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【皆様へ感謝】
冒頭に、（一社）建設コンサルタンツ協会中国

支部の50周年を無事迎えることができました
こと、支部長・副支部長の役を仰せつかってい
ます私たち3名から、当支部協会活動にご理解
とご支援ご協力を頂いている協会会員、発注者
及び関係者の皆様、並びに協会活動にご尽力い
ただいた諸先輩方に、心より深く感謝とお礼を
申しあげます。

【支部創設50周年までの歩み】
土木技術者は、人類が社会というものを形成

した時から存在しますが、我が国において建設
コンサルタントと呼ばれる職業は、戦後高度成
長時代の昭和30年代に誕生し、社団法人とし
ての建設コンサルタンツ協会が設立されたのは
1963年と、極めて新しい職種であることは皆
様ご存じの通りです。それから7年後の1970
年、同協会中国四国支部として12社での発足
となり、1985年四国支部の分離独立を経て中
国支部となり、今日50周年を迎えることとな
りました。
発足時、業務の主流を占めていた調査・設計

という分野に加え、計画・分析等への業領域拡
大や公共事業予算拡大等により、30周年を迎
えるまでは会員数89社に増加するとともに、
会員会社の売上も順調に伸び、我々の業種への
評価も高まった時期でした。しかし、成長を続

けていた業界も、40周年を迎えた前後の冬の
時代については、財政改革による予算縮小や公
共事業不要論など、私たちにとってあまり良い
思い出は残っていませんが、この時期に企業再
構築や新たな領域に挑戦する気風も生まれ、現
在は51社の会員まで減少していますが、支部
各企業は他支部に勝るとも劣らない、充実した
企業環境を構築されて危機を乗り越えてこられ
たと感じています。
その後、50周年を迎えるまでの10年は、不

幸にして起こった東日本大震災からの復興や、
社会インフラの施設老朽化による維持管理等の
増大などに加え、相次ぐ豪雨災害等の発生など
もあり、政権交代後、民意の公共事業へのアレ
ルギーが減少し、予算の確保もなされました。
これらの状況を受け、国民の『安全・安心で強
靭な国土形成』の構築に向け尽力するため、現
状では、会員会社の多くが業務不足時代から人
手不足の時代へ転換し、職員の高齢化も顕著と
なってきました。

【当協会中国支部の現状と今後の取り組み】
近年の協会会員会社が達成すべき目標とし

て、①魅力ある職種・職場の構築、②若手技術
者の育成、③女性活躍の推進などが挙げられま
すが、これらを実現するために、近年は、『働き
方改革の実践』を積極的に行って参りました。
現在は、長期にわたり世界に蔓延しているコロ

50周年を迎えての支部長・副支部長挨拶

支部長

小田　秀樹
副支部長

坪井　俊郎
副支部長

小谷　裕司

ご挨拶

50周年記念
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ナ禍の影響を受け、テレワークやオンライン
会議の導入を実践しています。併せて、BIM ／
CIMやAI ／ IOTを中心にしたDXの推進にも取
り組んでいます。また、国を中心に拡大定着し
ている『技術力による選定』においても、現状
の技術点と価格点の比率見直しや自治体への拡
大をお願いし、発注者や国民が求める高品質の
成果提供に取り組まなければなりません。併せ
て、近年私たちが取り組む業務の契約形態も多
様化し、PM、CM、PFI、PPPなど様々なサービ
ス提供が求められています。
これらの課題に取り組んでゆくためには、多

様な人材の確保や各企業の安定した経営が必要
不可欠となります。そのためには、引き続き技
術者単価や最低制限価格の上昇もお願いしてゆ
かねばなりません。来期よりスタートする中国
支部の次の半世紀においては、過去における労
務を提供し長時間労働を続ける業界から、知恵
を提供し国民の皆様から憧れ尊敬される職業と
しての建設コンサルタントとなるよう、協会本
部とも連携を図りながら、支部全会員で活動を
続けて行けますよう、会員の皆様や発注者の皆
様の、引き続きのご支援ご協力をお願いいたし
ます。

（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部設立50周年記念事業にて
令和2年10月23日　ホテルグランヴィア広島

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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一般社団法人建設コンサルタンツ協会中国支

部の創設50周年、誠におめでとうございます。

平素から中国地方整備局の事業をはじめ、国

土交通行政全般にわたり、多大なご尽力とご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、貴支部会員の皆様方におかれまして

は、調査、計画、設計などの専門家として、多大

なご尽力とご協力を賜り、日頃より良質な社会

資本を提供するため、会員の技術力向上や各行

政機関との連携強化に取り組まれていることに

対して、深く敬意をあらわす次第です。

現在、世界各地で猛威を振るっております

新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策に

おいて、皆様には、WEB会議による打合せや

検査の実施及び、在宅勤務等の取り組みなど

を実施しながら業務を継続していただき感謝

申し上げます。

中国地方整備局といたしましても、受注者

の申し出に応じた業務の一時中止、入札契約

手続き全般の柔軟な対応、感染防止対策に係

る費用の適切な設計変更などの対応に努めて

おります。

さて、建設産業は、日本経済の発展の基礎と

なる社会基盤を建設・維持管理していく上で、

社会にとってとても重要な産業です。

そのため、建設業界が抱える諸課題に対応

していくためにも、生産性向上と働き方改革

への取り組みは、建設業界の至上命題となっ

ています。

このような中、令和元年6月に、「働き方改革

の推進」、「生産性向上の取組」、「災害時の緊急

対応強化」を柱とする「新・担い手3法」が改正

され、品確法には「調査・設計の品質確保」が

発注者・受注者の責務の対象となることが明確

化されたところです。品確法の改正に伴い、令

和2年1月に改正された「発注関係事務の運用

に関する指針」を踏まえて、中国地区の国、地

方公共団体等の発注者で構成している中国ブ

ロック発注者協議会では、「履行期限の分散」や

「低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定

状況」及び「ウイークリースタンス実施」を重点

的に取り組み、その結果を公表することとして

おります。

また、中国地方整備局では、BIM ／ CIM業務

やICT施工を後押しするフロントローディング

の活用拡大、履行期限の平準化やウィークリー

スタンスなど、生産性向上と働き方改革の2つ

の柱と11の取組からなる「i－Construction推

進計画」を策定し、その推進に努めてまいる所

存でございます。

最後になりましたが、今後も引き続き、建設

コンサルタントの高い技術力を発揮していただ

き、豊かな国民生活が営まれるよう、持続的な

社会経済の安定と発展の礎えとなる国土整備に

向けて、貴協会の益々のご発展と、会員の皆様

方のご活躍を心から祈念してお祝いの言葉とさ

せていただきます。

祝　　辞

国土交通省中国地方整備局　　

局　長　小　平　　　卓

祝  辞

50周年記念
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建設コンサルタンツ協会中国支部が創立50
周年を迎えられましたこと、心よりお喜び申し
上げます。
貴支部は昭和45年に中国・四国支部として

発足し、その後昭和59年からは中国支部とし
て、建設コンサルタントの社会資本整備に係わ
る幅広い活動や社会貢献に積極的に取り組んで
こられました。特に思い出されるのは、平成26
年8月豪雨、平成30年7月豪雨での土砂災害や
河川災害への対応です。災害発生直後から現地
へ技術者を派遣し、復旧活動に会員企業が全力
を挙げて取り組まれたことは、建設コンサルタ
ントとして地域社会への大きな貢献となりまし
た。また、平成17年から小中学生や地域住民を
対象とした防災教育活動にも注力され、昨年は
冊子「土砂災害Q＆A」の5回目の改訂版を刊
行されました。小学生を対象とした夏休み土木
実験教室や大学・高専への業界説明会なども
精力的に展開され、将来業界を担う世代への広
報活動にも大きく寄与されています。このよう
に、中国支部が長年にわたり、災害時の対応は
もちろん、平常時においても、地域に根差した
社会貢献活動を行ってこられたことに敬意を表
します。
建設コンサルタンツ協会は、本部と支部が連

携し、国土交通省本省、各地方整備局、北海道
開発局、沖縄総合事務局や各地方自治体のご理
解をいただいて、発注者との意見交換会を開
催しています。意見交換会における要望と提案
の大きな柱は、①担い手の確保・育成のための
環境整備、②価格競争ではなく技術力による選

定、③品質の確保・向上です。このような要望
と提案が実り、近年建設コンサルタントを取り
巻く環境も大きく改善しました。第一に技術者
単価は8年連続で累計26．6％引き上げられて、
平成21年度には会員企業の全社平均で赤字と
いう事態であったところから収益性が大きく改
善しました。第二に国土交通省をはじめとする
国関係機関の入札契約は従来大半が価格競争で
したが、現在ではプロポーザルや総合評価方式
などの技術競争が全体の95％を占めるまで普
及しました。第三に、以前は長時間労働や深夜
残業、休日出勤が常態化していた労働環境につ
いても、労基法の改正に端を発した社会的な動
きもあり、着実に改善しました。これからも業
界の発展と環境改善を目指し、支部の皆様と一
丸となって、要望と提案活動に積極的に取り組
んで参ります。
さて、令和2年は誰もが予想もしなかった新

型コロナウイルス感染症との戦いに明け暮れ
た1年となりました。新型コロナウイル感染症
は私たちの生命や健康を脅かし、人々のライフ
スタイルや価値観に影響を及ぼしましたが、こ
れからの社会資本整備やまちづくりの方向性
も見直す必要がありそうです。令和2年7月に
閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方
針2020 ～危機の克服、そして新しい未来へ～」
では、ポストコロナ時代の新しい未来を見据え
て、社会のデジタル化・DXの推進や地方創生
などの変革を一気に進めるとともに、国民の生
命・生活を守りぬくため、防災・減災、国土強
靭化も主要施策とされました。気候変動の影響

祝　　辞

（一社）建設コンサルタンツ協会

会　長　高　野　　　登
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により激甚化・頻発化する水害や切迫性が指摘
される地震災害に備えて、社会資本整備やイン
フラ老朽化対策の推進が求められています。ま
た、AIや IoTをはじめとしたデジタル技術の活
用により生産性の飛躍的な向上も期待されてい
ます。建設コンサルタンツ協会は会員企業と共
に、このような社会の期待に応え、安全、安心、
活力ある社会の構築と持続可能で夢のある未来
に貢献し、魅力と働きがいのある業界として発
展することを目指します。
振り返ってみますと、建設コンサルタントが

昭和30年代に誕生して以降、この60年間でそ
の役割は大きく成長しました。当初は発注者の
補助的な立場から始まりましたが、現在では、
建設プロジェクトの調査、計画、設計、施工管
理から維持管理などの業務を発注者のパート
ナーとして自立的に担うところとなりました。

建設コンサルタントの事業領域は、PM・CM方
式、ECI方式、PPP方式やPFI方式と多様化して
いますが、今後もさらなる事業領域の拡大が見
込まれています。
次の50年に向けて、ATI構想の基本理念

である「建設コンサルタントが魅力に満ち
（Attractive）、技 術 を 競 う（Technologically	
spirited）、独立した知的産業（Independent）と
して成長し、PI（Professional	 Identity）を確立
すること」をさらに推進するためにも、支部と
本部の綿密な連携は必要不可欠ですので、引き
続きご支援とご協力をお願いいたします。
最後になりますが、社会資本整備を通して更

に社会に貢献できるよう、貴支部と会員企業の
益々のご活躍と発展を祈念して、お祝いのご挨
拶といたします。

50周年記念　祝辞

（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部設立50周年記念事業
フォトコンテスト審査風景

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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建設コンサルタンツ協会中国支部の創立50

周年をお慶び申し上げます。この50年間、支部

発展のためにご尽力頂きました関係者の皆様

に、敬意と感謝を申し上げます。私は、平成21

年から平成25年までの4年間、支部長を務め

させて頂きました。

当時は、平成10年度をピークに公共事業費

の削減が続き、生産性や収益性の向上が求めら

れていました。一方で、競争性や透明性、効率

性が大切だ、と言われていました。そして、平

成23年3月に東日本大震災が発生。災害復旧

や復興も急がれ、防災や減災を進めるために

も、社会資本の整備が再評価されようとする時

期でもありました。

CMやPMなどの活用や、価格だけではなく

技術力を取り入れた「総合評価落札方式」の導

入など、新たな取り組みがなされようとしてい

ました。「総合評価落札方式」も、対象とすべき

案件、価格競争やプロポーザル方式との仕分

け、具体の評価項目と評価基準、情報公開のあ

り方などについて、様々な工夫が必要でした。

この他にも、たくさんの課題がありました。

技術者の高齢化、働きやすい魅力ある職場環境

の創造と若手技術者の育成、地域コンサルタン

トの積極的な活用、企業の社会的責任が問われ

るなかでの社会貢献活動、地方自治体での総合

評価落札方式の浸透と拡大、低価格入札の防止

と最低制限価格や調査基準価格のあり方、自然

災害への対応、老朽化に伴い増大する点検など

の維持管理業務などです。これらの課題に対し

て、中国支部でも、委員会や発注者との意見交

換会などを通して、さまざまな活動をして頂い

ていましたが、中国5県に対してさらに関わり

を深めることも必要のように感じました。

建設コンサルタントは、地域に根ざした産業

です。社会資本に係る調査、計画から設計、施

工計画と監理、維持管理と保全まで、また、社

会・経済や自然環境などを含む、幅広い分野の

人材を擁する技術集団です。これからの国土計

画、地方計画も、建設コンサルタントが中心と

なって策定することになるでしょう。

そのためには、地方が主体となって知恵を出

し、皆さんがこれまでに培ってきた技術をもっ

て実現してゆかなければなりません。最近の頻

発する災害への対応にあっても、地方自治体と

の連携を密にし、日常的な地域住民からの信頼

を得ることが大切です。競争性、透明性、効率

性だけではなく、協調性、信頼性、そして地域

的・技術的特性や多様性にも目を向ける必要が

あります。こうした点からも、中国地方にその

基盤を置き、中国地方を良く知る中国支部の果

たす役割には大きなものがあると思います。

お客様は地域の住民です。地域が主体となっ

て、国がこれを応援する仕組みを作ることが大

切です。中国5県で活動する中国支部でも、各

県や市町村とも連携を図り、地元からのニーズ

をしっかりと受けとめ、活力のある、自然環境

にも優しい、安全で安心な地域づくりに貢献さ

れるよう期待しています。

これからの中国支部の役割

（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部

前支部長　福　成　孝　三

記念寄稿

50周年記念
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平成30年7月西日本豪雨災害活動報告

■ 西日本豪雨災害活動報告
1．発生直後の状況
「一般社団法人建設コンサルタンツ協会災害
時行動計画（平成28年6月15日改訂）」による
と、“社会基盤が自然災害によって大規模な被
害を受けた場合は、被災地域住民の生命財産や
生活に多大の影響を及ぼすのみでなく、全国の
経済活動にも大きな影響を与えることになる。
したがって、その迅速な復旧・復興が直ちに実
施される必要があるが、その過程において、建
設コンサルタントは関係行政機関に協力してそ
の能力を最大に発揮し、国民の要請に十分応え
なければならない。”と記されている。
これに基づき、中国支部においては、災害直

後に災害対策現地本部を設置し、その対応に当

たったが、今回の豪雨災害は、広島県、岡山県
内を中心として広範囲かつ大規模に発生し、人
的被害も大きく、発災直後はその全貌の把握す
ら困難な状況であった。

2．中国支部の活動
前述のように、広範囲かつ大規模な災害であ

り、建設コンサルタンツ協会中国支部において
は、「一般社団法人建設コンサルタンツ協会災害
対策現地本部及び災害対策支部設置要領（平成
28年6月15日改正）」第2条第1項に則り、発災
直後の7月9日に災害対策現地本部を設置した。
災害対策現地本部では、情報収集にあたるとと

もに会員会社の被災状況確認、ならびに発注者から
の支援要請に対し、会員会社に情報提供を行った。
主な中国支部の対応をまとめ、表1に示す。

表1　中国支部の主な対応

日時 発信（依頼）者 受信（受託）者 内容
7/6 ～ 7/7 発災

7/9 中国支部 災害対策現地本部（以下、現地本部）設置
現地本部 会員会社 被災状況報告依頼

7/19
広島県土木建築局技術
企画課

「平成30年7月の大雨災害に伴う工事等の一時中止措置および適正な
工期の確保について（通知）」発信

広島県府中町 現地本部 災害対応依頼→会員会社に情報提供
7/23 広島県 現地本部 緊急災害対応依頼（102か所、約150億円）→会員会社に情報提供
7/24 呉市 現地本部 災害対応依頼（10橋梁の概略設計）→会員会社に情報提供
7/25 山口県 現地本部 「公共土木事業に係る業務委託の柔軟な対応について」発信

