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一般社団法人建設コンサルタンツ協会倫理綱領

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㈱相談役）	・副支部長	小谷	裕司（㈱工イ卜日本技術開発代表取締役社長 )

令和２年３月１日現在	（50 社）

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 営 業 所

㈱オリエンタルコンサルタンツ中国支社

㈱ 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
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巻頭言

予想外は続く
前回、巻頭言を執筆させていただいたのが3年

前、その時のタイトルが、【続く予想外の出来事
『当たり前はない』】でした。主要各国のリーダー
が交代し、現在の混沌とした国際情勢の始まり
となった年でした。その後、日本においても安
倍長期政権は安定していたものの、経済の伸び
は鈍化状態、近隣諸国との外交課題を抱えたま
ま、昨年後半から政治家の数々のスキャンダル
や不祥事が重なり、年を越しました。
また、一昨年の西日本、昨年の東日本と、相

次ぐ広域災害に見舞われ、約2兆円を大幅に超
えると予想される甚大な被害が発生しました。
その結果、『災害からの復旧・復興と安全・安
心の確保』の施策が政府の緊急課題となり、私
たちの業界にも人手不足が顕在化し、業務発注
での不調・不落現象もみられる状況となりまし
た。この状況は、東日本大震災の時でさえ、あ
まりなかったことです。中国支部の会員の方々
も、このような状況を何年か前に予想された
方々は少ないと思います。

協会員の新たな課題
現在の協会員の業績は、約10年前に底を

打った技術者単価の平均1.23倍の上昇や予算の
増加に伴い、総じて好調であると思います。し
かし、昨年4月より施行された改正労働基準法
により、長期労働時間による健康対策への対応
が大企業に求められ、今年からは中小企業にも
適用されます。併せて、少子高齢化や業種イ
メージから、若手入職者が減少し人手不足とな
るばかりか、高齢化が進むと同時に技術継承面
にも課題が生じています。
令和2年度の国土交通省一般会計予算も、「臨

時・特別の措置」を含め昨年とほぼ同額の6.7
兆円が計上され、重点施策の早期発現を図るこ

ととなっています。その中には、災害からの復
旧・復興だけでなく、新たな防災・減災、老朽
化対策、新たな基幹ネットワーク整備、豊かで
暮らしやすい地域づくり等、盛り沢山となってい
ます。これらに、積極的に対応しなければ、今後
の必要な予算確保も見直されるかもしれません。

今後私たちが取り組むこと
令和2年度の建設コンサルタンツ協会の要望

と提案では、①担い手の確保　②就業環境の改
善　③生産性・技術力・品質の向上　④安定経
営　の4つの柱を基に、発注先への意見を述べ
て改善をお願いすることとなっています。建設
コンサルタントの認知度向上対策、働き方改革
への協力、価格でなく技術で評価されるプロ
フェッショナル業種実現、継続的な利益確保な
どに向け、引き続き活動を行ってゆきます。活
動内容詳細は、別の機会に説明となりますが、
会員の皆様のご協力ご支援をお願いします。

魅力的な職種への期待
私たちの社会資本整備の調査・計画・設計・

維持に係る仕事は、有形無形の差はあれ、すべ
て形として残るものです。私が関わったこの道
路は、この河川・ダムは、この港は、この橋は、
このトンネルは…家族や友人にも自慢できま
す。この街は、この自然は、この公園は…地域
の人に喜んでもらえます。安心して暮らせるね
え。便利になったねえ。気持ちがいいねえ。そ
んな国土の形成に私たちは関わっていることを
誇りに思い、協会員一緒になって、立派な成果
を提供すると同時に一般国民への広報も続けて
ゆきましょう。未来の子供たちの為にも…
そう願いながら、今年の建コン中国支部50

周年を迎えましょう。

今年は建コン中国支部50周年！

（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部

支部長　小　田　秀　樹
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夢追人

1．建設業界を取り巻く現状
我が国全体の生産年齢人口が減少し、建設従

事者の高齢化や若手入職者の減少が進む中で、
建設業界の担い手確保・育成は喫緊の課題と
なっています。
建設業界は、インフラ整備や防災・減災対策

などを着実に実施するうえで、極めて大きな役
割を担っており、国民の安全・安心の確保を担
う「地域の守り手」として、その使命を果たし
ていくためには、生産性向上と働き方改革を進
めながら、担い手の確保を図る必要があります。

平成から令和へと時代が移った2019年は東
日本を中心に台風19号による甚大な被害が発
生しました。
また、中国地方整備局管内でも平成30年7月

豪雨により大きな被害が発生しましたが、建設
コンサルタント会社をはじめとした建設業界の
方々には、発災直後より応急対応、直轄および
自治体の被災状況の収集、災害調査、災害関係
資料の作成等をいただき、災害復旧工事等大変
なご尽力をいただきましたこと、この場を借り
て厚くお礼申し上げます。

建設業界における働き方改革と
担い手確保に向けて

中国地方整備局　　　　　　　　

副局長　冨　田　耕　司

中国地方整備局からのメッセージ

図−1　新・担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体的改正）



Vol.48 3

夢追人

中国地方整備局としては、全国的に頻発・激
甚化する自然災害に対応するため、「防災・減災、
国土強靱化のための3カ年緊急対策」に集中的
に取り組み、ソフト・ハードの両面から、災害
時のインフラ機能の確保に万全を期して、地域
の安全・安心を確保するとともに、持続的な経
済成長や豊かな国民生活の実現に貢献して参り
たいと考えております。

2．品確法（担い手三法）の改正
品確法は平成17年に制定され、平成26年に

は、建設業法・入契法と一体的に「担い手三法」
として改正が行われました。
令和元年の品確法改正では、災害への対応、

働き方改革関連法の成立、生産性向上の必要、
調査・設計の重要性を踏まえ、品確法の対象に
調査・設計の品質確保が位置付けられ、「新・
担い手3法」として基本理念や発注者の責務が
示されたところです。
品確法に基づき、公共工事の品質確保の促進

意義や施策に関する基本的方針を指定した「品
確法基本方針」が令和元年10月18日に閣議決
定し、年明けに発注関係事務の運用に関する
指針が策定され、この4月より運用が開始され
ます。

3．中国地方整備局の取り組み
地域の守り手である建設業の安定的な存続に

向けては、働き方改革による長時間労働の解
消、生産性向上としてのi-Constructionの推進
が必要です。
中国地方整備局では、i-Constructionで特に

重点的に進めるものとして「2つの柱と11の取
組」を定めています。
生産性向上としては、「中国LightICT」及び

「ICTサポート」の導入、「モデル事務所等での
BIM/CIM拡大」等があります。
■中国LightICTの導入
小規模工事等では、ICT活用工事の5つの要

件を必須とせず、一部の活用で可とすること
で、3次元データ活用ツールを経験する企業を
増やす。

■ICTサポートの導入
ICT施工は、3次元データを一貫して起工測

量、設計、施工、出来形管理、検査等に活用す
ることで生産性を向上させますが、工事受注者
の自主的な技術取得や能力向上への手助けとし
て、「中国ICTサポート企業・団体」として登録
し、支援が受けられる制度を新設。
■モデル事務所等でのBIM/CIM拡大
モデル事業（大樋橋西高架橋）と同様な取組

を行う7事業を定め、事業着手段階から一貫し
た3次元データの活用、BIM/CIMを推進する。
また、働き方改革としては、「web会議等の

活用」、「ウィークリースタンスの推進」等を進
めています。
■Web会議等の活用
建設コンサルタント業務での受発注者間での

業務打合せ等でWeb会議を積極的に活用し、
移動時間等の改善を図る。
■ウィークリースタンスの推進
全ての業務を対象に「実施報告シート」の提

出を求め、実施状況を把握。発注者協議会等を
通じて整備局の取組を紹介し、自治体への普及
を図る。

次に、中国地方整備局として設計業務等にお
ける品質確保対策の取組から、発注者として取
り組んでいる主な内容を紹介します。
■履行期限の平準化
適正な履行期間を確保した上で、納期が年度

末に集中する状況を軽減するため、国債等を活
用した計画的な業務発注に努めています。令和
元年度は、第4四半期の納期が70％以下、うち
3月納期を40％以下となるよう目標を設定して
取り組んでいますが、更なる平準化に努めて参
ります。
■担い手確保・育成
令和元年度から「業務チャレンジ型」を導入

しています。災害対応等における地域コンサル
タントの協力が必要不可欠であることから、地
域コンサルタントの技術力向上、育成を目的に
国土交通省の業務実績が無い企業の参加機会を
確保するため、軽微な業務においては、業務成
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績や表彰に替えて災害協力や災害協定の締結な
どを評価する試行業務です。
また、令和2年度からは、女性技術者の活躍

推進に向けた取組として「くるみん」「えるぼし」
の認定企業を加点評価する業務を設定します。

4．建設コンサルタントへの期待
自然災害リスクの増大や社会資本の老朽化対

策などの課題に向け、建設コンサルタントに求
められる役割は非常に重要となっております。
将来にわたって安全・安心で豊かな国民生活と
活力ある社会経済が可能となるよう社会資本整
備の実現に向けて建設コンサルタントと我々発
注者が共に役割を果たし、地域の方々から喜ば
れる事業を実施して参りたいと思います。
中国地方整備局が取り組んでいます設計業務

等における品質確保対策においても、受注者の
みなさまに以下のお願いをしております。
「設計成果の品質確保に向けた確実な照査の
実施」として詳細設計照査要領に基づいた照査。
照査体制の強化、いわゆる赤黄チェックの実施。
施工段階における三者会議への設計者の参加。
「適切な履行期限の設定」として業務スケ
ジュール管理表の共有。確実な照査のための照
査期間の設定など、引き続きご協力をお願いし
ます。
建設業界に与えられた使命を果たしていくた

めには、建設業界をより魅力ある産業とし、若
年層や女性の入職を促進して、将来の担い手を
確保するため、働き方改革を強力に推進してい
くことが不可欠です。
建設コンサルタントと私どもが「良きパート

ナー」として、しっかり手を携え、インフラ整
備や防災・減災対策など地域の守り手として国
民の安全・安心の確保を担っているという誇り
をもち、事業推進に努めて参りたいと考えてお
ります。今後も中国地方整備局の各種取組に関
しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。
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1．「働きやすさ」と「働きがい」の歴史
近現代における人事管理の歴史を振り返るな

らば、18世紀後半の産業革命を起点とした「人

事管理黎明期」、20世紀初頭の科学的管理法に

基づく「人事労務管理期」、20世紀後半に心理

学や経済学の知見によって結実した「人的資源

管理期」、そして21世紀の今日は企業戦略と人

事管理の結びつきを強調する「戦略的人的資源

管理期」と言うことができる。その歴史におい

て「働きやすさ」と「働きがい」はどのように考

えられてきたのだろうか。たとえば工場労働を

中心とする人事管理の初期においては働きにく

い劣悪な労働環境も当然とされたが、その後は

職場環境を整えて働きやすくすることによって

生産性向上が試みられた。さらに「働きやすさ

（外的動機づけ）」に加えた「働きがい（内的動

機づけ）」の重要性が強調され、持続的な競争

優位を獲得すべく人々の能力への投資も重視さ

れるようになった。

つまり、人を管理する歴史においてはまず

「働きやすさ」が課題となり、それを克服する

過程において「働きがい」の重要性が注目され

るに至ったと言える。そして今日において「働

きがい」とは「賃金」と並んでもっとも重要な

報酬とされ、経営者や管理者には従業員・部下

の「働きがい」を向上させる手腕が問われてい

る。しかし、本当に「働きやすさ」と「働きがい」

はそのような直線的な関係を持つ異なる存在で

あり、「働きやすさ」よりも「働きがい」の方が

重要なのだろうか。本稿では、「働きやすさ」

と「働きがい」を融合する概念としての「時間」

について考察し、昨今話題となっている働き方

改革との関連性も考えてみたい。

2．企業を構成する要素：報酬、統制、知識、時間
人類は有史以来、協働に基づく集団生活を営

んできた。その過程においては、地域や歴史段

階による狩猟、農耕、手工業・大規模工業、商

業、公務等の生活手段の違い、さらに家族、民

族、村落、地域自治体、都市、教会等の存立基

盤の違いはありながらも、様々な集団はゲマイ

ンシャフト（共同体組織）とゲゼルシャフト（機

能体組織）の間を揺れ動きながら企業社会として

の近代および現代を構成したと言えるだろう。

企業経営および人事管理の視点による機能体

組織の特徴は、人間（経営者および従業員）が

ある目的達成のため作為的に形成した観念的・

機械的組織体としての社会であり、個体性（一

人ひとりの個人）が根本をなすことによって共

同性（共通の目的を持つ企業という共同体）が

二次的に付加される点である。共同性は人々に

外在するものとして頭の中で理解され、次に

個々人の活動を規制する制度的枠組み（たとえ

ば人事管理）によって現実化される。その際に

基本となるのはある意味で打算的な人間関係で

あり、孤立、利益的結合、契約が重視されるこ

「働きやすさ」と「働きがい」から
考える働き方改革

県立広島大学大学院　経営管理研究科

教  授　木　谷　　　宏

大学からのメッセージ
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とになる。

それでは、作為的で観念的な共同体、つまり

企業に代表される機能体組織を組織足らしめる

源泉は何だろうか。一般的には、報酬（例：賃

金）、統制（例：懲罰）、知識（例：ノウハウ）

と言われるが、これらに加えて「時間」の存在

を指摘することが可能である。次に見るように

近代・現代社会における不可逆で直線的な時間

は、人事管理においては労働時間として捉えら

れた。時間とは金銭に代表される報酬を決定す

るための直接的、間接的な媒介としての基盤を

なしており、時給・日給・月給・年俸の様に量

による管理が行われ、勤続年数の様にキャリア

の尺度としても重要な役割を果たしている。

3．労働における「時間」の意味
真木（1981）は社会学における時間論の展開

において、時間の特性を①質（共同性）と量（個

体性）、②可逆性（自然性）と不可逆性（人間性）、

の2軸によって表現し、社会を4形態に分類し

た（図1）。これは、時間を質と捉えて可逆とす

る反復的な時間に基づく「原始共同体」、時間

を量と捉えて可逆とする円環的な時間に基づく

「ヘレニズム社会」、時間を質と捉えて不可逆と

する線分的な時間に基づく「ヘブライズム社

会」、そして時間を量と捉えて不可逆とする直

線的な時間とする「近代社会」とするものであ

る。

近代社会における労働の特徴としては次の3

点を挙げることが出来る。ひとつは職住分離で

ある。かつて大部分の人々は自分の家あるいは

その近くで農耕・手工業・商いなど様々な労働

を行っていたが、工場へと出かけて働くように

なることによって職場と家は物理的・時間的に

分離することとなった。次に雇用労働である。

農耕従事者を中心に多くの人々は自営業者で

あったが、労働時間に基づく賃労働によって雇

用される存在へと変容した。最後が専業化であ

る。人々は本来、様々な仕事を一日あるいは季

節に応じ組合せて働くパラレルワーカー（複業

者）であった。しかし今や雇用主である企業（職

場）のもとへ通勤し、必要な賃金を得ることに

よってただ一つの仕事に従事することが一般的

になった。

図1　社会と時間の関係
出所：真木悠介『時間の比較社会学』（1981）p.195を基に筆者作成
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近代社会における組織と管理の誕生に伴い、

自然性から超越した人間性の自立と共同体から

の疎外を旨とする抽象的な時間概念がはじめて

成立した。それ以来、時間は人々にとって不可

逆で直線的な概念として意味を持ち始め、結果

的に労働は時間の尺度によって測定・評価され

る対象となったのである。正に企業が存立する

源泉は、働く人々に時間を拠出させ、それに基

づく報酬を賃金として提供し、目標達成に向け

た統制を行い、競争優位の知識を蓄積すること

にあった。しかし人事管理において、この様な

時間概念の変遷はほとんど意識されない。労働

時間を単に金銭的報酬の提供根拠と見なすパラ

ダイムでは、ワーク・ライフ・バランスの概念

や従業員における生活・時間に対する価値観の

変化に対応することは困難ではないだろうか。

4．働き方改革が目指すもの
昨今話題になっている働き方改革は、長時間

労働の是正、有給休暇の取得促進、同一労働同

一賃金の実現など、「働きやすさ」に着目した

施策と一般には理解されている。たとえば、平

成28年2月に厚生労働省が「事業場における治

療と職業生活の両立支援のためのガイドライ

ン」を公表したことは記憶に新しい。このガイ

ドラインは、治療を必要とする労働者が就労継

続に起因する病状悪化を回避し、適切な就業上

の措置によって治療に対する配慮を行おうとす

る事業場の参考となることを目的として、関係

者の役割、事業場における環境整備、個別労働

者への支援の進め方などをまとめたものである。

たとえば、がん治療を抱える労働者にとって、

時間単位の有給休暇は通院において非常にあり

がたい制度であり、「働きやすい職場」となる。

同時に当人にとって柔軟な労働時間によって退

職せずに勤務できる環境は生活費を得るだけで

なく、社会や他人への貢献と自らの有能感を獲

得できる「働きがいのある職場」にもなる。こ

のように今日において「働きやすさ」と「働き

がい」の関係は直線的な進化過程ではなく、ど

ちらを優先するかという補完関係でもない。そ

して労働時間の柔軟性によって実現された「働

きやすさ」と「働きがい」の融合する職場こそ、

多様な人材が活躍できる職場なのである。働き

方改革が目指すのは、決して「働きやすさ」だ

けではない。

「働きやすさ」と「働きがい」の二軸によって

進化した人事管理は、企業の社会における役割

の変化や様々な事情を有する多様な労働者の登

場によって、再編が待たれているのかもしれな

い。その際に重要な概念は「時間」に他ならな

いだろう。働き方改革とは、時間の概念を見直

すことによって「働きやすさ」と「働きがい」の

融合を試みる、「労働時間改革」なのである。

以　上

【プロフィール】
木谷　宏（きたに　ひろし）
学位：博士（経営学）、MBA
役職：県立広島大学大学院　経営管理研究科　教授
委員：広島県働き方改革実践企業認定審査会　委員長、広島市男女共同参画審議会　会長、
新宿区男女共同参画推進会議　委員、中央職業能力開発協会　ビジネス・キャリア検定主査　他
専門分野：人的資源管理、ダイバーシティ・マネジメント、働き方改革、リーダーシップ、ワーク・ライフ・
バランス
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平成31年4月23日（火）、広島市南区のTKPア
スティ広島京橋ビルにおいて、会員会社の代表
者、役員その他関係者の出席のもと、第49回
中国支部定時総会が開催されました。
平成30年度の事業報告、収支決算の承認に

引き続き2019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、業務部会委員の久保修治氏

と川上浩氏また、技術部会委員の若槻幹穂氏、
防災委員長の青原啓詞氏、厚生部会委員の森脇
克彦氏は、長年に亘り積極的に支部活動に携わ
られたとして、それぞれ「功労表彰」が小田支
部長から授与されました。
その後、協会本部の顧問の酒井利夫氏による

「最近の建設コンサルタントを巡る状況等につ
いて」と題して特別講演が行われました。

平成31年度中国支部第49回定時総会

小田支部長の挨拶

功労表彰者の皆さん

酒井顧問の特別講演
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◦第１回役員会
開催日：令和元年7月11日（木）
　　　　於：復建調査設計（株）会議室
内　容：⑴総務部会の活動について
　　　　⑵業務部会の活動について
　　　　⑶技術部会の活動について
　　　　⑷厚生部会の活動について
　　　　

◦第２回役員会
開催日：令和2年1月31日（金）
　　　　於：復建調査設計（株）会議室
内　容：⑴第50回定時総会の開催日程に
　　　　　ついて
　　　　⑵第50回定時総会の議案について
　　　　⑶中国支部設立50周年事業に
　　　　　ついて

役  員  会

役員、常設部会委員の異動

◦支部理事
 　新支部理事 　前支部理事
パシフィックコンサルタンツ株式会社 峯　谷　　　明　← 山　本　幸　弘

◦総務部会委員
 　　新委員 　　前委員
中電技術コンサルタント株式会社 曽我部　　　淳　← 河　野　　　清

◦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 蔦　川　　　徹　← 甲　斐　哲　哉
株式会社建設技術研究所 橋　本　省　二　← 西　岡　昌　秋
株式会社エイト日本技術開発 辻　　　和　秀　← 岩　本　方　克
株式会社ウエスコ 角　田　真　一　← 山　本　正　司

◦JCCA中国編集委員
 　　新委員 　　前委員
中電技術コンサルタント株式会社 秦　　　雅　之　← 中　村　憲　行
株式会社エイト日本技術開発 馬　場　　　浩　← 西　井　　　彰
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令和元年11月5日（火）に東京都千代田区平
河町の砂防会館別館シェーンバッハ・サボーに
おいて令和元年度災害復旧及び災害防止事業功
労者表彰式が行われ、建設コンサルタンツ協会
中国支部が、平成30年7月豪雨災害に際し、災
害調査を迅速かつ的確に対応するとともに、県

外のコンサルタントへの災害復旧業務の支援を
要請する等、全国的に調整を図り、測量・設計
業務に関して大きく貢献したことに対して公益
社団法人全国防災協会より表彰されました。表
彰式には、末國中国支部副支部長が出席されま
した。

令和元年度災害復旧及び災害防止事業功労者表彰式

表彰式会場写真

受賞した表彰状
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総務部会等の開催
◦第1回総務部会
開催日：平成31年4月16日（火）
場　所：中国支部事務局
議　題：中国支部創立50周年記念事業につ

いて

◦第2回総務部会・県委員長合同会議
開催日：令和元年6月18日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：総務部会の活動について

①RCCM資格試験
②災害時対応演習
③建設技術フォーラム
④若手の会の活動
⑤大学・高専への業界説明会
⑥中国支部創立50周年記念事業に
ついて

⑦各県委員会の活動
⑧第1回役員会について

◦第3回総務部会
開催日：令和元年12月25日（水）
場　所：中国支部事務局
議　題：第2回役員会について

第50回定時総会の開催について
中国支部創立50周年記念事業につ
いて

◦第1回独占禁止法に関する特別委員会
開催日：令和元年10月8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JCCA中国編集会議
開催日：令和元年10月31日（木）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：JCCA中国VOL.48の編集について

◦第15回中国支部若手の会
開催日：平成31年4月24日（水）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：これまでの取り組み振り返り、その他

◦第16回中国支部若手の会
開催日：令和元年5月23日（木）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：委員交代について

活動報告
全体討議
①生産性向上に関する講演会の実施
②社員のモチベーションアップにつ
ながる取り組み事例の紹介

③国交省との意見交換会の実施
　業界PRWG
①夏休み土木実験教室
②オープンキャンパスへの出展に向
けた調査

③業界PRの方法検討
④リクルート活動

◦第17回中国支部若手の会
開催日：令和元年6月27日（木）
場　所：復建調査設計㈱
議　題：今年度の活動内容に関する議論

各WGの進捗状況の報告
今後の活動について

◦夏休み土木実験教室
開催日：令和元年7月28日（日）
場　所：合人社ウェンディひと・まちプラザ
内　容：小学生3〜 6年生を対象の土木実験教室

◦第18回中国支部若手の会
開催日：令和元年8月22日（木）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：WGでの活動内容の検討討議

地域計画委員会　建コンWGとの調整
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◦第19回中国支部若手の会
開催日：令和元年10月1日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
議　題：新メンバー紹介

活動報告
その他

◦第20回中国支部若手の会
開催日：令和2年1月10日（金）
場　所：復建調査設計㈱会議室
議　題：新メンバー紹介

活動報告
リクルート活動
全体討議
その他

◦令和元年度　働き方改革セミナー
開催日：令和元年7月4日　（木）
場　所：広島YMCA国際文化センター
議　題：働き方改革と労働生産性について

働き方の概要について
働き方についての事例紹介　3社

◦令和元年度　建設関連5団体共催独禁法講習会
開催日：令和元年10月15日（火）
場　所：広島県民文化センター
内　容：独占禁止法の遵守について

建設コンサルタント業務等の入札制
度について

◦令和元年度　契約のあり方講習会
開催日：令和元年11月1日（金）
場　所：広島YMCA国際文化センター
内　容：「契約のあり方に関する課題」

講演「土木設計業務における法的
ルールと民法改正」
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国土交通功労者表彰

令和元年度の国土交通功労表彰は、中国地方整備局の平成30年度事業を対象として、令和元年7
月23日（火）、ホテルメルパルク広島6階［瑞雲］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 20 17 85.0

優良業務請負団体事務所長等表彰 37 27 73.0

計 57 44 77.2

優秀建設技術者局長表彰 24 21 87.5

優秀建設技術者事務所長等表彰 33 23 69.7

計 57 44 77.2

合　計 114 88 77.2

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



Vol.4814

◦『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
エイト日本技術開発

鳥取西道路3期外測量設
計その2業務 鳥取河川国道事務所

山本　博章
古川　月士
岡根三千夫
木村　文旺
池田　理沙
佐田　　真
今田　真治
江藤　修平
藤田　　聡
河合　則明

45
50
50
46
27
53
45
42
48
56

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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
荒谷建設コンサルタント

鳥取西道路1期外測量設
計その2業務 鳥取河川国道事務所

冨山　博司
山本　　悟
松原　昌利
秋田　浩志
西村　悟之

−
−
−
−
−

管理技術者
照査技術者
管理補助技術者
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

日野川水系氾濫時対応計
画検討業務 日野川河川事務所

小河健一郎
原田　大輔
住谷　喜信
森下　　祐
建口　沙彩
的場　萌実
飯田　進史

47
45
26
35
26
36
43

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

八千代エンジニヤリング
株式会社

浜田河川国道事務所管内
地質リスク調査検討業務 浜田河川国道事務所

福塚康三郎
中川　　将
石坂　岳士
久保田史朗
小路　昭文
原田　隆弘
鷲見　浩司
磯村　　敬
吉川　修一

41
33
43
44
59
53
41
45
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
担当技術者

中 海 宍 道 湖 浅 場
モ ニ タ リ ン グ 業 務
長 大・ 日 本 シ ジ ミ
研 究 所 設 計 共 同 体

中海宍道湖浅場モニタリ
ング業務 出 雲 河 川 事 務 所

株式会社　長大

安木　進也
中村　　亮
多川　　潤
久家幸一郎

−
−
−
−

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

有限会社　日本シジミ研究所

中村　幹雄
森久　拓也
尾島　徹哉

−
−
−

担当技術者
担当技術者
担当技術者

大日本コンサルタント
株式会社

平成29年度　岡山環状
南道路大樋橋西高架橋等
詳細設計業務

岡 山 国 道 事 務 所

松尾聡一郎
坂本　浩一
堀内　克男
具志　一也
中村　太郎
久保　　宏
河原　啓晋
川崎　　聖
浅野　善昭

47
59
61
44
35
47
44
43
48

管理技術者
照査技術者
管理補助技術者
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
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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

復建調査設計株式会社 平成30年度　岡山都市
圏交通対策検討業務 岡 山 国 道 事 務 所

平井　健二
竹葉　克浩
淺沼　淑子
小川　裕介
髙橋　恵一
原田　陽平
平松　勝治
吉村　昌起

40
58
40
27
33
25
44
49

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

株式会社ニュージェック
平成30年度　笠岡バイ
パス茂平地区外軟弱地盤
対策工詳細設計業務

岡 山 国 道 事 務 所

水口　尚司
中園　康平
松山　彰宏
井上　雅晴
石村　勝伸
田中　裕子
廣田　彰久

57
41
29
47
50
22
25

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

い で あ 株 式 会 社 尾道松江線海田原地区外
法面設計業務 三次河川国道事務所

重田　　淳
藤井　　登
川上　浩太
神原　　真
河野　靖広

−
−
−
−
−

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

太田川矢口第一流量観測
外業務 太田川河川事務所

清木　智成
畑野　逸雄
二井矢秀春
貞国　三枝

−
−
−
−

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

八千代エンジニヤリング
株式会社

三篠川堤防予備設計外業
務 太田川河川事務所

朝長　哲也
比留木　敬
藤代　政弘
地蔵　智樹
手島　康詞
右田　智貴

48
47
47
35
48
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
担当技術者

株式会社片平新日本技研 広島南道路明神高架橋そ
の1詳細設計業務 広 島 国 道 事 務 所

高　　　龍
田渕　智秀
吉國　大介
村上　陽子
宮路健太郎

47
51
46
43
38

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社建設技術研究所 佐波川管内測量設計業務 山口河川国道事務所

吉川　智勝
中上　宗之
岩本　和也
秋場　俊一
浦谷　啓太
上山　高史
山邊　健二
鈴木　　仁
作華　圭一

45
51
51
40
26
53
58
33
58

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
営業担当者

日 本 工 営 株 式 会 社 コンクリート調査試験外
業務 中 国 技 術 事 務 所

下薗晋一郎
松山　公年
園田　崇博
金本　康宏
渡邉　和樹
高地　　透
新間　友祐
佐久間和弘
日下　拓也

35
55
31
50
31
32
27
51
36

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
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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

基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

福山港箕沖地区岸壁（−
10m）土質調査

広 島 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

長谷川勝喜
久賀　真一
桝井　俊昭
米村　公貴
粟津　和也
香川　　寛

47
48
48
47
58
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

日 本 工 営 株 式 会 社 岩国港臨港道路基本設計
等業務

宇 部 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

平吉　真一
目黒　祥次
籠谷　統啓
門田　勇一
角田　政毅
有馬　孝彦
佐久間和弘

54
70
48
56
45
33
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

株 式 会 社 長 大 中国管内交通効率化検討
業務 道 路 部

船田　尚吾
湯本　圭輔
上西　和弘
臼田　鉄也
前川　朝尚
小山田哲郎
大山　貴志

−
−
−
−
−
−
−

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

◦『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

復建調査設計株式会社 鳥取管内橋梁点検業務 鳥取河川国道事務所

安田　直樹
天満　真士
小河　基邦
西島　猛史
小方　義昭
石田　修一
綾野　博之
瀬本　貴宏

44
53
54
43
43
38
49
48

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

八千代エンジニヤリング
株式会社 天神川減災対策検討業務 倉吉河川国道事務所

竹村　仁志
山下　健作
片岡　輝之
黒木　健二

44
42
29
49

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

浜田管内道路マネジメン
ト検討業務 浜田河川国道事務所

関原　敏裕
山本有由美
鷺森公一郎
前橋　素子
出口　忠義
浦元　智生

43
32
46
45
49
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

株 式 会 社 ウ エ ス コ 浜田河川国道事務所管内
修繕測量設計業務 浜田河川国道事務所

青山　　勝
橋本　速人
和田　　浩
大畑　富紀
中川　哲也
伊達　裕樹

48
51
60
52
48
48

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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

斐伊川外両生類・爬虫
類・哺乳類調査業務 出 雲 河 川 事 務 所

吉津　祐子
小田　優佳
安東　新吾
山﨑　寛子

−
−
−
−

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

中国地域における道の駅
等を拠点とした自動運転
サービス実証実験支援業
務

松 江 国 道 事 務 所

安達　　誠
山根　啓典
森田　知行
平井　健二
浅沼　淑子
平岡　敦彦
金沢　洋和

55
51
44
40
40
50
52

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
荒谷建設コンサルタント

多伎朝山道路外測量設計
業務 松 江 国 道 事 務 所

冨山　博司
山本　　悟
松原　昌利
李　　宏樹
野津　幸二
三島　知之
福田真佐夫
森山　宜之
朝元　政貴

−
−
−
−
−
−
−
−
−

管理技術者
照査技術者
管理補助技術者
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

シンワ技研コンサルタント
株式会社

松江維持出張所管内道路
附属物点検業務 松 江 国 道 事 務 所

寺坂　和彦
米田　光穂
長富健次郎
岩田　　武
福留　忠三
山本　康子
古藤　龍一
渡辺　　諭
梅林　耕基

67
46
52
49
26
40
53
41
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
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

日 本 工 営 株 式 会 社 小田川堤防詳細設計外業
務 岡 山 河 川 事 務 所

栗山　卓也
古本　　徹
西村　圭右
小西　　遼
竹内　昌司
脇坂　和征

46
50
29
28
27
42

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

パシフィックコンサルタンツ
株式会社

平成30年度　岡山三川
河川管理施設監理検討業
務

岡 山 河 川 事 務 所

原田　大輔
松田　和人
木村　憲司
太田　　智
住谷　喜信
片浦　正雄
田村友紀夫
安道　明寿
滝沢　友吾

45
54
51
39
26
47
37
37
28

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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

平成29・30年度　岡山
南部地区橋梁点検業務 岡 山 国 道 事 務 所

瀬良　敬彦
海野　達夫
久保田真彦
堀田　郁男
寺田　弘基
柏　　直也

47
64
53
53
31
31

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
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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

中電技術コンサルタント
株式会社

芦田川父石地区河道検討
外業務 福山河川国道事務所

佐藤　孝治
末本　剛志
宮本　　剛
中田　芳貴

−
−
−
−

管理技術者
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 福山道路外地質調査業務 福山河川国道事務所

本山　秀明
都甲　正司
石井　岳男
高橋　祐貴

47
61
49
28

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30年度　江の川上
流流量観測業務 三次河川国道事務所

木本　竜也
塚原　政巳
片山　英樹
室　　貴紀

−
−
−
−

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

中電技術コンサルタント
株式会社

太田川整備計画外検討業
務 太田川河川事務所

末本　剛志
林　　昌彦
中田　芳貴

−
−
−

管理技術者
担当技術者
担当技術者

い で あ 株 式 会 社 広島国道管内交通事故調
査検討業務 広 島 国 道 事 務 所

奥住　洋介
藤井　　登
児玉　一郎
浅利　貴之
重田　　淳
川上　浩太
白石　哲也
神原　　真

−
−
−
−
−
−
−
−

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 ヒ ロ コ ン 広島国道中部地区橋梁点
検業務 広 島 国 道 事 務 所

原本　利德
中田　　武
中村　　博
岡谷　武英
中村　忠博

45
62
68
52
52

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
ダイヤコンサルタント 山口トンネル点検業務 山口河川国道事務所

遠山　国彦
水島　秀明
水田　　潤
馬場　智之
川崎　慎也
斉藤　寿英

50
54
35
26
47
56

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

中電技術コンサルタント
株式会社 富海拡幅外測量設計業務 山口河川国道事務所

渡部　和也
吉森　　誠
山本　研一
河島　陽平
井下龍太朗

−
−
−
−
−

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

復建調査設計株式会社 山口南部地域道路概略検
討外業務 山口河川国道事務所

酒井　秀和
藤原　　大
山田　健太
福嶋　浩人
矢舖　麻美
青野　文香
坂口　哲也
平尾　保洋

42
39
38
36
35
23
47
43

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
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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
平成30年度　佐波川水
辺現地調査（魚類・底生
動物外）業務

山口河川国道事務所

播磨さおり
大堀　英良
髙木　哲也
熊澤　一正
増渕　勝也
芦葉　悠治
平山　拓弥

−
−
−
−
−
−
−

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

株式会社建設環境研究所 土師ダム定期検査資料作
成業務 土 師 ダ ム 管 理 所

大本　家正
池田　　隆
太田　　宏
重村　一馬
野頼　成嘉

−
−
−
−
−

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 ウ エ ス コ
弥栄ダム水辺現地調査
（両生類・爬虫類・哺乳
類）業務

弥 栄 ダ ム 管 理 所

劒持　康弘
野崎　達也
大對　桂一
篠原　隆佑

50
44
28
28

管理技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

株式会社
荒谷建設コンサルタント

温井ダム貯水池内地形三
次元測量業務 温 井 ダ ム 管 理 所

清木　智成
岩本　和典
西尾　昭二
南免羅裕治
兼藤　英明
室　　貴紀
堀田　志帆
越智　貴政
日向　雄人

−
−
−
−
−
−
−
−
−

主任技術者
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

シンワ技研コンサルタント
株式会社 苫田ダム堆砂測量外業務 苫 田 ダ ム 管 理 所

倉繁　　仁
梅林　耕基
前田　宗幸
井上　郁文

50
29
26
38

主任技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者

い で あ 株 式 会 社 浜田港福井地区防波堤
（新北）等漁業実態調査

境　港　湾・空港
整 備 事 務 所

合田　耕一
福嶋　正博
竹本　昭男
山田　洋介

−
−
−
−

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 徳山下松港土砂処分場沈
下計測等業務

宇 部 港 湾 ・ 空 港
整 備 事 務 所

山田　和弘
西田　宣一
髙宮　晃一
松本　晶子
竹村　　薫
米浦　大輔
金徳　圭三

52
56
48
30
58
35
56

管理技術者
照査技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
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 山本　博章 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発

