56
48
34
32

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 業　務　名 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

事務所長
表 彰

応 用 地 質 株 式 会 社 福山トンネル点検業務 福山河川国道事務所

鳥居　　 敏
中西　昭友
土肥　　 清
阿久津文麿

49
53
47
61

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社片平新日本技研 鍵掛峠道路第６橋詳細設
計外業務 三次河川国道事務所

高 　 龍
田渕　智秀
安食　春夫
吉國　大介
川平　英史
楠元　崇志

45
49
53
44
41
27

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中電技術コンサルタント
株式会社

太田川流量観測精度向上
検討業務 太田川河川事務所

大森　嘉郎
小山　正之
天野　卓三
水上　雅嗣
山本　竜男
山本　泰督
鳥羽瀬　進

－
－
－
－
－
－
－

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

西部技術コンサルタント
株式会社

平成28年度八木八丁目
地区事業認定申請図書作
成業務

太田川河川事務所

武野　直樹
仲西　章孝
中山　哲也
小馬　弘至
森　　 貴義

44
65
48
44
42

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

シンワ技研コンサルタント
株式会社

広島西部山系緑井地区外
用地調査等業務 太田川河川事務所

杉原　大樹
井上　孝之
伊藤　隆史
土居　佑悟

38
53
52
35

主任担当者
照査技術者
担当技術者
担当技術者

中国開発調査株式会社 休山改良利水調査業務 広 島 国 道 事 務 所

本山　秀明
石井　岳男
山田　良一
高橋　祐貴

46
47
37
26

主任技術者
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 広島国道管内交通事故調
査検討業務 広 島 国 道 事 務 所

福富　浩史
粟生　啓之
神野　裕昭
吉岡　正樹
中原　圭太
尹　　 鍾進
服部　　 翔

53
34
54
44
34
49
26

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株 式 会 社 ウ エ ス コ 広島国道中部地区橋梁点
検業務 広 島 国 道 事 務 所

田中　秀治
川端　千秋
田淵　聡郎
野口　真一
山田　兼史

44
50
42
53
62

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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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 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

事務所長
表 彰

島 地 川 ダム 管 理 フォ
ローアップ 他 検 討 業
務 　 水 源 地 環 境セン
ター・八千代エンジニ
ヤリング 設 計 共 同 体

島地川ダム管理フォロー
アップ他検討業務 山口河川国道事務所

八千代エンジニヤリング株式会社

遠山　貴之
大脇　哲生
菊池　英明
大濱　淳司

36
43
55
45

担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

一般財団法人水源地環境センター

坂本　和雄
磯部　久貴
松ケ平賢一
加藤　　 岳

66
43
46
51

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
東京建設コンサルタント

温井ダムゲート設備修繕
設計業務 温井ダム管理所

梶山　　 誠
米村　省一
元井　高弘
鈴木　猛智
佐藤　　 毅

47
66
53
42
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
オリエンタルコンサルタンツ

中国管内道路啓開計画検
討業務 中国技術事務所

後藤　忠博
尾高　慎二
土崎　　 伸
河野　侑奈

56
39
37
24

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中 央 開 発 株 式 会 社 徳山下松港下松地区土質
調査

宇 部 港 湾 ・ 
空 港 整 備 事 務 所

井上　孝則
山本　紀之
稲垣　寛樹
橋本　祥司
前田　直也
杉原　普作

44
61
49
50
47
47

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

◦『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（部長表彰）
表彰区分 会　社　名 業　務　名 事 務 所 名 担当技術者

氏　名 年齢 立　場

部長表彰

復建調査設計株式会社 広島湾再生行動計画検討
業務 企画部

山本　裕規
高橋　俊之
吉木　健吾
大西　晃輝

48
42
31
28

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

沿岸技術研究センター・
い で あ 設 計 共 同 体

海域における浚渫土と転
炉系製鋼スラグの混合材
の利活用検討業務

港湾空港部

いであ株式会社

酒井　康彦
宮崎太一郎
山崎甲太郎
秋元　彩渚
河村　佳正

－
－
－
－
－

担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

一般財団法人沿岸技術研究センター

菊地　洋二
王丸　冬二
秋本　泰治

－
－
－

管理技術者
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

局長表彰

土 木 高 　 　 龍 株式会社片平新日本技研 鳥取西道路高江高架橋南詳
細設計業務 鳥取河川国道事務所

土 木 加 藤　 憲 一 い で あ 株 式 会 社 皆生海岸施設計画検討業務 日 野 川 河 川 事 務 所

土 木 中 上　 宗 之 株式会社建設技術研究所 斐伊川河川管理施設監理検討業務 出 雲 河 川 事 務 所

土 木 山野内寛和 復建調査設計株式会社 出雲地区測量設計業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 福 井　 洋 幸 株式会社建設技術研究所 平成28年度高梁川水系河
川整備計画変更検討業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 石 山　 正 人 い で あ 株 式 会 社 平成27・28年度岡山東部
地区橋梁点検業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 岩 原　　 徹 復建調査設計株式会社 福山河川国道管内道路整備
効果検討業務 福山河川国道事務所

土 木 田 中　 秀 治 株 式 会 社 ウ エ ス コ 国道54号橋梁補修設計業務 三次河川国道事務所

土 木 日 高　 卓 也 株 式 会 社 長 大 鍵掛峠道路第５橋詳細設計外業務 三次河川国道事務所

補 償 村 上　 正 彦 株式会社
エ イト 日 本 技 術 開 発

安佐南区緑井地区外補償説
明等業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 田 崎　 賢 治 大日本コンサルタント
株式会社 海田地区橋梁詳細設計業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 田 中　 一 成 株式会社
福 山 コ ン サ ル タ ン ト

大井・萩地区外道路予備設
計業務 山口河川国道事務所

測 量 黒 瀬　 大 志 株式会社
宇部建設コンサルタント 山口管内交安測量業務 山口河川国道事務所

土 木 錦 織　 真 樹 中電技術コンサルタント
株式会社

長門俵山道路外測量設計 
業務 山口河川国道事務所

土 木 宮 市　　 哲 日 本 工 営 株 式 会 社 ダイオキシン精度管理業務 中 国 技 術 事 務 所

港湾空港 岩 本　 典 丈 中電技術コンサルタント
株式会社 福山港整備効果検討業務 広島港湾・空港整備事務所

事務所長
表　　彰

土 木 山 本　 研 一 中電技術コンサルタント
株式会社

鳥取西道路標識詳細設計 
業務 鳥取河川国道事務所

土 木 片 山　　 武 株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

鳥取西道路鹿野トンネル南
詳細設計業務 鳥取河川国道事務所

土 木 小 笹　 俊 成 株式会社
福 山 コ ン サ ル タ ン ト

倉吉管内道路行政マネジメ
ント検討業務 倉吉河川国道事務所

土 木 海 野　 達 夫 株式会社
エ イト 日 本 技 術 開 発

倉吉管内橋梁・横断歩道橋
点検対策業務 倉吉河川国道事務所

土 木 矢 野　 晶 人 株式会社建設技術研究所 菅沢ダム放流設備撤去計画
検討業務 日 野 川 河 川 事 務 所

土 木 角　　 義 隆 株式会社
荒谷建設コンサルタント

出雲・頓原地区交安測量設
計業務 松 江 国 道 事 務 所
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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

事務所長
表　　彰

補 償 田 村　 成 昭 株式会社
荒谷建設コンサルタント

出雲・湖陵道路外補償説明
等業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 神 戸　 信 人 株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

多伎インター外交差点詳細
設計業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 吉 森　　 誠 中電技術コンサルタント
株式会社 島根西部地域道路検討業務 浜田河川国道事務所

土 木 李　　 宏 樹 株式会社
荒谷建設コンサルタント 浜田管内修繕測量設計業務 浜田河川国道事務所

土 木 植 村　　 亮 パシフィックコンサルタンツ
株式会社 浜田管内橋梁補修設計業務 浜田河川国道事務所

土 木 矢 木　 一 光 復建調査設計株式会社 三隅・益田道路設計検討業務 浜田河川国道事務所

土 木 森 定　 　 伸 株 式 会 社 ウ エ ス コ 平成28年度旭川水辺現地
調査（植物）業務 岡 山 河 川 事 務 所

測 量 長谷川　　透 株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成28年度岡山河川水文
観測資料整理他業務 岡 山 河 川 事 務 所

補 償 御 古　 清 文 株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成28年度総社一宮バイ
パス外家屋調査業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 尾 髙　 慎 二 株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

平成28年度岡山都市圏交
通円滑化検討業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 光 川　 直 宏 株式会社建設技術研究所 福山修繕設計業務 福山河川国道事務所

土 木 鳥 居　 　 敏 応 用 地 質 株 式 会 社 福山トンネル点検業務 福山河川国道事務所

土 木 高 　 　 龍 株式会社片平新日本技研 鍵掛峠道路第６橋詳細設計外業務 三次河川国道事務所

土 木 大 森　 嘉 郎 中電技術コンサルタント
株式会社

太田川流量観測精度向上検
討業務 太田川河川事務所

土 木 岡 田　 淳 平 株式会社
エ イト 日 本 技 術 開 発

広島西部山系鳴沢地区法面
対策工詳細設計外業務 太田川河川事務所

補 償 武 野　 直 樹 西部技術コンサルタント
株式会社

平成28年度八木八丁目地区
事業認定申請図書作成業務 太田川河川事務所

補 償 杉 原　 大 樹 シンワ技研コンサルタント
株式会社

広島西部山系緑井地区外用
地調査等業務 太田川河川事務所

地質調査 本 山　 秀 明 中国開発調査株式会社 休山改良利水調査業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 福 富　 浩 史 株式会社建設技術研究所 広島国道管内交通事故調査
検討業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 田 中　 秀 治 株 式 会 社 ウ エ ス コ 広島国道中部地区橋梁点検業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 後 藤　 忠 博 株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

中国管内道路啓開計画検討
業務 中 国 技 術 事 務 所

港湾空港 井 上　 孝 則 中 央 開 発 株 式 会 社 徳山下松港下松地区土質調査 宇部港湾・空港整備事務所

部長表彰 土 木 山 本　 裕 規 復建調査設計株式会社 広島湾再生行動計画検討業務 企画部
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦高　  龍 氏
年齢：44歳
職位：株式会社片平新日本技研

技術部長
趣味：野球観戦、スキー

◦受賞業務の概要と感想
本業務は、一般国道９号鳥取西道路　高

江高架橋南の詳細設計を行ったものであ
る。架設済の北側橋梁が先行供用されるた
め、本南側橋梁は近接施工に留意し、施工
計画を立案した。本橋は暫定供用時の付加
車線区間であり、暫定・完成の両供用形態
に対して幾何構造を満足する必要があっ
た。橋梁形式は鋼３径間連続非合成細幅箱
桁橋で、縦置きI形鋼格子床版を用いた。
本床版は支間が橋軸方向であり、幅員が約
13〜24mと10m以上変化する橋梁に対し
ても、主桁を３本のまま変えることなく配
置できる利点がある。現地の特徴に、地下

水脈を汲み上げ、周辺住民の方々が生活水
として利用していたことが挙げられる。本
橋と交差している地下水脈を確認するた
め、北側橋梁の計画時に、職人さんがL字
型のロッドを両手に持ってダウジングによ
り水脈位置を探していたのが印象に残って
いる。ハイテク化が進んだ時代の中、ダウ
ジングの光景が見られたことに少なからず
安堵を感じたのは、急激な変化に少し疲れ
ているからかなあ。最後に、業務全体を通
して、発注者様、諸先輩方に多くのご指導
を頂き、誠に有難うございました。ここ
に、感謝の意を表します。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦加藤　憲一 氏
年齢：58歳
職位：いであ株式会社
　　　常務執行役員　沿岸・海岸事業部長
趣味：映画鑑賞、野球（少年野球の指導）

◦受賞業務の概要と感想
このたび、弊社が担当した「皆生海岸施

設計画検討業務」に対して中国地方整備局
長より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、皆生海岸で実施されている離

岸堤、人工リーフやサンドリサイクルの機
能評価を行い、今後の対策案や施設改良案
を提案したものです。検討にあたっては、
３次元海浜変形予測モデル等の数値シミュ
レーションを適用して、施設背後の地形変
化や下手側海岸への影響について評価しま

した。また、これらの成果を皆生海岸技術
検討委員会に提出し、将来の施設整備の方
向性を示し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、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、日野川河川事
務所の関係者の皆様にはご指導・ご協力を
賜り、この場を借りて深くお礼を申し上げ
ます。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦中上　宗之 氏
年齢：49歳
職位：株式会社建設技術研究所
　　　大阪本社 水工部 部長
趣味：読書

◦受賞業務の概要と感想
この度は「斐伊川河川管理施設監理検討

業務」において、優良業務表彰・優秀技術
者表彰をいただきまして誠に有難うござい
ます。本業務を遂行するにあたり、出雲河
川事務所の御担当調査職員の皆さま方に
は、さまざまな助言、御指導を賜わりまし
た。紙面をお借りして御礼申し上げます。
本業務は、河川管理施設（堤防、護岸な

ど）の点検結果に基づき、異状・損傷等の
程度の評価、原因把握、進行性や河川管理
に与える影響などを検討した上で、河川管

理施設監理案を作成したものです。業務遂
行にあたっては、広範囲におよぶ斐伊川水
系の河川管理をより効率的に進めて行くた
め、異状・損傷等の評価における人的なバ
ラツキの解消、異状・損傷発見時における
対応や判断の迅速化を目的としたツール
（損傷度を評価する表、対応フロー図、変
状連鎖図など）を提案しました。
今回の受賞を励みとして、今後も社会貢

献に向けて努力していきたいと考えてい 
ます。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦山野内　寛和 氏
年齢：39歳
職位：復建調査設計株式会社
　　　松江支社 技術課 係長
趣味：野球観戦、読書

◦受賞業務の概要と感想
この度は、「出雲地区測量設計業務」に対

し、中国地方整備局長より優良業務履行団
体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した。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皆
様に厚く御礼申し上げます。本業務は、出
雲・湖陵道路、湖陵・多伎道路、多伎・朝
山道路の３路線に渡る測量設計業務であり、
かつ事業促進にむけて幅広く資料作成を
行ったものです。業務を遂行し、事業促進
に貢献できたと考える点を挙げます。①出
雲・湖陵道路、湖陵・多伎道路の事業認定
図書作成において、年度内告示が必達目標
とされる中、効率的かつ迅速に対応するた

め、社内体制を整え集中的に取り組み達成
できた点、②事業工程上クリティカルであ
る工区において、新たに地すべり対策工事
の追加が必須条件となった中、工程遅延を
回避する対策案を立案した点、③３路線の
施工状況を反映し、今後の円滑な工事展開
とコスト縮減を目指した土工配分の再検討
を行い、効率的な展開を具現化ができた点
があり、主にこれらが評価していただけた
ものと考えます。今後はこの表彰を大きな
励みとし、技術力向上に向けた自己研鑽に
努め、社会資本整備に貢献していきたいと
思います。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦福井　洋幸 氏
年齢：44歳
職位：株式会社建設技術研究所
　　　大阪本社 河川部 グループリーダー
趣味：出張（日本酒・水産物・特産品）

◦受賞業務の概要と感想
この度、「平成28年度高梁川水系河川整

備計画変更検討業務」に対し、中国地方整
備局長より優秀建設技術者表彰（業務）を、
岡山河川事務所長より優良業務履行団体表
彰を賜りました。本業務を遂行するにあた
り、岡山河川事務所職員の皆様には様々な
御指導、御支援を頂きました。この場をお
借りして、心より御礼を申し上げます。
本業務は、「高梁川水系河川整備計画【国

管理区間】」について、①流域の社会情勢
変化を踏まえた進捗点検評価、②減災の観
点からの整備内容評価、等に基づき、河川
整備計画（変更）の策定に資することを目
的としたものです。これまで行ってきた

様々な観点からの評価・検討結果、学識者・
地域の皆様からのご意見をもとに計画の変
更案を作成し、「明日の高梁川を語る会」
等での審議を踏まえ、平成29年６月26日、
無事変更策定に至ったものです。
高梁川は、私が入社以来関わり続けてい

る「MY River」のひとつであり、同河川で
高い評価を頂いたことは、非常に大きな喜
びと自信になりました。ひとえに、当部若
手技術者の支えと事務所職員の皆様との
チームワークの賜物と思っております。こ
の受賞を励みに、さらに技術者としての資
質向上に努めて参ります。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦石山　正人 氏
年齢：44歳
職位：いであ株式会社
　　　中国支店 陸圏部 部長
趣味：スポーツ観戦

◦受賞業務の概要と感想
この度は、「平成27・28年度岡山東部地区

橋梁点検業務」に対し、中国地方整備局長よ
り、優秀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す。業務期間
中、ご指導いただきました岡山国道事務所の
皆様には、心より厚く御礼を申しあげます。
本業務は、岡山国道事務所岡山維持出張

所・津山出張所管内の橋梁定期点検36橋、
第三者被害予防措置点検38橋、横断歩道
橋定期点検９橋や詳細調査などを行ったも
のです。特に主桁等腐食が著しいJR跨線
橋では緊急点検や補修の提案を行い、また

現場では維持業者と一緒に調査・応急措置
を実施し、短い期間で効率的な対応が行え
ました。業務全体を通じて、発注者との密
なコミュニケーションや社内担当者による
努力・チームワーク、また、現場作業では
事故無く円滑に業務を遂行できたことを評
価していただいたと思っております。
今回の受賞を励みに自己研鑽を重ね、社

会資本の整備や維持管理に微力ながら貢献
していきたいと考えています。今後とも皆
様方のご指導、ご支援を賜りますようお願
い申し上げます。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦田中　秀治 氏
年齢：44歳
職位：株式会社ウエスコ 広島支社
　　　構造設計課 課長代理
趣味：ソフトボール、料理、家庭菜園

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が担当した「国道54号橋

梁補修設計業務」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建設技
術者表彰を賜りましたことは、この上ない
喜びであり、光栄に存知あげます。この場
をお借りして、業務を通してご指導いただ
いた三次河川国道事務所の職員様ならびに
関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。
本業務では、国道54号の20橋を対象に、

橋梁補修設計、耐震補強設計を実施しまし
た。補修設計では、現地状況を確認して判

定区分の再評価を行うだけでなく、凍結防
止剤の散布など地域特性や施工年代を考慮
した調査・設計を行いました。また、跨線
橋の耐震補強設計では、JRとの離隔を考
慮した工法として、基礎補強時のJRへの
影響を照査しました。
最後になりますが、今回の栄誉に恥じぬ

よう自己研鑽に励み、良質な社会資本整備
に微力なかがら貢献したいと考えておりま
す。また、まだまだ若輩ですので一層のご
指導・ご支援を賜りますようお願いします。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦岩原　　徹 氏
年齢：38歳
職位：復建調査設計株式会社
　　　総合計画部 道路計画課 課長補佐
趣味：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「福山河

川国道管内道路整備効果検討業務」に対し、
中国地方整備局長より優良建設技術者表彰
ならびに、福山河川国道事務所長より優良
業務請負団体表彰を賜り、身に余る光栄と
心から感謝しております。業務遂行にあた
り、御指導・御協力を頂きました福山河川
国道事務所の皆様、ならびに関係者の皆様
には、厚く御礼申し上げます。
本業務は、管内直轄国道における現況交

通課題の把握・分析を行い、現在進行中の
事業や今後進めるべき事業の整備効果の検
討・分析を行ったものであり、整備効果検
討の際、企業ビッグデータ等の新たなデー

タを活用し、道路整備が地域経済に与える
影響について詳細な把握・分析の実施、ま
た、今後進める事業の優先順位検討の際、
交通シミュレーション構築による将来渋滞
状況の可視化など、新たな取り組みを提
案・実施したことに加え、発注者要望に対
して迅速に対応するだけでなく、技術者と
して共に考え、議論をし、より良い成果を
目指す姿勢で、業務を遂行したことが高評
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

己研鑽と技術力向上に努め、これからの社
会資本整備に貢献できるよう、日々精進し
て参ります。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦日高　卓也 氏
年齢：43歳
職位：株式会社長大
　　　第二構造事業部 構造技術１部 部長
趣味：サッカー（シニア）

◦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５橋詳細設計外業務」に対し、中国
地方整備局長より優良業務及び優秀建設技
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、急峻で崩落性の高い斜面を控

える山岳部に計画される橋梁について、基
準や仕様が変更になった点を整理し、橋梁
予備修正設計と橋梁詳細設計、仮設構造物

設計を行ったものです。熊本地震を踏まえ
た耐震設計上の留意点などを踏まえ、斜面
崩落のリスクなどに対し、冗長性の高い
PC3径間連続ラーメン箱桁橋を選定し、維
持管理の確実性や施工性の向上、コスト縮
減等に対し積極的に取り組んだことが高い
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、業界全体の課題となっている技術の
継承や人材の育成にも取り組み、信頼性が
高く持続性のある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
❖中国地方整備局長表彰
◦村上　正彦 氏
年齢：51歳
職位：株式会社エイト日本技術開発
　　　計測補償事業部 部門長
趣味：釣り、カラオケ

◦受賞業務の概要と感想
この度は弊社が担当しました「安佐南区

緑井地区外補償説明等業務」に対し、中国
地方整備局長より優良業務表彰ならびに優
秀建設技術者表彰を賜り、誠にありがとう
ございました。また、業務を通してご指導
をいただきました太田川河川事務所の関係
者の皆様に厚く御礼申し上げます。
本業務は、広島西部山系直轄砂防事業に

伴い、用地取得等の対象権利者に対し、補
償内容等の説明を行ったものです。業務に
あたっては、砂防事業の内容、各権利者が
受ける補償内容、各権利者の実情などを十
分に把握し、位置図や測量図面などを用い
て公平な資料提示と平易な表現での説明を

実施し、相手方に理解していただけるよう
努めました。
権利者からの多岐に渡る要望事項や相続

未処理の土地など生じた問題に対して、迅
速な検討と提案を発注者と受注者が一体と
なって取り組みながら、これらの課題を短
期間で解決できたことが評価されたものと
考えております。
今後はこの表彰を励みに人々が災害に負

けず安全・安心して暮らせるよう、社会資
本整備の一助として貢献するため、より一
層の技術の研鑽と皆様に信頼されるよう真
摯な対応に努めていく所存です。ありがと
うございました。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦田中　一成 氏
年齢：56歳
職位：株式会社福山コンサルタント
　　　中四国支社 計画設計グループ 部長
趣味：読書

◦受賞業務の概要と感想
受賞業務は、平成28年度　大井・萩地

区外道路予備設計業務になります。
まず、受賞に際し、発注者であり、多く

の助言、指導いただきました山口河川国道
事務所　計画課の皆様に深く感謝申しあげ
ます。また、ほぼ１年という長い期間、真
摯に業務に取り組んでくれた同僚に感謝し
ます。この業務には、山陰道「大井〜萩」
と「木与地区」の２区間が含まれていまし
た。特に「大井〜萩」は、世界遺産から見
える道路景観とルート計画について、「木
与地区」は、道路防災事業として新規事業

化実現に取り組みました。この「木与地区」
は、「一般国道191号　木与防災」で平成
29年度に新規事業化しましたが、道路を
山陰道の一部として活用するという事業化
の新しい事例にもなりました。この新規事
業化は、何年もの間この路線の業務に取り
組んでこられた多くの建設コンサルタント
技術者の積み重ねの上に果たせたと強く実
感しております。今後も、この受賞に恥じ
ないよう引き続き努力したいと思いを新た
にしました。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦田崎　賢治 氏
年齢：49歳
職位：大日本コンサルタント株式会社
　　　インフラ技術研究所 副研究所長
趣味：釣り、ゴルフ

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「海田地

区橋梁詳細設計業務」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頂き、誠にありがと
うございます。業務期間中、ご指導賜りま
した広島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、国道２号東広島バイパス・広

島南道路接続部の明神高架橋のうち、JR
を跨ぐ鋼２径間連続鋼床版箱桁橋の詳細設
計を行ったものです。暫定・完成形を考慮
し、隣接する国道及び県道の交差点計画を
行い橋脚位置や形式を決定するとともに、

JR上の架設計画や近接する道路、鉄道、
地下埋設物、用地等、厳しい現地条件に対
して、構造計画の根拠や複雑な施工計画
を、VR等を用いてできるだけわかりやす
い成果の作成に努めました。
今回の受賞を励みにより一層の自己研鑽

と将来を担う若手技術者の技術力やモチ
ベーションの向上に努め、後世により良い
社会資本ストックを残せるよう貢献してま
いりたいと思います。今後とも皆様方の御
指導、御鞭撻のほど、宜しくお願い申し上
げます。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦黒瀬　大志 氏
年齢：41歳
職位：株式会社宇部建設コンサルタント

測量部
趣味：釣り

◦受賞業務の概要と感想
この度は、「山口管内交安測量業務」に対

し、中国地方整備局長より優良業務履行団体
表彰ならびに優秀建設技術者表彰を賜り、誠
にありがとうございます。業務期間中、ご指
導賜りました山口河川国道事務所の関係者
の皆様に心より厚く御礼申し上げます。

本業務は山口河川国道事務所管内一円に
おいて、交差点改良及び自歩道整備等の設計
に必要な測量調査を行ったものです。作業は
管内に14箇所と広範囲に点在し、作業工種
は一般測量、交通量調査、水文調査と多岐に
わたる内容でした。このため、各工種に経験

豊かな技術者を配置し、適切な作業方法を提
案するとともに、柔軟な工程の組替えを行う
ことで、正確かつ迅速に対応しました。

今回の業務では作業プロセスにおける品
質管理の徹底や、工程報告などの情報共有
を発注者と緊密に行い、業務を円滑に遂行
するとともに、利用しやすい成果品を納品
できたことなどが高く評価されたものと考
えております。
この受賞を励みに、迅速かつ丁寧な対応

によりインフラ整備に貢献できるよう自己
研鑽と技術力の向上に努めてまいります。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦錦織　真樹 氏
年齢：43歳
職位：中電技術コンサルタント株式会社
　　　道路交通部 道路グループ グループ長
趣味：日帰りドライブ

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施した「長門俵山道路

外測量設計業務」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建設技術者
表彰を賜り、誠にありがとうございました。
本業務は、H31年度供用開始に向けた「長

門俵山道路事業」に関する測量設計業務で
あるとともに、「小月バイパス」、「栄橋」
など複数の改築事業に関する関係機関協
議、施工対応を実施する業務です。業務の
性格上、迅速性かつ正確性が求められると
ともに施工に直結する業務であるため現地
踏査、打合せのほか三者協議など施工業者
さんとの協議も並行して行うなど日々奔走
する一年間でした。

業務を遂行する上では、複数事業の現場
状況、工事進捗状況を勘案した上で誰に相
談し、判断頂くのが最も適切かを踏まえて
優先度をつけながら作業や検討、打合せを
迅速に対応したことが高い評価につながっ
たと考えております。
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できるよう努力すると
ともに次世代に向けた人材育成や技術継承
にも取り組んでいきたいと考えております。

最後になりましたが、山口河川国道事務所
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。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦宮市　　哲 氏
年齢：38歳
職位：日本工営株式会社

社会システム事業部 環境部 副参事
趣味：散歩

◦受賞業務の概要と感想
弊社が実施した「ダイオキシン精度管理

業務」に対して、優良業務履行団体表彰及
び優秀建設技術者表彰を賜りました。ご指
導を頂きました中国技術事務所の関係者の
皆様に、心より感謝申し上げます。
本業務は別途業務で実施されたダイオキ

シン類調査について、第三者の立場で精度
管理を実施して測定値の信頼性を確保した
ものです。分析化学に特化した業務は少な
く、一般的には小難しく分かりにくい分野
と認識されがちです。設計業務等と比較す
れば明確な判断基準がない場合があること
も原因かもしれません。業務では、弊社中
央研究所との連携のもと、判断基準や証拠

とともに客観的な整理を行い、分かりやす
い資料作成・説明に留意しました。また、
発注者との密なコミュニケーションのも
と、有識者ヒアリングの一部を前倒し実施
し、重点化すべき事項を明確にした上で精
度管理を行いました。これらの取組が評価
して頂けたものと自己評価しています。
東京勤務ですが広島出身ということもあ

り、格別の喜びを感じています。この度の
受賞を励みに、弊社社訓「誠意をもってこ
とにあたり、技術を軸に社会に貢献す
る。」に基づき、社会資本整備に微力なが
ら貢献して参りたいと存じます。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦岩本　典丈 氏
年齢：46歳
職位：中電技術コンサルタント株式会社
　　　沿岸整備部 海域計画グループ 担当課長
趣味：釣り、ゴルフ

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施した「福山港整備

効果検討業務」に対し、中国地方整備局長
より優良業務表彰ならびに優秀建設技術者
表彰を賜りました。関係者の皆様には、こ
の場を借りて厚く御礼申し上げます。
本業務は、広島県東部地域の国際物流拠

点である福山港において、新たな大水深公
共岸壁の必要性や緊急性に関する検討を
行ったものです。
新規事業化に向けた諸調整が行われる

中、物流効率と航行安全の両立、周辺環境
への影響軽減、コストダウンやスクラップ
＆ビルド、将来需要推計や経済波及効果の
確度向上など、広範にわたる視点を踏まえ
た対応を発注者と一丸となり、迅速に取り
組んだことが高評価につながったものと考
えています。
この受賞を励みとし、今後一層の技術研

鑽に努め、発注者の良きパートナーとして
尽力していく所存です。



Vol.46 29

◦平成29年度建コン協中国支部CIM勉強会鳥取
（その１・２・３）
最近の建設技術に関しての事業の効率化に向

けた情報化の普及促進や建設生産性の向上等
は、建設事業に携わる人にとって重要な課題で
す。このような情勢に鑑み、鳥取県委員会では
事業活動の一環として「ICT技術活動等による
測量調査〜設計〜施工〜維持管理に係る生産性
向上の取り組み」を促進しております。
そこで、鳥取県におけるCIM推進として、鳥

取県内を中心とした会員技術者および鳥取県県
土整備部職員に、CIMに関する技術の向上を目
的として、６月と８月に情報を共有しながら下
記のとおり勉強会を開催しました。

開催日：
①勉強会　その１）
平成29年６月21日（水）10:00 〜 17:00

②勉強会　その２）
平成29年６月22日（木）９:00 〜 12:00

③勉強会　その３）
平成29年８月24日（木）10:00 〜 17:00

場　所：鳥取県建設技術センター 建設情報プ
ラザ技術支援ホール

内　容：
①勉強会　その１）
・CIMハンズオン研修（土工編）

PCによる実習⑴…現況地形の作成方法
PCによる実習⑵…土工での利用方法

LandXML出力方法
②勉強会　その２）
座学・CIMガイドラインと国交省CIM活用業

務について
・CIMガイドラインの説明、国交省CIM
活用業務の情報提供（要求事項）や意
見交換等

③勉強会　その３）
・CIMハンズオン研修
（AutodeskInfraworks編…ガイドラインの統
合モデルの作成）
パソコンによる実習⑴地形モデルの作成方法
パソコンによる実習⑵作成したモデルの配置方法

新しいモデルの作成方法
講師：亀田雄二 氏（復建調査設計㈱事業推進部CIM推進室長）

中野寛隆 氏（復建調査設計㈱事業推進部CIM推進室）

岡部雄基 氏（復建調査設計㈱事業推進部CIM推進室）

サポート：
足田早瀬 氏（シンワ技研コンサルタント㈱情報システム管理室）

神庭洋平 氏（シンワ技研コンサルタント㈱設計部）

参加者①勉強会その１）…33名（県職員６名含）
②勉強会その２）…35名（　〃　７名含）
③勉強会その３）…22名（　〃　４名含）

平成29年度鳥取県委員会の活動報告

鳥取県委員会  委員長
アサヒコンサルタント株式会社　隅　万紀夫

勉強会　その１） 勉強会　その２） 勉強会　その３）
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災害時対応演習は、「災害時行動計画」に基
づき、災害対策本部、災害対策現地本部、並び
に各災害対策支部が参加して、大災害の発生を
想定して演習を行いました。本年度は高知県室
戸岬沖において大規模地震・津波が発生したこ
とを想定して、災害対策中国支部を設置、地震

発生時における災害対策が円滑に遂行され、 
協会会員並びに被災地域の要請に対して的確に
対応することを目的に実施しました。中国支部
内では会員会社へ被災状況報告依頼を行いま 
した。