7/27
庄原市 現地本部 災害査定用測量・設計依頼→会員会社に情報提供
広島県教育委員会 現地本部 学校における災害査定対応依頼→会員会社に情報提供
広島県西部建設事務所 現地本部 災害査定設計、緊急砂防事業対応依頼→会員会社に情報提供

7/31 尾道市役所 現地本部 災害査定対応依頼→会員会社に情報提供
三次市 現地本部 災害査定対応依頼→会員会社に情報提供

8/2 災害対策本部 全協会会員 「中国地方に本社を置いていない中国支部会員会社の本社への協力要請」発信
8/6 災害対策本部 全協会会員 「労基法33条規定の周知と適切な対応、対応結果の報告依頼」発信

8/8

広島県土木建築局技術
企画課 会員会社 「再委託先が県外コンサル時の交通費·宿泊費の計上について」発信

広島県府中町 現地本部 民地法面崩落地の災害対応依頼　会員会社に情報提供
中国地方整備局企画部 「業務一時中止の措置と中止期間中の手持ち業務量の緩和について」発信

8/9 三原市 現地本部 農地災害対応依頼→会員会社に情報提供
9/4 現地本部 災害対策本部 支援要請

9/12

広島県土木建築局技術
企画課 簡素化査定の適用について発信

岡山河川事務所 会員会社 「平成30年度高梁川・小田川災害復旧工事監理支援業務」への応援要請
災害対策本部 現地本部 「現地対策本部からの要請に基づく災害支援決定通知」

9/20 厚労省労働基準局長 都道府県労働局長「労基法33条1項の取り扱いの徹底」周知依頼

10/9 広島県 中国地方整備局 「災害復旧事業に係る測量・建設コンサルタントの確保に係る支援について」依頼
広島県 現地本部 「今後の災害関係業務（測量設計等）の対応可能状況調査」依頼

2/21 中国支部 災害対策現地本部解散

平成30年6月28日から7月8日にかけて、梅雨前線の影響によって中国地方などの西日本では
大雨が降り、広島県や岡山県などにおいて豪雨災害が発生した。西日本を中心に全国的に広い範囲
で記録的な大雨となった本災害は、全国各地で甚大な被害が発生したことを踏まえ、気象庁により
7月9日に「平成30年7月豪雨」と名付けられた。

10年間を
振り返って

50周年記念
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3．中国支部会員の活動
今回の豪雨災害は、広島県、岡山県の南部を

中心としたものであり、その対応について、中
国支部会員企業50社に対し、アンケート調査
を実施した結果、14社から回答を得た。発注者
からの対応要請全件数は255件、対応した企業
は延べ47社であった。詳細については、図1に
示すとおり、中国地方整備局からの対応要請件

数は29件、地方自治体からの対応要請件数は
226件、このうち、広島県は104件、岡山県は
82件であり、地方自治体への全要請数の約8割
を占めた。要請の多くは発注機関からの直接要
請であり、建コン協中国支部を通した要請はご
く一部であった。また、発注機関別の対応企業
数を示した図2より、中国地方整備局は延べ15
社、地方自治体は延べ32社であった。

図1　発注機関別対応要請件数

図3　分野別対応要請件数（中国地方整備局）

図2　発注機関別対応企業数（延べ）

図4　分野別対応要請件数（地方自治体）

次に、中国地方整備局、および、地方自治体
から要請された分野をとりまとめた図3、図4
に示すように、中国地方整備局では、河川災害、

道路災害、地方自治体では、河川災害、砂防・
急傾斜災害、道路災害への対応要請が主体で
あった。

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告
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4．会員の活動報告
今回の豪雨災害においては、多数の会員が対

応しているが、会員を代表して、広島県に本社
を置く3社、岡山県に本社を置く2社の初動対

応を報告していただいたので以下に紹介する。
なお、各社が対応した災害箇所の概ねの位置は
図5に示すとおりである。

図5　各社の初動対応位置図
注）この地図は、国土地理院地図（電子国土Web）白地図を使用したものである。

4．1　広島地域
（1）瀬野川水系外河川災害の初動対応について
【株式会社　荒谷建設コンサルタント】
平成30年7月6日未明に発生した広島豪雨

災害に対して、災害発生後の7月7日広島県西
部建設事務所から支援要請を受け、広島市東

区、同安芸区、安芸郡府中町、海田町、熊野町、
坂町における県管理の河川（112河川、総延長
約180km）について被災状況、浸水状況、埋塞
状況調査を実施した。
初動対応の内容は、表2に示すとおりである。

表2　瀬野川水系他の初動対応の内容

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月7日（土）

①西部建設事務所より東区、安芸区、安
芸郡府中町、海田町、熊野町、坂町に
おける県管理の河川に関する被災状
況、浸水状況、埋塞状況調査の支援要
請の電話あり。

②社内対応協議：河川数112河川、総延
長約180kmが対象であり、7～ 10班
体制で状況調査を実施。調査に際して
は、被災箇所の調書（位置図、被災施
設、被災規模（延長、高さ）、現地対応
状況、写真等）を作成することにした。

③午後より現地調査を開始した。

7月8日（日） ・7班体制で被災状況を確認。

7月9日（月） ・7班体制で被災状況を確認。

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月10日（火）・7班体制で被災状況を確認。
・24河川についての調書の提出

7月11日（水）・7班体制で被災状況を確認
・22河川についての調書の提出

7月12日（木）
・10班体制で被災状況を確認
・UAVによる河道閉塞・被災状況撮影
・17河川についての調書の提出

7月13日（金）・8班体制で被災状況を確認
・28河川についての調書の提出

7月14日（土）・25河川についての調書の提出
・全被災河川93河川、被災箇所1226箇所

7月20日（金） 災害査定対応

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告
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（2）呉市天応地区外土砂災害の初動対応について
【中電技術コンサルタント株式会社】
平成30年7月豪雨においては、広島県内の

広範囲に亘り多数の土砂災害が発生し、各地に
甚大な傷跡を残した。当社は災害発生直後から
土石流箇所、浸水箇所、河川災害箇所等におい
て災害調査を実施した。調査箇所の一つである
呉市天応地区は大屋大川流域内の山腹斜面にお

いて多数の斜面崩壊が発生し、土石流化となっ
て下流に流下した。土石流は下流の家屋を破壊
するとともに、河道に堆積したために扇状地の
広範囲に亘って土砂が堆積した。当社は災害発
生直後から渓流調査・石積堰堤調査等を実施す
るとともに、災関申請資料を作成した。
初動対応の内容は、表3に示すとおりである。

写真1　瀬野川被災状況（UAVにより撮影）

写真3　畑賀川被災状況

写真2　熊野川被災状況

写真4　大元谷川被災状況

表3　呉市天応町土砂災害の初動対応の内容

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月7日（土） 広島県から土石流に関する渓流調査の依
頼を受ける。

7月7日（土） 社内6部署の関係者を集めて協力体制に
ついて協議。

7月8日（日） 矢野東、小屋浦地区他5箇所において現
地調査を実施。

7月8日（日） 広島県砂防課において、今後の調査方針
を協議。

7月9日（月） 川角、呉市吉浦地区他11箇所において
現地調査を実施。

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月10日（火）
小屋浦、海田町地区において現地調査を
実施する。広島県から14箇所の災関申
請書作成の依頼を受ける。

7月11日（水）
広島県から呉市天応地区の調査依頼を受
ける。馬木地区、福田地区において現地
調査を実施。

7月12日（木） 天応、矢野東地区において現地調査を実
施。

7月13日（金）
音戸、吉浦地区において現地調査を実施
する。広島県から天応地区にある石積堰
堤（破損状況）の調査依頼を受ける。

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告
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日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月17日（火） 天応地区石積堰堤、上瀬野地区において
現地調査を実施。

7月18日（水） 天応地区石積堰堤、坂町地区石積堰堤他
2箇所において現地調査を実施。

7月19日（木） 馬木、矢野南地区他5箇所において現地
調査を実施。

7月20日（金）

似島、小屋浦地区他2箇所において現地
調査を実施する。中国地方整備局太田川
河川事務所から天応地区の災関申請書作
成の依頼を受ける。

7月21日（土）

江田島、海田町地区他4箇所の現地調査
を実施。また、中国地方整備局太田川河
川事務所から天応地区3渓流の災関申請
のとりまとめについての依頼を受ける。
天応地区においてUAV斜め写真撮影を
実施。

7月23日（月） 天応地区の3渓流において災関申請のた
めの現地調査を実施する。

7月25日（水）
中国地方整備局太田川河川事務所との協
議により天応地区の災関申請対象が5渓
流になることを確認。

7月26日（木） 天応地区の3渓流についての災関申請資
料を提出。

7月27日（金）

天応地区において災関申請対象とした2
渓流について現地調査を実施。天応地区
他2箇所の追加現地調査を実施。中国地
方整備局太田川河川事務所に天応地区の
災関申請書（3渓流）を提出。

8月2日（木） 天応地区全体の災関申請資料（最終版）
を提出。

8月5日（日） 天応地区の5渓流においてUAVレーザ
測量を実施。

写真5　天応地区全景（斜め写真）

写真7　土石流堆積状況（コアストーンを含む）

写真6　洪水土砂氾濫堆積状況

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告
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（3）広島県西部地域周辺の災害初動対応と、呉
市市街地の都市機能の『復旧・復興まちづく
り』について【復建調査設計株式会社】
平成30年7月の西日本豪雨災害は、各地に

甚大な被害をもたらし、とりわけ広島県内では
広域にわたった土砂災害が発生した。当社は、
災害発生直後から広島県西部地域の調査に入
り、さらには中国管内全域の災害調査へと調査
範囲を拡大展開していった。【以下：呉市周辺
の初動対応について掲載する】
災害発生後の7月6日（金）夜半に広島県内

のUAV等による被災状況調査を計画、翌朝か

らUAV（ドローン）により西部地域内の被災状
況調査を実施。さらに午後からはヘリコプター
による県内全域の被災状況調査を実施、報告。
引き続き呉市内の砂防河川上流からの土石流に
よる被災調査、現地調査及び測量、橋梁構造物
被災調査、復旧設計他、継続的に河川・道路災
害査定資料作成等を実施するとともに、呉市内
の被災状況調査を実施、都市機能調査および、
復旧・復興手法等の調査検討に入り、呉市復興
計画策定『呉市復興まちづくり』に向けての調
査検討を実施している。
初動対応の内容は、表4に示すとおりである。

表4　広島県西部地域周辺の災害対応の初動対応の内容

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月6日（金）夜半 広島県土木建築局から広島県西部地域
内の各被災調査の依頼を受ける。

7月7日（土）早朝 UAV（ドローン）により広島県西部地
域内の各被災状況調査を実施。報告。

7月7日（土）午後

広島県土木建築局からヘリコプターに
よる広島県内の被災状況調査の依頼を
受け、県職員と連携搭乗して各被災状
況調査を実施、報告。

7月8日（日）～
8月10日（金）

広島県西部建設事務所から、西部建設
事務所管内一帯の道路、河川等の測
量、地質調査、及び設計、災害査定資
料作成までの一連の査定設計に向けた
依頼を受け実施、資料提出。

7月8日（日）～

広島県企業局水道課から呉市及び江田
島市の断水に関する調査依頼を受け
る。坂町小屋浦地区の送水トンネル内
土石流調査及び、開閉ゲート調査（水
中調査）を実施報告。

7月9日（月）

広島県西部建設事務所呉支所から、砂
防河川上流からの土石流による、国道
375号「上段原橋」上部工（PC単純プ
レテンスラブ桁）流出の原因究明、調
査・測量・設計、早期復旧方針の検討、
災害査定資料作成及び本復旧までの設
計依頼を受け、実施。

7月9日（月）

NEXCO西日本及び、建設業者から「広
島呉道路」天応西～坂南区間（道路陥
没流出）の合同現地調査、及び復旧調
査、設計の依頼を受け、実施。

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月10日（火）～

広島県土木建設局からUAV（ドロー
ン）により広島県西部地域内の各道路、
河川等の被災状況（河川氾濫発生源）
調査の依頼を受け、実施。

7月11日（水）～

広島県西部建設事務所呉支所から国道
375号「上段原橋被災」について、引き
続き早期復旧の観点から、再度現地調
査等を行い既設下部構造の再利用の可
否及び補修補強検討を実施。

7月13日（金）～
8月31日（金）

呉市から、市内被災箇所調査（都市機
能の観点からの調査）依頼を受け、東
京大学復興デザイン研究メンバーと連
携し呉市にヒアリング、復旧・復興に
関する方向性について議論、協議。

7月30日（月）～

広島県西部建設事務所呉支所から、
「広島呉間国道375号の早期渋滞解消
が課題」、本路線の通行止め解除が切
迫しており、調査設計の依頼を受け
る。早急に、応急復旧（土工案）の測量
設計を実施。引き続き迂回路用仮橋の
現地調査及び設計を実施。

9月21日（金）～

国土交通省より呉市街地の復旧・復興
に向けた被災状況調査、及び復旧・復
興手法等検討調査の依頼を受け、被害
調査や避難調査、復興パターン検討を
実施。呉市の復興のあり方検討支援、
地区別WSを実施。呉市復興計画『呉
市復興まちづくり』を策定。

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告
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写真9　呉市「上段原橋」被災状況

写真10　東京大学復興デザイン研究体メンバーとの合同現地照査

写真8　呉市広町R375号「上段原橋」被災状況

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告

写真11　呉市復興まちづくりの地区別WS状況

写真12　呉市天応被害調査 写真13　呉市天応被害調査

4．2　岡山県域
（1）高梁市橋梁災害の初期対応について【株式
会社ウエスコ】
当該橋梁の被災は、7月5日～ 7日の平成30

年7月豪雨により、河川水位の上昇及び流木・
転石の流下が発生し、橋脚の崩壊及び上部工が

落橋したものである。
災害発生後の7月9日、高梁市建設課からの

依頼を受け、橋梁の災害復旧に関する被災状況
確認、原因究明、災害査定図書作成等に関する
初動対応を実施した。
初動対応の内容は、表5に示すとおりである。
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表5　高梁市橋梁災害の初動対応の内容

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月9日（月）

高梁市建設課から高梁市落合町の橋梁
の災害復旧に関する被災状況確認、原
因究明、災害査定図書作成、地質調査
及び災害査定設計の依頼を受ける。同
業1社により測量作業を実施。

7月10日（火） 同業1社による現地測量作業を着手。

7月12日（木） 現地での被災状況調査、痕跡調査、既
設橋計測を実施。

7月17日（火） 概略の被災状況及び見解と今後の方針
案を提示。

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

8月4日（土） 同業1社による測量内業を実施。測量
図を当社に提供。

8月5日（日）

被災状況や痕跡情報及び既設橋計測情
報を整理。査定用資料の元図を作成。
併せて、原因究明資料及び災害査定図
書の作成に着手。

8月27日（月） 橋梁査定資料案を高梁市に提出。

8月30日（木） 橋梁査定設計に必要となる地質調査を
開始（～ 9月3日）。

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告

（2）小田川破堤箇所調査の初動対応について
【株式会社エイト日本技術開発】
災害は、7月5日～ 7日にかけて梅雨前線に

より発生したものであり、長時間の継続時間で
は超過確率が50年を上回る規模の豪雨であっ
た。岡山県下では66名の人的被害が発生した
が、特に、小田川及びその支川が随所で破堤し
た真備町では被害が大きく、人的被害のほかに

も全壊家屋が2,000棟を超える激甚な被害と
なった。今回の洪水の特徴としては、各河川と
も水位は計画高水位を長時間超過したなか、い
ずれも自己流ではなく本川の背水の影響で水位
が上昇し、越水が生じて破堤に至ったものと推
察されている。
初動対応の内容は、表6に示すとおりである。

写真14　橋梁被災状況（下流より）

写真16　橋梁被災状況（右岸上流より）

写真15　橋梁被災状況（右岸より）
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表6　小田川破堤箇所調査の初動対応の内容

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月7日（土） 岡山河川事務所から応急復旧堤防設計
に関する依頼を受ける。