鳥取西道路3期外測量設計
その2業務 鳥取河川国道事務所

土 木 冨山　博司 株式会社
荒谷建設コンサルタント

鳥取西道路1期外測量設計
その2業務 鳥取河川国道事務所

土 木 小河健一郎 パシフィックコンサルタンツ
株式会社

日野川水系氾濫時対応計画
検討業務 日 野 川 河 川 事 務 所

地質調査 福塚康三郎 八千代エンジニヤリング
株式会社

浜田河川国道事務所管内地
質リスク調査検討業務 浜田河川国道事務所

土 木 関原　敏裕 パシフィックコンサルタンツ
株式会社

浜田管内道路マネジメント
検討業務 浜田河川国道事務所

土 木 安木　進也 中海宍道湖浅場モニタリング業務
長大・日本シジミ研究所設計共同体

中海宍道湖浅場モニタリン
グ業務 出 雲 河 川 事 務 所

土 木 安達　　誠 復建調査設計株式会社
中国地域における道の駅等
を拠点とした自動運転サー
ビス実証実験支援業務

松 江 国 道 事 務 所

土 木 栗山　卓也 日 本 工 営 株 式 会 社 小田川堤防詳細設計外業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 松尾聡一郎 大日本コンサルタント
株式会社

平成29年度　岡山環状南
道路大樋橋西高架橋等詳細
設計業務

岡 山 国 道 事 務 所

土 木 平井　健二 復建調査設計株式会社 平成30年度　岡山都市圏
交通対策検討業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 水口　尚司 株式会社ニュージェック
平成30年度　笠岡バイパ
ス茂平地区外軟弱地盤対策
工詳細設計業務

岡 山 国 道 事 務 所

土 木 重田　　淳 い で あ 株 式 会 社 尾道松江線海田原地区外法
面設計業務 三次河川国道事務所

測 量 木本　竜也 株式会社
荒谷建設コンサルタント

平成30年度　江の川上流
流量観測業務 三次河川国道事務所

測 量 清木　智成 株式会社
荒谷建設コンサルタント

太田川矢口第一流量観測外
業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 朝長　哲也 八千代エンジニヤリング
株式会社 三篠川堤防予備設計外業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 高　　　龍 株式会社片平新日本技研 広島南道路明神高架橋その
1詳細設計業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 吉川　智勝 株式会社建設技術研究所 佐波川管内測量設計業務 山口河川国道事務所

土 木 下薗晋一郎 日 本 工 営 株 式 会 社 コンクリート調査試験外業
務 中 国 技 術 事 務 所

港湾空港 長谷川勝喜 基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

福山港箕沖地区岸壁（−
10m）土質調査

広 島 港 湾 ・ 空 港
整 備 事 務 所

港湾空港 平吉　真一 日 本 工 営 株 式 会 社 岩国港臨港道路基本設計等
業務

宇 部 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

土 木 船田　尚吾 株 式 会 社 長 大 中国管内交通効率化検討業
務 道 路 部
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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

土 木 安田　直樹 復建調査設計株式会社 鳥取管内橋梁点検業務 鳥取河川国道事務所

土 木 竹村　仁志 八千代エンジニヤリング
株式会社 天神川減災対策検討業務 倉吉河川国道事務所

土 木 青山　　勝 株 式 会 社 ウ エ ス コ 浜田河川国道事務所管内修
繕測量設計業務 浜田河川国道事務所

土 木 吉津　祐子 株式会社
荒谷建設コンサルタント

斐伊川外両生類・爬虫類・
哺乳類調査業務 出 雲 河 川 事 務 所

土 木 冨山　博司 株式会社
荒谷建設コンサルタント

多伎朝山道路外測量設計業
務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 寺坂　和彦 シンワ技研コンサルタント
株式会社

松江維持出張所管内道路附
属物点検業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 原田　大輔 パシフィックコンサルタンツ
株式会社

平成30年度　岡山三川河
川管理施設監理検討業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 瀬良　敬彦 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発

平成29・30年度　岡山南
部地区橋梁点検業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 佐藤　孝治 中電技術コンサルタント
株式会社

芦田川父石地区河道検討外
業務 福山河川国道事務所

地質調査 本山　秀明 中国開発調査株式会社 福山道路外地質調査業務 福山河川国道事務所

土 木 末本　剛志 中電技術コンサルタント
株式会社 太田川整備計画外検討業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 奥住　洋介 い で あ 株 式 会 社 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 原本　利徳 株 式 会 社 ヒ ロ コ ン 広島国道中部地区橋梁点検
業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 遠山　国彦 株式会社
ダイヤコンサルタント 山口トンネル点検業務 山口河川国道事務所

土 木 渡部　和也 中電技術コンサルタント
株式会社 富海拡幅外測量設計業務 山口河川国道事務所

土 木 酒井　秀和 復建調査設計株式会社 山口南部地域道路概略検討
外業務 山口河川国道事務所

土 木 播磨さおり 応 用 地 質 株 式 会 社
平成30年度　佐波川水辺
現地調査（魚類・底生動物
外）業務

山口河川国道事務所

土 木 大本　家正 株式会社建設環境研究所 土師ダム定期検査資料作成
業務 土 師 ダ ム 管 理 所

土 木 劒持　康弘 株 式 会 社 ウ エ ス コ
弥栄ダム水辺現地調査（両
生類・爬虫類・哺乳類）業
務

弥 栄 ダ ム 管 理 所

測 量 清木　智成 株式会社
荒谷建設コンサルタント

温井ダム貯水池内地形三次
元測量業務 温 井 ダ ム 管 理 所

測 量 倉繁　　仁 シンワ技研コンサルタント
株式会社 苫田ダム堆砂測量外業務 苫 田 ダ ム 管 理 所

港湾空港 合田　耕一 い で あ 株 式 会 社 浜田港福井地区防波堤（新
北）等漁業実態調査

境 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

港湾空港 山田　和弘 復建調査設計株式会社 徳山下松港土砂処分場沈下
計測等業務

宇 部 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所
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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
◦山本　博章 氏

年　齢：45歳
会社名：株式会社エイト日本技術開発
職　位：鳥取支店　国土インフラ事業部
 プロジェクトマネージャー
趣　味：野球観戦

◦受賞業務の概要と感想
この度は、平成29年9月から平成30年5

月に弊社で実施した「鳥取西道路3期外測
量設計その2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」を賜りました。
業務においてご指導頂きました鳥取河川国
道事務所の皆様、関係者の皆様には心より
お礼申し上げます。
本業務は開通を控えた一般国道9号鳥取

西道路の測量設計業務であり、施工中に発
生した切土法面の変状に対して、応急対策
の検討や現地の継続的な変状調査計測を実
施しました。また業務中に開催された技術

検討委員会での変状発生要因の究明や恒久
対策の検討内容を踏まえた改良土盛土およ
びトンネル設計などを行いました。
業務実施に当たっては、多岐に渡る検討

項目に対して全社一丸での対応により課題
解決に努めたことが評価に繋がったものと
考えます。鳥取西道路は令和元年5月に開
通し、地域の利便性向上、活性化に大きな
効果を発揮していると思われます。
今回の受賞を励みに今後も国土の保全、

社会資本整備のために微力ながら貢献して
いきたいと思います。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦冨山　博司 氏

年　齢：−
会社名：株式会社荒谷建設コンサルタント
職　位：鳥取支社　技術部　次長
趣　味：子供とのお出かけ

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「鳥取西

道路1期外測量設計その2業務」に対して、
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鳥
取河川国道事務所の関係者の皆様には、心
より厚くお礼を申し上げます。
本業務は、供用開始の予定が迫っていた

一般国道9号鳥取西道路の1期区間におい
て、施工中に判明した設計不足箇所や現場
条件変更に伴う緊急対応箇所に対して、道
路詳細設計、一般構造物設計（切土法面設
計等）を行って、工事発注資料を作成した

ものです。業務では、現場で起きる施工時
の様々な出来事に対して、早急に解決策を
検討し、設計をまとめる必要があり、業務
の生産体制構築や工程調整に苦労しまし
た。その中でも施工中の切土法面で発生し
た変質帯による法面変状に対して、技術検
討委員会で専門家の方々に議論を頂き、そ
の内容を踏まえた工法選定、施工方法で早
急に設計を取りまとめたことが評価された
ものと考えております。
今回の受賞を励みに今後も技術者として

の更なる成長と社会資本整備への貢献に努
め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
◦小河　健一郎 氏

年　齢：47歳
会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社
職　位：大阪国土基盤事業部
 河川計画・防災室
趣　味：ランニング、出張

◦受賞業務の概要と感想
この度、弊社が実施しました【日野川水

系氾濫時対応計画検討業務】に対して、中
国地方整備局長より優良業務及び優秀技術
者表彰を頂きまして、誠にありがとうござ
います。業務を通じてご指導頂きました日
野川河川事務所の関係者の皆様には、心よ
り厚く御礼申し上げます。
本業務は日野川の想定最大規模の被害想

定に基づいた多機関連携タイムラインの検
討等を実施したものです。タイムライン策
定に当たって、内水氾濫や県管理河川の先
行浸水も考慮して、家屋被害やライフライ

ン・交通機関の被害を時系列で整理し、合
計4回の検討会を経て、関係機関の意見を
反映したタイムラインを策定しました。特
に検討会等を通じて関係機関同士の顔の見
える関係構築が、真の多機関連携に繋が
り、このことが高い評価を頂いたものと考
えています。また、弊社担当技術者と事務
所職員の皆様とのチームワークの賜物とも
思っております。
今回の受賞を励みに、更なる技術者とし

ての資質向上に努める所存でございます。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦福塚　康三郎 氏

年　齢：41歳
会社名：八千代エンジニヤリング株式会社
職　位：九州支店　環境部
 専門課長（防災・地盤分野担当）
趣　味：スポーツ、旅行

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「浜田河

川国道事務所管内地質リスク調査検討業
務」に対し、中国地方整備局長より優良業
務ならびに優秀技術者表彰を賜り、誠にあ
りがとうございました。業務を通じてご
指導賜りました浜田河川国道事務所の関
係者の皆様には、心より厚く御礼を申し
上げます。
本業務では、浜田河川国道事務所管内に

おいて事業を進めている、三隅・益田道路
および福光・浅利道路において、道路に存
在する地域特有の地質リスクを抽出し、地
質に起因するリスクを低減するための調査

および検討を行いました。その結果、局所
的に整理されていた地質リスクを全区間に
わたって面的に把握・整理することができ
ました。
本業務は、中国地方整備局管内で初めて

の地質リスク検討を主体とした業務であっ
たことから、着目度が高かったものと思わ
れます。また、業務工期が約3 ヶ月と非常
に短く、かつ年度末でもあったため、スケ
ジュール管理に苦労しましたが、今回の受
賞を励みに、今後も更なる自己研鑽に努
め、社会資本整備に貢献していきたいと考
えています。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦関原　敏裕 氏

年　齢：43歳
会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社
職　位：大阪交通基盤事業部　道路トンネル室
 技術課長
趣　味：スポーツ観戦、読書

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が担当した「浜田管内道

路マネジメント検討業務」に対して、中国
地方整備局長より優良建設技術者表彰なら
びに、浜田河川国道事務所長より優良業務
請負団体表彰を賜り、誠にありがとうござ
います。本業務を遂行するにあたり、ご指
導、ご協力頂きました浜田河川国道事務所
職員の皆様、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、島根県西部地域の地域課題や

道路交通課題を把握し、現在進行中の事業
や今後検討していく事業の必要性や整備効
果を検討したものであり、広島豪雨時を例
とした道路ネットワークの重要性や高速道

路未整備区間における燃費の消費量等から
道路整備の重要性を見出す等、新たな試み
を行いました。
地域課題や道路への期待を把握するた

め、業務を通じて地域の数多くの皆様と接
し、直接ご意見を頂ける機会が多かったた
め、私自身、地域に深く愛着が沸いたこ
と、公共事業の重要性を感じることができ
たことが非常に大きな財産となりました。
今回の受賞を励みとし、今後も自己研鑽

と技術力向上に励み、社会資本整備に貢献
していくとともに、次世代を見据えた人材
育成にも取り組んで行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
◦安木　進也 氏

年　齢：35歳
会社名：株式会社長大
職　位：チーフ
趣　味：ビール、料理

◦受賞業務の概要と感想
日本シジミ研究所とのJVにて実施しま

した「中海宍道湖浅場モニタリング業務」
に対して、中国地方整備局より優良業務履
行団体表彰ならびに優秀建設技術者表彰を
賜り、ご関係の皆様には厚く御礼申し上げ
ます。
本業務は、中海及び宍道湖にて実施され

ている水質浄化を目的とした浅場造成事業
のモニタリングを実施した他、大橋川にお
ける河川改修事業における移植後のモニタ
リング及び移植計画を行ったものです。特
徴としては、これまで蓄積された浅場モニ
タリングにおける有用なデータを用いて各
種解析を行い、浅場整備効果の検証や今後

の維持管理に向けての方策を提案した他、
大橋川河川改修事業では、工事着手まで時
間が限られる中、調査から移植計画まで効
果的な提案ができたことが高評価に繋がっ
たと考えております。
私自身、国土交通省発注の業務で初めて

管理技術者として受注したのが本業務でし
た。また、山陰出身ということもあり、少
しでも中国地方の発展に自身が携われたと
思うと嬉しくなります。まだまだ成長期で
す。今後も、関係者の皆様のお力を借りな
がら社会資本整備のよりよい形を目指し
て、国内国外の課題解決に貢献していきた
いと考えております。
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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
◦安達　誠 氏

年　齢：55歳
会社名：復建調査設計株式会社
職　位：総合計画部　部長
趣　味：山登り、サイクリング、読書

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「中国地

域における道の駅等を拠点とした自動運転
サービス実証実験支援業務」に対し、中国
地方整備局長より優良建設技術者表彰なら
びに松江国道事務所長より優良業務請負団
体表彰を賜り、誠にありがとうございま
す。業務遂行にあたり、ご指導賜りました
松江国道事務所および地域実験協議会の皆
様ならびに実証実験にご協力いただいた地
域の皆様には、厚く御礼申し上げます。
本業務は、島根県飯石郡飯南町の道の駅

「赤来高原」において、2017年11月に実施
された自動運転サービス実証実験につい
て、実験計画作成、関係機関協議、地域協

議会運営補助、実験準備・実施支援および
効果検証を行ったものです。注目度が高い
プロジェクトのため、何よりも事故を起こ
さないように、発注者と受注者が一体とな
り入念な準備に努めました。無事実験を終
えることができ、道路管理水準や社会受容
性等の検証を行うための有用なデータが取
得できたことと、実証実験のPR資料作成
に積極的に取り組んだことにより高い評価
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、安全・安心な社会づくりに貢献して
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
◦栗山　卓也 氏

年　齢：46歳
会社名：日本工営株式会社
職　位：課長
趣　味：スポーツ観戦

◦受賞業務の概要と感想
本業務では平成30年7月豪雨により被災

した、高梁川水系小田川・高梁川の河川堤
防、護岸、樋門、潮止堰について復旧のた
めの詳細設計を実施しました。設計にあ
たっては、災害申請時の資料や堤防調査委
員会での審議結果を参考に、再度災害防止
の観点から側帯の設計・ドレーン工の設置
等についても検討しました。また、小田川
付替事業の工期短縮のための施工計画の見
直しを実施したほか、既往検討により浸透
対策を要する区間について浸透に対する対
策を検討し、堤防の概略設計を実施しまし

た。設計対象区間は工事を早期に着手する
必要があり、いかに工事工程に合わせて設
計を行うかがポイントでした。発注者や施
工業者と連絡を密に取りつつ、設計を実施
するチームを適宜編成しながら設計を行う
ことで、工事工程に影響を及ぼすことなく
業務を進めることが出来たことが受賞につ
ながったと思います。
最後に、設計を行うにあたって御助力頂

いた高梁川小田川緊急治水対策事務所の担
当者の方々に謝意を表します。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦松尾　聡一郎 氏

年　齢：47歳
会社名：大日本コンサルタント株式会社
職　位：大阪支社　中国支店技術室　室長
趣　味：プロレス観戦、散歩

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「平成29年

度岡山環状南道路大樋橋西高架橋等詳細設計
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、ご指導賜りました岡山国道事務所の関係
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180号岡山環状南道路が国道
2号に接続する大樋橋西詰交差点を立体交差す
る大樋橋西高架橋の詳細設計であり、安全で
円滑に国道2号の立体化工事を進めていく観点
から、施工者（優先交渉権者）の技術力とノウ
ハウを設計段階から投入するECI方式（技術協
力・施工タイプ）が採用されました。

ECI方式においては、発注者、設計者と施工
者（優先交渉権者）がシームレスに情報共有を
図って協働により設計を行うことが求められ
たため、BIM/CIMを有効活用して地下埋設物
との離隔、施工方法・手順等の可視化を行い、
イメージ・認識の共有のもとで設計内容の妥
当性検証を行いながら設計を進めることに努
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。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦平井　健二 氏

年　齢：40歳
会社名：復建調査設計株式会社
職　位：総合計画部　交通まちづくり課　係長
趣　味：旅行、スポーツ観戦

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施した「平成30年度

岡山都市圏交通対策検討業務」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。
本業務は、主として、国道2号岡山市〜

倉敷市間に対して、交通課題・地域課題、
地域ビジョン、地域特性などを踏まえた渋
滞要因の分析及び整備方針の検討、計画段
階評価に向けた手続きの検討を行ったもの
です。業務の遂行にあたっては、岡山県道
路交通渋滞対策部会の下部組織である岡山
都市圏渋滞対策検討ワーキンググループで
の意見を踏まえつつ、検討を進めていく必
要があり、分かり易い説明資料作成及び適

切な工程管理が求められました。当該区間
での慢性的な渋滞の要因分析や複数の整備
方針の検討においては、弊社の計画部門と
設計部門が連携し、迅速な対応に努めたこ
とが高い評価を頂いた一因であると考えて
おります。最後に、業務遂行にあたり、適
確なご指導を賜りました中国地方整備局道
路計画課ならびに岡山国道事務所の関係者
の皆様に、厚く御礼申し上げます。
今回の受賞を励みに、一層の自己研鑽と

技術の向上に努め、今後の社会資本整備に
貢献していく所存です。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦水口　尚司 氏

年　齢：57歳
会社名：株式会社ニュージェック
職　位：道路グループ　グループ統括
趣　味：読書、ゴルフ

◦受賞業務の概要と感想
本業務は、国道2号笠岡バイパスの埋立

地区において、軟弱地盤解析および地盤対
策工の詳細設計を行ったものです。これま
での軟弱地盤検討〜工事経緯を整理し、同
時期に実施された地質調査結果等を踏ま
え、本路線の盛土造成及び道路供用に必要
な軟弱地盤対策工を選定しました。軟弱地
盤解析は、すべり安定、一次元圧密に加え
て2次元弾・粘塑性FEM解析を用い、対策
工の必要性や効果を検証しました。
過年度に施工されたプレロードの効果を

検証し、今後の盛土造成に伴う施工ステッ
プを確定し、護岸構造を兼ねた水中の盛土
造成において、すべりや沈下に対応した深

層混合処理工の適切な範囲、強度を確定
し、円滑な事業促進を心掛けました。
当社では本業務の履行にあたり、若手起

用に重点を置きました。初期の段階から、
業務目的、検討方針を深く理解するため、
設計審査会を充実させ、誰もが気軽に意見
交換を行うことでコミュニケーション力を
向上させ、難易度の高い問題に取り組みま
した。
このたびは、業務・技術者局長表彰をい

ただき誠にありがとうございました。業務
遂行に一体となって協力いただいた中国地
方整備局岡山国道事務所関係者の皆様に、
深く感謝申し上げます。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦重田　淳 氏

年　齢：51歳
会社名：いであ株式会社
職　位：中国支店　道路橋梁部
 グループマネージャー
趣　味：読書、スポーツ観戦

◦受賞業務の概要と感想
この度、「尾道松江線海田原地区外法面

設計業務」に対し、中国地方整備局長より、
優秀技術者表彰を賜りました。業務期間
中、ご指導いただきました三次河川国道事
務所をはじめ関係者の皆さまに、厚く御礼
を申しあげます。
本業務は、尾道松江自動車道吉舎ICにお

いて平成30年7月豪雨の影響による法面の
変状箇所について詳細設計を行ったもの
で、応急復旧への対応、災害査定資料作
成、国総研協議資料作成、対策工詳細設
計、施工計画、工事発注用資料作成までの
一連の業務をさまざまな課題がある中、専
門技術者による助言も仰ぎながら、迅速か

つ的確に対応しました。具体の取り組みと
して、発災直後に発注者、学識者および土
木研究所による現地踏査に同行し、現地情
報や対応方針の共有化を図ることができた
こと、スケジュールの綿密な管理のもと業
務を遂行し成果品の品質確保に十分に配慮
したこと、わかり易さに配慮した協議資料
の作成など、発注者とのコミュニケーショ
ンを十分に図りながら業務を遂行したこと
が評価されたものと思っております。
今回の受賞を励みに自己研鑽を重ね、効

率的かつ効果的な社会資本整備に微力なが
ら貢献していきたいと考えています。
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❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦木本　竜也 氏

年　齢：−
会社名：株式会社荒谷建設コンサルタント
職　位：福山支社　技術部　測量課　係長
趣　味：旅行

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「平成30

年度江の川上流流量観測業務」に対して、
中国地方整備局長より優秀建設技術者表彰
を賜り、誠にありがとうございます。
本業務は、江の川水系（江の川、馬洗川、

西城川、神野瀬川）において、河川整備に
おける基礎資料を得ることを目的として、
9観測所の流量観測、水位流量曲線式作成
および、平成30年7月に発生した西日本豪
雨に伴う洪水痕跡調査（延長78.4km）を
行ったものです。
近年は線状降水帯の停滞に伴う局所的な

豪雨が多発しており、突発的な高水流量観
測の出動指示に対して、迅速に対応するこ

とができる組織体制の構築が求められま
す。また、洪水痕跡は降雨や風浪などによ
り不明確となることが多いため、洪水発生
後速やかに調査を実施して痕跡の位置を捉
える必要があります。これらの課題に対し
て、監督職員との密なコミュニケーション
や社内担当者間のチームワークにより、的
確に対応することができたことが高評価に
つながったものと考えております。
最後になりますが、関係者の皆様をはじ

め、業務を通してご指導いただきました三
次河川国道事務所の皆様に厚く御礼申し上
げます。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦清木　智成 氏

年　齢：−
会社名：株式会社荒谷建設コンサルタント
職　位：本社事業部　計測情報部　次長
趣　味：自動車レース観戦

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施致しました「太田

川矢口第一流量観測外業務」に対し、中国
地方整備局長より「優秀業務請負団体表彰」
ならびに、「優秀建設技術者表彰」を賜り
ました。業務においてご指導戴きました太
田川河川事務所の関係者の皆様には心より
御礼申し上げます。
本業務は河川管理に必要な基礎的データ

の収集として太田川水系で流量観測を行う
とともに太田川及び小瀬川流域と広島西部
山系直轄砂防事業区域内の水文観測所の水
文資料整理のほかに、平成30年7月豪雨に
伴う洪水痕跡調査、内水調査等の緊急調査
を実施したものです。
平成30年7月6日（金）は台風7号から変

わった熱帯低気圧の影響を受け梅雨前線が
活発化し、西日本の広い範囲で記録的な大
雨となり、太田川水系では軒並み氾濫注意
水位を超過し、弊社が担当する矢口第一観
測所においても平成で2番目となる高水位
を記録した出水でした。
地球温暖化の影響により台風の大型化、

線状降水帯の発生で災害の頻度は増え、被
災規模は甚大化しています。西日本豪雨災
害の完全復旧にはまだ時間がかかります
が、豊かで安心できる地域社会づくりに貢
献するためにも、今後とも技術研鑽に努め
てまいりたいと思います。
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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
◦朝長　哲也 氏

年　齢：48歳
会社名：八千代エンジニヤリング株式会社
職　位：大阪支店　河川・水工部　部長
趣　味：サッカー、フットサル

◦受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「三篠川

堤防予備設計外業務」に対し、中国地方整
備局長より優良業務ならびに優秀技術者表
彰を賜り、誠にありがとうございました。
業務を通じてご指導賜りました太田川河川
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、三篠川において、事業費や地

域への影響、整備後の内水等を総合的に評
価し、各地区の最適な堤防整備方針を立案
し、堤防予備設計を実施しました。また古
川において、特殊堤を含む護岸及び利用実
態調査を踏まえた親水設備の詳細設計を実
施しました。さらに地元住民への説明ツー

ルとして、3Dスキャナー測量を実施し、
特殊堤や階段工等の整備後がイメージし易
いCIMモデルを構築し、視覚的に分かり易
い説明資料を作成しました。
業務全体を通して、発注者との密なコ

ミュニケーション、二河川を同時並行作業
するための担当者間のチームワーク、CIM
モデル等の新技術の導入など、担当者全員
で執行したことを評価していただいたもの
と考えております。
最後になりますが、今回の受賞を励み

に、今後も更なる自己研鑽に努め、新たな
技術を積極的に取り入れて、社会資本整備
に貢献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
◦高　龍 氏

年　齢：47歳
会社名：株式会社片平新日本技研
職　位：支店長代理（兼）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2号広島南道路の明

神高架橋について運河を渡河する区間の詳
細設計を行ったものである。10年以上前
に橋梁予備設計が行われていたが、スムー
ズな暫定供用形態の整備及び安全な交通流
の確保の観点から東部ICランプの幾何構造
を変更し、再度橋梁形式の比較検討を行っ
た。結果、橋長196mの鋼3径間連続合成
細幅箱桁橋で、床版は経済性、施工性、維
持管理に有利な縦置きI形鋼格子床版を、
運河内橋脚は鋼管矢板基礎を採用した。本
橋は供用中の西明神橋に近接して施工する
必要があるためCIM技術を活用し、施工・
架設シミュレーションを3次元で行った。

その際、3Dレーザースキャナーで現地計
測した点群データと3DCADを重ね合わせ
ることで、精度の高いシミュレーションが
行なえた。本橋は平成29年に改定された
道路橋示方書を初めて適用した橋でもあ
り、部分係数設計法の把握や設計ソフトの
バグ等、色々と戸惑いも多かった業務で
あった。社内外の勉強会の先生や諸先輩方
及び発注者様など、多くの方々にご指導頂
き、無事設計を終えることができた。ここ
に感謝の意を表します。



Vol.4830

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦吉川　智勝 氏

年　齢：45歳
会社名：株式会社建設技術研究所
職　位：大阪本社　水工部
　 グループリーダー
趣　味：映画鑑賞

◦受賞業務の概要と感想
この度は、「佐波川管内測量設計業務」

に対し、優秀業務請負団体表彰ならびに優
秀建設技術者表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。業務遂行にあたり、様々なご
指導をいただいた山口河川国道事務所職員
の皆様、関係者の皆様に、心より厚く御礼
申し上げます。
本業務では、佐波川管内において、平成

30年7月出水で損傷した上右田地区の低水
護岸の修繕設計、島地川ダム定期検査資料
作成、有害物質を含む樋門扉体の塗替え方
法や施工計画の検討、緊急対策シミュレー
ション資料作成、検討や設計に必要な地質
調査や測量など、調査から設計に及ぶ、

様々な項目を実施致しました。
特に、上右田地区の低水護岸修繕設計で

は、再度災害防止に配慮した護岸前面の根
固め工による水衝部対策のほか、「非定常
平面二次元解析による再堆砂抑制効果に着
目した砂州掘削位置の検証結果」に基づい
た「堆砂ポケットの設置位置」と「堆砂ポ
ケットを活用した河道維持管理方法」も提
案し、澪筋固定の原因である再堆砂の抑制
にも配慮した設計としました。
今回の受賞を励みとし、継続的な自己研

鑽に努め、常に地元目線を忘れずに、安
心・安全な社会の構築に微力ながら貢献し
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
◦下薗　晋一郎 氏

年　齢：35歳
会社名：日本工営株式会社
職　位：係長
趣　味：体を動かすこと（サッカー）

◦受賞業務の概要と感想
本業務は、中国地整管内のコンクリート

構造物の品質確保・向上に向けて、材料供
給段階の品質確認、現場実態データの収
集・整理・評価・蓄積、職員等の現場技術
力向上支援、手引き（案）等の改訂検討を
行いました。不良コンクリートの受入れ防
止のチェック機能としてレディーミクスト
コンクリート品質確認試験を実施しまし
た。表層透気試験等の追跡調査で完成後品
質データを取得・整理・評価することによ
り、現場取組みの効果等の確認を行いまし
た。また、セミナー等運営補助は、建設基
礎・土質研修に関する運営補助を行いまし
た。最後に、「コンクリート構造物の品質

確保・向上の手引き（案）（H27.3）」や「監
督職員のための豆知識（H20.3）」の改定検
討を行いました。
本業務は、発注者のみならず、施工業者

や中国地方整備局の若手職員など多くの関
係者と関わる機会があり、その都度、新た
な発見や素晴らしい出会いがあり貴重な経
験となりました。今後も、誠意をもって業
務に向き合い、中国地整管内のコンクリー
ト構造物の品質確保・向上に向けて少しで
も貢献できるように取り組みます。
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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
◦長谷川　勝喜 氏

年　齢：47歳
会社名：基礎地盤コンサルタンツ株式会社
職　位：中国支社　地盤技術部　部長
趣　味：スポーツ観戦

◦受賞業務の概要と感想
当業務は、地域産業のグローバル化に対

応した港湾機能の強化を図るため、大水深
公共岸壁等の整備に向けた取組が推進され
ている福山港箕沖地区の岸壁の整備に伴う
地盤調査でした。業務の目的と内容は、計
画構造物の支持層の分布、中間層の物理力
学特性および耐震検討に必要な特性値の把
握のための土質試験、原位置試験でした。
調査箇所は、コンテナふ頭として供用し

ている−10m岸壁に近接した海域であり、
海上作業に際し港湾施設管理者、港湾施設
利用者及び漁業関係者との調整周知を早期
に行い、現場作業を安全かつ速やかに行う

必要がありました。
事業の工程が決まっている中で技術及び

工程的に困難な場面も多かったですが、無
事故無災害で現場作業を完了し工期内に業
務を完工できたのは、発注者である広島港
湾・空港整備事務所の御担当者の御指導、
御協力を賜り取り組む事ができたためで
す。この場をお借りして深くお礼を申し上
げます。
今後は、この受賞を励みにさらに技術力

の向上に努力したいと考えております。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
◦平吉　真一 氏

年　齢：54歳
会社名：日本工営株式会社
職　位：専門部長
趣　味：サイクリング

◦受賞業務の概要と感想
受賞業務は、岩国港の装束、新港、室の

木の埠頭を繋ぐ岩国港臨港道路の内、室の
木地区において、道路線形の決定、橋梁構
造形式の基本設計、道路が通過する民間企
業の事業継続や操業に配慮した施工計画検
討を実施したものである。
計画路線は民間企業（工場）内の林立す

るタンク類、配管、ベルトコンベア、高圧
送電線・鉄塔等の施設間を通過することか
ら、企業の事業継続や操業への影響を抑え
るため、計画道路の施工、供用及び維持管
理の各段階で、工場各部門に与える影響の
確認や意見・要望を踏まえることが必要で
あった。このため、工場関係者との合同現

地踏査による現状確認と意見聴取、3Dレー
ザースキャナによる工場施設位置の観測、
CIMによる工場施設との干渉チェックを通
じて、橋梁下部工配置と施工方法に関する
説明性の高い協議資料を提示し、各関係者
と合意形成を図り、早期供用に向けた基本
構造の決定に貢献した。
本受賞は、地域特有の課題に対して、利

害関係者の意見・要望に対する真摯な対応
や新技術を活用する等の工夫を講じること
で、実現性が高く、関係者全員が納得でき
る計画を行ったことが評価されたものと感
じる。
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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
◦船田　尚吾 氏

年　齢：45歳
会社名：株式会社長大
職　位：専門技師
趣　味：飲み歩き

◦受賞業務の概要と感想
このたびは、「中国管内交通効率化検討

業務」に対して、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良技術者
表彰を賜り、厚く御礼申し上げます。また、
業務履行において、多大なご指導をいただ
きました、中国地方整備局道路部道路計画
課ならびに広島・呉・東広島都市圏災害時
交通マネジメント検討会の関係者の皆様
に、心より感謝申し上げます。
本業務では、弊社は各種の交通関係デー

タの分析を通じて、行政運営をサポートす
る役割を担っておりました。昨年は平成
30年7月豪雨に伴い発生した渋滞状況を
データ分析を通じて、迅速かつ正確に把握

し、関係者による各種対策実施をサポート
してまいりました。最終的には都市圏の生
活者が一体となって実施する、全国的にみ
ても前例の少ない通勤交通強靭化の取組に
も携わる機会を頂き、業務担当技術者に
とっても大きな成長を遂げた一年でござい
ました。一方で、渋滞状況把握から1歩踏
み込んだ予測や住民の方々への適切な情
報提供方法など、私ども技術者が担うべ
き役割に対して、まだまだ発展途上でご
ざいます。
今後も今回の受賞を励みに、技術向上に

励み、安全・安心・快適な地域づくりに貢
献していく所存です。
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1．建コンBIM／ CIM勉強会鳥取（第4回目）
⑴日　時　令和元年8月20日（火）13：00 〜
⑵場　所　（公財）鳥取県建設技術センター

　⑶内　容　①三次元設計研修（ハンズオン）
　　　　　②中国地方整備局職員対象の「ナ
　　　　　　ビスワークスの使い方研修」
　　　　　③その他（質疑応答）
⑷講　師　亀田　雄二　氏（復建調査設計）
⑸参加者　建コン25名、鳥取県職員5名
※来年度も開催を誓って勉強会を終了いたしました。

2．鳥取県委員会キャッチコピーを決定
「100年先の暮らしを創っています」
会員からキャッチコピーを募り、29作品か

ら最優秀賞1点、優秀賞4点を選考しました。
（令和元年10月31日公表）

住民の暮らしを支える道路、インフラ構造物
を設計するコンサルタントとして、見た目のよ
さだけでなく、100年先の未来でも安心・安全
なインフラとなるように」という思いを込めた
提案です。

3．鳥取県との意見交換会
令和元年10月31日（木）鳥取県庁において、

鳥取県と建コン協会中国支部及び鳥取県委員会

の意見交換会が開催されました。鳥取県からは
県土整備部長の草野部長をはじめ6名の幹部職
員が、中国支部からは小田支部長、金本業務部
会長、吉岡同副部会長及び鳥取県委員会メン
バー（下山委員長をはじめ5名の幹事）の計8名
が出席しました。
今回は、「担い手確保・育成のための環境整

備」、「技術力による選定」、「品質の確保・向上」
の3項目について意見を交わすことができまし
た。

4．鳥取大学への業界説明
令和元年12月6日（金）鳥取大学農学部と工

学部で業界説明会を実施いたしました。農学部
開催は、毎年数名が当協会加盟会社に入社して
いるとのことで、就職担当の教授にお願いして
開催の運びとなり、今後は定期開催をお願いし
ました。なお、次年度は鳥取環境大学での開催
も計画しております。
講　師：來山総務部会長、杉山総務委員、
　　　　馬場氏（建コン若手の会）
参加者：①農学部14：45 〜　 7名
　　　　②工学部16：30 〜　11名

令和元年鳥取県委員会活動報告

鳥取県委員会　下山　勉

小田中国支部長挨拶

農学部 工学部

最優秀賞受賞者：GIC　若木さん（左）と委員長
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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。本年度は和歌山県
南部紀伊半島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災害対策本部からの応
援要請を受け近畿地方の被災個所へ応援協力体
制の確認等を行いました。

地震発生の概要
発生日時：令和元年9月2日（月）11：00
発生地域：和歌山県南部　紀伊半島沖（海溝型）
発生規模：マグニチュード8.0
　　　　　震度6強　（和歌山県南部）
　　　　　震度6弱　（大阪府南部、奈良県全域、和歌山県北部）
　　　　　震度5強　（滋賀県南部、京都府南部、大阪府北部、兵庫県南部、淡路島を含む）
　　　　　震度5弱　（滋賀県北部、京都府北部、兵庫県西部・北部）
　　　　　震度4　　（福井県南部）
被災状況：人的被害：死者・行方不明者数　10,277名
　　　　　　　　　　（和歌山県6,855名、大阪府2,248名、奈良県1,174名）
　　　　　建物被害：全壊棟数86,512戸
　　　　　　　　　　（和歌山県49,133戸、大阪府25,232戸、奈良県12,147戸）
　　　　　土砂災害：急傾斜地崩壊等　1,121個所
　　　　　　　　　　（和歌山県689個所、奈良県432個所）
　　　　　高速道路被害：近畿自動車道紀勢線が路面段差発生のため通行止め
　　　　　道路被害：橋梁216個所、法面崩壊等24個所
　　　　　　　　　　瓦礫による狭小、放置車両等の発生で交通麻痺発生
　　　　　河川被害：津波遡上、地盤沈下等で河川構造物被害多数発生
　　　　　鉄道被害：JR・私鉄は3週間停止、大阪メトロ全線で運行停止3日間
　　　　　上下水道：震度6強〜 6弱の地域で約5割が断水、約1割で下水道使用不可
　　　　　電　　力：震度6強〜 6弱の地域で約5割が停電、1週間不安定な状況
　　　　　通　　信：発災直後より、固定電話・携帯電話とも9割の通話規制が2日継続、
　　　　　　　　　　メールは遅配が一部発生