地震発生の概要
発生日時：平成29年９月１日（金）11:00
発生地域：高知県室戸沖
発生規模：マグニチュード8.0

震度６弱（室戸市）
震度５強（高知市、徳島市）
大津波警報（予想高さ巨大→10m）

被災状況：人的被害：死者929名、負傷者2,785名、避難者5,054名
建物被害：全壊棟数7,388戸

道路被害、鉄道施設被害、河川被害、ライフライン被害等発生

演習の主目的
中国支部と本部、四国現地本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

平成29年度災害時対応演習
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◦契約のあり方講習会
〜「受発注者の技術対話の確立に向けて」〜
開催日：平成29年９月21日（木）
場　所：KKRホテル広島
主　催：本部契約のあり方専門委員会
共　催：中国支部
内　容：・契約のあり方に関する課題

本部契約のあり方専門委員会
・土木設計契約上の法的問題

弁護士　大森文彦 氏
参加者：57名（発注機関５名）

コンサルタント業務における契約の重要性に
関する理解を深めることを目的として、講師に大
森弁護士をお迎えして、会員会社役員・従業員及
び発注者を対象として講習会を開催しました。

◦建設関連５団体共催独禁法講習会
開催日：平成29年10月17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

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 経済係長　及川　崇 氏

・国土交通省の業務に関する最近
の話題について
中国地方整備局企画部
技術管理課長　貞任　俊典 氏

参加者：233名（中国支部72名）

講習会等

事業者が行う経済取引における公正な競争の
促進に必要な“独占禁止法上の遵守事項等”を

再認識し、不祥事を未然に防止することを目的
に平成６年度から実施しています。

契約のあり方講習会講師　大森文彦弁護士



Vol.4632

◦加盟会社の経営分析説明会
平成29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30日
（月）13時40分より、KKRホテル広島で、財務

専門委員会の鈴木委員長をはじめ、長谷川、表
谷、伊藤の各委員の皆様による平成28年度の
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。

◦建設技術フォーラム2017 in 広島
「建設技術フォーラム2017 in 広島」は、平
成29年11月10日（金）〜 11月11日（土）に広
島中央公園において開催されました。
「地域づくりを支える建設技術」〜広がる

『i-Construction』〜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屋内72
ブース（19団体、１大学、66社）、屋外４ブー
ス（３団体、２社）が出展され、15課題のセミ
ナー発表が行われました。
建設コンサルタンツ協会中国支部からは屋内

９ブースの出展と１課題のセミナー発表が行わ
れました。

建設技術フォーラムに出展した会員企業
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◦RCCM登録更新講習会

平成29年度RCCM登録更新講習会会場別受講人数

講習会場
申込 受講

会場別集計 地区別集計 会場別集計 地区別集計
札幌午前 (001) 184 

417 
184 

417
札幌午後 (002) 233 233 

仙台午前 (003) 222 
449

221 
447

仙台午後 (004) 227 226 

新潟 (005) 146 146 146 146

東京１午前 (006) 250 

1,186

249 

1,181

東京１午後 (007) 244 244 

東京２午前 (008) 210 209 

東京２午後 (009) 260 260 

東京３午前 (010) 88 87 

東京３午後 (011) 134 132 

名古屋１午前 (012) 259 
518 

258 
517

名古屋１午後 (013) 259 259 

大阪１午前 (014) 202 

661

202 

657 
大阪１午後 (015) 237 237 

大阪２午前 (016) 82 81 

大阪２午後 (017) 140 137 

高松午前 (018) 139 
262

139 
262

高松午後 (019) 123 123 
広島午前 (020) 135 

323 
135 

322 
広島午後 (021) 188 187 

福岡１午前 (022) 265 

736 

265 

732
福岡１午後 (023) 275 274 

福岡２午前 (024) 64 63 

福岡２午後 (025) 132 130 

那覇 (026) 135 135 131 131 

総計 4,833 4,833 4,812 4,812

ＲＣＣＭ資格試験
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◦平成29年度RCCM資格試験実施結果

平成29年度 ＲＣＣＭ試験　部門別・受験地別受験者数合格率

部　門
コード 部門名

札　幌 仙　台 東　京 名古屋 大　阪
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

01 河川、砂防及び海岸・海洋 62 18 29.0 82 38 46.3 134 63 47.0 81 26 32.1 114 57 50.0 
02 港湾及び空港 5 2 40.0 8 4 50.0 35 19 54.3 6 2 33.3 13 3 23.1 
03 電力土木 1 1 100.0 0 0 0.0 10 4 40.0 3 2 66.7 7 2 28.6 
04 道路 115 62 53.9 135 40 29.6 284 99 34.9 135 53 39.3 140 43 30.7 
05 鉄道 0 0 0.0 2 2 100.0 8 4 50.0 3 1 33.3 7 4 57.1 
06 上水道及び工業用水道 8 3 37.5 7 4 57.1 50 18 36.0 30 14 46.7 28 10 35.7 
07 下水道 3 3 100.0 17 12 70.6 72 30 41.7 23 12 52.2 36 17 47.2 
08 農業土木 32 17 53.1 32 19 59.4 28 21 75.0 29 13 44.8 16 8 50.0 
09 森林土木 2 0 0.0 4 1 25.0 10 4 40.0 16 3 18.8 6 4 66.7 
10 造園 4 1 25.0 7 2 28.6 22 9 40.9 12 3 25.0 15 9 60.0 
11 都市計画及び地方計画 10 4 40.0 22 15 68.2 64 30 46.9 44 25 56.8 40 13 32.5 
12 地質 7 2 28.6 9 7 77.8 26 6 23.1 13 9 69.2 19 10 52.6 
13 土質及び基礎 30 12 40.0 44 18 40.9 46 19 41.3 48 19 39.6 56 20 35.7 
14 鋼構造及びコンクリート 77 39 50.6 87 20 23.0 176 77 43.8 102 50 49.0 120 50 41.7 
15 トンネル 5 0 0.0 5 2 40.0 25 8 32.0 18 14 77.8 9 4 44.4 
16 施工計画、施工設備及び積算 9 1 11.1 27 7 25.9 93 26 28.0 20 5 25.0 46 13 28.3 
17 建設環境 18 7 38.9 15 10 66.7 42 22 52.4 11 7 63.6 25 11 44.0 
18 機械 0 0 0.0 0 0 0.0 12 4 33.3 3 3 100.0 6 2 33.3 
19 水産土木 9 3 33.3 8 7 87.5 6 5 83.3 1 1 100.0 0 0 0.0 
20 電気電子 9 0 0.0 6 4 66.7 61 19 31.1 7 1 14.3 24 10 41.7 
21 廃棄物 1 0 0.0 1 1 100.0 7 5 71.4 3 2 66.7 3 1 33.3 
22 建設情報 4 0 0.0 3 1 33.3 28 9 32.1 7 2 28.6 7 1 14.3 

総　　計 411 175 42.6 521 214 41.1 1239 501 40.4 615 267 43.4 737 292 39.6 

部　門
コード 部門名

広　島 高　松 福　岡 那　覇 総　計
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

01 河川、砂防及び海岸・海洋 75 35 46.7 77 33 42.9 194 75 38.7 6 2 33.3 825 347 42.1 
02 港湾及び空港 8 0 0.0 7 1 14.3 29 8 27.6 8 2 25.0 119 41 34.5 
03 電力土木 2 1 50.0 1 1 100.0 1 0 0.0 0 0 0.0 25 11 44.0 
04 道路 73 30 41.1 76 31 40.8 248 104 41.9 39 7 17.9 1245 469 37.7 
05 鉄道 0 0 0.0 0 0 0.0 6 2 33.3 1 1 100.0 27 14 51.9 
06 上水道及び工業用水道 8 3 37.5 30 23 76.7 37 17 45.9 25 4 16.0 223 96 43.0 
07 下水道 19 8 42.1 23 10 43.5 43 23 53.5 15 4 26.7 251 119 47.4 
08 農業土木 14 7 50.0 16 2 12.5 66 32 48.5 18 3 16.7 251 122 48.6 
09 森林土木 4 1 25.0 1 1 100.0 19 12 63.2 1 0 0.0 63 26 41.3 
10 造園 1 1 100.0 3 1 33.3 12 7 58.3 1 0 0.0 77 33 42.9 
11 都市計画及び地方計画 7 3 42.9 8 4 50.0 25 11 44.0 12 2 16.7 232 107 46.1 
12 地質 7 3 42.9 13 5 38.5 29 19 65.5 1 1 100.0 124 62 50.0 
13 土質及び基礎 28 7 25.0 37 15 40.5 95 42 44.2 25 6 24.0 409 158 38.6 
14 鋼構造及びコンクリート 54 16 29.6 65 34 52.3 163 81 49.7 17 5 29.4 861 372 43.2 
15 トンネル 13 11 84.6 18 16 88.9 24 8 33.3 0 0 0.0 117 63 53.8 
16 施工計画、施工設備及び積算 12 3 25.0 20 7 35.0 43 13 30.2 12 4 33.3 282 79 28.0 
17 建設環境 11 8 72.7 14 9 64.3 28 14 50.0 14 8 57.1 178 96 53.9 
18 機械 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 23 9 39.1 
19 水産土木 4 2 50.0 1 1 100.0 6 3 50.0 3 1 33.3 38 23 60.5 
20 電気電子 3 0 0.0 2 2 100.0 8 2 25.0 5 1 20.0 125 39 31.2 
21 廃棄物 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 9 60.0 
22 建設情報 1 0 0.0 2 2 100.0 8 2 25.0 1 0 0.0 61 17 27.9 

総　　計 344 139 40.4 414 198 47.8 1086 475 43.7 204 51 25.0 5571 2312 41.5 
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若手技術者の会は、魅力ある建設コンサルタ
ント業界を実現するために、若手技術者が業界
の将来像や担い手確保などについて議論する場
として、平成28年11月に設立されました。今
年度よりメンバーも18名に増え、「生産性向
上」、「業界PR」をテーマに活動を進めています。
今年度は、本部業界展望を考える若手技術者

の会（以後、本部若手の会）との交流会を中国
支部で開催することが予定されていたため、生
産性向上WG、業界PRWG、合宿WGの3WGで
活動を実施しました。下表に活動概要を示しま
す。平成28年11月の設立後、定例会議を9回実
施したほか、本部若手の会との交流会、建設技
術フォーラムでの業界PR、総務部会が実施し
ているリクルート活動への同行等、様々な活動
を実施しました。

若手技術者の会の活動報告

若手技術者の会メンバー（敬称略、H29.12現在）
氏　　名 会　社　名

浅野　拓馬 ㈱荒谷建設コンサルタント
若松　恭一 ㈱ウエスコ
八田　将希 ㈱ウエスコ
長松　寛泰 ㈱宇部建設コンサルタント
井藤理一朗 ㈱宇部建設コンサルタント
高木　一毅 ㈱エイト日本技術開発
江口　　憲 ㈱エイト日本技術開発
笹間　将平 シンワ技研コンサルタント㈱
烏田　晃平 大日本コンサルタント㈱
大羽　裕之 大日本コンサルタント㈱
杉原　成満 中電技術コンサルタント㈱
桑田　志保 中電技術コンサルタント㈱
久場　貴博 ㈱ヒロコン
坂本　弘樹 ㈱ヒロコン
木俣　圭佑 ㈱ヒロコン
河内　　健 ㈱福山コンサルタント
天野　佑介 復建調査設計㈱
森　三千浩 復建調査設計㈱

活動概要（平成29年1月〜平成30年1月）
開催日 項　　目 主な内容

H29. 1.16（月）
〜 2. 2（木） リクルート活動 ・大学・高専７校訪問

H29. 1.25（水） 土木学会若手技術者交流会 ・土木学会若手パワーアップ委員会との交流
H29. 4. 3（月） 全国大会打合せ ・全国大会プレゼン打合せ
H29. 4. 7（金） 若手技術者の会 全国大会（東京） ・本部への要望についてプレゼン
H29. 4.21（金） 第３回定例会 ・WG活動内容討議

H29. 6.23（金） 第４回定例会
・交流会詳細決定
・生産性向上アンケート調査結果の紹介
・リクルート用業界説明資料作成について

H29. 8. 2（水） 第５回定例会
・交流会現地見学会内容について決定
・業務効率化表彰に関するアンケートを実施
・土木学会イベント、パスタブリッジコンテスト準備

H29. 8. 7（月） 土木学会夏休み土木実験教室 ・コンクリートの種類と作り方についての実験（参加者40名）
・土木学会中国支部主催のイベントにスタッフとして参加

H29. 8.23（水） パスタブリッジコンテスト
（於 中電技術コンサルタント）

・次年度の業界PRイベントの予行練習として社員の子供を対
象にパスタブリッジを作成

H29. 9.13（水） 第６回定例会 ・防災員会出前講座の説明
・交流会での発表内容確認

H29.10.17（火） 第７回定例会 ・交流会、建設技術フォーラム内容確認

H29.10.27（金）
〜 28（土） 若手技術者交流会 in 中国

・本部、支部代表者、中国支部公募の計60名でグループディ
スカッションを実施

・8.20広島土砂災害復旧現場を見学
H29.11.10（金）

〜 11（土） 建設技術フォーラム2017 in 広島 ・若手技術者の会のブースを出展

H29.11.28（火） 第８回定例会 ・HP運営方法等について説明
・次年度活動内容についてアイデア出し

H29.12.18（月） 防災教育出前講座（防災委員会） ・三入小学校における防災教育出前講座の補助
H29.12.21（木） 第９回定例会 ・今年度活動報告及び次年度活動について
H30. 1.23（火）

〜 30（火） リクルート活動 ・大学・高専７校訪問
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◦生産性向上WG
生産性向上WGは、建設コンサルタント業界

が抱える問題点の一つである生産性の低さにス
ポットを当て、課題解決のための提言・行動を
行っていくことを目的としています。
今年度は、生産性向上に向けた各社の取組み、

効果、問題点を把握するため、当会に所属する
10社を対象にアンケート調査を行いました。
このアンケート結果より、各社に共通して、

ノー残業デーの形骸化や残業時間削減が問題と
なっていること、受発注者間のコミュニケー
ション不足による手戻りが、生産性の低下に繋
がっていることが分かりました。
また、逆に各社で取り入れている表彰制度が

社員のモチベーションアップや生産性の向上に
寄与していることが分かりました。
以上を踏まえ、次年度は、生産性向上に関す

る講習会の開催や受発注者間におけるWeb会
議の導入に向けた議論を進めていく予定です。

◦業界PRWG
建設コンサルタント業は、「街や人の未来を

考え、人々に幸せをもたらす夢のある仕事」で
すが、一般的には思ったほど認知されていませ
ん。若手の視点で業界の魅力や社会インフラ整
備の仕事を知ってもらうためのPR活動を行っ
ています。
◆若手技術者の目線でリクルート
建コンを目指す若者を増やすため、若手の目

線で建コンの魅力を伝え、建コンで働きたいと
思ってもらえるようなPR資料を作成しました。
総務部会が実施している中国地方の大学・高専
へのリクルート活動に同行し、学生に業界の魅
力をPRしています。
◆あそびを通じて土木を学ぶ
土木インフラを多くの子供たちに知ってもら

いたいという思いから、『あそびを通じて土木
の技術を学ぶイベント』を企画しています。今
年度は、（公社）土木学会中国支部主催の『夏休
み土木実験教室』へ参加するとともに、会員企
業で『パスタブリッジコンテスト』を開催しま
した。また、『建設技術フォーラム2017in広島』

に出展し、一般の方への認知度向上を図りま 
した。
次年度は若手技術者の会で検討中の企画を実

践するだけでなく、他の学協会・会員企業との
コラボも考えています。イベントの開催を通じ
て子供たちに土木の楽しさをPRしていきます。

H29.2.2：リクルート活動（呉高専）

H29.8.7：土木学会夏休み土木実験教室

H29.11.10 〜 11：建設技術フォーラム 2017 in 広島
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◦若手技術者交流会 in 中国の開催（合宿WG）
本部若手の会主催、中国支部若手技術者の会

共催で「若手技術者交流会 in 中国」を開催しま
した。交流会を通して本部・支部間の若手技術
者の交流を深めるとともに、中国支部特有の課
題についてのディスカッションを実施しました。
また、2日目は国土交通省中国地方整備局太田
川河川事務所協力のもと、8.20広島土砂災害復
旧現場における現地見学会を実施しました。
日程：H29.10.27（金）〜 28（土）
場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ

（広島市まちづくり市民交流プラザ）
参加者：

参加案内

支部 組織 交流会 懇親会 現地見学会
本　　部 若手の会※ 17名 17名 13名

近畿支部 魅力発信委員会 1名 1名 1名
男女共同参画委員会 1名 1名 1名

四国支部 若手の会 2名 2名 1名

中国支部 若手技術者の会 17名 18名 10名
公募 21名 19名 －

土木学会 1名 1名 －
報道・その他 （5名） － －

計 60名 59名 26名
※北陸支部若手技術者WG、東北支部若手の会、関東支部若手の会、近畿支部魅
力発信委員会、四国支部若手の会、九州支部夢アイデア部会兼務者含む

H29.10.27：参加者集合写真

H29.10.27：グループディスカッションの様子 H29.10.28：現地見学会



Vol.4638

ようやく平成30年４月に我がJCCA中国支部のHPが新しくな
ります。
中国支部総務部会にて『建コン協会中国支部HPリニューアル

委員会』を立ち上げて１年。委員の皆様にご協力いただき検討を
進め、本稿を執筆している12月時点ではHPの構成・デザインが
固まり、コンテンツの編集や運用の細かい部分の詰め作業といっ
たラストスパートに入っております。
１年目の昨年度は「何のために、誰に見てもらいたいか」と

いった視点で構成・運用方針を決めて、２年目の今年度はデザイン・掲載コンテンツ・運用方法に
ついて討議を進めました。

建コン中国支部ホームページ４月リニューアルオープン

◆中国支部HP新旧デザイン比較（左：旧HP　右：新HP）

◆検討会資料から抜粋（左：昨年度　右：今年度）

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

建コン中国支部総務部会HPリニューアル委員会

（委員長）
岡本　和也

（委員長補佐）
津田　陽平
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検討メンバーについては「総務部会委員」と若手中心で構成している「検討推進メンバー」にご協
力頂きました。

リニューアルされたホームページと今のホームページの大きな違いは、デザインは当然のこと、
各部会・委員会から情報発信をしていただける仕組みを採用しております。

◆HPリニューアル検討会　メンバー表

№ 役　　名 所　　属 氏　名

1 総務部会　会長 復建調査設計㈱ 來山　尚義

2 総務部会　委員 ㈱荒谷建設コンサルタント 山中　俊二

3 総務部会　委員 いであ㈱ 杉山　文敏

4 総務部会　委員 ㈱エイト日本技術開発 宇髙　了介

5 総務部会　委員 中電技術コンサルタント㈱ 河野　　清

6 総務部会　委員 ㈱長大 香川昭之介

7 総務部会　委員（リーダー） パシフィックコンサルタンツ㈱ 岡本　和也

8 総務部会　鳥取県委員長 アサヒコンサルタント㈱ 隅　万紀夫

9 総務部会　島根県委員長 ㈱ウエスコ 福井　一彦

10 総務部会　岡山県委員長 ㈱エイト日本技術開発 岩本　万克

11 総務部会　山口県委員長 ㈱宇部建設コンサルタント 鷹羽　慎治

12 総務部会　事務局 （一社）建設コンサルタンツ協会中国支部 長岡　　隆

13 検討メンバー 復建調査設計㈱ 桑田幸志朗

14 検討メンバー ㈱荒谷建設コンサルタント 山本　直孝

15 検討メンバー ㈱荒谷建設コンサルタント 渡部　宗広

16 検討メンバー いであ㈱ 神原　　真

17 検討メンバー ㈱エイト日本技術開発 高木　一毅

18 検討メンバー 中電技術コンサルタント㈱ 高田　禮榮

19 検討メンバー ㈱長大 山光　涼平

20 検討メンバー ㈱長大 宇都宮義人

21 検討メンバー パシフィックコンサルタンツ㈱ 津田　陽平

◆サイト構成

【HPリニューアル委員会から】
最後に皆様にお願いが一つあります。
ホームページはあくまでツールで 

あり、使わなければ 
意味がありません。
新しくなったホーム

ページで皆様の活動を
より広く発信して頂け
れば幸いです。



Vol.4640

総務部会では、大学生、高専生に建設コンサ
ルタントの仕事の内容や魅力、やりがいなどを
広くPRするため、数年前から大学・高専に赴
き、業界説明会を行っています。
昨年からは、中国支部若手技術者の会の協力

を得て、若手の目線から業界の魅力、やりがい

なども話をしていただいています。
今年度訪問した大学・高専は以下の通りです。
学生の中では、建設コンサルタントの認知度

はあまり高いとは言えず、今後も地道な広報活
動を行って行きたいと考えています。

大学・高専への業界説明会開催

平成29年度企業説明会開催大学・高専
日　　時 大学・高専名

平成30年１月19日 鳥取大学（工学部土木工学科）

平成30年１月23日 松江工業高等専門学校（環境・建設工学科）

平成30年１月23日 徳山工業高等専門学校（土木建築工学科）

平成30年１月24日 島根大学（総合理工学部地球資源環境学科）

平成30年１月24日 山口大学（工学部社会建設工学科）

平成30年１月25日 広島大学（工学部社会基盤環境工学科）

平成30年１月29日 鳥取大学（工学部社会システム工学科）

平成30年１月30日 呉工業高等専門学校（環境都市工学科）
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平成30年官民合同新年互礼会は、１月４日
（木）に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、広島県土木建築局長、広島
市道路交通局長、広島高速道路公社理事長及び

西日本高速道路㈱中国支社長の挨拶が行われま
した。本年は建設業界にとって明るい期待の持
てる１年となりますように祝宴が行われ、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）

官民合同新年互礼会

官民合同新年互礼会　檜山広島県建設工業協会長のあいさつ
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業　務

◦第１回業務部会
開催日：平成29年６月14日（水）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：中国地方ブロック意見交換会の開催

について
各発注機関との意見交換会の議題に
ついて

◦第２回業務部会
開催日：平成29年９月19日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：発注機関との意見交換会の議題「要

望と提案」について

◦第３回業務部会
開催日：平成30年１月18日（木）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：平成30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

業務部会の開催

平成29年度　意見交換会実施概要

意見交換実施先 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・
　中国5県・広島市・
　岡山市）
　（H29.8.9）

〈中国地方整備局〉
川﨑局長
水谷副局長、河野副局長
企画部長、河川部長、道路部長
港湾空港部事業計画官、営繕部長
技術調整管理官、技術開発調整官
技術管理課長

〈各県・広島市・岡山市〉
鳥取県県土整備部長
島根県土木部技術管理課統括技術
専門監
岡山県土木部技術総括監
広島県土木建築局建設企画部長
広島県土木建築局技術企画課技術
管理担当監
山口県土木建築部技術管理課長
岡山市都市整備局長
広島市都市整備局次長

〈建コン協本部〉
村田会長
高野副会長、木谷副会長
常任理事（総務部会長）
常任理事（対外活動委員長、広報線
略委員長）
常任理事（技術部会長）
常任理事（情報部会長）
常任理事（資格・CPD部会長）
常任幹事（近畿支部長）
常任幹事（九州支部長）
対外活動部会委員、常任委員長、常
務幹事
参与・企画部長、企画部次長
〈中国支部〉
小田支部長
末國副支部長、小谷副支部長
來山総務部会長、金本業務部会長
業務委員　16名
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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
　（H29.12.21）

吉田企画部長
企画部技術調整管理官
企画部技術管理課長

小田支部長
末國副支部長
小谷副支部長
金本業務部会長
吉岡業務副部会長
業務委員　15名

3．広島県　
　（H29.12.5）

宮本建設企画部長
建設産業課課長、建設産業課主査
技術企画課技術管理担当監
技術企画課主査
道路整備課参事
土砂法指定推進担当参事
砂防課主幹
港湾漁港整備課主査
都市計画課主査
下水道公園課主査
農林整備管理課課長
農林整備管理課主査
土地整備課参事、水道課主幹

小田支部長
來山総務部会長
金本業務部会長
吉岡業務副部会長
業務委員　11名

4．鳥取県
　（H29.12.26）

丸毛県土整備部次長
県土総務課建設業・入札制度室室長
同課建設業・入札制度室入札制度
担当係長
技術企画課課長
技術企画課課長補佐
技術企画課技術調査担当係長

小田支部長
金本業務部会長
吉岡業務副部会長
隅鳥取県委員長、鳥取県委員　４名

5．広島市
　（H29.11.17）

木村技術管理課長
契約部工事契約課長
道路部街路課長
施設部管理課課長補佐

小田支部長
金本業務部会長
吉岡業務副部会長
業務委員　11名
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平成29年８月９日（水）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。
国土交通省からは川﨑局長をはじめ11名の

幹部職員が、自治体からは中国５県、広島市、
岡山市から８名の幹部職員が出席されました。
建コン側からは、村田会長をはじめ本部の副

会長・理事等15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17名の合計21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。

今年５月の総会で新体制となりました。今後
もよろしくお願いいたします。
本日は５ヶ所目の地方ブロック意見交換会で

す。最初に東北、次いで中部、九州、北海道の
順で開催し、全ブロックのちょうど真ん中の開
催となります。東北では人事異動の直前、九州
では九州北部豪雨の直後など、発注者の皆様が
大変ご多用の中で開催してきました。
本日は「要望と提案」をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。
建設コンサルタントを取り巻く環境について

話をさせていただきますと、平成26年６月の
品確法の改正以来、４年間にわたり大分好転し
てきました。一つは本予算が６兆円と下げ止ま

り、技術者単価、調査基準価格が毎年引き上げ
られ、さらには変更契約等で繰り越し処理の対
応など、今までの意見交換会でお話をしてきた
ことが、一つ一つ着実に成果を上げてきたので
はないかと思います。ここ数年事業量を確保し
ていただいておりますが、若干地域の格差や企
業の利益率の低下等が出てきており、今後も事
業量の確保についてぜひお願いいたします。
そのようなことも含め、私から２点、事業量

の確保の問題、長時間労働の解消について説明
をさせていただきます。
まず事業量の確保についてでありますが、災

害の関係では防災・減災、公共施設の老朽化の
問題であります。災害については気候変動によ

発注者と建設コンサルタンツ協会の意見交換会 （H29.8.9開催）

■村田建設コンサルタンツ協会会長挨拶要旨

地方ブロック意見交換会の状況
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り、これまでの状況とは変わってきており、線
状降水帯といった一定の限られた地域に強い雨
が長時間続き、これまで災害の起きたことのな
い地域で大変な被害が生じています。しかし、
洪水の起こる一方、渇水被害も生じており、日
本全体が脆弱化の傾向にあります。
また、よく言われることでありますがGDP

の低下、経済力や生産力の低下といった状況
は、インフラ整備を怠ってきた影響が出てきて
いるのではないかと思われます。国力を上げて
いく経済を活性化させていくためにも、インフ
ラ整備の重要性は認識されてきています。その
ためにも発注者の皆様には予算をしっかり確保
するようお願いいたします。我々としても社会
資本整備の重要性を広報するなど、努力をしな
ければいけないと考えています。
一方、補正予算が確保され、昨年は１兆６千 

億円と言われていますが、大方工事に回ってお
り、設計ストックが少なくなり危惧されている
ところです。そのような意味でも、上流工程に
ある我々建設コンサルタントの活用が必要と
なってくるのではないかと思われますので、考
慮をお願いいたします。
もう一つの問題が、長時間労働の解消であり

ます。疲れた頭で提供する成果品の品質の問題
や、我々の働き方そのものに対して指導が厳し
くなってきています。特に、新聞を賑わしてい
るサービス業に対する就業環境の改善は、喫緊
の課題であります。
建設産業は５年間の猶予を与えられているよ

うでありますが、我々が属しているサービス産
業は即対応しなければいけません。担い手の確
保のためにも就業環境を改善することは重要で
あり、最近活用されているSNS等によりブ
ラック企業と呼ばれることは、企業にとっての
大きなデメリットとなります。社会資本整備を
担う我々としても、法律に違反した中で就業環

境を改善しないことは大きな問題であります。
就業時間そのものを強制的に短縮する方法もあ
りますが、本質的にはICTやi-Constructionと
いった生産性の向上や、必要工期の確保の問
題、集中せざるを得ない納期の改善等に対応し
ていかなければいけません。
また、日常業務の進め方においても、ウィー

クリースタンスのようなものを受発注者協働し
て対応していく必要があります。我々が就業環
境を改善していくには、発注者にも良好な就業
環境としていただくことが、結果的には我々に
も回ってくることとなります。新しい働き方、
建設生産システム、建設生産管理システムにつ
いて、ぜひ協働して対応していくことについて
考えていただくようお願いいたします。本質的
な問題となることから、いろいろな場を通じて
協議していただくようお願いいたします。
本日の意見交換会は、昨年度と同様「要望と

提案」は３本柱となっていますが、これまでの
１年間における改善点や、新たな課題について
議論をさせていただいています。また、これま
でとは異なっていますが、関係する他団体（橋
建協）と共同で提案をさせていただいている内
容もあり、議論をお願いいたします。
忌憚のない意見交換となるよう、本日はよろ

しくお願いいたします。

地方ブロック意見交換会　村田会長の挨拶
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８月５日からの記録的な豪雨で大変大きな被
害が九州北部を中心に発生しています。また、
台風５号は、南にずれたことから当管内につい
ては甚大な被害は回避できたものの、他の地域
では大きな被害が発生いたしました。当整備局
としては、九州北部豪雨の発災直後速やかに
TEC-FORCEを派遣し、復旧の支援・現地調査
の支援に取り組みました。
中国地方においては、昨年６月の広島県での

豪雨、10月に発生した鳥取中部地震がありま
したが、この際、協会会員の皆様に災害対応・
災害活動の協力いただいたことに感謝いたしま
す。また、平成26年の広島豪雨土砂災害にて
大変大きな被害が発生はしたが、５月には緊急
対策完了の報告を広島市長にいたしました。こ
の災害においても、協会会員の皆様には調査・
復旧の設計等に尽力をいただき、感謝しており
ます。今後もこのような災害の発生が予想さ
れ、ぜひ協力をお願いいたします。
次に、予算の確保について先ほど村田会長か

ら意見をいただきましたが、平成29年度予算
は省全体として国民の安全・安心の確保、生産
性向上による成長力の強化、地域活性化による
豊かな生活の実現という３つの柱を中心として
重点化を進めています。地整においてもそのよ
うな考え方のもと、4,580億円強の予算をいた
だき鋭意執行に努めているところであります。
今後、平成30年度の概算要求の大詰めの時

期を迎えますが、地域の安全・安心の確保、成
長力の強化のため、関係機関とコミュニケー
ションを図りながら、予算確保に取り組んでい
きたいと思っています。
建設業界では生産年齢人口の減少の中で、如

何に建設業の健全な発展を図っていくのか、そ
れに対する要請がますます強くなっているとひ
しひしと感じています。建設投資の将来に向

け、担い手の確保や生産性向上は２つの大きな
命題であると認識しています。
国では昨年、総理が出席する「未来投資会議」

において、2025年までに生産性を20％上げる
という方針が決まりました。国土交通省ではそ
れに向け取り組んでいますが、地整としても適
切な工期の設定、納期の平準化等のテーマを重
視するとともに、CIMやICTの全面的な活用に
も取り組んでいます。
建設コンサルタンツ協会と発注機関とが良き

パートナーとして手を携え、社会インフラを一
緒に確保していくという、誇りをもって良い仕
事をしていければと思っています。
また、建設コンサルタンツ協会には様々な活

動を支えていただいています。建設技術フォー
ラムへの参加、地域の小学校への出前講座など
建設事業のイメージアップに力添えをいただい
ていますが、引き続きこのような分野において
も一緒に行い、少しでも建設業のイメージアッ
プや担い手の確保ができる様、地道に取り組ん
でいきたいとおもいます。
本日は課題について忌憚のない意見交換がで

きるようお願いいたします。

■川﨑中国地方整備局長挨拶要旨

地方ブロック意見交換会　川﨑局長の挨拶
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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・積算体系への改善及
び整備

〈中国地方整備局〉
・全国の公共事業関係費は約６兆円とほぼ横

ばいであり、中国地整では今年度の当初
予算は4,582億円が確保できた。

・対前年度比0.98とほぼ横ばいであり、４年
間ほぼ横ばいの水準であるが、今後も必
要な予算の確保に努めたい。

・技術者単価は、平成29年度においても平
均3.1％の増加であり、平成24年度比で２
割弱程度の増加となっている。

・今後も、市場の実勢価格を適切に反映でき
るよう努めたい。

・毎年協力いただいている「設計業務等技術
者給与実態調査」については、技術者単価
の基礎資料となる重要な調査であり、引
き続き協力をお願いしたい。

〈中国地方整備局〉
・歩掛の改定は、計画的に「歩掛り実態調査」

の結果を踏まえ実施している。実態と異
なる歩掛りや補正方法については本省へ
伝えたい。

・今年度については、平成28年度に歩掛り
実態調査を実施した８分野の分析・標準歩
掛りの新設・改定作業を実施する。

・平成29年度の実態調査は、ⅰ-Con関係の
４分野を含め13分野での実施を予定して
おり、協力をお願いしたい。

・交通費等の算定方法については、見積参考
資料等へ明示を行っているが、交通費算
定の効率化、経費算定の合理化について
は本省に伝えたい。

■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
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（２）受発注者協働による生産性向上と就業環
境の改善に向けての取組み強化について