7月8日（日）
破堤箇所及び法崩れ箇所の現地調査を
実施する。その後も、現地確認調査を
適宜、実施。

7月10日（火） 応急復旧堤防に関する図面、数量を提
出。

7月11日（水） 鋼矢板二重締切の図面、数量を提出。

7月11日（水） UAV測量（レーザー測量、空撮）を行
う。

日付 発注機関からの依頼内容、作業内容等

7月14日（土）
連続する県管理区間の高馬川について
も応急復旧堤防を国交省で対応する方
針となり、図面、数量の提出を行う。

7月16日（月） 鋼矢板二重締切において現地対応が発
生したため、図面、数量の変更を行う。

7月19日（木） 本復旧堤の方針確定に基づき、図面、
数量、説明資料を提出。

平成30年7月西日本豪雨災害活動報告

5．他支部からの支援
建設コンサルタンツ協会中国支部災害対策現

地本部では、大規模、広範囲に発生した本災害
対応が支部協会会員だけでは対応が難しいと判
断し、災害対策本部に依頼し、8月2日に「中国
地方に本社を置いていない中国支部会員会社の

本社への協力要請」を行っていただいた。
また、9月4日には現地対策本部より災害対

策本部に支援要請を行い、その結果、9月12日
に「災害支援決定」を行っていただいた。
それらの結果、10社以上の支部会員以外の

会員会社より支援をいただくことができた。

写真17　小田川（3K400付近）堤防決壊状況

写真19　小田川（3K400付近）応急復旧状況

写真18　小田川（3K400付近）堤内地被災状況
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1．プロジェクトの概要と目的
神門通り線は、出雲大社の表参

道として「門前町のふさわしい風
格とにぎわいのある通りへの再
生」をテーマに、島根県が再生事
業を行いました。
当社は、この事業の一環とし

て「無電柱化整備／電線類地中
化」の詳細設計を行い、歩車共存
道路での町並みや街路樹に配慮
した「官民連携による柔軟な整備
手法」を提案し、良好な景観形成、
地域の活性化に寄与しました。

2．無電柱化事業の整備効果
無電柱化事業は、防災、安全・

円滑な交通確保、景観形成・観光
振興等の観点から、昭和61年度
から3期にわたる「電線類地中化
計画（第1期から3期）」、平成11
年度から平成15年度「新電線類
地中化計画（第4期）」、平成16年

度から平成20年度の「無電柱化
推進計画（第5期）」、平成21年度
から平成29年度の「無電柱化に
係るガイドライン（第6期）」、平
成30年度から現在までの「無電
柱化推進計画（第7期）」に沿って
進められています。
神門通り線無電柱化整備とし

ては、以下に示す整備効果があげ
られます。

3．苦労した点と柔軟な無電柱化
手法による対応
神門通り線は、出雲大社の参道

として安全で観光客が歩きやす
い道づくりとして歩車共存道路
による道路整備が進められてい
ました。
歩車共存道路の電線共同溝整

備は、「地上機器配置」が問題点
となりました。地上機器配置につ
いて道路管理者、電力会社、地元
地権者と入念な協議調整を行い、
「景観」、「道路空間の質の向上」、
「電線共同溝の機能性」から民地
空きスペースに配置する「民地利
用方式」を採用しました。
また施工時の松並木、周辺家屋

への影響を考慮し、管路部の掘削
深を150cm以下とし土留矢板を
不要とすることや、特殊部につい
ても土留矢板を必要とせず、短期
間で設置可能な「沈下埋設工法」
を採用しました。

支部会員の10年間の活躍紹介

風格と活気あふれる表参道への甦り
「出雲大社神門通り線　無電柱化整備」

株式会社ウエスコ

整備前

整備後
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平成30年7月豪雨の復旧活動
として、倉敷市真備町で発生し
た小田川堤防決壊箇所での応急
対策活動及び岡山県内の道路や
河川災害による復旧活動につい
て報告致します。小田川での復
旧活動に対して、迅速かつ的確
に災害対応に従事し災害の予防
及び応急対策、応急復旧並びに
支援活動に大きく貢献した企
業として国土交通省中国地方整
備局長より感謝状をいただきま
した。

■小田川の復旧活動
小田川の復旧活動では、岡山

河川事務所と締結している「災害
応急対策活動等（写真撮影）に関
する基本協定」に基づき、7日の
9時より小田川堤防決壊による
被災状況についてドローン撮影
するとともに、浸水区域内の建

物等の浸水深痕跡の調査を行い
ました。（写真①～②）

■岡山県内の河川・道路災害の
復旧活動
弊社では、岡山県管理の公共

土木施設の被害の内、106箇所の
道路や河川等の災害復旧工事を
行うための被災調査や査定設計
書の資料作成及び実施設計を行
いました。
コンクリートブロック積護岸

及び平張ブロックが流失した河
川災害（被災延長L＝304m）で
は、被災箇所や上下流状況の調
査により被災原因を把握すると
ともに、河川・環境特性を踏まえ、
復旧工法として「コンクリートブ
ロック張＋根固めブロック工法」
を提案しました。（写真③～⑤）
道路災害では、斜面崩壊によ

り通行止めとなった県道の早期

復旧を図るための地質情報の取
得と発生機構の解明及び復旧対
策が急務でありました。通行止
めを早急に解消するため、仮設
道を設計し、次に本復旧の斜面
対策工を選定するためのボーリ
ング調査等を提案しました。そ
の調査結果をもとに、復旧工法
として「鉄筋挿入工による吹付法
枠＋横ボーリング工」を提案しま
した。（写真⑥～⑧）

■むすび
国民、国土を自然災害から守る

には、私たち建設コンサルタン
トの役割がますます重要になっ
てきたと考えます。弊社は、今後
も地域に根差した建設コンサル
タントとして、災害時の復旧活
動に積極的に取り組んでいく所
存です。

平成30年7月豪雨災害における岡山県内の復旧活動

西部技術コンサルタント株式会社

①決壊した小田川堤防（岡山河川事務所提供）

④応急復旧された護岸③被災した護岸

⑦応急復旧された仮設道⑥被災した斜面

②浸水調査状況（岡山河川事務所提供）

⑤本復旧された護岸

⑧本復旧された斜面

浸水深痕跡H＝3.8ｍ

支部会員の10年間の活躍紹介
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広島駅周辺地区の南北エリアは鉄道
で分断されていて、狭く暗い地下自由
通路のみが移動経路でした。そこで、
駅南口と北口（新幹線口）など周辺地
区の回遊性向上、「新たな人の流れを創
出」を目的とし、ペデストリアンデッキ
の快適な歩行環境の整備が行われまし
た。また、北口（新幹線口）広場は、従
前、バスとマイカーが同一エリアで混
在し、バスの定時性に支障が生じてい
たことから、「交通に関する混雑の緩和
と機能の適正配置」の課題解決のため、
広場の再整備も行われました。
株式会社長大は、現地測量、試掘調

査、周辺環境を考慮した意匠設計、ペデ
ストリアンデッキおよび広場の土木・
建築・設備設計・施工計画まで、整備
全体のコンサルティング業務に携わり
ました。施工段階では設計者として、そ
の都度発生する設計・施工上の課題を
市、施工者との三者協議において共有
し、解決のための提案を行いました。
―ペデストリアンデッキ―
中央ペデストリアンデッキは、最も

歩行者が多いと想定される部分である
ため、意匠に拘りました。東西の景観
を繋ぐため、開放感と連続性を創出し
ました。（写真①）
また、東西ペデストリアンデッキの

センターサークル部（写真②）は、駅自
由通路との結節点であり、駅の顔とな

る部分です。そのため「たまり」の機能
をもち存在感・開放感のあるデザイン
として、「折鶴」を連想させる「折」を

白色の膜屋根によって表現しました。
その膜屋根を駅舎より高いレベルに設
定することで、双葉山が眺望できる開
放感ある空間としつつ、新しいランド
マークとしての機能と平和への思いを
込めています。
構造的には、耐震性（軽量）、耐久性

に考慮した膜屋根は、その材質（膜材）
の高い透光性により、昼間は日差しを
和らげ快適で明るく開放的な空間を、
夜間は間接照明により膜を浮き上がら
せる幻想的な空間を創出しました。（写
真③）
常盤若草線は、交通量が約3万台／

日と多く日中の交通規制が困難なこと
や広場の利用者が多い時間帯を避ける
必要があることから、深夜の極めて短
い時間での施工が求められました。こ

のため、広場に設けたヤード内で地組
した桁を、多軸台車により一括で架設
しました。（写真④）
―広場―
広場内の慢性的な交通混雑の緩和を

図るため、バス・タクシーとマイカー
エリアの分離を基本に、広場内のレイ
アウトを再配置しました。設計におけ
る意匠性の配慮は、バスおよびタク
シー乗降場の上屋は、併走する中央お
よび東西ペデストリアンデッキ上屋と
の調和を図るため、同じ材料を使用し
たアルミ製の斜め屋根と、膜材の曲線
屋根により構成しました。施工時、新
幹線口広場は、多様な交通機関の拠点
となっており、それらの機能を確保し
つつ整備を行う必要があったため、交
通事業者の協力によりバス・タクシー
ヤードの縮小・切替えを行いながら段
階的に施工しました。
―今後の展望―
広島駅新幹線口広場・ペデストリア

ンデッキの整備により、広島駅北側（通
称：エキキタ）のイメージが大きく変
わったとの声が多く聞かれます。今後
も、広島駅ビルの建て替え並びに南口広
場の再整備および広島電鉄の駅前大橋
ルート整備事業（路面電車を駅ビルの2
階レベルへ高架で進入させる）など、広
島駅周辺地区の再生事業は続きます。総
合コンサルタントとして、都市の「活力
と賑わい」に寄与することができたこと
は、社会的存在意義を広く一般に示すこ
とに繋がっていると考えます。

広島駅新幹線口広場・ペデストリアンデッキ
株式会社長大

写真①：中央ペデストリアンデッキ
（写真提供：広島市）

写真③：東西ペデストリアンデッキ
（出典：UR都市機構HP）

写真②：センターサークル部

写真提供：広島市 出典：UR都市機構HP

写真④：施工計画
（出典：UR都市機構HP）

支部会員の10年間の活躍紹介

完成記念式典
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1．中国地方のどまんなか。広島
県の北の玄関口。庄原市高野地域
「道の駅たかの」は、平成24年
度末に開通した中国横断自動車
道・尾道松江線の高野ICに隣接
して整備され、主に松江道利用者
等に向けた道路休憩・情報発信
機能等の役割を担っています。
当道の駅がある広島県庄原市

高野地域は、中国山地のほぼ中
央、広島県の最北端に位置してお
り、年間平均気温10℃程度と中
国地方でも有数の豪雪地域です。

2．道の駅整備をきっかけとした
地域の活性化計画
計画当時、高齢化・過疎化が深

刻な高野地域にとって、道の駅整
備事業は「地域を変える」またと
ない好機でした。当社は基本計画
において、ワークショップを通じ
て地域の将来像を描き、その中で
道の駅が果たすべき役割を一緒
になって具体的に考えていきま
した。
同時に、地域の「人・もの・情

報づくり」を行うべく、住民主体
による準備委員会の設立を企画
し、地域の人財発掘、特産品開発、
交流・着地型観光の開発、雪の活
用実験等、道の駅整備の準備とし
て様々な地域づくり活動を積極

的に取り組んでいただきました。

3．地域のこだわりを詰め込んだ
特徴的な道の駅整備への取組み
実施設計段階では、利便性向

上として高速道路から直接アプ
ローチできる形態として欲しい
という要望への対応が最も苦労
したところでした。また、地域の
想いや期待感に応える施設デザ
インも悩みどころでした。
豪雪地域というハンデを逆に

地域の特徴として活かした「雪
室」は、雪を自然エネルギーとし
て活用して米やリンゴ等を貯蔵
すると同時に、当道の駅のシンボ
ルの一つとなりました。
住民による地域へのこだわり

と丁寧な準備により、「道の駅た
かの」はオープンから大盛況とな
りました。来訪者は年間およそ
44万人。少しおしゃれで、昔懐か
しい温かみのあるおもてなしを
住民自らが従業員となり笑顔で
提供しています。
また、高速バスルート開通や、地

元農業の活性化、6次産業化の推
進、地域観光客の増加など、道の駅
をきっかけとした様々な「地域の
まちづくり」も促進されました。
本事業では、それまでの道の駅

整備と異なり、単なるハード整備

から、地域を変えるまちづくり事
業へと昇華した道の駅プロジェ
クトとなりました。

4．進化する道の駅～新たなるス
テージへ～
開駅から7年後、多くの利用

者に好評をいただきまして、「道
の駅たかの」は旅行雑誌の『全国
道の駅グランプリ2020』にて、
堂々、全国第5位に入賞しました。
現在、道の駅制度は四半世紀が

経過し、全国で1,000駅以上が開
設されており、国土交通省におけ
る「道の駅」第3ステージ（2020
～）の提言では、これからの道の
駅は『地方創生・観光を加速する
拠点』として“道の駅の新たな姿
への進化”が求められています。
私たち建設コンサルタントに

おいても、地域の安全と快適な環
境づくりに貢献すべく、これから
も新たに進化した姿（アラタニ進
化した姿）を見せられるよう、一
層努力して参ります。

「道の駅たかの」プロジェクト

株式会社荒谷建設コンサルタント

写真①：道の駅「たかの」全景。高速道路からスムーズなアクセスを実現した。

写真②：ハートとリンゴのモニュメント

写真③：除雪した雪を活用した雪室

写真④：年中にぎわう産直市場

支部会員の10年間の活躍紹介
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支部会員の10年間の活躍紹介

本事業は、港湾管理者の広島県とま
ちづくりを担う廿日市市が、世界遺産
宮島の玄関口において地方におけるイ
ンバウンドに対応した広域観光拠点と
なる旅客ターミナルを整備したもので
す。
土木技術の発展に顕著な貢献をな

し、社会の発展に寄与したと認められ
る画期的なプロジェクトとして、土木
学会において令和元年度土木学会賞
技術賞（Ⅱグループ）を受賞しました。
（写真-1）

本事業で整備した港湾施設は、『大
勢の観光客が利用する国内最大級の大
屋根付き浮桟橋（84m×30m、干満差
3.5m）の建設』が特徴の一つです。
浮桟橋建設に際して、航行の安全性

や利便性に配慮した片持ちドルフィン
構造や観光客の安全性に配慮した耐
食性材質の採用などハード面だけでな
く、フェリー供用中の施工の安全性に
配慮した夜間施工や工区分割を行い利
用者への影響を最小限に抑えました。
（図-1・2）

また、本事業の特徴の二つ目は、『ま
ちづくりと一体化した港湾整備』をお
こなったことにあります。
宮島へのインバウンドを狙いとした

「宮島口まちづくり国際コンペ」の開
催や国際コンペに寄せられたアイディ
アをもとに策定した「宮島口地区まち
づくりグランドデザイン」など、宮島
とのつながりを強く意識した景観形成
やユニバーサルデザインを積極的に採
用したまちづくりとターミナル整備を
行うとともに、急増するインバウンド
観光客へ対応するため、観光交流拠点
として新たな賑わい空間の創出と地区
に住む人々の快適性との両立を図って
きました。（図-3・4）

これらの取り組みを経て、令和2年
2月29日に宮島口旅客ターミナルが
完成し、供用記念式典を盛大に開催す
るとともに、国土交通省中国地方整備
局から「みなとオアシスみやじま・み
やじまぐち」の登録も受けました。（写
真-2 ～ 4）
このように、本事業は、港湾管理者

と地元市が連携して「みなとづくり」
と「まちづくり」を一体的に行うこと
により、地方都市の持続的発展に大き
く寄与した一大プロジェクトで、我が
国の土木技術を活用した「みなとまち
づくり」のひとつの手本として、高く
評価されました。
本事業の構想段階から10年以上に

わたり計画・調査・設計など主要な業
務において、多くの技術者が関与させ

ていただき、建設コンサルタントとし
て貴重な経験が得られましたことを深
く感謝しております。（図-3・4、写真
-5・6）
今後の観光交流拠点としての利用促

進はもとより、観光と生活空間が共存
した世界遺産宮島の玄関口として相応
しい「みなとまち」の形成を祈念しま
す。

宮島口のみなとまちづくり
中電技術コンサルタント株式会社

写真-1　宮島口ターミナルと浮桟橋

図-1　片持ちドルフィン構造

図-2　工区分割による段階施工

図-3　国際コンペ・グランドデザイン

図-4　今後の宮島口みなとまちづくり

写真-5　屋根付き連絡橋

写真-6　大型浮桟橋上と大屋根

写真-4　供用直後の旅客ターミナル

写真-2　供用記念式典

写真-3　旅客ターミナル吹き抜け
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※UAVによる写真は国土交通省中国地方整備局松江国道事務所提供