演習の主目的
中国支部と本部、近畿現地本部との情報
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

令和元年度災害時対応演習
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講習会等

●契約のあり方講習会〜「民法改正と建設コン
　サルタント契約について」〜
開催日：令和元年11月1日（金）
場　所：広島YMCA国際文化センター 2号館
　　　　コンベンションホール
主　催：本部契約のあり方専門委員会
共　催：中国支部総務部会
内　容：・契約のあり方に関する課題
　　　　　本部契約のあり方専門委員会
　　　　・土木設計業務における法的ルール
　　　　　と民法改正　弁護士　大森文彦氏
参加者：47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。

契約のあり方講習会講師　大森文彦弁護士
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●建設関連5団体共催独禁法講習会
開催日：令和元年10月15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
　　　　　　中国支所　総務課　門木　貴史氏
　　　　・建設コンサルタント業務等の入札
　　　　　契約制度について
　　　　　中国地方整備局企画部
　　　　　　　　建設専門官　大櫃　　剛氏
参加者：232名（中国支部77名）

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。
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◦建設技術フォーラム2019 in 広島
「建設技術フォーラム2019in広島」は、令和
元年11月26日（火）〜 11月27日（水）に広島
産業会館　東展示館において開催されました。
安全・安心で豊かな地域づくりを支える建設

技術〜防災・減災対策、老朽化対策の取り組み
〜、〜 ICTを活用した新技術〜、2テーマとし
て86ブース（18団体、88社）、セミナー 18課
題の発表、学生交流には、5学校316名（広島

工業大学、呉工業高等専門学校、広島工業高
校、西条農業高校、岡山工業高校）の参加があ
り、道の駅からは6駅（鯉が窪、アリスト沼隈、
世羅、本庄、湯の川、ゆめランド布野）の出展
があり、建設コンサルタンツ協会中国支部から
は6ブースの出展がありました。
また今回は、〜インフラ長寿命化技術フェア

広島〜（広島県）も同時開催となり、2日間の
来場者は延べ2,300人でした。

建設技術フォーラムに出展した会員企業のブース

建設技術フォーラムに出展した会員企業のブース

建設技術フォーラムに出展した会員企業のブース



Vol.4838

◦RCCM登録更新講習会

令和元年度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） 157

345
157

345
札幌午後 （002） 188 188

仙台午前 （003） 172
343

172
343

仙台午後 （004） 171 171

新潟 （005） 123 123 123 123

東京1午前 （006） 234

971

233

967
東京1午後 （007） 244 244

東京2午前 （008） 260 260

東京2午後 （009） 233 230

名古屋1午前 （010） 170
358

170
357

名古屋1午後 （011） 188 187

大阪1午前 （012） 214

548

212

546大阪1午後 （013） 222 222

大阪2午前 （014） 112 112

高松午前 （015） 105
207

105
207

高松午後 （016） 102 102

広島午後 （017） 232 232 231 231

福岡1午前 （018） 213

576

213

575福岡1午後 （019） 212 212

福岡2午後 （020） 151 150

那覇 （021） 86 86 84 84

総計 3,789 3,789 3,778 3,778

ＲＣＣＭ資格試験
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◦令和元年度RCCM資格試験実施結果

令和元年度 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 66 28 42.4 77 37 48.1 135 84 62.2 98 47 48.0 134 67 50.0
02 港湾及び空港 3 1 33.3 1 0 0.0 51 27 52.9 5 1 20.0 18 13 72.2
03 電力土木 0 0 0.0 6 2 33.3 17 8 47.1 2 1 50.0 4 2 50.0
04 道路 70 31 44.3 111 42 37.8 248 95 38.3 132 52 39.4 154 50 32.5
05 鉄道 0 0 0.0 0 0 0.0 9 5 55.6 11 9 81.8 13 9 69.2
06 上水道及び工業用水道 5 1 20.0 19 10 52.6 45 15 33.3 32 19 59.4 42 11 26.2
07 下水道 2 1 50.0 20 8 40.0 81 25 30.9 27 15 55.6 59 27 45.8
08 農業土木 28 16 57.1 32 14 43.8 25 10 40.0 43 24 55.8 27 13 48.1
09 森林土木 5 4 80.0 6 4 66.7 14 7 50.0 19 9 47.4 7 5 71.4
10 造園 5 3 60.0 4 1 25.0 20 11 55.0 6 1 16.7 7 1 14.3
11 都市計画及び地方計画 10 7 70.0 29 17 58.6 76 30 39.5 30 18 60.0 39 12 30.8
12 地質 11 6 54.5 12 5 41.7 28 12 42.9 8 2 25.0 17 5 29.4
13 土質及び基礎 15 4 26.7 52 15 28.8 67 16 23.9 28 11 39.3 75 41 54.7
14 鋼構造及びコンクリート 58 24 41.4 97 36 37.1 208 99 47.6 119 45 37.8 123 40 32.5
15 トンネル 8 2 25.0 6 4 66.7 25 16 64.0 11 7 63.6 14 11 78.6
16 施工計画、施工設備及び積算 9 1 11.1 29 11 37.9 83 31 37.3 18 1 5.6 46 15 32.6
17 建設環境 18 6 33.3 11 6 54.5 49 23 46.9 18 8 44.4 34 18 52.9
18 機械 0 0 0.0 0 0 0.0 10 5 50.0 1 0 0.0 3 2 66.7
19 水産土木 6 3 50.0 6 4 66.7 12 7 58.3 2 1 50.0 2 2 100.0
20 電気電子 8 1 12.5 4 2 50.0 45 11 24.4 10 3 30.0 25 10 40.0
21 廃棄物 1 0 0.0 1 0 0.0 3 1 33.3 4 2 50.0 5 3 60.0
22 建設情報 2 1 50.0 5 0 0.0 29 9 31.0 10 8 80.0 8 3 37.5

総　　計 330 140 42.4 528 218 41.3 1,280 547 42.7 634 284 44.8 856 360 42.1

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 67 24 35.8 62 19 30.6 221 110 49.8 9 8 88.9 869 424 48.8
02 港湾及び空港 4 2 50.0 3 2 66.7 31 10 32.3 6 2 33.3 122 58 47.5
03 電力土木 1 1 100.0 1 1 100.0 2 0 0 1 0 0.0 34 15 44.1
04 道路 56 25 44.6 82 19 23.2 211 77 36.5 42 11 26.2 1,106 402 36.3
05 鉄道 1 0 0.0 0 0 0.0 6 4 66.7 0 0 0.0 40 27 67.5
06 上水道及び工業用水道 10 7 70.0 21 7 33.3 43 19 44.2 27 8 29.6 244 97 39.8
07 下水道 14 9 64.3 10 9 90.0 34 15 44.1 9 3 33.3 256 112 43.8
08 農業土木 12 8 66.7 17 8 47.1 83 44 53.0 17 4 23.5 284 141 49.6
09 森林土木 12 2 16.7 0 0 0.0 24 7 29.2 0 0 0.0 87 38 43.7
10 造園 2 2 100.0 1 0 0.0 5 4 80.0 3 1 33.3 53 24 45.3
11 都市計画及び地方計画 10 5 50.0 8 8 100.0 27 12 44.4 15 2 13.3 244 111 45.5
12 地質 13 4 30.8 13 4 30.8 26 9 34.6 2 2 100.0 130 49 37.7
13 土質及び基礎 36 8 22.2 33 12 36.4 103 35 34.0 25 4 16.0 434 146 33.6
14 鋼構造及びコンクリート 67 37 55.2 74 35 47.3 173 63 36.4 12 5 41.7 931 384 41.2
15 トンネル 15 10 66.7 8 1 12.5 36 23 63.9 0 0 0.0 123 74 60.2
16 施工計画、施工設備及び積算 20 11 55.0 14 8 57.1 29 11 37.9 14 1 7.1 262 90 34.4
17 建設環境 11 6 54.5 7 1 14.3 28 13 46.4 6 1 16.7 182 82 45.1
18 機械 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 7 50.0
19 水産土木 1 0 0.0 0 0 0.0 7 3 42.9 3 0 0.0 39 20 51.3
20 電気電子 12 5 41.7 3 2 66.7 12 6 50.0 5 1 20.0 124 41 33.1
21 廃棄物 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 6 42.9
22 建設情報 4 2 50.0 1 0 0.0 7 0 0.0 1 0 0.0 67 23 34.3

総　　計 368 168 45.7 358 136 38.0 1,108 465 42.0 197 53 26.9 5,659 2,371 41.9
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若手の会は、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
はメンバー 22名で「業界PR」、「生産性向上」
をテーマに活動を進めました。
下表に今年度の活動概要を示します。今年度

は定例会議を5回実施したほか、小学生を対象
とした土木実験教室の実施、生産性向上に関す
る交流会の実施、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。

若手の会の活動報告

若手の会メンバー（敬称略、R1.12現在）
氏　　名 会　社　名

森本　　晶 相生エンジニアリング㈱
平田　真行 相生エンジニアリング㈱
浅野　拓馬 ㈱荒谷建設コンサルタント
米江　駿介 ㈱荒谷建設コンサルタント
青山　芹奈 ㈱荒谷建設コンサルタント
古川　一輝 ㈱ウエスコ
林　　匡紘 ㈱ウエスコ
淺野　健太 ㈱エイト日本技術開発
坂田　暁彦 ㈱エイト日本技術開発
馬場　達也 シンワ技研コンサルタント㈱
池上　　僚 大日本コンサルタント㈱
西村可奈子 大日本コンサルタント㈱
種　翔太郎 中電技術コンサルタント㈱
難波秀太郎 中電技術コンサルタント㈱
辰巳　綾菜 パシフィックコンサルタンツ㈱
細川　梨香 パシフィックコンサルタンツ㈱
木俣　圭佑 ㈱ヒロコン
吉岡　隼也 ㈱ヒロコン
早川　　輝 ㈱福山コンサルタント
松本　隼宜 ㈱福山コンサルタント
森　三千浩 復建調査設計㈱
尾土井将健 復建調査設計㈱

活動概要（平成31年4月〜令和元年12月）
開催日 項　　目 主な内容

H31.4.16（火） 国交省−建コン若手の会意見交
換会準備会 ・中国地方整備局企画部担当者と意見交換会開催に向けた調整

H31.4.24（水） 第15回定例会 ・リクルート活動報告
・今年度活動内容について

R1.5.23（木） 第16回定例会 ・各WGの活動内容について

R元.6.27（木） 第17回定例会
・各WGの活動内容について
・建コンWILLSUMMIT2019における企画スタッフ調整
・夏休み土木実験教室の最終確認

R元.7.28（日） 夏休み土木実験教室 ・小学3 〜 6年生10名を対象に、パスタブリッジの作成、載荷
実験を実施

R元.8.22（木） 第18回定例会 ・各WGの活動内容について
・夏休み土木実験教室開催報告

R元.10.1（火） 第19回定例会 ・各WGの活動内容について
・『働き方改革に見る多様な働き方のカタチ』交流会の最終確認

R元.10.25（金） 建コンWILLSUMMIT2019

・第1部では各支部における活動を報告
・第2部ではパネルディスカッションとして、若手コミュニティ
の今後活動していく上での意味を問い直し再定義することに
ついて意見を交換

R元.11.27（水） 『働き方改革に見る多様な働き
方のカタチ』交流会

・基調講演、事例紹介（2社）、グループディスカッションの3
部構成

・中国支部の若手の会及び公募を含め、合計23名が参加
R元.12.6（金）〜 リクルート活動 ・中国地方内の大学・高専へ訪問
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■生産性向上WG
生産性向上WGは、業界が抱える課題『生産性

の低さ』にスポットを当て、解決のための提言・
行動を行うことを目的として活動しています。
◆生産性向上に関する交流会の開催
『働き方改革』における企業の関心は「長時間
外労働の是正」へのウエイトが高く、本来目指
す「これからの働き方のカタチ」への注目度は
低くなっています。一方で、担い手の育成・確
保が喫緊の課題である業界の発展のためには、
多様で柔軟な働き方を選択できる職場環境、企
業文化や風土のカイゼンが求められています。
『働き方改革に見る多様な働き方のカタチ』交流
会を開催し、働き方改革の第一人者による基調講
演に加え、働き方改革に先進的に取り組まれてい
る企業による取組事例紹介により、若手が自ら
「これからの働き方のカタチ」を考え、意見交換す
ることで、業界の更なる発展を目指しました。
日程：R1.11.27（水）　14：30 〜 17：00
場所：エソール広島
　　　（公益財団法人広島県男女共同参画財団）
内容：1．基調講演「多様な働き方と生産性

向上について」
　　　　（㈱ワーキンエージェント　藤原　輝　氏）
　　　2．事例紹介①
　　　　（東洋電装㈱　桑原弘明　氏）
　　　　事例紹介②
　　　　（㈱マイティネット　渡辺泰朗　氏）
　　　3．グループディスカッション
参加者：若手の会、公募　計23名

◆社員のモチベーションアップにつながる取組
事例の紹介
昨年度に、モチベーションアップにつながる

取組に焦点をあて、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。
本年度、調査結果を分析したところ、20代

は「給与」、「職場の雰囲気」、30代は「評価制度」
「仕事のやる気」について敏感であることがわ
かり、働き方については「チームワークの醸成」
「女性活躍」に対する興味が高いことがわかり
ました。
今回の結果を踏まえ、今後、モチベーション

アップにつながる取組事例の紹介や提案を行う
予定です。
◆国交省との意見交換会の実施
国交省の若手組織との意見交換会の開催に向

けた準備会（事前打合せ）を企画しました。開
催時期やメンバー構成、議題案などを検討し、
企画書を作成しましたが、年度内での開催にはR1.11.27『働き方改革に見る多様な働き方のカタチ』交流会

参加案内
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至りませんでしたが、引き続き意見交換に向け
た検討を行う予定です。

■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。業界PRWGでは、今年度も引き続き、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。
◆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。
『夏休み土木実験教室2019』では、小学3 〜
6年生10名を対象にパスタブリッジコンテスト
を実施しました。このイベントは、土木につい
て学びながら、小学生の夏休みの自由研究にも
役立ててもらいたいと思い企画しました。参加
者の子供たちには大変喜んでいただき、保護者
の方へのアンケートには、「子供が土木に大変
興味を持った」、「機会があればまた参加したい」
との声が寄せられました。
◆建コンをより多くの人に知ってもらうために
建設コンサルタントの認知度向上のため、

『オープンキャンパスへのブース出展に向けた
調査』及び『他業界における業界PR方法の収集』
を行いました。
『オープンキャンパスへのブース出展に向け
た調査』では、オープンキャンパスに訪れた高
校生に建コンをPRすることを目的として、ブー
ス出展が可能かどうか各大学・高専へ赴き、今
年度はオープンキャンパスの視察・大学職員へ
のヒアリングを行いました。調査の結果、各大
学・高専において外部からのブース出展は難し
い事が分かりましたが、大学主催の業界研究会
や講義の一コマに参加出来る可能性があるの
で、次年度は講義に参加することを想定し、
具体的な発表内容等を検討していきたいと思
います。
『他業界における業界PR方法の収集』では、
他業界のPR方法を参考にして、建コン業界に

合ったPR方法の検討を進めています。次年度
は、今年度収集した他業界のPR方法を精査し、
建コン業界としてのPR活動に取り入れ、展開
していきたいと思います。
◆若手技術者の目線でリクルート
建コンを目指す入職者を増やすため、若手の

目線で建コンの魅力を伝え、建コンで働きたい
と思っていただけるような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。
次年度も、イベントの開催等を通じて業界の

認知度向上のためのPR活動を行っていきます。

R元.7.28：夏休み土木実験教室2019

リクルート資料
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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
伝え、業界を理解し、興味を持ってもらうこと
を目的として、数年前から中国地方の大学・高
専に赴き、業界説明会を行っています。
ここ数年は若手の会の協力を得て、若手目線

での業界の魅力ややりがいなども伝えていま
す。
今年度訪問した大学・高専は以下の通りです。
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いき
たいと考えています。

大学・高専への業界説明会開催

令和元年度業界説明会開催大学・高専

開催月日 大学・高専名

令和元年 8月 8日 呉工業高等専門学校（環境都市工学科）

令和元年12月 4日 松江工業高等専門学校（環境・建設工学科）

令和元年12月 6日 鳥取大学（工学部社会システム土木系）

令和元年12月 6日 鳥取大学（農学部）

令和元年12月18日 島根大学（総合理工学部地球科学科）

令和２年 1月 7日 徳山工業高等専門学校（土木建築工学科）

令和２年 1月22日 呉工業高等専門学校（環境都市工学科）
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令和2年官民合同新年互礼会は、1月6日（月）
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

交通局長及び西日本高速道路（株）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
宴が行われました。

（参加者：650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：令和元年6月11日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：令和元年度発注機関別入札・契約方

式調査結果について（報告）
令和元年度中国地方ブロック意見交
換会の開催について
令和元年度各発注機関との意見交換
会の議題について
その他

◦第２回業務部会
開催日：令和元年9月9日（月）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：令和元年度発注機関別意見交換会の

開催について
令和2年度「要望と提案」に関する
意見照会について
その他

◦第３回業務部会
開催日：令和2年1月21日（火）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：今後の予定

令和2年度中国地方ブロック意見交
換会について
令和2年度中国地方整備局の動向に
ついて
中国地方自治体入札・契約等の現状
について
令和2年度「要望と提案」における
中国支部の意見について
その他

業務部会の開催



Vol.4846

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）
（R元.8.21）

〈中国地方整備局〉
水谷局長
喜安副局長、冨田副局長
企画部長、河川部長、道路部長
港湾空港部長、営繕部長
技術調整管理官、技術開発調整官
技術管理課長、地域河川調整官、
河川工事課長、道路保全企画官
道路工事課長、港湾空港企画官
事業計画官、整備課長
技術管理課建設専門官

〈各県・広島市・岡山市〉
鳥取県県土整備部次長
島根県土木部次長
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
広島市都市整備局技術管理課長

〈建コン協本部〉
高野会長
野崎副会長、酒井副会長
常任理事（総務部会長）
常任理事（企画部会長）
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（東北支部長）
常任幹事（近畿支部長）
対外活動部会委員、常任委員長、常務理事
参与・企画部長、業務部長、企画部次長
インフラストタクチャー研究所　研究員

〈中国支部〉
小田支部長
末國副支部長、川口支部理事
坪井オブザーバー、來山総務部会長
永田技術部会長、金本業務部会長
吉岡業務副部会長
業務委員　13名

2．中国地方整備局
　（R元.11.21）

八尋企画部長
企画部技術調整管理官
企画部技術開発調整官
企画部技術管理課長
企画部建設専門官

小田支部長
末國副支部長、小谷副支部長
坪井オブザーバー、來山総務部会長
永田技術部会長、亀田BIM／ CIM推進室長
金本業務部会長、吉岡業務副部会長
業務委員　13名

3．広島県
　（R元.11.22）

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
道路整備課主査、土砂法指定推進担当参事
砂防課主査、港湾漁港整備課主査、
都市計画課主査
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　12名

4．鳥取県
　（R元.10.31）

草野県土整備部部長
県土総務課建設業・入札制度室室長
県土総務課建設業・入札制度室係長
技術企画課課長、技術企画課課長補佐
技術企画課係長

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

5．広島市
　（R元.11.26）

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

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　9名

令和元年度　意見交換会実施概要
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令和元年8月21日（水）に広島市東区のTKP
ガーデンシティー PREMIUM広島駅前におい
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。
国土交通省からは水谷局長をはじめ19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9名の幹部職員が出席されました。
建コン側からは、高野会長をはじめ本部の副

会長・常任理事等17名が出席し、中国支部から
は小田支部長と末國副支部長、川口支部理事、
來山総務部会長、永田技術部会長、金本業務部
会長および業務委員13名、坪井オブザーバーの
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、「担い手の確保・育成のための環境整
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。

◦高野建設コンサルタンツ協会会長挨拶要旨
本日は、ご多忙の中、水谷局長をはじめ中国地

方整備局の幹部の皆様、また鳥取県、島根県、岡
山県、広島県、山口県及び広島市、岡山市の幹部
の皆様にご出席いただき、誠にありがとうござい
ます。この場をお借りして御礼申し上げます。
さて、改正品確法が6月7日に成立していま

す。この中で調査・設計等の業務を品確法の対
象に明確に定義していただいており、誠にあり
がとうございます。品確法で定めている受注者
の責務を果たすように、建設コンサルタンツ協
会としても十分に対応していきたいと思ってい
ます。
一方で、発注者の責務とされる働き方改革の

推進、適切な入札契約方式の選択については、
これを契機に従来にもまして推進していただき
たいと考えています。どうかよろしくお願いい
たします。
今年度の「要望と提案」の大きなテーマは、

昨年度と同様、「担い手確保・育成のための環
境整備」、「技術力による選定」、「品質の確保・
向上」としております。

改正労働基準法が本年4月から施行され、働
き方改革は待ったなしという状況です。もはや
働き方改革は検討や試行段階ではなく、その成
果を示す段階となっており、このためには、従
来からお願いしている業務量の平準化、ウィー
クリースタンスの推進、条件明示やスケジュー
ル管理表等の取組みを、すべてにわたって着実
に実行することが求められていると認識してお
ります。
「技術力による選定」においては、国土交通
省では相当に進んできており、約9割が技術力
による選定で発注されています。一方、地方公
共団体では、温度差があるものの実施が十分進
んでいないのが実情と思います。今回の改正品
確法を契機に、特に地方公共団体におかれて
は、プロポーザル方式、あるいは総合評価落札
方式等の技術力による選定の推進を加速して頂
きたく、ぜひ、よろしくお願いいたします。
頻発する豪雨や地震災害等への対応が、社会

的に近年大きな課題となっております。平成
26年8月豪雨での広島土砂災害、平成30年度7
月豪雨による、中国・四国地方の水害や土砂災

発注者と建設コンサルタンツ協会の意見交換会 （R1.8.21開催）

地方ブロック意見交換会の状況



Vol.4848

害は記憶に新しいところでありますが、建設コ
ンサルタントを含めた災害対応が十分であった
とはいえないと考えております。災害時の初動
対応や復旧・復興活動に、ぜひ建設コンサルタ
ントを活用していただきたく、そのための環境
整備や推進方策の検討をお願いいたします。
本日は、このような議題について「要望と提

案」としてとりまとめましたので、忌憚のない
意見交換会をお願いいたします。
会員企業とともに、建設コンサルタンツ協会

は、「職場環境の改善」、「技術力と品質の向上」、
「企業経営の安定と給与水準の改善」に鋭意取
り組んでまいりますので、発注者の皆様方のご
指導、ご支援をお願いして、本日の意見交換会

の挨拶とさせていただきます。
本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

◦水谷中国地方整備局長挨拶要旨
本日は、建設コンサルタンツ協会の高野会長を

はじめ、幹部の皆様、そして中国支部の幹部の皆
様、中国地方各県、政令市の幹部の皆様にお集ま
りいただきありがとうございます。
今年度の意見交換会ですが、4月と7月の人事で

8割ほどの人間が替わっており、新たな気持ちで
意見交換をさせていただきたいと考えておりま
す。
まず、昨年の7月豪雨について、先ほど会長か

ら建設コンサルタントの対応が十分でなかったと
お話がありましたが、私共からすれば、大変あり
がたいことをやっていただいたと考えておりま

す。全国から人を集めていただき、これほど多く
の災害、私共だけでなく県、市の工事及び災害査
定の支援等、本当にいろいろやっていただき、無
事今年の1月の終わりに災害査定がすべて終了し
ました。本当にありがとうございます。
災害復旧工事について、直轄については予定通

り進んでおり、また、県と市については非常に箇
所数が多いこともあって、まだ発注されていない
ところもあるようですが、これから本格化してい
く状況であります。
皆さんにご案内のとおり、昨年12月に防災・減

災、国土強靭化のための3か年緊急対策というこ
とで、それを反映して昨年の第2次補正、今年の
当初予算、来年の当初予算は3か年分特別枠とし
てお金が付くことになっており、中国地方整備局
の直轄事業でも今年2月の補正と今年度当初予算
を合わせて700億円以上の予算がついております。
そういう意味で、毎年、例えば昨年4月時点の当
初予算が1,700億円程度であったが、それに比べ
てプラスで、そういうことから、全体的に緊急対
応も含めて非常に発注量が多い状況で、合わせて
業務の数も今後増えてくると思いますので、引き
続きお願いいたします。
本日は、担い手の確保、技術力の強化、品質の

地方ブロック意見交換会　高野会長の挨拶

地方ブロック意見交換会　水谷局長の挨拶
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確保についてたくさんの要望を頂いており、私共
も、これらの柱については全く同感であり、中国
地方整備局としてもきちんとした方針を作ろう
じゃないかということで、2つの柱と11の取り組
みを定めております。その中に、建設コンサルタ
ント関係の履行期限の平準化やウィークリースタ
ンスも取組みに入れております。基本的にこれら
については、会長からもお話があった通り、すぐ

にもやっていかなくてはならないと考えており、
毎年のように改善していきたいと考えております
ので、まだまだ改善が足りないということであれ
ばご指摘いただければありがたい。
ご提案いただいた要望が本省マターの話もあ

り、我々地整でできる話もあり、地整でできる話
についてはどんどんやっていくつもりなので、引
き続きよろしくお願いします。

1．担い手確保・育成のための環境整備
（1）建設産業全体の働き方改革と生産性向上

に向けた受発注者協働による取組み推
進・強化

①履行期限（納期）の平準化と標準履行期
間の確保への取組み強化

〈中国地方整備局〉
・履行期限の平準化については、適正工期

を確保したうえで、工期が年度末に集中
しない様、国債あるいは翌債の活用に努
めている。整備局では、30年度の平準化
目標として履行期限の割合の目標を4月〜
12月で25％以上、1 〜 2月25％以上、3月
50％以下と設定して取り組んできた。そ
の結果、3月工期の割合は40％近くまで達
している。また、国債や繰越の活用によ
り、納期が次年度となっているものが3割
程度と増加している。今年度は更なる平
準化を図るために、目標を4月〜 12月を
30％以上、1 〜 3月70％以下、3月40％以
下として取り組んでいるところであるが、
まだ発注していない業務について3月納
期の更なる削減に努めていく。引き続き、
平準化の観点から年度末工期の低減を図
り、早期発注の技術提案書作成との重複
を低減するよう努めていく。具体的には、

■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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国債、翌債の活用により、次年度納期の
業務を増やし、3月は技術提案書の作成を
していただくことをイメージしている。ま
た、適切な履行期間の確保のため、履行
期間設定支援ツール等を活用した業務ス
ケジュール管理表による適切な工期の確
保に加え、前倒し発注等による発注時期
の分散化、適切な条件明示に努めていき
たい。

〈鳥取県〉
・本県では、平成27年度よりゼロ県債によ

り前年度の予算を前倒しで発注する取組
みを行っている。ちなみに平成27年度の1
〜 3月工期は6割程度である。3月工期につ
いても42％程度あったが、30年度は1 〜
3月工期が50％程度、3月工期については
32％程度であり、徐々に改善されつつあ
る。引き続き県としてもゼロ県債の取組
みを進め、工期の平準化に取り組んでい
きたい。

・履行期間の確保については、基準に基づき
適切な工期を設定する。ただし、設計条件
確定の遅れ等に対しての工期の延伸につ
いては柔軟に対応していきたい。また、繰
越等の制度についても十分に活用してい
きたい。発注時の適正な条件明示にも努
めていきたい。

〈島根県〉
・島根県でも鳥取県とほぼ同時期、平成27

年度末よりゼロ県債による前倒し発注を
行っている。これにより業務の納期の分
散化につながっていると考えている。工
期設定については適切に行い、設計図書、
特記仕様書等に内容、条件を明示するよ
うにしており、今後もこれらの徹底を
図っていく。

・プロポーザル方式、総合評価落札方式に
ついては、現在試行を行っている段階で、
該当案件が非常に少ない状況である。引

■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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き続き、試行の段階であるが取り組んで
いきたい。

・業務計画書の業務工程表による管理を適正
に行い、変更契約が3月に集中しない様に
配慮していきたい。なお、業務スケジュー
ル管理表を用いた管理については国の状
況を参考に検討していきたい。

〈岡山県〉
・岡山県では、年度末の工期の集中を防ぐた

め、数年前より原則として1月末までに納
期を設定するよう早期発注に努めるとい
う取組みを行っている。その結果、昨年
度は災害復旧業務が非常に集中したため、
平年の一昨年度でみると、第4四半期に完
了した割合は57％、内、3月の工期が36％
であり、まだまだしっかり取組みを行って
いく必要があると考えている。

・発注時期や納期の分散、必要な履行期限の
確保を行うため、ゼロ県債の予算を数年前
からしっかり確保するようにしており、そ
れを積極的に活用していきたい。また、や
むを得ず繰越となる場合は、柔軟に対応
していきたい。

・プロポーザル方式は、岡山県では非常に少
ない件数となっており、公示や提案の時
期を分散するほどのものではないが、手
続きを行う際には、要望の主旨を踏まえ
て対応していきたい。

・履行期限の平準化を一層進め、変更契約の
3月実施の回避にしっかりと努めていきた
い。なお、業務スケジュール管理表の活用
については、履行期限設定支援ツールを
含めて国や他県の状況を注視していきた
い。

〈広島県〉
・平準化については大変重要な取組みと考え

ており、特に2月〜 5月に業務の納期が集
中してくることに対して債務の活用、繰
り越しの活用により、できるだけ平準化す

■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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るよう取り組んでいる。発注時期につい
ても早期発注に努め、工期が集中しない
よう努めているが、今年度については災
害対応等があったため十分な対応ができ
なかった。これについては申し訳なく思っ
ている。引き続き、災害対応をしっかり
実施し、できるだけ平準化に取り組めるよ
う、通常時に戻れるよう取り組んでいく。

〈山口県〉
・山口県では、ゼロ県債の活用や早期発注に

よる計画的な事業執行により、適正な履
行期限の確保、納期の平準化等に努めて
いる。やむを得ず年度内に業務が完了しな
い場合には、繰り越し制度の活用により
適切な履行期限の延伸を行い、必要な工
期を確保している。

・設計条件については、発注時に明記するよ
う努めているが、不十分な点があれば、ご
指摘いただければと思う。

・業務工程については、受注者からの実施報
告や打ち合わせ協議により進捗状況の把
握を行っている。必要なものについては
適時的確に変更契約を行い、3月工期の回
避に努めていきたい。

〈中国地方整備局〉
・ワークライフバランスの改善に向けて、当

整備局では平成30年12月よりすべての発
注業務を対象に、ウィークリースタンスの
取り組みを特記仕様書に記載し、ワークラ
イフバランスの改善の取組みを進めてい
る。本年の7月以降に契約した業務につい
ては、ウィークリースタンスの実施状況に
ついて、特記仕様書に示した実施報告書
に発注者の実施状況を記入していただき、
完成検査の際に検査官に報告していただ
くとともに、整備局の技術管理課に提出
をお願いするよう取組みを開始した。こう
いう取り組みにより、我々も検証を図り、

②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

■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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更なるウィークリースタンスの取組みを
進めていきたい。さらにウィークリースタ
ンスの取組みに関しては、発注者協議会
等を通じて自治体にも紹介し、取組みを
拡大していきたいと考えている。

・受注者のワークライフバランスに配慮し、
深夜や休日勤務等が生じないよう、事務
所には周知しているが、実態に即さない
費用計上とならないよう改めて周知を徹
底していく。

・業務スケジュール管理表の活用やワンデー
レスポンスについては、事務連絡を発出
しており、事務所に周知を徹底していく。

・Web会議等のICTを活用した業務の効率化
についても積極的に検討していく。

・契約の電子化については、来年度より本格
運用の予定である。

〈岡山市〉
・ウィークリースタンスやワンデーレスポン

スの取組みが労働環境の改善に有効であ
ると考えており、今後も適切に対応して
いきたい。深夜、休日作業の割り増しに
ついては、必要に応じて計上していきた
い。ICTの導入活用については、国や他の
自治体を参考にしたい。

〈広島市〉
・本市では、全庁を上げて毎週水曜日と金曜

日をノー残業デーと定めており、緊急の
業務がない限り定時退庁を行うものとし
ており、受注者に対しても緊急の業務以
外は時間外の打ち合わせを行わないよう
努めている。

・ウィークリースタンス、受注者側のノー残
業デーへの配慮、ワンデーレスポンスを実
施し、発注者としても就業環境の改善に
努めている。

・ICTの導入・活用による業務の効率化の促
進については、他の自治体の取り組みを
参考としながら検討していきたい。

■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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〈中国地方整備局〉
・BIM/CIM等の推進について、全国的な方針

としては大規模構造物の詳細設計におい
ては原則実施、初期段階の概略設計につ
いても積極的に活用とされている。

・中国地整では、i-Constructionの推進計画
を定め、新規事業着手する事業個所につ
いては、測量、調査等の事業の着手時か
ら3次元データの利活用を積極的に推進す
る。大規模構造物設計については、BIM/
CIMの活用を継続し、ICT活用工事におけ
る土工用3次元データの利活用に積極的に
取り組んでいく。

・平成30年度では、15件の業務について
BIM/CIMを活用しているが、今年度は30
件程度の業務での活用を予定している。

・3次元設計の積算体系、経費増加等につい
ては、見積もりにより対応しているとこ
ろであるが、積算体系の早急な整備等に
ついては、ご意見を本省に伝えていきた
い。なお、ICT技術整備等に利用できる補
助金あるいは税制優遇等の周知について
も合わせて努めていきたい。

〈中国地方整備局〉
・昨年7月豪雨における災害対応においては、

被災地域の災害復旧対策を優先して実施
するため、事務所に対して工事の一時中
止や工期の延長等の通知を出した。今後
も大規模災害時には、受注者と情報共有
を図りながら、災害復旧対策を優先した
円滑で柔軟な対応を図っていきたい。

・管理技術者の交代については、受発注者間
の協議によって対応していきたい。

・災害対応は、短期間で集中的な作業を求め
られることから、改正労働基準法を踏ま

③BIM/CIMや3次元情報管理の推進・普及
による計画〜設計〜施工〜維持管理に係
る生産性向上

（2）受発注者協働による災害対応に向けた環
境整備

①被災地域に対する迅速かつ適切な災害対
応と改正労働基準法遵守との両立

■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地方自治体における災害申請作業の合理
化・適切化に関する改善と適切な費用計
上

えた33条の適用に関しては、本省と一体
となり対応していきたいが、地整として
どういうことができるか勉強していきた
い。

・災害対応のマネジメントについては、被災
状況の早期確認により施設の重要性に応
じた優先順位の設定等が必要となってお
り、重要な課題と認識している。今後も
コンサルタント業界と行政機関のお互い
が連携して対応できる仕組みについて検
討していきたい。

〈鳥取県〉
・鳥取県でも昨年の7月豪雨、台風24号の被

害に対し、皆さんに大変お世話になった。
早く災害査定を受けて、早く工事を行い
復旧したいとの思いもあるので、いろいろ
協力いただいたことに感謝する。

・国の方からも話があったが、大規模災害時
における公共土木施設災害復旧事業査定
方針というものを周知している。また、査
定に入る前に各コンサルタントを集めた
説明会や事前の作業内容確認をさせてい
ただいている。県としては、まず急ぐ個所
を選定し、そこから順次設計等を進め、そ
れに合わせ査定も順次行うようにしてい
る。

・歩掛りについては、県独自の歩掛りを県の
測量設計協会から意見を伺いながら策定
している。個別条件等により作業内容が
乖離しているものは、個別に実作業に基
づき協議により対応している。

〈島根県〉
・大規模災害発生時には、国の査定方針に基

づき申請の効率化を図っていく。島根県
では、災害時の測量・設計業務委託で適用
するものについては、県独自で歩掛りを
策定している。歩掛りの妥当性について
は、毎年県の測量設計協会に確認を行っ

■発注者との意見交換会要旨

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望 中国地方整備局・５県２市からの回答
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ている。通常業務と同様に業務内容に応
じた適正な積算に努めていく。

〈岡山県〉
・昨年の30年7月豪雨では、岡山県でも大

規模災害時の査定方針が適用され、大規
模災害から迅速な復旧を実現するために、
設計図書の簡素化や一箇所工事の取り扱
い等、災害査定申請の事務の効率化が行
われた。豪雨の後、度重なる台風に見舞
われ、それに伴う災害も発生したことか
ら、岡山県ではその年度に発生した災害
査定すべてに、この効率化ルールが適用で
きるよう国に対して要望を行っていると
ころである。