①履行期限（納期）の平準化と必要履行期
間の確保への取組み強化による業務執行
状況の改善

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

③ICT技術（CIM、３次元情報管理等）導入・
活用による計画〜設計〜施工〜維持管理
に係る生産性向上への取組み促進

〈中国地方整備局〉
・適正な工期を確保するため早期発注に努め

ており、国債・翌債の適切な運用が図れる
よう事務所を指導している。今年度は取
組み強化のため、７月半ばに再度周知を
行った。

・引き続き、各事務所の取り組み状況を把握
しながら、適切な工期設定が行われるよ
うフォローアップをしていきたい。

・国債の活用については、２年にまたがる各
種点検業務について、今年度30件の活用
を予定している。

・納期の平準化についても、達成できるよう
早期発注に努め、繰り越し・翌債の運用や
国債の活用等により、適切な照査期間を
含めた適正な工期の確保と平準化に努め
たい。

・初回打合せ時や変更指示時等には、受注者
が考えている履行期間の考え方とその条
件等について協議をお願いしたい。

〈中国地方整備局〉
・今年度から新規工種の追加等があった場合

には、指示月の単価で積算を行うよう見
直しが行われた。本来、新規工種や大幅
な変更については別途発注が原則である
が、やむを得ず追加変更する場合もあり、
理解をお願いしたい。

・適用落札率については、本省へ伝えたい。
・「土木設計業務等変更ガイドライン」に基

づき、引き続き条件明示の徹底や設計図
書の変更等円滑な対応を図っていく。

〈中国地方整備局〉
・平成28年３月に支部にも参加いただき、

産官学からなる研究会を設立し、昨年11
月から具体的な取組みを実施・検討するた

■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
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④受発注者協働によるワークライフバラン
スの改善に向けての施策の推進・強化

（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）について

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・女性技術者の活用・育成の
ための入札・契約制度の工夫改善の推進

めのワーキンググループを設置し、６月に
は第２回のワーキングを開催した。昨年
度からICT技術の全面的な活用を目的に、
i-Construction説明会を開催し、今年度も
６月から14会場で実施している。

・計画〜設計〜施工〜維持管理に係るCIMの
活用について、今年度試行業務・工事を行
う予定である。

・整備局ではⅰ-Conに関する問い合わせ窓口
として、「i-Constructionサポートセンター」
を今年の２月に立ち上げたので、ホーム
ページを含め活用をお願いしたい。

〈中国地方整備局〉
・ワークライフバランスの改善は重要な施策

であると認識しており、我々も取り組み
強化のため事務所へ再周知を行った。

・今後も、ノー残業デーや休日の確保に配慮
した業務執行が行われるよう、引き続き
事務所への指導を徹底していく。

・業務スケジュール管理表やワンデーレスポ
ンス等による工程管理にも取り組んでお
り、今後も協力をお願いしたい。

・再周知については、７月に文書を事務所へ
再度通知した。

〈中国地方整備局〉
・平成26年度に民間団体等が運営する一定

水準の技術力を有する資格について、国
や地方公共団体の業務に活用できるよう、
国交省が「国土交通省登録資格」として登
録する制度が導入された。

・新たな資格制度に関する要望ついては、本
省へ伝えたい。

〈中国地方整備局〉
・中国地整では以下の４点を実施している。

■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
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③生産性向上と品質向上に資する新たな事
業推進形態（建設コンサルタントが担う
監理業務や発注者支援等）の改善・推進

・平成25年度から簡易公募の競争入札方式
において、技術者表彰の評価を取りやめ、
整備局発注の手持ち業務件数の少ない技
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・総合評価落札方式の業
務について、平成26年度より管理補助技
術者を配置する制度を導入しており、平
成27年度からは45歳以下の若手技術者を
管理技術者に登用し、育成しやすい環境
整備を進めている。また、技術提案書のヒ
アリングを行う場合、若手技術者も同席
を可能とする取り組みを行っている。

・今年度から担当技術者の評価方法の見直し
を行っており、業務実施体制において担
当技術者を２名登録した場合は上位１名、
３名以上登録した場合は上位２名の平均
により評価することとしている。

・平成28年度より男女を問わず育児休暇が
取り易いよう環境整備、女性の就業率向
上、就業継続の支援として、産休・育休期
間に相当する期間を業務経験の評価対象
期間に加える措置を適用している。

・引き続きこのような取組みの検証を行い、
入札方式等の工夫・改善を進めていく。

〈中国地方整備局〉
・事業推進支援業務（事業促進PPP）につい

ては、山陰道の整備に向け、道路設計、
設計協議、幅杭立ち合い、用地買収等の
膨大な業務が一時的に集中している松江
国道事務所、浜田河川国道事務所で、試
行的に導入している。

・事業推進支援業務については、一社応札や
参加者がなく不調となった例もあり、協
会としても参加をお願いしたい。

■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
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④建設産業界の魅力アップと社会資本整備
の効用・意義の広報に対する官民一体で
の推進

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「業務内容に応じた適切な発注方式の選
定（斜め象限図）」の運用状況を踏まえた
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

〈中国地方整備局〉
・社会資本整備の意義、重要性、目的及び内

容を、広く一般に広報していくことは重
要と認識している。

・整備局も、基幹的交通インフラや東日本
大震災を踏まえた防災対策の必要性など、
広報活動の重要性を認識している。

・事業の効果・必要性などについては、記者
発表・ホームページ・シンポジウムや出前
講座等により、日ごろから広報に努めて
いる。

・平成25年度から「現場のイチオシ」と題し
て、その年の旬な建設現場などを選りすぐ
り、ホームページ等で紹介し社会資本整備
の重要性についてPRしている。

・建設業界の担い手確保については重要な
課題と認識しており、見学会や職場体験
など支部にも協力をいただいた「建設技術
フォーラム」などで、小中学生へ建設業の
魅力を伝える取り組みを行っている。

・今後も官民一体となって取り組んでまいり
たいと考えており、協会にも引き続き尽
力をお願いしたい。

〈中国地方整備局〉
・発注方式の選定に当たっては「建設コンサ

ルタント業務等におけるプロポーザル方
式及び総合評価落札方式に運用ガイドラ
イン」にて本格運用となった「標準的な業
務内容に応じた発注方式の事例」に則って
適切に運用している。

・提案については、今後の見直しの際の参考
としたい。

■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
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②「技術者評価を重視した選定」の試行状
況を踏まえた総合評価落札方式の適確な
運用・改善

③業務・技術者表彰の運用改善とプロポー
ザル・総合評価落札方式における企業選
定の運用改善（地方整備局間のバラツキ
の是正）

（２）地方自治体における発注方式の改善（技
術力を基本とした選定・発注の仕組みの
導入促進）

①改正品確法の「発注関係事務の運用に関
する指針」に基づくプロポーザル方式・
総合評価落札方式による発注量の増加

〈中国地方整備局〉
・「建設コンサルタント業務等におけるプロ

ポーザル方式及び総合評価落札方式に運
用ガイドライン」を参考に、技術評価点は
絶対評価としている。

・支部とも意見交換を行いながら、引き続き
総合評価落札方式の入札結果の分析を行
い、必要に応じて評価の見直しを行う。

〈中国地方整備局〉
・技術者表彰については、今年度から優良

表彰と同様に優秀な技術者の選定を行い、
優良業務18件、優秀技術者20件の局長表
彰を行った。

・技術者表彰は平成27年度15名、28年度13名、
今年度20名と増加しており、同様に事務
所長表彰も増加している。

・平成29年度から新たに部長表彰を設け、
事務所長表彰と同様に評価を行う。

〈鳥取県〉
・ 業務内容に応じて落札方式を選定してお

り、「斜め象限図」については今後制度改
正を検討する際の参考資料としたい。

・なお、一般競争入札において、業務の内
容・難易度に応じて総合評価落札方式と価
格による自動落札方式を併用しており、い
ずれの方式でも技術力・品質確保のため一
定の応募要件を設けている。

・総合評価落札方式は今後も積極的に実施す
る予定であるが、個々の業務の特性も考
慮した上で、両者のうちより最適な落札
方式を設定することとしたい。

〈島根県〉
・現在試行中であるプロポーザル方式・総合

評価落札方式については、その検証を踏ま

■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
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え、検討したい。
・くじ引きによる選定は発生していない。
・入札制度は県の実情を踏まえ検討していく。
・県内市町村では発注規模、数量、技術者

数などそれぞれ異なる事情を抱えており、
発注者協議会にて情報提供していく。

〈岡山県〉
・プロポーザル方式については、業務内容に

応じて高度な技術や専門的な技術が要求
される業務において個別に実施している。
実態としてプロポーザル方式の発注件数
は少ないが、今後も必要に応じて実施し
ていく。

・今後とも国や他県の状況を踏まえながら、
指針に基づいた取組みについて検討して
いく。

〈広島県〉
・総合評価落札方式やプロポーザル方式は、

業務内容に応じて選択するとともに、技
術者の実績や資格、手持ち業務を評価項
目とするなど、価格と品質で総合的に優
れた調達ができるよう努めている。

・今後とも、国や他の自治体の状況も踏まえ
ながら、適切に取り組む。

〈山口県〉
・国や他の自治体の状況を参考に、今後も研

究していく。
〈岡山市〉
・業務内容に応じてプロポーザル方式を実施

するなど、入札契約方法の選択について
は国や他自治体の事例を研究し、今後の
参考としていく。

〈広島市〉
・建設コンサルタント業務において、プロポー

ザル方式とする場合の選定基準は定めて
いないが、創造性や高度な技術力等が求
められる設計業務については、個別にそ
の必要性を検討した上で、プロポーザル方
式により発注を行っている。

■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
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②見積徴収時の予定価格設定方法の改善
（最低値ではなく、中間値・平均値の採
用）と見積徴収部分の歩掛の事前開示

・一方、同様な業務で総合評価落札方式は実
施してないが、今後、国等の状況を参考
にしながら適切に対応していきたい。

・引き続き、業務内容に応じて適切な発注方
式を選定できるよう努めたい。

〈鳥取県〉
・見積徴収事項はすべて事前開示し、採用

歩掛は最低値としている。見積採用にお
いては、項目ごとに最低値を採用するの
ではなく、業務全体での最低値を採用し、
予定価格算定における根拠としている。

・現行の要領が相応しいかどうか検討の上、
中間値や平均値採用等必要に応じて見直
したい。

・また、標準積算基準に記載のない見積徴収
を要する特殊業務においては、プロポーザ
ル方式による発注がふさわしい場合も考
えられ、徐々に対象を拡大していきたい。

〈島根県〉
・見積徴収時には、異常値を除く平均値直下

の見積書の歩掛を採用している。また、見
積徴収部分に限らず、歩掛は見積参考資
料として全面開示している。

〈岡山県〉
・見積徴収した場合は、対象業務を実施する

上で総合的に最低価格となる見積を採用
している。

・提出された見積が他と比較し、安価な場合
は当該見積が仕様書の内容を満足してい
ることを見積徴収者へ確認する。

・また、見積により決定した単価及び歩掛り
は、平成25年２月から事前開示している。

〈広島県〉
・見積は、異常値を除いた平均値を採用する

とともに、決定した設計単価は仕様書に
参考資料として添付し公表している。

〈山口県〉
・見積徴収時の予定価格の設定に当たっては、

■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
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③最低制限価格制度導入の徹底および予定
価格の事後公表の拡大

単価については平均値、歩掛については
平均値直下の歩掛を採用している。

・歩掛は公表、単価は非公表としている。
〈岡山市〉
・見積徴収時の採用歩掛等については最低値

を採用しているが、今後他の自治体等の
動向を参考に適切に対応していく。

・見積採用時の歩掛りについては、事前公表
している。

〈広島市〉
・歩掛見積を徴取した際の歩掛決定方法とし

ては、最低値の採用は行っていない。
・見積徴収部分の歩掛の事前開示については、現

在のところ行っていないが、今後の課題
として検討していきたい。

〈鳥取県〉
・予定価格100万円以上の業務については、

国の基準を参考に低入札調査基準価格を
設定し、これを実質的に失格基準として運
用することで、低価格入札の防止を図っ
ている。

・予定価格の事後公表については、平成28
年度から一部の業務で試行開始し、29年
度は予定価格1,000万円以上の業務は事後
公表とするよう対象を拡大した。

・試行結果の推移を見守りつつ、対象範囲を
検討していきたい。

〈島根県〉
・1,000万円未満の業務を対象に、最低制限

価格制度を適用している。
・また、1,000万円以上の業務を対象に、調

査基準価格制度を適用している。
・予定価格の事後公表については、平成27

年４月１日以降の入札公告または指名通
知をする委託業務から開始している。

〈岡山県〉
・設計金額が1,000万円以上の業務は低入札

調査基準価格制度、1,000万円未満の業務

■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
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は最低制限価格制度を採用しており、予
定価格は事後公表を行っている。

〈広島県〉
・業務全案件を低入札価格調査制度の対象と

しており、適切な競争と業務の品質の確
保に努めている。

・予定価格の事前公表はくじ引きによる落札
を増加させ、適切な積算を行わず入札を
行った企業が受注するなど、技術力・経営
力による競争を損ねる恐れなどが課題と
されている。

・現在、予定価格は事前公表としているが、
応札時に再委託先と合意に基づく業務費
内訳書の提出を求めるほか、低入札価格
調査の強化、総合評価落札方式の採用に
より価格以外に企業の能力や実績も評価
するなど、課題の改善に努めている。

〈山口県〉
・700万円以上は低入札価格調査制度を導入

しているが、最低制限価格制度について
は採用していない。

・国や他の自治体の状況を参考に、今後研究
していく。

・予定価格の事後公表については、平成26
年５月からすべての業務委託について実
施している。

〈岡山市〉
・最低制限価格制度は、予定価格2,500万円

未満に導入しており、また予定価格は事後
公表としている。

〈広島市〉
・予定価格は平成24年10月から事後公表と

している。
・また、平成26年９月から、最低制限価格

制度の対象範囲を設計金額1,000万円未満
から1,500万円未満に拡大し、ダンピング
防止対策の強化を図っている。

・さらに、平成28年９月からは、WTO案件
を除くすべての建設コンサルタント業務

■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
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④業務成績評定や業務・技術者表彰の導入
と活用の促進

等において、最低制限価格制度に一本化
するとともに、その水準の引き上げを行っ
ている。

〈鳥取県〉
・表彰制度は技術者のモチベーションの向上

や技術力向上のインセンティブとなるこ
とが考えられ、平成27年度から実施して
いる。

・業務表彰は一昨年からスタートした制度で
もあり、結果の推移を見守りつつ結果の
検証についても取り組みたい。

〈島根県〉
・平成23年６月１日から、業務成績、優良

表彰ともに、総合評価落札方式の評価項
目としている。

〈岡山県〉
・国の基準に準拠した「委託業務成績評定要

領」により、最終設計金額500万円以上の
業務について、平成27年４月より評定点
を通知している。

・評定点の活用、委託業務の表彰制度の導入
は、評定点の分布状況及び国や他県の動
向を注視しながら検討したい。

〈広島県〉
・最終契約金額500万円以上の業務を対象に

成績評定を行っており、透明性の確保や
企業や技術者の技術力向上のため、業務
評定点の平均値の公表や業務評定点の項
目別評定点の通知を行っている。

・また、平成29年度より、優良業務の表彰
制度を開始しており、総合評価落札方式
に加点している。

〈山口県〉
・平成21年度から100万円以上の業務委託を

対象に成績評定と結果公表を行うととも
にそのデータを蓄積してきた。

・蓄積したデータを分析したところ、発注年
度や発注事務所によりバラツキが見られ

■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
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⑤業務分野に応じた有資格者（技術士・
RCCM等）・建設コンサルタント登録制
度の適確な活用の促進

たことから、今後、国が改定する「委託業
務等成績評定要領」を参考に、課題の改善
を図りたい。

・表彰制度は導入しておらず、今後の研究課
題としたい。

〈岡山市〉
・表彰制度の導入は、国や他の自治体を参考

とし、さらに検討していきたい。
〈広島市〉
・平成19年度から「業務成績評定制度」を、

平成29年度から「業務・技術者表彰制度」
を導入している。

〈鳥取県〉
・建設コンサルタント登録を入札参加資格審

査の必須条件とはしていない。
・意見を踏まえ今後検討したい。
〈島根県〉
・業務種別に応じ、入札参加者において当該

業務を受託するに足る有資格技術者が確
保できることを勘案し、指名することが
できることとしている。

・また、総合評価落札方式やプロポーザル方
式においても、企業の建設コンサルタン
ト登録及び技術者の資格（技術士、RCCM
等）を評価項目としている。

〈岡山県〉
・設計金額500万円以上の設計業務及び地質・

土質調査業務において、技術士・RCCM等
の技術資格を求めている。

・また、建設コンサルタント登録制度につい
ては、従前から入札参加資格審査や指名
選定において活用しているところであり、
技術者の資格と併せ今後も有効に活用し
ていく。

〈広島県〉
・設計金額500万円以上の設計業務において、

技術士・RCCM等の技術資格を求めている。
・業者選定に当たり、建設コンサルタント登

■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
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（３）地域コンサルタントの積極的な活用と育
成について

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地域コンサルタントの技術力向上が図れ
る仕組みの導入促進

③地域コンサルタントが実施することによ
り一層の品質向上が期待できる業務等に
対する入札契約制度の工夫改善の推進

④地方自治体の業務実績に対する業務成績
評定や業務・技術者表彰の活用促進

録状況の有無を勘案して選定することと
している。

〈山口県〉
・業者選定に当たり、建設コンサルタント登

録を必須条件とすることについては、国
や他の自治体の状況を参考に、今後研究
していきたい。

〈岡山市〉
・建設コンサルタント登録については、入札

参加資格として活用している。
・業務発注時において、資格要件等の検討を

行う上で、今後とも的確な活用を行って
いきたい。

〈広島市〉
・競争入札参加資格審査申請において、建設

コンサルタント登録を必須とはしていな
いが、申請書類に添付する財務諸表を建
設コンサルタント登録の現況報告書の写
しに代えることを認めている。

〈中国地方整備局〉
・測量・地質調査等の価格競争において、県

内本店とするなど、地域コンサルタント
の活用育成を進めている。

・また、プロポーザル方式においても、構造
物設計等で標準型プロポーザル方式を基
本としている。

・引き続き、支部と意見交換を行いながら、
地域コンサルタントの活用・育成に努めた
い。

〈中国地方整備局〉
・公募型競争入札、総合評価落札方式やプロ

ポーザル業務における同種・類似業務や地
域精通度で自治体の業務実績を評価して
いる。

・なお、「工事の成績評定要領」は国と県で

■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
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３．品質の確保・向上について
（１）受発注者それぞれの役割を踏まえたエ

ラー防止への取組みについて
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
シートの活用等の徹底と効果的運用のた
めの継続的改善

④照査の充実を含めた品質確保・向上に向
けた取組みの改善・強化

同じであることから、県の工事成績でも
評価しているが、業務については国の評
定要領と異なる要領にて評価している県
もあることから、直ぐには活用は難しい
と考えている。本省にて業務成績評定要
領の改定を行うと聞いており、それを踏ま
え各県と成績評定要領がマッチングでき
ればどうするか考えたい。

・平成26年10月から地方自治体の業務実績
について、業務成績を一律70点として評
価する試行を行っている。

・このことについては、引き続き支部と意見
交換していく。

〈中国地方整備局〉
・合同現地踏査については、重要構造物に係

る詳細設計業務は原則実施することとし
ており、今年度から地質技術者等の参画
による品質確保の試行を実施する。

・また、業務スケジュール管理表は、全ての
詳細設計業務において原則実施する。作
成の負担軽減を図るため、過度に複雑化
せず業務の内容に応じて、受発注者双方
が利用しやすい様式とするなど配慮して
いる。

・ワンデーレスポンス、条件明示チェック
シートは、引き続きその取り組みを徹底
し、円滑な業務執行管理に努めたい。

〈中国地方整備局〉
・詳細設計の照査については、「詳細設計照査
要領」の義務付け、必要な照査期間の確保、
照査技術者自身による照査報告の実施、赤
黄チェック等、受注者による確実な照査を
実施するための環境整備を行っている。

・また、工期延期が必要な場合には、受注者
と協議の上、照査期間を含め適正な工期の
確保に努めたい。

■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



Vol.46 61

（２）詳細設計及び三者会議等における総合的
な品質の確保について

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（特に、施工計画・仮
設設計等における設計目的・設計条件・
作成図面等）の明確化と適切な歩掛の設
定

②三者会議を含めた詳細設計から工事まで
における追加業務や修正設計の適切な実
施と費用計上

（３）維持管理・更新事業における技術的課題
の改善について

①修繕設計の技術的課題（足場設置による
調査、施工時修正設計の円滑な実施）に
対応した入札契約制度の選定

②点検・診断、補修・補強設計における積
算条件の明示（条件明示チェックシート
の活用）と適切な費用計上（設計変更）

〈中国地方整備局〉
・三者会議は、設計者・施工者及び発注者が

各種情報を共有し、円滑な施工と工事品
質の向上を図る目的で、すべての重要構造
物の工事において実施する。

・また、開催に要する費用については、平成
27年７月以降、打ち合わせ、旅費交通費
及び三者会議で使用する設計図書を説明
するための資料等、その必要な額を適宜計
上することとしている。

・無償の作業が発生しないよう、なお一層の
徹底を図っていく。

〈島根県〉
・現場の設計条件の変更等に伴う修正（追加）

設計等が必要な場合は、別途発注するべ
きと考えている。

〈中国地方整備局〉
・保全業務においても必要に応じて三者会議

を行い、設計者と施工者の連携が取れる
様にしている。

・また、施工時に必要となった新たな調査、
設計については、別途業務等として対応
している。

・高度な技術を要する保全事業については、
他地整の事例も参考に、保全事業の規模
や難易度に応じて、設計及び施工の入札
方式について適切に選定していく。

〈中国地方整備局〉
・積算に関しては、歩掛が未整備なものは条

件明示を行い、見積による対応を行って
いる。

・当初の条件明示と変われば精算変更として
対応している。

■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
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③地方自治体のメンテナンス事業の促進

４．意見交換
〈支部〉
・橋梁の保全業務について、橋建協と当協

会本部において勉強を続けてきた結果を
先ほど本部から説明したが、修繕工事や
設計については各地域のフィールドにお
いて検討すべき課題と考えている。

・CIMについては昨年から整備局との勉強会
を開催しているところ。本件についても
同様に整備局の協力をいただき、支部と
橋建協の中国支部を加えた勉強会を行い
積極的に議論したい。

〈支部〉
・本日の議論を受け、地整の企画部とは
今後実務者レベルでの意見交換会をさせ
ていただくが、鳥取県、広島県、岡山
県、広島市とは従前より意見交換会を開
催させていただいている。

・その他の自治体においても、意見交換
会を開催するようお願いしたい。

〈広島県〉
・発注段階において積算条件が不明瞭な場合

は、質問書の提出をお願いしている。
・点検・診断、補修・補強設計等において設

計条件等が不明瞭な場合は、調査職員と
協議をお願いしたい。

・協議の結果、変更契約が必要と認められる
場合には、契約約款や共通仕様書に基づ
き、受発注者協議の上、適切かつ迅速に
対応する。

〈中国地方整備局〉
・道路関係の点検及び診断における国土交通

省登録技術者の活用については、道路局
より情報提供があれば、道路メンテナン
ス会議等の場を利用して地整管内の県及
び市町村へ周知したい。

〈中国地方整備局〉
・前向きな提案をいただいた。
・新設と補修は全く異なると考えており、橋

により点検のし易さも異なり、タイプも異
なることから、パターンがいくつかあるか
と思う。

・ECIなども参考に議論したい。
・PC建協（意見交換会はこれからであるが）

も含め議論したい。

〈中国地方整備局〉
・３月納期の説明があったが、達成率が地整

にバラツキがあり、翌債にも差がある。
・他地整の事情も聴き、しっかり対応したい。
・計画系業務の就業環境実態調査結果（付属

資料：概要p.8）で、課題が多いとの指摘
があったが、幹部も入れ替わったことか
ら心機一転して改善したい。

■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
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〈協会〉
・道路橋示方書の改訂について、本省・
国総研と議論中であるが、協会としても
積極的に協力し普及させていきたいと考
えている。

・９月から説明会を開催する予定であるが、
支援をお願いしたい。

・その他課題があれば教えていただきたい。

■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
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平成29年12月21日（木）広島市中区のKKRホ
テル広島において、国土交通省中国地方整備局
と建コン協中国支部の意見交換会が開催されま
した。
中国地方整備局からは吉田企画部長をはじめ

５名の幹部職員が、中国支部からは小田支部長
と末國副支部長、小谷副支部長、金本業務部会
長及び業務委員16名の合計20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」「その他」
の４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。

中国地方整備局との意見交換会（H29.12.21開催）

中国地方整備局意見交換会　藤原技術調整管理官の挨拶 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 中国地方整備局からの回答

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実態に即した歩掛・積算体系への改善及
び整備をお願いします。
【橋梁関係】
ａ．橋梁点検等現場作業の増加に伴い交
通誘導員の使用が増えており、時期に
よっては交通誘導員の確保が困難とな
るケースがあります。また、人件費単
価についても積算労務単価と合ってい
ませんので、実状に合った単価の見直
しをお願いします。さらに、交通誘導
員不在の地域では宿泊付で確保する事
となりますので、実状に合わせて宿泊

・交通誘導員の需給状況については慢性的に
不足していると認識しており、企業も苦労
していることは承知している。平成29年６
月に本省より建設業団体の長へ交通誘導員
の円滑な確保について通知があった。そう
いったことからも対応していきたい。単価
については公共の労務費調査によって実態
に応じた価格設定としている。平成27年度
調査結果により29年度は10％増となった。
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費等についても考慮をお願いします。
【新規】

ｂ．橋梁詳細設計等の施工計画は、現場
条件や分割施工の有無等によって難易
度が大きく異なります。現状の歩掛で
はそのような難易度が反映されていま
せんが、詳細な図面作成、報告書作成
等、詳細な施工計画を求められるた
め、現地状況や施工形態に応じた歩掛
補正の検討をお願いします。【新規】

【トンネル関係】
ｃ．トンネル点検の歩掛りは、ひび割れ
密度によりのみ区分されていますが、
損傷はひび割れに限りません。また、ひ
び割れ密度算出根拠図の作成は緻密す
ぎて煩雑です。点検はひび割れ密度以
外にも浮き、剥離、漏水等を含めた歩掛
りの見直しをお願いします。【新規】

【測量関係】
ｄ．現地測量（地形測量）において作業
地区がことなる点在した測量の場合
は、地区ごとの積算をお願いします。
【H26：Ⅲ（１）②で要望】

ｅ．用地測量の「実地調査書作成」について
不動産登記法の改訂に伴い、現在は用地
業務発注時に見積依頼で歩掛を提示して
いますが、積算の効率化の観点からも、新
規に歩掛の制定をお願いします。【新規】

【その他】
ｆ．予備設計等の資料作成（例：関係機
関協議）にあたっては、様々な方面の
要望に対する資料を要求され多くの時
間を要しますが、既定歩掛は成果内容に
対するものと判断され安価に設定されて

地域外から確保する場合については宿泊費
等実態を把握し検討していきたい。

・現状では橋梁詳細設計の施工計画について
は現状１橋当たりで設定されており補正
もない。現地状況による歩掛り補正につ
いては本省に伝えていく。

・トンネル点検の歩掛りはひび割れ密度によ
り区分されており、歩掛り見積りを依頼
して積算に反映している。ひび割れ密度算
出根拠図の作成に手間が掛っていると認
識している。今後歩掛り改定の必要性に
ついて実態を把握していく。

・平成26年度から現地箇所が複数ある場合
は複数箇所での発注をするよう周知して
いる。引き続き事務所へ徹底するよう指
導していく。

・実地調査書作成の歩掛りについては今年度
中に地整版を策定する予定である。

・関係機関協議の歩掛りは１業務当たりと
なっており補正もない。見直しについて
本省に伝えていく。

■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
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おります。各方面への要求事項に応じた
歩掛の見直しをお願いします。【新規】

（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工期末直前の追加検討や条件変更による
修正等を依頼されると、工期内の納品に
向けた工程が厳しくなり、労働環境悪化
の一因となる場合があります。業務工期
に見合う計画的な依頼や指示をお願いし
ます。【継続】

②業務着手時に測量・地質調査等の必要な
資料が揃っていないことがありますの
で、適正な設計工期確保のためにも資
料は着手時までに準備をお願いします。 
【新規】

③納期の年度末集中と次年度早期発注によ
る提案書の作成が重なり、労働環境が悪
化する場合があります。納期の平準化等
改善していただいておりますが、引き続
き発注時期及び納期の分散をお願いしま
す。【継続】

④当初契約にない新規工種は、当初落札率
を適用しないようお願いします。【H26：
Ⅲ（1）①、H27：Ⅰ（2）①で要望】

⑤ICT技術（CIM、３次元情報管理等）導入・
活用による計画〜設計〜施工〜維持管理
に係る生産性向上への取組みが促進され
ておりますが、引き続き積極的な推進を
お願いします。【新規】

・業務の指示においてはワークライフバラン
スに配慮して行うよう事務所を指導して
いるが、徹底できていない面もある。改
善に努めていきたいので、問題が起きた
時、直ぐに我々に申し出てほしい。

・このような事の無いようにしたい。条件明
示の徹底を指導している。設計ストック
が足りない場合や補正予算対応等でやむ
を得ず行っている場合がある。最低限条
件明示を行い設計変更するよう指導して
いく。

・業務の平準化に努めているが、年度内に適
正な履行期間が確保できない場合は、国
債、２年国債、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。工程管理
に関しては、新たな業務スケジュール管
理表を活用していく予定である。

・全国統一となっており見直しができていな
い。主旨は理解しているので、本省へ伝
えていく。新規工種の追加は原則行わな
いことにしているが、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
できるよう事務所を指導していきたい。

・i-Constructionを進める上で特にCIMにつ
いて非常に重要と考え勉強を重ねている。
研究会の中でワーキングを２つ（測量設
計、施工管理）立ち上げてソフトも含め
た検討を行っている。ワーキングについ
ては１月に第４回を開催する予定である。

■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 中国地方整備局からの回答
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現在はICT土工については工事の起工測量 
で実施しているが、今後は測量設計時点
での三次元化への取り組みを進めていく
のでワーキングも含めて協力をお願いし
たい。

・非常に重要と考えており、事務所を指導し
ている。例えば16時以降に協議を行わな
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
所を指導していくので、それに反する事例
があれば具体的に教えてほしい。働き方
改革について事務所を指導しているが浸
透していない面もある。再度、徹底して
いく。

・若手技術者の育成に取り組んでおり、若手
技術者の聴講を可能としている。入札説明
書に記載しているので確認をお願いする。

⑥ワークライフバランスの改善に向けて積
極的に取り組んでいただいております
が、引き続き受発注者協働による施策の
推進・強化をお願いします。
ａ．夜間や休日に電話での問い合わせや
指示があります。平日の20時以降及
び休日の発注者からの電話連絡を原則
禁止とし、トップダウンにより職員の
徹底をお願いします。【継続】

ｂ．官民一体となったノー残業デー普及
推進の協力と就業環境改善に向けての
取組み（在社時間削減、有給休暇取得
推進等）への理解をお願いします。【継
続】

ｃ．深夜労働や休日出勤を余儀なくする
依頼が未だにありますので改善をお願
いします。【継続】

（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プロポーザル等のヒアリング時には、若
手人材育成のために若手技術者の同席聴
講をお願いします。【継続】

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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・概数発注においても具体的な履行場所の明
示が必要であると考えており、事務所を
指導していく。

・総合評価落札方式（１：１）での技術資料
に関するヒアリングについての有無の明
示を統一していくこととする。また、技術
提案書提出期限の翌日にはヒアリングの
有無を必ず通知するようにする。