3Dモデルを用いた施工ステップの模型

山陰道多伎・朝山道路の地すべり対策
復建調査設計株式会社

支部会員の10年間の活躍紹介

山陰道多伎・朝山道路は、島根県出
雲市多伎町久村から大田市朝山町朝倉
を結ぶ延長9．0kmの自動車専用道路
で、2006年度に事業着手され、2018年
度に開通しました。2015年4月、建設
中の道路法面で大規模な地すべりが発
生し、発生直後から調査・解析を行い、
対策工を設計しました。

■地すべりの概要とメカニズム
地 す べ り 規 模 は 幅100m× 長 さ

160m、移動距離は16.5mに及び、頭部
には最大落差17mの滑落崖が形成さ
れ、末端部は6～ 7m隆起した。地すべ
り発生箇所周辺は、新第三紀の大森層
の礫岩～砂岩が分布し、斜面に対して
緩い流れ盤となっている。しかし、付
近の地質は礫岩～砂岩が優勢で、道路
計画高より数m以深まで、軟岩状の礫
岩の分布が確認されていたため、当初
設計時は地すべりのリスクは認識され
ていなかった。地すべり発生後の調査・
観測で、①道路高－5m程度に軟質泥岩
層が分布している、②切土による応力

開放やスレーキングにより礫岩が土砂
化している、③降雨時に大きく被圧す
る地下水帯が存在する、等の素因・誘
因が明らかになり、軟質粘土層をすべ
り面とする地すべりが、降雨による被
圧地下水により活発化し、末端部の強
風化した礫岩が受働破壊することによ
り、移動したものと推察された。

■対策工と施工ステップ
末端部の隆起土塊により、道路は完

全に閉塞されており、道路断面を復旧
するためには、地すべりの抵抗域に該
当する部分の土塊を大きく切り取る必
要があった。このため、切土による末
端部の対策に先立ち、排土工により移
動土塊の規模を小さくし、集水井工に
より地下水上昇を抑制した上で、鋼管
杭工を打設することにより、安定化さ
せた。この上で、逆巻き工法により安
定を保ちながらグラウンドアンカー工
を打設し、道路断面を復旧する対策を
採用した。また、頭部法面に横ボーリ
ングを配置することにより、地すべり

領域への地下水の流入を抑制し、末端
部の道路法面に横ボーリング工と法面
工を配置することにより、法面の安定
を図る計画とした。なお、設計にあたっ
ては3Dモデルを用い、対策工の地中
での干渉を回避した配置とするととも
に、施工ステップ検討を行った。

■対策検討委員会と連携した対応
対策にあたっては、「山陰道地すべり

対策検討委員会」が設立され、妥当性を
諮りながら、調査・解析・設計を進めた。
また、管内の山陰道には新第三紀層が
分布し、同様のリスク要因があるため、
全線で作成された航空レーザー測量に
よる詳細地形図を用い、委員会と連携
して斜面災害リスクを再抽出し、これ
に基づき、追加調査や対策が講じられ
た。その後、施工時に発生した事象に
対しても、委員会との素早い連携によ
る対応がなされ、多伎・朝山道路は、当
初計画の期日に、安全に供用できる運
びとなった。

発生直後の地すべり状況（16.5m移動、滑落崖17m、末端部隆起） 対策完成（排土工、集水井工、鋼管杭工、グラウンドアンカー工、他）

対策工の配置図
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新たなモビリティを活用した地域再生
復建調査設計株式会社

松江市法吉団地でのラストマイルの確保

松江市淞北台団地での地元スーパー連携による買い物難民対策

道の駅赤来高原を拠点とする自動運転実証

道の駅赤来高原を拠点とする自動運転実証（国道54号の専用走行空間）

支部会員の10年間の活躍紹介

地方が主な事業フィールドで
ある当社は、急速に疲弊する地域
に向き合い、自らが率先して地域
づくりのプレイヤーとなり、地域
と連携・共創による新たな地域
再生に取り組んでいる。その取り
組みの1つが新たなモビリティを
活用した移動の足の確保である。

グリーンスローモビリティの実
装支援
島根県松江市において、平成

29年に官民連携による任意組織
「エコ×ユニバーサルな松江のま
ちづくりを考える会」を立ち上げ
た。ここでは、持続的に移動の足
を確保する1つの方策としてグ
リーンスローモビリティ（以下、
グリスロ）を活用して高台団地に
おける生活交通の確保に向けた
実証事業のプロデュースから有
償による本格運行実現までを総

合的にコーディネートしている。
この取り組みが、地元スーパーや
自治会等とも連携した新たな事
業展開、障がい者雇用にも発展し
ている。現在、国土交通省や環境
省のグリスロ事業の取りまとめ
団体として、全国をフィールドに
グリスロ実証・実装・普及に向
け取り組んでいる。

道の駅を拠点とした自動運転
サービスの実装支援
中山間地域では、運転手不足に

よる公共交通の維持確保が大き
な社会問題となっており、自動運
転技術の進展に大きな期待が寄
せられている。
当社は、広島県との県境にある

島根県飯南町の道の駅赤来高原
を拠点に自動運転サービスの実
装に向けた支援を行っている。平
成29年に無償による短期実験、

令和2年に有償による長期実験を
行い、ルート上の直轄国道の一部
に自動運転専用空間を設置する
ハード施策、AIスピーカーによる
音声予約や多様な料金体系など
ソフト施策も試みている。中国エ
リア発の取り組みでもあり、その
関心度は地域内外で高く、多くの
方に利用して頂いた。現在、事業
化に向け取り組んでいるが、自動
運転が新たなまちづくりの1つの
ツールとなるよう検討を進めて
いる。

今後に向けて
建設コンサルタントとして自

ら手掛ける仕事は、地域住民でも
ある私たち自身の暮らしに直接
的、間接的に跳ね返ってくること
を強く意識し、より良い社会の実
現に貢献していきたい。
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広島南道路  太田川大橋
株式会社エイト日本技術開発

図-1

写真-1 写真-2 写真-3

写真-4 写真-5 写真-6 写真-7

図-2

支部会員の10年間の活躍紹介

太田川大橋は、広島市の太田川
放水路の最下流に架かる広島南
道路の自動車専用橋梁であるが、
暫定的に自転車歩行者専用橋が
添架されている（図-1、2）。2009
年に実施された国際デザインコ
ンペにて株式会社エイト日本技
術開発（協力者：イー・エー・ユー、
空間工学研究所、二井昭佳）が提
案した世界に類を見ない鋼・コ
ンクリート複合6径間連続アー
チ橋が最優秀となり、引き続き
詳細設計と施工時におけるデザ
イン監理を実施、設計期間1年
半、施工期間2年半という極めて
短期間で2014年3月に完成、供
用が開始された（写真-1）。
本橋のデザインは、瀬戸内特有

の伸びやかな風景が広がる架橋
地点の特徴を踏まえ、「水の都ひ
ろしま」にふさわしい、人々の記
憶に残る故郷の新しい風景の創
出を目指し、①雄大な厳島を今
まで以上に引き立て、ともに故
郷の風景として定着していく橋、

②地域の人々が渡りやすく眺め
を楽しめる歩道、③将来の延伸
も視野に入れた太田川大橋から
西部高架橋までのトータルデザ
インの3つのコンセプトに取り
組んだものである。
設計にあたっては橋梁全体か

ら細部に至るまで、造形と構造
とを両立させるよう高強度材料
を採用するなど、構造と景観の
専門技術者のチームにて多様な
検討を行った。厳島に連なる2連
のアーチ（写真-2）を構造的にも
連続させることで、風景に調和
するシルエットと高い耐震性、
維持管理性の実現を図った。橋
梁本体の途中から分離した添架
歩道は4種類の支持構造を使い
分け、瀬戸内海の開放的な眺め
と歩きやすい勾配を実現してい
る（写真-3）。
また、様々な表情を生み出す

逆台形のブレースドリブのアー
チ主構（写真-4）や、桁下を通る
歩行者のために橋梁本体に設け

た楕円形の開口部（写真-5）、瀬
戸内海を眺めながら佇める橋上
広場（写真-6）と橋詰広場など、
スケールの異なる模型を作成し
ながら熱心に議論し、丁寧に検
討した結果が空間に実現できた
と考えている。完成した太田川
大橋は通行する車両や歩行者か
らだけでなく、河川を通過する
船や周辺を散策する人からも瀬
戸内海の島々とともに橋の存在
を確認することができ、この地
の風景の一つとして根付き始め
ている（写真-7）。
なお、太田川大橋は、そのデザ

イン性だけでなく橋梁の構造の
新規性などにおいても高い評価
を得ることができた。主な受賞
歴は、平成26年度土木学会田中
賞作品賞、平成26年度PC工学
会賞（作品部門）、2015年度日本
コンクリート工学会賞、2016年
土木学会デザイン賞最優秀賞な
どである。
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備前♡日生大橋プロジェクト
八千代エンジニヤリング株式会社

備前♡日生大橋全景

橋脚施工状況 主塔施工状況エクストラドーズド部架設状況 連続桁部架設状況

図-1　全体一般

開通式の状況

支部会員の10年間の活躍紹介

プロジェクト概要
備前♡日生大橋は、岡山県備前市日

生町と対岸の鹿久居島を結ぶ海上に計
画された橋長765mの離島架橋です。
航路幅122.3m、航路高18.0mを確保す
るために最大支間長170mの3径間の
エクストラド－ズド構造を含むPC6径
間連続箱桁橋が採用されました。2006
年12月に設計に着手、2010年に工事
開始、そして2015年3月に完成しまし
た。八千代エンジニヤリング㈱広島支
店では、橋梁予備設計、景観・形式検討
委員会運営、橋梁詳細設計及び景観設
計を一貫して担当しました。なお、本
橋は、平成26年度プレストレストコン
クリート工学会賞（作品部門）を受賞し
ました。以下に本橋の計画、設計にお
ける特徴・工夫事項を紹介します。
風光明媚な国立公園内の長大PC橋
多島美に富む瀬戸内海国立公園にお

けるランドマークとして景観に配慮し
た橋梁形式とした。航路部のみにエク
ストラドーズド形式を採用してゲート
性を持たせるとともに、主塔高を周囲
の島々のスカイライン以下に計画する
ことでバランスの取れたスケール間を
意識した構造とした。主塔の形状は、
先端に向かって細くなる形にして空へ
伸びるシンボリックなイメージを強調
するとともに主塔を上方に広げること
で橋上の解放感を確保した。斜材ケー
ブルは、風景から際立ち主塔と一体感
のある白色系を基本色調とした。以上
は、予備設計で提案し、学識経験者を
中心とした関係機関委員による景観・
形式検討委員会において審議され決定
した。
維持管理性、耐久性に優れた海上橋
中間橋脚に支承を用いないラーメン

構造を採用することで将来の維持管理

費用の低減を図った。また、海上での飛
来塩分に対して各部位に塩害対策を施
した。鉄筋は、エポキシ樹脂塗装鉄筋
としたうえ所用のかぶりを確保した。
斜材ケーブルは、二重防錆仕様の工場
制作ケーブルとし、主桁の内外ケーブ
ルは、エポキシ樹脂ストランドとした。
上部構造には、緻密化を図るため50N/
mm2の高強度コンクリートを使用し
た。鋼管矢板は、海底泥中の環境を踏
まえ100年後の板厚減量3mmの腐食
代を考慮した。
環境保全に配慮した計画・設計
牡蠣や海苔の養殖を行っている海域

であり橋脚施工時の仮設構台は、必要
最小限とするとともに構台周りに汚濁
防止膜を設置する計画とした。鋼管矢
板の打設方法は、騒音解析により周辺
住民への影響がないことを確認して油
圧ハンマによる打設とした。
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本事業は、2014年8月20日に広島
市安佐南区・安佐北区を中心に発生し
た豪雨災害の復旧事業として、国土交
通省と広島県が、砂防堰堤等の整備を
行ったものです。
被害が大きかった安佐南区の八木・

緑井地区では、阿武山の山腹から多く
の土石流が発生し、山麓に立地してい
る住宅地が土石流による被害を受けま
した。（写真-1）

写真-1　被災直後の八木・緑井地区
（2014年8月20日　国土地理院撮影写真）

このうち八木4丁目付近を流下する
1-9-306や1-9-307渓流などは、災害
前は下流の住宅地を避けるように流下
していましたが、発生した土石流は直
進して住宅地を襲ったため、大きな被
害が発生しました。また、住宅地は阿
武山の扇状地上に造成されており、比
較的傾斜が大きいことから、土石流が
減勢しないうちに住宅地を流下したも
のと考えられます。（写真-2）

写真-2　1-9-306渓流の被災状況
（2014年8月20日　国土地理院撮影写真）

土石流が発生した渓流を復旧するに
あたり、今後想定される土石流や流木
を100％捕捉可能な施設となるよう配
置を検討しました。八木地区では、い
ずれの渓流も渓流の勾配が急であるた
め、砂防堰堤を整備した際の捕捉量（堰
堤上流のポケット容量）を最大限確保
するため、除石管理を行うことを前提
として、施設の配置を計画しました。
また、一般的に、砂防堰堤は、堰堤の軸
を直線にできるよう配置を検討します
が、八木地区では、下流域では尾根が低
く明瞭な谷地形を示していないことか
ら、堰堤の軸を折り曲げて地山につけ

る形状（袖折れ堰堤）を採用しました。
1-9-306渓流では、2基の砂防堰堤

により土石流と流木を捕捉する計画と
し、砂防堰堤の下流には災害前の流路
に沿って渓流保全工を整備し、流水を
安全に流下させる配置計画としまし
た。（図-1）

図-1　1-9-306渓流の施設配置計画
（広島西部山系八木緑井地区砂防堰堤　予備設計（その4）

業務　報告書（平成27年7月）より）

1-9-307渓流では、3基の堰堤によ
り土石流と流木を捕捉する計画とし、
1-9-306渓流と同様に、砂防堰堤の下
流には災害前の流路に沿って渓流保
全工を整備する計画としました。1-9-
307渓流は住宅地の上流で左岸側に大
きく湾曲しているため、最下流の砂防
堰堤を左岸側に向けるよう軸の方向を
設定し、流水の流行を制御する配置と
しました。（図-2）

図-2　1-9-307渓流の施設配置計画
（広島西部山系八木緑井地区砂防堰堤　予備設計（その4）

業務　報告書（平成27年7月）より）

砂防堰堤の材質は、以下の2つを主
な目的として、砂防ソイルセメント堰
堤を採用しました。砂防ソイルセメン
ト堰堤は、現地発生土砂とセメントを
攪拌・混合してソイルセメントを製造
し、それを中詰材として砂防堰堤を築
造するものです。（写真-3）
・	掘削による現地発生土砂を有効活用

し、コスト縮減を図る。
・	八木地区は住宅が密集しており、道

路が狭小であるため、残土搬出や生
コンの搬入に伴う工事車両の通行を
抑え、地元への負担を軽減する。
八木4丁目付近では1-9-306・307渓

流を含めて8基の砂防堰堤を砂防ソイ
ルセメントで築造するため、現地発生
土砂を集積し、砂防ソイルセメントを
集中して製造・供給するヤードを設け
る施工計画を立案しました。（写真-4）
八木地区を含めて、2014年の土砂

災害に伴う復旧事業は2020年8月に
完了しました。（写真-5）八木地区で
は、災害直後の調査から設計・施工計
画までを迅速に行う必要があり、建設
コンサルタントとして貴重な経験を積
むことができました。現在も周辺の道
路整備等が進められており、1日も早
い復興を祈念する次第です。

写真-3　1-9-307渓流堰堤の施工状況

写真-4　1-9-306・307渓流に設置された
砂防ソイルセメント製造ヤード

写真-5　1-9-306渓流の施工後の状況
（2014年7月9日　広島西部山系渓流点検業務　撮影写真）

八木地区の災害復旧事業
中電技術コンサルタント株式会社

支部会員の10年間の活躍紹介
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広島市中心部の「紙屋町・八丁堀地
域」は、2018年10月に『都市再生緊急
整備地域』に指定され、緊急かつ重点的
に市街地の整備を推進することとなり
ました。
それに先立ち弊社では、どのような

形で地域のまちづくりに参画すること
が望ましいか検討するため、2017年に
社内プロジェクトを発足しました。計
画系、企画系、営業系の部門横断で20
代から30代の若手社員が集まり、次
世代のまちづくり系事業と自社の将来
展望についてシミュレーションしまし
た。そして1年間の議論の末、これま
でのように行政機関から発注される業
務に対応するだけでは、持続可能でリ
バブル（住みやすい）地域をつくること
と、民間企業としての事業継続を両立
することは難しいとの結論に至りまし
た。そこで、将来的には親会社として
の株式会社荒谷建設コンサルタントか
らは独立した形の、クロスセクターで
の中間支援組織を子会社などの形態で
立ち上げ、地域のまちづくりにドライ
ブをかけていくことを目指すことにな
りました。
奇しくも、広島都心において都市再