・個々の意見への対応としては、設計業務に
おける補正係数の上限を撤廃したり、現
地測量の作業をまとめて算定する際に5
か所までを上限単位とするという取組み、
設計協議の回数の計上も実態に合わせて
行うといった見直しなどを細かく行って
いる。今後も可能な限り実際の作業に合
うような、適切な積算に努めていく。

〈広島県〉
・本県では、昨年は2,550か所という災害査

定箇所について、皆様のご協力により2月
1日をもって査定を終えることができた。
今回、簡素化査定を実施した関係で、かな
りイレギュラーな点が出ており、この点
について今後どういった運用を行ってい
くか、皆さんと話をさせていただきなが
ら国に対して改善を申し入れていきたい。
特に写真や図面等について、もう少し今の
技術を活用して簡素化できないか、我々
としてもいろいろ考えているので、皆様
と意見交換したうえで防災課等に申し入
れ等をしていきたい。

・今回の査定について、県独自の歩掛りを
持っていたが、今回の対応においては改
めて見積もりを取ることにより、できるだ

■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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け現場実態に合った積算の見直しを行っ
たところである。また、全国から来てい
ただいた時には、宿泊費や旅費について、
独自ではあったが、しっかり確保すること
により、できるだけ応援ができるような取
組みを行ったところであり、こういった取
組みの全国的な展開ができるよう持って
いきたい。

・引き続き、大規模災害の対応において、今
回得られたノウハウ等について協会の皆
様としっかり連携したうえで、いい点につ
いては今後に活かせるよう取り組みたい。

〈山口県〉
・災害申請作業の簡素化については、災害の

規模に応じて国の基準等に準じて実施し
ている。今後も業務量の低減に努めてい
きたい。

・災害査定関係業務の費用について、年度当
初に大規模災害に対応した見積もりを聴
取しており、引き続き適切な積算に努め
ていきたい。

〈岡山市〉
・平成30年7月豪雨のように地域全域にわた

る災害が発生した場合には、国に災害査
定の効率化と簡素化に関する要望書を提
出し、地方自治体における災害申請作業
の負担軽減を図っており、委託業務の負
担軽減にも寄与していると考えている。ま
た、費用計上については、積算基準書等
をもとに適切に計上している。

〈広島市〉
・平成30年7月豪雨災害時には、国の査定方

針に基づき災害査定の効率化および簡素
化に取り組んだ。今後も大規模災害時の
限られた期間や人員体制においては、効
率化、簡素化が必要な場合があると考え
ている。また、災害復旧の現地踏査や災害
設計書作成、実施計画書作成にかかわる
業務委託においては、県の積算基準に準

■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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拠している。また、県外に本拠を有する建
設コンサルタント等に再委託または県外
支店から応援を求めた際の旅費・交通費に
ついても県と同様の対応を行った。

〈中国地方整備局〉
・中長期的な事業計画に基づく安定的な事業

量の確保と技術者単価の継続的な引き上
げについて、改正品確法における発注者
の責務として、中長期的な発注予想の作
成、公表が位置付けられた。今後、公表
に関わる課題等について検討していくこ
とになる。他の意見交換会でも話したが、
中長期的な公表に当たっては、予算的な
担保がないものをどう公表していくか、
各発注機関が様々な状況を踏まえながら
発注予想を行わなくてはならないことか
ら、その辺を踏まえて検討していくことと
なる。

・公共事業予算の安定的な確保については重
要であり、改正品確法の基本理念に則り
必要な予算確保に務めていきたい。

・平成31年度の技術者単価については、全
職種平均で39,055円と対前年度比3.7％
の増加となっている。平成24年度比では
25％増加しており、継続的な引き上げに
ついては本省に伝えていくとともに市場
の実勢価格を適切に反映できるように努
めていくので、引き続き設計業務等技術
者給与実態調査にご協力をお願いしたい。

〈中国地方整備局〉
・設計業務等標準歩掛りについては、歩掛実

態調査結果を踏まえて改定が行われてい
る。歩掛実態調査の工種の増加について
は、本省に伝える。

（3）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備

①中長期的な事業計画に基づく安定的な事
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（Ⅲ.（2）（3）を含む）

■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「土木設計業務等変更ガイドライン」の
補足資料の策定

④設計または調査業務において発生する労
務費、現場経費、外注費等に対する前金
払制度の適切な活用・改善

・橋梁設計の歩掛りが実態に即していないと
の指摘についても、本省に伝える。

・積算の合理化として、平成30年度は旅費
交通費の率化を試行してきたが、今年度
より本格的な運用を行う。その他の経費の
率計上については、本省に伝えていく。

・調査基準価格については、今回測量で上限
を80％から82％に引き上げた。また、地
質では計算式の係数を上げさせていただ
いた。背景を紹介すると、実態調査を実
施したところ、測量業務の2割強で調査
価格が上限価格に拘束されている実態が
あったことから測量の方で上げることと
なった。その他の要望については本省に伝
えていく。

〈中国地方整備局〉
・土木設計業務等の変更ガイドラインについ

ては、品確法の改正等を踏まえ受発注者
間でわかりやすい運用を定め、適正に対
応していく必要がある。補足資料につい
ては、他地整の状況等を参考に策定して
いきたいと考えている。具体的な課題等
については今後整理が必要となるが、建
設コンサルタンツ協会中国支部と意見交
換をさせていただいて実施していきたい
と考えているので、ご協力をお願いした
い。

・新工種や大幅な数量変更については、別途
業務として発注することが基本であるが、
やむを得ず変更追加として出す場合の落
札率に関する意見については、本省に伝
えていく。

〈中国地方整備局〉
・設計または調査業務において発生する労

務費、現場経費、外注費等に対する前払
い金制度の適切な活用、改善については、
本省から令和元年7月3日付で、「土木建築

■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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に関する設計及び調査業務における前払
い金の取り扱いについて」という通達が出
され、施設の点検・診断業務などの直接工
事に関するものを定義されて通知された。
中国地整においても通知に関して各事務
所に周知したところであり、通知に基づ
き適切に対応していきたい。

〈中国地方整備局〉
・若手技術者の活用を図るため、プロポーザ

ル方式、総合評価落札方式の業務におい
て管理補助技術者を配置できる取組みを
平成26年度から実施している。27年度か
らは、若手技術者の対象年齢を40歳から
45歳まで引き上げ、実施している。また、
女性技術者を含めた働き方改革について
は、令和2年度より厚労省の認定制度であ
る「くるみん」「えるぼし」について認定
企業を対象として入札参加者のインセン
ティブ等を与える計画を進めている。今
年度については、その周知期間ということ
で、説明会等を行っている。

〈島根県〉
・担い手の中長期的な育成・確保の観点から、

若手技術者、女性技術者の活用・育成は非
常に重要であると考えている。しかしなが
ら、プロポーザル方式、総合評価落札方式
は試行で行っているのみであり、現時点
で若手技術者、女性技術者を評価の対象
とはしていない。当面は、評価の項目の
拡大は考えていない。

〈山口県〉
・若手技術者、女性技術者の活用・育成を図

るための入札契約制度については、当県
は実施していない。国や他県、自治体の
状況を参考にしながら研究していきたい。

（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の
環境整備

①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

■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シニア人材の活用のための制度改善（照
査技術者として継続できる評価制度等）

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
事業促進PPP、監理業務（PM・CM）等）
の拡大、制度改善

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

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

〈岡山市〉
・本市では、現在のところ若手技術者、女性

技術者の活用・育成を図るための入札契
約制度については実施していない。今後、
国や他自治体の動向を研究しながら、参
考としていきたい。

〈中国地方整備局〉
・経験豊富なベテラン技術者に継続的に照査

技術者等で活用していただくことは、品
質確保や技術の伝承からも有益と考えて
いる。整備局としては、照査技術者等の
資格要件については、管理技術者、担当
技術者、照査技術者として従事した実績
を評価しており、引き続き対応をしてい
きたい。

〈中国地方整備局〉
・整備局としては、山陰道、高梁川・小田川

緊急治水対策事業等において管内で5件の
事業促進PPPの業務を推進している。平成
31年3月には、「国土交通省直轄の事業促
進PPPに関するガイドライン」が策定され
たことから、ガイドラインに沿った対応を
行っていく。

・補足ですが、整備局管内の事業促進支援
業務では、参加者が非常に少なく不調に
なった事例もあり、当該業務の発注にあ
たり、協会関係者や各社に積極的な参加
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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〈中国地方整備局〉
・総合評価落札方式の発注方式について、業

務の難易度に応じて実施方針と併せて評
価テーマに関する技術提案を求めており、
品質向上の期待できる標準型1：2 〜 1：3
として対応している。今後も総合評価落
札方式の実施状況や結果を踏まえつつ、
適切な発注方式の選定に努めていく。な
お、総合評価落札方式については、9割以
上の業務では技術評価点1位の社が落札し
ている状況である。

〈中国地方整備局〉
・業務成績評定は、「建設コンサルタント業

務等における入札及び契約の過程並びに
契約の内容等に係る情報の公表について」
に基づき閲覧による対応としている。他
地整が進めているホームページ上での業
務成績等の公開は、当地整においても今
後実施していきたい。

・ちなみに昨年度の全業種の平均点は、779
件の業務に対して78.3点であった。

・優良業務表彰については、80点以上を対
象とし、局長表彰を2％程度、事務所長表
彰を4％程度とした運用に基づき業務表
彰、技術者表彰を行っている。その結果を
表彰実績として評価しているところであ
る。

〈島根県〉
・「斜め象限図」は、現在、県として試行中

であるプロポーザル方式・総合評価落札方
式において参考としている。しかし、非常
に案件が少なく、昨年より総合評価落札
方式において提案を求めないタイプの簡

②総合評価落札方式の運用における技術評
価点差が明確につく評価方法の採用（落
札率状況改善）

③新たな業務成績評定の適切な運用と評定
点の開示の運用改善、業務・技術者表彰
（表彰内容・表彰率）の運用改善、それ
に基づくプロポーザル・総合評価落札方
式における企業選定（地方整備局間の統
一的運用等）

（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

■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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易な形を作っており、それを試行として数
件行っている。したがって、「参考にする」
とはしているが、そのまま運用すると、実
績が上がらないこともあり、あまりこだわ
らないで総合評価落札方式の試行を行っ
ている。

・本県では、くじ引きによる選定はほとんど
発生していない。実情を踏まえ、制度に
ついては検討していきたい。

・先ほど話した通り、試行という形で行って
おり、まだ非常に数が少ない状況である。
今後、各県の状況を参考にさせていただ
きながら、一方で、それをすべてにおいて
実施することは県の場合、小さな業務が
数多くあることから、各県の状況を見な
がら考えていきたい。県内の状況につい
ては、発注者協議会で情報交換を行って
いる。

〈山口県〉
・本県では、プロポーザル方式、総合評価落

札方式は、現在のところ実施していない。
制度導入については、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業務等の発注方法は、

原則一般競争入札となっている。必要に
応じて個別にプロポーザル方式を実施し
ている。

・入札・契約方法の選択については、国や他
の自治体の事例を研究し、今後の参考と
していきたい。

〈広島市〉
・本市においては、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、プロ
ポーザル方式を採用しているが、総合評
価落札方式は採用していない。今後、総
合評価落札方式も含め、業務内容に応じ
た適切な発注方式の導入・活用について、
研究していきたいと考えている。

■発注者との意見交換会要旨
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〈鳥取県〉
・本県では、採用歩掛は最低値としている。

見積徴収事項は全て事前開示し、採用に
おいては、項目毎ではなく、業務全体で
の最低値を採用価格としている。

・今後、建コン協からの意見や他県の状況等
踏まえて、必要に応じて見直しを検討す
る。

〈岡山県〉
・当県は、見積徴収した場合は、最低値を採

用している。採用するにあたっては、提
出された全体の見積の中で、異常に安く
ないか、著しく安い場合は、仕様書の内
容を満足しているか聞き取りを行うよう
にしているが、全国的な立ち位置も見え
てきたので、今後見直しを検討していき
たい。

〈中国地方整備局〉
・災害対応等においては地域コンサルタント

の協力が必要不可欠であり、地域の守り
手である地域コンサルタントの発展のた
めに、地域コンサルタントの受注機会確
保に努めているところである。

・今年度より新たな取組みとして「業務チャ
レンジ型」を試行することとしている。こ
れは、業務成績、表彰実績の評価を行わ
ず、災害協力・災害協定締結などの地域貢
献度を評価するとともに簡易な実施方針
を求め、国土交通省の実績がない企業の
競争参加機会を確保するものである。

〈中国地方整備局〉
・整備局では、総合評価落札方式や価格競争

方式では、業務内容や対象地域内での競
争性を勘案の上、県内本店などの地域要

②見積徴取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）と見積徴取時の歩掛の事前開示

（3）地域の担い手づくりのための地域コンサ
ルタントの拡大と育成

①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

②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
（適用業務に対する地域要件・地域貢献

■発注者との意見交換会要旨
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度・地域精通度等の評価項目・運用方法
の改善）

③国土交通省業務における地方自治体の業
務実績の活用促進

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

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

（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詳細設計における各工種の設計目的・設
計条件・成果内容の明確化と適切な費用
計上

件を設定し、業務特性を踏まえ地域貢献
度、地域精通度を評価項目としていると
ころである。

〈中国地方整備局〉
・自治体の業務実績については、入札参加要

件として評価している。業務成績や表彰
等は確認が難しいこともあり評価の対象
としていない。今後、全国的な動向を踏
まえながら検討していく。

〈中国地方整備局〉
・受発注者間のコミュニケーションを円滑

化する取組みである合同現地踏査やワン
デーレスポンス等の取組みに関しては、
「設計業務等の品質確保対策」として、毎
年重点方針を定め、各事務所等へ周知し
ている。

・合同現地踏査は、重要構造物に係る詳細
設計業務において原則実施し、業務スケ
ジュール管理表も、全ての詳細設計業務
において原則実施することとしている。

・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等の徹底について
は、引き続き事務所へ周知する。また、必
要に応じ、適宜改善に努めていく。

〈中国地方整備局〉
・詳細設計の設計条件等については、条件明

示ガイドラインを活用することで業務内
容を明確にし、受発注者間での認識の違
いが生じることが無いよう周知している

■発注者との意見交換会要旨
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ところである。仮設計画等で指定仮設な
のか、任意仮設なのか等の認識が統一さ
れていないとのご意見については、業務
打合せ等の対応を指導・徹底していく。

・施工計画・仮設設計成果作成における歩掛
との乖離とのご意見は、本省に伝えてい
く。

〈中国地方整備局〉
・三者会議に必要な費用の支払いや、受注

者の責によらない追加作業が生じた場合
には、別途契約により適切に対応するよ
う周知している。業務発注にあたっては、
目的、設計条件、成果内容の明確化を図
り、追加作業が生じないように努めてい
く。

〈中国地方整備局〉
・整備局では、岡山国道事務所の国道2号線

を対象に、国道2号大樋橋西高架橋工事
で、R-2方式、工事の受注者が設計段階か
ら関与する方式を平成29年度から進めて
おり、今年度工事契約を行うところまで
進めている。こういった事業等について
も、今後モデル事業として取り組んでい
きたい。

・また、災害時の緊急対応においても、設計
者と施工者の連携が重要であり、モデル事
業の実施状況等を踏まえ、設計者・施工者
連携方式の更なる活用について検討して
いきたい。

〈中国地方整備局〉
・橋梁点検業務は条件明示による適正な費

用計上と、協議に基づいた適正な費用計
上に努めているところであるが、標準歩

②三者会議を含めた詳細設計〜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・更新事業等における技術的課
題の改善

①設計者・施工者連携方式（設計の受注者
が工事段階で関与する方式、工事の受注
者が設計段階から関与する方式（ECI方
式））の検討等合理的な入札契約制度の
選定。

②点検・診断、補修・補強設計における適
切な費用計上

■発注者との意見交換会要旨
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③高度な技術が要求される場合の補修・補
強設計業務におけるプロポーザル方式の
採用

4．意見交換
（1）残業実態について

〈協会〉
・工期の平準化について、未だに変更後
の工期が3月末になっているので、当初
発注時から工期を分散していただきた
い。できれば10月、11月等の年度の途
中に工期がくる案件も発注していただき
たい。

・繰越やゼロ国債を活用する等、3月工期
で締めるのではなく、次年度に工期を延
伸するということをお願いしたい。

〈協会〉
・コンサルも働き方改革で、3月の残業を
減らすよう様々な手を打っているので、
工期を安易に3月に伸ばして時間を確保
するような動きは少なくなってきている
と思う。

・設計条件を早めに決めて、業務に着手

掛と実勢価格に乖離があるとのご意見は、
本省に伝える。

・補修・補強設計業務における条件明示は、
条件明示チェックシートを活用し、明確
にするとともに適切な費用計上、設計変
更に対応していく。

〈中国地方整備局〉
・補修・補強設計業務の発注にあたっては、

業務内容や規模等に応じ、適切な発注方
式を選定しているところである。技術的
に高度なものや専門的な技術を要する大
規模又は特殊な構造物で、技術提案に基
づいた仕様を作成することが優れた成果
を期待できる業務については、プロポーザ
ル方式の活用を行うこととしている。

〈中国地方整備局〉
・局長を筆頭にワークライフバランス委員会

等を設け、どう効率的に業務を進めるかを
検討している。発注者が自分の仕事のや
り方もきっちり効率を高めていくことに
より、皆様の仕事についても効率的にで
きるよう努めていきたい。

・納期の平準化について、どう具体的にやっ
ていくかを考えている最中であり、来年
度には進捗が見えるよう取り組んでいき
たい。

〈中国地方整備局〉
・地整で始めている2つの柱と11の取組みの

中にウィークリースタンスの推進を挙げ
ており、これは働き方改革において特に重
要であるとの認識している。

・2018年度からすべての業務の仕様書に
ウィークリースタンスの実施を記載して

■発注者との意見交換会要旨
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おり、現実にどれくらい実施されている
かは、しっかり検証していきたい。

〈中国地方整備局〉
・33条に関連した話として除雪の例があっ

た。これらの状況等もどう対処していった
らよいか勉強していきたい。

〈山口県〉
・山口県では技術力により選定を行っていな

い。本県では、建コン協会への加入会社
が非常に少なく、測量設計業協会への加
入会社が多い。割と中小の会社が多いこ
ともあり、そういった要望が上がってきて
いない。

・ただ、業界における担い手の確保や、技術
力向上におけるインセンティブとか良い
ものを作るといった考えは、どの発注者も
受注者も同じだろうと思う。そういった点
も含め、当県では来年度より配置技術者
の厳格化を予定している。

・最終的には技術力による選定を目標にし
ていかなくてはならないと考えているが、
業界からの要望も踏まえて、できるところ
から一歩ずつ前に進んでいきたい。

〈山口県〉
・その点は重々承知している。今回、改正品

確法が施行されたこともあり、業務の部

するといった業務スケジュール管理表で
きちっと仕事を進めるという意識は最近
増えてきていると思う。

・こちらで改善すべきことがあれば見直し、
全体として当初の工期が後ろに行かない
ように努めていきたいと思う。

（2）災害対応について

〈協会〉
・災害対応で労基の33条に関して、労基
担当によって意識がバラバラであるとい
う中で対応している実態を、発注者の
方々においても引き続きご理解していた
だければありがたい。

（3）技術力による選定について

〈協会〉
・業界としては技術力による選定をぜひ
進めていただきたい。特に地方自治体の
方にお願いしたい。

・若手も希望をもてる3K（希望、給料、
休暇）を実現するための担い手の確保の
原動力として、また、業界全体の技術力
アップのためのインセンティブとして、
さらに社会に良いものを供給していくと
いう原動力として技術競争を取り入れて
いただきたい。

・出来上がる物1つ1つに魂を入れて設計
をしていくことを業界と発注者が一緒に
なってやっていかなければならないと
思っているので、少しずつでもよいので
技術競争型を随時取り入れていただきた
い。

〈協会〉
・県によっては、小さな会社でも技術競
争型を入れてもらいたいという所もあ

■発注者との意見交換会要旨
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る。
・業界全体の育成を考えた時に、要望が
あるか無いかの問題ではなく、全体が良
くなるという理想に向かって動くことが
必要であると思う。

分についても的確にやっていかなくては
ならないということは肝に銘じているの
で、そこは着実に進めていきたいと考えて
いる。

■発注者との意見交換会要旨
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令和元年11月21日（木）広島市中区のTKP本
通り駅前カンファレンスセンターにおいて、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八尋企画部長をはじめ

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
長をはじめ23名が出席しました。

今回は、一般テーマとして「担い手の確保・
育成のための環境整備」、「技術力による選定」、
「品質の確保・向上」「その他」の4項目、重点
テーマとして5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（R1.11.21開催）

八尋企画部長の挨拶 小田支部長の挨拶

・昨年の7月豪雨災害につきましては、発災
直後より貴協会の皆様には、災害状況の
収集、被害調査、災害資料作成など、多
大な尽力を頂き誠にありがとうございま
した。

・整備局としては、「当面の災害応急復旧対
策として調査等を優先して行うため、履
行中の業務について受注者の意向も踏ま
え、一時中止を行うこと」や「一時中止に
より必要な履行期間が確保されない場合
は、適切な予算の繰越し手続きを行うこ

1．担い手の確保・育成のための環境整備
（1）受発注者協働による災害対応に向けた環

境整備

①H30年7月豪雨災害においては、履行中
業務の一時中止や工期延伸等、配慮して
いただいています。今後とも、このよう
な大規模災害発生時には、災害対応に集
中できるよう今般同様のご配慮をお願い
します。また、合わせて、随意契約等、
適切な入札・契約方式による発注をお願
いします。

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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②災害業務においては迅速に対応する必要
性から整備局から当協会へ要請があった
場合、当協会が業者を紹介し、整備局が
選定し随意契約とすることになっていま
す。また単価契約業務への項目変更で追
加としている他地整の事務所もありま
す。円滑に業務が遂行できよう調整をお
願いします。

　今回の大規模災害査定では簡易方式を採
用しておりますが、査定官によって違っ
た査定をされたことがあり、統一性を
持った査定をお願いします。また、県市
町等自治体への査定設計資料作成につい
ても指導をお願いします。

③災害対応においては、遠方からの応援、
時間外・休日での業務処理等、通常とは
異なる費用が発生します。実際の作業に
見合った積算歩掛の適用と費用の適切な
精算をお願いします。

と、手持ち業務量の緩和」について、各事
務所に通知しているが、今後も同様な対
応に努めていく。

・昨年の災害対応では、災害協定等に基づき
40件程度の業務で随意契約を行い、迅速
に対応していただいた。

・今後の災害時における入札契約のあり方に
ついては、品確法の改正や昨年の豪雨災
害対応の事例を踏まえ、災害復旧時入札
契約ガイドラインに基づき全国的に検討
されているが、引き続き適切な入札契約
に努めていく。

・災害業務においては整備局とコンサルタン
ツ協会及び各事務所と地域コンサルタン
トでそれぞれ協定を結んでおり、それを基
本としている。また、災害契約は随意契約
で統一している。今後、現地調査或いは
設計業務への地域コンサルタントの選定
の際には貴協会と相談する。

・大規模災害査定資料の作成方法は本省から
の文書で「簡易版で良い」との通達がされ
ているので、基本的には簡易版で作成す
るとの認識を持っている。しかし、簡易方
式でない査定をされていることがあれば、
統一するよう浸透させていく。また、他整
備局からの応援者についても指導してい
く。

・県市町への査定設計作成についても指導し
ていく。

・応援時における遠方からの旅費、宿泊費に
ついては、実態を踏まえた必要経費を見
積として徴収し、計上している。時間外
や休日の考慮に関しては本省にも意見を
伝え検討していく。

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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・全国的に災害対応などで交通誘導員の確保
が困難となっていることから、業務に関
しては警備業務関係各団体等への確認結
果等を付して発注者と協議していただき、
宿泊費等を計上しているところである。
引き続き、適切に対応していく。

・若手技術者を対象とした表彰制度の新設に
ついては、評価内容などコンサルタンツ
協会からの意見をいただき、他地整の状
況も踏まえ、皆様と一緒に検討していき
たい。

・地域貢献を考慮すべき総合評価落札方式で
は、災害協定等に基づく活動実績や災害
支援協定について評価している。また、災
害時の緊急対応業務は業務成績において
緊急性を考慮した評価としている。

・なお、災害功労者表彰は、災害対応におけ
る顕著な功績があった団体について、感
謝の意を表彰しているものである。

・総合評価落札方式の場合、「災害協定を締
結しているか」あるいは「協定に基づき災

（2）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備

①交通誘導員が慢性的に不足しており、業
務場所近辺での確保が困難な場合が多く
なっております。遠方の交通誘導員を確
保する場合、交通費、宿泊費等に多大な
支出を伴いますので、引き続き、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。

（3）人材確保・育成、新たな事業推進形態の
環境整備

①優良業務に関して、優秀技術者表彰の増
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、人材確保・
育成のため、担当技術者、若手技術者に
対する奨励賞等、新たな表彰制度の検討
をお願いします。

　他地整においては産・官・学が連携して
建設関連業への人材集めとしてリクルー
トフェア等を開催しております。中国地
整においても検討をお願いします。

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プロポーザル方式・総合評価落札方式の
評価項目として、災害功労者表彰の追加
をお願いします。

■中国地方整備局との意見交換会要旨

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望 中国地方整備局からの回答



Vol.48 73

②概数発注業務、概略発注業務において、
業務実施段階で業務内容や要求される技
術資格が異なることがあります。発注時
に極力業務内容や技術資格が逸脱しない
ように固定をお願いします。特に、一般
土木以外（電気、機械、建築等）につい
ては、対応が不可能な企業があることを
踏まえた業務指示をお願いします。また、
新規工種となる場合には当初の落札率の
適用をしないようお願いします。

　概数発注業務を受注した際、難易度の高
い業務を追加された場合、担当技術者に
多大な負担がかかることになり、業務内
容を吟味した上で業務依頼していただく
ようお願いします。

③平成29年度よりプロポーザル方式等に
おいて、受注者が自己評価を行う追加参
考資料の提出（任意）が可能となってい
ます。受発注者双方の評価差異が分かる
のは、入札後に公開される入札調書であ
り、評価差異があっても質問する時間が
ありません。参加表明書提出後、速やか
に評価結果を公開していただくととも
に、評価結果に対する質問期間の設定を
お願いします。

（2）地域の担い手づくりのための地域コンサ
ルタントの拡大と育成

①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につ
いては、「業務チャレンジ型」の導入を
試行していただいておりますが、地域コ
ンサルタントの技術力向上に有効と考え
られますので、本格導入に向けての検

害対応を実施しているか」を加点評価して
いる。

・業務実施段階で大幅な内容変更が生じな
いよう事務所に周知しているところであ
る。また、新規工種や業務内容が大幅に変
更となる場合は、別途発注が基本と考え
ているが、やむを得ず変更追加する場合に
は、事前に受注者に対応の可否を相談す
る。

・新規工種の落札率に関する意見は、引き続
き本省に伝えていく。

・企画競争における加算点通知は、契約後に
公表するよう規定されているが、契約後
に誤った評価が判明し、契約解除などの
要因にも繋がっている。

・本省には規程の見直しを要望しているが、
整備局としても試行業務としての対応を
検討しているところである。なお、自己評
価の参考資料提出は任意となっているが、
評価ミスの防止に有効なので、提出のご
協力をお願いしたい。

・災害対応等における地域コンサルタントの
協力が必要不可欠であることから、地域
の守り手である地域コンサルタントの発
展、担い手確保のために、受注機会確保
に努めているところである。業務チャレ
ンジ型は、今年度から試行としているが、

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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実施状況や課題等の意見をいただきなが
ら、活用拡大を図り対応していく。

・JV方式については業務においても組める
制度があるので、拡大に努めていく。

・意思決定が必要となる主要な打合せには、
総括調査員及び主任調査員が出席し、回
答の必要な事項があれば、速やかに対応
するよう事務所に周知しているが、業務
進捗に支障をきたすことがないよう、改
めて周知していく。また、意思決定すべき
事項を事前に確認するよう努めていく。

・設計思想の伝達及び情報共有を目的とし
て三者会議を実施している。三者会議は、
施工者の希望により発注者が判断し開催
しているが、品質確保、技術力向上とし
ての効果を勘案し、積極的に活用してい
くので、ご協力をお願いしたい。

・電子納品運用ガイドラインには、報告書の
閲覧時の利便性を考慮して1ファイルあた
り10MB以下で分割するよう記載されてい
る。

・業務内容やソフトウェアの高度化に伴い、
上限拡大の検討も必要と思われるので、
本省に伝えていく。当面は、業務内容に
応じて発注者との協議をお願いしたい。

討、試行拡大をお願いします。
　また、地域コンサルタントの担い手づく
りを目的にJV方式も積極的に採用して
いただくようお願いします。

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業務効率化のため管理技術者の打合せ参
加が必須になっています。官側におかれ
ましても意思決定が必要な打合せには総
括調査員または主任調査員に出席いただ
くよう指導していただいておりますが、
速やかな意思決定による業務効率化や手
戻り防止に効果があると思いますので、
引き続き、事務所等へのご指導をお願い
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

①施工段階での三者会議や地質技術者を加
えた合同会議等が行われております。施
工者・設計者・地質技術者にとって、リ
スクの早期発見、品質確保、技術力向上
に効果がありますので、引き続きの実施
をお願いします。

4．その他

①写真データや図面データの高解像度化に
ともなうデータ容量増加により、電子納
品のファイル容量の上限値（10MB）に
支障が出ています。ファイル容量上限値
の拡大の検討をお願いします。

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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②設計業務において、対象箇所（区間）が
複数の場合でも、同一箇所（区間）とし
てまとめた数量で積算されている場合が
あり、数量補正等（道路延長補正・類似
構造物による補正等）により、予定価格
が安くなるケースがあります。設計業務
等標準積算基準書（補正係数設定方式等）
の厳格な運用をお願いします。

　ECI試行業務の全国的な動向について教
えていただけますでしょうか。

【重点テーマ】（意見交換のための課題提供）
働き方改革と生産性向上に向けた受発注者協
働による取組み推進・強化
（1）履行期限（納期）の平準化

【要望】
①納期（変更後）の年度末集中はかなり緩
和され、改善していただいております。
引き続き、国債（ゼロ国債、2ヶ年国債）・
翌債の活用及び繰越の柔軟な運用によ
り、納期平準化に向けた改善をお願いし
ます。なお、繰越していただく場合には、
年度当初の4月、5月の納期では、受発
注者とも煩雑になると考えられるので、
余裕を持った工期延伸をお願いします。

　年度を越える工期延伸は売上げ計上がで
きなくなり、企業業績にも影響してしま
うため、慎重な工期延伸をお願いします。

　関係する課題として、年度を越える工期
延伸によっては担当する技術者の手持ち
制限（4億・10件）に収まらない状況が
発生しております。そうした場合、次の
業務への受注機会が失われることになり
ます。

・手持ち制限の金額では、設定当時の設
計技術者単価だけでも、当時底値（平成

・予定価格の算出は基準書に従い、適切に算
出しているものと認識しているが、指摘
のような実態があるとの意見は、改めて
事務所に周知していく。

・関東地整では橋梁補修工事で適用されてい
るが、中国地整では岡山国道で実施して
いる。現在、各部・各事務所に対して対応
業務の抽出をお願いしている。

・業務の履行期限（納期）の平準化について
は、適正工期を確保した上で、納期が年
度末に集中する状況を軽減するため、国
債や翌債の活用に努めている。

・引き続き、平準化の観点から年度末納期の
軽減を図るため、3月納期の更なる縮減に
努めていく。また安易な工期延期が生じな
いようワンデーレスポンスや事業マネジ
メントを徹底するよう事務所に対し周知
していく。

・計画的な業務発注の推進については、令和
2年度予算の早期発注などにより業務サイ
クルを見直すよう周知している。今後も
適正な履行期限の確保と年度末に集中し
ている履行期限を分散するため、国債な
どを積極的に活用し、業務の平準化に努
めていく。

・繰越とする場合は、余裕を持った工期延伸
に努めていく。

・業務発注規模についてはここ10年間で約

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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1．5倍となっているが、発注件数は少な
くなっている状況である。工期延伸につ
いては働き方改革も含めて検討する必要
があると認識している。

・こうした状況を踏まえて手持ち業務制限の
拡大についても本省へ向けてお願いして
いく。

・年度末に業務成果の取りまとめと次年度業
務の技術提案書の作成が重なっているこ
とについては、早期発注に関する留意事
項として、発注手続きを前倒ししたスケ
ジュール設定とするよう各事務所に周知
している。

・参加表明書の様式や資料閲覧の効率化につ
いては、他地整での取り組みも参考に検
討していく。

・ウィークリースタンスの取り組みに関して
は、副所長会議などを通じて継続的に取
り組みの徹底を図るとともに実施状況を
確認していく。

・受注者に提出をお願いしている実施報告
シートは、定期的に取りまとめを行い、
情報を共有していく。

・整備局としては、この取り組みを県、基礎
自治体に紹介し、取り組むようお願いし
ている。

24年）の1．23倍になっていること、ま
た各業務の発注ロットも拡大しているこ
とから、当時設定の4億では納まらない。

・業務件数については近年のインフラ点
検・整備、国土強靭化対策等で、整備局
を始め自治体からの件数も増え、とても
10件では納まらない状況。

　地元の自治体（広島県）では、管理技術
者として従事する業務のみを手持ち件数
としてカウントし、担当技術者として従
事する業務はカウントしない運用を行っ
ています。このことから、手持ち業務の
制限緩和をお願いします。

②年度末には次年度のプロポーザル等の提
案書の作成が重なる場合がありますの
で、公示・提案書作成時期分散化に加え
て、作成資料の簡素化、資料閲覧の効率
化（公開用成果品電子データの貸与等）
による負担軽減をお願いします。

（2）ウィークリースタンスの取組み

【要望】
③平成30年12月より、「ウィークリースタ
ンス（ノー残業デー、フライデー・ノー
リクエスト、マンデー・ノーピリオド等）」
を全業務に適用していただいております
が、今後とも積極的に推進いただくとと
もに、取り組みが形骸化しないよう事務
所等への継続的な指導をお願いします。
また、令和元年7月以降契約の業務につ
いて、「ウィークリースタンス実施報告
書シート」を提出することになっていま
すが、集計・分析結果の開示をお願いし
ます。

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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（3）Web会議の導入・拡大

【要望】
④Web会議の導入を試行しているところ
ですが、Web会議の拡大により、打合せ
の効率化、省力化の取組みをお願いしま
す。

（4）BIM/CIM業務の拡大

【要望】
⑤BIM/CIMや3次元情報管理の推進・普及
による生産性向上のため、種々の課題解
決に向けてのご検討をお願いします。

　BIM/CIMはイノベーションなので、まず
やってみることが必要です。発注者側
も、PCのWindows10への切替を機に、
スピードアップが図られるということな
ので、協会の企画する各種講習会や勉強
会を活用していただき、共に進められ、
BIM/CIM業務が拡大されることをお願い
します。

・ICT取り組みの中にWeb会議も含まれてお
り、働き方改革の有効な手段と認識して
いる。

・現状ではソフトウェアの調達やセキュリ
ティ確保等の問題もあり、受注者の協力
により対応していただいているケースが
多いと認識しているが、更なる効率化に
向けて検討していく。

・BIM/CIMを推進する大きな課題として、3
次元データの契約図書化がある。工事の
契約図書は2次元の図面であるため、設計
成果としては、通常の図面に加えて3次元
データを参考資料にして作成していただ
いている。

・また、作成した3次元データも共通データ
形式の統一化が図られていないため、使
用するCADソフトの互換性が悪く、施工
時に十分活用されていないケースもある。

・これらの課題を解決するためBIM/CIM活用
業務ではリクワイヤメントを設定し、本
省の推進委員会等で検討が行われ、2025
年までに問題解決し、全面的な運用を目
指している。

・中国地方整備局ではこれまで受注者希望
型を多く採用してきたが、全ての事務所
を対象に3次元情報活用モデル事業を設定
し、発注者指定による活用業務を増やし
ていきたいと考えている。

・BIM/CIMの推進は建設業の働き方改革に
必要不可欠である。現状では課題も多く、
生産性向上に直結しない部分もあるが、
設計分野でも品質向上などに重要と考え

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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ている。
・次世代を担う若手職員を中心とした整備

局と貴協会での意見交換や土工3次元設計
データ（フロントローディング）作成に関
する勉強会を開催しながら、情報共有を
図っていきたいと考えているので、ご協力
をお願いしたい。

・設計業務では、条件明示ガイドラインを活
用し業務内容を明確にするよう周知して
いる。

・特に仮設の取り扱いでは、設計条件や必要
な調査、検討項目などについて、受発注
者間で意思疎通を十分に図り、適切な費
用計上となるよう徹底していく。

（5）詳細設計における総合的な品質確保につ
いて

⑥詳細設計における各工種の設計目的・設
計条件・設計内容の明確化と適切な費用
計上をお願いします。

　特に、指定仮設と任意仮設の整理が明確
でなく、発注者、施工受注者において混
乱を招いています。任意仮設での設計
は、設計条件を記入して「積算参考図」
として成果を作成していますが、工事発
注において施工受注者等は、参考図を指
定仮設かのようにとらえて混乱していま
す。参考図は、あくまで積算参考図（任
意仮設）として、設計条件等特記仕様書
に記載する等、指導をお願いします。