・入札手続きにおける閲覧資料に関しては要
望に併せて閲覧資料の手法について検討
していく。

・概数発注業務においても業務箇所、内容等
の条件明示をできる限り徹底していくが、
対応できない場合もあるので、事務所と
十分協議してほしい。

・今年度より局で発注した業務に関して部長
表彰を導入した。また、技術者表彰も業務
表彰と同一業務とした。要望の担当技術
者や若手技術者についても他地整等の状
況を見ながら検討していく。

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概数発注等の技術提案書作成において路
線しか示していない場合もありますので
業務位置の明確な記載をお願いします。
【新規】

②総合評価落札方式（１：１）の業務にお
いて、入札説明資料の『技術資料に関す
るヒアリングについての記載』が事務所
によって異なり、ヒアリング実施との記
載があるため準備をしたが、ヒアリング
前日に「ヒアリングを実施しない」との
faxが届くなど対応に苦慮しております。
特に技術提案書（１枚）での業務の場合
は、ヒアリングは実施されていないので、
『ヒアリングは行わない。』と文面に統一
をお願いします。【継続】

③事務所での資料閲覧は閲覧時間が限られ
るため内容の把握が難しく、写真撮影が
許可されている場合でも、資料が多い場
合は手間もかかることがありますので公
開用成果品電子データの複写をお願いし
ます。【新規】

④概数発注業務では、当初契約内容から変
更・追加・削除される場合があることは
承知しておりますが、変更・追加の内容
によっては対応できない場合もありま
す。可能な範囲で、当初契約時に具体的
な内容の提示をお願いします。【新規】

⑤優良業務に関しては、個人表彰の増加や
部長表彰の新設など積極的に取り組んで
いただいておりますが、引き続き優秀な
担当技術者や若手技術者奨励賞等の表彰
制度の検討をお願います。【継続】

■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
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・今年度から道路施設点検に関して法定点検
回数が定期点検の業務を価格競争とした。
業務内容、業務規模に応じて地域要件を設
定して発注方式を検討している。今後も業
務内容、発注規模に応じて発注方式、選定、
地域要件を設定していく。

・業務計画時に作業項目・内容が十分に確定
していないと難しい場合がある。受注者
の履行体制の確保に必要となることなの
で、できる限り作業内容、数量を明確にす
るよう事務所を指導していく。

・土木工事数量算出要領に基づいて行ってい
るが、現在i-Conに伴って数量算出の見直
しをしていく動きがある。土工数量算出の
簡素化について本省に伝えていく。

・現在は事務所での閲覧方式となっている。
今後、インターネットでの公表について検討
していく。

・入札心得の改正、電子入札システムの改
良、変更が必要となる。電子くじだと決
定についてブラックボックス的な感じが
するようにも思えるが、要望について本

（２）地域コンサルタントの積極的な活用
①インフラ施設のメンテナンス業務のう
ち、現地作業関係（道路施設点検、河川
管理施設点検等）については、地域に精
通した地方企業が力を発揮する部分とな
り、また、構造物の延命化や耐震対策な
ど高度な業務については大手企業が力を
発揮する部分となります。お互いの強み
が発揮できるよう地域要件などの発注条
件設定をお願いします。【新規】

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。【H27：Ⅰ（2）⑥で要望】

（２）詳細設計及び三者会議等における総合的
な品質の確保

①例えば、土工の数量計算においては、作
業形態別に数量を計上する必要がある
等、現在の数量計算は非常に手間がか
かっておりますので、簡素化の検討をお
願いします。【新規】

４．その他
①総合評価落札方式の評価結果内訳につい
てはインターネット（入札情報サービス）
に公表されていますが、プロポーザル方
式の評価結果についても同様の公表をお
願いします。【新規】

②同札の場合のくじを、あみだくじから電
子くじに変更していただくようお願いし
ます。【継続】

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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省へ伝えていく。

・質問の内容については主旨を理解して積
算内容に照らして回答するようにする。
積算条件に関する発注者と受注者の認識
の違いは低入札や不調に繋がる恐れもあ
るので質問・回答について十分検討して 
いく。

③積算に関する質問回答が不明瞭な場合も
ありますので、再度質問が出来る時間を
設けていただきたい。【継続】

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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平成29年12月５日（火）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。
広島県からは宮本建設企画部長をはじめ15

名の幹部職員が、中国支部からは小田支長と來
山総務部会長、金本業務部会長および業務委員
12名の合計15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」、「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（H29.12.5開催）

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当初契約にない新規工種は、当初落札率
を適用しないようお願いします。【継続】

②打合せは特記仕様書規定の回数よりも大
幅に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ことをご理
解いただき、実態に即した変更契約をお
願いします。【継続】

・現行では設計変更が生じた場合は、国の積算
基準を参考に当初の落札率を適用し、受注者
と協議の上、変更契約を締結している。国が工
事で採用されているような総価契約単価合意
方式などの取組状況を参考とし、変更契約や
別途発注の判断などについて、双方の事務的
負担の観点も加味し、引き続き検討していく。

・打ち合わせ回数は、業務の種類に応じて標
準回数を定め、必要に応じて打ち合わせ回
数を増減している。追加業務が発生した場
合など、一同に会しての協議を要する場合
は、契約変更の協議をさせていただく。

宮本建設企画部長の挨拶 小田支部長の挨拶

■広島県との意見交換会要旨
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・交通誘導員に限らず設計労務単価は、毎年
秋に、「公共事業労務調査」を実施してお
り、翌年の業務の発注に際し、予定価格
を算出する根拠としている。また、交通
誘導員については、実勢単価との乖離が
あることも踏まえ、直接工事費の中に入
れて積算することとしている。今後とも、
業務の平準化に努めるとともに、今回お
聞かせいただいた現状等も踏まえ、適切
に対応していく。

・橋梁点検車の使用日数については、0.2日
／橋を基本とし、橋長に応じた補正によ
り積算している。今後については、橋梁
点検車の橋梁間の移動時間と作業時間の
制約を受ける場合の取り扱いについて考
慮するなど、実使用日数が反映できるよ
う、歩掛の見直しを検討していく。

・現在、100m以下の橋梁については、主に
橋梁全体の補修設計を行う仕様となって
いる。ご指摘のとおり健全度Ⅲの部位のみ
の補修設計成果を必要とするケースが多
いことから、今後は損傷の部位毎での積
み上げによる積算ができるよう、歩掛の
変更について検討していく。

・関係機関協議資料作成を依頼する場合は、
設計図書の特記仕様書に記載するよう発
注機関に対し周知を図っていく。

③実態に即した歩掛・積算体系への改善及
び整備をお願いします。
【橋梁関係】
ａ．橋梁点検等現場作業の増加に伴い交
通誘導員の使用が増えており、時期に
よっては交通誘導員の確保が困難とな
るケースがあります。また、人件費単価
についても積算労務単価と合っていませ
んので、実状に合った単価の見直しを
お願いします。さらに、交通誘導員不
在の地域では宿泊付で確保する事となり
ますので、実状に合わせて宿泊費等に
ついても考慮をお願いします。【新規】

ｂ．橋梁点検車は、基本を0.2日/橋とし
て橋長により係数が設定されていま
す。交通規制の準備・撤去や橋梁間の
移動時間を加味した使用日数設定をお
願いします（国の場合は、使用日数を
見込んでもらえる）。【新規】

ｃ．橋梁補修設計の現在の歩掛は、局部
的・限定的な損傷若しくは全体的な損
傷の２ケースしかなく、局部的か全体
的かの分けが明確になっていません。
損傷の部位（上部工、下部工、伸縮装
置取替え、支承防錆、高欄・防護柵取
替え、橋面防水工等）毎での積上げに
よる実状に合った歩掛への変更をお願
いします（例：岡山県または山口県は
そのようになっている）。【新規】

ｄ．橋梁補修設計業務において関係機関
協議資料作成を認めてもらえないこと
が多くあります。橋梁詳細設計の関係
機関協議資料作成の歩掛り適用をお願
いします。【新規】

■広島県との意見交換会要旨
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【トンネル関係】
ｅ．トンネル点検の歩掛りは、ひび割れ
密度により区分されていますが、損傷
はひび割れに限りません。また、ひび
割れ密度算出根拠図の作成が煩雑で
す。ひび割れ密度を歩掛り区分に適用
するかどうかを含めて歩掛りの見直し
をお願いします。【新規】

【砂防関係】
ｆ．土砂法基礎調査の測量業務は、業務
場所が都市部の場合、現地作業の効率
が郊外部に比べ悪く住宅が密集してい
る上、住宅の裏が構造物になっている
場合は何度も上り下りするなど作業の
手間が掛かっていますので郊外部を基
本単価とし、都市部は変化率による補
正をお願いします。【継続】

ｇ．土砂法基礎調査の歩掛、単価、作業内
容等の見直し協議をされる予定と伺っ
ていますが、引き続き歩掛りの改善や作
業の効率化などをお願いします。【継続】

（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現地立ち入り許可が契約時点で地域住民に
周知されていないことがあり、現地立ち入り
が１〜２ヶ月先になる場合があります。速や
かな業務実施のためにも、発注前に地域へ
の周知していただき、契約後速やかに現地
に入れるよう配慮をお願いします。【新規】

②品質確保・ミス防止の観点から、履行
期限（納期）の平準化と必要履行期間の
確保への取組み強化をお願いします。 
【継続】

・トンネル点検の歩掛りについては、国土交
通省道路局が作成した道路トンネル定期
点検業務積算資料に準拠しており、現在
見直しの予定はない。

・土砂災害警戒区域等設定支援システムを導
入し、2年が経過したことから実施した基
礎調査の実態調査の結果を受け、急傾斜
の測量に係る２項目、設計に係る５項目
及び土石流の設計に係る１項目について、
現行の歩掛に、小学校区ごとの「箇所当た
りの平均斜面数」や「平均渓流長」による
補正を乗じる改訂を行う予定としている。

・前述のとおり基礎調査の歩掛改訂を行うと
ともに、公表用提出資料の簡略化を図る
等、業務の効率化に努める。また，最終照
査時の手戻り防止などにも努めていく。

・速やかに業務着手できるよう、業務地域へ
の周知を行っていく。

・業務の時期的な集中を緩和し、平準化を図
ることは品質向上に資するとともに、生産
性向上による労働環境の改善にも資するも
のと考えており、年度末等への集中を避け
るため、早期発注に努めるとともに、債務負
担行為や繰越制度なども活用している。ま

■広島県との意見交換会要旨
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た、適正な履行期間の確保については、従来
より次長会等で事務所に周知しているが、
具体的な事例があれば、御一報いただくよ
うお願いする。

・本県もワーク・ライフ・バランスの推進に
積極的に取り組んでおり、本庁及び事務
所においても「ノー残業デー」の呼びかけ
を行っている。担い手確保の観点からも、
受発注者が協力して健全な労働環境を創
出することは重要であると考えており、
週末指示で「週明け期限」、あるいは、「夕
方指示の翌朝期限」等、時間的余裕のない
指示や勤務時間外での指示をしないなど、
ウィークリースタンスの推進に向けて次
長会等で事務所に周知していく。

・同上

・同上

・実績評価２型については、配置予定管理技
術者について、比較的難易度が低いことか
ら同種業務の実績を求めておらず、また配
置予定担当技術者については、若手技術
者が配置されることで担い手の確保・育成
を促進する観点から、技術者資格と専任性
の合計に上限を設定している。頂いたご意
見も踏まえ、応札者の状況等も注視しなが
ら、引き続き入札制度の改善に努めていく。

③ワークライフバランスの改善に向けて、
受発注者協働による施策の推進・強化を
お願いします。
ａ．夜間や休日にメール・電話での問い
合わせや指示される場合があります。
平日の20時以降及び休日の発注者か
らの電話連絡を原則禁止とし、トップ
ダウンによる職員の徹底をお願いしま
す。【新規】

ｂ．週末の夕方に指示、週明けの９時まで
に資料提出を要望されます（残業、休日出
勤ありきの指示がある）。時間外労働に配
慮した依頼や指示をお願いします。【新規】

ｃ．長時間労働・時間外労働を抑制し、従業
員の健康を確保するため、ウィークリースタ
ンス推進のご協力をお願いします。【継続】

２．入札・契約について
①若手技術者の配置促進については、総合
評価落札方式にて、“実績評価２型で実
績を求めない”、“配置予定担当技術者の
能力（資格・手持件数）に上限を設ける”
という制度で推進されていますが、現状
では若手技術者を配置促進に効果が出て
いません（業務成績や資格）。配置予定
技術者に年齢枠を設けるなど、更なる若
手技術者育成策をお願いします。【新規】

■広島県との意見交換会要旨
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・本県では、仕様が確定しておらず、業務内
容が技術的に高度・特殊な場合や、費用
が一定でも設計成果が変化する可能性があ
る場合にプロポーザル方式を採用し発注を
行っている。また、仕様が確定している案
件についても、業務内容が特殊な場合など
は、公募型競争入札で総合評価落札方式を
採用している案件もある。今後とも試行結
果を踏まえながら、プロポーザル方式等の
適用範囲などについて検討していく。

・業務の表彰制度は、業務成果の品質向上 
と、県内の企業及び技術者の技術力の向
上に向けた取組のきっかけにつながるこ
とを期待して、対象を県内企業に限って
選考している。引き続き、受注状況の把
握に努めるとともに、表彰の対象やイン
センテイプの内容については、総合評価
での加点の状況や表彰制度の効果等を踏
まえ、検証していきたいと考えている。

・実績評価型における地域の精通性について
は、地域において幅広く継続的に業務を
受注していることにより、地元との強い
信頼関係が構築されている、地域に相当
数の技術者・協力会社を確保している，災
害の初期段階において、迅速な支援体制
の確保が可能である，ということが期待さ
れ、当該業務の成果の品質向上につなが
るものであることから、県内に本店を有
する業者を評価している。なお、技術評価
型については、各者の技術力を主に評価
するという観点から、地域の精通性につ
いては評価をしていない。今後とも、頂
いたご意見も参考にしながら、品質の向
上に向けて入札制度の改善に努めていく。

②高度な技術力を要する業務については、
成果品の品質確保のため、技術力重視に
よるプロポーザル方式での発注をお願い
します。【継続】

③加点制度の拡大・緩和をお願いします。
ａ．表彰制度が県内本店に限って採用さ
れていますが、県外業者への拡大をお
願いします。【継続】

ｂ．総合評価落札方式における地域の精
通性は県内本店のみ加点となってい
ますが、支店等に技術者をおいてい
る企業も同等の扱いをお願いします。 
【新規】

■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
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・配置予定管理技術者の「専任性」の手持ち
件数については、設定資格を有する技術者
への過度な集中を避け、業務の品質向上を
図ることを趣旨としている。平成27年６月
の改正において、配置予定管理技術者の評
価においては、無理な専任による負担軽減
の観点と、配置された管理技術者の手持ち
件数の実態を踏まえ手持ち件数を緩和した
ところだが、これらのさらなる緩和につい
ては、業務の品質確保の観点から、慎重に
検討すべきと考えている。引き続き、評価
項目設定の趣旨がより反映されるよう、応
札状況や受注状況を検証したうえで、必要
な措置を検討していく。

・手持ち予定件数は、当該業務の履行期間中
に重複する最も件数の多い時点での手持ち
件数及び予定件数を示している。手持ち件
数については、先程のご要望と同様に、設定
資格を有する技術者への過度な集中を避
け、業務の品質向上を図ることを趣旨として
いる。引き続き、評価項目設定の趣旨がより
反映されるよう、応札状況や受注状況を検
証したうえで、必要な措置を検討していく。

・業務費内訳書については、適正な見積りを
伴わないダンピングによる入札参加や再委
託先等へのしわ寄せ等を防止し、元請・再
委託先間の「対等な立場における合意に基
づく公正な契約の締結」の促進のため、応
札者全員に対して応札時に提出をお願いし
ている。また、1000万円以上の業務につい
ては、再委託予定者の見積書の添付をお願
いしている。これは、重点調査以外の低入
札価格調査について、提出資料を減らし、
業務費内訳書と見積書のみで行えるよう合
理化を図り、審査期間を短縮するための取

④総合評価落札方式の選定評価の項目と配
点について緩和・改正をお願いします。
ａ．管理技術者に関して手持ち件数が０
〜５件では3.0点、６〜９件では1.5点
となっています。優秀な有資格者は手
持ち件数が多くなるため、この評価の
緩和をお願いします。【継続】

ｂ．技術資料様式第３号・４号について、
予定業務の欄を廃止し、手持ちとして
カウントしないことを要望します。ま
た、国土交通省のように、指名通知時
点での手持ち件数を申告するよう改正
をお願いします。【継続】

⑤入札時の業務費内訳書添付については、
“公正な契約締結の促進上必要”とのお
考えは承知しておりますが、現実には、
再委託先の見積書添付と合わせ内訳書作
成の手間が大きく、また記載字句の間違
いによって失格となる等の状況です。事
務負担軽減のため簡素化等のご検討をお
願いします。【継続】

■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
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⑥工事は昨年６月より積算内訳書の事後公
表をしておりますが、業務についても同
様に公表をお願いします。【継続】

⑦業務評定結果の公表（閲覧）を全業務に
ついてお願いします。【継続】

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履行期限（納期）の平準化と必要履行期
間の確保への取組み強化をお願いします。
ａ．品質確保・ミス防止の観点から、成
果とりまとめ期間における追加依頼
は、避けていただくようお願いしま
す。また、業務の途中で中間成果や資
料提出を求められる場合、発注者側の
都合で一方的に提出期限を決められる
場合が多く、十分な照査を実施する時
間が確保できないので、必要履行期間
の確保をお願いします。【継続】

ｂ．品質管理とミス防止の観点から、適
切な工期設定をお願いします。特に、
関係機関協議等が多く発生する業務
は、余裕を持った工期設定をお願いし
ます。また、年度末（３月末）の工期
が目立つため、平準化した早期発注を
お願いします。【継続】

組でもあるので、ご理解とご協力をよろし
くお願いする。なお、記載誤りについては、
建設業関係説明会の資料等で記入例をお示
しし、注意喚起を行っている。

・金入り設計書の契約後の情報開示について
は、広島県情報公開条例に基づき開示請
求のあった案件について行っている。金
入り設計書の事後公表については、建設
工事の状況も踏まえ、今後検討していく。

・平成29年６月１日以降に完了検査を行った
業務の成績評定点については、各発注事務
所の閲覧所で閲覧できるようになっている。

・業務内容に変更のあった場合は、履行期間
についても変更内容等を勘案し、必要に
応じ見直すべきであり、適切に対応して
いく。

・業務の時期的な集中を緩和し、平準化を図
ることは品質向上に資するとともに、生産性
向上による労働環境の改善にも資するもの
と考えており、年度末等への集中を避ける
ため、早期発注に努めるとともに、債務負
担行為や繰越制度なども活用している。ま
た、適正な履行期間の確保については、従
来より事務所を指導しているが、不適切な
事例がありましたら、御一報いただきたい。

■広島県との意見交換会要旨

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望 広島県からの回答
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・受注者側の責によるものは、瑕疵担保によ
り必要な措置を求めるが、不測の事態等
により図面の修正や構造の再計算が必要
となった場合などは、発注者である県の
責任において対応する。

・契約内容や業務の条件については、設計図
書や見積依頼書に明示するよう努めてい
る。応札時に設計図書の内容が不明な場
合は、発注機関に事前にご相談頂いた上
で質問書の提出をお願いする。また、契約
後に施行条件など、曖昧な点や実態に差
異がある場合は、発注機関の調査職員に
協議をお願いする。協議の結果、変更契
約が必要と認められる場合には、契約約
款や共通仕様書に基づき、受発注者協議
の上、適切に対応していく。

・当初契約の項目にない業務については、受
発注者協議の上、変更契約や別途契約を
行うなど、適切に対応していく。

・業務の内容に変更が生じた場合には、受発
注者協議の上、変更契約を行うなど、適
切に対応していく。

（２）詳細設計及び三者会議等における総合的
な品質の確保

①納品後に担当者が変わり、要望・依頼（設
計条件が変わったので修正を求められる
【業者からも】）がありますが、瑕疵があ
る場合は別として納品後の修正について
は、別途業務（費用精算）としての発注
をお願いします。【継続】

②変更・追加業務や納品後対応の適正化を
お願いします。
ａ．特記仕様書の内容を詳細に記載し、
追加作業（変更項目）か否かが、明確
になるようにお願いします。また、変
更指示や変更金額の決定は、実作業に
合わせて早期段階での対応をお願いし
ます。【継続】

ｂ．契約項目外の指示、依頼については
正式な契約をお願いします。【新規】

ｃ．業務当初、建設事務所から「前業務で
県庁と協議済み」との指示を受けました
が、成果納品直前に方針変更となりま
した。一旦納品して修正業務の発注を
お願いしましたが、受け入れられずに
大幅な修正を要しました。発注者都合
で手戻りになった業務については別途
業務（費用精算）としての発注していた
だきただくようお願いします。【新規】

③仕様書・説明書等については、曖昧な表現
が多いため（追加作業なのかも含め）、作

■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
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・契約内容や業務の条件については、設計図
書や見積依頼書に明示するよう努めてい
る。見積依頼書が不明確な場合には、見
積依頼機関に対し、問い合わせをお願い
する。

・「改正品確法」の適正な運用実現に向けた
市町への対応については、品確法及びその
運用指針において、国や県が必要な支援を
行うこととされている。現在、国、県及び
市町により構成される「発注者協議会」に
おいて、継続して必要な議論を行っており、
「適切な予定価格の設定」、「ダンピング対
策の徹底」、「適切な工期の算定」などにつ
いて、目標と実績を公表しているところで
あり、引き続き適切に取り組んでいく。特
にダンピング対策などは、品確法の理念で
ある「将来にわたる品質確保」の推進に欠
かせないものであるとともに、国や県のみ
ならず全ての発注者の取組が必要であると
考えており、県としても引き続き、その趣
旨と国や広島県の制度の内容について周知
を図るなど、適切な制度の制定・運用に向
け働きかけを行っていく。

・システム機能については、サービス提供者が
実施する利用者アンケートを基に改善改良
を進めているが、より一層の利便性向上に繋
がる取り組みであれば、積極的に対応を進め
ていきたいと考えている。なお、利用料を一
括請求に変更した方が良いとのご要望につ
いては、事前に請求書記載の問い合わせ先で
あるNECキャピタルソリューション（電話03-
6720-8383）に連絡頂ければ、一括支払いに
対応させて頂くことが可能となる。

業内容を明確にし、分かりやすい表記へ
の改善をお願いします。
ａ．トンネル補修調査および設計の見積

作成を求められることが近年多々あり
ます。見積内容が明確でないケースも
多く見られますので、見積が適切に行
えるように内容の明確化をお願いしま
す。【継続】

４．その他
①平成26年に改正品確法が施行されました

が、未だ最低制限価格や低入札価格調査
制度を導入していない自治体があります。
ダンピング受注防止の観点からも指導を
お願いします。【新規】

②広島県工事中情報共有システムが一部
改定され、契約者の承認行為が必要に
なりました。本社への一括請求など変
更した方が良いと思われる項目が存在
すると考えていますが、改正にあたっ
て利用者の意見は反映されているので
しょうか。【新規】

■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
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平成29年12月26日（火）、鳥取県庁において、
鳥取県と建コン協会中国支部の意見交換会が開
催されました。鳥取県からは丸毛次長をはじめ
６名の幹部職員が、中国支部からは小田支部
長、金本業務部会長、吉岡業務部副会長及び鳥
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

けた担い手の確保のための環境整備」、「技術力
による選定」、「品質確保・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（H29.12.26開催）

Ⅰ　魅力ある建設コンサルタントに向けた担
い手の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、調査基準価
格、成果品重点確認価格の一層の引き上げ
・改正品確法において明記された担い
手の育成・確保、適正な利潤の確保な
どに向けて、安定的な事業量の確保と
ともに、さらなる調査基準価格、成果
品重点確認価格の引き上げをお願いい
たします。

（２）受発注者協働による生産性向上と就業環
境の改善に向けての取り組み強化

①履行期限（納期）の平準化と必要履行期

・調査基準価格については、国の改定に準じ
ており、H29年５月に引き上げをおこなっ
たところ。

・成果品重点確認価格については、当面推移
を見守りたい。

約17分間の意見交換

・平準化には、３年前より取り組んでいる。

鳥取県との意見交換会　鳥取県丸毛次長挨拶 鳥取県との意見交換会　隅鳥取県委員長挨拶

■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
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・ゼロ県債について、工事だけでなく、測
量等業務委託費で、H27年度は0.3億円、
H28年度は6.1億円と激増し、H29年度も
９億円を予定しており、今後も引き続き
予算確保に努めていく。

・平準化の効果検証（経営の効率化、雇用確
保の安定化、休日の増加）を行いたい。取
組みの後押しとなるデータ提供をお願い
したい。

・工期の件については、柔軟に対応していき
たいと考えている。

・積極的に取り組んでいきたいと考えている。
・工事については、本年度３件を実施中であ

る。
・CIMは、少し遅れているが、国や委員会の

動きが不明確なこともあり、方向性を見
極めるために慎重に対応しながら、できる
形でやってみたいと考えている。今後も
協力いただきたい。

・研修会、勉強会については、今後も参加し
て推進していきたいと考えている。

・引き続き、頑張って取り組んでいく。

 

・若手技術者の活躍の場については検討して

間の確保への取り組み強化による業務執
行状況の改善
・対外協議（関係機関、地元関係者等）
や設計条件確定の遅れ等による繰越の
柔軟な運用や標準期間設定による必要
履行期間の確保をお願いいたします。
適正な工期（標準工期）設定、事業特
性や地域事情等を踏まえた必要工期の
確保と納期平準化等への取り組みによ
る業務執行状況の改善をお願いいたし
ます。

②ICT技術（CIM、３次元情報管理等）の導
入および活用による測量・調査〜設計〜
施工〜維持管理に係る生産性向上への取
り組み促進
・具体策として、平成28・29年度に引
き続き、会員企業の若手社員と鳥取県
職員の合同によるCIMなどの研修会・
勉強会を継続的に実施していきたいと
考えております。今後ともご協力、ご
支援をお願いいたします。

③受発注者協働でワークライフバランスの
改善に向けての施策の推進・強化
・ウイークリースタンスの浸透・拡大と
ノー残業デーの継続推進

・待機命令や過度な深夜勤務の削減（労
働基準法を踏まえた時間外労働時間の
抑制）

・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実施等の徹底

以上のような内容を、受発注者共通認識
のもと取り組んでいきたいと考えており
ますので、よろしくお願いいたします。

（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若手技術者・女性技術者の活用・育成の

■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
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いきたい。

若手技術者と有資格者の活用について、
約３分間の意見交換

・PRは大切なことであり、一緒になって取
り組んでいきたい。

・H29年１月に「鳥取県建設分野担い手確保・
育成連携協議会」を立ち上げていろいろな
議論をしており、注視していきたいと考
えている。

・今後アンケート調査も実施したい。その際
はご協力いただきたい。

・総合評価方式については、評価項目の見直
しや技術提案のやり方、評価の仕方を含
め現在見直し検討中である。

・総合評価方式は、難易度が高い及び特に高
い業務を対象としているが、それがどう
いった業務になるのか、難易度、評価方
法も見直していく形で検討させていただ
きたい。

・簡便型総合評価方式を総業務数の60％に
増加するには、技術者の手持ち業務など、
県内業者の実情も検討しながら、中身に
ついて考えさせていただきたい。

ための入札契約制度の工夫改善の推進
・モチベーションアップを図るため、若
手技術者の活躍の場を広げるととも
に、女性技術者の増加への対応、活用
促進や育成につながる入札契約制度に
ついて検討し、推進していただくこと
を要望します。

活用例）簡便型総合評価方式の評価項目
への追加など

②建設産業界の魅力アップと社会資本整備
の効用・意義の広報に対する官民一体化
での推進
・引き続きご協力、ご支援をよろしくお
願いいたします

実施事例）鳥取大学工学部への広報活動
（リクルート用動画・スライド
を用いた紹介）

Ⅱ　技術力による選定
（１）地方自治体（鳥取県）における発注方式

の改善（技術力を基本とした選定・発注
の仕組みの導入、促進）

①改正品確法の「発注関係事務の運用に関
する指針」に基づき、技術力を基本とし
た選定や発注量の増加
・プロポーザル方式、技術提案型総合評
価方式、簡便型総合評価方式による発
注量の増加（ただし、受発注者の負担
軽減を考慮して、評価テーマの減少、
提案書様式の見直しなど継続的な改善
が必要

・くじびきによる選定になる可能性が高
い一般競争入札業務の削減

方向性の案）
【県内・県外業務】
・新しい簡便型総合評価方式の導入（現
行の方式ではなく、配置技術者の有資
格、同種業務の実績数、業務成績評価

■鳥取県との意見交換会要旨
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・国において、業務評定方法の見直しが検討
されている状況でもあり、そのような状況
も見ながら検討していきたい。

・現在は、県内業者の実情に配慮した形で設
定しているため、すぐに全ての業務に求め
ることは今の段階では難しいが、そういっ
たことも考えながら検討はしていく。

・しばらくは、最低値を採用させていただき
たい。他県の状況も踏まえてさらに検討
していきたい。

・仕様書の内容の理解度によって見積内容が
異なる場合は、平均値の採用も考え方と
してはある。一方で、単に歩掛がないも
のなど、一つの業務として見積りをお願
いした場合には、業務ができるという判
断を尊重して、最低値を採用したい。異
常値は、排除する。

点等を採点基準とする方式）
・プロポーザル方式、技術提案型総合評
価方式の増加

【県内業務】
・簡便型総合評価方式を基本（総業務数
の60％以上）とし、業務の難易度、
発注の緊急度などに応じて技術提案型
総合評価方式、制限付一般競争入札方
式で対応

②業務表彰制度の導入・活用の推進
・現在、県内向け業務に対して表彰制度
が導入されていますが、県内・県外向
け業務に対しても拡大していただきま
すようお願いいたします。また、業務
表彰の結果を活用する仕組みの検討を
お願いいたします。

表彰結果の活用案）
簡便型総合評価方式の評価項目への追加
技術提案型総合評価入札への加点

など

③改正品確法の観点からも、業務分野に応
じた有資格者（技術士・RCCM等）の活
用や、建設コンサルタント業登録制度の
的確な活用、促進をよろしくお願いいた
します。

④標準積算基準にない業務においての見積
徴収時の予定価格設定方法として、現在
は、業務全体での最低値を採用されてい
ますが、中間値や平均値で採用すること
の見直しをお願いいたします。
実施採用例）
島根県：異常値を除く平均値直下を採用
広島県：異常値を除いた平均値を採用
山口県：単価については平均値、歩掛

については、平均直下を採用

■鳥取県との意見交換会要旨
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・県内業者で対応できる業務については、今
まで通り県内向け業務として発注する方
針である。

・H27年度より、トンネル点検業務を県外・
県内JV業務として発注しているが、他に
どのような業務がふさわしいか教えてい
ただきたい。

・全体のバランスも見ながら考えていきたい。

・労働環境の改善に向けた取り組みについて
は、県内各事務所へ公文書で通知してお
り、引き続き取り組んでいく必要があり、
周知を図っていきたいと考えている。

・条件明示チェックシートについて、県も取
り組んでいきたいと考えている。国交省
の様式を参考にしながら独自のやり方で、
工夫しながら進めていきたいと考えてい
る。

・歩掛、適正な費用の計上については、技術
委員会や皆さんに相談しながら、適正な
歩掛を計上するよう検討していきたいと
考えている。

（２）地域コンサルタントの積極的な活用と育
成

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
・県内建設コンサルタントの活用と育成
にご配慮いただき、感謝いたします。
引き続き、活用と育成の推進をお願い
いたします。

②JV参加型業務の拡大
・県外・県内コンサルタントでのJV参
加案件の拡大をすることにより、県外
コンサルタントの受注機会の増加、県
内コンサルタントの技術力アップにつ
なげられます。

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業務管理の徹
底、ワンデーレスポンスの実施、条件明
示チェックシートの活用徹底等と効果的
に運用のための継続的改善

（２）維持管理・更新事業における技術的課題
の改善

①点検・診断・補修・補強設計における積
算条件の明示、（条件明示チェックシー
トの活用）と適切な費用計上
例）トンネル点検業務、橋梁点検業務、

橋梁補修設計業務等

■鳥取県との意見交換会要旨
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平成29年11月17日（金）広島市中区地域福祉
センターにおいて、広島市と建コン協中国支部
の意見交換会が開催されました。
広島市からは木村技術管理課長をはじめ４名

の幹部職員が、中国支部からは小田支部長、金
本業務部会長および業務委員12名の合計14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」、「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（H29.11.17開催）