生の萌芽が芽生えつつあり、上記の社
内プロジェクトとして、こうした動き
に関わるようになっていきます。結
果としてその嚆矢となったのが、建
設コンサルタンツ協会（中国支部技術
部会地域計画委員会）で開催した、都
市・地域デザインカンファレンス中国
2017でした。同カンファレンスに続
いて、翌年には全国エリアマネジメン
トネットワークシンポジウム2018	 in	
Hiroshimaの誘致が実現。総勢604名が
参加し、広島に「エリアマネジメント」

というキーワードが浸透する大きな契
機となりました。
そのような中で、2018年9月に社内

組織として「地域価値共創センター（以
下、弊センター）」を設置しました。そ
して、2019年3月には、具体的なアク
ションと都心のビジョンづくりを指向
する紙屋町八丁堀エリアマネジメン
ト実践勉強会が動き出します。弊セン
ターは事務局として参画し、公民学の
協働体制の要として、事業推進と調整
機能を果たします。同年8月には広島
都心パブリックミーティングで、「人
のための都心空間へ」を掲げた中間ビ
ジョンを発表しました。また、同8月に
は弊センターを法人化し、「一般社団法
人地域価値共創センター」へと発展し
ました。

カミハチキテル社会実験
2020年3月には紙屋町八丁堀公共

空間活用社会実験「カミハチキテル－
URBAN	TRANSIT	BAY－」を実施し
ました。検討中のビジョンの柱となる、
相生通りのトランジットモール化に向
けて、歩行者空間を拡大した未来の可
視化を試みました。本社会実験は、国
内最大級（全長53m）のパークレット、
空地（駐車場）、民地活用の3エリアで
構成し、公共空間を活用した「人のため
の都心空間」を目指したものです。
こうした取り組みが評価され、本社

会実験については2020年度グッドデ
ザイン賞（分類：公共の建築・空間）を
受賞、また国土交通省都市局が所管す
る、官民連携まちなか再生推進事業の
エリアプラットフォームとしても採択
され、2021年夏頃を目途としたビジョ
ン（仮称：カミハチミライデザイン
2030）策定に向けた検討を行っていま
す。
また、2021年3月には、広島都心の

都市再生の官民連携プラットフォーム
として（仮称）ひろしま都心活性化推
進協議会が設立される予定です。弊セ
ンターはアドバイザーとして参画予定
で、2020年5月に発足したエリアマ
ネジメント団体、「カミハチキテル－
HEART	OF	HIROSHIMA－」など含め、
広島都心において計6つのエリアマネ
ジメント関連の団体・組織に属するこ
とになります。
弊センターは、当初2名だったスタッ

フも8名まで増え、マーケティング、出
版、不動産、建築など多様なバックボー
ンを持った若いメンバーを中心に活動
しています。まだまだ道半ばですが、地
域に根差した建設コンサルタント会社
として、まちづくりにどう関わってい
くのか。その未来のひとつの選択肢を、
今後の事業展開を通して体現すること
ができればと考えています。

広島都心部におけるエリアマネジメント活動
『まちづくりをドライブする中間支援組織の設立』

株式会社荒谷建設コンサルタント

支部会員の10年間の活躍紹介

隣接空地（駐車場）の活用

全国エリマネシンポ in広島

全長53ｍのパークレット

パークレット対面の民地活用

パークレット上にコンテナ出店
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■ 支部役員・事務局メンバー

令和2年度　支部役員・事務局名簿

氏名 役職 会社名
小　田　秀　樹 支 部 長 復建調査設計株式会社

坪　井　俊　郎 副支部長 中電技術コンサルタント株式会社

小　谷　裕　司 副支部長 株式会社エイト日本技術開発

荒　谷　悦　嗣 理 事 株式会社荒谷建設コンサルタント

藤　井　　　登 理 事 いであ株式会社

松　原　利　直 理 事 株式会社ウエスコ

伊　藤　輝　泰 理 事 株式会社宇部建設コンサルタント

川　口　　　均 理 事 シンワ技術コンサルタント株式会社

春　口　孝　之 理 事 株式会社ダイヤコンサルタント

峯　谷　　　明 理 事 パシフィックコンサルタンツ株式会社

大　石　　　宏 理 事 明伸建設コンサルタント株式会社

上　原　孝　博 監 事 株式会社福山コンサルタント

佐々木　仁　志 監 事 株式会社陸地コンサルタント

石　田　勝　己 事務局長 （一社）建設コンサルタント協会中国支部

太　田　千　津 事務局員 （一社）建設コンサルタント協会中国支部

支部役員

10年間の
部会活動報告

50周年記念
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■独占禁止法に関する特別委員会

10年間の部会活動報告

独占禁止法に関する特別委員会メンバー

令和２年度	独占禁止法に関する特別委員会名簿

氏名 役職 会社名

安　田　隆　男 委	員	長 株式会社陸地コンサルタント

佐　野　茂　樹 委　　員 株式会社ウエスコ

行　竹　和　幸 委　　員 復建調査設計株式会社

中　川　孝　浩 委　　員 株式会社荒谷建設コンサルタント

宇　野　貴　紀 委　　員 いであ株式会社

川　上　　　浩 委　　員 株式会社エイト日本技術開発

竹　尾　豪　友 委　　員 シンワ技研コンサルタント株式会社

山　田　勝　也 委　　員 株式会社ダイヤコンサルタント

福　原　和　顕 委　　員 中電技術コンサルタント株式会社

川　端　　　誠 委　　員 株式会社福山コンサルタント

寺　本　昭　浩 委　　員 明伸建設コンサルタント株式会社
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■ 総務部会
1．活動目的
総務部会は、支部活動の基幹をなすもので、①本部と他支部の連絡調整、②会務の総括、③事務局

の運営管理と総務事項の処理、④総務及び役員会に関する事項、⑤予算、決算に関する事項、⑥支部
細則の改正に関する事項、⑦広報に関する事項、⑧中国5県の各地域に関する事項、⑨独占禁止法
に関する事項、⑩RCCM資格試験に関する事項、⑪支部運営に関する事項で、他の部会に属さない
事項を主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
①予算立案・定期総会の企画：中国支部の支部活動全般に係る予算の立案や定期総会のタイムス
ケジュール作成、講演会の企画を実施しています。

②独禁法に関する特別委員会：コンプライアンス向上の一環として開催している建設関連5団体
独禁法講習会の準備やコンプライアンス報告等毎年1回実施しています。

③支部冊子「JCCA中国」の発刊：中国支部の活動内容を紹介する「JCCA中国」を編集委員会が
編集して毎年発刊しています。なお、平成24年から年1回の発刊に変更しました。

④鳥取県との災害協定締結：平成25年の鳥取県との懇談会において中国支部から要請をしてい
た鳥取県との災害協定書が平成26年7月2日付で締結されました。

⑤中国支部HPリニューアル：中国支部のHPは他に比べ見栄えが劣っているとの課題があった
ため、平成28年に検討会を立ち上げ、平成29年度にHPをリニューアルしました。

⑥RCCM試験支援：建コンが実施しているRCCM資格試験及び登録更新講習会の支援を実施し
ています。なお、中国地方での資格試験は平成24年から広島で開催されています。

⑦経営分析説明会：中国支部では平成27年、平成29年に加盟会社の経営分析数値データによる
経営分析説明会が実施されました。

⑧講習会の開催：平成22年以降では「契約のあり方講習会」「社会資本維持管理に関する講習会」
「働き方改革セミナー」「CPD改定説明会」を開催しています。

3．今後に向けて
総務部会は、“技術部会、業務部会、厚生部会の活動に属さないすべての活動”を担当しています。

したがって、近年は、これまでの活動に加えて、大学・高専などへの業界説明会を始めとする広報
活動、働き方改革に関する活動、若手の会の支援など、多種多様な活動に参加、支援を行っています。
これからもますます多様化する協会活動を、時には先頭に立ち、またある時は縁の下の力持ちと

して支えて行きたいと考えていますので、今後ともご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

10年間の部会活動報告
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令和２年度	総務部会名簿

氏名 役職 会社名

來　山　尚　義 部	会	長 復建調査設計株式会社

長谷山　弘　志 委	　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

杉　山　文　敏 委	　 員 いであ株式会社

宇　高　了　介 委	　 員 株式会社エイト日本技術開発

曽我部　　　淳 委	　 員 中電技術コンサルタント株式会社

香　川　昭之介 委	　 員 株式会社長大

川　西　慎　二 委	　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社

髙　濵　繁　盛 委	　 員 復建調査設計株式会社

10年間の部会活動報告

総務部会メンバー
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10年間の部会活動報告

■ 総務部会（若手の会）
1．活動目的
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こと」を目的とし、平成28年11月に設立された会です。

2．活動状況
設立当初は17名のメンバーで活動を始めましたが、現在は20名までメンバーが増え、主に「業

界PR」、「生産性向上」をテーマに活動をしています。
①業界PR活動
○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うことを目的に「あ
そびを通じて土木の技術を学ぶイベント」を企画・実施しています。

○若手技術者の目線でリクルート：建コンを目指す入職者を増やすため、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、若手の目線で建コンの魅力をPRして
います。

②生産性向上活動
○生産性向上に関する交流会開催：若手が自ら「これからの働き方のカタチ」を考え、意見交換
するため、平成30年に「働き方改革に見るこれからの働き方のカタチ」交流会、令和元年に「働
き方改革に見る多様な働き方のカタチ」交流会を開催しました。

○国交省との意見交換会：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を企画し、事
前協議を実施しました。引き続き意見交換会実施に向けた検討を行う予定です。

③若手技術者交流会
○若手技術者交流会in中国：平成28年に、本部若手の会主催、中国支部若手技術者の会共催で
若手技術者交流会を開催しました。

○他協会との若手技術者交流会：平成30年には（公社）日本技術士会、（公社）土木学会の若手技
術者と交流会開催に向けたキックオフ会議を実施しました。

3．今後に向けて
魅力ある建コン業界を実現するため、若手ならではの視点で議論が出来るよう、今後も積極的な

活動を進めていきます。
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令和2年度　若手の会名簿

氏名 役職 会社名

森　　　三千浩 代 表 復建調査設計株式会社

坂　田　暁　彦 副 代 表 株式会社エイト日本技術開発

難　波　秀太郎 副 代 表 中電技術コンサルタント株式会社

森　本　　　晶 会 員 相生エンジニアリング株式会社

平　田　真　行 会 員 相生エンジニアリング株式会社

浅　野　拓　馬 会 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

桑　原　健二郎 会 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

青　山　芹　奈 会 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

田　中　拓　哉 会 員 株式会社ウエスコ

林　　　匡　紘 会 員 株式会社ウエスコ

淺　野　健　太 会 員 株式会社エイト日本技術開発

馬　場　達　也 会 員 シンワ技研コンサルタント株式会社

池　上　　　僚 会 員 大日本コンサルタント株式会社

西　村　可奈子 会 員 大日本コンサルタント株式会社

藤　本　悠　二 会 員 中電技術コンサルタント株式会社

逸　見　啓　輔 会 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社

森　川　裕　基 会 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社

上戸田　拓　也 会 員 株式会社ヒロコン

吉　岡　隼　也 会 員 株式会社ヒロコン

小　山　理　央 会 員 株式会社福山コンサルタント

若手の会メンバー

10年間の部会活動報告
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■ 技術部会
⃝技術部会
1．活動目的
技術部会は、①技術研究会、講習会及び見学会等の開催、②官公庁、その他機関との技術的検討、

③その他技術の向上に関する事項を主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
技術部会は会員の技術力の確保・向上、専門技術分野に関する業務改善を目的に活動しています。

組織は、現在8名の技術委員と6つの委員会（河川、道路、構造、港湾、防災、地域計画）により構成
されています。
①講習会の開催：技術部会では毎年、各種セミナーや部会講演会・講習会等を定期的に開催してい
ます。平成22年以降では、マネジメントセミナー、品質セミナー、GIS講習会、情報セキュリティ
講習会を毎年実施しています。また、現在の社会情勢を反映して平成25年以降ICT普及セミナー
を、平成28年度からCIMハンズオン講習会を開催しています。

②見学会の開催：平成22年以降毎年現場工事見学会を開催しています。一昨年は一般国道2号の
木原道路（内畠トンネル）と倉敷立体（高梁川大橋）の2箇所、昨年は広島高速5号線のトンネル
工事と一般国道2号の東広島・安芸バイパスの橋梁工事現場を見学しました。実際の工事現場を
見聞することで、施工計画や施工技術の研鑽・施設の管理技術等のソフト面での技術の習得に役
立っていると考えています。

③官公庁への講師派遣：技術部会では平成22年以降、毎年国交省中国地整本局や事務所、広島県、
広島市、岡山県・岡山県建設技術センター、広島高速道路公社、江田島市での技術研修等に講師
の派遣を行っており、派遣先技術職員の基礎技術の習得及び専門技術の向上に貢献しています。
平成22年以降の研修回数は146回を数えており、近年では毎年15回以上の研修等に講師派遣を
行っています。

④橋梁保全事業の品質向上勉強会：中国地方における橋梁（鋼橋・PC橋）保全事業の迅速かつ円滑
な対策の実施と品質の確保を図るための方策を検討するために、平成29年から平成31年にかけ、
中国地方整備局、日本橋梁建設協会、プレストレスト・コンクリート建設業協会と勉強会を開催
し、橋梁保全工事の新しい入札・契約方式の考え方について提言を行いました。

3．今後に向けて
働き方改革やi-Constructionの推進等時代のニーズに適切に対応しつつ、他協会等とも連携を図

りながら、技術力及び社会的地位の向上、業務の生産性及び品質向上に繋がる活動を行っていきた
いと考えています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

10年間の部会活動報告
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技術部会メンバー

令和2年度　技術部会名簿

氏名 役職 会社名
永　田　裕　司 部 会 長 株式会社エイト日本技術開発
山　本　浩　一 副部会長 復建調査設計株式会社
佐　藤　義　宏 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
川　端　千　秋 委　　 員 株式会社ウエスコ
曽我部　　　淳 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会
若　槻　幹　穂 委　　 員 株式会社ニュージェック
山　里　　　靖 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
河　辺　真　一 委　　 員 八千代エンジニヤリング株式会社

⃝河川委員会
1．活動目的
河川委員会は、河川分野（計画、設計）及び砂防分野（計画、設計）の技術者が集まり、講習会や現

地見学会の開催による技術研鑽、委員相互の技術交流、社会貢献等を目的に活動を行っています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
①中国地方河川技術交流会の開催：河川委員会では、平成24年度に国土交通省中国地方整備局河
川部と技術部会河川委員会とで、河川技術全般における現状の課題を整理し意見交換を行うこと
で共通認識をもち、河川技術の維持・向上及び業務を推進する基礎的技術力の向上を目的として
「（仮称）中国地方河川技術交流会」を立ち上げ活動を行っています。
②河川講習会の開催：河川委員会では、平成24年から26年の3ヵ年は学識経験者を講師として招
き「河川洪水流の解析と観測技術について」「矢部川堤防決壊の教訓と今後の治水対策のあり方」
について講演して頂きました。平成27年からは、「（仮称）中国地方河川技術交流会」活動の一環
として、国土交通省中国地方整備局河川部の職員の方に講師を引き受けて頂き、国の動向を踏ま
えたテーマにて河川講習会を実施しています。

③クリーン太田川への参加：河川委員会は、広島県を代表する「太田川」を、河川清掃を通じて美し
い河川環境にすることを目的に実施されている「クリーン太田川」に、社会貢献活動の一環とし
て毎年参加しています（2018年度は西日本豪雨災害のため、今年度は新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、中止になりました）。

④河川技術関係業務に関する説明会：国土交通省中国地方整備局河川部水災害対策センターが主催、

10年間の部会活動報告
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（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部が共催で、令和元年11月に「河川技術関係業務に関す
る説明会」を開催しました。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、「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」につ
いて説明を頂きました。

3．今後に向けて
全国はもとより近年の中国地方においても、“平成26年8月豪雨”による土砂災害や“平成30年

7月西日本豪雨”による河川氾濫など、記録的な大雨による甚大な被害が発生しており、今後、人的・
社会的被害の軽減を図るためのソフト・ハード対策を含め、河川・砂防分野に求められる役割は、
より一層多様化が進むことと思われます。河川委員会においては、最新の情報を含む講習会や現地
見学会の開催、会員相互の技術交流を進めることにより、河川・砂防分野技術者の技術研鑽に努め
て参ります。