■中国地方整備局との意見交換会要旨
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令和元年11月22日（金）広島市中区のTKP本
通り駅前カンファレンスセンターにおいて、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14

名の幹部職員が、中国支部からは小田支部長と
來山総務部会長、金本業務部会長および業務委

員13名の合計16名が出席しました。
今回は、一般テーマとして「担い手の確保・

育成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」「そ
の他」の4項目、重点テーマとして2項目につい
て意見を交わすことができました。

広島県との意見交換会（R1.11.22開催）

宮本建設企画部長の挨拶 小田支部長の挨拶

・昨年度の災害発生時には、業務の一時中止
や工期延伸等を行い、災害業務へ集中で
きるよう配慮した。

・今後も、広範囲で大規模の災害が発生した
場合は、必要に応じて、業務の一時中止
や工期延伸等で災害業務に集中できるよ
う対応をとっていく。

1．担い手の確保・育成のための環境整備
（1）受発注者協働による災害対応に向けた環

境整備

①H30年7月豪雨災害においては、履行中
業務の一時中止や工期延伸等、配慮して
いただいています。今後とも、広島県外
を含め、このような大規模災害発生時に
は、災害対応に集中できるよう今般同様
のご配慮をお願いします。なお、災害復
旧業務着手時には、履行中業務の一時中
止指示、作業指示等については、文書に
よることを徹底して下さい。

■広島県との意見交換会要旨
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《関連質問》
　今回の東日本の災害に関連して、業務の
一時中止等の要請等について状況を教え
てください。

②災害対応においては、遠方からの応援、
時間外・休日での業務処理等、通常とは
異なる費用が発生します。実際の作業に
見合った積算歩掛の適用と費用の適切な
精算をお願いします。

（2）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備

①交通誘導員の慢性的な不足は継続してい
ます。遠方の交通誘導員を確保する場合
の交通費、宿泊費等の多大な支出が必要
となることを含め、引き続き、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。

（3）人材確保・育成、新たな事業推進形態の
環境整備

①若手技術者の配置促進のため、総合評価
落札方式（実績評価2型）を導入・推進
していただいております。さらに、若手
技術者・女性技術者の活用・育成のため
の入札・契約制度の導入検討、シニア人
材活用のための制度の導入検討をお願い
します。

2．入札・契約

①予定価格の事前公表は、くじ引きによる
落札の増加につながります。品確法にお

《関連回答》
・広島県には、災害協力要請はきていない。

但し、建築職・一般職については応援に
行っている。応援に行った業者があれば、
申し出ていただきたい。業務一時中止等
の必要性を考慮して、柔軟な対応をとっ
ていきたい。

・災害査定設計書作成の歩掛りについては、
見積を徴収して、実態に見合った積算歩
掛りを作成するようにしている。

・交通誘導員等の労務費については、毎年の
公共労務費調査に基づいて、労務費単価
を決定している。

・交通誘導員の慢性的な不足については、実
態を把握し、検討していきたい。

・発注金額や業務の難易度を考慮して、実績
評価1型か実績評価2型を適用するか判断
している。

・今後、若手技術者育成に配慮した総合評価
落札方式について検討していく。

・シニア人材の活用は、国等の状況をみて考
えていく。

・予定価格の事前公表はこれまでの経緯があ
り、くじ引きの増加、適切な積算をしない

■広島県との意見交換会要旨
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企業による落札などの課題があるが、広
島県では低入札価格調査制度や総合評価
落札方式の活用で、改善に努めている。

・建設工事については、5億円以上の全工事
に加え、昨年度から新たに1．5億円以上
の土木一式工事の予定価格を事後公表と
し、応札状況を検証している。業務につ
いては、建設工事の入札状況等を参考に
して検討していく。

・業務費内訳書は、適正な見積のないダンピ
ングによる入札参加や再委託先へのしわ
寄せ等を防止し、元請けと再委託先の公
正な契約の提携を推進する目的で提出を
求めている。

・1,000万円以上の業務には、再委託先の見
積書の添付を求めているが、働き方改革
推進のためにも業務内訳書等の簡素化や
省力化に繋がる内容を検討していく。

・業務費内訳書の電子データ様式の活用につい
ては、システムの変更を含めて検討していく。

・広島県では、設計・測量チェックマニュア
ルを制定し、打合せ時に業務の主要事項
や設計等の基準値等をまとめたチェック
シートを受発注者間で情報共有し、成果
品の品質確保やエラー防止を図っている。

・受発注者合同現地踏査については、国土交
通省で行われている取り組みも参考にし
て、今後検討する。

・事業目的、設計条件等の情報共有、施工上

いては、予定価格は原則として事後公表
になっておりますので、公表時期につい
ての検討をお願いします。

②入札時の提出書類において、業務費内訳
書、再委託見積書添付等、作成・精査に
多くの時間を費やしています。見積書の
内訳は大項目のみの金額を記載、再委託
は予定金額のみを記載する等、提出書類
簡素化の検討をお願いします。また、業
務内訳書については、電子データで様式
を提供していただく等、負担の軽減をお
願いします。

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エラー防止の取り組みとして、受発注者
合同現地踏査については、業務特性に応
じて、特記仕様書に明示し、実施するこ
とになっています。引き続き、取り組み
を強化していただくとともに、実施状況
を把握し、継続的な改善をお願いしま
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

①施工段階で、発注者、設計者、施工者、

■広島県との意見交換会要旨
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三者間の設計思想の伝達や情報共有のた
めの「三者会議」や地質技術者を加えた
合同会議が制度化されています。設計
者、施工者、地質技術者にとって、リス
クの早期発見、品質確保、技術力向上に
効果がありますので、引き続き、積極的
な推進をお願いします。

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県内の市町があ
ります。ダンピング受注防止の観点から
も引き続きご指導をお願いします。また、
最低制限価格を導入している市町につい
ても国の低入札調査基準価格設定率と同
程度となるようご指導をお願いします。

【重点テーマ】（意見交換のための課題提供）
（1）受発注者協働による働き方改革および生

産性向上の推進・強化

①平成31年4月1日の改正労働基準法施行
を受け、建設コンサルタントの働き方改
革は喫緊の課題となっています。そのた
め、以下のような施策の推進をお願いし
ます。

・繰越の柔軟な対応を含む標準履行期限
の確保、前倒し発注等発注時期の分散
化による業務納期の平準化

・「ウィークリースタンス（ノー残業デー、
フライデーノーリクエスト、マンデー
ノーピリオド等）の着実な推進と形骸化
しないような取り組み。

・共通仕様書に明示されているワンデー
レスポンスの取り組みの着実な実施。

・業務スケジュール管理表の導入・活用
による業務管理、条件明示チェック

の課題及び技術提案等に対する協議が必
要と思われる場合には、「三者会議」を実
施することにしている。

・平成25年度以降、道路改良工事等におい
て14件で「三者会議」を行っている。今後
も、必要に応じて「三者会議」を実施し、
対応していく。

・ダンピング対策については、『発注者協議
会』等を通じて、市町との情報交換を図る
中で、助言等を行っている。

・まだ導入されていない自治体があるので、
今後も継続して、意見交換等により理解
を得るよう取り組んでいく。

・業務の平準化に向けた取り組みとして、債
務負担行為の活用による履行期間の確保、
業務の発注見通しの公表等で計画的な受
注を支援し、受注環境の整備に努めてい
く。

・令和元年6月1日より『労働環境改善（ウィー
クリースタンス）』を実施している。初回
打合せ時に、受発注者間で互いのノー残
業デーやウィークリースタンスの取組内
容等を確認し、資料作成・提出依頼等の適
切な時間の確保や勤務時間外の連絡や打
合せをしないなど取り組んでいる。

・ワンデーレスポンスの推進については、関
係職員に対し文書にて周知しているので、
協会会員にも協力をお願いする。問合せ
に対し、1日での対応が難しい場合は、受

■広島県との意見交換会要旨
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発注者間で対応期間を設定するなど円滑
な業務遂行への協力をお願いする。

・広島県では、設計・測量チェックマニュア
ルに基づいて、打合せ時に業務の主要事
項や設計等の基準等をまとめたチェック
シートを受発注者間で情報共有し、成果
品の品質確保及び手戻りの防止を図って
いる。「業務スケジュール管理表」及び「条
件明示チェックシート」の導入に関して
は、国等の取り組みの状況を注視して検
討していく。

・広島県では、平成30年度よりCIM推進モデ
ル業務を実施している。現在2件の業務委
託において、施工時に使用するサーフェ
スモデルをフロントローディングで作成
している。

・3次元データの円滑な導入を目的に、平成
31年1月に広島県版のCIM導入ガイドライ
ン（案）を策定した。

・BIM/CIMの推進においては、使用できる
データを次のプロセスに繋げる仕組み作
りが必要と考え、サーフェスモデルを作成
していただいている状況である。

・平成30年7月の豪雨災害により、業務が
中断するなど成果物の確認に時間を要し
ているが、提出されたサーフェスモデル
を参考に今後のCIMの取り組みを精査し、
サーフェスモデル以外のモデルの適用の
可能性を検討していく。

・BIM/CIMへの取り組みはこれからの部分が
多いが、生産性向上に有効で魅力ある仕
事となり得ると考えており、しっかり取り
組んでいきたい。

・発注方式については、『業務発注事務処理
要綱』や『総合評価落札方式試行要領』等

シートの導入・活用による手戻り防止。

②BIM/CIMや3次元情報管理の推進・普及
による計画〜設計〜施工〜維持管理に係
る生産性向上のため、受発注者協働によ
る取組みが必要と考えています。

・BIM/CIM活用業務に関する貴県の取り
組みの現状と今後の予定。

・受注者がBIM/CIMに関する環境を整備
する場合の課題。（ハード・ソフト等の
導入経費の増大、人材育成、導入時の
業務量の増大、積算体系の整備等）

（2）入札・契約関係

③技術力により選定され、技術力を発揮し
た業務遂行が必要と考えています。

■広島県との意見交換会要旨
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・斜め象限図を活用した適切な発注方式
（実績評価型から技術評価型への移行、
価格競争方式から実績評価型への移行
を含む）の採用・拡大。

④業務平準化の取組みにより、複数年契約
の業務が増加傾向にあります。安定的な
企業運営の観点からも管理技術者が複数
の業務に従事する必要があります。

・総合評価落札方式における技術者専任
性条件（手持ち業務予定件数）の緩和。

・総合評価落札方式（実績評価型）におけ
る地域精通度評価の緩和。（県内本店の
み加点から、業務内容によっては、支
店等に一定以上の技術者（社員）をおい
ている企業も同等の扱いとする等）

・RCCMの場合、価格2,500万円以上の業
務の管理技術者の専任配置の廃止もし
くは条件緩和。（2,500万円の引き上げ）

・測量、地質調査業務を含む合併業務に
おける管理技術者配置条件の緩和。（管
理技術者の配置を業務全体で1名とする
等）

⑤県内の市町においても技術力による選定
が必要と考えています。

に基づき、業務の内容に応じた適切な入
札方式の選定を行っている。

・今回の意見等、現状の発注方法における課
題等を踏まえ、業務内容に応じた入札方
式の選定に努めていく。

・昨年からの災害対応が落ち着いた段階で、
プロポーザル等を含めて従来の入札方式
に戻していきたい。

・総合評価落札方式における手持ち業務予定
件数については、成果品の品質確保のた
めにどれだけの時間を当該業務に割くこ
とができるかを評価する重要な指標と考
えている。

・実績評価型における地域の精通度について
は、『地元との強い信頼関係の構築』や『地
域での相当数の技術者や協力会社の確保』
や『災害発生初期段階での迅速な支援体制
の確保』などが期待でき、成果の品質向上
に繋がると考え、県内本店を評価してい
る。

・このような状況を踏まえ、手持ち業務件数
と地域精通度は今後も現行の運用を維持
する。

・業務の品質確保の観点から、業務分野別金
額が2,500万円以上の業務分野の管理技術
者に専任配置を求めているが、建設工事
の専任配置が3,500万円以上になったこと
や制定以降年数も経過しているので、国
や他県の状況を踏まえ検討していく。

・品質確保の観点から、管理技術者には一定
の資格や経験等を求める必要があり、合
併業務の場合は、業務分野毎に管理技術
者を求めている。今回の意見も踏まえ、
品質向上に向けて入札契約制度の改善に
努めていく。

・市町に対しては、発注者協議会等を通し
て、入札契約制度に関する取り組みを共

■広島県との意見交換会要旨
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有し、情報交換を行っており、三法の改
正の主旨を理解していただくとともに取
り組みの導入への理解を深めていく。市
町からの新たな入札制度を導入する際の
問合せがあった場合は、助言を行ってい
く。

・技術力による選定のための市町の入札
制度改定への指導。（プロポーザル方式、
総合評価落札方式等、技術力による選
定は不良不適格業者の排除に有効）

■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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令和元年10月31日（木）、鳥取県庁において、
鳥取県と建コン協会中国支部及び鳥取県委員会
の意見交換会が開催されました。鳥取県からは
県土整備部の草野部長をはじめ6名の幹部職員
等が、中国支部からは小田支部長、金本業務部
会長、吉岡同副部会長及び鳥取県委員会から下

山委員長をはじめ5名の委員の計8名が出席し
ました。今回は、「担い手育確保・育成のため
の環境整備」、「技術力による選定」、「品質の
確保・向上」の3項目について意見を交わすこ
とができました。議事の要旨は下表のとおり
です。

鳥取県との意見交換会（R1.10.31開催）

鳥取県との意見交換会

・業務委託についても建設工事と同様、平成
27年度からゼロ県債を活用した発注時期
の平準化及び年度末工期の分散化につい
て取り組んでおり、継続して取り組んで
いく。

・標準履行期間を確保することを前提に、設
計条件確定等の遅れに伴う工期延伸、繰
越対応等には柔軟に運用するとともに、
発注時の適正な条件明示にも取り組むこ
ととしている。

1　担い手の確保・育成のための環境整備
（1）建設産業全体の働き方改革と生産性向上

に向けた受発注者協働による取組み推
進・強化

①履行期限（納期）の平準化と標準履行期
間の確保への取り組み強化

・ゼロ県債・翌債などの活用、繰越の柔
軟な運用などによる発注時期及び納期の
分散をお願いいたします。

・標準履行期間の確保、発注時における
条件明示の徹底をお願いいたします。

■鳥取県との意見交換会要旨
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②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

・「ウィークリースタンス」（ノー残業
デー、フライデー・ノーリクエスト、
マンデー・ノーピリオド等）の浸透・
拡大（改正労働基準法遵守のための長
時間労働の解消）

　これらの活動の浸透・拡大に向けて、そ
の実施状況を確認する仕組みの構築をお
願いいたします。

・実態（作業内容）に即した適切な費用計
上（後掲Ⅲ（2）と関連）をお願いいたし
ます。

③BIM/CIM、3次元情報管理推進の普及に
よる計画〜測量・調査〜設計〜施工〜維
持管理に係る生産性向上

・協会の具体策として、平成28年度〜今
年度まで実施してきた会員企業の若手社
員と鳥取県職員の合同による研修会・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。

・鳥取県の推進・普及・活用等の予定に
ついて教えて下さい。

（2）受発注者協働による災害対応に向けた環
境整備

①被災地域に対する迅速かつ適切な災害対
応と改正労働基準法遵守との両立

　近年頻発する大規模災害に対し、迅速な
災害対応と働き方改革との両立、広域的

・本県では平成28年度にワンデーレスポン
ス、ウェンズデーホーム等受発注者双方
が業務を進める上での基本スタンスを示
した「労働環境の改善に向けた取組につい
て」を通知し、受発注者双方の労働環境改
善を図ることとしている。なお、実施状況
の確認する仕組みについては、提供いた
だいた国交省の事例を参考に検討したい
が、まずは、現状でどの様な問題点がある
のかなど、具体的な状況を確認する必要
があるため、現状を教えていただきたい。

・「実態に即した適切な費用計上」について
は、特記仕様書に条件を明示し業務内容
の変更が生じた場合には指示書又は協議
書により受発注者で協議の上、設計変更
により必要な費用を計上しており、災害
対応等非常時に深夜・休日の出勤をお願
いした場合にも実態に即した費用計上を
行っている。

・ICT活用は昨年度から試行を開始し今年度
は3次元設計データの作成や3次元モデル
作成等を5件の業務で試行し、効果、課題
を検証することとしており、昨年度から
の2カ年の試行の結果をもとに、県測量設
計業協会の意見を聞きながら今後のICT活
用の方向性を検討することとしている。

・構造物の3次元設計については、国の施行
状況を見ながら今後検討することとして
いる。

・既往業務の業務中止等については、平成
30年7月豪雨、台風24号による被災対応を
推進するため、通常業務の一時中止、工
期延期等の対応を行っており、今後も災

■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



Vol.4888

害発生時には同様の対応を行う。なお、改
正労働基準法第33条の適用については、
必要に応じて県からも労働局に働きかけ
ていきたい。

・現在は、「災害時における応急業務に関す
る協定書」により県からの要請に対し県
測協のみで対応できない場合は、建コン
協中国支部へ要請することとしているが、
近年は大規模災害が頻発していること、さ
らに広域にわたる災害対応業務の実施も
考えられることから、関係機関と意見交
換等を行い検討していきたい。

・災害協定の見直しについては、農林関係被
害の追加、および、協定に基づき出動し負
傷等した場合の補償の規定を追加するこ
とを検討しており、関係機関と調整のう
え年度内に協定の変更をしたいと考えて
いる。

・大規模災害時には、災害査定の効率化・簡
素化を図るため、事前に建設コンサルタ
ントに対し、「大規模査定時における公共
土木施設災害復旧事業査定方針」を周知し
ている。

・積算歩掛については、県独自に策定した歩
掛（災害査定関係測量設計業務標準積算基
準）を適用しているが、それに含まないも
のや、個別条件等により作業内容が乖離
しているものは、実作業に見合った費用
を適切に計上する。

・事業量の確保については、社会経済活動を
下支えし、安全・安心で災害に強い県土を
つくる社会基盤の整備において、地域を
支える県内建設産業の経営基盤の安定は
不可欠であるという観点から国に対して、

な受発注者間の連携等が重要となってき
ています。引き続きご協力、ご支援をお
願いいたします。

・既往業務の適切な業務中止命令・工期
延期・繰越処理など

・災害対応従事者に対する改正労働基準
法第33条の適用の働きかけ（労働基準監
督署など）

・広域にまたがる災害対応業務実施の支
援体制・仕組みの整備・充実

・当協会中国支部との災害協定について
（見直しの予定、内容など）

②鳥取県における災害申請作業の合理化・
適切化に関する改善と適切な費用計上

・災害申請作業の合理化・適切化（継続的
な勉強会、災害規模に応じた資料の簡素
化※）

※「大規模災害時における公共土木施設災
害復旧事業査定方針（H29.2）」

　なお、災害査定設計書の作成等に掛かる
費用につきまして、実際の作業に見合っ
た積算歩掛の採用に向けて継続的に尽力
して頂き感謝申し上げます。

（3）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、さらに
働き方改革の推進などに向けて、安定的

■鳥取県との意見交換会要旨
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な事業量の確保とともに、調査基準価
格、成果品重点確認価格の一層の引き上
げをお願いいたします。

【改善（案）】
　調査基準価格：85％以上、成果品重点
確認価格：90％以上

　他の自治体の例（調査基準価格）
　中国管内：広島県　予定価格の90％
　その他の地域：新潟県91％、長野県85
〜 90％、

　愛知県85％、三重県82％、
　福井県80〜 92％

（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の
環境整備

①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

　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
性技術者の活用促進や育成につながる入
札契約制度について、引き続き検討して
いただくようお願いいたします。

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⇒対象外（国関係中心）
（2）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」に基づくプロポーザル方式・

公共事業費の拡大と地方への重点配分に
ついて要望している。

・近年の落札状況を確認したところ、平均落
札率は概ね90％前後となっており成果品
重点確認価格等の影響は限定的と考えて
いるため、現時点で調査基準価格等の引
き上げは考えていない。

・なお、調査基準価格については、国の基準
に準じており国の動向を見ながら必要に
応じて検討するとともに、成果品重点確
認価格については、今後の落札状況等を
確認しながら、引き続き検討していきた
い。（検討に当たっては、現行基準設置時
の考え方及び現状変化の分析、他県等の
取り組みの研究が必要）

・女性技術者の活用・育成については、男女
が活躍できる職場を評価するという趣旨
で男女共同参画推進事業を平成20年度か
ら総合評価項目で加点評価している。

・また、若手技術者についても、今年度から
総合評価項目で加点評価している。

・県内向け総合評価入札方式については、ご
指摘のとおり比較的金額の低い業務にお
いて不調が発生しており、本格導入に向
けた課題と認識している。

・県内・県外向け業務においても、ご指摘の
とおり調査基準価格での抽選による落札

■鳥取県との意見交換会要旨
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者決定という状況が続いており、課題が
あると認識している。

・両件とも、品質確保・向上に向けた入札契
約制度の見直しが必要と考えており、今
後も継続的に発注機関や県内コンサルタ
ント（中小規模企業等）の意見も聞きなが
ら改善を行っていきたい。

総合評価落札方式による発注量の増加
　県内向け業務（「難易度が高い」業務）で
試行されていた「簡便型総合評価入札方
式」が、2年後の2021年度から本格導入
されることになりました。このことは、
品質確保はもちろん、抽選の回避、落札
率の向上という点でも大きな進展と考え
ます。

　このなかで、今年度の試行状況をみる
と、受注による減点が大きいため業務金
額による応札行動が支配的となり、業務
内容・企業特性などによる応札行動が取
り難い状況になっています。この結果、
不調となった案件もあります。

参考）令和元年度簡便型総評9月末時点の
結果：不調件数5件（発注件数58件）

　一方、県内・県外向け業務は、調査基準
価格での抽選による落札者決定という状
況が続いています。

　このような現状を踏まえ、品質確保・向
上に向けた入札契約制度の継続的な改善
をお願いいたします。

【改善（案）】
〈県内向け業務に対して〉
〇簡便型総合評価方式の改善項目（例）
・受注減点の見直し（例えば、受注金額に
比例した受注減点方式の導入）

・資格者数、技術者数等の上限撤廃（個人
のモチベーションアップ、企業努力の評
価等）等

・当該業務に関する部門の建設コンサル
タント登録の活用（品質確保）等

〈県内・県外向け業務に対して〉
〇簡便型総合評価方式の導入（例えば、配
置技術者の資格、鳥取県内における同
種業務の実績、鳥取県の業務成績評定点、
「簡易な提案書」等を評価項目とする方式）
〇プロポーザル方式、技術提案型総合評価
方式の増加

■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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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）と見積徴取時の歩掛の事前開示

　鳥取県は標準積算基準にない業務におけ
る見積徴収時の予定価格設定方法とし
て、現在は各社の最低値を採用していま
す。このことについて中間値や平均値を
採用するように見直しをお願いいたしま
す。（適正な利潤確保、残業時間の削減
等働き改革への寄与）

　中国管内の事例
　　島根県：平均値直下を採用
　　広島県：中間値・平均値を採用
　　山口県：平均値直下を採用

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⇒対象外（概ね達
成されているため）

④業務成績評定や業務・技術者表彰の導入
と活用の促進

　優良業務表彰、若手優良技術者表彰・県
外部門表彰の新設など、表彰制度を年々
拡充していただくとともに、この結果を
簡便型総合評価方式に活用していただき
ありがとうございます。このうち、若手
優良技術者表彰に関しましても、対象技
術者の活用をお願いいたします。

【要望】
　若手優良技術者表彰の対象技術者の簡便
型総合評価方式等への活用

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

　従来からご配慮していただいています
が、品質確保の観点から、より一層の活
用をお願いいたします。

・ご意見をふまえ、令和元年9月3日付通知
で、平均直下の見積りを採用するよう県
土整備部設計単価決定要領を改定した。

・若手優良業務表彰は、若手技術者のモチ
ベーション向上を目的として新設したも
のであるが、あくまで業務成績点数と年齢
といった表面的なもののみで決定してお
り、優良業務表彰と同じ扱いにすること
は考えていない。

・品質確保のため、発注金額帯や業務の難易
度に応じ、技術者資格・業務登録を設定し
活用しているところ。今後も業務内容を
勘案し、公平性・透明性・競争性を確保し
たうえでこれらの活用を図っていきたい
ので技術力の確保をお願いしたい。

■鳥取県との意見交換会要旨

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望 鳥取県からの回答
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・「技術提案型総合評価方式」において、入
札参加者が少ないことや固定化している
状況は、把握しており、県内建設コンサ
ルタントの提案力・技術力アップに向け
て、提案のあった「チャレンジ型」も含め
て発注機関や県内コンサルタント（中小規
模企業等）の意見も聞きながら検討した
い。

・県内コンサルタントの技術力向上を図り、
県内でできる業務を増やすために平成27
年度からトンネル定期点検業務を県外・県
内JVで発注している。これまでに県内技
術者のトンネル部門RCCM資格者が増える
など、一定の成果は上がっている。

・今後も必要に応じて県内・県外コンサルタ
ントのJV参加案件の拡大について検討し
たい。

（3）地域の担い手づくりのための地域コンサ
ルタントの活用と育成

①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

　従来から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。

　現在、県内向け業務を対象とした「技術
提案型総合評価方式」が導入されていま
すが、県内本店企業の入札参加が少ない
状況が続いています。このため、県内建
設コンサルタントの提案力・技術力アッ
プに向けて、次の試行（チャレンジ型）
の検討をお願いいたします。

　【技術提案型総合評価方式（チャレンジ
型）：県内本店企業向け試行（案）】

対象：県内本店企業
対象業務：鳥取県測量等業務制限付一般競
争入札実施要綱別表第1に掲げる「難易
度の高い業務」または「通常業務」

運用方法：従来の技術提案型において、提
案書のテーマ数を削減（2テーマ⇒1テー
マ）し、評価項目の中から「独創性」を
除くなど、簡略化した運用により応募者
の負担を軽減する。

②JV参加型業務の拡大⇒鳥取県独自項目
　県内コンサルタントの技術力アップに繋
げるため、業務内容に応じて県内・県外
コンサルタントでのJV参加案件の拡大
をお願いいたします。

■鳥取県との意見交換会要旨

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望 鳥取県からの回答
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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）の平準化と標準履行期
間の確保への取組み強化（再掲）

② ⇒ 対象外（国関係中心）

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

 各施策の実施状況・実施方針について御
教示願います。

（2）詳細設計及び三者協議（会議）等におけ
る総合的な品質の確保

①詳細設計における各工種の設計目的・設
計条件・成果内容の明確化と適切な費用
計上をお願いいたします。

・施工計画における作業実態と歩掛との
乖離の解消

・とくに、任意仮設による参考図、指定
仮設による設計図の取扱いや責任の所在
の明確化と歩掛の改善

・受発注者合同の現地踏査については、必要
に応じて調査職員と協議のうえ業務ごと
の対応をお願いしたい。

・業務スケジュール管理表は本県では導入し
ていないが、従来の業務工程表等により
工程管理に努めるとともに、変更契約に
ついては変更内容が確定次第、速やかに
変更することとしている。

・ワンデーレスポンスについては、平成28
年度に受発注者双方が業務を進める上で
の基本スタンスを示した「労働環境の改善
に向けた取組」について通知し、受発注者
双方の労働環境改善を図ることとしてい
る。

・条件明示チェックシートについては、昨年
度から「設計業務品質確保ガイドライン」
を運用し、条件明示チェックシートを活
用した業務管理に取り組んでいる。

・詳細設計における設計目的、設計条件等
は、特記仕様書に明示するとともに、初
回打ち合わせ等で指示することとしてい
ます。また、費用については国交省の積算
基準に準じていますが、積算基準の適用
を超える業務内容については、別途費用
を計上するので発注者に事前に協議をお
願いしたい。

・設計ミス等による仮設の責任の所在につい
て、指定と任意で責任の所在が区別され
るのではなく、設計ミスの原因により責
任の所在が明確になるものと考えます。

・資料5の道路詳細設計業務等における指定

■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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仮説の検討費用については、国交省の積
算基準に準じて、国交省と同様に県積算
基準を9月に改定（10月10日以降調達公告
適用）しています。

・三者協議に伴う打ち合わせ費用について
は、発注者から設計コンサルタントに協
議に係る費用の見積提出を口頭で依頼し、
請書により必要な費用を計上することと
なっています。また、詳細設計業務後の追
加業務及び現場条件の変更等に伴う修正
設計については、別途業務発注を行い必
要な費用を計上することとしています。こ
れらについては、完了後の業務に追加で
指示することがないよう、各発注機関に
周知徹底します。

・橋梁点検歩掛については、国交省の積算基
準に準じていますが、トンネル点検及び橋
梁補修設計は見積徴収結果を元に県独自
歩掛を策定し運用しています。各種点検
マニュアルと歩掛に乖離がある場合は具
体的に事例等をご教示ください。

②三者協議（会議）を含めた詳細設計〜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をお願いいたしま
す。

（3）維持管理・更新事業等における技術的課
題の改善

① ⇒ 対象外（国関係中心）

②点検・診断、補修・補強設計における適
切な費用計上をお願いいたします。

・点検・診断における仕様や積算条件の
明確化とそれに基づく実勢価格に応じた
積算価格の設定

・補修・補強設計における条件明示（条件
明示チェックシート活用）と見積りによ
る適切な積算価格の設定、条件変更時の
条件明示チェックシート活用による適切
な設計変更

 対象業務の例）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

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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1．担い手の確保・育成のための環境整備
（1）建設産業全体の働き方改革と生産性向上

に向けた受発注者協働による取組み推
進・強化

①平成31年4月1日の改正労働基準法施行
を受け、建設コンサルタントの働き方改
革は喫緊の課題となっています。繰越の
柔軟な対応を含む標準履行期限の確保、
前倒し発注等発注時期の分散化及び発注
時や変更時における条件明示の徹底をお
願いします。

・（街路課）業務発注にあたっては早期発注
に努めており、業務規模に応じて適切な
履行期限の確保にも努めている。また予算
の都合上、工期を年度末に設定している
場合も多々あるが、合理的理由により履
行が難しい場合は繰越等の措置を適正に
行っている。市の方でも働き方改革を意
識して業務にあたっている。

・（管路課）発注期間の分散と早期発注に努
めており、繰越の柔軟な対応を含め、業
務規模に応じた適正な履行期間の確保に
努めていく。

■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

令和元年11月26日（火）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。
広島市からは穴水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、來
山総務部会長、金本業務部会長および業務委員

11名の合計14名が出席しました。
今回は、「担い手の確保・育成のための環境

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」「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。

広島市との意見交換会（R1.11.26開催）

広島市との意見交換会
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・（街路課）具体的に業務着手時にウィーク
リースタンスの内容確認等までは行って
いないが、取り組みの重要性は認識して
おり、今後市全体で取り組んでいければ
と考えている。

・（管路課）問合せ等については適切な期間
を設け、就業時間外での打合せ等は極力
避けるようにしている。

・（技術管理課）就業時間外の打合せや休日
明けの締切り設定などについてはH28年
度・H29年度の意見交換会の中で要望が
あったので、文書で関係部署へ周知して
いる。今年度も周知していきたいと考え
ている。ウィークリースタンスなどの取り
決めは個別業務で任意に設定していくこ
とは可能である。また、仕様書等文書での
取り決めについては、国・県の動向を踏ま
え今後検討していく。

・（技術管理課）ワンデーレスポンスについて
は現在取り組んでおり、業務スケジュー
ル管理表や条件明示チェックシートの導
入については先行導入している国の効果
を検証し、検討していきたいと考えてい
る。

・（技術管理課）ICT技術導入（ICT土工）につ
いては既に3件受注者希望型で取り組んで
おり、ICT土工以外の工種の拡大・導入に
ついては現在検討している。

・BIM/CIMについては、広島市における実績
はないが、今後現場の効率化・品質向上・
生産性の向上からも重要な事項であると
認識している。国の取り組み状況を踏ま
え、構造物設計（橋梁等）での事案を次年
度以降検討していきたいと考えている。

・以前BIM/CIMに関する研修を庁内で実施
し、CADも三次元対応できるようになっ
たこともあり、今後事業課へのCIM/BIM活

②国土交通省をはじめとして導入が進んで
いる「ウィークリースタンス（ノー残業
デー、フライデー・ノーリクエスト、マ
ンデー・ノーピリオド等）については、
コンサルタンツ協会を含む関係機関へ周
知していただき、受発注者が協働した取
組みの明確化をお願いします。また、具
体的な例として、業務着手時に受発注者
でウィークリースタンスの内容を確認、
議事録等に記載し、業務毎に取組みを明
確化していくことが考えられます。

③共通仕様書に明示されているワンデーレ
スポンスの取り組みを着実に実施してい
ただくとともに、業務スケジュール管理
表による管理、条件明示チェックシート
の導入をお願いします。

④BIM/CIM等、ICT技術の導入・活用推進
により、計画〜設計〜施工〜維持管理に
係る生産性向上への取組みが必要と考え
ています。ICT技術に関する貴市の取り
組みの現状と今後の予定について教え
てください（業務発注の現状と予定を含
む）。

■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 広島市からの回答



Vol.48 97

（2）受発注者協働による災害対応に向けた環
境整備

①H30年7月豪雨のような大規模災害発生
時においては、広島市外で発生した場合
も含めて、災害対応に集中できるよう履
行中業務の一時中止や工期延伸、管理技
術者交代要件の緩和等の柔軟な対応をお
願いします。

②災害対応においては、遠方からの応援、
時間外・休日での業務処理等、通常とは
異なる費用が発生します。実際の作業に
見合った積算歩掛の適用と費用の適切な
精算をお願いします。

（3）企業経営の安定と処遇改善に向けての環
境整備

①最低制限価格については、改善していた
だいておりますが、企業経営の安定のた
めだけではなく、品質確保・向上に向け
た担い手確保・育成や技術力向上・生産
性向上のための企業投資に対応する最低
制限価格の継続的な引き上げをご検討い
ただくとともに、1,500万円以上の業務
についても1,500万円未満と同様、国土
交通省調査基準価格算定式による最低制
限価格の設定をお願いします。（国土交
通省：約78〜 80％、広島県：約90％）

②交通誘導員の慢性的な不足は継続してい
ます。遠方の交通誘導員を確保する場合

用の働きかけを含め、活用推進に取り組
んでいきたい。

・（技術管理課）大規模災害が起きた場合、
その対応が最も重要であると考えており、
業務の一時中止・それに伴う工期延伸・管
理技術者の交代等、受発注者間で柔軟に
対応していきたいと考えている。

・履行中業務の工期延期については技術管理
課で直接関与していないが、事業課の方
へ柔軟な対応をするよう指導していく。

・（技術管理課）広島県技術企画課が制定し
た基準に準拠し、県外業者及び県外支店
から応援を求めた場合についても同様の
対応を行っている。今後も県と確認を行
い同様の対応をしていきたいと考えてい
る。

・（工事契約課）H28年に最低制限価格制度
の対象をWTO案件を除く全ての業務に拡
大し、それ以降水準の引き上げを行ってお
り、昨年度は2,500万円以上の水準を引き
上げている。見直しは継続的に行ってい
くが、他都市の状況も踏まえ徐々に実施
していきたい。

・（技術管理課）基本的には毎年実施される
国の単価調査において決定している。積

■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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算体系の改善について、今後国や県の状
況を踏まえ検討していく必要があると考
えている。

・条件によっては自家警備を認めていくこと
も検討していく。

・（工事契約課）若手・女性技術者の活用・
育成は重要だと考えている。今後も、他
都市の動向を見ながら調査・研究していき
たい。

・（工事契約課）高度な技術力を要する業務
はプロポーザルで発注することになって
いるが、発注実績がほとんどないのが現
状である（H29・30年度：各2件、H31年度：
3件）。今後も必要に応じて適切な発注方
式を検討していきたい。

・総合評価・プロポーザルについては、若手・
女性技術者の活用等を検討していきたい。

・（技術管理課）業務内容が正確に把握でき
るよう、仕様書に明記しているが、採用
歩掛については、現在事前公表を行って
いない。

・今後他の自治体の状況を含め考えていきた
い。

・（街路課）業務内容に応じた登録資格の選
定を行っている。

の交通費、宿泊費等の多大な支出が必要
となることを含め、引き続き、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。

（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の
環境整備

①若手技術者・女性技術者の活用・育成の
ための入札・契約制度の導入検討、シニ
ア人材活用のための制度の導入検討をお
願いします。

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・品質に優
れた企業を選定するため、業務内容に応
じて、総合評価落札方式、プロポーザル
方式のような技術競争による発注方式の
導入・拡大をお願いします。