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現行最低制限価格は、1500万円未満で予
定価格の76〜78％から予定価格が上がる
に従って予定価格の３分の２（66.6％）まで
低減される仕組みとなっていますが、適正
利潤の確保のため、1500万円以上の最低
制限価格の引き上げをお願いします。（国
土交通省：約78〜80％、広島県：約90％）

②見積徴収した発注案件については、業務
内容の想定が可能なように歩掛の公開を
お願いします。

・1500万円未満は、国の基準に従っています。
1500万円以上は、総額失格基準が予定価
格の44％と低かったため、昨年から最低
制限価格制度に変更し、予定価格の2/3に
変更しました。
市としては予算もあるので、一度には難しいが、
他機関の様子もみて更なる見直しを検討します。

・仕様書等に詳細な業務内容を記載するよう
努めています。
歩掛の公開については、今後、検討して
いきたいと考えています。

広島市との意見交換会　市幹部出席者 広島市との意見交換会　小田支部長挨拶

■広島市との意見交換会要旨
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・積算基準のとおり、当初契約時の落札率を
適用しています。
当該業務に関係ない新規工種の追加につ
いては、別途業務として新規に発注する
こととしています。
対等な立場なので、無理な新規工種追加
が指示される場合は拒否してください。

・当初設計では、設計協議回数は標準の回数
で積算しています。
しかしながら、設計協議は協議回数のほ
か協議時間等も関係しますので、当初設
計と大きく乖離する場合は、業務発注課
と協議を行ってください。

・交通誘導員の単価については、毎年実施さ
れる公共事業労務費調査に基づき決定し
ています。
なお、本市発注業務においては、宿泊費
を計上する地域に該当するものはないも
のと考えています。

・設計業務等標準積算基準書の橋梁定期点検
業務等積算基準に記載の算定式を用いて
おり、橋梁間の移動時間を見込んで使用
日数を設定しています。

・設計業務等標準積算基準書に歩掛がないこ
とから、橋梁毎に歩掛の見積りを徴収する
こととしているため、損傷の状況に応じた
歩掛となっているものと考えています。

③当初契約にない新規工種は、当初落札率
を適用しないようお願いします。

④業務内容によっては協議回数が多くなる
ことがあるため、当初発注より適正な協
議回数の計上をお願いします。（国は、
３回から７回に変更しており、業務内容
に応じた中間協議回数の計上をお願いし
ます。）

⑤実態に即した歩掛・積算体系への改善及
び整備をお願いします。
ａ．橋梁点検等現場作業の増加に伴い交
通誘導員の使用が増えており、時期に
よっては交通誘導員の確保が困難とな
るケースがあります。また、人件費単
価についても積算労務単価と合ってい
ませんので、実状に合った単価の見直
しをお願いします。さらに、交通誘導
員不在の地域では宿泊付で確保する事
となりますので、実状に合わせて宿泊
費等についても考慮をお願いします。

ｂ．橋梁点検車は、基本を0.2日/橋として橋
長により係数が設定されています。交通規
制の準備・撤去や橋梁間の移動時間を加味
した使用日数設定をお願いします。（国の
場合は、使用日数を見込んでもらえる）

ｃ．橋梁補修設計の現在の歩掛は、局部
的・限定的な損傷若しくは全体的な損傷
の２ケースしかなく、局部的か全体的か
の分けが明確になっていません。損傷の
部位（上部工、下部工、伸縮装置取替え、

■広島市との意見交換会要旨
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・b・cについては、実態を確認します。

・分かりやすい記載に努めています。
変更は、協議の上、適切に対応すること
としています。

・ 成果品納品後、受注者に瑕疵がない場合の 
追加作業は、新たな業務発注としています。
昨年の意見交換会でも同様の指摘を受け、
昨年12月に関係課に、文書で注意喚起し
ています。
（c、③の内容も同様）
それでも無理強いする事案が生じた場合は、拒
否・もしくは技術管理課へ連絡してください。

・上記ｂに同じ。

・適正な工期設定に努めていますが、それで
も無理強いするようであれば、拒否・もし
くは技術管理課へ連絡してください。

・市としても、同様の取組みを実施しています

支承防錆、高覧・防護柵取替え、橋面防
水工等）毎での積上げによる実状に合っ
た歩掛への変更をお願いします。

（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変更・追加業務や納品後対応の適正化を
お願いします。
ａ．特記仕様書の内容を詳細に記載し、
追加作業（変更項目）か否かが、明確にな
るようにお願いします。また、変更指示
や変更金額の決定は、実作業に合わせて
早期段階での対応をお願いします。

ｂ．成果品の記載内容を補足する説明資
料作成等の追加作業を成果納品後に要
求されます。また、成果納品後の補足
資料作成の対応や地元協議への出席等
の追加作業が無償で要求されることも
あります。成果納品後の計画修正依頼
については、瑕疵がある場合を除き、
別途契約をお願いします。

ｃ．契約項目外の内容ついて、指示、依
頼が過去にありましたが、正式な契約
をお願いします。

②設計完了、即積算をする際に、積算に合
わせた図面・数量を算出する必要があり、
数量算出要領だけでは積算実態に合わな
いことがあります。その修正を行う場合、
工期内に実施するよう求められるため適
正な工期の設定をお願いします。

③ワークライフバランスの改善に向けて、
受発注者協働による施策の推進・強化を
お願いします。
ａ．長時間労働・時間外労働を抑制し、

■広島市との意見交換会要旨
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ので、就業時間外の業務打合せ等は極力
避けるよう努めています。
（文書でも注意喚起しています。）

・上記ａに同じ

・プロポーザルは実施していますが、件数は
きわめて少ないです。
発注方式は業務担当課が中心になって検
討しますが、適正な発注となるよう努め
てまいります。

・当面は、地元建設業者の維持発展等の観点
で市内本店業者を対象としており、対象
業者の拡大は今後検討していきます。

・早期発注に努めており、変更工期は甲乙協
議で決めています。
提出資料について期限を求める場合は、
特記仕様書等に明記するようにしていま
す。

・年度末工期を設定する場合が多くあります
が、合理的な理由により、年度内に適正

従業員の健康を確保するため、ノー残
業デー推進のご協力をお願いします。

ｂ．夜間や休日に電話での問い合わせや
指示があります。平日の20時以降及
び休日の発注者からの電話連絡を原則
禁止とし、トップダウンによる職員の
徹底をお願いします。

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価格競争と技術競争のバランスを取った
発注をお願いします。

②市外業者まで業務表彰制度対象業者の拡
大をお願いします。

３．品質の確保・向上について
（１）受発注者それぞれの役割を踏まえたエ

ラー防止への取組みについて
①履行期限（納期）の平準化と必要履行期間
の確保への取組み強化をお願いします。
ａ．品質確保・ミス防止の観点から、成
果とりまとめ期間における追加依頼は、
避けていただくようお願いします。ま
た、業務の途中で中間成果や資料提出
を求められる場合、発注者側の都合で
一方的に提出期限を決められる場合が
多く、十分な照査を実施する時間が確
保できないことをご理解願います。

ｂ．品質管理とミス防止の観点から、適切
な工期設定をお願いします。特に、関係

■広島市との意見交換会要旨
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な履行期間が確保できない場合には、繰
越等の措置により適正な履行期間を確保
し、完了工期が年度末に集中しないよう
に取り組んでいます。

・工事発注計画を基に、適正な工期を見込み
業務発注の平準化に取組んでいます。な
お、市では繰越等の措置により柔軟に対
応しています。

・曖昧な表現は、出来るだけ修正します。
また、質疑が行える制度もありますので、
御活用ください。

・市では実施していませんが、今後、国等の
実態を踏まえて、検討していきたいと考
えています。

・市は現在のところ実施していませんが、今
後、国等の状況を参考に検討していくよ
う考えております。

・建設コンサルタントより書類の多い工事業
者からは同様な要望は聞いておりません。
もう少し様子をみさせてもらいたいと思
います。

・選定委員会に諮る場合には、委員の日程調
整も含め１〜２週間を要するのが実態です。
選定委員会に諮らない場合は早期に対応
します。
意見があったことは、業務担当課に伝え
ます。

機関協議等が多く発生する業務は、余裕
を持った工期設定をお願いします。年度
末（３月末）の工期が目立つため、平準化
した早期発注をお願いします。

ｃ．発注時期が議会後になった場合、工
期が短縮され、緊急対応を要する状況
となっていますので、業務発注の平準
化をお願いします。

（２）詳細設計及び三者会議等における総合的
な品質の確保について

①仕様書・説明書等については、曖昧な表
現が多いため（追加作業なのかも含め）、
作業内容を明確にし、分かりやすい表記
への改善をお願いします。

②発注者、設計者、施工者の三者間の設計
思想の伝達や情報共有をする「三者会議」
が国、県等で採用されています。貴市に
おいても採用をお願いします。

４．その他について
①CIMやICT技術の活用について、今後の
展開はどのようにお考えでしょうか。

②落札候補者となった場合、入札参加資格
確認申請書の提出期限が開札当日の17
時となっております。作成期間が短いた
め、開札翌日17時迄に提出期限の変更
をお願いします。

③開札後、入札参加資格確認申請書提出を
したのち、落札の連絡があるまで相当期
間を要することがあります。案件によっ
ては１〜２週間近くかかったこともあり
早めに連絡をお願いします。

■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
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平成30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30年１月31日（水）に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
れました。あらかじめ本部で作成された平成
30年度の「要望と提案」の一次原案に対して、

中国支部の意見を申し入れて調整をお願いしま
した。
本部から村田会長、木谷副会長他常任理事、

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
席しました。

協会本部と中国支部意見交換会

本部・支部意見交換会　村田会長の挨拶 本部・支部意見交換会　小田支部長の挨拶
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技　術

技術部会の開催

◦CIMハンズオン講習会
本部情報部会ICT委員会CIM技術専門委員会

の協力のもと、CIMハンズオン講習会を開催し
ましたので報告します。
開催日：土工編　2017年５月18日（木）

Infra編　2017年５月19日（金）
場　所：日本技術士会中国本部事務局会議室
内　容：コンサルタント技術者がCIM導入ガ

イドライに沿ってCIMを実業務に適
用するための第一歩の取組として、
実際にパソコンを操作しながら、導
入ガイドラインに沿ったモデルの作
成方法を修得。
土工編は、Autodesk Civil3Dを使用
して、現況地形モデル、土工モデル
を作成。
Infra編 は、Autodesk Infraworkを
使用して、統合モデルを作成。

参加【定員各20名】：土工編９名
Infra編６名

スケジュール（土工編・Infra編とも同様）
９:00 〜 ９:30 受付
９:30 〜 ９:35 開会あいさつ
 （講習会目的説明）
９:35 〜10:00 CIM/i-Con動向、講習内容

の説明、モデル化の考え方
10:00 〜12:00 パソコンによる実習⑴
12:00 〜13:00 昼休み
13:00 〜17:25 パソコンによる実習⑵
17:25 〜17:30 閉会あいさつ
 （今後の支部対応など）
17:30 〜18:00 アンケート回収、後片付け

参加者が定員を大きく下回りました。事前
にソフトをインストールしたPCを各自持参
というハードルが高かったものと思われま
す。また、PCのスペックが低いと処理に時
間がかかっていましたので、スペックをそろ
えることも課題です。

技術講習会、見学会

◦第１回技術部会
開催日：平成29年６月15日（木）
場　所：日本技術士会中国本部会議室

内　容：・昨年度の活動報告
・道路橋メンテナンス技術講習会の

開催について
・中国地方建設現場の生産性向上研

究会報告
・現場見学会の開催について
・委員会の活動について

講習会の状況
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◦マネジメントセミナー
開催日：平成29年７月27日（木）
場　所：ホテルメルパルク広島
主　催：本部技術部会マネジメントシステム

委員会
内　容：・建設コンサルタントとマネジメント

・PPP/PFIの政策動向と事例紹介
・CM方式の更なる活用に向けて
・建設コンサルタントの環境配慮マ

ネジメント
・マネジメントシステムの効率的運

用に向けて
・品質の確保・向上に向けて

参加者：157名（うち発注機関２名）

本年度のマネジメントセミナーは、過年度セ
ミナーでの意見を取り入れ、より具体的な内容
にして行われるとともに、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。

◦GIS講習会2017-広島
　（ArcGIS初級編・中級編）
本部情報部会ICT委員会ICT普及専門委員会

及びESRIジャパン様の協力のもと、GIS講習会
を開催しましたので報告します。
開催日：初級編　2017年８月29日（火）

中級編　2017年８月30日（水）
場　所：日本技術士会中国本部事務局会議室
内　容：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【定員20名】：初級編20名
　　 中級編19名

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

今年は大盛況でした。今後、CIMの進展に伴
いGISもさらに活用の場が広がるものと思われ
ます。

講習会の状況
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◦ICTセミナー 2017
本部情報部会ICT委員会ICT普及専門委員会

及びOCF会員会社様の協力のもと、ICTセミ
ナーを開催しましたので報告します。
日時：2017年９月19日（火）13:30 〜 16:55
場所：まちづくり交流プラザ研修室A
内容：CIM、i-Constructionの動向と関連する

周辺技術の紹介、OCFの活動報告と
関連ソフトの紹介

参加者：39名（申込者：50名）
スケジュール：
第１部13:30 〜 14:30
CIM導入ガイドランの概要

第２部14:40 〜 15:40
i-Construction関連情報、CIM活用のユー
スケース、CIMに関するアンケート調査
結果報告

第３部15:50 〜 16:55
OCFの活動報告と関連ソフトの紹介

毎年、参加者が減ってきています。アンケー
トの結果、特に不満はないので、今後、本部と
協力し、内容を充実させることで、参加者を増
やしたいです。

講習会の状況①

講習会の状況②

◦品質セミナー“エラー防止のために”
開催日：平成29年10月５日（木）
場　所：ホテルメルパルク広島
主　催：本部技術部会技術委員会
内　容：・セミナー概要説明
　　　　・エラーの技術的分析と改善策

（1）土質・地質
（2）道路/トンネル
（3）橋梁
（4）鉄道
（5）河川構造物
（6）砂防・急傾斜

参加者：107名（うち発注機関１名）

品質セミナーは、品質に対する発注者の問題
意識が高いなかで、協会会員の技術力向上のた
めの努力の一環として例年開催されているもの
です。このセミナーでは、専門技術的な観点か

ら照査の具体的改善を目指し、「成果品に関す
るエラーの事例集」としてとりまとめた個々の
事例の紹介とそれに基づくエラー防止の留意
点・対策を提案してきています。本年度も業務
遂行者層を主な対象として開催されました。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
にもご案内しています。

品質セミナー　受講状況
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はじめに
今回の現場見学会では、山口県岩国市にある

県道岩国大竹線の交通渋滞緩和、安全性・走行性
の向上、広域交通拠点へのアクセス強化を目的と
し整備が行われている「森ヶ原バイパス」と、同
じく岩国市で広域に広がる錦川の洪水調整や既得
用水の安定化・河川環境の保全等を目的として建
設中である「平瀬ダム」の現場見学を行った。
県道岩国大竹線 森ヶ原バイパス

森ヶ原バイパスは、単純橋１橋＋トンネル２
本＋４径間橋梁１橋で構成される延長L＝
1,680mのバイパスである。今回は森ヶ原第１ト
ンネルと、４径間橋梁である御庄川橋の見学を
行った。森ヶ原第１トンネルについてはロック
ボルトの設置が終了しており、見学時は覆工作
業が行われている最中であった。トンネルの現
場見学は何度か訪れているが、毎回内部に入る
と施工・構造物の規模の大きさに圧倒される。
御庄川橋は、下部工の施工が終了し、上部工架
設に向け足場を製作しているところであった。
A1橋台では、親杭横矢板のよるアンカー式土留
工が施工されていた。A1橋台は段差フーチング
を有する橋台基礎であり、フーチング形状に合
わせて風化岩を削り込んで施工した状況が見学
できた。

平瀬ダム
平瀬ダムは、流域面積889.8k㎡の県内最大の

二級河川である錦川の洪水調整等を目的として
いる多目的ダムである。ダム高73.0mのうち、見
学時は40m程まで施工が進んでいた。また環境
への配慮として、H17の台風の影響で錦川内に
堆積した河床砂礫を利用しコンクリートの材料
として使用されていた。残土処理場では濁水処
理設備が置かれており、場内で循環させて再利
用する水は、川へ流しても影響がない状態まで
処理が行われていた。

現場見学会に参加して
山口県ではコンクリートの耐久性向上のため、

東北地方整備局の事例を参考に目視評価や温度
ひび割れ対策を試行的に取り組んでいる。どの
現場でもコンクリートの温度が一定になるよう
工夫がされており、品質向上に努めていること
が現場を見て一目瞭然であった。普段デスク
ワークを主としているため、現場の品質管理や
雰囲気・構造物の規模や使用重機など直接目に
する機会が無く、今回のような見学会は感覚を
養えるとても良い機会であった。設計者として、
今後は現場・施工者の視点も意識しながら業務
を遂行し、社会インフラを支える一員として社
会に貢献していきたいと思う。

現 場 見 学 会

パシフィックコンサルタンツ株式会社　
中国支社　交通基盤事業部　構造室　

細川　梨香

森ヶ原第１トンネル

平瀬ダム
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◦情報セキュリティ講習会
開催日：平成29年10月31日（火）
場　所：KKRホテル広島
主　催：（一社）建設コンサルタンツ協会

情報部会　情報委員会
情報セキュリティ専門委員会

共　催：（一社）建設コンサルタンツ協会 中国支部
講習の内容：
・開会挨拶
情報セキュリティ専門委員会の活動紹介

・講演１
建設コンサルタントでのデータセンター 
施設利活用について

・講演２
標的型攻撃・内部不正による情報漏えいの
事例と対策

・講演３
情報セキュリティ対策の基本と身近なリスク

参加者：46名

趣　旨：
本講習会は、建設コンサルタントとして、

情報セキュリティにおける内外の脅威および
リスクを知り、どの様な対策を実施すべきな
のか、仕組みや事例を基に情報セキュリティ
対策を考えることを目的として開催した。
講演１では、最近の情報セキュリティを取

り巻く事項の中で、情報セキュリティ専門委
員会が注視している内容を紹介した。また、
データセンター訪問調査を踏まえ、データセ
ンターのサービスの比較、利用検討のポイン
トを紹介した。
講演２では、情報漏えい事件の２大原因と

なっている、標的型攻撃および内部不正につ
いて事例を紹介し、それらに対するセキュリ
ティ対策を示した。セキュリティ対策の中で
も特に、多層防御の重要性を説明した。
講演３では、情報セキュリティ対策の基本

的な考え方や、身近なリスクを紹介し、それ
らに対する対策を示した。身の回りにあるリ
スクとして、情報部門だけではなく総務部門
にもかかわりの深い内容も説明した。

情報セキュリティ講習会（会場全体） 情報セキュリティ講習会（受講の様子）
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◦土研 新技術ショーケース2017 in 広島
開催日：平成29年11月30日（木）
場　所：広島市文化交流会館 3F大会議室（銀河）
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、
（一社）全国測量設計業協会連合会

内　容：道路技術 4技術　コメンテータ
中国地方整備局企画部

技術開発調整官　井上和久
中国地方整備局道路部

道路保全企画官　高木　繁
特別講演　高齢インフラ鋼構造物の
長寿命化対策と課題
広島大学大学院工学研究科
特任教授・広島大学名誉教授

藤井　堅
材料・モニタリング技術　2技術
コメンテータ

日本建設業連合会土木工事技術委員会
コンクリート技術部会委員 椎名貴快

中国地方整備局の講演
i-Construction推進に向けた中国地
方整備局の取組み
中国地方整備局企画部

工事品質調整官　藤原博明
河川技術：4技術　コメンテーター
建設コンサルタンツ協会中国支部

技術部会　会長　永田裕司
参加者：　216名

趣　旨：
社会資本整備への貢献に資するため、土

木研究所が開発した新技術等に関する技術
情報の交流と共有及びこれらを通じた技術
力の向上を目的として、現場での工事や各
種の業務において適用効果が高いと思われ
る新技術について、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
の講演と適用に向けての技術相談が行われ
ました。

土研新技術ショーケース2017 in 広島
土木研究所 西川理事長の開会挨拶

土研新技術ショーケース2017 in 広島
小田支部長の閉会挨拶
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①中国地方整備局
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

構造物設計Ⅰ研修 29. 6.26（月）
〜 6.30（金） 田渕智秀・佐藤和樹（㈱片平新日本技研）

道路管理Ⅱ研修

29. 6.28（水） 青原啓詞（㈱ヒロコン）

29. 6.30（金）
佐藤義宏（㈱荒谷建設コンサルタント）
岡根三千夫（㈱エイト日本技術開発）

建設生産システムⅡ研修 29. 7.11（火） 木原智晴（復建調査設計㈱）

基礎技術Ⅰ研修 29. 7.27（木）
〜 7.28（金） 山田和弘・吉田仁司（復建調査設計㈱）

TEC-FORCE(班長)研修 29. 8.31（木） 吉岡晴彦 （復建調査設計㈱）

基礎技術Ⅱ研修 29.11.20（木） 野田直樹（㈱ヒロコン）

橋梁管理実務者Ⅱ研修 29.11.28（火）
〜 11.30（木）

田渕智秀・高　龍（㈱片平新日本技研）
有井賢次（㈱長大）
友光宏美（㈱大日本コンサルタント）

砂防計画研修 29.11.29（水） 荒木義則（中電技術コンサルタント㈱）

構造物設計Ⅱ研修 29.12. 4（月）
〜 12. 8（金） 田渕智秀・高　龍（㈱片平新日本技研）

橋梁勉強会 29.12.20（水）
〜 12.21（木） 日高卓也・西村一朗・有井賢次（㈱長大）

②国土交通省倉吉河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

道路橋技術基準改定の見直しについて 29. 6. 7（水） 日高卓也（㈱長大）

道路橋示方書改定の概要 30. 1.25（木） 高　龍（㈱片平新日本技研）

③国土交通省松江国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

道路橋技術基準の改定等について 29. 8.23（水） 日高卓也（㈱長大）

④国土交通省浜田河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

道路橋技術基準（道路橋示方
書）の改定の概要について

29. 9.21（木） 日高卓也（㈱長大）

研修講師の派遣
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⑤国土交通省中国技術事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

CIM導入による生産性向上に
ついて

30. 2.26（月） 亀田雄二（復建調査設計㈱）

⑥広島県
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

構造物（擁壁）設計の基礎知識外
29. 6.27（火）
〜 6.28（水）

田渕智秀（㈱片平新日本技研）

測量実践講座 29. 7. 5（水） 上治孝文・松仁美治（㈱陸地コンサルタント）

中級Ⅱ講座
29. 8. 1（火）
〜 8. 2（水）

綾貴穂・大下茂・吉田仁司・真鍋孝志・
渡邉聡・木原智晴・坂口哲也（復建調査設計㈱）

地質調査等実践講座 29. 8.29（火） 山口浩司（中電技術コンサルタント㈱）

⑦広島市
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

土木専門研修（アスファルト舗装） 29. 9. 8（金） 矢木一光（復建調査設計㈱）

土木専門研修（構造物設計） 29.12.14（木） 山本浩一（復建調査設計㈱）

土木専門研修（CIMに関する基
礎的な研修）

30. 2. 7（水） 亀田雄二（復建調査設計㈱）

⑧広島高速道路公社
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

道路橋示方書改定について 30. 2. 1（木） 高　龍（㈱片平新日本技研）

⑨公益財団法人岡山県建設技術センター
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

コンクリート構造物の点検・
診断・補修（上級）

29.10. 3（火）
〜 10. 4（水）

永田裕司・海野達夫・堀田郁男・久保田
真彦・瀬良敬良（㈱エイト日本技術開発）

会計検査指摘事項の検証（上級） 29.11.21（火）
坂井清隆・中橋一雄
（㈱エイト日本技術開発）
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●河川委員会の開催
第１回河川委員会
開 催 日：平成29年５月10日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議　　題：平成29年度活動方針について

「川の魅力発見」の作業

第２回河川委員会
開 催 日：平成29年６月７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技術交流会に
　　　　　ついて
　　　　　「川の魅力発見」の作業

第３回河川委員会
開 催 日：平成29年７月12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技術交流会 

結果報告について
技術部会・委員長合同会議の結果
報告について
エラー事例のとりまとめ
「川の魅力発見」の作業

第４回河川委員会
開 催 日：平成29年９月20日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議　　題：河川講習会の開催準備

「川の魅力発見」の作業

第５回河川委員会
開 催 日：平成29年10月11日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議　　題：河川講習会の開催準備

「川の魅力発見」の作業

第６回河川委員会
開 催 日：平成29年12月13日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議　　題：河川講習会の開催報告

「川の魅力発見」の作業
次年度の活動予定について

●中国地方河川技術交流会　打合せ
開 催 日：平成29年６月９日（金）
開催場所：中国地方整備局
内　　容：講習会等の共催内容について

建コンの活動内容について
その他

参 加 者：局側（中谷河川調査官、濱田建設
専門官、廣野計画第二係長）

建コン側（長岡事務局長、來須、
大倉、佐々木）

●クリーン太田川参加
日　時：平成29年７月30日（日）
場　所：太田川右岸（三滝橋〜新己斐橋）
内　容：太田川河川一斉清掃参加
参加者：河川委員会　会員13名

河川委員会の活動報告

河川清掃を終えた河川委員会メンバー
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●河川講習会
開 催 日：平成29年11月14日（火）
開催場所：広島YMCA　２号館

コンベンションホール
主　　催：中国支部河川委員会
内　　容：①広島豪雨災害の復旧状況などに

ついて
講師
国土交通省中国地方整備局
河川部 河川計画課
調査第二係長　篠原仙充 氏

②「水防災意識社会」の再構築に
向けた緊急行動計画
講師
国土交通省中国地方整備局
河川部 河川計画課
調査第一係長　森脇　央 氏

参 加 者：45名（建設コンサルタンツ）
講習内容
１）広島豪雨災害の復旧状況などについて

平成26年８月20日に発生した広島土
砂災害の復旧状況などについて紹介し
て頂いた。

・発生時の降雨の状況と被災状況について
市街化が進み、住宅が密集している地
区に、観測記録を更新する猛烈な豪雨
により甚大な被害となった。

・災害発生直後の対応について
発災当日から広島県、広島市、安佐北
区役所、政府現地対策本部、八木地区
現地捜索本部にリエゾンを派遣し、情
報の収集と提供を行い、迅速かつ的確
な支援につなげた。

・応急対策の実施
被災状況調査や緊急点検結果をふま
え、砂防堰堤等の整備に着手した。ま
た、砂防堰堤が完成するまでの応急対

策としてワイヤーセンサー、強靱ワイ
ヤーネットを設置した。

・砂防堰堤等の整備の実施状況
住宅地内に工事用車両の進入ルートを
確保するため、踏切・市道等の拡幅、
新たな工事用進入路の整備等を実施し
た。また、事業の各段階ごとに、地域
住民の皆様へ工事等の説明を行い、情
報共有を行いつつ事業を進めた。

２）「水防災意識社会」の再構築に向けた
緊急行動計画

・水防災意識社会　再構築ビジョンに
ついて
関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水
防災意識社会 再構築ビジョン」とし
て、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平
成32年度を目途に水防災意識社会を
再構築する取り組みを行う。

・水防法の一部改正について
「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な
関係者の連携体制の構築と「社会経済
被害の最小化」のための既存資源の災
害活用を行う。

・「水防災意識社会」の再構築に向けた
緊急行動計画について

河川講習会の開催状況
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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

26回 ４月５日（水）
・平成29年度の活動方針について意見交換（各社報告）
・委員交代、新委員の紹介など

27回 ５月10日（水）
・新技術、新工法のチェックシートについて意見交換（各社報告）
・技術的な最新の話題について意見交換（各社報告）

28回 ６月７日（水）
・道路土工構造物技術基準に関する研修（講師:下野宗彦氏）
　※（当該基準の制定の背景、性能設計、運用事例など）

29回 ７月５日（水）
・技術部会委員長合同会議の報告（矢木委員長）
・最新技術（整備局のi-Con、Cim）の報告（山本副委員長）

30回 ８月２日（水）
・業務上の問題点について意見交換（各社報告）
・「発注者への要望」について意見交換（各社報告）

31回 ９月６日（水）
・「道の駅」の制度と取組み事例の研修（講師:宮迫勇次氏）
・特徴的な業務発表（現道拡幅設計の留意点）（荒本委員）

32回 10月４日（水）
・道の駅世羅の現地見学会（講師:木原智晴氏）
　※９月委員会での研修を受けた現地確認

33回 11月１日（水）
・業務上の問題点について意見交換（各社報告）
・特徴的な業務の発表（各社報告）

34回 12月７日（木）
・業務上の問題点について意見交換（各社報告）
・建コン本部活動報告（無電中化WGの状況）（講師：平岡敦彦氏）

◦有益な知見の蓄積と共有

道路委員長　矢　木　一　光

平成29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26回〜
34回）開催した。
今年度は新たに、㈱福山コンサルタント、い

であ㈱の２社を迎え、委員が25名となった。
全ての委員会について、委員の約７割以上が

参加しており、熱心な活動となった。
今年度は主な活動内容は、前出の一覧表のと

おりであり、平成28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、10月の「道の駅　世羅」見学会につ

いては、その制度やコンセプトなどを事前に９
月委員会で研修し、実際に現地で確認する方式
をとり、委員以外の参加もあり、委員間でも好
評であった。
また、道路土工技術基準に関する研修におい

ても、制度の背景や運用事例の研修を通じて情
報共有できたのも好評であった。
平成30年度についても、見学会や様々な分

野の講師を招くなど、有益な知見を共有したい
と考えている。 以上　



Vol.46102

◦平成29年度PC技術講習会
開催日：平成29年10月19日（木）
場　所：KKRホテル広島
主　催：（一社）プレストレスト・コンクリー

ト建設業協会
（一社）建設コンサルタンツ協会中
国支部

講習会の内容：
（１）開会挨拶
（２）プレキャストPC床版取替え工事の設

計・施工
（３）PC橋の施工における新しい取り組み
（４）補修・補強工事の実情に関する話題
（５）補修工法の積算事例
（６）質疑応答
（７）閉会挨拶
参加者：49名

構造委員会の活動報告

◦構造委員会の開催
回 開　催　日 内　　　　　　容

1 29. 5.12（金）

・改定道路橋示方書対応委員会の発足について
・H29道路橋メンテナンス技術講習会について
・エラー事例収集について
・事務連絡、ガイドライン等について
・分科会活動（広報活動、点検技術WG）

2 29. 7. 7（金）

・中国支部技術部会委員長会議について
・H29道路橋メンテナンス技術講習会の対応報告
・事務連絡等について
・分科会活動（広報活動、点検技術WG）
・プレストレスト・コンクリート建設業協会との意見交換会

3 29. 9. 8（金）

・改定道路橋示方書対応委員会への出席報告
・「鋼橋保全事業における品質向上、円滑な事業遂行への取り組み」につ

いて
・炭素繊維補強の取り扱いに関する整備局との意見交換について
・分科会活動（広報活動、点検技術WG）

4 29.12. 1（金）

・「PC橋保全事業における品質向上、円滑な事業遂行への取り組み」に
ついて

・修繕設計用照査要領に関する意見照会について
・防災委員会主催の出前講座（小学生向け防災教育）の対応報告
・分科会活動（広報活動、点検技術WG）
・日本橋梁建設協会との意見交換会
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交流会参加会社内訳
施 工 会 社 設 計 会 社

あ お み 建 設 ㈱ 1名 ㈱ 荒 谷 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 6名

㈱ 大 本 組 1名 ㈱ エ イ ト 日 本 技 術 開 発 7名

五 洋 建 設 ㈱ 3名 基 礎 地 盤 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱ 5名

東 亜 建 設 工 業 ㈱ 1名 中 電 技 術 コ ン サ ル タ ン ト ㈱ 1名

東 洋 建 設 ㈱ 1名 パシフィックコンサルタンツ㈱ 1名

㈱ 不 動 テ ト ラ 1名 広 建 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱ 1名

㈱ 本 間 組 1名 復 建 調 査 設 計 ㈱ 5名

み ら い 建 設 工 業 ㈱ 1名 明 伸 建 設 コ ン サ ル タ ン ト ㈱ 3名

り ん か い 日 産 建 設 ㈱ 1名

若 築 建 設 ㈱ 1名

12名 29名

◦港湾委員会の開催
第１回港湾委員会：平成29年７月25日（火）
場　所：アステールプラザ
内　容：
１）平成29年度 技術部会・委員合同会議 報告
２）平成29年度の活動内容について
３）港湾・漁港・海岸に関する話題提供と意