河川委員会メンバー

令和2年度　河川委員会名簿

氏名 役職 会社名
松　井　　　均 委 員 長 復建調査設計株式会社
山　本　泰　督 副委員長 中電技術コンサルタント株式会社
佐々木　　　勇 副委員長 株式会社陸地コンサルタント
大　倉　　　智 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
崎　本　英　二 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
片　山　哲　雄 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
川　岸　博　史 委　　 員 応用地質株式会社
平　賀　　　圭 委　　 員 株式会社セトウチ
西　　　和　宏 委　　 員 株式会社ダイヤコンサルタント
中　田　芳　貴 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
田　中　　　勉 委　　 員 株式会社東京建設コンサルタント
木　村　憲　司 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
仁　田　護　輝 委　　 員 広建コンサルタンツ株式会社
植　木　真　吾 委　　 員 復建調査設計株式会社
槇　原　順　治 委　　 員 明伸建設コンサルタント株式会社
渡　辺　光　美 委　　 員 株式会社陸地コンサルタント
小　田　翔　太 委　　 員 株式会社陸地コンサルタント

10年間の部会活動報告
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⃝道路委員会
1．活動目的
道路委員会は、①日常業務の過程から出る話題の意見交換、勉強会、②道路部門を取り巻く話題

の技術的検討、③その他技術の向上に関する事項を主務として担当しています。

2．活動状況（平成26年～令和元年）
①修正設計における責任の明確化に関する協議：建設コンサルタンツ協会中国支部では中国地整と
の「要望と提案に関する意見交換会」の中で「修正設計における責任の明確化」等に関して協議を
実施しており、道路委員会ではこの件に大きく関与してきました。各コンサルから「概算発注業
務」に関する瑕疵責任について責任の所在を明確にするシステムの構築要望が多数出たことから、
勉強会で「修正設計における責任の明確化」に関する協議（H25）を実施し、平成26年度には道路
委員会で検討した「業務履歴管理表、業務修正カルテの作成・提出」等に関する事項を中国地整
に提出しました。

②研修会・現地見学会の実施：道路委員会は、道路に係る様々な分野で有益な知見を得ることを目
的として研修会・現地見学会を実施しています。講師を招いて実施する研修会は平成28年度に
「CIMに関する話題提供」、「スーパーテールアルメに関する話題提供」の2回、平成29年度に「道
路土工構造物技術基準に関する研修」「道の駅の制度と取組み事例の研修」の2回開催しました。
現地見学会は「マルチコプター（小型無人ヘリ）」（H27）、「ラウンドアバウト（岡山県浅口市）」
（H28）、「道の駅　世羅」（H29）の3回実施しました。現地見学会では、各委員が抱いた疑問につ
いてその場で意見交換を行ったりしています。

③意見交換会の実施：道路委員会では、道路に係る様々な分野で有益な知見を得るため、毎年決め
た活動テーマに沿って調査研究を実施し、各委員で意見交換をしています。これまでに「道路の
耐久性、維持修繕に係る研究（H26）」、「転落防止柵及び停止線の設置（H27）」、「新技術、新工法
（H28）」「多数アンカーの補修技術（H30）」について意見交換を実施し、令和元年には「西日本4支
部連携」「働き方改革」「高齢者事故・事故対策」「BIM ／ CIM」（4テーマ）についてのWGを立ち
上げ活動を始めました。

3．今後に向けて
引き続き、日常業務に目をむけ、日常業務の過程から出る話題を選び意見交換するとともに、偏っ

た話題にせず、参加各社に共通する話題を選び活動してまいります。
具体的には、①最新の技術的な話題、業務遂行上の課題（上記4テーマ）について、WGに分かれ

意見交換、勉強会を実施し、②日常の業務の中での疑問、判断しにくい事柄については委員全体で
情報共有、意見交換してまいります。また、③道路部門を取り巻く話題（BIM ／ CIM、i-Conなど）、
及び新技術・新工法については講師を招き、知識、知見を習得し業務に活かすよう取り組む予定で
す。
道路委員会では“とにかく長く活動する”を目標に、さまざまな意見が数多く出されて、活発に議

論されるよう努めてまいります。

10年間の部会活動報告
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道路委員会メンバー

令和2年度　道路委員会名簿

氏名 役職 会社名
木　原　智　晴 委 員 長 復建調査設計株式会社
堤　　　敦　洋 副委員長 株式会社荒谷建設コンサルタント
山　本　　　悟 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
福　光　年　宏 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
寺　尾　猛　志 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
田　辺　博　樹 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
髙　原　幹　夫 委　　 員 株式会社ウエスコ
南　條　利　幸 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
鶴　海　　　誠 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
岡　　　栄　一 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
山　口　　　満 委　　 員 株式会社セトウチ
濱　崎　義　久 委　　 員 株式会社セトウチ
二　神　　　健 委　　 員 セントラルコンサルタント株式会社
只　保　和　雄 委　　 員 セントラルコンサルタント株式会社
鈴　木　健　嗣 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
浦　元　智　生 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
傅　　　梟　雄 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
荒　本　達　也 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
平　尾　保　洋 委　　 員 復建調査設計株式会社
宮　里　　　隆 委　　 員 復建調査設計株式会社
酒　井　秀　和 委　　 員 復建調査設計株式会社
松　永　　　潤 委　　 員 明伸建設コンサルタント株式会社
鍋　島　勇　太 委　　 員 八千代エンジニヤリング株式会社
信　田　あゆみ 委　　 員 八千代エンジニヤリング株式会社
藤　田　尚　徳 委　　 員 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
岸　　　功　泰 委　　 員 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
野　田　直　樹 委　　 員 株式会社ヒロコン
藤　井　　　登 委　　 員 いであ株式会社
浅　利　貴　之 委　　 員 いであ株式会社
奥　住　洋　介 委　　 員 いであ株式会社
田　中　一　成 委　　 員 株式会社福山コンサルタント
梁　瀬　一　平 委　　 員 株式会社福山コンサルタント
須　知　義　之 委　　 員 株式会社福山コンサルタント
大　田　健太郎 委　　 員 株式会社福山コンサルタント
和　田　浩　輔 委　　 員 株式会社福山コンサルタント
平　井　一　成 委　　 員 株式会社福山コンサルタント
林　谷　幸　治 委　　 員 相生エンジニアリング株式会社

10年間の部会活動報告
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⃝構造委員会
1．活動目的
構造委員会は、橋梁等の構造物に関する①昨今の技術的課題に対する議論、②技術的テーマを設

定しての課題解決検討、③講習会や勉強会の開催、④官公庁やその他機関への技術的支援を主務と
して担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
①PC技術講習会の開催：毎年10月頃に、（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会と共
同でPC技術講習会を実施しています。この講習会は、建設コンサルタントにおけるPCの新技術
と最新の動向を理解し、設計・保全業務に活かすことを主目的としています。講演会のテーマは、
事前にプレストレスト・コンクリート建設業協会と意見交換を重ねて決定しています。

②道路橋示方書改定に伴う設計計算例講習会の開催：平成29年7月21日に「橋、高架の道路等の
技術基準」（道路橋示方書）が改定され、平成30年1月1日以降に着手する設計から適用されるこ
ととなりました。この改定により設計の考え方等がこれまでと大きく変わることから、改定され
た道路橋示方書に基づいて実務レベルでの設計や照査が円滑に行えるようにすることを目的とし
て「道路橋示方書改定に伴う設計計算例講習会」が実施されました。この講習会は、（一社）建設コ
ンサルタンツ協会、（一社）日本橋梁建設協会、（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会、
（一社）日本建設業連合会が主催、国土交通省が後援という形で、全国10会場で開催されました。
この一環として、平成30年12月13日に広島で開催された講演会の支援を行いました。

③勉強会・講習会の開催：上記の他、「道路橋メンテナンス技術講習会」「橋梁保全事業における品
質向上勉強会」「中国地方鋼橋保全事業向上勉強会」等を開催し、官公庁の技術支援を実施してい
ます。また、橋梁設計における課題に対して、会員メンバーによる集中審議を行い、会員企業へ
フィードバックしています。

3．今後に向けて
先の10年では、i-Construction（アイ・コンストラクション）、道路橋示方書の大幅改定、道路施

設に対するメンテナンスの必要性（メンテナンス元年）等が示され、構造委員会においても大きな
変革時期でした。これからの10年は、先の10年で示された政策や基準および工法等を理解して活
用し、改善する期間と捉えています。構造委員会では、1年間で3回の全体会議および適宜実施され
る分科会を通じて、道路橋示方書の理解の共有やドローン等の点検支援技術を用いた維持管理（定
期点検・補修設計）等の課題検討を行っていく予定です。また、BIM ／ CIMモデルを用いた橋梁設
計業務の課題整理も重要と考えています。

10年間の部会活動報告
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構造委員会メンバー

令和2年度　構造委員会名簿

氏名 役職 会社名
田　中　秀　治 委 員 長 株式会社ウエスコ
反　田　　　恒 副委員長 株式会社綜合技術コンサルタント
川　本　篤　志 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
中　村　祐　二 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
今　村　達　也 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
石　山　正　人 委　　 員 いであ株式会社
園　田　龍　正 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
安　木　清　史 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
深　瀬　修　明 委　　 員 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
川　平　英　史 委　　 員 株式会社片平新日本技研
村　上　陽　子 委　　 員 株式会社片平新日本技研
小　林　　　努 委　　 員 セントラルコンサルタント株式会社
近　藤　浩　隆 委　　 員 セントラルコンサルタント株式会社
西　谷　哲　士 委　　 員 株式会社綜合技術コンサルタント
松　尾　聡一郎 委　　 員 大日本コンサルタント株式会社
大　杉　敏　之 委　　 員 大日本コンサルタント株式会社
松　本　綾　介 委　　 員 株式会社ダイヤコンサルタント
神　原　　　浩 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
川　見　周　平 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
野　村　　　肇 委　　 員 株式会社長大
古　市　潔　彦 委　　 員 株式会社長大
板　井　達　志 委　　 員 株式会社長大
稲　田　　　敬 委　　 員 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
大　段　好　勝 委　　 員 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社
中　山　道　生 委　　 員 日本工営株式会社
植　村　　　亮 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
西　谷　真　吾 委　　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
安　倍　　　誠 委　　 員 広建コンサルタンツ株式会社
安　冨　泰　弘 委　　 員 復建調査設計株式会社
安　田　直　樹 委　　 員 復建調査設計株式会社
姉　川　倫太郎 委　　 員 復建調査設計株式会社
内　川　健　次 委　　 員 八千代エンジニヤリング株式会社
石　濱　達　也 委　　 員 八千代エンジニヤリング株式会社

10年間の部会活動報告
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⃝港湾委員会
1．活動目的
港湾委員会は、港湾・漁港・海岸を対象とする計画・調査・設計業務を適切に実施するための、

①技術研究会、講習会及び見学会等の開催、②官公庁、その他機関との技術的検討、③その他技術の
向上に関する事項を主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
①港湾技術交流会：港湾委員会では平成23年度から令和元年度にかけて（社）日本埋立浚渫協会と
の技術交流を目的として、港湾技術交流会を実施しています。交流会は、技術発表・技術講演と
質疑応答で構成されています。

②港湾関連技術交流会・講習会：平成27年度には、施工者（建設会社）と設計者（建設コンサルタ
ント）が、各々の経験や専門性に基づく意見交換を行い、設計と施工の乖離や施工中のトラブル
を防止すること、また相互理解と技術力の向上を図ることを目的に港湾関連技術交流会・講習会
を実施しています。令和元年度の講演会には施工会社10社（21名）、設計会社7社（25名）が参加
しています。双方から7テーマの講演が行われました。

③港湾空港技術特別講演会：国土技術政策総合研究所、港湾空港技術研究所及び国土交通省の最新
の技術開発・研究成果の普及を図るとともに、港湾技術者が現場で直面する技術上の諸問題に対
して講演及び質疑応答を通じてその解決を図ることで産・官・学相互の技術力向上に寄与するこ
とを目的に、平成22年度に全国で「港空港技術特別講演会」を開催しました。港湾委員会は（社）
日本埋立浚渫協会とともに平成22年11月17日に広島で開催された「港湾空港技術特別講演会in
中国2010」の支援を行いました。

3．今後に向けて
港湾委員会では、最新の技術基準の習熟や複雑・高度化する設計手法、最先端技術を駆使する維

持管理など、幅広い課題に対し、会員各社が高度で質の高い技術サービスを提供できるよう情報収
集や習得の場を積極的に提供していきます。
また、より良い働き方改革の実現やベテラン技術者から若手技術者への技術継承など、港湾分野

に限らず、建設コンサルタント業界全体の課題に対しても取り組んでいきたいと考えています。

港湾委員会メンバー

10年間の部会活動報告
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令和2年度　港湾委員会名簿

氏名 役職 会社名
村　上　公　亮 委 員 長 中電技術コンサルタント株式会社
橋　本　　　淳 副委員長 中電技術コンサルタント株式会社
濱　野　直　矢 委　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
岡　本　経　孝 委　 員 いであ株式会社
武　田　靖　男 委　 員 株式会社エイト日本技術開発
堤　　　拓　也 委 員 基礎地盤コンサルタンツ株式会社
寺　島　彰　人 委　 員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
松　平　直　樹 委　 員 広建コンサルタンツ株式会社
室　田　博　文 委　 員 復建調査設計株式会社
兒　髙　淳一郎 委　 員 明伸建設コンサルタント株式会社

※各社代表者1名を記載

⃝地域計画委員会
1．活動目的
地域計画委員会は、社会貢献活動、各種フォーラム、著作物などを通じて、協会及び建設コンサル

タントの情報発信と社会的認知度を高めることを主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
①まちづくり出前授業：地域計画委員会では、平成27年度よりこどもたちのまちづくりや環境保
全等への関心を高め、意識啓発を行うことを目的として「まちづくり出前授業」を実施していま
す。広島市三篠小学校では3年生、4年生を対象に毎年1回実施しています。これ以外に平成28
年度には三篠小学校全学年と永照幼稚園保護者を対象に、平成29年度には戸山小・中学校の全
学年を対象に出前授業を実施しました。

②フォーラム開催：　平成18年度から開催していた「ひろしま自転車トーク」にかわり、平成25年
度からパネルディスカッションを中心としたフォーラム（まちトーク、都市・地域デザインカン
ファレンス）を開催しています。平成25年度からの4年間は「やさしいまちづくり」をメインテー
マとし「みんなでつくろう『やさしいまち』」「移動からみるまちのやさしさ」「スポーツとまちづ
くり」「公営競技とまちづくり」「どうする中山間地域」をテーマに、平成29年度からは「公共空間・
公共施設の利活用」をメインテーマとし「エリアマネジメント×官民連携のまちづくり」「公共空
間での楽しみ方・遊び方を考えよう」をテーマにフォーラムを開催しました。

③他団体の支援活動：地域計画委員会では、平成27年度に中国・地域づくり交流会主催の「中国地
方学生フォーラム」の支援を、平成28年度には広島サイクリング協会・サイクルフェスタ広島実
行委員会と協働で「サイクルフェスタ広島」「広島バイシクルフェスタ広島」の支援を、平成29年
度には（公社）日本都市計画学会中国四国支部との共催で「観光とまちづくり」をテーマとした講
演会を開催しました。

3．今後に向けて
公共空間・公共施設を活用した賑わいづくりはすでに様々な地域で実施されています。一方で、

活動毎にスキームは異なり、財源・人員の確保や法規制、活動の継続等、クリアすべき様々な課題
を抱えている現状があります。そこで、それらの課題を明確にするとともに、地域の市民や学生と
協働しながら一つずつ解決していくことで、更なる公共空間・公共施設の利活用が活発化すること
を期待して、調査・検討等の活動を続けていきます。
また、昨今の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自体が理