（2）地方自治体における発注方式の改善

①国交省をはじめとして中国地方の多くの
地方自治体では積算基準にない項目につ
いては、見積を徴収し、後日、採用歩掛
を公表されています。適切な積算が可能
となるよう、貴市においても、見積徴収
した項目については採用歩掛の公開をお
願いします。

②技術力を基本とした企業選定のため、
業務分野に応じた有資格者（技術士・

■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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RCCM等）・建設コンサルタント登録制
度の的確な活用をお願いします。

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エラー防止の取り組みとして、受発注者
合同現地踏査については、業務特性に応
じて、特記仕様書に明示し、実施するこ
とになっていますが、引き続き、取り組
みを強化していただくとともに、実施状
況を把握し、継続的な改善をお願いしま
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

①国交省をはじめとして中国地方の多くの
地方自治体においては、施工段階で、発
注者、設計者、施工者、三者間の設計思
想の伝達や情報共有のための「三者会議」
や地質技術者を加えた合同会議が実施さ
れています。設計者、施工者、地質技術
者にとって、リスクの早期発見、品質確
保、技術力向上に効果がありますので、
貴市においても採用をお願いします。

4．その他

①開札後、落札候補者は、当日中に入札参

・（管路課）業務分野に応じて資格を求めて
いる。

・（工事契約課）入札参加資格者名簿への登
録時、業者が提出する申請書の一部（財務
資料）を現況報告書の提出で代用できるこ
ととしている。一般競争入札制度のため、
（資格の有無について）門戸を広げるスタ
ンスも持っており、登録制度の活用につ
いては、他都市の状況を踏まえ今後検討
していく。

・（技術管理課）合同現地踏査について、業
務遂行上有効なものと考えている。国の
取り組み、有効性を把握した上で検討し
ていきたい。

・（技術管理課）複雑な設計条件や構造を有
する案件が少ないため行っていないが、
今後は他の自治体の状況を踏まえ検討し
ていきたい。

・（工事契約課）午前中に開札がある場合は、

■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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当日までに提出。開札が午後の場合は翌
日午前中までの提出としている。

・電子メールについて基本的に容量に上限が
ある事、押印を求める書類がある事、工
事との足並みをそろえるなどの観点から
直ぐには対応できない。現状の方法にご
理解いただきたい。

加資格確認申請書等の必要書類を提出す
ることになっていますが、提出までの余
裕期間を設定していただくととともに、
電子メールでの提出を認めていただく
等、契約行為の効率化、省力化をお願い
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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技　術

技術部会の開催

◦CIMハンズオン講習会開催報告
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　　2019年7月10日（水）
　　　　構造物編　2019年7月11日（木）
場　所：広島オフィスセンター
内　容：CIM導入ガイドラインの内容を協会

会員に周知し、実際にパソコンを操作
することにより、CIM導入ガイドラ
インへの対応を体験してもらうハン
ズオン（パソコンを用いた）講習会

参加【定員各20名】：土工編　  16名
　　　　　　　　　 構造物編  16名
7月10日（水）土工編スケジュール
 9：00 受付開始
 9：30 開会あいさつ（講習会目的説明）
 9：35 CIM/i-Con動向
  講習内容の説明
 9：45 Civilモデル化の考え方
 10：00 地形作成
 12：00 昼食
 13：00 土工モデル作成、統合モデル作成
 17：30 閉会あいさつ

7月11日（木）構造物編スケジュール
 9：00 受付開始
 9：30 開会あいさつ（講習会目的説明）
 9：35 CIM/i-Con動向
  講習内容の説明
 9：45 Revitモデル作成の考え方
 10：00 構造物モデル作成実習
 12：00 昼食
 13：00 橋梁モデル、統合モデル作成実習
 17：30 閉会あいさつ

講習会の状況

講習会後のアンケートの結果を見ると、全員
が「CIMを業務に活用していきたい」「今後の講
習会が必要」と回答しており、今後も継続的な
開催が望まれます。

技術講習会、見学会

◦第1回技術部会・委員長合同会議
開催日：令和元年6月17日（月）
場　所：日本技術士会中国本部会議室
内　容：⑴　各委員会からの活動報告

⑵　CIM方式に関する本部PM専門
委員会との意見交換会について

⑶　無電柱化ワンストップ相談窓口
について

⑷　ICT専門委員会情報の支部での
共有について

⑸　防災講演会での事例発表について
⑹　工事見学会について
⑺　その他

　　　　　・技術部会各委員会名簿
　　　　　・事務局からのお願い
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◦マネジメントセミナー
開催日：令和元年7月25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
　　　　・環境配慮経営に向けて
　　　　・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：132名（うち発注機関3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2019−広島
　（ArcGIS初級編・中級編）開催報告
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　2019年6月12日（水）
　　　　中級編　2019年6月13日（木）
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GISを実業

務に適用するための方法を考えられ
るように、実際にパソコンを操作し
ながらGISを業務に活用する方法を
修得する講習会。

参加【定員20名】：初級編  13名
　　　　　　　　 中級編  10名
スケジュール（初級編・中級編とも同様）
 9：30 〜 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
 13：00 〜 17：00 講習

講習会の状況

参加者は少なかったですが、講習会後のアン
ケートの集計結果を見ると、全員が「GISを業
務に活用していきたい」と回答しており、講習
会の必要性は感じます。



Vol.48 103

◦ICTセミナー 2019　開催報告
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：2019年11月20日（水）13：30 〜 17：00
場　所：TKP広島電停本通り駅前
　　　　カンファレンスルーム5B
内　容：BIM/CIM関連情報の周知や、3Dデー

タの利活用を中心としたICT関連情
報の共有のための講習会

参加【定員50名】：29名（申込者：45名）
スケジュール：
　講習会目的説明（13：30 〜 13：40）
　第1部：（13：40 〜 14：35）
　　今後のBIM/CIM運用拡大に向けた整理
　　新規策定されたBIM/CIM基準要領等
　　基準要領等及びガイドラインの整備、改定
　　各地方整備局の動向
第2部：（14：35 〜 15：40）
　リクワイヤメントの改定
　リクワイヤメント（H30年度）に関する
　アンケート調査
　BIM/CIM納品、電子納品とプラットフォーム
第3部：（15：50 〜 16：50）
　OCF活動紹介、関連ソフト紹介
　質疑応答・総括（16：50 〜 17：00）

講習会の状況

昨年と同様、参加者が少なかったが、アン
ケート結果を見ると、内容に対する不満はない
ようである。一部、協会のHPが不調で、資料
が事前に印刷できなかった受講者がいた。

◦品質セミナー“エラー防止のために”
開催日：令和元年10月11日（金）
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）道路/トンネル
　　　　（2）橋梁
　　　　（3）鉄道
　　　　（4）土質・地質
　　　　（5）河川構造物
　　　　（6）砂防・急傾斜
参加者：107名（うち発注機関3名）

品質セミナーは、管理技術者、若手設計担当
者などの実務者層を対象に過去19年間にわた
りセミナーを実施してきました。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」
として取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。これまでの参加者のアンケートによ
ると、本セミナーが総じて高く評価されてお
り、その継続を望む多くの声が寄せられていま
す。そこで本年度も、業務遂行者層を対象とし
たエラー防止セミナーを開催いたしました。セ
ミナーでは、代表的なエラーを55事例紹介い
たしました。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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◦情報セキュリティ講習会
開催日：令和元年11月12日（火）
場　所：TKP広島本通り駅前
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

クラウドサービスを使うためのセキュリ
ティを考える

・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：27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、クラウドサービスを使う上で必

要なセキュリティの考え方について紹介した。
内容としては、クラウドサービスの安全性、適
切な運用方法および様々な管理策を紹介した。
また、クラウドサービスにセキュリティ対策を
施すサービス・ツールを紹介した。
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、情報対策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、フィッシング詐欺などのイン
ターネットバンキングを悪用した犯罪や、
SNSの私的利用による業務情報の漏えいの事
例を紹介した。

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（講師説明）
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はじめに
令和元年9月26日に建設コンサルタンツ協会

中国支部主催で開催された工事見学会に参加し
た。今回見学した工事現場は、広島高速道路公
社発注の高速5号線二葉の里牛田地区、中山地
区のトンネル工事、国土交通省中国地方整備局
広島国道事務所発注の安芸バイパス奥野原高架
橋第3下部工事及び、同所発注者の東広島バイ
パス曽田鋼上部工事の3箇所であった。
ここでは、広島高速5号線のトンネル工事見

学会について報告する。

広島高速5号線の概要
広島高速5号線は、広島高速1号線及び山陽

自動車道と一体となり、広島市の都心部と広島
県東部地区及び広島空港との間の高速性・定時
性の向上や、温品・中山地区をはじめとする一
般道路の交通混雑の緩和、広島都市圏のさらな
る発展を牽引する広島駅周辺地域の開発促進な
どの役割を担う。

工事現場の状況
工事現場の状況としては、山岳トンネル区間

とシールドトンネル区間に分けられており、令
和3年3月31日が完成目標となっている。
山岳トンネル区間では、掘削方法として

NATM工法が適用されている。掘削の延長は
409m（機械掘削321m、発破掘削88m）である。
内空断面積は、標準75.4㎡で最大145.0㎡で
あった（写真1）。
シールドトンネル区間では、掘削方法として

泥水式シールド工法が適用されている。掘削の
延長は1.4kmである。掘削外径13.67m、セグ
メント外径13.20mであった（写真2）。

写真−1　NATM工法

写真−2　泥水式シールド工法

おわりに
今回の工事見学会で得たことをこれからの糧

にし、今後も積極的に現場見学会に参加してい
きたい。

工事見学会参加報告

株式会社ヒロコン　広島支社　
元谷　聡志
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はじめに
令和元年9月26日（木）に建設コンサルタン

ツ協会中国支部主催の工事見学会に参加した。
見学した工事現場は、都市高速道路事業の広島
高速5号線のトンネル工事（二葉の里牛田地区、
中山地区）と、東広島・安芸バイパスの橋梁工
事（奥野原高架橋、熊野川橋、曽田高架橋）の
全5箇所であった。
本現場見学会の参加理由は、建設業界に参入

し2年目のため、建設に関する知識向上と、大
規模な工事を拝見するまたとない機会であった
ためである。
ここでは、広島高速5号線のトンネル工事に

ついて報告する。

広島高速5号線のトンネル工事の概要
広島駅北口から広島高速1号線を結ぶ広島高

速5号線の内、広島駅北口出入路（二葉の里地
区）⇔中山出入路（中山地区）のトンネルであり、
延長は1.8kmである。施工方法は、二葉の里地
区が泥水式シールド工法（1.4km）、中山地区が
NATM工法（0.4km）であり、両端より同時施工
している。シールドマシンの寸法は、掘削外径
φ＝13.67m/機長L＝13.485mである。NATM工
法は、内空断面積が拡幅部：約117㎡、標準部：
約75㎡である。

工事現場の状況
二葉の里地区（シールド工法）は、約140m掘

削が完了している。見学時はRCセグメントを
装着していた（写真−1）。掘削開始時は、周辺
が住宅地ということもあり、変位管理値を
2.4mmで管理したとのことであった。シールド
マシンの大きさ、付帯設備に台車8台（約
100m）や泥水処理施設の規模の大きさに圧倒
された。

写真−1　シールドマシン

中山地区（NATM工法）は、約170m掘削が完
了している。見学時は、発破後、吹付コンク
リートを行っていた（写真−2）。機械削孔等の
重機や支保工、発破設備等を見学できた。

写真−2　吹付コンクリート

おわりに
シールド工法、NATM工法と滅多に見ること

ができない工事を見学し、卓上では把握できな
い現場の臨場感や規模感、具体的な工程を生で
体感でき、大変貴重な経験でした。どちらの工
法も住民への十分な配慮がなされており、今後
設計を行う上で各種配慮が重要な部分であるこ
とを認識できました。
このような貴重な機会を作って頂いた建設コ

ンサルタンツ協会の方に大変感謝しています。
次回も開催されることがあれば、参加したいと
思います。

工事見学会参加報告

アサヒコンサルタント株式会社　鳥取本社　
平井　真人
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【広島高速5号線工事】
広島高速5号線工事は、①高速性及び定時性

の確保、②交通混雑の緩和・交通事故の低減、
③都市機能の強化を目的とした約4.0kmの事業
である。この事業のトンネル部は、二葉の里か
ら中山地区に渡る約1.8kmであり、約1.4kmは
シールド工法、約0.4kmはNATM工法を用いた
掘削工事である。
シールド工法は、シールドマシンの前面に

カッターを装着し、回転させることで掘削す
る。今回のシールドマシンの外径は13.67mと
大型で、硬岩対応の泥水式となっている。

写真1　シールドトンネル工事

またトンネルの反対側でのNATM工法は、掘
削した穴に、鋼製支保工を壁面と天井面に設置
し、吹付コンクリートをした後、ロックボルト
を山に向かって打ち込む工法である。
ひとつの山でも、地盤条件やコストなど最適

な方法を場所により採用しており、最適な採用
方法を学ぶことも、今後大切だと気付かされ
た。

【東広島バイパス曽田鋼上部工事】
本工事は、一般国道2号東広島バイパスのう

ち、広島県安芸郡海田町地内における鋼橋上部
工事である。周囲が住宅地であることから、騒

音などの周囲への配慮も欠かせない。また、現
場見学させていただいた際には、手作業で塗装
を行っており、機械では補えない部分を人の手
で作業する姿を見ることができた。どんなに大
きな構造物でも、ひとつひとつの細かな作業に
は、機械だけではなく人の手が携わっているこ
とを知り、現場の方々の細かな作業にとても驚
かされた。現場は、足場の悪いところも多く常
に危険の伴う作業である。不安定な中でも、施
工を進める方々の大変さを、現場に行くことで
少しでも理解できてとても良かった。

写真2　東広島バイパス曽田鋼上部工事

【現場見学会を終えて】
今回の現場見学会では、図面上でしか見たこ

とがなかったものが、実際どのように施工され
ているのかを知ることのできる良い機会だっ
た。施工するにあたって、近隣住民への配慮や
危機管理などの隅々まで管理する意識は、設計
する私たちコンサルタントにも必要なものだと
感じた。今後、現場での注意点などを活かせる
設計とはなにかを考えながら業務を行っていき
たい。
最後に、今回見学させていただいた現場の

皆さま、お忙しい中本当にありがとうござい
ました。

現場見学会に参加して

中電技術コンサルタント株式会社　
沿岸整備部　吉澤　麻衣
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①中国地方整備局
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

道路管理Ⅱ研修 1. 6.27（木） 青原啓詞（シンワ技研コンサルタント㈱）

建設生産システムⅡ研修 1. 7. 3（水） 木原智晴（復建調査設計㈱）

構造物設計Ⅰ研修
1. 7. 8（月）〜

7.12（金）
田渕智秀・猫崎　覚・山田芳久・佐藤文彦

（㈱片平新日本技研）

基礎技術Ⅰ研修
1. 7.22（月）〜

8. 2（金）
髙宮晃一・安富泰弘・山本浩一・吉田仁司

（復建調査設計㈱）

道路に関するエキスパート
（橋梁）勉強会

1. 9.19（木） 高龍（㈱片平新日本技研）

基礎技術Ⅱ研修 1.11.11（月） 野田直樹（㈱ヒロコン）

砂防計画研修 1.11.21（木） 来須洋二（中電技術コンサルタント㈱）

構造物設計Ⅱ研修
1.12. 3（火）〜

12. 5（木）
田渕智秀・高龍・渡辺彰・吉國大介
（㈱片平新日本技研）

橋梁管理実務者（Ⅱ）研修
1.12. 9（月）〜

12.11（水）
田渕智秀・高龍（㈱片平新日本技研）

②鳥取河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

橋梁に関する基礎講座
橋梁の設計図について

1. 9.11（水） 田渕智秀（㈱片平新日本技研）

③松江国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

橋梁に関する基礎講座 1. 7.25（木） 高　龍（㈱片平新日本技研）

④浜田河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

図面の見方について 1. 6.19（水） 高　龍（㈱片平新日本技研）

⑤三次河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

橋梁に関する基礎講座
「設計図について他」

1. 8. 7（水） 田渕智秀（㈱片平新日本技研）

研修講師の派遣
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⑥山口河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

橋梁の設計図書について 1. 7.10（水） 田渕智秀（㈱片平新日本技研）

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）

1. 6.19（水） 矢木一光（復建調査設計㈱）

土木専門研修（構造物設計） 1. 7. 2（火） 山本浩一（復建調査設計㈱）

⑧江田島市
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

橋梁に関する基礎講座 1. 5. 9（木） 高　龍・村上陽子（㈱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）

1.10. 1（火）〜
10.2（水）

永田裕司・堀田郁男・久保田真彦・
松浦寛司（㈱エイト日本技術開発）

会計検査指摘事項の検証（上級） 1.12. 4（水）
長谷川政裕・松澤秀泰
（㈱エイト日本技術開発）
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河川委員会の活動報告
◦河川委員会の開催
　第1回河川委員会
開 催 日：令和元年5月22日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：9名
議　　題：・令和元年度活動方針について

・役員改選、会員変更、技術交流
会の議題検討

　第2回河川委員会
開 催 日：令和元年6月19日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：8名
議　　題：・中国整備局との河川技術交流会

の活動について
・他分野に対する理解と技術研鑽

を図る目的とした、業務事例報告
　（福山市芦田川の千代田地区の
“かわまちづくり”に関するハー
ド面ソフト面の報告）

・地域貢献を目的とした“川まっ
ぷ”の更新

　第3回河川委員会
開 催 日：令和元年7月10日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：10名
議　　題：・中国地整河川部との技術交流会

との議題検討
・他分野に対する理解と技術研

鑽を図る目的とした、業務事例
報告

　（樋門詳細設計の事例報報告）
・地域貢献を目的とした“川まっ

ぷ”の更新

　第4回河川委員会
開 催 日：令和元年8月21日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：9名

議　　題：・中国地整河川部との技術交流会
との議題検討

・他分野に対する理解と技術研鑽
を図る目的とした、業務事例報
告

　（2018年7月豪雨の野呂川下流
域の氾濫シミュレーション事例
報告

　掃流区間における砂防堰堤設計
事例報告）

・地域貢献を目的とした“川まっ
ぷ”の更新

　第5回河川委員会
開 催 日：令和元年9月25日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：5名
議　　題：・中国地整河川部との技術交流会

は11/26に講習会を行うことと
なり当日講習会の役割及び講習
会後の意見交換会の事前勉強を
行った。

・河川技術関係業務に係る説明会
開催の事前勉強会

　（国土交通省水管理・国土保全
局河川環境課水防企画室より、
水防関係業務説明会の開催につ
いて建コン中国支部に依頼あ
り。）

　第6回河川委員会
開 催 日：令和元年10月16日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：9名
議　　題：・河川技術関係業務に係る説明会

（水防関係業務説明会）の開催
について、当日役割分担等の事
前準備を行った。

・今年度の河川講習会の開催につ
いて、当日役割分担等の事前準



Vol.48 111

備を行った。
・他分野に対する理解と技術研鑽

を図る目的とした、業務事例報
告

　（土砂災害防止法に基づく基礎
調査の事例報告）

　第7回河川委員会
開 催 日：令和元年11月13日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
出 席 者：9名
議　　題：・中国地整河川部との技術交流会

当日講習会の役割及び講習会後
の意見交換会の事前勉強を行っ
た。

　第8回河川委員会
開 催 日：令和元年12月11日（水）
開催場所：日本技術士会中国本部会議室
議　　題：説明会及び河川講習会の総括と次

年度方針について

◦平成30年7月西日本豪雨の記録の冊子作成
日　時：令和元年4月末
内　容：建コン中国支部で「平成30年7月西

日本豪雨の記録」を作成することと
なり河川災害に係る事項において担
当。

◦クリーン太田川
日　時：令和元年7月28日（日）
場　所：太田川放水路右岸（三滝橋〜新己斐橋）
主　催：クリーン太田川実行委員会（広島市、

広島県、国土交通省等）
出席者：20名
内　容：太田川　河川一斉清掃

◦河川技術関係業務に係る説明会
日　時：令和元年11月20日（水）
場　所：広島合同庁舎
　　　　（広島市中区上八丁堀6）1号館
　　　　5階　1号会議室

主　催：国土交通省中国地方整備局河川部水
災害対策センター

共　催：建設コンサルタンツ協会中国支部
内　容：「最近の技術基準等に関する話題」「最

近の水防行政に関する話題」におけ
る内容を国土交通省水管理・国土保
全局河川計画課　河川情報企画室及
び河川環境課　水防企画室より説明
をしていただいた。

参加者：41名

◦河川講習会
日　時：令和元年11月26日（火）
場　所：広島YMCA
　　　　2号館コンベンションホール
主　催：建設コンサルタンツ協会中国支部
内　容：中国地方整備局　河川部　より講師

として招き「30年7月豪雨を踏まえ
た中国地方における治水対策」につ
いて講習を行った。

参加者：33名
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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

43回  4月 3日（水）
・平成31年度の活動方針について（木原委員長）
・「西日本4支部連携」について状況報告（WG長）
・働き方改革への実務の取り組みについて（各社報告）

44回  5月 8日（水） ・災害復旧の対応事例等について（NEXCOエンジ中国）
・技術的な最新の話題について意見交換（各社報告）

45回  6月 5日（水） ・舗装修繕設計の業務事例について（明伸建設C）
・新規課題について意見交換（各社報告）

46回  7月 3日（水）
・駅前広場、交差点の業務事例について（ヒロコン）
・BIM/CIMの現状と今後の動向について（復建調査設計）
・新規課題について意見交換（各社報告）

47回  8月 7日（水） ・新規課題の活動について意見交換（各社報告）
・BIM/CIMに関する情報提供（荒谷建設C）

48回  9月 4日（水） ・新規課題の今後の取り組み内容について（WG長）

49回 10月 2日（水）
・「働き方改革」について意見交換（各社報告）
・「高齢者事故・事故対策」について意見交換（各社報告）
・業務上の問題点について意見交換（各社報告）

50回 11月 6日（水） ・「BIM/CIM」について意見交換（各社報告）
・「高齢者事故・事故対策」について意見交換（各社報告）

51回 12月 4日（水） ・各WGの中間報告、今後の活動方針について（WG長）

◦新規課題の解決に向けた新たな出発

道路委員長　木原　智晴

令和元年度の道路委員会は、4月委員会から
12月委員会まで計9回（通期43回〜 51回）開催
した。
6年目を迎えた本委員会は、昨年度より活動

している「西日本4支部連携」に加え、今年度
は新たに、「BIM/CIM」「働き方改革」「高齢者
事故・事故対策」に対応するWGを設置し、4つ
のWGで新たに出発をしたところである。
各回については、13社35名の委員の約7割以

上が参加しており、多忙な状況ではあったが活
発な活動となった。

今年度の主な活動内容は、前出の一覧表のと
おりであり、BIM/CIMやi−Conの動向、働き方
改革、高齢者事故といった国の政策や課題につ
いて、道路委員会として議論をしたいという機
運が高まり、今年度を初年度として活動を始め
たところである。
西日本4支部連携は、近畿、九州、四国の各

支部との意見交換を通じて、「西日本及び中国
地方の2050年につながる予想図」を議論し、模
索しているところであり、共同提言を目指して
活動している。
令和2年度は4つのWGを中心に活動をすると

ともに、交流の場、有益な知見を共有する場と
したいと考えている。

以　上
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構造委員会の活動報告

◦構造委員会の開催
回 開　催　日 内　　　　　　容

1 31. 4.12（金）

・各委員の活動報告ついて
・エラー事例収集について
・分科会活動（広報活動WG，道示改定WG）
・自由討議

2 1. 9.13（金）

・JCI中国支部総会参加報告
・中国支部技術部会委員長会議参加報告
・プレストレスト・コンクリート建設業協会講演会参加報告
・国総研・土研との意見交換会の参加報告
・分科会活動（広報活動WG，道示改定WG）
・自由討議

3 1. 12.6（金）

・国総研・土研との意見交換会の参加報告
・中国地整橋梁実務者研修会講師参加報告
・日本橋梁建設協会との意見交換会
・分科会活動（広報活動WG，道示改定WG）
・自由討議

◦平成30年度PC技術講習会
開催日：令和元年10月9日（水）
場　所：ホテルメルパルク広島
主　催：（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会中国支部
　　　  （一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
内　容：（1）やさしいPC橋の設計　　（2）PC橋の施工における生産性向上の取組
　　　　（3）PC橋の維持管理に関する話題　　（4）PC橋に関する積算について
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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 ㈱ 3名 ㈱ 荒 谷 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 2名

㈱ 大 本 組 2名 ㈱ エ イ ト 日 本 技 術 開 発 5名

五 洋 建 設 ㈱ 4名 基 礎 地 盤 コ ン サ ル タ ン ツ ㈱ 6名

東 亜 建 設 工 業 ㈱ 4名 中 電 技 術 コ ン サ ル タ ン ト ㈱ 5名

東 洋 建 設 ㈱ 2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 ㈱ 0名

㈱ 本 間 組 1名 復 建 調 査 設 計 ㈱ 3名

み ら い 建 設 工 業 ㈱ 1名 明 伸 建 設 コ ン サ ル タ ン ト ㈱ 0名

り ん か い 日 産 建 設 ㈱ 1名 い で あ ㈱ 3名

若 築 建 設 ㈱ 2名

21名 25名

◦港湾委員会の開催
第1回港湾委員会：令和元年7月23日（火）
場　所：サテライトキャンパスひろしま
内　容：
1）令和元年度　技術部会・委員合同会議
報告

2）令和元年度　港湾部会活動内容

第2回港湾委員会：令和元年9月25日（水）
場　所：サテライトキャンパスひろしま
内　容：
1）「補強・補修設計（機能強化も含む）事例」
について

　・㈱エイト日本技術開発
　・㈱荒谷建設コンサルタント
　・中電技術コンサルタント㈱

第3回港湾委員会：令和元年10月31日（木）
場　所：サテライトキャンパスひろしま
内　容：
1）「補強・補修設計（機能強化も含む）事例」
について

　・復建調査設計㈱
　・広建コンサルタンツ㈱
　・いであ㈱

港湾委員会の活動報告

◦港湾関連技術講演会の開催：令和元年11月13日（水）
場　所：JMSアステールプラザ 開催趣旨：施工者（建設会社）と設計者（建設

コンサルタント）が発表を行い、
相互の理解と技術力の向上を図る。
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講演題目：
1）「フェリー桟橋の補修対策設計」
　基礎地盤コンサルタンツ㈱

中国支社　設計部　石原　好恭　様
2）「Re-Pier工法（既設桟橋を供用しながらの

補強）」
あおみ建設㈱　本社　技術開発部

部長　吉原　到　様
3）「プレキャスト桟橋の技術開発と施工事例」

五洋建設㈱　技術研究所
土木技術開発部　耐震構造チーム

担当部長　池野　勝哉　様
4）「棚式構造の老朽化改修設計（呉港）」

パシフィックコンサルタンツ㈱
大阪本社　国土基盤事業部　港湾室

技術次長　寺島　彰人　様

5）「水島港ジャケット築造工事における施工
上の課題とその対応およびBIM/CIMの試行
について」

東亜建設工業㈱　玉島築造作業所
現場代理人　山田　和昌　様

6）「施工時波浪の現状評価と施工可否判断の
最適化への取り組み」

東洋建設㈱　鳴尾研究所
主任研究員　澁谷　容子　様

7）「ジャケット桟橋工事におけるBIM/CIM適
用事例の紹介」

若築建設㈱　本社　土木事業部門
技術部　　原　稔　様
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◦第1回防災講演会
「H30西日本豪雨災害報告会〜最前線での建
設コンサルタントの取り組み〜」
広島大学の海堀教授には、過去に発生した土

砂災害も含め、平成30年7月に発生した西日本
豪雨災害を中心に災害の概要と警戒避難の実態
と課題について主に広島県について基調講演を
行って頂きました。今後の土砂災害情報の入手
方法、避難行動の目安、土砂災害規模の縮小や
犠牲者の減少を図るための考え方について参考
となる貴重な内容でした。
また、建設コンサルタントの活動報告では、

それぞれの立場、分野で5社からの発表があり
ました。いずれも、各会社で開発された先端技
術やノウハウを駆使することで、発災当初から

災害地域の早期の復旧・復興のために貢献する
ことができるものでした。

開催日：令和元年9月2日（月）13：30 〜 17：10
主　催：（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
　　　　（公社）日本技術士会中国本部防災委員会
共　催：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
参加者：230名
内　容：基調講演

「平成30年7月豪雨災害を振り返っ
て」―警戒避難の実態と課題―

広島大学大学院総合科学研究科
　教授　海堀　正博

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 31.4.19（金）

・決算報告、予算の審議
・話題提供「特定土工点検の実施上の課題点」他1題
・平成31年度の活動方針について（防災教育、防災講演会、防災見学会、

防災教育教材作成）
・第1回　防災講演会　実施計画

2  1. 8. 9（金）

・話題提供「事前通行規制解除検討委員会の資料作成事例」他1題
・防災教育　実施報告、今後の計画
・第2回防災講演会の開催について
・防災見学会　実施計画・防災教育、防災見学会の実施計画について
・防災教育教材作成について

3  1.10. 4（金）

・話題提供「既設地下壕閉塞を目的とした地質調査」他1題
・防災教育　実施報告、今後の計画
・第2回防災講演会の開催について
・防災見学会　実施計画
・防災教育教材作成について

4  1.12. 6（金）

・防災教育　実施報告、今後の計画
・第2回防災講演会　実施計画
・防災教育教材作成について
・現場見学会（真備町小田川）報告
・令和2年度災害対策水防演習パネル展示参加について
・令和2年度　幹事選出、役割分担
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建設コンサルタントの活動報告
（1）初動対応における報告

〜江の川　ドローンを利用した河
川氾濫状況把握〜
シンワ技研コンサルタント株式会社

　杉原　大樹
（2）土砂災害報告

①土石流災害現場における土石流
センサー設置例
株式会社荒谷建設コンサルタント

稲村　啓志
②広島市安佐北区白木町　地すべ
り対策

復建調査設計株式会社
渡邉　　聡

（3）道路災害報告
平成30年7月豪雨災害における道
路啓開について

株式会社ヒロコン
野田　直樹

（4）河川災害報告
真備町小田川他3支川の氾濫にお
ける初動から応急復旧までの対応

株式会社エイト日本技術開発
郷田　信夫

◦第2回防災講演会
「みんなで考える住民主体の防災計画づくり」
〜地区防災計画、事前復興計画とは〜
・地区防災計画策定における地域の建設コン
サルタント、技術士が取り組むべき活動は何
か？

・技術士会の昨年の西日本豪雨災害における
被災者支援活動は、警戒避難体制づくりまで
の支援であり、復旧・復興計画までの支援が
できていない。

・事前復興計画につなげる地区防災計画がで
きないか？
開催日：令和2年2月14日（金）
主　催：（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
　　　　（公社）日本技術士会中国本部防災委員会
共　催：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
参加者：200名
内　容：
　講演1「地区防災計画とは」

香川大学　地域強靭化研究センター
　准教授　磯打　千雅子

　講演2「宇品地区防災計画の取り組み事例」
広島市防災士ネットワーク　横山　稔

　講演3「広島市の取り組み事例」
広島市　危機管理室　災害予防課

　課長　河本　秀明
　講演4「徳島県美波町の事前復興計画の取
　　　　り組み事例」

徳島県美波町西の地　防災きずな会
事務局長　浜　大吾郎

第一回防災講演会
基調講演　広島大学　海堀教授
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令和元年度  防災委員会現地見学会

◦平成30年7月豪雨高梁川小田川災害復旧箇所見学会
技術部会防災委員会
株式会社荒谷建設コンサルタント　早水　真洋

防災委員会では11月16日（土）に高梁川・小
田川災害復旧箇所見学会を企画し、20名参加
のもとに実施しました。
［見学要旨］

平成30年7月の西日本豪雨では、岡山県倉敷
市真備町付近において高梁川支流小田川水系が
氾濫し、市街地の大部分が冠水する大災害とな
りました。災害発生より1年数ヶ月が経過し、
現地では堤防復旧工事や堤防拡幅、合流点付け
替え等の各種工事が進められています。
今回の見学会では、高梁川・小田川における

河川災害の実態と復旧状況に着目し現地視察を
行いました。

1．小田川被災箇所
高梁川水系小田川では堤防が決壊し、真備町

を中心として大規模な浸水が発生した。
決壊箇所においては直ちに緊急復旧工事が施

され約2週間後に応急復旧が完了した。その後、
直轄河川災害復旧事業により被災した堤防復旧
を行い、災害関連事業として側帯盛土の施工が
行われている。現在は河道掘削が行われ、災害
の再発生を未然に防ぐ工事が行われている。

2．末政川被災箇所
末政川では平成30年7月の豪雨で堤防が決壊

した。

平成31年2月より本復旧工事が開始され令和
元年6月に既設堤防高さまでの復旧が完了し
た。その後堤防嵩上げ等の改良復旧工事が進め
られ令和元年9月に堤防決壊箇所の改良が完了
した。

3．小田川付替事業
小田川の付け替え事業は、高梁川水系小田川

沿川において、災害発生を未然に防止するため
に実施されている『真備緊急治水対策プロジェ
クト』の一部である。
小田川の水位を抜本的に引き下げることを目

的とし、概ね5年間で集中的に実施する河川改
修事業（激特事業）により実施されている。
事業内容としては、現在の柳井原貯水池を活

用し、高梁川との合流位置を約4.6km下流へ付
替え、小田川と高梁川の水位を下げることによ
り、小田川の沿川地域及び倉敷市街地における
治水安全度の向上を図ることを目的としてお
り、完成時の事業効果としては小田川の水位低
下と倉敷市街地の氾濫危険度の低減が見込まれ
ている。（事業費332億円）

○おわりに
今回の見学会にあたり、国土交通省中国地方

整備局高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所
副所長正木様、工務課長水谷様に多数の資料を
提供していただき、現地においてご案内を賜り
ました。
ここに改めて、御礼を申し上げます。

小田川氾濫地点　側帯盛土にて
現地説明

末政川復旧工事状況 付け替え水路下流、濁水処理施設
集合写真
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◦防災教育
技術部会防災委員会
㈱ヒロコン　平川　武

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14年目を迎え、
合計61箇所で講座を開いています。
今年行った防災教育は以下の4回です。

 9月20日 広島市立戸坂中学校 2年生 181名

10月 7日 広島市古田小学校 6年生 129名

10月18日 広島市立三入小学校 4年生 69名

 1月15日 広島市立大町小学校 5年生 119名

以下に10月18日広島市立三入小学校で行っ
た例を紹介します。
本講座では、地震災害、洪水災害、土砂災害

の危険性について、「災害についてみんなで考
えよう」をテーマに行ったものである。
三入小学校は、平成26年8月の広島市豪雨災

害時に、学区内が被災したことを契機に、全学
年で防災教育に取り組んでいます。4年生は「未
来に残したいわたしたちの町。ふるさと探検
隊!!」をテーマにほぼ毎月学習の機会を設けてお
り、本年度は被災箇所の見学から防災マップの
作成まで行う計画となっています。今回の学習
は、この計画の一部を構成するものであります。

（1）災害ってなに？広島でおこる災害について
①土砂災害
がけ崩れ・土石流の2種の土砂災害について
説明。
がけ崩れの事例と対策方法を写真で説明し、
がけ崩れの映像でも説明した。
土石流の事例と対策方法を写真で説明し、土
石流の映像でも説明した。
広島県内の災害の事例（平成26年8月・平成
30年7月豪雨）を写真で説明した。

②洪水災害

2018年7月6日　倉敷市真備地区の事例を写
真で説明した。
2018年7月6日　広島市内の洪水災害の事例
を写真で説明した。
2008年7月28日　神戸市都賀川での鉄砲水
の事例を写真で説明した。

③地震、津波災害
1995年1月17日　阪神淡路大震災の事例を
写真で説明した。
2011年3月11日　東日本大震災の事例を写
真・映像で説明した。

（2）災害時の避難について
①避難に必要な情報について
気象警報等・警戒レベル・とるべき行動につ
いて説明した。

②土砂災害の前兆現象
避難判断の参考となる過去の教訓について説
明した。

③避難の時の注意点
④なぜ避難が必要か
⑤避難場所について
学区内の指定避難所について写真を使って説
明した。

（3）ハザードマップ作成
①ハザードマップについて説明
がけ崩れ・土石流・洪水ハザードマップに書
かれている内容について説明した。

②ハザードマップを使った実習
自分の家を探して、赤シールを貼る。
自分の家は土砂災害や洪水の危険があるか確
認する。
自分の家に近い避難先を探して、緑シールを
貼る。
自分の家から避難所までの避難路を茶色のペ
ンで記入する。
最後に成果の発表をする（今回は代表2名）。