見交換
・基礎地盤コンサルタンツ㈱

第２回港湾委員会：平成29年９月13日（水）
場　所：グリーンアリーナ
内　容：
１）広島県の港湾・漁港・海岸設計マニュア

ルの改訂内容に関する意見交換

第３回港湾委員会：平成29年10月11日（水）
場　所：広島県合人社ウェンディひと・まちプラザ
内　容：
１）広島県の港湾・漁港・海岸設計マニュア

ルの改訂内容に関する意見交換
２）港湾・漁港・海岸に関する話題提供と意

見交換
・㈱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
・復建調査設計㈱

第４回港湾委員会：平成29年12月８日（金）
場　所：広島県合人社ウェンディひと・まちプラザ
内　容：
１）港湾・漁港・海岸に関する話題提供と意

見交換
・パシフィックコンサルタンツ㈱
・広建コンサルタンツ㈱
・明伸建設コンサルタント㈱

２）平成30年度の活動テーマ等について

港湾委員会の活動報告

◦港湾関連技術交流会の開催：平成29年12月８日（金）
場　　所：広島県合人社ウェンディひと・ 

まちプラザ
開催趣旨：施工者と設計者が、各々の経験や専

門性に基づく意見交換を行い、設計
と施工の乖離や施工中におけるトラ
ブルを防止する。



Vol.46104

◦港湾関連技術講演会の開催：平成29年12月８日（金）
場　　所：広島県合人社ウェンディひと・ 

まちプラザ
講演題目：
１）供用中の桟橋を耐震補強する「Re-Pier（伸

縮式ストラット）工法」
あおみ建設㈱  本社  土木本部

技術開発部長　岡島　伸行 様
２）「浚渫土リサイクル カルシア改質技術の 

概要」
五洋建設㈱  本社  土木2020事業部

技術グループ長　野中宗一郎 様
３）「タフリードPJ工法」

東亜建設工業㈱  技術研究開発センター
新材料・リニューアル技術グループ

グループリーダー　網野　貴彦 様

４）自航式多目的船「AUGUST EXPLORER」の
運用について
東洋建設㈱  土木事業本部  海洋開発部

課長　西川　泰樹 様
５）「CI-CMC工法による低変位施工技術と新施

工管理システム」
㈱不動テトラ  地盤事業本部  設計企画課

課長　村上　恵 様
６）「港湾施設における高比重モルタルの適用

について」
若築建設㈱  技術研究所
コンクリート・構造GR

グループリーダー　秋山　哲治 様
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◦第１回防災講演会
「みんなで考える自然災害〜啓発活動への取組
み〜」
建設コンサルタンツ協会中国支部防災委員会

では平成17年以来12年間にわたって小中学生
と高齢者への防災教育に取り組んできました。
今回の講演会では、地域防災力の向上を目的と
した防災教育、防災訓練等に取り組んでこられ
た研究者や民間団体からの活動について講演を
いただきました。
主　催：（一社）建設コンサルタンツ協会中国

支部　防災委員会
（公社）日本技術士会中国本部 防災委員会

共　催：広島県災害復興支援士業連絡会
後　援：中国地方防災研究会
日　時：平成29年８月18日（金）

13:15 〜 17:30（245分）
場  所：県立広島大学サテライトキャンパス
参加者：177名

【研究者の活動】
１．活動報告　「呉市と広島市の小中学校で始
まった防災教育の取組み」
（独）国立高等専門学校機構教授 加納　誠二 氏

２．活動報告　「山口県東部での小・中学生に
対する防災教育の取り組み」
徳山工業高等専門学校准教授 目山　直樹 氏

３．活動報告　「全国で研修して感じた防災啓
発の現状と今後の課題」
山口大学工学部准教授　瀧本　浩一 氏

【民間団体の活動】
４．活動報告　「クリエイティブな防災教育・
防災啓発」
NPO法人プラス・アーツ理事長 永田　宏和 氏

５．活動報告　「「気象予報士」から「防災士」
への思いの変化」
広島市防災士ネットワーク  玖保　陽子 氏

６．活動報告　「FM東広島の防災支援活動」
FM東広島　井上　葉子 氏

７．活動報告　「地域住民を対象とした防災学
習の取組みと課題」
鳥取県技術士会  西村　悟之 氏

防災委員会の活動報告

◦防災委員会の開催
回 開　催　日 内　　　　　　容

1 29. 4.28（金） ・平成29年度の活動計画について（防災教育、講演会、社会貢献活動）

2 29. 9.27（水）

・防災教育報告（牛田公民館）、小学校防災教育実施体制について
・第2回防災講演会のテーマについて
・社会貢献活動（土砂災害Ｑ＆Ａの改訂）について
・防災委員会、今後の運営方法について
・防災見学会（広島気象台・広島ガス）計画

3 29.12. 8（金）

・防災教育（小学校4校）実施報告、12月、1月の実施について
・第2回防災講演会実施について
・防災委員会、今後の運営方法について
　ワーキンググループの設置、人員の配置、事務の引き継ぎ
・防災見学会報告
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●防災委員会現地見学会
広島地方気象台、広島ガス　見学会
防災委員会では11月21日（火）に広島気象台

と広島ガスの見学会を企画し、16名の参加のも
とに実施しました。今回の見学会では広島地方
気象台と広島ガス本社にて通常の業務と緊急時
の対応について説明をしていただき、広島ガス
本社では建設中の防災拠点ビルを見学しました。
主な内容は以下のとおりです。

［見学要旨］
広島地方気象台では、近年多発する線状降水

帯等による集中豪雨や巨大台風等の予報につい
て、観測機器の見学および気象予報の手法、警
報等の発令システムについて、緊急予報の新た
な取り組みについて広島気象台予報官から説明
を受けた。
広島ガスでは、ガスの供給の概要および非常

時の対応について説明を受け、現在建設中の防
災拠点ビルの外観を見学した。

１．広島地方気象台
広域防災管理官　弘田　実 氏

①気象予報の方法、報道の流れ
②警報、等発令の流れ
③異常気象が発生した場合の気象台の対応
④防災上の注意事項
⑤気象予報の現場見学（気象予報官の作業）

２．広島ガス株式会社
導管事業部 供給設備部長 判谷　泰典 氏

①都市ガス供給のフロー
②広島ガス供給区域と体制
③地震防災対策
④緊急時の供給停止対策とブロック化および
地震計の配置

⑤復旧方法
⑥緊急対応の実績（阪神淡路大震災、東日本
大震災、熊本地震）

⑦防災拠点ビルの建設（ビルの免震装置、緊
急時の発電装置）

集合写真　直径40ｍのガスホルダー前にて
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◦防災委員会社会貢献活動
防災教育
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13年目を迎え、
合計51回の講座を開いています。
今年行った防災教育は以下の７回です。

・５月30日 呉市立荘山田小学校６年生 66名
　広島県砂防課出前授業に協力

・９月28日 広島市東区牛田公民館
いきいき大学 15名

・10月27日 広島市立矢野西小学校５年生
83名

・11月10日 広島市立伴東小学校３年生 56名
・11月29日 広島市立五日市中央小学校５年生

 92名
・12月18日 広島市立三入小学校６年生 63名
・１月30日 広島市立毘沙門台小学校３年生

 67名
以下に10月27日広島市立矢野西小学校で

行った例を紹介します。
矢野西小学校５年生は授業で学校周辺の危険

な場所を調査し、急傾斜危険箇所や矢野川氾濫
の碑などを観察した後であり、児童達の意識も
高く、講座に集中していた。
講座の内容は災害全般について全国的にどの

ような災害が発生しているか紹介し、土砂災害
については３年前の広島豪雨災害の紹介、近年
の洪水災害、東日本大震災・阪神淡路大震災を
中心とした地震津波災害を紹介した。ハザード
マップ作成は土砂災害と、津波浸水を対象とし
たハザードマップを使用した。
対象が小学５年生であること、防災教育を受

けた経験があることから、説明用のパワーポイ
ントはやや高度な内容にした。
（1）自然災害ってなに？ 広島でおこる災害に

ついて
①土砂災害
平成26年８月広島豪雨災害の土砂災害事
例を紹介。
土石流、崖崩れの事例写真と災害ビデオで
説明を行った。

②洪水災害
近年の洪水災害として平成27年９月茨城
県常総市、平成28年８月岩手県と北海道
の洪水被災事例を紹介し、広島で発生し
た平成17年災害も身近な事例として紹介 
した。

③地震、津波災害
平成７年１月阪神淡路大震災、平成23年
３月東日本大震災の被災事例を紹介。
広島で発生しうる地震について、南海トラ
フ型と内陸型地震を説明した。

（2）災害時の避難について
①土砂災害を引き起こす雨の量、降り方につ
いて

②土砂災害が起こった時に行動について
③地震が起きた時の行動について
④近くの避難施設について
⑤矢野西小学校の近くでの津波浸水の深さに
ついて

（3）ハザードマップ作成
土砂災害・洪水浸水ハザードマップを用い

て班単位で実習を行った。
①自宅を地図にプロットし、自宅周辺の危険
個所を知る。

②自宅に近い避難所を選び、自宅から避難所
までの道のりを記入する。

③避難する間に危険な場所がないか考える。
（4）授業を受けた感想（抜粋）

・いろいろな資料を使ってくれたので、わか
り易かった。

・自分達でハザードマップを作ったので、ど
こへどうして避難するのかよく判った。

・災害は予想できないから、日頃からしっか
り備えておきたい。

・地図を使った授業でわかり易かった。班作
業でみんなで考えることができてよかった。

・雨の情報の入手のしかた、見方を詳しく知
りたかった。

・インターネットで災害のことを調べて、自
主学習したいと思う。

・災害はとめることができないが、予防・準
備などできることがある。
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・避難は早めに、家族で避難について話し合
いたい。

・もっと沢山の人に災害の恐ろしさを伝えた
い。広島土砂災害の崖崩れの話を聞いて、
「自分の行動ひとつで、命を守ることも落
とすこともあることが判った。

◦第２回防災講演会
「みんなで考える被災地の復興事業への取り組み」

平成23年３月11日に発生した東日本大震災
から６年が経過しました。また、広島では平成
26年８月20日の広島豪雨災害から３年が経過
しました。これらの被災地では復旧・復興がど
こまで進んでいるのか、そしてその将来像につ
いて、各地域で中心となって取り組んで来られ
た３人の講師をお招きして、復興事業の現状に
ついて講演していただきました。
主　催：（一社）建設コンサルタンツ協会 中国

支部　防災委員会
（公社）日本技術士会中国本部 防災委員会

共　催：広島県災害復興支援士業連絡会
後　援：中国地方防災研究会
日　時：平成30年２月２日（金）

13:30 〜 17:00（200分）
場  所：広島弁護士会館 ３階ホール
参加者：124名

内容：
基調講演１
「震災被害最大都市、石巻市の復興の現状と 
課題」

石巻市　建設技術管理監　大元　守 氏
基調講演２
「福島県内の復興事業の取組み」

福島県　土木部次長　猪股　慶藏 氏
基調講演３
「安佐南区梅林学区の復興まちづくり協議会の
取組み」
梅林学区復興まちづくり協議会

会長　菅原　辰幸 氏

作成したハザードマップの発表 集合写真（2組）
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中国支部（地域計画委員会）では、『社会貢献活動の一環となるフォーラム、イベントの企画、参画』
を行うため、定期的に委員会（会議）を開催し、（1）まちづくり出前授業、（2）フォーラムの開催、（3）
公共空間の活用に関する各種事例調査の整理と視察の実施、（4）他団体との共催による講演会の実施
及び報告書のとりまとめなどの活動を行ってきました。

地域計画委員会の活動報告

◦地域計画委員会の開催
回 開　催　日 内　　　　　　容
1 29. 4.26（水）・平成28年度の活動報告・平成29年度の活動について
2 29. 5.24（水）・平成29年度の活動計画の具体的検討について
3 29. 6.22（木）・第１回フォーラムの開催、活動テーマについて
4 29. 7.26（水）・第１回フォーラムの開催について
5 29. 8.23（水）・第１回フォーラムの開催について
6 29. 9.20（水）・出前講座（総合学習）の講師派遣等について
7 29.10.18（水）・公共空間の活用事例整理内容の確認等について
8 29.11.14（火）・公共空間の活用事例先のヒアリング日程等について

9 29.12.13（水）
・HATSセミナーの概要報告
・公共空間活用事例に関する市民団体ヒアリングの状況報告について

（1）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及び戸山小中学校（安佐南区）において、下表の

通り、出前授業を実施し、子どもたちの防災や環境保全等への関心を高め、意識啓発を行いました。
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29年６月16日（２コマ） 平成29年９月29日（１コマ）
対象者 三篠小３学年（児童120名＋教員６名） 三篠小４学年（児童130名＋教員８名）

概要
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

テーマ UAVの活躍
実施日 平成29年７月14日（１コマ）

対象者
戸山小・中学校（児童・生徒60名＋保護者
20名、教員８名）

概要

日頃から防災教育に力を入れている戸山
小・中学校からの依頼により、最新の建
設コンサルタント技術の一部として、無人
飛行機（UAV）を活用した調査手法やｉ－
コンストラクションの紹介、防災面での活
躍等について、実機の飛行デモンストレー
ションとパワーポイントによる座学を児童・
生徒と保護者を対象に実施した。
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（2）フォーラムの開催
開催日：平成29年８月29日（火）
会　場：広島国際会議場
平成29年度のフォーラムは、「都市・地域デザインカ

ンファレンス中国2017―エリアマネジメント×官民連
携のまちづくり―」と題し、広島を中心とした中国地方
におけるエリアマネジメントや官民連携によるまちづ
くりについて、国内外の先進地域での最新動向や課題
を共有することで今後の方向性を探り、同時にまちづ
くりの機運を高めることを期待して開催しました。
広島でのエリアマネジメントはこれからということ

もあり、参加者には、建設コンサルタント関係者だけ
でなく、行政関係者や広島を中心とした経済界を担う方々もおられ、民間企業との連携の可能性を
感じるフォーラムとなりました。

（3）公共空間の活用に関する各種事例調査の整理と視察の実施
今年度からの活動テーマとしている「市民参加のまちづくり」

や「協働のまちづくり」を基本テーマに、公共空間や土地活用
のあり方など、中国地域における取組や全国各地における好事
例の事例集を公共空間別に作成しました。
また、机上では把握しきれない公共空間の活用上の課題や成

功のポイント等について視察を実施し、現場でしかわからない
情報を整理しました。

（4）他団体との共催による講演会の実施
公益社団法人日本都市計画学会中国四国支部との共催によ

り、体験型観光への転換や観光による交流人口の確保など、中
国四国地方における新たな観光づくりの取り組みを事例として
考察し、今後のまちづくり面での期待、将来展望等について考
えることを目的として、“観光とまちづくり”をテーマとした講演会を、２回にわたって実施しま
した。
第１回は、「世界遺産・宮島」を事例として、観光まちづくりの最近の取り組み、地域が抱える

観光まちづくりの課題について、３名の講師からご講演頂きました。
第２回は、「儲かるインバウンドは“くせがすごい”」と題して、実務者から基調講演を頂いた後に、

「地方都市における観光とまちづくりの将来展望」という
テーマで、３名のパネリストとコーディネーターによるパ
ネルディスカッションを行いました。
いずれも、来る2019年ラグビーワールドカップ、2020年

東京オリンピック・パラリンピックを契機に、更に増え続
ける外国人観光客と観光産業の増進が見込まれる中で、地
方都市がどのような取り組みを展開すべきなのか、将来に
つながる良い講演会でした。
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厚　生

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11月14日にゴルフ大会、11月25日に
フットサル大会、12月15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53回ゴルフ大会

個人戦は西日本高速道路エンジニアリング中国の山平尚典さんが、
５バーディー、１ボギーのトータル４アンダーでぶっちぎり優勝！

中電技術コンサルタント勢の５連覇を阻む!!
団体戦は、平田さん（ウエスコ）寺下さん（八千代E）岩苔さん（荒谷CT）

山平さん（西日本高速道路E中国）チームが制覇！

平成29年11月14日（火）に第53回の親睦ゴ
ルフ大会を「宮島志和カンツリー倶楽部」で開
催しました。
参加者は前回に引き続き５組20名。スター

ト時は小雨模様でしたが、今後の我々業界を占
うかのように好天へと移り変わり親睦を深める

ことができました。個人優勝はネット、グロス
共に68の脅威的スコアをマークした西日本高
速道路エンジニアリング中国の山平さん。恐ら
く今後本人しか破ることのできない成績でし
た。まさにプロゴルファー級（以上？）の腕前
でぶっちぎりでした。

平成29年度親睦活動

〈個人戦〉
順 位 氏名（会社名）  OUT IN G HD NET

優勝 山　平　尚　典（西日本高速道路E） 34 34 68 0 68.0

２位 林　　　栄　一（荒谷建設CT） 43 48 91 18.0 73.0

３位 寺　下　諭　吉（八千代E） 50 48 98 24.0 74.0

〈団体戦〉
順 位 メンバー（会社名） 平均スコア

優 勝
平　田　照　人（ウエスコ） 岩　苔　　　宏（荒谷建設CT）

75.7
寺　下　諭　吉（八千代E） 山　平　尚　典（西日本高速道路E）

２ 位
小　田　秀　樹（復建調査設計） 田　邉　英　章（中電技術CT）

76.2
甲　斐　雅　和（セトウチ） 安　田　隆　男（陸地CT）

今回（53回） 前回（52回） 前々回（51回）

参加人数 20 20 16

平均スコア（グロス） 101.0 106.8 104.3

標準偏差 13.0 13.2 9.9
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《優勝者の声》
山平　尚典さん（写真左）

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱
年　　齢：31歳
出 身 地：広島県
家　　族：３人家族（本人、妻、子）
趣　　味・特技：サッカー
ゴルフ歴：９年

《ゴルフを始めたきっかけ》
ゴルフを始めたのは社会人になり、お酒が全

く飲めない私を見かねた当時の上司から強く勧
められたのがきっかけでした。当時は、自分が
ここまでゴルフにはまって、続けることになる
とは想像もつきませんでした。今後も一期一会
の精神で交流を深めて行きたいと思います。
《一番の思い出》

祖父、父、弟と親子三世代で九州へゴルフ旅
行へ行った事です。
一週間で福岡の「古賀ゴルフクラブ」、長崎の

「パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ」、鹿
児島の「いぶすきゴルフクラブ」、宮崎の「フェ
ニックスカントリークラブ」と名門コースばかり
を回り、夢のような時間を過ごすことができ、
祖父も大変喜んでくれました。結果は、４コー
ストータルで、289打（71, 75, 70, 73）でした。
《ゴルフがうまくなるには》

あるプロゴルファーが、「私はボールを曲げな
い練習ではなく、曲げる練習をしています。」と
言っているのをテレビで見ました。それまで私の

練習は、「曲げないように」、「テークバックの方向」、
「フェースローテーション」など理論的に考え、
ゴルフを自分で難しくしていましたが、「ボール
は曲がるもの」と開き直れ、それなら自分の思う
方向へ曲げようと、遊び感覚で練習するように
なりました。そこから私のゴルフが劇的に変わり
ました。実際に競技に出ると、ピンポジションが
厳しいため、リスクの少ない方向から攻めるな
ど、スコアマネージメントに役立っています。
《今回の勝因》

勝敗に拘らず、終始、楽しくラウンドさせて
頂いたことが好スコアの要因だと思います。
《ひとこと》

最近では、私の周りでもゴルフを始める若い
方も多くなっています。しかし、コンペとなる
と、ルールが分からない等の理由で敬遠してい
るのもよく耳にします。最低限のルールとマ
ナーは必要ですが、普段話のできない役職の
方々と話をさせて頂く数少ない機会でもあり、
思い切って参加してみると、自分を成長させて
くれる良い機会ではないかと思います。

スタート前集合写真、まだ元気！ 団体優勝チーム　（左から）
寺下さん、平田さん、岩苔さん、山平さん
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■ 第９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 
昨年の雪辱をなし４度目の優勝！

23チーム、230人参加とさらに記録更新。コンサルは元気です!!

平成29年11月25日（土）、第９回フットサル大
会を聖地・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、23チーム、

230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、コンサル業界に集う仲間とし
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。

真剣リーグは、西日本高速道路エンジニアリ
ング中国チームが、昨年の雪辱をなし、５度目
の優勝を果たしました。やっぱり強かった！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５チーム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、大会

を盛り上げてくれました。ありがとう。
来年は節目の10回記念大会です。ぜひ多くの

参加者と子供たちを待っています。

入賞チーム・個人受賞者
チーム名・個人名 会社名

真剣リーグ

優 勝 NEXCOエンジ 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

準 優 勝 いーじぇっくA ㈱エイト日本技術開発

３ 位 CEC若手 中電技術コンサルタント㈱

親睦リーグ チ ー ム 賞

クロ復建 復建調査設計㈱

SEIBU 西部技術コンサルタント㈱

ヒロコン ㈱ヒロコン

AKC46 ㈱荒谷建設コンサルタント

AKC47 ㈱荒谷建設コンサルタント

個　人　賞

MVP（男性） 早川　昴志 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

MVP（50代） 野津　民夫 ㈱ウエスコ

MVP（女性） 福岡　　愛 ㈱荒谷建設コンサルタント

M G P 三浦麻由子 中電技術コンサルタント㈱

M G P 岩苔　　宏 ㈱荒谷建設コンサルタント

選手宣誓 田中　晶典 中電技術コンサルタント㈱

MGPは“もっとも頑張ったで賞”として男女各１名に与えられました。
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真剣リーグ　成績

チーム名 会　　社 予選リーグ 決勝トーナメント

ＮＥＸＣＯエンジ 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ ４勝２分け 優勝

い〜じぇっくＡ ㈱エイト日本技術開発 ４勝１敗１分け 準優勝

ＣＥＣ若手 中電技術コンサルタント㈱ ４勝１敗１分け ３位

ＰＣＦＣ パシフイックコンサルンツ㈱ ３勝３敗 ４位

アオ復建 復建調査設計㈱ ２勝３敗１分 予選敗退

ＡＫＣ４８ ㈱荒谷建設コンサルタント １勝３敗１分 予選敗退

ウエスコＦＣ ㈱ウエスコ ０勝６敗 予選敗退

親睦リーグ成績（申し込み順）

チーム名 会　　社 勝点 得失点 得点 勝　敗

い〜じぇっくＢ ㈱エイト日本技術開発 6 -3 5 2勝３敗

い〜じぇっくＣ ㈱エイト日本技術開発 10 2 8 ３勝１敗１分

い〜じぇっくＤ ㈱エイト日本技術開発 9 5 7 ３勝２敗

いであとうわ いであ㈱ 10 10 12 ３勝１敗１分

ＡＫＣ４６ ㈱荒谷建設コンサルタント 6 -1 7 ２勝３敗

ＡＫＣ４７ ㈱荒谷建設コンサルタント 4 -5 7 １勝３敗１分

Ｌ・Ｓ・Ｂ ㈱長大 0 -13 1 ５敗

ＫＥＳＮＧＥ ㈱片平新日本技研 10 3 8 ３勝１敗１分

クロ復建 復建調査設計㈱ 5 2 8 １勝１敗２分

シロ復建 復建調査設計㈱ 13 6 9 ４勝１分

ヤング復建 復建調査設計㈱ 9 3 7 ３勝２敗

ＣＥＣ電気本部チーム 中電技術コンサルタント㈱ 3 -7 3 １勝４敗

マッスル織田 中電技術コンサルタント㈱ 4 1 4 １勝３敗１分

セトウチ ㈱セトウチ 0 -15 1 ５敗

ＳＥＩＢＵ 西部技術コンサルタント㈱ 11 3 7 ３勝２分

ヒロコン ㈱ヒロコン 15 10 13 ５勝
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優勝のネクスコエンジチーム MVPの早川さん（左端）

【優勝記】
西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

早川　佳宏さん
私たち「西日本高速道路エンジニアリング中

国株式会社」は第５回大会から参加させて頂い
ておりますが、昨年は唯一決勝戦で敗れ、今回
は雪辱戦となる大会でした。
核となるメンバーは当初から変わっていない

ため、高齢化しつつある中、アラサーメンバー
中心で、今回も三次、岡山といった遠方メン
バーからも集結し構成いたしました。

朝に強いはずの高齢（偏見のようですみませ
ん。）メンバーがなぜか朝に弱く、スロースター
ターな選手が多い中、例年にないぐらい予選
リーグからまとまりがあり調子が良く、予選１
試合を残し、決勝戦進出が決定するといった出
来過ぎな展開となりました。
当チーム初の経験者ゴレイロ（キーパー）が

参加してくれたことが非常に大きかったように
思います。
しかし対戦相手となる２位通過枠は大混戦。

昨年の覇者「CEC若手」さんが残る２試合中、
１勝以上or「いーじぇっくA」さんと引分け以
上で２位通過となる好条件の中敗れ、劇的な展

開で「いーじぇっくA」さんと決勝戦に臨むこ
ととなりました。
その間、当チームの守備の要となる選手が謎

の腰痛疑惑で離脱し、勢いに乗った対戦相手に
対し少し不穏な空気となりました。

決勝戦は時間を１分延ばすこととなり５分
ハーフ。静かな立ち上がりから一進一退となる
せめぎ合い。前半から決定機もありましたが、
素晴らしく集中されていたゴレイロにことごと
くブロックされ、カウンターで冷や冷やする展
開に。ハーフタイムにポジションのずれの修正
とマークを徹底するよう指示を出し、後半何と
か１点をもぎ取り優勝に返り咲くことができま
した。本大会は個人的に怪我で出場できず、残
念でしたが、チームメイトが一致団結した結果
が実り、非常に嬉しく思いました。

最後になりましたが、大会を開催して頂きま
した建設コンサルタンツ協会中国支部の皆様、
大会運営に関われた皆様及び参加者の皆様に感
謝申し上げます。
来年以降も積極的に参加していきたいと思い

ますので、今後も引き続き宜しくお願い致し 
ます。



Vol.46116

50代MVP
ウエスコ　野津　民夫さん

我チームは今回が２年目の大会参加となり、まだチームとして実績が
残せませんが、今年は個人的に大変名誉な賞を頂きありがとうございま
した。
私は体力維持のため、休日にはジョギングやサッカーの練習に参加

して汗をかいております。現在、広島市内で参加できるサッカーのシニ
アチームを探していますので、心当たりがありましたらご紹介お願いし
ます。
フットサルの試合機会はあまり多くありませんが、この大会を毎年楽

しみにしておりますので、今後ともチーム共々宜しくお願いします。

女性MVP
荒谷建設コンサルタント　福岡　愛さん

このたびは、このような素晴らしい賞をいただき誠にありがとう
ございます。
フットサル大会は、昨年に続き２回目の参加になりますが、チー

ムの皆さんや試合の応援をしてくださっている方々にいつも気にか
けていただいて、感謝でいっぱいです。
大会では、初対面の方が多く最初は緊張してしまいますが、試合

が始まると社内外に関わらず、試合の応援をしてくださったり、気
さくに話しかけて頂いたり、たくさんの方々と交流ができてとても
嬉しく思っています。この大会を通じて、これからも人との繋がり
を深めていけたらと思っています。
最後になりましたが、大会の開催と運営をしていただいた関係者

の皆様、本当にありがとうございました。

ねえちゃ
ん

だいじょ
うぶ

かな～

さあ！

かかって
きやがれ

！

つかれた～

閉会式閉会式
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■団体優勝
　　株式会社ヒロコン
この度、第52回建設コンサルタンツ協会ボ

ウリング大会において、２年連続で団体優勝す
ることができました。今年もボウリング大会の
あとで会社の忘年会があり、優勝トロフィーを
持って報告することができ、社員から祝福して
もらいました。
今回も、岩原君は男子個人優勝にも輝き、新入

社員の上村君も２位と若い力で団体優勝に貢献し
てくれ、安定した成績で優勝できたと思います。

仕事を離れ、みんなで一喜一憂できた楽しい
時間を過ごせたと思います。
建設コンサルタンツ協会中国支部厚生委員の

皆様におかれましては、毎回このような機会を
与えて頂き、誠に有難うございました。

■男子個人優勝
株式会社ヒロコン　岩原　涼介さん

この度、第52回ボウリング大会においてス
コア（1G226＋2G188＋3G157＝571点/3Av＝
190点）で個人優勝２連覇することができまし
た。さらに団体においても優勝２連覇すること
ができました。
昨年初参加させていただき今年２回目の参加

をさせていただきましたが、１ゲーム目から非
常に調子のよいスタートを切ることができ私自
身、驚くほどでした。
これも周囲の同業者の方や、チームの方達な

どの温かいご声援をいただけたからだと思いま
す。ありがとうございます。
建設コンサルタンツ協会中国支部厚生委員の

皆様におかれましては、毎年ボウリング大会や
フットサルなど様々な親睦の場という機会を与

■ 第52回ボウリング大会

団体戦は個人優勝・準優勝者を擁したヒロコンチームが連覇！
個人戦は、男子、ヒロコンの岩原さんが連覇、 

女子はウエスコの吉崎さんが初優勝

12月15日（金）に第52回ボウ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。
14チーム（うち１チームは３社合同チーム）42名の参加で懇親を深めました。

〈個人戦〉
氏名（会社名） 1G 2G 3G HD 計

優 勝 岩　原　椋　介（ヒロコン） 226 188 157 － 571

準 優 勝 上　杉　　　彬（ヒロコン） 156 193 200 － 549

女子優勝 吉　崎　恭　子（ウエスコ） 98 95 151 45 389

〈団体戦〉
会社名・メンバー スコア計

優 勝
ヒロコンチーム

1,568
岩原椋介（571）上杉　彬（549）小新田寿一（448）

準 優 勝
復建調査設計

1,345
新中　功（508）川内小十（382）高田浩行（455）
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えていただきありがとうございます。また来年、
開催されることを楽しみにしています。
本当にありがとうございました。

■女子個人優勝
ウエスコ　吉崎　恭子さん

これまで何度か参加させていただいておりま
す。今回、受付で初めて参加者の年齢を確認さ
れたと思います（これまでも他の方が答えてい
たのかもしれないのですが）。
今回は、平田さんと錦織さんと吉崎のいわゆ

る年配チームでの参加となり、ケガをせず楽し
む事が目標でした。１ゲーム目、２ゲーム目は、
３人ともロースコア。いつもなら、３ゲーム目
は、残った体力で乗り切るのがやっとなのです

が、今回は３人とも３ゲーム目が一番良いスコ
アで、楽しく終える事が出来ました。もちろん、
後日の筋肉痛はつきものでしたが。そして成績
発表で、チームが６位と貢献した事を喜んでい
たのも束の間、女子の優勝が同ピンで２名いる
との事でした。ルール適用で、年配の私が優勝
賞品を頂戴する運びとなりました（小池さんご
めんなさい）。受付で年齢を伝えたかいがあり
ました（笑）。
建設コンサルタンツ協会中国支部厚生委員の

皆様、大会関係者の皆様、お世話になりました。
懐かしい方や、初めてお話しさせていただいた
方、沢山の方々とお会いする事が出来ました。
楽しい時間を過ごす事が出来ました事を感謝し
ております。ありがとうございました。

団体優勝；ヒロコン
左から 上杉さん（個人2 位）

岩原さん（個人優勝） 小新田さん

団体準優勝；復建調査設計
左から 

新中さん、高田さん、川内さん、

女子優勝；
ウエスコ、吉崎さん

全 員 集 合
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弊社では、毎年７月に広島港宇品外貿埠頭第
１バース（１万トンバース）にて開催されてい
る「広島みなと祭カッターレース大会」に参加
しております。
この大会は、国交省や県の職員の方をはじ

め、広島県内の大学、企業（他コンサルやマツ
ダ等）も毎年参加している大きな大会で、弊社
は今回で３度目の参加となります。
４月より入った新入社員含め、年齢、役職問

わず、弊社広島支店の精鋭計８人が乗船し、声
を合わせて真夏の海上でさわやかな汗を流しま
した。また、レースと同時に、１万トンバース
のスペースを利用してBBQを行い、応援に駆
け付けてくれた社員とともに美味しいお肉と美
味しいお酒で大いに盛り上がました。
レースは１万トンバース前のコースを往復

360m走ったタイムで競います。
結果は完走タイム５分９秒43、残念ながら

参加チーム45組中28位でした…。
年々順位が下がっています、、、。（初年度は20

位で、キリが良いので「特別賞」を頂きました。）
このレースに参加していつも思うことは、

カッターにおいて、オールの動かすタイミング
が一番重要であるという事です。優勝チームを
見ていますと、掛け声に合わせてキレイにオー
ルが揃っており、遅いチームは決まってオール
の動きがバラバラです。建設コンサルタントと
云う仕事も、照査技術者、管理技術者、設計担
当者がチームで一つになって共通意識・理解の
もと業務に対応していくという点では、優勝
チームのような一体感に通じるものがあるのか
と思います。
最後に、この大会は普段なかなか話す機会の