解されにくいことから、中国支部の若手の会と連携しながら、建設コンサルタントという職業のPR
を図る活動を続けていきます。

10年間の部会活動報告
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地域計画委員会メンバー

令和2年度　地域計画委員会名簿

氏名 役職 会社名
岡　本　隆　彦 委 員 長 株式会社荒谷建設コンサルタント
天　野　佑　介 副委員長 復建調査設計株式会社
向　井　敬　治 副委員長 中電技術コンサルタント株式会社
長谷山　弘　志 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
田　辺　博　樹 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
日　向　雄　人 委　　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント
吉　岡　伸　也 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
三　好　花　保 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
森　岡　佳　菜 委　　 員 株式会社エイト日本技術開発
森　島　誠　司 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
高　田　禮　榮 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
藤　岡　義　久 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
織　田　恭　平 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
一　松　晃　弘 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
大　迫　光　希 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
中　川　貴　裕 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
難　波　秀太郎 委　　 員 中電技術コンサルタント株式会社
小山田　哲　郎 委　　 員 株式会社長大
大　山　貴　志 委　　 員 株式会社長大
岡　田　渓　佑 委　　 員 株式会社長大
久　家　幸一郎 委　　員 株式会社長大
小　野　香　苗 委　　員 株式会社長大
古　川　竜　司 委　　員 株式会社長大
藤　見　俊　彦 委　　員 パシフィックコンサルタンツ株式会社
江　刺　宏　紀 委　　員 株式会社福山コンサルタント
吉　松　ひかる 委　　員 株式会社福山コンサルタント
横　田　尚　己 委　　員 株式会社福山コンサルタント
和　田　浩　輔 委　　員 株式会社福山コンサルタント
平　井　一　成 委　　員 株式会社福山コンサルタント
大　塚　健　裕 委　　員 復建調査設計株式会社
松　本　雄　樹 委　　員 復建調査設計株式会社
土　佐　侑　子 委　　員 復建調査設計株式会社
松　尾　星凛奈 委　　員 復建調査設計株式会社
本　田　達　郎 委　　員 復建調査設計株式会社
小　田　雄　司 委　　員 復建調査設計株式会社
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協会会員会社以外からの活動メンバー

氏名 役職 会社名
田　中　純　二 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
藤　本　健　二 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
山　本　武　士 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
白　井　佑　貴 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
川　嶋　汐　里 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
村　上　真　美 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
奥　田　良　太 委　　 員 株式会社サーベイ・リサーチ・センター
田　中　雅　宣 委　　 員 株式会社地域未来研究所
三　木　脩　平 委　　 員 ランドブレイン株式会社
野　村　秀一郎 委　　 員 ランドブレイン株式会社

⃝防災委員会
1．活動目的
防災委員会は、①社会貢献活動の一環とした防災教育・防災講座の開催、②講演会や見学会の開

催、③防災・減災に寄与する防災冊子や防災教材の作成、④その他技術の向上に関する事例研究を
主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
①防災教育・防災出前講座：防災委員会では、平成17年度より、地域住民や小・中学校の生徒に対
して防災教育活動を開始しています。この活動は平成22年度以降も継続しており、この10年間
で48回実施（小学生25回、中学生4回、高齢者19回）しています。平成23年度から学習指導要
領に防災教育の授業が取り込まれたこともあり、小学校での教育活動は毎年実施、平成28年度以
降の4年間では17回に増えています。

防災教室の実施状況

場所 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 合計
小 学 校 1 1 2 2 1 1 4 6 4 3 25
中 学 校 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
公民館等 1 2 2 3 5 3 1 1 1 0 19
合　計 3 4 5 5 6 4 5 7 5 4 48

②防災講演会：防災委員会では、（公社）日本技術士会中国本部防災委員会と共同で毎年防災講演会
を実施しています。平成24年度までは1回の開催でしたが、平成25年度からは年2回の開催と
なっています。講演会では、学識経験者等による講演、パネリストによる話題提供とパネルディ
スカッション、委員会活動報告等が行われています。

③防災見学会の実施：防災委員会では、災害発生現場の現状把握や防災施設の見学等を目的として
平成22年度以降7回の防災見学会を実施しています。平成25年度には尾道・松江自動車道の口
和IC地すべり現場を、平成28年度には熊本地震の被災現場6箇所を、平成30年度には平成30年
7月豪雨の広島県内の被災現場5箇所を、令和元年度には平成30年7月豪雨の岡山県内の被災現
場3箇所を見学し、それぞれ災害発生箇所の観察、復旧の進捗状況の確認を行いました。

3．今後に向けて
近年、毎年のように全国各地で地震災害や豪雨災害が頻発しています。防災委員会では、防災教育

への参画や支援、講演会の開催などを通して、地域の防災力向上に関する活動に取り組んでいます。
今後も小中学校や公民館での防災教育を継続していき、地道ではありますが、安全で安心して生活で
きる社会の形成に向けた一助になればと考えています。皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

10年間の部会活動報告
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防災委員会メンバー

令和2年度　防災委員会名簿

氏名 役職 会社名

金　原　智　樹 委 員 長 相生エンジニアリング株式会社

青　原　啓　詞 副 委 員 長 シンワ技研コンサルタント株式会社

若　槻　好　孝 副 委 員 長 復建調査設計株式会社

小　林　公　明 委 　 　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

早　水　真　洋 委 　 　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

山　田　　　透 委 　 　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

竹　内　誠　二 委 　 　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

平　川　　　武 委 　 　 員 株式会社ウエスコ

二　木　重　博 委 　 　 員 株式会社エイト日本技術開発

中　谷　伸　行 委 　 　 員 株式会社エイト日本技術開発

竹　本　大　昭 委 　 　 員 株式会社エイト日本技術開発

秦　　　雅　之 委 　 　 員 中電技術コンサルタント株式会社

古　川　　　智 委 　 　 員 中電技術コンサルタント株式会社

木　下　慎　逸 委 　 　 員 日本工営株式会社

河　合　和　義 委 　 　 員 広建コンサルタンツ株式会社

上　杉　卓　司 委 　 　 員 広建コンサルタンツ株式会社

矢　野　通　夫 委 　 　 員 広建コンサルタンツ株式会社

佐　藤　悦　司 委 　 　 員 広建コンサルタンツ株式会社

西　谷　和　樹 委 　 　 員 株式会社ヒロコン

浜　本　実　男 委 　 　 員 株式会社ヒロコン

木　本　　　健 委 　 　 員 株式会社ヒロコン

藤　本　　　睦 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

植　田　哲　司 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

中　籔　恭　介 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

柳　川　真有美 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

光　本　恵　美 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

山　下　祐　一 オブザーバー 株式会社テクニコ

木　村　哲　雄 オブザーバー 株式会社地質工学
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■ 業務部会
1．活動目的
業務部会は、①官公庁への要望と提案および意見交換会、②受注業務等の改善要望、③業務情報

の整理等を主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
平成22年以降の10年間での建設コンサルタント業界における大きな出来事としては品確法の改

正（H26）、i-Constructionの推進をはじめとした生産性革命、改正労働基準法の施行（H31．4）を踏
まえた働き方改革への対応が挙げられます。
このような状況の中、業務部会では「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」を重点テーマとして要望と提案を行ってきました。その結果、「労務単価の上昇」
「納期の分散」「ウィークリースタンスの浸透」「三者会議等の実施」などの成果があったと考えてい
ます。
①発注機関と協会本部・支部との懇談会：協会本部の全国キャンペーンの一環として、中国地方の
発注機関（国交省中国地整、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、岡山市、広島市）に対して、
建設コンサルタントの「要望と提案」を提出して意見交換を行う極めて重要な会合です。

②発注機関と支部との意見交換会：この10年間では中国地方整備局、広島県、広島市との意見交換
を毎年実施しているほか、岡山県との意見交換会も7回実施しています。また、平成23年から総
務部会で実施してきた鳥取県との懇談会ですが、平成26年から業務部会担当の意見交換会とな
りました。

③協会本部と支部との意見交換会：発注機関に対する「建設コンサルタントとの要望と提案」の内
容を固めるため実施しており、あらかじめ本部で作成されている「要望と提案」の一次原稿に対
して、中国支部の意見を申し入れ調整をお願いしています。

④中国地整との協議：国交省中国地整に関しては意見交換会とは別に「管理技術者の懇談会（H24）」、
「要望と提案に関する勉強会（H25）」を開催しています。
　　また、H29・H30には国交省中国地整、橋建協、PC建協と連携し「中国地方橋梁保全事業品質
向上勉強会を開催しました。

3．今後に向けて
業務部会の活動（発注機関への要望と提案）により、この10年間で大幅に業務環境が改善されま

したが、未だ改善が必要な事項が多々あると考えています。
発注機関への要望と提案は、支部会員各社を代表する業務部会委員より出された意見を集約・調

整し、支部の意見として取りまとめたものであり、各社の意見・要望が発注機関を動かす大変重要
なものとなります。
今後も更なる業務環境の改善に向け、建設コンサルタントを取り巻く状況・業界としての要望を

踏まえた「要望と提案」活動を継続実施していきますので、支部会員各社の皆様におかれましては、
引き続きご協力のほど宜しくお願いします。

10年間の部会活動報告
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令和2年度　業務部会名簿

氏名 役職 会社名

金　本　　　満 部	 会	 長 中電技術コンサルタント株式会社

吉　岡　晴　彦 副 部 会 長 復建調査設計株式会社

久　保　修　治 委 　 　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

藤　原　博　昭 委 　 　 員 いであ株式会社

安　田　眞　一 委 　 　 員 株式会社ウエスコ

角　田　真　一 委 　 　 員 株式会社ウエスコ

辻　　　和　秀 委 　 　 員 株式会社エイト日本技術開発

川　上　　　浩 委 　 　 員 株式会社エイト日本技術開発

長　棟　良　紀 委 　 　 員 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

三　砂　利　明 委 　 　 員 株式会社建設技術研究所

橋　本　尚　昌 委 　 　 員 大日本コンサルタント株式会社

蔦　川　　　徹 委 　 　 員 中電技術コンサルタント株式会社

内　海　一　幸 委 　 　 員 株式会社ヒロコン

樋　野　光　宏 委 　 　 員 株式会社福山コンサルタント

福　原　真　爾 委 　 　 員 明伸建設コンサルタント株式会社

安　田　隆　男 委 　 　 員 株式会社陸地コンサルタント

渡　辺　　　忍 委 　 　 員 株式会社宇部建設コンサルタント

業務部会メンバー
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■ 厚生部会
1．活動目的
厚生部会は、①親睦活動を通じて会員相互の交流を促進し、支部としての連帯感を醸成する事項、

②会員の慶弔に関する事項を主務として担当しています。

2．活動状況（平成22年～令和元年）
親睦活動はゴルフ大会、ボーリング大会、フットサル大会の3つを年に1回開催しています。ここ

では、40周年から50周年10年間のトピックスを紹介します。
①ゴルフ大会：令和元年で第54回の開催となりました。平成30年度は7月豪雨対応の影響を踏ま
え中止しましたが、平成22年度以降9回開催しました。この9回での参加者は述べ156人、1大
会あたり16 ～ 20名で推移しています。近年初出場の方が多くなったため、平成23年度からダ
ブルペリアでのハンデ計算とし、初出場の優勝も有りとのルール改正をしました。改正前の平成
22年度では1位、2位の方とも初出場だったため、3位の方が優勝となりしました。この10年の
トピックとしては、第48回大会（H24）で大会史上2人目のホールインワンが出ました。快挙を成
し遂げたのはセントラルコンサルタントの花本さん（当時45歳）。鷹巣ゴルフクラブ16番ホール
140ヤード（PW）で見事達成。また、第53回大会（H29）では西日本高速道路エンジアリング中国
の山平さん（当時31歳）が5バーディー、1ボギーのトータル4アンダー（グロス68）の驚異的ス
コアで優勝されました。

②ボーリング大会：令和元年でゴルフ大会同様第54回の開催となりました。平成22年度以降の10
回開催し、参加者は延べ393名、1大会あたり平均13チームの参加をいただいています。この10
年間ではヒロコンが3回優勝、ダイヤCT、八千代E、長大、ウエスコ、新日本技研、復建調査設計、
中電技術CTが各1回の優勝となっています。1チーム3名の3ゲーム制で、チームのベストスコ
アは第52回大会（H29）でヒロコンチームが出した1568点（一人平均174点／ 1ゲーム）。2番目
の記録が1365点ですから、驚異的なスコアといえます。男子のベストスコアは第52回大会で岩
原さん（ヒロコン）が出した571点（190点／1ゲーム）、女子は第50回大会（H27）で神崎さん（新
日本技研）の457点（HD45点）でした。

③フットサル大会：平成21年度から開催されたフットサル大会も令和元年度で11回を数えました。
平成26年まで参加チーム数が11～14チームで推移していましたが、平成27年度以降は増加し、
この3年は23チームが大会に参加しています。大会は真剣リーグと親睦リーグで構成されてお
り、あくまで勝敗にこだわる真剣リーグでは平成25年度以降、西日本高速道路エンジニアリング
中国が5回、中電技術CTが2回優勝しています。西日本高速道路エンジニアリング中国の連覇が
始まると、中電技術CTがそれを阻む構図となっています。

3．今後に向けて
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながらボーリング大会とフットサル大

会は中止となりました。現状では来年度も開催できるかは分かりません。そこで、開催できるよう
になる時を待つのではなく、ウイズコロナにおいても厚生部会活動は「会員相互の交流を促進する」
ことを目的として、「分散開催」や「リモート開催」のできる種目や方法の検討も必要と考えていま
す。皆様もおもしろいことをご提案いただけると幸いです。
とは言いながら、やはり仲間が集い顔を合わせて語り、同じ汗を流すことが何より親睦につなが

ると考えます。中止となった大会が開催できる暁には、これまで以上に盛り上げていただけますよ
うに是非とも多くの会員の参加を期待しています。
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令和2年度　厚生部会名簿

氏名 役職 会社名

岩　苔　　　宏 部	 会	 長 株式会社荒谷建設コンサルタント

貞　入　将　人 委 　 　 員 株式会社長大

森　脇　克　彦 委 　 　 員 相生エンジニアリング株式会社

村　上　欣　也 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

安　田　隆　男 委 　 　 員 株式会社陸地コンサルタント

厚生部会メンバー

■ JCCA 中国編集委員会
令和２年度	JCCA	中国編集委員会名簿

氏名 役職 会社名

來　山　尚　義 委　 員　 長 復建調査設計株式会社

大　下　倫　明 委 　 　 員 株式会社荒谷建設コンサルタント

仲井貴義 委 　 　 員 株式会社ウエスコ

馬　場　　　浩 委 　 　 員 株式会社エイト日本技術開発

大　場　健太郎 委 　 　 員 中電技術コンサルタント株式会社

樋　野　光　宏 委 　 　 員 株式会社福山コンサルタント

下　紺　裕　人 委 　 　 員 復建調査設計株式会社

中　村　正　和 委 　 　 員 八千代エンジニヤリング株式会社

石　田　勝　己 事　 務　 局 （一社）建設コンサルタンツ協会中国支部

「集合写真については、撮影時のみマスクを外して撮影しています。」
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■ 中国支部　設立50周年記念社会インフラ写真コンテスト

■ 審査結果
●最優秀賞（1作品）

《タイトル》
広島の新たなシンボル『夜の太田川大橋』
《応募者名》
増田　宏様
《作品コメント》
気付けばカメラを片手に訪れた広島のシンボル。撮影し2連アーチの美しさに感動した。

『50年後の未来に残したい中国5県内の社
会インフラ』をテーマに、一般公募による写真
コンテストを開催しました。令和2年6月から
8月末までの3カ月間の募集期間に、全国より
180作品の応募がありました。

令和2年10月23日（金）に行われた「設立50
周年記念事業」の来場者による投票結果（投票者
数83名）を参考に、審査委員会によって最優秀賞
1作品、優秀賞3作品を決定しました。また、特
別賞5作品を同委員会によって決定しました。

社会インフラ
写真コンテスト

50周年記念
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●優秀賞（3作品）

設立50周年記念　社会インフラ写真コンテスト

《タイトル》
霧の空港大橋
《応募者名》
藤原　敏明様
《作品コメント》
巨大な建造物を時にはすっぽりと覆い尽くす霧。や
はり一番美しいのは霧の中に橋が見え隠れする姿で
す。自然の中で一体となり、それすら風景の一部と
なる。雨上がりの霧が東洋一と呼ばれたアーチ橋を
幻想的に演出しました。

《タイトル》
清流探訪
《応募者名》
山田　正様
《作品コメント》
堰堤場所は鳥取駅から約35kmの距離があり、千代
川の源流の一河川で、堰堤の上流は三滝渓といわれ
る景勝地です。堰堤右岸には杣小屋集落があり、現
在も数軒が生活しておられると思います。しかし、
地域の高齢化・人口減少等により、道路・河川とも
に荒廃が目立っています。杣小屋拱堰堤は昭和26
年完成のアーチ式石積堰堤です。このような自然に
溶け込んだ昭和の堰堤建築美技術を人口が減少して
も中国地方各地に残して欲しいと思います。