（4）講座を行った感想
既に学習した内容をなぞることになるので、

映像を多めにした。予想以上に反応が良く効果
的であった。特に今回のような低い学年では映

令和元年度　防災委員会社会貢献活動
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像が効果的と考える。また、事前打ち合わせか
ら地図を読むことになれていない学年なので、
実習に手間取るではないかという課題があった。
ハザードマップの事前準備に時間を割いて工夫
を加えたこともあり、なんとか時間内に予定し

ていた実習を終えることができた。しかし、ハ
ザードマップの実習は4年生向けとしてはやや難
しいので、今後の防災教育ではさらに工夫する
余地があると感じた。

ハザードマップの説明（1コマ目） ハザードマップを使った実習（2コマ目）

授業の様子
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中国支部（地域計画委員会）では、昨年度実施したまちトーク2018において、市民の皆様から公共
空間を活用するためのアイデアを形にするため、定期的に委員会（会議）を開催し、（1）まちづくり出前
授業、（2）学生・市民の公共空間活用アイデアに関する展開方法（3）建コンPR資料の作成及び報告書
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 H31. 4.17（水） ・平成30年度の活動報告・平成31年度の活動テーマについて

2 R 1. 5.22（水） ・まちトーク2018の振り返り
・学生・市民の公共空間活用アイデアに関する展開方法

3 R 1. 6.19（水）
・他支部におけるPR活動等に関する情報収集・整理について
・学生・市民の公共空間活用アイデアに関する展開方法
・建コンPR活動の方法

4 R 1. 7.17（木）

・PR活動の具体内容に関する各社意見について
・2018まちトークにおける分野別のアイデアの整理結果について
・学生・市民の公共空間活用アイデアに関する展開方法
・建コンPR活動の方法

5 R 1. 8.21（水）

・学生・市民の公共空間活用アイデアに関する展開方法
・建コンPR活動の方法

6 R 1. 9.25（水）
7 R 1.10.16（水）
8 R 1.11.20（水）

（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において、下表の通り、出前授業を実施し、子

どもたちのまちづくり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 大切なまち（三篠）の環境 まち（三篠）のやさしさ（ユニバーサルデザイン）
実施日 令和元年5月17日（1コマ） 令和元年6月14日（2コマ）
対象者 三篠小学校4学年（児童136名＋教員8名） 三篠小学校3学年（児童124名＋教員6名）

概 要

学校を取り囲む太田川（放水路・旧太田川）
や三滝山、廃棄物の埋立後に整備された
竜王公園の歴史等を通じ、自然環境・生
活環境・3R等についてPPTでの説明を中
心に講義を実施。児童は後日、実際に太
田川放水路での調査や清掃活動を実施し、
新聞としてとりまとめた。

JR横川駅を中心としたまちのユニバーサ
ルデザインについて、PPTによる説明やク
イズ形式での出題、車イスでの通行体験や
透水性舗装の浸透実験など実物サンプルを
使った仕組みの解説やルールなどについて
講義を実施。児童は後日、実際に街を調査
し、きづきをまとめて発表した。
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（2）公共空間を活用した市民アイデアの実現に向けたポスター作成
広島市を中心とした公共空間の利活用促進に向け、H29年度から事例調査、視察、フォーラムの

開催といった活動を行ってきました。
同テーマの活動では3年目となるR元年度は、昨年度開催のフォーラムで議論した、一般市民や

学生の目線による公共空間の利活用に向けた貴重なアイデアについて、今後の展開方法を検討しま
した。
検討の結果、市民の持つ多様なアイ

デアが実現されたときの「まちの将来
像」を視覚化することとしました。
視覚化したイラストは、「公園・河川」

「道路・商店街」の分野ごとに、現在の
法規制などにとらわれず、「市民が自由
にまちで楽しんでいる」様子を表現し
ました。
また、そのイラストを活用して作成

したポスターは、今後のまちづくり活
動やフォーラムでの掲示、建コンPR活
動との連携など、委員会のさまざまな
場面での展開を考えています。

（3）建コンPR資料の作成
昨今の建設業や建設コンサルタント業界への就職の落ち込みやコン

サルタントという仕事内容があまり理解されていないことから、今年
度より若手の会中国支部と連携して、建設コンサルタントという職業
のPRを図るチラシやコンテンツ資料を作成しました。建コン全体のイ
メージ・仕事をわかりやすく伝えるとともに、「都市計画やまちづくり
とは何か？」といった当委員会の専門でもある領域について、あらゆる
専門分野の学生でも取り組める職種であることをPRする内容・構成と
しました。R元年度は、可能な範囲で、大学等へリクルート活動で配布
するとともに、R2年度以降も、オープンキャンパスやリクルート活動
の際のブース等で展示していくなど広く発信し、都市計画やまちづく
りに関する魅力を伝え、業界に関心を持ってもらうためのPR活動を展
開することを考えています。

イラスト（公園・河川） イラスト（道路・商店街）

建コンＰＲ用のチラシ（表）

コンテンツ資料① コンテンツ資料② コンテンツ資料③

※本原稿執筆時点のラフスケッチです。



Vol.48 123

厚　生

〈個人戦〉
順 位 氏名（会社名） OUT IN G HD NET

優  勝 大河　淳（陸地CT） 50 47 97 24.0 73.0

2  位 縄田和成（中電技術CT） 46 45 91 14.4 76.6

3  位 住本輝明（陸地CT） 54 52 106 28.8 77.2

〈団体戦〉
順 位 メンバー（会社名） NET平均スコア

優 勝
甲斐雅和（セトウチ） 大河　淳（陸地CT）

78.8
西田宣一（復建調査設計） 貞入将人（長大）

準優勝
砂川信雄（基礎地盤CT） 宮本寿夫（荒谷建設CT）

82.7
縄田和成（中電技術CT） 村上欣也（復建調査設計）

今回 前回 前々回
54回 53回 52回

参加人数 16 20 20
平均スコア（グロス） 110.6 101.0 106.8

標準偏差 13.3 13.0 13.2

厚生部会では、支部協会員の親睦と健康維持
を目的としてスポーツ大会を開催しています。
今年度は10月25日にゴルフ大会、10月26日に
フットサル大会、12月6日にボウリング大会を
開催しました。昨年からの災害業務対応で忙し
い毎日が続いていますが、若者からシニアまで

多数の参加をいただき、無事に予定した3つの
大会を開催することができました。ありがとう
ございました。来年度は各大会ともさらに参加
者を増やしたいと考えていますので、ご協力の
程よろしくお願いいたします。

令和元年度親睦活動

■ 第54回ゴルフ大会

個人戦は陸地コンサルタントの大河　淳さん優勝
団体戦は、甲斐雅和さん（セトウチ）大河　淳さん（陸地）
西田宣一さん（復建）貞入将人さん（長大）チームが制覇！

令和元年10月25日（金）に第54回の親睦ゴル
フ大会を「鷹の巣ゴルフクラブ」で開催しました。

参加者は前回より1組減り4組16名となりまし
た。昨年は災害対応への影響を考慮して中止と
なりましたが、今年は昨年の分も叩こう（？）と
したためか、平均スコア（グロス）は110点超え

とやや荒れ模様でした。
ハンディはダブルペリア方式で個人優勝は陸

地コンサルタントの大河さん（ネット73）。ベス
グロは中電技術コンサルタントの縄田さん（グロ
ス91）と、共に初参加の方が獲得されました。
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《ゴルフ大会優勝者の声》
大河　淳さん（写真左）
株式会社　陸地コンサルタント
年　齢：64歳
役職位：技術顧問
出身地：広島市

①家族構成
妻（子供3人は結婚し他に住んでいる。）

②趣　味：登山、ゴルフ
③ゴルフ歴：50数年
たまたま倉本昌弘氏（現日本プロゴルフ協会会長）と国泰寺中学校で同じクラスでした。当時、

広島GCで一緒にラウンドしたことがありましたが、私のスコアは100前後だったのに対し、彼は
68で回っていたことが強く記憶に残っています。
④ゴルフがうまくなるには
月1ゴルファーで練習場にもほとんど行ってませんが、それでも年平均は90を切ることを目標と

しています。そのためには、1ホールで大たたきをしないことと、アプローチとパットがスコアメ
イクのカギと思っています。
⑤今回の勝因
今回はOBや池ポチャで多くのボールを失くしましたが、そのホールのほとんどがダブルペリア

のハンディキャップホールに入っており、多くのハンディをいただいたことにつきると思っていま
す。それと、良きパートナーに恵まれ楽しく回れたことでしょうか。
⑥その他一言
近年多発する自然災害などを受け「国土強靭化計画」が推進されている中、事前防災及び減災そ

の他迅速な復旧復興など建設コンサルタントに求められる役割はますます大きいものとなっていま
す。その一方で、ライフワークバランスや時間外労働の短縮など働き方改革が社会的な要請となっ
ております。これらを両立させることが必要となっていますが、こうしたゴルフコンペへの参加は、
ストレス解消、情報交換や交流など極めて有意義であると思っています。多くの若い人。もっとゴ
ルフをしませんか！？

自分が優勝すると思っている！スタート前の顔 団体優勝（左から）
西田さん、大河さん、甲斐さん、貞入さん
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開会式の後、ラジオ体操で‘さあ、始まるぞ！’

■ 第11回フットサル大会

中電技術コンサルタントが優勝！
第8回大会に続き、またも西日本高速道路エンジニアリングの連覇を阻む。
13社、23チーム、200名が参加。毎年、盛り上がっています!!

令和元年10月26日（土）、第11回フットサル大
会を広島のアイフット宇品で開催しました。
13社、23チーム、200名（ほか家族30名）と昨

年同様の参加をいただき、楽しくも真剣な1日（9
時〜 17時半）を過ごし、コンサルに集う仲間と
しての絆を深めました。

今回も昨年度と同様、あくまで勝敗にこだわ
る真剣リーグ（7チーム参加）と、親睦を目的と
した親睦リーグ（16チーム参加）に分れ、それぞ
れの楽しみ方をしました。

真剣リーグの結果は、予選リーグから順位決

定戦に4社が残り、エイト日本技術開発との優勝
決定戦で中電技術コンサルタントが勝利しまし
た。おめでとうございます。優勝常連の西日本
高速道路エンジニアリングは、復建調査設計と
の3位決定戦に回り勝利しましたが、第8回大会
に続きまたも中電技術コンサルタントに連覇を阻
まれました。親睦リーグでは、勝敗数でなく参
加チームの投票により、チームワークの良かった
表に示す5社がチーム賞に選ばれました。また、
今回も多くの子供たちの参加があり、キックター
ゲットや応援を楽しんでくれました。

真剣リーグ　成績と順位
チーム名 会社名 予選リーグ 順位決定戦

TAKUWAさん 中電技術コンサルタント（株） 6勝0敗 優勝

い〜じぇっくA （株）エイト日本技術開発 5勝1敗 準優勝

NEXCOエンジ 西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 4勝2敗 3位

FGEXブルー 復建調査設計（株） 3勝3敗 4位

AKC48 （株）荒谷建設コンサルタント 1勝4敗1分 予選敗退

NC広島FC （株）ウエスコ 1勝4敗1分 予選敗退

yec広島 八千代エンジニヤリング（株）広島 0勝6敗 予選敗退

順位は、予選リーグの1位対2位、3位対4位の対戦により決定しました。
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入賞チーム・受賞者
賞 受賞チーム、受賞者

真
剣
リ
ー
グ

優　勝 TAKUWAサン（中電技術コンサルタント（株））
準優勝 い〜じぇっくA（（株）エイト日本技術開発）
3　位 NEXCOエンジ（西日本高速道路エンジニアリング中国（株））
4　位 FGEXブルー（復建調査設計（株））

親
睦
リ
ー
グ

チーム賞

L・S・B（（株）長大）
あいおいナインズ（相生エンジニアリング（株））
いであ（いであ（株））
AKC47（（株）荒谷建設コンサルタント）
いーじぇっくB（（株）エイト日本技術開発）

MVP（男性） 田中　晶典（中電技術コンサルタント（株））
MVP（50代） 中村　正和（八千代エンジニヤリング（株））
MPV（女性） 馬越　莉子（復建調査設計（株））

MGP 石田　秀文（相生エンジニアリング（株））
MGP 佐多　美香（西部技術コンサルタント（株））

MGPは“もっとも頑張ったで賞”で男女各1名に与えられました。

【優勝記】
中電技術コンサルタント株式会社　大上　峻平

この度は、第11回フットサル大会にて3年ぶりの優勝を果たすことができ、非常に嬉しく思って
おります。
どの対戦相手もレベルが高く、全試合難しい戦いでした。特に、「い〜じぇっくA」さんとの決勝

戦は一番苦しい試合でした。先制し気持ち的に逃げ切り態勢となっていたところ、終了間際に追い
つかれ、嫌な流れで延長戦に突入しましたが、重たい雰囲気のなかMVP田中のゴラッソで、見事
勝利することができました。本当に紙一重の差だったなと思います。
私は今大会を通じて大切に思ったことがあります。それは、「ONE TEAM」です。ラグビー日本

代表のスローガンで流行語大賞に選ばれた言葉ですが、この言葉の大切さを改めて感じました。チー
ム全員の団結力と会場まで駆けつけていただいた坪井社長、周藤取締役や親睦メンバーの応援もあ
り、「チーム中電技術」として一致団結して戦うことができました。結果的に優勝できましたが、
何より、「優勝」という同じ目標に向かって皆で結束し、戦うことができたことを嬉しく思います。
改めて、チームスポーツの素晴らしさを味わうことができた大会でした。
最後になりましたが、本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

会運営に関わられた皆様に感謝申し上げます。
次回大会は2連覇を目指していきたいと思います。今後とも引き続き宜しくお願い致します。

優勝のTAKUWAさんチーム（中電技術CT）
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【男性MVP】
中電技術コンサルタント株式会社　田中　晶典さん

大好きなフットサルで、このような栄えある賞をいただき、大変誇らしく思
います。これも、仲間との連携、皆さんの応援があってこそのものだと思って
います。ともにプレーをしたチームメンバーには、感謝の気持ちでいっぱいで
す。また、何よりも念願の優勝を果たすことができ、とても嬉しく思います。
私たちが出場したリーグは、“真剣リーグ”ということで、皆真剣に勝敗

を競っているからこそ、プレー中は熱くなってしまう場面も多々見受けられ
ました。しかし、試合が終わってみれば、勝敗に限らず相手に敬意を抱き、
応援しあえる姿は“親睦リーグ”にも劣らない親睦の深まりを感じました。
今年は初出場のチームもあったようですので、来年度以降も是非、たくさん
の企業の方と交流を深めていけたらと思います。
最後になりますが、大会開催・運営に携わっていただいた皆様には深く感謝申し上げます。次回

開催も心より楽しみにしております。

【女性MVP】
復建調査設計株式会社　　馬越　莉子さん

この度は女性部門MVPに選んで頂き、本当にありがとうございます。とて
も嬉しいです。
私は、幼い頃からこの大会のキックターゲットに参加させて頂いており、そ

れが楽しくてフットサルを始めました。まだまだ未熟な中、皆さんの熱い応援
やチームの仲間の連係プレーのおかげでゴールを決めることができました。
大会を運営して下さった皆さん、コートの外から拍手して下さった皆さん、

声をかけて下さった方々、そしてチームの皆さん、本当にありがとうござい
ました。来年の開催を、もう今から楽しみにしています。

〈父より〉
娘と一緒にプレーできて、とても幸せな1日でした。子供が心から楽しむ姿を

見るのは、親として嬉しい限りです。見守って下さった皆さん、声をかけて下
さった皆さん、忖度して下さった対戦相手の方々、本当にありがとうございま
した。

【50代MVP】
八千代エンジニヤリング株式会社　中村　正和さん

50代MVPに選んで頂き誠にありがとうございます。今回、会社・個人と
しても初の参加でした。
日頃から「いい汗かく」程度のフットサルはやっていましたが、いざ試合

となると独特の緊張感や気持ちばかりが先走りチームメートと息の合わない
事などフットサルをやり始めた頃の新鮮な気持ちがよみがえり楽しく1日を
過ごすことが出来ました。
個人としてはこのような名誉な賞を頂き、恥ずかしくもありがたい気持ち

でいっぱいですが、チームとしてはさんざんな結果となりました。
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足を引っ張った事は間違いありません。
ケガなくこの賞が頂ける事になったチームメートにはただ感謝ばかりです（ナイスパスありがと

う）。次回も参加出来るように年齢に見合った付き合い方でフットサルを続け、出来る事なら今度
はナイスパスが出せればいいなと思っています。
最後に大会開催にあたり尽力下さった運営委員の皆様ありがとうございました。わたくしも微力

ながらコンサルタンツ協会の発展に貢献出来るよう活動を続けたいと思います。

選手宣誓をする岡部さん（復建調査設計）

白熱の試合風景‘ナイスシュート！’

会場外景‘こんなところでやって〜ます！’

キックターゲット‘将来の業界のエースだ！’

MGP
男性：アフロが似合う石田さん（相生エンジ）
女性：佐多さん（西部技術CT）



Vol.48 129

■団体優勝
中電技術コンサルタント（株）

この度は第54回となる建設コンサルタンツ協会ボウリ
ング大会に参加させていただきありがとうございまし
た。本当に充実した時間を過ごすことができました。最
初はとても緊張しましたが、時間が進むうちにハイタッ
チをしたりと、ボウリング特有の雰囲気によって次第に
声も大きくなり、いつの間にか終始笑顔の絶えない時間
になっていました。
今回の団体優勝は本当に驚きの一言ですが、勝因を挙

げるとすれば、周囲の同業者さんとも各々の点数や内容
を共有し、ストライクを取れば皆で喜び、ガーターにな
れば皆で励ましあいながら、3ゲーム分最後まで元気に
楽しく投げることができたことだと思います。
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、このように楽しく充実した

親睦の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございました。

■ 第54回ボウリング大会

団体戦はフットサル大会に続いて
中電技術コンサルタントチームが優勝！
個人戦は、男子は中電技術CTの縄田さん、
女子は陸地CTの宮崎さんが共に初優勝！

〈個人戦〉
順 位 氏名（会社名） 1G 2G 3G HD 計

優勝 縄田　和成（中電技術CT） 127 191 176 − 494

準優勝 土佐路将裕（中電技術CT） 159 164 163 − 486

女子優勝 宮崎　あかり（陸地CT） 141 114 108 45 408

〈団体戦〉
順 位 会社名・メンバー スコア計

優 勝
中電技術CTチーム

1,317
縄田　和成（494）　土佐路将裕（486）　中川千亜紀（337）

準優勝
陸地CTチーム

1,281
西本　稔（440）　安田　隆男（433）　宮崎あかり（408）

12月6日（金）に第54回ボウリング大会を開催しました。場所はいつもの、広島パークレーンで
す。今回は10チーム（30人）と前回より1チーム減りましたが、1フロアが10レーンということも
あり貸し切り状態で親睦を図ることができました。

団体優勝チーム；中電技術CTチーム
左から　中川さん、土佐路さん、縄田さん
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■男子個人優勝　　中電技術コンサルタント（株）　縄田　和成さん
大変恐縮ではございますが、第54回ボウリング大会にて男子個人の部

で優勝させていただきました。中電技術コンサルタント株式会社の縄田
と申します。
過去に何度か参加させていただいたことがあり、わたしの実力では優

勝などとても無理だと思っていました。
今回は運が良かったことと仕事で溜まったストレスが爆発したこと

で、たくさんピンが倒れてくれたことが勝因ではないかと思います。
そして、個人優勝と併せて団体優勝の栄誉もいただき、とても楽しい

1日を過ごすことができました。その後、反省会を予定していたのです
が、祝勝会に名称変更され、美味しい食事とお酒を楽しんだことをご報
告いたします。
この度は、建設コンサルタンツ協会中国支部の厚生委員の皆様にはこのような会を開催して頂き

本当にありがとうございました。

■女子個人優勝　　（株）陸地コンサルタント（株）　宮崎　あかりさん
昨年に続いて2回目のボウリング大会でした。昨年は、軽いボールを

使用して力が足りずピンがなかなか倒れず、合計274ピンでした。その
後、上司の方々とボウリングに行った際、「もう少し重たいボールに替え
てみたらいいよ」、「投げるとき身体の向きに気をつけてみて」などたくさ
んのアドバイスを頂きました。その言葉を思い出しながら、「チームの足
を引っ張らないように頑張ろう！」という気持ちで挑みました。今回は、
「楽しんで投げよう！」と楽な気持ちで臨み、第1ゲームは141ピンと自分
でもびっくりするぐらいのスコアに繋がりました。第2ゲームと第3ゲー
ムはいつもの調子でしたが、合計363ピンでなんとか女性の一番になれま
した。チーム内でも声を掛け合ったり、ストライクが出たときにはハイ
タッチをしたり、コミュニケーションをとりながらいい雰囲気でボール
を投げることができました。来年度も2連覇を目指して頑張ります。また、団体戦でも足を引っ張る
ことなく、準優勝に貢献できてとても嬉しかったです。本当にありがとうございました。

投球開始前‘まだ手が痛くないとき’の集合写真



Vol.48 131

弊社には本社・支社合わせて20を超える同好
会があり、様々な親睦活動を行っています。サッ
カー部や陸上部などの運動系からアコース
ティッククラブや読書する会などの文化系まで、
活動は多岐に渡ります。そんなアラタニの数あ
る同好会の中から「醸す会」をご紹介します。
醸す会は、日本酒を楽しむ・日本酒に親しむ・

日本酒を学ぶことを目的とし、本社地区で3年
前に発足した新しい同好会です。主な活動は、
①日本酒イベントへの参加、②酒どころ西条の
水を育む森の手入れ活動への参加、③酒蔵見学
に分類されます。

各種日本酒イベントへの参加
広島で

一番の日
本酒イベ
ントとい
えば、10
月の連休
に開催される西条酒まつりが真っ先に思い浮か
びます。酒まつりでは西条の酒蔵が開放されて
おり、色々な酒蔵のお酒を飲み比べて楽しんで
います。
また、春頃には各地の酒蔵で行われている蔵

開きのイベントに参加します。酒蔵の日本酒を
飲み比べたり、餅つきや酒造り唄の披露などの
催し物を楽しんだりしています。

森の手入れ活動への参加
西条の町の北方に位置する龍王山は、酒の仕

込み水となる西条の名水のふるさととなってい
ます。この龍王山で行われている「山のグラウ
ンドワーク」に参加することもあります。この
活動では、山の手入れを目的として、伐採作業

やチップ作り
などを行って
います。最初
はワイワイ楽
しくやってい
た メ ン バ ー
が、だんだん
無口になり、
いつのまにか
夢中になって終盤には黙々と立木を刈っていま
した。
汗を流した後はもちろん日本酒を飲みながら

反省会です（むしろこっちの方がメインの人も
いるかも？）。

酒蔵見学
酒蔵の中には、一般

向けに見学会を開催し
ているところがありま
す。これまでに、岩国
の酒井酒造（五橋）や、
村重酒造（金冠黒松）
にお邪魔しました。酒
造りの工程や、蔵の中
の様子、普段の仕事に
ついて丁寧に教えてい
ただき、試飲までさせ
ていただきました。

今後の展望
これまでのように色々なイベントを楽しみな

がら、日本酒に興味がある人を集めて勉強会の
ようなこともしてみたいと思っています。つい
つい飲みすぎてしまうこともありますが、愉快
なメンバーで日本酒を嗜みたいと思います。

醸す会のご紹介
株式会社荒谷建設コンサルタント

藤井　美南

グループ
活　　動
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―はじめに―
弊社は創立以後、愛好家有志による厚生活動に

も力を入れており、その活動は駅伝部、バレーボー
ル部、硬式テニス部等と多岐に渡ります。その中
でもここ最近、勢いのある部のひとつであるサッ
カー部の活動を、キャプテンを務めさせていただ
いている私からご紹介したいと思います。

―活動①「広島県建設コンサルタンツリーグ」―
サッカー部発足のきっかけでもあり、現在で

も部の基本活動となっています。立ち上げは復
建さん、荒谷さん、東和さん、弊社のサッカー
をこよなく愛する諸先輩方の呼びかけから始ま
り、今年でなんと開催20年目を迎えました。
試合は月1回程度、現在5チームで年間優勝を
競っています。
立ち上げ当初は黄金時代だった弊社サッカー部

も、部員不足により私が入社した頃は常に最下位
争いをし、長らく暗黒期を過ごしていました。
しかし、ここ最近、やる気に満ちた新入部員

の加入の甲斐もあり、昨年度は実に14年ぶり
の優勝を勝ち取ることができました。

―活動②「建コン協フットサル大会」―
本誌にも掲載されているとおり、毎年秋頃に

建設コンサルタンツ協会中国支部主催でフット
サル大会が開催されており、今年度で11回目
となりました。弊社は第1回大会から参加して
おり、第8回大会で悲願の初優勝を飾ってか

ら、しばらく優勝から遠ざかっていました。
満を持しての今大会は、どのチームもレベル

が高く、苦しい戦いが続きましたが、なんとか
3年ぶりの優勝をつかむことができました。

―活動③「その他の活動」―
最近では前述の2つの活動以外にも、仕事現

場での交流をきっかけに、中国電力グループで
のフットサルの練習会や大会に出場するように
もなり、活動の場を広げています。また、若手
部員が増えたことで、親睦会の機会も増え、ま
すます賑やかになってきています。

―今後に向けて―
サッカー部の活動は年々拡大を続け、社内外

を問わず、普通に仕事をしているだけでは関わ
れない方たちとの貴重な交流の場となっている
ように感じます。かく言う私もそんな恩恵を受
けているうちの1人で、最初は渋々引き受けた
キャプテンでしたが、活動の場が広がるにつれ
日に日に楽しさを感じているこの頃です。
建設コンサルタンツリーグは今年で第20回、

建コン協フットサル大会は昨年記念すべき第
10回大会を迎えるなど、新たな節目を迎えま
した。今後も先輩たちが築き上げてきたものを
大切にしつつ、将来へつないでいける活動にし
ていきたいと思っています。そして何より、サッ
カーを楽しむという気持ちを忘れずに、これか
らも活動していきたいと思いますので、今後と
もよろしくお願いいたします。

中電技術コンサルタントサッカー部の活動
中電技術コンサルタント株式会社

多久和　晃志

コカ・コーラスタジアムでの試合

今年度のフットサル大会の参加者
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寄　稿

お世話になっております。八千代エンジニヤ
リング㈱広島支店の石瀬と申します。道路の渋
滞対策や整備効果検討などに従事しておりま
す。突然の東京→広島異動宣告から約一年半、
中国地方での生活にも慣れてきたところです。
極めて個人的な話ですが、趣味の酷道めぐり

を紹介させて頂きます。

1．酷道とは
業種が業種なのでご存知の方も多いかと思い

ますが、趣味用語のため厳密な定義はありませ
ん。一般的には「高速自動車国道とあわせて全
国的な幹線道路網を構成」すると定義されてい
る国道のうち、色々なものが「酷な」状態な道
を指すものです。（実は大体は国でなく県管理
なのですが）
具体には、幅員が狭くすれ違いが困難だった

り、深い山の中で路面が苔生していたり、ガー
ドレールのない崖だったり、といったものです。
日本三大酷道として、国道439号（徳島〜高

知）、国道425号（三重〜和歌山）、国道418号
（福井〜長野）が有名です。

▲酷道の例

2．酷道の魅力
「で、そんなとこ走って何が楽しいの？」と
改めて訊かれると困ってしまうのですが、国道
なのに造りが酷だというギャップ、道路と自然
の一体感、対向車が来たときのスリル…などが
魅力です。
また、マニュアル・軽バンの安レンタカーで

繰り返す急勾配・急カーブを駆け抜けるのはな
んともいえない爽快感があります。

3．ヨサク
広島へ異動し、四国が身近になったことから、

国道439号（通称：ヨサク）を度々訪問するよう
になりました。前述の酷道要素は文句なしの満
点、加えて沿線には有名な祖谷のかずら橋や観光
周遊モノレールなどの観光地もあり、運転に自信
のある方には非常におすすめです。ただし、行
程と気象状況のチェック、安全管理は念入りに。

▲ヨサクのサミット・京柱峠

4．今後
中国・四国にはヨサク以外にも個性的な酷道

が多数あります。広島勤務のうちに多くの思い
出を作っていきたいところです。

酷道のはなし
八千代エンジニヤリング（株）広島支店

石瀬　弘樹
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日本語コミュニケーションにも難のある40
代後半の私ですが、何を思ったか社会見学の一
環として海外一人旅にチャレンジしてみました
のでご紹介いたします。

今回訪れたのは人口約180万人のマレーシア
の首都クアラルンプール。日本からの飛行時間
は約7時間で時差も1時間と比較的訪問しやす
い国だと思います。公用語はマレーシア語（マ
レー語）ですが、多民族国家の為中国系住民社
会では中国語、インド系住民社会ではタミール
語、各民族間で会話をする際は広く英語が使用
されているので、旅行では英語が主体となって
いるようです。いずれの言語も全く使えない私
ですが、スマホアプリのGoogle翻訳とGoogle
マップのおかげで何とかなっています。Google

さんすごい！
クアラルンプール国際空港から市内への移動

は鉄道が便利ですが、私の場合深夜着＆早朝発
便の飛行機でしたので、タクシーを利用しまし
た。言語に難のある私にはハードルが高いよう
に思われるかもしれませんが、Grabという配
車アプリで簡単に利用でき、事前に目的地まで
の料金が明示されるので安心です（Uberのアジ
ア版で料金も安い）。
市内には鉄道・モノレール・バスなどの公共交

通網が整備されています。いずれもTouch’n 
GOというチャージ式の交通カードで利用でき
ます（ニューヨークのメトロカードみたいなも
の。バスなんかはキャッシュでは乗車できな
かったりするので、必須のカードです）。
シンガポールとともに東南アジアの優等生と

大人の社会見学 〜クアラルンプール編〜
福山コンサルタント　中四国支社

竹野　　剛

▲今昔のが共存する街並み
（ムルデカ・スクエアより）

▲公共交通何でも使えるTouch’n Go ▲Grabで空港からホテルまで
（約70分、高速代含め約2,000円）
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呼ばれるマレーシア。1998年に完成したペト
ロナスツインタワーは、高さ452m、88階建て
の超高層建築物であり、観光スポットになって
います（世界一だった時期もあるようです）。
中心地にあるショッピングセンター、KLパビ
リオンは、東南アジアのタイムズスクエアと
いったところでしょうか。近くには、有名なア
ロー通りの屋台街があり、観光客で大変賑わっ
ていました。
他民族国家であるマレーシアでは、様々な宗

教的建造物が混在しており、観光地として人気
です。マレーシアにはイスラム教の礼拝堂であ
るモスクがたくさんありますが、中でもプトラ
ジャヤのピンクモスク、シャーアラムのブルー
モスクが有名です。ブルーモスクはマレーシア
最大、世界で4番目に大きいそうで、日本人観
光客が多く、ボランティアガイド（英語が混ざ
る日本語で）が詳しく案内してくれます。確か
に美しい。
マレーシア随一のヒンズー教の聖地であるバ

トゥ洞窟も訪問しました。約40mと巨大なムル
ガン神が迎えてくれます。バトゥ洞窟は272段
の階段を登った先にありました。
マレーシア国立博物館にも足を運びました。

先史時代、マ
レ ー 王 国 時
代、植民地時
代、現代の4
つの時代ごと
に展示されて
おり、マレー
シアの歴史と
文化に触れる
ことができま
す。マレーシ
アの歴史のス
タート地点と
なったムルデ
カ・スクエア
も訪れ、元気
をいただいた
気分になりま
した。
ということ

で、気ままにふらっと海外一人旅にチャレンジ
してみたのですが、案外何とかなるものです。
刺激を忘れた大人にこそ、海外一人旅おすすめ
です。

▲クアラルンプールのシンボル
ペトロナスツインタワー

▲アロー通りの屋台街は大変な賑わい

▲美しいブルーモスク ▲ムルガン神の横のハイカラな階段を登ってバトゥ洞窟へ
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1．はじめに
広島駅周辺は、広島市民球場の移転を契機と

して、止まっていた市街地再開発事業や自由通
路等の公共施設整備が一気に動き始めた。エキ
キタ（広島駅新幹線口周辺地区）でも、二葉の
里区画整理事業等により街が大きく変容してお
り、さらに、カープ人気やインバウンド効果も
重なり、広島駅周辺は活況を呈し、新しい人の
流れが生まれつつある。

進化が続く広島駅周辺の状況

2．エキキタまちづくり会議の取り組み
当会議は、地元住民や企業・ホテルなどの事

業者、行政などが協働して、広島の新たな玄関
口として再開発が進むエキキタの魅力を情報発
信し、にぎわいや回遊性のある空間の創出を目
指す目的で、2015年3月に設立された。
会議メンバー全員に「まちを良くしたい」と

いう漠然とした共通イメージはあるものの、
各々の思いは多種多様であることから、はじめ
に活動の指針となるまちづくりビジョンを策定
した。ビジョンでは、各々が活動したい内容と
リンクする5つの取組み目標、「つどう」「活か
す」「つながる」「安全・安心・快適」「自立する」

を設定している。
また、このビジョン策定に並行して、目に見

える活動も行ってきた。活動資金が僅かである
ため、既存の資源や課題に対し、ちょっとした
行動でよりよくなることを実践している。例え
ば、地域のイベントに企業が出店し、商品販売
やカクテルショーの実演、ペデストリアンデッ
キや緑道を占用して各種学校（中高大学等）の
活動披露や企業の商品販売、既存マップを地域
の大学生が英訳して英語マップを作成するな
ど、これまでになかった住民と企業、教育機関、
行政等が協働・連携することで、一方からみた
課題は、他方からは好機に変わることを各々が
実感している。
昨年は、これまで5年間の活動が評価され、

広島市のエリアマネジメント活動計画の第一号
認定をうけることができた。

まちづくりビジョン

3．エキキタまちづくり会議の活動紹介
エキキタまちづくり会議の活動を拡大し、継

続していくためには、取り組み目標にもある
「自立する」ことが重要である。この「自立する」
には、活動するための“思い”と“コスト”の二

エキキタまちづくり会議によるエリアマネジメント
復建調査設計株式会社　　　　　　　　　　　　　　　
経営管理本部　社会デザイン創発センター　宇山　　穂
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つの側面があり、これらを満たすプロジェクト
を発掘・成功させることが求められる。これま
でに行ってきた様々なプロジェクトの一部を紹
介する。
1）街区公園・緑道の指定管理
広島駅に近い自慢の場所が、汚く、放置され

ている状況に、「何とかしたい」という思いが
強かった。そこで、地域の連合町内会とエキキ
タまちづくり会議が連携し、月1回の一斉清掃
をスタート、2018年度からは13の街区公園等
の指定管理を受託している。受託額は僅かであ
るため、対価を目的とした活動では継続が難し
いが、自慢の場所を美しく保ちたいという思い
やアンケート結果で95％以上の高い評価等が
モチベーションとなり、さらなる美しさの追求
に取組んでいる。

　　 指定管理受託前の緑道　　       受託後の緑道（一斉清掃時）

2）エキキタドリミネーション
以前は企業や店舗が個別に実施していたイル

ミネーション。毎年共通のテーマを設定し、連
携・協力することで一体感のあるイベントと
なってきた。毎年少しずつエリアも拡大し、エ
キキタの冬の顔として定着しつつある。今後
は、収益モデルの構築を目指している。

3）エキキタカラフルマルシェ
美しく管理している公園・緑道のお披露目の

場、また、まちづくり資金を獲得する場として、
年に一度マルシェを開催している。エキキタの
回遊性を高めるための連携イベントも年々増
え、県外など広域から集客できるイベントに成
長している。今後も、更なる収益力・情報発信
力の向上を目指し、継続していく。

4．おわりに
設立時より事務局を担当し、5年が経過した。

私自身これまでに多くの計画策定に携わってき
たが、事業を実施する経験が乏しかったことを
痛感している。今後は、事業実施・運営の経験
を計画づくりに反映させるとともに、より多く
の仲間に参加してもらえるようにネットワーク
を広げていきたい。

▲

エキキタドリミネーション

5千人以上が訪れるがエキキタカラフルマルシェ
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■はじめに
弊社にはジョギング部、ゴルフ同好会、レガッ

タクラブなど10を超えるクラブがあります。
そのうち私が所属する農園部を紹介させて頂き
ます。

■活動紹介
僕たちコンサルタントの普段の仕事は、お客

さんの問題解決をするサービス業です。メー
カーやゼネコンと違ってモノづくりのお手伝い
をしていますが、僕たちはモノを作ってはいま
せん。そんな僕らもモノづくりを体験してみよ
う、仕事とは離れて気軽に集まれる場所を作り
たい、ちょっと自然や土に触れたいという思い
から4年前に農園部を立ち上げました。岡山市
内から車で30分の牧山クラインガルテンの農
地を借用して、農作業に勤しんでいます。