ない社内の他部署の方や、同業他社の方との交
流の場であると同時に、仕事以外で参加メン
バー全員で一つの目標に向かって一致団結でき
る貴重な機会でもあるので、今後も継続的に参
加していきたいと行事の一つです。
来年はもっと一致団結してタイムを縮め、

20位以内への入賞を目指します。

第24回広島みなと祭カッターレース大会
株式会社エイト日本技術開発

荻野　和剛

グループ
活　　動

オールが揃わないTeamいーじぇっく@広島 参加者集合写真
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−はじめに−
「中電技術コンサルタント駅伝愛好集団」を前回

紹介させて頂いたのは、本誌VOL.38（2011.3）でし
た。それから５年以上の年月が経ち、また、長きに
わたりこの集団の礎を築き牽引してきた前常務取締
役の前田邦男監督兼選手は引退・退社されましたが、
佐北駅伝（廿日市市：旧佐伯郡佐伯町）と大竹駅伝（大
竹市）では、各々34回及び21回の連続出場を続け、
駅伝愛好集団のタスキは未だ途絶えることなく繋
がっています。
−VOL.38おさらい−
「中電技術コンサルタント駅伝愛好集団」は、部

として活動している訳ではありませんが、駅伝シー
ズンともなれば全社から走りたい人を募り、集い
チームを編成しています。

毎年開催される上述の２つの駅伝の「一般の部」
に出場し、出場数約30チームのうち、およそ中の下
に順位しており、勝利を義務付けられるような強い
チームではありません。
−駅伝愛好集団の今−

近年の堅調な新卒採用に伴う新戦力の加入があ
り、高齢化の一途を辿っていたチームは、20才代〜50
才代まで、年齢バランスのとれたチームを編成するこ
とができるようになりました。私達のチームは自ら鍛
錬する意欲のある者を優先して出すチーム編成であ
り、その編成方法が徐々に結果に結びつきつつある
のではないかと思います。

前回寄稿した際、チームの軸であったベテラン勢
は今なお健在です。それに加え、長距離経験者で家
庭を持ち業務多忙の中でも走り続けている入社当初
からエースの32才、さらに入社初年度はさほどでは
ありませんでしたが、駅伝後の反省会での「気づき」
により努力を重ねた結果、今では準エースの28才な
ど、５㎞程度であれば１㎞を３分台中盤で走り切れ
る心強い面々が揃うまでになりました。

私はというと、これから若い社員を率先垂範で
引っ張っていかねばならないアラフォーと呼ばれる
年代になりました。50才を超えて今なお、チームを

鼓舞する諸先輩のようになりたいのですが、なかな
か思うようには身体が動きません。

−駅伝愛好集団のこれから−
先ほど、勝利を義務付けられている訳ではないと

述べましたが、それでも私たちのチームなりの目標
を持ち結果にこだわりながら、これからもタスキを
つなぎ続けたいと思っています。駅伝（長距離）の魅
力は、ごまかしが利かない実力勝負である点です。
日々の練習、当日の体調がそのまま結果として表れ
る、ラッキー（マグレ）の少ない競技ですから、結
果にこだわるとなれば、各々が仕事と家庭の時間の
中からわずかな時間を見つけて、日々鍛錬していく
しかありません。老壮青が競い合い助け合いなが
ら、より強くより良い集団を目指すのが我々の伝統
です。

VOL.38で締め括った夢（前田監督に監督賞（優勝
チームの監督へ贈られる賞）を）の達成は叶いませ
んでしたが、志高く決して挫けない集団として、ま
だまだ頑張りたいと思っています。

中電技術コンサルタント駅伝愛好集団
中電技術コンサルタント株式会社

蔵重　耕一

’17.12 佐北駅伝 参加者一同

’12.12 佐北　雪中の力走 ’15.12 佐北 無念！ 繰上げ出走
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広島で草野球チームに所属してから、１年半
が経ちました。もともと野球が好きで、小学校
から野球を始め、高校では甲子園を目指して練
習し、大学以降も草野球チームに所属しながら
ゆるゆると野球を続けてきました。東京本店で
は会社の野球チームに所属していました。しか
し、異動が決まった広島支店には野球チームが
なく、縁もゆかりもない広島で草野球チームを
探そうにも地元メンバーで集まったチームには
入りにくい…。どうしようかと悩んでいたとこ
ろ、私より１年早く広島に来ていた会社の後輩
から「新しい草野球チームを作る」と話があり、
せっかくなのでお誘いに乗ることとしました。
後輩が新しく立ち上げたチームのコンセプト

は「広島県外出身者限定」。後輩自身も東京か
ら広島に異動してきた際に私と同じことを感じ
ていたようで、同じような思いを持つ転勤組で
野球チームを作ってはどうか？と考えたとのこ
と。正直なところ、話を聞いた段階ではそう簡
単に人が集まるわけがないと思っていたのです
が、意外にも野球をやれるだけの人が集まり、
話を聞いてから半年ほどでチーム立ち上げとな
りました。後輩の行動力には脱帽です。
転勤者が集まるチームだけあって、誰かのつ

てで来る人より、ホームページなどを見て連絡
してきたという人が多く、メンバーも多種多彩
となりました。職種も野球経験もすべてバラバ
ラで、県外出身者のチームらしくプロ野球12
球団のチームのファンがすべて揃っています。
チームとしてはまだ創設間もないため、リー

グに所属しているわけではなく、専らほかの

チームと練習試合をしています。今年は練習試
合だけでなく、大会にも出場しました。結果は
力の差を見せつけられ惨敗でしたが、メンバー
も続々と増加中のため、戦力の増強を図りつ
つ、リーグ戦に参加することがチームの目標と
なっています。
私自身はチームの中でも野球経験が長い方

で、それなりに動ける方だと思っていましたが、
30代となり自分の思い描く動きに体がついて
いかないことが増えてきました。ほかのメン
バーがほとんど20代であり、若いオーラに当
てられて無理をしてしまうことも多く、体力の
衰えを技術でカバーしつつ、怪我なく続けてい
くことが今後の課題です。
これまで私が所属していた草野球チームはあ

る程度趣味趣向が同様のグループだったことも
あり、多様なチームメンバーと活動し、話をで
きることがとても新鮮な経験となっています。
チームの性格上、メンバーの入れ替えも通常の
草野球チームより多くありますが、様々な人と
出会うことができるよい機会でもあり、今後も
楽しんで活動していきたいと思います。

広島での草野球
八千代エンジニヤリング株式会社 広島支店

技術部技術第一課　石濱　達也
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寄　稿

東京や大阪など大都市で展開されてきたエリ
アマネジメント。そのうねりが地方へも広がり
を見せています。昨年８月に地域計画委員会で
主催した「都市・地域デザインカンファレンス
2017中国」にも多くの方が集まり、エリアマ
ネジメントへの関心の高さが窺えました。
今日は筆者が以前携わっていた池袋でのエリ

アマネジメントの取り組みについて紹介しま
す。2013年から2015年までの３年間、私は豊
島区の都市計画課で池袋駅周辺の面的なまちづ
くりの推進を担当していました。
池袋は新宿や渋谷と並び副都心の一つです

が、まちの魅力が劣っている状態が長らく続い
ていました。東武百貨店池袋店や西武池袋本
店、サンシャインシティなどの大規模集客施設
が立地することからにぎわいが各施設内にとど
まり、まちの回遊性が乏しいという問題を抱え
ていました。
そこで豊島区は老朽化した区庁舎の建替え移

転や跡地活用による新たな拠点づくりと、その
間を結ぶ道路や公園などの公共空間を同時に作

り変えるビジョンを描きました。
池袋駅東口から新庁舎に向かって延びるグ

リーン大通りは樹木が多く幅員も30M程度と
豊かな空間でしたが、沿道はオフィスビルが中
心で通行量も少ない状況でした。

そのため、まずはグリーン大通りを人々がく
つろぐことのできる空間にすることで、来街者
の回遊を促進するため、道路空間を活用した
オープンカフェ社会実験を最初に仕掛けまし
た。沿道のビルオーナーやテナント担当者など
70名近い関係者もくまなく行脚し、ビジョン
の内容を説明しながら、社会実験への協力の輪
を広げていきました。
反応はまちまちでしたが多くの方から協力を

得て、沿道建物に入居するカフェ等の飲食店８
店舗が参加し３週間の社会実験を行うことがで
きました。
翌年はオープンカフェに加えて、マーケット、

さらに半年後は国土交通省にサポートいただき
ながら国内で初めてのパークレット※ 社会実験
を行いました。
このような社会実験の回数を重ねるごと、 

東京・池袋での 
  エリアマネジメント事始め

株式会社荒谷建設コンサルタント
地域デザイン部　山中　佑太 

池袋駅（中央奥）と緑豊かなグリーン大通り

オープンカフェ社会実験の様子
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まちに関わるひとの意識が少しずつ変わってい
きました。２回目の社会実験を経た国家戦略特
区への事業認定とあわせてグリーン大通りエリ
アマネジメント協議会が発足し、社会実験など
を中心的に進めていたKnit Green実行委員会も
現在はエリアマネジメントを担うまちづくり会
社へと移行しています。

また社会実験と並行して進められたのが、南
池袋公園のリニューアルです。筆者が入庁した
頃には地下の変電所の工事がほぼ完了し、新し
い公園の基本構想づくりの段階に入っていま 
した。

筆者もWGに参加していましたが、ニュー
ヨークのBryant Park（ブライアント・パーク）
のような場所を日本に作ろうという思いで設計
者と区の担当者が一致団結し、ビジョンとの整
合を図りながら構想づくりを進めました。

リニューアルされた南池袋公園は都心では貴
重な芝生空間や公園に併設されたカフェが大人
気で池袋の新たなにぎわいの拠点となってい 
ます。
カフェの収益は公園の維持管理に充てられ、

公共空間で稼いだお金がまちづくりに投資され
るというエリアマネジメントのサイクルが池袋
でも動き出しました。
このような仕組みをまちづくり会社が主体と

なってグリーン大通りなどにも広げ、池袋駅周
辺全体のバリューアップにつなげることが期待
されています。

パークレット（Parklet）
道路空間のうち、車道の路上パーキングスペース

をパーク（公園）のように使うプロジェクト。米

国・サンフランシスコが発祥。

パークレット社会実験の様子

エリアマネジメント推進体制（筆者作成資料）

夜になってもにぎわう南池袋公園
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１．はじめに
10月に愛媛で開催された“愛顔（えがお）つ

なぐえひめ国体”に広島県代表として自転車競
技に参加してきました。通称“国体”と呼ばれ
る本大会は、毎年各都道府県が持ち回る方式で
開催される日本スポーツの祭典となってい 
ます。
私と自転車競技との出会いは中学１年生の頃

でした。中国地方で開催された“全国高等学校
総合体育大会”を観戦し、その時走っている選
手を純粋に“かっこいい”と思い、憧れたこと
がきっかけです。高校・大学と学生時代は学生
の試合に重点を置いていましたが、社会人に
なった今、国体にチャレンジすることが私の一
大イベントになっています。もちろん、代表と
して選抜されなければ出場出来ないので、週末
はもちろんのこと、仕事前や仕事の後にも、個
人や知人と練習し、様々な試合に参加してい 
ます。

２．参加した種目について
国体における自転車競技は全８種目あり、そ

のうち私が出場した種目は１㎞タイムトライア
ル、４㎞団体追抜き、個人ロードレース（約
120㎞）の３種目になります。１㎞タイムトラ
イアルは主に短距離選手が出場する種目で、長
距離を得意とする私は全く歯が立ちませんでし
た。また、４㎞団体追抜きは４人で出走する団
体種目になります。団体種目は入賞した際の獲
得ポイントが大きいため、県として入賞を狙っ
ていましたが、４人が上手く噛み合わずに入賞
とはほど遠い順位となってしまいました。個人
ロードレースは120㎞という長丁場のレース
で、私が最も得意とする種目になります。レー
ス中は各都道府県代表の選手の思惑が錯綜し、
めまぐるしく展開が変わるため、長距離であっ
ても気を抜く時間がありません。今回は個人

ロードレースについてお話ししたいと思い 
ます。

３．個人ロードレースレポート
コースは愛媛県大三島の一般公道を封鎖して

行われ、平坦基調なコースレイアウトとなって
おり、私の得意とするコースでした。大会当日
は気温も高くなく、懸念していた天気も問題無
く、絶好のレース日和となりました。
各都道府県代表の92名が定刻にスタートし、

序盤からハイペースで進みますが、身体のコン
ディションを国体に合わせていたので、無理な
くレースを進めることが出来ました。
中盤で、元全日本チャンピオンやプロを含む

数名が集団から抜け出し、最大１分30秒の
リードを与えてしまいますが、レース終盤に向
けて徐々にタイム差が縮まり、最終的にはリー
ドしていた選手を捕まえることに成功しまし
た。レース終盤になると各選手がゴールに合わ
せて騒がしい雰囲気になってきたので、私も他
選手の流れに合わせて徐々にポジションを前に
上げてゴールを狙います。ゴール直前では時速
約50㎞/h後半でゴールに向けて進み、ゴール

愛顔（えがお）つなぐえひめ国体への参加
復建調査設計株式会社　
総務人事課　河賀　雄大

写真：個人ロードレースで着用する代表ジャージ
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勝負のチャンスを伺いますが、ゴール直前で選
手が入り乱れ、先頭まで上がることが出来ずに
10位という結果でレースを終えました。ゴー
ル直前では最高速で約64㎞/hをマークしてい
ました。

４．国体を終えて
終えてみれば“国体10位”と後一歩のところ

で入賞の８位以内は逃してしまいましたが、運
営も含めて、改めて素晴らしい大会だったと実
感しています。公道を閉鎖してロードレースを
行うため、地元や警察の理解が無ければ開催出
来ないと思いますし、国体出場にあたって愛媛
県から様々なおもてなしがあり、陰で多くの大

会スタッフや地元住民の努力を感じることが出
来ました。
そして、１週間という短い期間ですが、普段

は他チームで活動しているメンバーとチームを
組み、先輩後輩関係なく全員で走る選手をサ
ポートすることで、同じ目標に向かい、同じ感
情を共有出来たことは素晴らしい体験だったと
思っています。国体を通じてチームワークの大
切さを感じ、出場にあたって仕事の配慮をして
頂いた上司や先輩社員に感謝したいと思いま
す。また来年、代表として選出して頂いたとき
は頂点で報告できるように感張りたいと思い 
ます。

写真：途中には瀬戸内海らしく島々が見える 写真：ゴール直前で時速は60㎞/hを越える

私 私
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読 者  の
コーナー

早いもので、入社してから９カ月が過ぎようと
しています。慣れてきた部分もありますが、まだ
まだ知らないことが多くあり、勉強の日々を過ご
しています。
実は私が希望していた部署は、設計部ではあり

ません。私はもともと大学で地学を専攻し、地質
学や鉱物学等を学んできました。そのため、地学
に関係のある所にという思いで、地盤調査部を希
望していました。ですが実際に配属されたのは、
設計部。「設計部＝基本、一日中パソコンの前に
座りこみ、延々と図面を描いていく部署」という
勝手なイメージがあった私は、設計部に配属され
た当初は正直、表現のしようがない複雑な気持ち
でいました。
そんな気持ちの中、研修期間も終え業務に携

わっていく中で、設計部は想像以上にアクティブ
な部署であり、想像以上に体力がいる部署だとい
うことに気が付きました。現場には大まかに現地

の様子を把握するために行くと思っていましたが、
一日中歩き回りしっかりと現地の状況を理解・記
録し、簡単な地盤調査も行います。その際、実
際に設計したものの完成後をイメージすることも
忘れてはいけません。また、自分が設計したもの
が形となって残るという魅力と責任も設計部には
あります。
今では、そんなやりがいのある部署で働くこと

ができ嬉しく思います。知らないことばかりで戸
惑うこともあり大変ですが、上司の方々や先輩の
助けもあり、様々なことを学べるのが楽しいとも
感じています。
専門知識だけでなく、考え方やコミュニケー

ション能力、仕事を円滑に進めるためのスキルな
ど、身につけていかなければならないことが多く
あります。一人前の技術者になれるよう日々努力
し、少しずつでも成長していけるよう頑張りたい
と思います。

アサヒコンサルタント株式会社
本社　設計部　秋田　幸穂

入社して

株式会社荒谷建設コンサルタントに平成29
年４月に入社しました森山です。平成29年３
月に山口大学大学院理工学研究科を卒業し、４
月より本社・道路部・道路設計課に配属されま
した。
入社してから早いもので９カ月が経ちまし

た。長いように思えますが業務に取り組んでい
るとあっという間に時間が過ぎていきます。入

社してからはデスクワークとして設計ソフトを
使っての設計業務や、実際に現場に赴き調査を
行ったりと、いろいろな経験をさせていただい
ておりとてもやりがいを感じています。
建設コンサルタントに入社して、スケジュー

ル管理がとても大切であると感じました。大学
生のときは、レポートの提出などが遅れても自
分に返ってくるだけでしたが、社会人になって

株式会社荒谷建設コンサルタント　
道路部　道路設計課　森山真之介

入社して感じたこと
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からは自分が遅れると周りの先輩方や自分が所
属している課、更には会社の損失となってしま
います。自分の作業スピードを把握し、作業を
スケジュール内で終わらせる計画を立てるよう
に心がけています。

私の周りには、お手本になる先輩方や共に競
い合える同期もいます。先輩方の技術や仕事の
進め方など多くを吸収し、同期と切磋琢磨しな
がら一人前の技術者を目指して努力を重ねてい
きたいと思います。

平成28年にいであ株式会社に入社しました
中曽と申します。同年３月に高専を卒業し、入
社当時は20歳で年上の同期に囲まれ緊張が解
けない日々を過ごしたこともありましたが、は
や２年が経とうとしており月日の過ぎる早さに
驚かされる次第です。
小さい頃から自然が大好きで、中学生の頃か

ら環境を守りたいという夢があり、呉工業高等
専門学校環境都市工学科で５年間土木分野・環
境分野といった幅広い分野の基礎を勉強してき
ました。当初は環境保全にしか関心がなく土木
は環境破壊だと思い込んでいましたが、学ぶう
ちに土木は暮らしのために必要不可欠で、１番
といってよいほど環境に配慮している分野であ
ると気づき、さらに土木・環境分野の中でも「技
術を提供する」という建設コンサルタントの仕

事に魅かれ、この業界への就職を決めました。
これまで河川構造物の計画・設計にまつわる

様々な業務に触れてきました。２年目になり、
これからもっと河川や構造物に対する専門的な
知識や技術を吸収していかなければならないと
感じると同時に、最近では打合せで説明する機
会もいただけるようになり、相手に伝える力も
つけなければならないと感じています。
これから３年目を迎えようとしています。難

しい内容のお仕事も増えてくると思いますが少
しずつできることを増やし、入社当時の気持ち
や周囲の方への感謝の気持ちを忘れず、自身の
夢である「人にも環境にもやさしい河川構造物
の技術者」を目指して充実した日々を積み重ね
ていきたいと思います。

いであ株式会社　　　　
中国支店　中曽　　萌

入社して感じたこと・今後の抱負
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私がこの会社に入社してから、約８ヶ月が経
ちました。今年度より、入社してから最初の
３ヶ月間は、設計部、測量部、調査部を一ヶ月
ごとに研修期間が設けられました。
その研修期間で私が学んだことは「分からな

いことは素直に聞くこと」、「相手方の求めるも
のを理解すること」でした。入社当初、私は自
分が先輩から頼まれた作業を行うにあたって、
内容を自分の中で勝手に解釈して作業を進め、
先輩方の求めている作業と違うことをしている
ことが多々ありました。このことから、些細な
ことでも分からないことは聞き、先輩方の頼ま
れた作業内容を何度も確認し、漏れなくしっか
りやり遂げることが会社に貢献できる第一歩に
繋がるのではないかと思いました。社内の環境

は先輩方とコミュニケーションがとてもとりや
すいので、自分の分からないことがすぐに聞く
ことができます。研修期間を経て現在設計部の
構造物チームに所属しているのですが、研修期
間のおかげで、分からないことはすぐに聞くよ
うにする意識が強く根付いております。
その一方で、作業を進めて行く中で分からな

いことはどんどん増えていきます。私は工学部
土木学科卒業生で、土木の知識は少しばかりで
も身についているつもりでしたが、今現在で
も、全く歯が立たないことを痛感しており 
ます。
学校の中で学んでいないことや、身について

いないことがたくさんあることを知り、先輩方
からは「大人になっても、日々勉強」という言

株式会社宇部建設コンサルタント　　
設計部　構造部チーム　中尾　健治

新入社員紹介

株式会社宇部建設コンサルタント測量部所属
の三王と申します。広島工業大学を卒業して、
2017年4月に入社しました。私は大学でリモー
トセンシングを中心に測量関係を専攻しており
ました。しかし、実際の測量業務は机上とは違
い、うまく出来ないこともあり自らの力不足を
痛感し日々勉強中です。
弊社では新人研修の一環として、入社後すぐ

各部署を経験する期間があります。このことが
私の意識を変えました。私は設計や地質につい
ての知識が少なく、自ら壁を作っていました

が、この研修で様々な業務を行う中で苦手意識
がなくなり、建設コンサルタント業界全体の業
務に改めて興味を持てるようになりました。
知らないことに挑戦することは、とても大切

だと考えます。近年、UAVを含むICT技術の発
展が著しい建設コンサルタント業界では、日々
新たな技術が生まれています。
その中で、私は物怖じせずに多くのことに、

挑戦し続ける技術者になりたいと考えてい 
ます。

株式会社宇部建設コンサルタント
測量部　三王　晶司

新入社員紹介
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葉を頂きました。
まだまだ未熟な私ですが、まずは勉強する習

慣を身につけ、分からないことは素直に聞き、
この先頼まれた作業を淡々とこなすだけでな

く、自分の頭を使って仕事を行える技術者にな
れるように日々努力を怠らず、精進していこう
と思います。

私は2017年４月から株式会社長大に入社し
ました大山と申します。入社してから９ヶ月が
経ちましたが、毎日の変化が目まぐるしく、
あっという間に今日を迎えました。
最近、地元の友人と数年ぶりに会いました。

友人に「今どんな仕事をしているの？」と聞か
れ、私が「建設コンサルタント」と答えると友
人の返答が「何それ？」でした。確かに、私も
学生時代は建設コンサルタントという職種につ
いて全く知りませんでした。建設コンサルタン
トの企業説明会に参加しても仕事内容について
想像できませんでしたが、当時、建設コンサル
で活躍している研究室の先輩（現職場の先輩）
から、携わっている業務について具体的に内容
をうかがい、「建設コンサルって楽しそう」と
強く感じました。このことが、私が建設コンサ
ルタントに興味を持つきっかけとなったことを
今も覚えています。
私は、主に道路の整備効果に関する資料作成

等に携わっています。はじめは交通・都市計画

の研究室に所属していながらも、専門知識に欠
け、分からないことの方が多く、先輩方からの
アドバイスを頂きながら業務に取り組んでいま
した。日々勉強の賜物か、入社当初に比べ、多
少は仕事の内容を理解できる様になり、仕事に
対してより一層楽しさを感じています。
しかし、いまだ１人では何もできないことに

悔しさと焦りを感じています。特に、自分に足
りないものとしては、相手の考えを理解するこ
と、自分の考えを伝えることです。実際、業務
について、お互いの認識の違いから作業が手戻
りになり、それを歯がゆく思うことが多々あり
ます。相手の考えを理解し、自分の考えを伝え
られるよう、相手の話を聴く、分からないこと
はその場で質問・意見を言う等、基本的なこと
を徹底していきます。そして、どんなことでも
やりがいと責任感を持ち、少しずつでも成長し
ていけるよう１日１日を楽しみながら、業務に
取り組みます。

株式会社長大　　　　　　　　　　　　
地域・交通企画部（広島）　大山　貴志

新入社員紹介
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中電技術コンサルタントに平成29年４月に
入社いたしました山根と申します。入社後、あ
わただしい日々が過ぎる中、気が付けば９か月
が経とうとしています。入社当時はまっさら
だった手帳も、仕事のことをあれこれと書き込
んでいくにつれ徐々に埋まり、先日代替わりの
時を迎えました。
大学で学んだことをそのまま使える機会など

ないに等しく、わからないことだらけの中、ひ
とつひとつ新しいことを学び、理解していく毎
日です。沿岸整備部海域設計グループに配属と
なり、上司や先輩方にあたたかくご指導してい
ただき、多くの助けを得て、支えられながら仕
事をしています。はじめは打合せに同席しても
内容を理解することができませんでしたが、回
を重ねるごとにだんだんとわかるようになりま
した。仕事を大変だと思うこともありますが、
自分の作った資料が、報告書のほんの一部とは

いえ形になったときは、嬉しさで胸がいっぱい
になりました。
現在、わたしが仕事外で頑張っていることが

一つあります。それは体力作りのランニングで
す。建設コンサルタント業界の繁忙期の大変さ
は以前から聞いており、また、自身の体力のな
さも自覚していたためで、始めた当初は２㎞の
コースを１周する間に何度も休憩を取らなけれ
ばならなかったのが、現在では足を止めずに完
走できるようになりました。まだ走れる距離は
短いですが、今後も続けていきたいと思い 
ます。
この９か月、学生時代とは異なる社会人とし

ての責任を重く感じながら仕事を行ってきまし
た。依然として学ぶことが多く、至らないとこ
ろも多々ありますが、一人前の技術者になるた
め、少しずつでも進んでいけるよう頑張ってい
きたいと思います。

中電技術コンサルタント株式会社
沿岸整備部　山根　愛理

入社して感じたこと
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１．はじめに
弊社は、昭和43年２月有限会社長大橋設計

センタとして吊り橋技術の研究開発を目指して
創立しました。設立当初は、本州四国連絡橋の
設計の中心となり、その後は橋梁の設計を手掛
ける専門コンサルタントとして、また、道路、
河川、港湾、鉄道などの調査・設計・管理運営
などを行う総合コンサルタントへと発展してき
ました。

２．50年のあゆみ
「本州と四国」を結ぶ“夢の架け橋”に情熱を
かけた13人の若きエンジニア達が「技術を第一
とする」をモットーにスタートし、昭和59年11
月株式会社長大と商号変更しました。
弊社の経営理念は、“社員の創造性と相互の

信頼を育み美しく快適な地球環境づくりに邁進
する世界の技術と頭脳を創造する”です。
その理念に基づき事業拡大が図られてきまし

た。また、この20年は社会ニーズの変化によ
りコンサルタントの仕事内容は多様化していま
す。さらに公共事業に対する社会見識の変化な
どにも柔軟に対応してきました。
その歴史を振り返り、橋梁分野と並ぶ主力商

品へと成長している事業をご紹介します。

生い立ちから、まず橋梁技術の向上に欠かせ
なかったのはコンピューターです。当時建設コ
ンサルタントでは最も早くから大型コンピュー
ターの導入を図り、難易度の高い構造解析や実
験を繰り返し技術力の向上に努めました。この
コンピューター応用技術が、その後の業務内容
の拡張の礎ともなりました。コンピューター技
術を駆使して構造物の自動設計システム開発、
積算システム開発や交通需要シミュレーション
技術等をベースとして、ITS（高度道路交通シ
ステム）、CALS/EC、社会資本のデータベース
技術など、情報システムサービスを商品群とし
て立ち上げたのも建設コンサルタント業界では
初めてであったといえます。
本四架橋計画や一般道においても、環境に対

する問題が出てきた頃、振動や騒音、大気に対
する環境技術を専門的に扱うため昭和48年に
環境計画分野を立ち上げました。
昭和49年には交通解析やシミュレーション

を核にして交通計画分野に技術拡張を図り、近
年、道路分野では、当社設計による日本初のラ
ウンドアバウトも完成しました。
情報事業においては、インドネシアのバリ島

で旅行者向け情報提供事業として、旅行者移動

株式会社長大　　　　　
広島支社　香川昭之介

創立50周年

明石海峡大橋 ラウンドアバウト
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データの販売を開始し、海外ASP事業への参
入を果たしました。

海外事業では、ODA関連業務を中核に橋梁、
道路、交通、環境の各分野ともに取り組み、合
わせてエネルギー分野の参入として、海外では
フィリピン・ミンダナオ島での小水力発電事業
などにも参画しています。
多様化する社会ニーズへの対応の例として

は、PFIアドバイザー、アセットマネジメント
などの新分野へもいち早く取り組み、実績を重
ねています。特に今後の成長戦略として位置づ
けているPPP/PFI事業（民間活力による事業遂
行）では、多くの自治体からアドバイザリー業
務を受注するとともに、総務省の委託による専
門家派遣にも応じ財政難に苦しむ自治体支援を
積極的に展開しています。また近年では、民間
事業者として参画し、着実に歩みを進めてい 
ます。

その他に都市計画、下水道、河川防災、電
気・電子分野についても商品強化に努めていま
す。現在は、全国に38の支社・支店・事務所・
営業所と海外に６事務所、グループ会社として
主要４社を傘下に抱え、国内外で社会の多様な
ニーズにグループで機動的に対応しています。
50年の間に様々な分野に活躍の場を広げる会
社へと変貌を遂げてきました。

３．50周年記念式典
平成29年11月13日（月）東京都品川区五反田

メッセにおいて、建設コンサルタンツ協会等の
来賓、グループ企業、関係者、OBの方々にも
列席いただき総勢約700名で盛大に記念式典が
行われ、永冶社長は挨拶において、「今後も『人
と社会をつなぐ』をキーワードに、インフラの
枠組みを小さく捉えず、PFIや交通計画など幅
広い業務を手掛けるインフラサービスプロバイ
ダとして、先人からの技術を若手に伝え、次の
50年につなげたい。グループの力を結集し、
長大に生活インフラのことを頼めば何でも安心
して任せられると期待される会社になりたい。」
と、創業当時から掲げる“人”“夢”“技術”を
繋ぐ役割こそ、長大の生業であることを改めて
強調しました。

国立大学附属病院におけるPFI事業
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４．広島支社のこれから
はじまりは、昭和61年４月、広島営業所と

して新規開設。その後、平成３年11月には山
口営業所、平成11年２月には岡山事務所、平
成14年４月には鳥取営業所、平成15年10月に
は島根営業所を開設。現在では、中国地方にお
いて２事務所、２営業所を置く広島支社は、営
業部員および構造、環境、交通、道路分野の技
術者を配置し、総員45名で構成されています。
弊社は多くの離島架橋建設に携わってきまし

た。今後は、その技術と経験を活かし、中国地
方においては、豊島大橋などをはじめとする特

殊橋梁の維持管理・耐震保全事業におけるリー
ディングカンパニーを目指していきます。
また、基幹事業である公共インフラの調査・

設計に加え、人口減少、少子・高齢化社会への
対応として、地域公共交通・高齢者サポート等
の情報サービス事業を展開し、地域創生に資す
るソリューションコンサルタントを目指してい
きます。
この先も、地域の未来に必要な技術“人”を

提供できる企業として、次の50年を迎えたい
と考えています。

50周年記念式典の様子

豊島大橋
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社内のコミュニケーションを活性化して、オ
フィスに活気を出したい。皆の願いだ。
でも、どうやって？となると、なかなか名案

はでてこない。今の時代は強制も禁物。

そこで、業界の皆さんから教わった丸秘テク
ニック（パクリ!?）を使って、平成29年初秋、
半ば強引に“職場チームを作って、リレーマラ
ソンに出ましょう！”と打って出た。
するとおもしろいもので、“私、走るの好き

なんです”“学生時代以来に走ってみるかな”“断
れない…”という人達が集まって、平均年齢43
歳の即席チームが出来ました（笑）。２ヶ月程
度の練習期間を設けたのち、11月23日（祝）、
広島市内で開催されたリレーマラソンに初参
加。快晴のなか４時間完走（時間制限）の目標
を30分上回る大健闘でイベント大成功。皆さん
大満足の楽しい１日になりました（写真－１）。

効果はこれだけに終わらない。
このイベント参加を通じて、共通の話題で盛

り上がる楽しさ、何かをやり遂げる達成感、普
段の業務で関わることの少ない人が集う魅力に
取り付かれたメンバーが、“また何かに挑戦し
たい！”と楽しそうに話している。これは間違

い無く、社内コミュニケーションの活性化だ（笑）。
何か新しいことを始めるのは一苦労ですが、

踏み出せば周りが協力してくれて楽しいもの。
企画して良かったと振り返っています。

次に12月はオフィス移転のタイミング。
皆が集う『フリーコミュニケーションスペー

ス』の設置を提案したところ、従業員からも賛
同の声。執務室の一角にハイテーブル、組み合
わせ自由のミーティングテーブル、ドリンク
サービスなどを設置し、コミュニケーションス
ペースが完成した。早速多くの従業員が集い、
打合せや部署を超えた顔ぶれでの談話など、自
由な使い方で楽しんでいます（写真－２）。

リレーマラソンへの参加、オフィス移転を機
に、以前に増してオフィスに活気がでてきました。
プロジェクトチームで取り組むことが多い我々の
業務においては、１本の襷をつなぐリレーマラソ
ンの経験は仕事にも活きてくるでしょう。今回、
やや強引ではありましたが、多くの従業員を巻き
込み、ワクワク感を創出することで、そこに自然
とコミュニケーションが生まれることを実感しま
した。皆さんも、何か新しいことを始められては
如何ですか。オフィスに活気がでますよ（笑）。

パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
荒本　達也

オフィスに活気を！

写真－１　楽しそうにゴールするメンバー

写真－２　新オフィスのコミュニケーションスペース（イメージ図）
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新 任
自己紹介

平成29年10月１日付でパシフィックコンサ
ルタンツ株式会社中国支社長に就任しました山
本と申します。前任者よりJCCA中国支部理事
を引き継ぎました。
出身は埼玉県で、東京・仙台での勤務を経て

３年前に技術部長として広島に赴任しました。
入社以来長く道路計画・設計に携わった後、
10年程前からはインフラ老朽化対策に向けた
取り組みが拡大、推進される中で、特に土木イ
ンフラ施設のメンテナンスサイクル構築・実施
に取り組んできました。

近年、少子高齢化の進展や行政での財政難・
人手不足等、社会環境が大きく変化する中、
我々建設コンサルタンツに求められる役割が大
きく変化し、より重要となっています。また、
働き方改革の推進といった社会の要請もあり実
現する必要があります。私はこれまでJCCAの
活動として各地域の道路系技術部会に関わって
きましたが、これからは中国支部理事としての
活動を通じてJCCAの発展に少しでもお役にた
てればと考えています。ご支援のほど、よろし
くお願いいたします。

自己紹介
パシフィックコンサルタンツ株式会社

中国支社長　山　本　幸　弘

本年６月より、前任の小谷浩治総務部会委員
の後を引き継ぎ、中国支部総務部会委員を仰せ
つかりました宇高と申します。
私は、これまで建設コンサルタンツ協会の活

動に関わることがほとんどありませんでしたが、
これからは、総務部会やその他支部活動などを

通じ、当会活動の理解を深め、微力ではありま
すが、当支部ならびに建設コンサルタンツ協会
の発展に貢献できますよう努めて参りたいと考え
ています。ご支援のほど、よろしくお願いいたし
ます。

新任のご挨拶
株式会社エイト日本技術開発　　　　　
本店管理本部総務部　宇　高　了　介
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このたび、前任の林業務部会長の後を継い
で、中国支部業務部会長を仰せつかりました。
広島出身で、人生の大半を広島市で過ごして

まいりました。中電技術コンサルタント株式会
社に入社して30数年になりますが、河川計画
分野を中心に河川関係の業務に携わってきま 
した。

建設コンサルタンツ協会をとりまく環境の変
化は激しく、解決すべき課題が山積していると
思います。微力ではありますが、業務部会の活
動を通し、建設コンサルタンツ協会中国支部お
よび会員各社の発展のため、尽力していきたい
と思いますので、ご指導の程、よろしくお願い
いたします。

ご 挨 拶
中電技術コンサルタント株式会社

金　本　　満

このたび、前任の松岡利一の後を継いで、
中国支部業務部会委員を仰せつかりました。
平成４年の入社以来、建設省土木研究所（当

時）の出向期間を除き、一貫して大阪勤務で
したが、平成29年４月から中国支社長として
広島勤務となりました。河川系の技術畑から
支社の統括管理という立場への転身、大学以
来の一人暮らしであることから、新たな発見
や出会いを楽しみにして参りました。
協会の活動に関わるのは初めてですが、こ

れも出会いの一環と考え、協会の発展や発注

者との良好な関係の構築に貢献したいと考え
ています。
広島市街地の干拓や埋立ての歴史、安佐地

区や西風新都などの現状を見ると、近世以降、
現在も続く開発圧力の大きさ、ひいては災害
との関係を感じています。広島や中国地方の
歴史や成り立ちなども興味のあるところで、
折に触れ勉強しているところです。
今後のご指導、ご支援をよろしくお願いい

たします。

ご 挨 拶
株式会社建設技術研究所　　　
中国支社長　西　岡　昌　秋
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このたび、前任の小川を継いで、中国支部
（業務部会委員）を仰せつかりました。

生まれも育ちも福岡です。1996 年大学卒業
後、コンサルタント業界営業一筋で頑張ってま
いりました。
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業務部会などを通じて、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。

ご 挨 拶
大日本コンサルタント株式会社

橋　本　尚　昌

本年４月、前任の中田業務部会委員の後を
継いで、協会中国支部業務部会委員を仰せつ
かりました内海（うつみ）と申します。
平成26年４月に中国地方整備局を退職し、

㈱シーエム・エンジニアリングを経て、平成
29年１月１日付で㈱ヒロコンに入社いたしま
した。
出向期間を含めて37年間勤務しました同整

備局では、主に道路関係の業務に携わりまし
たが、通常の道路行政のほか、社会資本整備
重点計画などの中長期計画や各種環境対策（計

画）、さらに国営公園建設や交付金などの道路
関係補助予算、上下水道などを含む地方行政
なども経験させていただきました。
私はこれまで、建設コンサルタント各社に

は随分お世話になって参りましたが、直接的
に建コン協の活動に関わることはありません
でした。しかしこれからは、所属させていた
だく業務部会を通じて、建設コンサルタンツ
協会の発展に微力ながら全力でお役に立ちた
いと考えていますので、ご支援を賜りますよ
う、どうぞよろしくお願いいたします。

新任ご挨拶
株式会社ヒロコン
内　海　一　幸



Vol.46138

このたび、中国支部理事を仰せつかりまし
た。どうぞよろしくお願いいたします。
出身は広島市ですが、中学・高校時代は愛媛

県松山市で過ごし、東京の大学・大学院で文学
研究科を修了後、都銀系シンクタンクに６年ほ
ど勤務した後に当社に入社し、ようやく10年
が経過しました。
この業界において文学修士は異色の経歴だと

思いますが、近年では図書館を中核施設とした
官民連携のまちづくりの事例が増えていること
から、学生時代に専攻していた図書館学を必死
に思い出し、仕事に活かしていきたいと考えて
います。
また、大阪大学の金水敏教授によると、理系

の学問はイノベーションに直接繋がるが、文学
部の学問が本領を発揮するのは「人生の岐路に

立ったとき」なのだそうです。曰く、人生にお
いて、あるいは企業において、家庭において、
さまざまな場面で起こる問題と向き合った際、
直接的な答えを与えてくれるのではなく、考え
抜く力や答えを考える手がかりを与えてくれる
のが文学部の学問なのだそうです。
さて、今般の担い手不足を根本的に解決する

ためには、中長期的な視野で私たちの業界の知
名度とプレゼンスを向上させなければなりませ
ん。そのために、建設コンサルタンツ協会の果
たす役割は大きいと考えています。若輩者では
ございますが、文学部で養った（はずの）「考
え抜く力」と、土木の素養がない「よそもの」
の視点を強みにして、微力ながら協会の発展に
尽力して参りますので、ご指導、ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

ご 挨 拶
株式会社荒谷建設コンサルタント　
代表取締役社長　荒　谷　悦　嗣

このたび、４月１日付けで、前任の中西支店
長の後を継いで、広島支店長を仰せつかりまし
た応用地質株式会社の横川と申します。国立福
井高専を卒業し、平成２年に入社。平成３年ま
で土質試験室、平成３年から平成10年までの

７年間は、技術者として主に軟弱地盤の調査、
海上ボーリング調査等に携わってきました。平
成11年より営業職に配置換えとなり、平成18
年より広島支店にて営業職として活動させてい
ただいております。広島勤務は、12年目とな

新任ご挨拶
応用地質株式会社　　　　　　
広島支店長　横　川　祥　司
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昨年４月に中国支店長を命ぜられ、初めての
広島勤務を経験しております。赴任後間もな
く、宮島詣の船上から大鳥居を仰ぎ、遥か昔か
ら海運の要衝として栄えてきた瀬戸内の歴史に
思いを馳せ、感慨深く厳島神社を参拝いたしま
した。
昭和62年のダイヤコンサルタント入社から、

関東の営業に10年、九州の営業に20年携わり、
営業一筋30年が経過しました。この間、発注
形態や発注方法は一変して営業のありようも大
きく様変わりし、“コンプライアンス”や“CSR”
は企業の常識となりました。しかしながら、こ
の業界で働く社員の一人ひとりが、企業の社会
的責任を押し付けではなく自ずと意識して実践
するためには、各社における日頃の教育はもち

ろん、建設コンサルタントの必要性や重要性
が、今以上に広く深く社会に認知される必要が
あると思います。
また、昨今進められる働き方改革におきまし

ても、各社の取組みはもちろん、業界にとって
より良い発注のあり方を発注者側へ要望した
り、建設コンサルタントの魅力ややりがいを広
く社会や学生に発信し、業界全体として優秀な
人材を確保するための取組みを行うことが重要
であると考えます。
これまで、協会の活動にはほとんどタッチし

ていませんでしたが、今後は微力ながら中国支
部の活動のお役に立つことができればと考えて
おります。ご支援・ご指導のほど、何卒よろし
くお願い申し上げます。

ります。
近年は、今年の九州豪雨災害を始め、2015

年広島で発生した豪雨・土砂災害等、災害が毎
年のように発生し、その規模は年々拡大してい
るように思われます。こうした災害に対する防
災・減災への取り組みが急務であり、また、イ
ンフラの維持・管理、長寿命化への取り組みも
必要となってきております。その一方で、高齢
化が進み、次世代をになう若者が減ってきてい

るという現状があり、建設コンサルタント業界
でも若者の減少によるいびつな年齢構成、次世
代への技術継承問題等、数多くの問題が山積し
ている状況にあると考えられます。
これらの直面する課題に真摯に取り組んでい

くとともに、今後の協会の発展に寄与できれば
と考えておりますので、引き続きご支援賜りま
すようよろしくお願いいたします。

新任のご挨拶
株式会社ダイヤコンサルタント
中国支店長　中　野　　健



Vol.46140

このたび、前任の山本紀之の後を継いで、中
国支店長を仰せつかりました久保でござい 
ます。
大学までの22年間を北の大地（北海道）で過

ごし、中央開発㈱に入社して31年間、地盤調
査、土壌調査等に携わってまいりました。
中央開発㈱に入社後は、東京管内（東京、茨

城）で23年間、大阪で８年間を経て広島にまい
りました。広島は、出張で来たことはありまし
たが、生活するのは初めてで土地勘もないこと
から現在必死に道路等覚えております。
昨今では、日本各地や世界に於いても「これ

まで経験したことのないような」集中豪雨が頻
発に発生し災害をもたらしています。そのよう
な中で、我々建設コンサルタント会社が先頭に

立ち防災・減災について社会に貢献することが
必要であると考えております。また、そのよう
な社会に貢献する優秀な人材を教育し育て技術
継承することが責務であると考えております。
我々の業界全体が魅力あるものに、また若く

優秀な人材を確保するために協会としての広報
活動は重要になってくると思います。私も協会
の一員として関わってまいりたいと考えており
ます。
私はこれまで、建コンの活動に関わることが

殆どありませんでしたが、これからは、建設コ
ンサルタンツ協会の発展にお役に立ちたいと考
えておりますので、ご支援のほど宜しくお願い
致します。

新任あいさつ
中央開発株式会社　中国支店
支店長　久　保　宏　司

このたび、株式会社ニュージェック中国支店
長として就任致しました佐藤と申します。
私は大阪万博の太陽の塔がある吹田市生まれ

で、NHKアナウンサーの押野浩子さんや、競
泳ロンドンオリンピックの寺川綾さんが卒業し
た近畿大学法学部の出身です。社会人となり営

業職一筋で参りました。大阪本社、九州支店、
四国支店と転勤し、ただ今中国支店に辿り着き、
西日本全域を経験させてもらってます。現在、
原爆ドームの近くに住んでおり、風光明媚な街
と自然のコントラストを楽しみながら通勤して
おります。

自己紹介
株式会社ニュージェック　中国支店

支店長　佐　藤　至　紀
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さて、最近「働き方改革」と言う言葉をよく
耳にします。その中の一つで『組織内コミュニ
ケーション』をどう円滑にするかを色々と考え
る事があります。私は十数年前にキャリアカウ
ンセラー（CDA）の資格を取りました。その資
格のスキルで「傾聴と反射」と言うコミュニケー
ションスキルが非常に大切だと思っています。
報告一つとっても、話す方と聞く方の両方（話
す姿勢聞く姿勢）があって初めてコミュニケー
ションがうまくいくのだと。部下の話を聞く時

は、聴くを基本にし、相手の感情の部分までを
理解するように心掛けています。やはりコミュ
ニケーションを大切にすることが実質的な業務
改善の定着に繋がると考えています。
近年、建設コンサルタンツ協会においても、

色々なセミナーが開催され問題解決に向け業界
と協会が一致団結して取り組んでおられます。
こうした活動に協力して行きたいと考えていま
す。今後ともよろしくお願い申し上げます。

平成29年10月１日付けで、広島支店長とし
て着任いたしました。
昭和61年（1986年）に入社以来、大阪、神戸、

福井、尼崎等、関西勤務が続き、西日本での生
活が長くなりました（千葉県出身54才）。
この間、阪神・淡路大震災（1995.01）をは

じめ、福井豪雨（2004.07）、東日本大震災（2011. 
03）、紀伊半島大水害（2011.09）等、災害対応
に携わる機会も多く、建設コンサルタントの社
会的意義や社会貢献のあり方についても学べた
と思っております。

中国地方においてもこれら経験を活かし、特
に災害時における協力体制をはじめ、現在進行
中の i-Construction施策の推進など、関係機関
や地域企業の方々と連携し、一層寄与できる 
よう微力ながら邁進していきたいと思っており
ます。
そしてこれらの活動を通じ、建設コンサルタ

ンツ協会の益々の発展に貢献できたら幸い 
です。
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。

ご挨拶（自己紹介）
国際航業株式会社  西日本支社  広島支店

支店長　馳　川　清　房
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平成29年10月より、広島構造技術部の部長
を仰せつかりました。
入社以来、中国管内の橋梁設計関係の業務に

従事しました。中国管内では国交省、自治体発
注のPC橋、鋼橋の橋梁計画、詳細設計及び耐
震補強設計など多くの業務に携わりましたが、
その中でも、広島県様管理の豊島大橋（吊橋）
の設計に携われたことは、大変勉強になったと
同時に私の橋梁設計人生の転機となりました。
38歳の時に、東京支社に転勤となり、5年間、

東京にて高速道路会社等の業務を中心とした
ジャンクションの計画と設計や大規模更新など
スケールの大きな仕事ができたことや、西日本
以外の業務を経験したこと、また東日本大震災

の復興道路に位置付けられる橋梁の計画と設計
を経験したことにより、自分の視野がとても広
がったと感じています。
その後、広島支社勤務となりましたが、ここ

でも熊本地震で被災した橋梁の復旧設計という
難しい仕事に携わることになり、災害復興で要
求される迅速性や判断力を養うことができま 
した。
このような経験を踏まえ、これからは中国地

方に根付いた技術者として、安心安全で豊かな
中国地方の形成に尽力して参りたいと考えてお
り、建コン活動にも力を入れていこうと考えて
おりますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、
よろしくお願いいたします。

新任ご挨拶
株式会社長大　　
有　井　賢　次
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事務局

◦ 4月 5日（水）第１回道路委員会
◦ 4月 7日（金）平成28年度会計監査
◦ 4月14日（金）第47回定時総会
◦ 4月21日（金）第１回若手技術者の会
◦ 4月26日（水）第１回地域計画委員会
◦ 4月28日（金）第１回防災委員会
◦ 4月28日（金）中国地方整備局「風水害対策訓練」
◦ 4月29日（土）トレジャーハントツーリングin安佐南区
◦ 5月10日（水）第１回河川委員会
◦ 5月10日（水）第２回道路委員会
◦ 5月12日（金）第１回構造委員会
◦ 5月18日（木）CIMハンズオン講習会（〜 19日（金））
◦ 5月24日（水）第２回地域計画委員会
◦ 5月30日（火）道路橋メンテナンス技術講習会（〜 6月2日（金））
◦ 5月30日（火）防災教育　呉市立荘山田小学校
◦ 6月 2日（金）道路橋メンテナンス講習現場実習（〜 2日（金））
◦ 6月 2日（金）道路橋メンテナンス講習確認試験
◦ 6月 7日（水）研修講師派遣　国土交通省倉吉河川国道事務所 道路橋技術基準改定

の見直しについて
◦ 6月 7日（水）第２回河川委員会
◦ 6月 7日（水）第３回道路委員会
◦ 6月13日（火）第１回総務部会・県委員長合同会議
◦ 6月14日（水）第１回業務部会
◦ 6月15日（木）第１回技術部会・技術委員長合同会議
◦ 6月16日（金）出前講座（総合学習）広島市立三篠小学校
◦ 6月18日（日）まちづくりだよ！自転車でGO！その1
◦ 6月21日（水）中国支部CIM勉強会鳥取　その1
◦ 6月22日（木）中国支部CIM勉強会鳥取　その2
◦ 6月22日（木）第３回地域計画委員会
◦ 6月23日（金）第２回若手技術者の会
◦ 6月26日（月）研修講師派遣　中国地方整備局（〜 30日（金））構造物設計Ⅰ研修
◦ 6月26日（月）第１回HPリニューアル検討会
◦ 6月27日（火）中国支部会員名簿更新発行
◦ 6月27日（火）研修講師派遣 広島県（〜 28日（水））構造物（擁壁）設計の基礎知識外
◦ 6月28日（水）研修講師派遣　中国地方整備局　道路管理Ⅱ研修
◦ 6月30日（金）研修講師派遣　中国地方整備局　道路管理Ⅱ研修
◦ 7月 4日（火）第１回役員会
◦ 7月 5日（水）第４回道路委員会
◦ 7月 5日（水）研修講師派遣　広島県　測量実践講座

支 部 日 誌（平成29年４月〜30年３月）
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◦ 7月 7日（金）第２回構造委員会
◦ 7月 8日（土）まちづくりだよ！自転車でGO！その2
◦ 7月11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12日（水）第３回河川委員会
◦ 7月14日（金）出前講座（総合学習）広島市立戸山小・中学校
◦ 7月20日（木）国土交通省中国地方整備局功労者表彰の受賞
◦ 7月25日（火）第１回港湾委員会
◦ 7月26日（水）第４回地域計画委員会
◦ 7月27日（木）マネジメントセミナー
◦ 7月27日（木）研修講師派遣　中国地方整備局（〜 28日（金））基礎技術Ⅰ研修
◦ 7月29日（土）アシ原で遊ぼう・学ぼうin白島
◦ 7月30日（日）クリーン太田川参加
◦ 8月 1日（火）第１回独占禁止法に関する特別委員会
◦ 8月 1日（火）研修講師派遣　広島県（〜 2日（水））中級Ⅱ講座
◦ 8月 2日（水）第３回若手技術者の会
◦ 8月 2日（水）第５回道路委員会
◦ 8月 7日（月）土木学会夏休み土木実験教室（若手技術者の会）
◦ 8月 9日（水）中国地方ブロック意見交換会
◦ 8月18日（金）第１回防災講演会
◦ 8月22日（火）コンクリートに関する3工法およびCIM導入ガイドライン説明会
◦ 8月23日（水）パスタブリッジコンテスト（若手技術者の会）
◦ 8月23日（水）研修講師派遣　国土交通省松江国道事務所  道路橋技術基準の改定等

について
◦ 8月23日（水）第５回地域計画委員会
◦ 8月24日（木）中国支部CIM勉強会鳥取（その3）
◦ 8月29日（火）GIS講習会（〜 30日（水））
◦ 8月29日（火）研修講師派遣　広島県　地質調査等実践講座
◦ 8月29日（火）都市・地域デザインカンファレンス中国エリアマネジメント×官民連

携のまちづくり
◦ 8月31日（木）研修講師派遣　中国地方整備局TEC-FORCE（班長）研修
◦ 9月 1日（金）第２回HPリニューアル検討会
◦ 9月 1日（金）災害時対応演習
◦ 9月 5日（火）「アセットマネジメントの現状と動向について」の講習会
◦ 9月 6日（水）第６回道路委員会
◦ 9月 8日（金）第３回構造委員会
◦ 9月 8日（金）研修講師派遣　広島市　土木専門研修（アスファルト舗装）
◦ 9月13日（水）第４回若手技術者の会
◦ 9月13日（水）第２回港湾委員会
◦ 9月14日（木）橋梁保全事業における品質向上勉強会
◦ 9月19日（火）第２回業務部会
◦ 9月19日（火）ICT普及専門委員会講習会（ICTセミナー）
◦ 9月20日（水）第４回河川委員会
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◦ 9月20日（水）第６回地域計画委員会
◦ 9月21日（木）契約のあり方講習会
◦ 9月21日（木）研修講師派遣 国土交通省浜田河川国道事務所 道路橋技術基準の改定

の概要について
◦ 9月24日（日）自転車散歩 with ひろしまけいりん
◦ 9月27日（水）第２回防災委員会
◦ 9月28日（木）防災教育　広島市東区牛田公民館「いきいき大学」
◦ 9月29日（金）出前講座（総合学習）広島市立三篠小学校
◦ 9月29日（金）トレジャーハントツーリングin南区
◦10月 3日（火）研修講師派遣　岡山県建設技術センター（〜 4日（水））コンクリート

構造物の点検・診断・補修（上級）
◦10月 3日（火）技術部会現場見学会
◦10月 4日（水）第７回道路委員会
◦10月 5日（木）技術委員会／品質セミナー“エラー防止のために”
◦10月11日（水）第５回河川委員会
◦10月11日（水）第３回港湾委員会
◦10月17日（火）第５回若手技術者の会
◦10月17日（火）建設関連5団体共催独禁法講習会
◦10月18日（金）中国地方建設技術開発交流会2017（〜 11月7日（火）中国5県）
◦10月18日（水）第７回地域計画委員会
◦10月19日（木）PC技術講習会
◦10月27日（金）第３回中国支部HPリニューアル検討会
◦10月27日（金）若手技術者交流会 in 中国（〜 28日（土））
◦10月27日（金）防災教育　広島市立矢野西小学校
◦10月30日（月）加盟会社経営分析説明会
◦10月31日（火）情報セキュリティ講習会
◦11月 1日（水）中国地方整備局「地震・津波対策訓練」
◦11月 1日（水）第８回道路委員会
◦11月10日（金）防災教育　広島市立伴東小学校
◦11月10日（金）建設技術フォーラム2017 in 広島（〜 11日（土））
◦11月12日（日）RCCM資格試験
◦11月14日（火）河川講習会
◦11月14日（火）第53回ゴルフ大会
◦11月14日（火）第８回地域計画委員会
◦11月17日（金）広島市意見交換会
◦11月20日（木）研修講師派遣　中国地方整備局　基礎技術Ⅱ研修
◦11月21日（火）第１回JCCA中国編集会議
◦11月21日（火）研修講師派遣　岡山県建設技術センター　会計検査指摘事項の検証
◦11月21日（火）広島気象台、広島ガス見学会
◦11月25日（土）第９回フットサル大会
◦11月28日（火）第６回若手技術者の会
◦11月28日（火）研修講師派遣　中国地方整備局（〜 30日（木））橋梁管理実務者Ⅱ研修
◦11月29日（水）RCCM登録更新講習会
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◦11月29日（水）研修講師派遣　中国地方整備局　砂防計画研修
◦11月29日（水）防災教育　広島市立五日市中央小学校
◦11月30日（木）土研　新技術ショーケース 2017 in 広島
◦12月 1日（金）PC橋保全事業における品質向上勉強会
◦12月 1日（金）第４回構造委員会
◦12月 4日（月）研修講師派遣　中国地方整備局（〜 8日（金））構造物設計Ⅱ研修
◦12月 5日（火）広島県意見交換会
◦12月 7日（木）第９回道路委員会
◦12月 8日（金）第４回港湾委員会
◦12月 8日（金）港湾関連技術交流会・技術講演会
◦12月 8日（金）第３回防災委員会
◦12月13日（水）第６回河川委員会
◦12月13日（水）第９回地域計画委員会
◦12月14日（木）研修講師派遣　広島市　土木専門研修（構造物設計）
◦12月15日（金）第52回ボーリング大会
◦12月18日（月）防災教育　広島市立三入小学校
◦12月19日（火）第２回総務部会
◦12月20日（水）研修講師派遣　中国地方整備局（〜 21日（木））橋梁勉強会
◦12月21日（木）中国地方整備局意見交換会
◦12月21日（木）第７回若手技術者の会
◦12月26日（火）鳥取県意見交換会
◦ 1月 4日（木）官民合同新年互礼会
◦ 1月10日（水）都市研究講座
◦ 1月18日（木）第３回業務部会
◦ 1月19日（金）リクルート活動（鳥取大学工学部土木工学科）
◦ 1月23日（火）リクルート活動（松江工業高等専門学校環境・建設工学科）
◦ 1月23日（火）リクルート活動（徳山工業高等専門学校土木建築工学科）
◦ 1月24日（水）リクルート活動（島根大学総合理工学部地球資源環境学科）
◦ 1月24日（水）リクルート活動（山口大学工学部社会建設工学科）
◦ 1月25日（木）研修講師派遣  国土交通省倉吉河川国道事務所  道路橋示方書改定講習会
◦ 1月25日（木）リクルート活動（広島大学工学部社会基盤環境工学科）
◦ 1月27日（土）第２回都市計画研究会「観光とまちづくり」
◦ 1月29日（月）リクルート活動（鳥取大学工学部社会システム工学科）
◦ 1月30日（火）リクルート活動（呉工業高等専門学校環境都市工学科）
◦ 1月30日（火）防災教育　広島市立毘沙門台小学校
◦ 1月31日（水）第２回役員会
◦ 1月31日（水）本部・中国支部との意見交換会
◦ 2月 1日（木）研修講師派遣　広島高速道路公社　道路橋示方書改訂講習会
◦ 2月 2日（金）第２回防災講演会
◦ 2月 7日（水）研修講師派遣　広島市　土木専門研修（CIMに関する基礎的な研修）
◦ 2月10日（土）第３回都市計画研究会「観光とまちづくり」
◦ 2月26日（月）研修講師派遣  国土交通省中国技術事務所  CIM導入による生産性向上
◦ 3月下旬　　 JCCA中国 Vol.46 発刊
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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 vol.40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
【平成30年4月より http://jcca-cg.jp/ に移行予定】

◦JCCA中国へのご寄稿依頼
中国支部の広報誌JCCA中国は、年１回発行しています。
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

2017年はトランプ米大統領の誕生から始ま
りました。米国の国益を徹底的に追求する「米
国第一」を旗印に、オバマ前大統領が進めた国
際協調の流れを次々覆し、日本を含めた各国に
大きな衝撃を与えました。TPP・北朝鮮、韓国
との外交問題等も山積みです。国内に目を向け
れば福岡県と大分県を中心とする九州北部の集
中豪雨や台風での甚大な被害を受け復旧に向け
た取り組みが今も続けられており、一日も早い
復興を願っております。さて、昨今のコンサル
タント業界は上向きな景気の上昇がみられ回復
傾向にあるようですが、仕事は増えたが人手が
足りない、今の人数で何とかしたいが36協定

があり過度な残業は出来ないといった課題があ
ります。どの会社も人材育成に力を入れてはい
るようですが、技術の継承・経験は一朝一夕に
手に入れられるものではありません。働き方改
革に、より一層拍車がかかる事は間違いなさそ
うです。最後になりますが寄稿でご協力いただ
いた皆様、ありがとうございました。今後も、
JCCA中国誌上に、明るい記事を提供していけ
るようにご協力のほどお願いいたします。巷を
にぎわした言葉ですが、わたくしも編集委員と
して「忖度」できるよう努めたいと思います。

（M．N）

■「 J C C A中国」 「 J C C A中国」に対する照会は事務局へ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。

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

Ｈ30. 3 発行

E-mail cg-jcca@sage.ocn.ne.jp

來　山　尚　義
樋　野　光　宏
西　井　　　彰
大　下　倫　明
山　室　正　人
中　村　憲　行
下　紺　裕　人
中　村　正　和
長　岡　　　隆

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



一般社団法人建設コンサルタンツ協会倫理綱領

一般社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部会員名簿

会員は、社会の二ーズに応えて、技術に関する知識と経験を駆使し、社会の健全な発展に寄与する
建設コンサルタン卜の使命と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務の遂行に努め、職業上の地位
及び社会的評価の向上を図らなければならない。
そのため次の事項を遵守するものとする。

１．品位の保持
会員は、常に建設コンサルタン卜としての品位の保持に努めるものとするとともに、会員相互の名誉
を重んじなければならない。

２．専門技術の権威保持
会員は、常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、依頼者の良き技術的パートナーとして、技術的
確信のもとに業務にあたらなければならない。

３．中立・独立性の堅持
会員は、建設コンサルタン卜を専業とし、建設業者又は建設業に関係ある製造業者等と、建設コンサ
ルタン卜としての中立・独立性を害するような利害関係をもってはならない。また、依頼者の支払う
報酬以外いかなる利益をも受けてはならない。

４．秘密の保持
会員は、依頼者の利益を擁護する立場を堅持するため、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなら
ない。

5. 公正かつ自由な競争の維持
会員は、公正かつ自由な競争の維持に努めなければならない。

・支部長 小田 秀樹（復建調査設計㈱代表取締役社長）

・副支部長 末國 光彦（中電技術コンサルタン卜㈱取締役社長） ・副支部長 小谷 裕司（㈱工イ卜日本技術開発代表取締役社長)

会　　　社　　　名

ア サ ヒ コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

ア ジ ア 航 測 ㈱ 広 島 支 店

㈱ 荒 谷 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜

い で あ ㈱ 中 国 支 店

㈱ ウ エ ス コ

㈱ 宇 部 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜

㈱ 工 イ テ ッ ク 中 国 支 社

㈱ 工 イ 卜 日 本 技 術 開 発

応 用 地 質 ㈱ 広 島 支 店

㈱オリエンタルコンサルタンツ中国支店

㈱ 片 平 新 日 本 技 研 中 国 支 店

川 崎 地 質 ㈱ 中 国 支 店

基礎地盤コンサルタンツ㈱中国支社

ケ イ ・ 工 ム 調 査 設 計 ㈱

㈱計測リサーチコンサルタン卜

㈱ 建 設 環 境 研 究 所 広 島 支 店

㈱ 建 設 技 術 研 究 所 中 国 支 社

会　　　社　　　名

国際航業㈱西日本支社広島支店

国 土 防 災 技 術 ㈱ 鳥 取 営 業 所

シ ン ワ 技 研 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

西 部 技 術 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱ セ ト ウ チ

セントラルコンサルタント㈱広島支店

㈱綜合技術コンサルタン卜中国支店

㈱ 大 広 エ ン ジ 二 ア リ ン グ

大日本コンサルタン卜㈱中国支店

ダ イ ホ ー コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱ダイヤコンサルタント関西支社中国支店

中 央 開 発 ㈱ 中 国 支 店

中央復建コンサルタンツ㈱中国支社

中 国 開 発 調 査 ㈱

中 電 技 術 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

㈱ 長 大 広 島 支 社

㈱千代田コンサルタン卜広島支店

会　　　社　　　名

㈱東京建設コンサルタン卜中国支社

㈱ な ん ば 技 研

西日本高速道路エンジニアリング中国㈱

㈱ 日 水 コ ン 広 島 支 所

日 本 工 営 ㈱ 広 島 支 店

日本シビックコンサルタント㈱広島事務所

㈱ 二 ュ ー ジ ェ ッ ク 中 国 支 店

パシフィックコンサルタンツ㈱中国支社

広 建 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

㈱ ヒ ロ コ ン

㈱福山コンサルタン卜中四国支社

フ ク ヨ シ エ ン ジ 二 ア リ ン グ ㈱

復 建 調 査 設 計 ㈱

明 伸 建 設 コ ン サ ル タ ン 卜 ㈱

八千代エンジ二ヤリング㈱広島支店

㈱ 陸 地 コ ン サ ル タ ン 卜

平成30年３月１日現在 （50社）