ラウベを完備した牧山クラインガルテン

活動としては、週1回、交代で水やりや除草、
収穫などを行っています。春には玉ねぎやじゃ
がいも、夏にはナスやキュウリ、冬にはだいこ
んやさといもなど、形や大きさは不揃いですが、
スーパーの野菜に負けず劣らず、おいしい野菜
を収穫しています。野菜にもよりますが、特に
根菜類などは大量に収穫でき作り甲斐がありま

す。ただ、時にはイノシシにやられ収穫できな
いなど、自然相手に奮闘する時もあります。

農園部の借用畑。素人なので試行錯誤です

週末に採れた野菜は、翌月曜日に農園クラブ
のメンバーに配給されます。月曜、夕方の時間
外になると、ふるさと納税ばりに野菜を配給す
る風景は、会社の中でもちょっとした異空間を
演出します。職場にうろつくマッチ売りの少女
ならぬ、野菜配りのおっさんです。いやいや、
やっぱり若い人に持って行ってとお願いした
ら、何の罰ゲームですかと断られましたが…
（泣）。まあ、それはさておき、配給自体は、野
菜の不足する1人暮らしや料理をする女性の方
には好評を頂いています。

収穫した野菜。週1回しか行かないので大量

ウエスコ  農園部の紹介
株式会社ウエスコ　

平　謙次郎
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それから、毎週の管理とは別に、定期的に農
園クラブ恒例のイベント（農園BBQ、農園トマ
トリレー、農園そうめん流し等）を行っていま
す。より多くの社員のコミュニケーションの場
としたいため、家族や農園クラブ以外の社員も
イベントに参加してもらうよう、告知や声かけ
をして楽しんでいます。普段の仕事で付き合い
がない方とも、知り合うきっかけとなり、社内
で話すきっかけ作りにも役立っています。

■農園クラブ定期イベント
農園部の中でも、定期イベントとして、春や秋

に行う農園BBQは、特に大人気の企画です。自分
達の農園で採れた野菜を使ったBBQは絶品です。
皆さんBBQといえば焼肉をイメージしますよ
ね？！でも農園BBQでは、焼肉はもちろんのこ
と、アクアパッツァやパスタ、燻製、スープなど
本格的なアウトドア料理を楽しんでいます。

ノンアル片手に和気藹々と楽しんでいます

アウトドア好きが多いせいか、本格的です

また、ジョギング部とのコラボイベントとし
て、トマトリレーマラソンにも参加しています

（トマト繋がり？！）。イベントをコラボするこ
とで、農園BBQにジョグ部の人も参加するな
ど、お互いに繋がりを広げています。

トマトリレーに参加した農園十勇士！

■おわりに
牧山クラインガルテンは旭川沿いで、西日本

豪雨の際、管理社屋が浸水するなど多大な被害
を受けました。幸い私たちの畑は、急傾斜地の
上にあり、被害にはあわなかったのですが、一
時イベントの自粛や活動の制限をしました。最
近は、復旧が進み農園自体にも活気が戻りつつ
あります。クラブは会社の活動ですが、農場を
通して地域の人や管理の人達とのつながりも大
事にしていきたいと思っています。
これからも自然と触れ合う野菜作りやおいし

い食事を通して、愉快な仲間達と楽しんでいき
たいと思っています。

楽しい時間はあっという間。BBQでの集合写真



Vol.48140

読 者  の
コーナー

平成31年度に株式会社荒谷建設コンサルタ
ントに入社しました三宅と申します。入社後、
水工部港湾漁港設計課に配属され、現在まで海
岸保全区域指定図書作成、海岸保全施設の補修
設計等の業務に携わっています。私は大学まで
都市計画などの計画関連を専門に学んでおり、
別の分野で働くことに不安を感じることが多々
ありました。実際に知らない専門用語も多く、

現在でもご迷惑をおかけしていると思います。
しかし、知らないことが多い私に業務の中で考
える機会を与えてくれ、疑問点を丁寧に説明し
てくださる先輩や上司がいてくださることに感
謝しております。まだまだ未熟ではありますが、
自分にできることを精一杯実行していこうと思
います。

株式会社　荒谷建設コンサルタント　　　　　　　　　
本社事業部　水工部　港湾・漁港設計課　三宅　航太

入社して感じたこと

平成31年4月に入社し、計測情報部測量課に
配属されてから早くも9か月が経とうとしてい
ます。様々な業務に携わる中で、道路や構造、
港湾といった他部署の方と一緒に業務をする機
会が多くあり、測量課は「万事屋」のような立
ち位置だと思いました。
発注者との協議に同行した際は、測量だけで

はなく土木に関する専門用語が飛び交う中、私

は話についていくことに必死で自分の知識不足
を痛感しました。同時に、相手に説明すること
の難しさを感じました。
今は目の前のことで精一杯だと感じることが

ありますが、色々なことにチャレンジして経験
を積み、上司や先輩方と肩を並べられるような
頼れる技術者を目指して努力していきたいと思
います。

株式会社　荒谷建設コンサルタント　　　　　　
本社事業部　計測情報部　測量課　下野　由香

　　測量課の一員になって思うこと
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私は、平成31年4月に入社し、岡山自然環境
課に配属されました。大学時代は、アメリカザ
リガニの駆除の効率化に関する研究をしてお
り、現在、同じく生物に携わる業務に関わって
います。入社してから約9カ月、私の想像より
はるかに密度が濃く、生物について深く考える
経験をしました。私にとって生物に携わる仕事
というのは、生物のことを一番に考えているイ
メージがありました。しかし、経験してみて痛
感したのは、仕事を依頼するのも、請け負うの
も人、ということです。生物の多様性を守るた
めに、適した環境を保全したい、という目的が
あった場合、それが、そこで暮らす方々にとっ

てどういった影響を及ぼすのかということが重
要です。生物の保全に興味がない方からする
と、それについて考えることすら当たり前でな
いかもしれません。私は、この仕事について、
生物の多様性等について大事にすることが当た
り前でない方が、どういった視点で物事を考え
ているか、どうすれば興味を持ってもらえるか、
ということを常に意識しなければならないと強
く感じました。そのために、生物だけでなく、
人間の生活基盤についても深く学び、様々な人
の視点にたって業務を達成するべく、日々精進
していきたいと思います。

株式会社ウエスコ　　　　　　　　　　　　　　
環境計画事業部　岡山自然環境課　福井　大希

　人間と生物の生活について考えること

私は平成31年4月に株式会社ウエスコに入社
し、岡山補償調査課に配属になりました。高校
を卒業してすぐに入社ということもあり不安も
たくさんありましたが今は同期や上司の方々に
恵まれ一つ一つ覚えながら仕事をしています。
配属された当初は何をしたらいいのかも分から
ず戸惑ってばかりでしたがどんな些細なことで
も一緒に解決してくれたり、わかるまで丁寧に

教えてくださる上司の方々のおかげで少しずつ
ではありますが業務の流れを理解することがで
き補償について知ることができたかと思いま
す。まだひとりでは何もできませんがこれから
業務をする中でたくさんのことを学び吸収して
いき、学ぶ気持ちを忘れずにどんな業務にも一
生懸命取り組める技術員を目指して頑張りたい
と思っています。

株式会社ウエスコ　　　　　　
補償調査事業部　澤木　輝来

入社して感じたこと
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私は大学では地質を専攻しており、4年間地
質に関することを学ぶ中で、学んだことを仕事
にも活かしたいと思い、この会社に入社しまし
た。4月に入社し、入社後は調査部に配属され
ました。日々の業務内容は、コアの観察や断面
図の作成、データのとりまとめなどです。大学
で4年間地質を学んできましたが、業務ではわ
からないことだらけで、今でも毎日が勉強で
す。そんな毎日ですが、少しずつ成長できてい
ると感じています。
また業務外では、会社の人と一緒に人生初め

てのフルマラソンに挑戦しました。私は小さい
頃からサッカーをしてきましたが、走ることは

嫌いでした。ですが、会社の皆さんと一緒に参
加するということに魅力を感じて参加しまし
た。ノー残業デーを利用して、みんなで練習を
行いました。なかなか話す機会のなかった他部
署の方とも自然と会話が増えていきました。結
果は無事完走することができ、参加して良かっ
たと思いました。来年もみんなで参加したいと
思います。
入社して9か月が経ちましたが、私はまだま

だ未熟です。これからも業務を通してたくさん
のことを学び、少しでも早く立派な技術者にな
れるように精進します。

株式会社宇部建設コンサルタント
調査部　松原　友輝

入社して感じたこと

島根で生まれ育ち、新潟の大学で学び、エイ
ト日本技術開発の広島支店に配属され今へと至
り、ようやく太陽の光を浴びることのできる地
域に住める喜びをかみしめています。
トンネルグループの一員として働くようにな

り、半年が経ちました。職場の環境には慣れて
きましたが、仕事に関してはわからないことの
ほうがわかることよりも遥かに多く、まだまだ

暗中模索で毎日が勉強といった状態です。
特に、現場での調査については聞きなれない

専門用語や、経験不足により十分な理解ができ
ていないと感じることが多いです。
前のめりなスタンスで上司の指導を仰ぎ、で

きるだけ多くのことを吸収し、一人前の技術者
へ少しずつ近づけていけたらと思います。

株式会社エイト日本技術開発　　　　　　　　　　　　　　　
広島支店　防災保全事業部　地盤技術グループ　門脇　悠太

入社半年目の現状
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私は現在河川砂防部の計画グループに所属し
ております。昨年の西日本豪雨に続き、今年は
台風19号の豪雨により日本各地で大きな被害
が出ました。私は今回の台風19号で、河川の
流量観測のため、中部地方の現地に行かせてい
ただきました。その河川の特性上、洪水時の波
高が高く流木も多く流れており、河川が氾濫す
る際の危険さを痛感しました。このような近年
の気候変動による災害の実状に関わり、社会の
インフラを整備できる仕事に携われていること
に非常にやりがいを感じ、早く地域に貢献でき
る技術者になりたいと考えております。今はま

だ、尊敬する上司や先輩方にご指導をいただく
日々です。その中で「質問する」ことの大切さ
を感じております。些細なことも未熟な自分の
理解で終わらず、自身では思いつかない、問題
に対するアプローチの仕方や広く多角的な視野
を得られるからです。一方で、質問だけでなく
自身で問題の解決策を考え、上司や先輩方に伝
えることを心がけていきたいと考えておりま
す。また、書籍や資料などから積極的に勉強す
ることも今は必要と感じています。この先信頼
される技術者になるために自分の土台を丁寧に
積み重ねていきたいです。

中電技術コンサルタント株式会社
河川砂防部　小橋　力也

入社して感じたこと

平成31年度に中電技術コンサルタント株式
会社に入社いたしました、中川と申します。入
社して、早くも9 ヵ月が経ち、新入社員とし
て、改めて自分の立場を見直してみると、私は
とても恵まれた環境で仕事に取り組むことがで
きていると感じます。
私の周りには、自分を成長させてくれる上司

や先輩の存在があり、その仕事に対する姿勢か
ら日々刺激を受け、自分も早く一人前の技術者
になれるよう努力を惜しまず、多くのことを吸
収しなければいけないと感じております。
私は4月より、道路設計のグループに配属さ

れ、日々仕事に取り組んでおりますが、これま
で道路設計に関わったことがないため、日々の
仕事に学びが溢れております。そのような環境
で、今の私がやらなけらばならないことは、与
えられた仕事をしっかり行いながらも、自分が
わからないことや疑念を抱いたことについて
は、その場で流すのではなく、しっかりと納得

し、自分の知識とすることだと考えます。「聞
くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」を念頭に置
き、新入社員というこの機を逃さず、もちろん
仕事に支障をきたさない程度に、少しでも自分
の糧にできるよう日々の仕事に励みたいと考え
ております。
これから月日を重ねるにつれ、自分に課せら

れる仕事の量も増え、また自分で考え、仕事を
動かしていかなければならない状況も増えてい
きます。また、4月には後輩ができ、これまで
の教えてもらえる立場から、教える立場になり
ます。先輩方に比べ、私が教えられることは
微々たるものですが、新入社員が疑念を抱くよ
うな内容については、しっかりと答えられるよ
うになっておきたいと思っております。
もう残り数ヶ月ですが、これからの日々を無

駄にしないよう、これまでのことを意識し、仕
事に励みたいと思います。

中電技術コンサルタント株式会社
道路交通部　中川　貴裕

入社して感じたこと
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私は、2019年4月に復建調査設計株式会社に
入社し、広島支社営業課に配属されました。建
設コンサルタントの営業は、入社するまで身近
なものではなかったので、どのように営業活動
しているのか分からず不安でいっぱいでした。
配属されてから今日まで、資料作成や積算な

ど営業事務を丁寧に指導していただきました。
また、指導者の担当エリアにも同行し、発注者
の顔と名前を覚えることや私の名前と顔を覚え
てもらうことに努めてきました。担当している
わけではないのに、発注者から名前を呼んでも

らえた時は嬉しかったです。
配属されて困ったことは、協議に出席したと

き、我が社の事業部担当者と発注者との間で交
わされる用語の意味が解らず、話についていけ
なかったことです。解らない単語はメモを取
り、調べ、少しずつではありますが業務内容を
理解できるように努めていきたいと思います。
将来は、社内、発注者ともに信頼される営業

担当者になることを目標に、日々努力していき
たいと思います。

復建調査設計株式会社　　　　　
広島支社　営業課　吉本　佳世

入社1年目の今、思うこと

2019年4月に中電技術コンサルタント株式会
社に入社し、電力ネットワーク設備部に配属さ
れた和泉と申します。配属された部署では主に
配電関係の設計に携わっており、日々精進して
おります。
入社して約9か月が経ち、いろいろな経験を

させてもらっています。現場調査や協議等に参
加させてもらい現場の状況や会議の場などから
日々学ぶことがたくさんあります。そんな中で
も1番目に入るのはやはり人とのコミュニケー
ションでした。ある現場では炎天下の中調査し
ているとき工事会社の方から飲料水をいただい

て「頑張ろうな」と声をかけていただきました。
その方は同様に他の方々にも声をかけておら
れ、現場の雰囲気が明るくなり士気も高まって
いました。また協議では前もってお客様とお電
話やご挨拶することによって業務を円滑に進め
ることができていました。
このように仕事をしていくうえでコミュニ

ケーションは必要なものだと身をもって実感し
ました。自分もコミュニケーション能力を高
め、これからの仕事に生かしていきたいと思い
ます。

中電技術コンサルタント株式会社
電力ネットワーク設備部　和泉　圭祐

入社して感じたこと
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2019年3月に大学院修士課程を修了し、同年
4月に復建調査設計株式会社に入社後、河川砂
防部河川技術課に配属となりました。現在、私
は主に河川の設計業務に携わっております。設
計業務の根拠となる指針書やマニュアルに記載
されている内容は膨大でありつつ、それらに従
うだけでなく、現地状況等の様々な条件を鑑み
た技術者としての適切な判断が求められるこの
仕事に面白さと難しさを日々感じております。
一昨年、日本列島は西日本豪雨災害に見舞わ

れ中国地方でも多大な被害をもたらし、昨年は
台風19号により東日本を中心に大規模な被害
が発生致しました。近年巨大化している自然災
害に対して、我々土木技術者は「公衆の生命及
び財産を守る」という使命のもと、「ハード・
ソフト」の両面から対応していかねばなりませ
ん。
今はまだ駆け出しの身ではありますが、豊か

な未来社会の創造を実現するための一助となれ
るよう今後も尽力していきたいと思います。

復建調査設計株式会社　　　　　　　
河川砂防部　河川技術課　金藤　将啓

より良い未来を目指して

平成31年4月に八千代エンジニヤリング株式
会社に入社しました安達と申します。
入社後、東京での3か月の研修が終わり、7

月より広島支店に配属されました。私は出身地
が広島であり、慣れ親しんだ地で働けることに
喜びを感じております。
業務では、主に道路設計に携わっておりま

す。当初は用語や業務の内容がわからず、指示

された作業をひたすら行う毎日でしたが、上司
や先輩方の丁寧な指導のおかげで、現在では1
人の戦力として業務に携わることができてお
り、充実した日々を送っています。
まだまだ未熟ですが、目の前の仕事に真摯に

取り組み、がむしゃらに、新入社員らしく取り
組んでいきたいと思います。そしてコンサルタ
ントとして、貢献していきたいと思います。

八千代エンジニヤリング株式会社　
技術部　技術第二課　安達　賢幸

入社して感じたこと
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平成31年4月に八千代エンジニヤリング株式
会社に入社いたしました泉と申します。
入社して、早くも9か月が経ち、6年間の大

学生活で身についてしまった生活リズムから
徐々に脱却し社会人生活にも慣れてきました。
入社後、3か月の研修を終え、7月から広島支
店に配属となりました。私は出身地が広島であ
り、生まれ育った地域に貢献できる喜びを感じ
ています。

現在は、橋梁設計に携わらせていただいてい
ますが、自身の知識・経験不足を痛感しつつ業
務に取り組んでいます。上司の方々からは、日
頃より分かりやすく説明頂き、丁寧に作業方針
を立ててサポートしていただいています。少し
でも早く先輩方に近づけるように、また、1人
前の技術者になるために、自分ができることに
精一杯取組み、日々成長していければと思いま
す。

八千代エンジニヤリング株式会社
技術部　技術第一課　泉　一希

入社して感じたこと
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広島市中区幟町にあった5階建ての旧社屋は
平成9年9月から22年間お世話になっており、
夏は暑く冬は寒いというかなり古い社屋でし
た。このため、新社屋の建設にあたっては「社
員が働きやすい就業環境の整備」「若者に魅力
のあるおしゃれな社屋の整備」をコンセプトと
して設計・建設を行い、新社屋はコンセプトど
おり、おしゃれな外観・内装で完成したと思っ
ています。

新社屋の建設にあたって一番苦労したこと
は、新社屋の敷地面積が旧社屋の約3 ／ 4と狭
くなっていることでした。このため、基本設計
の段階では「如何にして狭くなった土地面積の
中で社員が望む就業環境を整備するか」という
テーマで議論を重ねました。
各階の建物面積は建蔽率で決まり変更できな

いため、容積率で決定される総床面積の拡張に
努めました。結果として、階段を屋外階段とす
るといった工夫により敷地面積は旧社屋より狭
いですが、総床面積（屋外階段含み）は旧社屋
並みの7階建ての社屋を建設することができま
した。
一方、新社屋では階段を屋外に設置したた

め、「屋外階段への侵入防止」「雨への対応」と
いう新たな問題も発生しました。この対応策と
して「屋外階段へ侵入防止」に関しては屋外階
段を幅の狭いルーバーで囲むことという方法

天神川 →

当社は2019年3月1日に創業70周年を迎えました。この記念事業の一環として2018年3月から中
四国支社の新社屋建設に取り掛かり、2019年11月に自社ビルを新築いたしました。新社屋の場所
は、建設コンサルタントが群雄割拠する広島市東区光町になります。みなさん宜しくお願いします。

完成した中四国支社の新社屋

中四国支社 旧社屋

株式会社福山コンサルタント　中四国支社
営業グループ　佐藤　昭徳

中四国支社の新社屋を建設しました
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で、「雨への対応」に関しては一般的なルーバー
が縦方向であるものを横方向のルーバーに変更
することで屋外階段への雨の入り込みを抑える
方法をとりました。
新社屋の特徴の一つは、入退出方法です。旧

社屋では入退出時の認証方法としてICカードを
用いていましたが、新社屋では静脈認証に変更
しました。これによりカード忘れの心配がなく
なるほか、社員の入退社時の事務作業の軽減、
カードの紛失・再発行なども回避することがで
きるようになりました。また、監視カメラも設
置することでセキュリティへ配慮した社屋と
なっています。
また、各階の執務室には備えつけの木棚を設

置しているほか、6階に配置した会議室も稼働
用パーテーションにより部屋数と広さの調整が
可能なつくりとしています。
新社屋への引越は12月7、8日で実施し、9日

から新社屋で業務を始めました。これに先立ち、
11月29日に内輪だけでの新社屋落成式を開催

しました。落成式には会社の全取締役のほか、
全社から会社幹部が集まってくださり、新社屋
の完成を祝っていただきました。

最後に…
当社は創業以来の精神である「基本は技術」

「福山オリジナル」という旗印を掲げ、2019年
3月、創業70周年を迎えました。
皆様への深い感謝とともに社会と私たちの輝

く未来へ向け、今後は100年企業を目指し、社
会課題の解決に向けて挑戦を続けます。
皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。

屋外階段の横方向ルーバー

新社屋落成パーティ

静脈認証装置
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新 任
自己紹介

令和元年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峯谷
と申します。このたび、JCCA中国支部理事を
仰せつかりました。
出身は島根県松江市です。松江高専から長岡

技術科学大学大学院を経て、入社後はずっと東
京勤務で、35年振りに中国地方に戻ってきま
した。これまで、主に道路構造物の計画・設計
に携わってきました。技術畑から支社長という
立場となり、今後、より幅広く見識を深めてい
きたいと考えております。

近年の激甚化する自然災害やインフラの老朽
化等の様々な課題に対して、「安心・安全な国
土形成」「インフラの維持管理、長寿命化」等、
建設コンサルタントが担うべき役割は非常に重
要であり、社会の要請に応えていく必要があり
ます。
協会の活動に主体的に関わるのは初めてです

が、これから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。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお
願いいたします。

新任挨拶
パシフィックコンサルタンツ株式会社

中国支社長　峯　谷　　　明

このたび、前任の甲斐業務部会委員の後を継
いで、中国支部業務部会委員を仰せつかりまし
た。
中電技術コンサルタント㈱に入社して20年、

当初は廃棄物・新エネルギー・土壌汚染対策な
ど土木とは若干異なる技術分野に携わり、7年
前から営業部門に従事しております。
私はこれまで建コン協の活動に関わることが

ほとんどありませんでしたが、今後は業務部会
の活動を通じて、建設コンサルタンツ協会及び
会員の方々の発展に微力ながらお役に立ちたい
と考えておりますので、ご支援・ご指導のほど、
よろしくお願いいたします。

新任ご挨拶
中電技術コンサルタント株式会社

蔦　川　　　徹
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このたび、前任の西岡の後を継いで、中国支
部業務部会委員を仰せつかりました。
島根県出身で、学生時代は広島で過ごし、社

会人となり営業職一筋で参りました。大阪で
25年間の勤務を経て、広島勤務となりました。
私は、大阪勤務が長かったこともあり、建設

コンサルタンツ協会近畿支部の活動に数年間、

微力ながら関ってまいりました。その経験を活
かし中国支部のさまざまな活動や、業務部会を
通じて、建設コンサルタンツ協会の発展や発注
者との良好な関係の構築に尽力していきたいと
思いますので、ご指導、ご支援のほど、よろし
くお願いいたします。

ご　挨　拶
株式会社建設技術研究所

橋　本　省　二

このたび、前任の山本業務部会委員の後を継
いで、中国支部業務部会委員を仰せつかりまし
た角田（かくだ）と申します。
平成30年4月に中国地方整備局を退職し、7

月から㈱ウエスコに入社いたしました。整備局
では41年間、主に道路関係の業務に携わりま
したが、少し変化のあるところでは、国営備北
丘陵公園建設事業での平成7年の新規開園、道
路や都市関係の交付金事業などを通じた自治体
の皆様との交流など、貴重な経験もさせていた

だきました。
また、業務部会の主活動である「発注者との

意見交換会」の発注者側事務局を担当させてい
ただいた時期もあり、業界側の立場での参加に
懐かしさと反省の思いです。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、ご支援を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。

新任ご挨拶
株式会社ウエスコ
角　田　真　一
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このたび、前任の友光支店長の後を継いで、
中国支店長を仰せつかりました。
平成元年に入社してからの勤務地としては、

大阪20年、四国（高松）4年、九州（福岡）6年と、
西日本の主要都市を転々とした後、勤続30年
間の節目に中国（広島）勤務となりました。中
国地方とはご縁があり、古くは都市計画法改正
により規定された市町村MPの策定や、概念と
して文化的景観が示された当初の整備・保全・
活用の検討など、先取的な仕事に携わらせても
らったことが思い起こされます。
昨今建設業界を取り巻く環境は劇的に変化し

ており、インフラを含めた施設の長寿命化や有

効活用、災害に対する備えや対応、働き方改
革、生産性向上など従来の対応だけでは十分で
はないことが多くなっております。ヒトもモノ
も、re-creation（再創造と元気回復）する時代
が到来したと私は解釈しております。このため、
広島や中国地方の歴史や成り立ちなどにも折に
触れ勉強しながら、re-creation活動に関わって
いきたいと考えております。
これまで大阪支社所属のときには、建コン近

畿支部において活動しておりましたが、これか
らは建設コンサルタンツ協会中国支部の発展に
貢献できたらと考えております。ご指導・ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

ご　挨　拶
大日本コンサルタント株式会社
中国支店長　高　橋　雅　幸
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このたび、エイト日本技術開発・中国支社の
支社長として就任いたしました辻と申します。
前勤務地は、エイト日本技術開発の四国支社

（愛媛県松山市）で支社長として勤務をしてお
り、出身地である中国地方は、7年ぶりの勤務
となりますのでよろしくお願い致します。
平成30年7月豪雨により、中国地方の広島や

岡山で大規模な水害が発生し甚大な被害とな
り、建設コンサルタンツ協会中国支部会員の皆
様におかれましては、災害対応で非常に多忙な
日々を送られたことと思います。
私の前勤務地である四国地方（特に愛媛県）

においても、中国地方に劣らぬ災害が発生し、
災害対応で非常に多忙な日々を送りました。
この様な甚大な被害をもたらす豪雨による土

砂災害・洪水災害や地震災害等が、毎年のよう
に発生しており、災害に対する対応や防災・減
災の実現に向けて、我々建設コンサルタントの
果たす役割は大きいと考えます。
一方で、高齢化が進み次世代を担う人材が

減ってきている上に、近年では働き方改革が叫

ばれており、我々建設コンサルタントの仕事の
やり方にも変革が必要な時期に来ていると思い
ます。
これまで建設コンサルタンツ協会中国支部に

おける活動は、平成16年 or 17年当時に山口大
学で研究をしていましたLCCについて、構造部
会で資料を作成させていただいた以来でありま
す。
建設コンサルタンツ協会四国支部におきまし

ては、平成25 〜 30年まで四国支部の理事を仰
せつかっており、平成31年度に中国地区へ異
動するまでは、監事として活動をさせていただ
いていました。
建設コンサルタンツ協会中国支部におきまし

て、業務部会・委員（岡山県委員長）、総務部会・
委員を仰せつかりましたので、微力ではありま
すが今後の建設コンサルタンツ協会中国支部の
活動に少しでも貢献できればと考えています。
今後とも、ご支援・ご鞭撻の程よろしくお願

い致します。

新任のご挨拶
株式会社エイト日本技術開発　中国支社　　　　　
取締役　常務執行役員支社長　辻　　　和　秀
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事務局

◦  4月 3日（水）第1回道路委員会
◦  4月12日（金）平成30年度会計監査
◦  4月12日（金）第1回構造委員会
◦  4月16日（火）第1回総務部会
◦  4月17日（水）第1回地域計画委員会
◦  4月19日（金）第1回防災委員会
◦  4月21日（日）熊野町川角大原ハイツ　防災まち歩き、防災マップ作成
◦  4月22日（月）中国地方土木技術者育成会議
◦  4月23日（火）第49回定時総会
◦  4月24日（水）第15回若手の会
◦  5月 8日（水）第2回道路委員会
◦  5月 8日（水）第6回都市政策ゼミナール
◦  5月 9日（木）研修講師派遣　江田島市「橋梁に関する基礎講座」
◦  5月22日（水）第1回河川委員会
◦  5月22日（水）第2回地域計画委員会
◦  5月23日（木）第16回若手の会
◦  6月 5日（水）第3回道路委員会
◦  6月11日（火）第1回業務部会
◦  6月12日（水）〜 13日（木）GIS講習会2019
◦  6月12日（水）「土研新技術ショーケース2019in広島」開催
◦  6月17日（月）第1回技術部会・各委員長合同会議
◦  6月18日（火）第2回総務部会・県委員長合同会議
◦  6月19日（水）研修講師派遣　広島市「アスファルト舗装」
◦  6月19日（水）第2回河川委員会
◦  6月19日（水）研修講師派遣　国土交通省浜田河川国道事務所「図面の見方について」
◦  6月19日（水）第3回地域計画委員会
◦  6月27日（木）第17回若手の会
◦  6月27日（木）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「道路管理Ⅱ」
◦  7月 2日（火）研修講師派遣　広島市「構造物設計」
◦  7月 3日（水）第4回道路委員会
◦  7月 3日（水）都市政策ゼミナール
◦  7月 3日（水）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「建設生産システムⅡ」
◦  7月 4日（木）働き方改革セミナー
◦  7月 8日（月）〜 12日（金）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「構造物設計Ⅰ」
◦  7月10日（水）第3回河川委員会
◦  7月10日（水）〜 11日（木）CIMハンズオン講習会
◦  7月10日（水）研修講師派遣　国土交通省山口河川国道事務所「橋梁の設計図書に
    ついて」
◦  7月11日（木）第1回役員会
◦  7月11日（木）2019年度広島県災害復興支援士業連絡会・報告会
◦  7月17日（水）第4回地域計画委員会
◦  7月22日（月）〜 8月2日（金）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「基礎技術Ⅰ」
◦  7月23日（火）第1回港湾委員会
◦  7月23日（火）国土交通功労者表彰式
◦  7月25日（木）「マネジメントセミナー」

支 部 日 誌（平成31年４月〜令和2年３月）
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◦  7月25日（木）研修講師派遣　国土交通省松江国道事務所「橋梁に関する基礎講座」
◦  7月28日（日）クリーン太田川
◦  7月28日（日）夏休み土木実験教室〜身近なものを使った土木実験〜
◦  8月 7日（水）第5回道路委員会
◦  8月 7日（水）研修講師派遣　国土交通省三次河川国道事務所「橋梁に関する基礎講座

設計図について他」
◦  8月 7日（水）研修講師派遣　国土交通省浜田河川国道事務所「橋梁に関する基礎講座」
◦  8月 8日（木）リクルート活動（呉工業高等専門学校）
◦  8月 9日（金）第2回防災委員会
◦  8月21日（水）第4回河川委員会
◦  8月21日（水）第5回地域計画委員会
◦  8月21日（水）中国地方ブロック意見交換会
◦  8月22日（木）第18回若手の会
◦  8月23日（金）第1回中国支部設立50周年記念事業実行委員会
◦  9月 2日（月）令和元年度災害時対応演習
◦  9月 2日（月）令和元年度第1回防災講演会
◦  9月 4日（水）第6回道路委員会
◦  9月 4日（水）第8回都市政策ゼミナール
◦  9月 5日（木）第1回厚生部会
◦  9月 9日（月）第2回業務部会
◦  9月11日（水）研修講師派遣　国土交通省鳥取河川国道事務所「橋梁に関する基礎講座」

「橋梁の設計図について」
◦  9月12日（木）第1回50周年記念事業講演会部会
◦  9月13日（金）第2回構造委員会
◦  9月19日（木）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「道路に関するエキスパート

（橋梁）勉強会
◦  9月20日（金）防災教育　広島市立戸坂中学校
◦  9月25日（水）第6回地域計画委員会
◦  9月25日（水）第1回50周年記念事業式典部会
◦  9月25日（水）第2回港湾委員会
◦  9月25日（水）第5回河川委員会
◦  9月26日（木）技術部会工事見学会
◦10月 1日（火）〜 2日（水）研修講師派遣（岡山県建設技術センター）
◦10月 1日（火）第19回若手の会
◦10月 2日（水）第7回道路委員会
◦10月 4日（金）第3回防災委員会
◦10月 7日（月）防災教育　広島市立古田小学校
◦10月 8日（火）第1回独占禁止法に関する特別委員会
◦10月 9日（水）PC技術講習会
◦10月11日（金）品質セミナー（エラー防止のために）
◦10月15日（火）建設関連五団体共催独占禁止法講習会
◦10月16日（水）第7回地域計画委員会
◦10月16日（水）第6回河川委員会
◦10月18日（金）防災教育　広島市立三入小学校
◦10月25日（金）第54回中国支部主催　ゴルフ大会
◦10月26日（土）第11回中国支部主催　フットサル大会
◦10月31日（木）鳥取県との意見交換会
◦10月31日（木）第1回50周年記念事業記念誌部会
◦10月31日（木）第1回JCCA中国編集委員会
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◦10月31日（木）第3回港湾委員会
◦11月 1日（金）「契約のあり方」講習会
◦11月 6日（水）第8回道路委員会
◦11月 6日（水）第9回都市政策ゼミナール
◦11月10日（日）RCCM資格試験（広島大学工学部）
◦11月11日（月）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「基礎技術Ⅱ」
◦11月12日（火）情報セキュリティ講習会
◦11月13日（水）第7回河川委員会
◦11月13日（水）第4回港湾委員会・技術講習会
◦11月14日（木）第2回記念講演会部会
◦11月16日（土）防災見学会
◦11月18日（月）土木の日
◦11月20日（水）第8回地域計画委員会
◦11月20日（水）ICTセミナー 2019
◦11月20日（水）河川技術関係業務に係る説明会
◦11月21日（木）中国地方整備局との意見交換会
◦11月21日（木）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「砂防計画」
◦11月22日（金）広島県との意見交換会
◦11月26日（火）広島市との意見交換会
◦11月26日（火）河川講習会
◦11月26日（火）〜 27日（水）建設技術フォーラム2019in広島
◦11月27日（水）「働き方改革に見る多様な働き方のカタチ」交流会
◦11月28日（木）RCCM更新講習会
◦12月 3日（火）〜 5日（木）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「構造物研修Ⅱ」
◦12月 4日（水）研修講師派遣　公益社団法人岡山県建設技術センター
◦12月 4日（水）第9回道路委員会
◦12月 4日（水）リクルート活動（松江工業高等専門学校）
◦12月 5日（木）第2回記念式典部会
◦12月 6日（金）第54回中国支部主催　ボーリング大会
◦12月 6日（金）第4回防災委員会
◦12月 6日（金）第3回構造委員会
◦12月 6日（金）リクルート活動（鳥取大学）
◦12月 9日（月）〜 11日（水）研修講師派遣　国土交通省中国地方整備局「橋梁管理実

務者（Ⅱ）研修」
◦12月11日（水）第8回河川委員会
◦12月18日（水）リクルート活動（島根大学）
◦12月25日（水）第3回総務部会
◦12月25日（水）第2回実行委員会
◦  1月 6日（月）新年互例会
◦  1月 7日（火）リクルート活動（徳山工業高等専門学校）
◦  1月10日（金）第20回若手の会
◦  1月15日（水）防災教育　広島市立大町小学校
◦  1月21日（火）第3回業務部会
◦  1月22日（水）リクルート活動（呉工業高等専門学校）
◦  1月31日（金）第2回役員会
◦  2月14日（金）令和元年度第2回防災講演会
◦  2月17日（月）本部・支部意見交換会
◦  3月下旬　  　JCCA中国Vol．48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.38の発行から中国支部ホームページにPDF版にて掲載して

いますのでご利用ください。

http://jcca-cg.jp/

◦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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■「 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

R2. 3 発行

E-mail cg-jcca@sage.ocn.ne.jp

來　山　尚　義
樋　野　光　宏
馬　場　　　浩
大　下　倫　明
仲　井　貴　義
秦　　　雅　之
下　紺　裕　人
中　村　正　和
石　田　勝　己

（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）

■　編集後記

令和元年、新しい年号の始まりです。一年を
振り返ると、9月の台風15号首都圏直撃、10月
の台風19号による豪雨で関東甲信・東北で川
の氾濫や土砂災害など、今年も多くの災害が起
きました。復興・復旧に向け取り組みが今も続
けられています。我々コンサルタントも出来る
だけ協力し、一日でも早い復旧・機能回復に努
めて参りましょう。2020年はオリンピック
year。しかも日本での開催に盛り上がりを見せ
ています。2020年はオリンピックだけではあ
りません、我が建設コンサルタンツ協会中国支

部も設立50周年を迎えます。記念講演会・記
念式典・記念誌発行と様々な催し物を企画して
いますので、50周年記念行事に是非、参加し
て頂ければ幸いです。最後になりますが、今回
の48号を制作するにあたり、ご協力頂きまし
た皆様に心から感謝いたします。個人的にも令
和最初の本号の編集に携わることができ嬉しく
思います。今後も編集員として業界の明るい未
来をお伝えできるよう努めて参ります。

（H．B）
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一般社団法人建設コンサルタンツ協会倫理綱領

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㈱相談役）	・副支部長	小谷	裕司（㈱工イ卜日本技術開発代表取締役社長 )

令和２年３月１日現在	（50 社）

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 営 業 所

㈱オリエンタルコンサルタンツ中国支社

㈱ 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
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