《タイトル》
黎明因島大橋
《応募者名》
福田　尚人様
《作品コメント》
広島県三原市にある標高311mの筆影山。展望広場
からは、瀬戸内海に浮かぶ多島美と「しまなみ海道」
が遠望できる絶景スポットです。「東雲の空」の眼下
には、オレンジ色に光る海面に、夜明け前の因島大
橋が浮かびます。
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《タイトル》曲線美
《応募者名》木下　正治様
《作品コメント》
日本棚田100選の「井仁の棚田」を撮影場所に選びに行って来ま
した。山間の細い道路を進みトンネルを抜けた所にその棚田が
在りました。山に囲まれた急な高低差にその棚田の美しい存在
感は圧巻でした。この日は田植えを終えた時期でその優美さ最
高のご褒美でした。

《タイトル》早朝の錦帯橋
《応募者名》鹿島　和生様
《作品コメント》
錦帯橋をすっきり見せる為に、早朝一番に撮影しました。錦帯橋
だけでは少し寂しい景色と成るために、手前に菜の花と和船を
脇役にして撮影しました。

《タイトル》梅雨の晴れ間の沙美海岸
《応募者名》吉田　章様
《作品コメント》
父の急逝の知らせに、家族を連れて実家に帰省しました。葬儀も
終わり、子供の頃に自転車でよく遊びに行った「沙美海岸」に母
を連れてのんびり景色を眺めた時に撮影しました。梅雨に入り、
雨が続いていましたが、この時は梅雨の晴れ間の青い空に恵ま
れ、父への思いと、幼少時代も思い出に浸れた時間です。

《タイトル》酒津の夏
《応募者名》樋口　輝久様
《作品コメント》
夏になると子供達のはしゃぐ声が酒津に戻ってきます。何とも気
持ちよさそうです。見ているだけで、こちらも楽しくなってきま
す。子供達の夏の遊び場となっている酒津南配水樋門は、高梁川
の改修工事にともなって大正14年に完成した灌漑施設で、現存す
る国内最大級の灌漑樋門であり、国の重要文化財です。そんなス
ゴイところだとは、子供達は知らないだろうな。いつまでも倉敷
の夏の風物詩であって欲しいと思います。

《タイトル》竜王公園と秋の夜景
《応募者名》山代　雅和様
《作品コメント》
竜王公園からみた秋の夜景。写真を撮影しながらほっと気の安らぐひ
とときでした。



Vol.4952

設立50周年記念　社会インフラ写真コンテスト

●佳作（171作品）　※掲載順不同

『夕刻のリフレクション』
大川　智之様

『雄々しき道』
横山　智康様

『高速道路開放の日』
岡崎　繁義様

『ベタ踏み坂』
清水　靖久様

『橋幅拡張工事』
三戸　律子様

『海の中の橋脚』
堀越　正和様

『海上の道路』
堀越　正和様

『広島空港大橋』
堀越　正和様

『高速道路、新幹線、そして地
域を守る三セク鉄道』
笠井　忠様

『雨の小瀬戸湾』
吉田　拓史様

『彩港』
吉田　拓史様

『希望の明日へ』
吉田　拓史様

『夜の漁港に佇む瀬戸大橋』
横山　美紅様

『水の都に続く道』
朝元　政貴様

『秋の片上鉄道』
髙井　良暢様

『道路で記念撮影』
飯野　晴香様

『小さくなっても役目は同じ
大切な場所』
松嶋　晃矢様

『桜咲ク路（さくらさくみち）』
松嶋　晃矢様

『角島大橋ライトアップ』
清水　靖久様

『角島大橋』
清水　靖久様

『時代を超えた贈り物』
太田　明男様
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『津和野川に沿う街並み』
大野　雅夫様

『堀割を彩るショウブ』
大野　雅夫様

『錦帯橋を渡り通学する児童』
西明　美恵子様

『守られる歴史ある建造物』
西明　美恵子様

『江島大橋』
林　隆義様

『近代建築』
太田　明男様

『これからまた50年先も』
妹尾　優大様

『海に浮かぶ道』
太田　明男様

『国産ジーンズ発祥の地』
妹尾　優大様

『中四国をつなぐ架け橋』
岩崎　桂吾様

『静かに出漁』
富所　上様

『黄金の大動脈』
富所　上様

『良い眺めだな』
三戸　律子様

『かげろう』
三戸　律子様

『果てしなく続く』
横山　周作様

『航路は安全』
横山　周作様

『間もなく着陸』
横山　周作様

『津和野川を守る石垣』
大野　雅夫様

『小雨にけむる巴橋』
柴田　武秀様

『ベタ踏み坂』
平野　ひろ子様

『角島大橋』
柴田　武秀様
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『尾道水道の鉄塔』
柴田　武秀様

『春の倉敷川』
迫　結月様

『木造建築の造形』
西明　美恵子様

『菜の花畑と国道2号線』
迫　結月様

『恋の駅』
津田　篤志様

『朝日に映える大島大橋』
上杉　裕昭様

『機関車庫』
津田　篤志様

『朝日に輝く大島大橋』
上杉　裕昭様

『うねる角島大橋』
太田　明様

『黄昏色に染まる情景』
太田　明様

『角島大橋の曲線』
太田　明様

『備前♡日生大橋』
中戸　勝美様

『Uno	Port』
中戸　勝美様

『万富鉄橋』
中戸　洋子様

『Welcome!』
中戸　勝美様

『マリンフェスティバル』
中戸　洋子様

『岡山桃太郎空港』
中戸　洋子様

『われらの恋人「マツダスタジアム」』
來嶋　直行様

『県をつなぐ道』
小村　淳様

『光窓』
田部　明芳様
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『鉄壁の守り』
藤利　充宏様

『気持ちが高揚する』
藤利　充宏様

『渓谷に映える』
藤利　充宏様

『砂防ダム』
林　隆義様

『美袋（みなぎ）洞門』
林　隆義様

『動脈の鉄路』
國重　始様

『百船千船入り集う』
國重　始様

『夜のとびしま海道』
大森　富美男様

『海風にはためく』
森川　清美様

『爽やかな多々羅大橋』
福田　尚人様

『赤い野を走る』
森川　清美様

『碧海を跨ぐ瀬戸大橋』
福田　尚人様

『霧海に浮かぶ安芸灘大橋』
大森　富美男様

『麗美共演』
宇田川　洋二様

『夕照』
宇田川　洋二様

『広島の新たなシンボル『夜の
太田川大橋』』
増田　宏様

『アユの住む清流』
國重　始様

『大地と未来を繋げる橋』
松尾　藍花様

『松江大橋』
児島　巧様

『風雪に耐え』
宇田川　洋二様

『歴史と風情を感じながら』
糸賀　一典様
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『吉島BPの風景』
藤原　拓哉様

『さあ、タイムトラベル!!』
糸賀　一典様

『夜のマリン大橋』
鹿島　和生様

『おさかな大橋』
児島　巧様

『出雲日御碕灯台』
児島　巧様

『始発フェリー島を結ぶ』
糸賀　一典様

『冬のしまなみ海道』
大森　富美男様

『夏を運ぶ』
内山　省三様

『周南コンビナートをつなぐ』
内山　省三様

『アンダーパス』
林　千寿様

『備えのデザイン』
内山　省三様

『玉島インター夜景』
林　千寿様

『酒津疏水』
林　千寿様

『朝日を包む雄大橋』
斎藤　雄宰睦様

『夕日に輝く堰』
斎藤　雄宰睦様

『広島市民の足』
中尾　亮太様

『紅葉に包まれて』
斎藤　雄宰睦様

『僕を忘れないで』
奥広　淳一様

『大元神社』
神本　彩花様

『春色電車』
橘川　春海様

『帰り道』
村上　泉様
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『宇宙（そら）への旅路』
奥広　淳一様

『被爆電車653号』
橘川　春海様

『名水のカーテン』
奥広　淳一様

『春の猿猴橋』
橘川　春海様

『岩の上に建つ灯台』
弘中　伸治様

『我が町のシンボルたち』
山根　大樹様

『海の上の進入灯』
弘中　伸治様

『経済の街』
指田　丈二様

『オレンジの河』
指田　丈二様

『春』
村上　泉様

『水鏡の渦潮』
指田　丈二様

『大鳥居』
村上　泉様

『錦帯橋』
中澤　俊之様

『弥山へのみち』
中澤　俊之様

『江戸・明治の風情が残る倉敷川畔』
中澤　俊之様

『日本の誇り』
馬淵　亮太朗様

『わがまちの帰り道』
中村　陸哉様

『夢の続き』
松永　亜紀子様

『この町で生れて育った』
山台　雄三様

『汽車旅、右に清流左に紅葉』
杉野　蒼空様

『コンクリートの迷路』
木下　正治様
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『ふるさとの日野橋』
樋口　輝久様

『霧中瞬景』
杉野　蒼空様

『最終列車』
樋口　輝久様

『夏の田舎町を走る』
杉野　蒼空様

『晩秋の反射炉』
中川　雄喜様

『天まで上れ』
田中　雅之様

『真夜中の舞踏会』
田中　雅之様

『ノスタルジックな光景』
田中　雅之様

『自然と共に』
南端　祐希様

『未来への懸け橋』
堀内　伽成様

『島民の足』
南端　祐希様

『竜王公園と秋の夜景』
山代　雅和様

『今も見守る灯台達』
山台　雄三様

『マイナスイオンを満喫』
山田　正様

『霧の朝』
山台　雄三様

『歴史的貯水池堰堤と令和の桜』
山田　正様

『過酷な線形に挑む』
松尾　柊太郎様

『広島べた踏み坂のイルミネーション』
太田　敬士様

『革命遺産』
松尾　柊太郎様

『日招き大橋』
太田　敬士様
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『国立公園に架かる橋』
大脇　雅志様

『繋ぐ』
藤森　保男様

『世界に誇る景観』
大脇　雅志様

『大地を守る』
藤森　保男様

『大山へ』
木下　正治様

『大迫力』
藤田　乃愛様

『あの新幹線、大好き！！』
岡田　ちなみ様

『未来へ』
米田　祥惠様

『いつまでもありますように』
上利　優奈様

『ずっと続く』
米田　祥惠様

『いつもありがとう』
小川　華奈様

『安らぎの場所』
齋藤　彩菜様

『一緒に帰ろう』
安井　怜海様

『夏の心残り』
前田　七海様

『運行確認』
小川　華奈様

『海に架かる花』
齋藤　彩菜様

『あの時の風と』
江藤　珠己様

『孤立』
安井　志歩様

『社会を廻す』
田中　将人様

『止まらない』
田中　桜花様

『出発』
米田　祥惠様
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『残そう豊かな水源』
村田　彩様

『大きな扇風機』
刈屋　拓己様

『初めての海』
江藤　珠己様

『大きな塔』
齋藤　彩菜様

『空に登る道』
門脇　正晃様
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■ JCCA一般社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部
　 設立50周年記念事業

開催日時	 令和2年10月23日（金）
開催場所	 ホテルグランヴィア広島　4階　悠久の間
	 広島市南区松原1-5
記念講演会	 15：30 ～ 16：50
記念式典	 17：00 ～ 17：30
社会インフラ写真コンテスト投票	 17：30 ～ 18：00
記念祝賀会	 18：00 ～ 19：30
出席人数	 117名

記念講演会【15：30 ～ 16：50】
〇	開会宣言
〇	開会挨拶　（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部　　副支部長　小谷　裕司
〇	記念講演　名古屋大学減災連携研究センター長・教授　福和　伸夫　様
〇	閉会挨拶　50周年記念講演会部会　　　　　　　　　　部会長　永田　裕司
〇	閉会宣言

開会挨拶

（一社）建設コンサルタンツ協会
中国支部　副支部長　小谷　裕司

閉会挨拶

50周年記念講演会部会
部会長　永田　裕司

記念事業

50周年記念



Vol.4962

設立50周年　記念講演会

記念講演

巨大災害を前に災禍の歴史に学び現代社会を見直す
～本音で語り　本質を見抜き　本気で実践～
設立50周年記念式典では、福和伸夫先生により、切迫する巨大地震や強大化する風水害に備え、

あらゆる人たちが力を結集して徹底した事前対策を進める必要があること、そして、これらの活動
を実践するための建設コンサルタンツの役割について貴重なご示唆をいただきました。

※）なお、本稿は当日のご講演内容を、50周年記念誌編集委員会が抜粋して作成したものです。
　　また、文中の見出しは編集委員会が追加しました。

新型コロナウイルスをきっかけに学んだ
自然災害・疫病と歴史の変化
本日は建設コンサルタンツ協会中国支部の設

立50周年おめでとうございます。このような
記念すべきときにお呼びいただきお話を聞いて
いただけること大変光栄に思います。
新型コロナウイルスが始まって私自身はいろ

いろなことを勉強していなかったことを反省し
ました。私は今日いらっしゃっている方たちと
同じ、土木建築の出身であります。土木建築の
人間は意外と自分たちの専門以外は勉強してい
ないものだなと反省しています。
実は今日いらっしゃっている小平中国整備局

長は、つい先日まで内閣府の防災担当の審議官
をされていて、昨年度今年度とずっとお世話に
なり、防災国体のお手伝いなどをして参りまし
た。昨年は名古屋で開催させていただきまして、
今年は広島での開催になりました。また、広島
県庁さんは、『みんなで減災課』という珍しい名

の防災部局をお持ちで、そういった意味でも本
当に地域ぐるみで災害と向き合っていこうとい
う雰囲気がある場所であると感じています。
先ほど少し話しましたが、何を反省したかと

いうと感染症の歴史を全く知らなかったという
ことです。そこでわかりやすいものはないかと

名古屋大学減災連携研究センター長・教授
福和　伸夫　氏	［ふくわ　のぶお］
建築耐震工学や地震工学に関する教育・研究の傍ら、地域の防災、減災の実
践に携わる。民間建設会社の研究室で10年間勤務した後、名古屋大学に異
動し、工学部、先端技術共同研究センター、大学院環境学研究科で教鞭をと
り、現在に至る。
行政の防災・減災活動に協力しつつ、防災教材の開発や出前講座を行い、災
害被害軽減のための国民運動づくりに謹む。減災を通して克災し地域ルネッ
サンスにつなげたいとの思いで、減災のためのシンクタンク・減災連携研究
センターを設立し、アゴラ・減災館を建設した。

図1



Vol.49 63

調べたら、アメリカの映画で『コンテイジョン』
という映画がありました。この映画には、CDC
やWHOの話が全部出てきていて、感染症がど
のように人に感染しどれほど怖いものかという
ことを実感いたしました。私自身、地震の歴史
しか勉強していなかったので、痛く反省して2
月からはひたすら本を読みました。
図1は、日本と世界の自然災害と疾病の歴史

を示したものです。赤色が地震の歴史で、茶色
が噴火、緑色が感染症、黄色が火災、青色が風
水害などの気象災害という形で色分けをして一
覧表を作りました。
これを作るのに2か月くらいかかりました。

なぜならば、歴史の世界は分野ごとに縦割り
で、つなげている人が見つかりませんでした。
これをつなげてみてゾッとしたのが、ある時期
にいろんなことが重なっていて、重なったとき
は人類の歴史が転換期を迎えているように見え
たことです。
ざっと並べてみると、100年に一回くらいと

ても具合が悪いことが世界で起きていたという
ことです。直近では、20世紀の初頭、第一次世
界大戦の末期に中国で流行り始めたインフルエ
ンザがアメリカに渡り、アメリカ軍の第一次世
界大戦への参戦とともに全世界に移っていっ
たことです。そのとき戦争に参加していなかっ
たスペインの情報だけ表にでてきたので、みん
なが勘違いしてスペイン風邪と言ったのです。
そこで命を落とした人は4,000 ～ 5,000万人で
あって戦争で命を落とした1,000万人に比べて
4～ 5倍亡くなっています。しかし私はスペイ

ン風邪のことをほとんど知りませんでした。日
本でも40万人弱が命を落としています。
その2年後に起きたのが関東地震です。私は

関東地震で10万人亡くなったことは知ってい
ますが、その4倍もの人がスペイン風邪で亡く
なっていたなんて、全然知らなくてとても反省
しました。その関東地震が引き金になって国家
予算の3倍のお金を失い、本当に具合が悪い状
況になり戦争へと突入していきました。最後は
広島と長崎の原爆で敗戦を迎え、そしてその1
か月後にこの広島を枕崎台風が襲いました。『空
白の天気図』という柳田邦男の本を読むとその
ときの広島の大変さが本当に実感できます。
また、大変だったのは14世紀半ばです。中国

で始まったペストが、当時はモンゴル帝国だっ
たので東西の交易がしっかりしていたために
ヨーロッパまで感染し、シチリア島から上陸し
たペストはヨーロッパ全域に蔓延しヨーロッ
パの3分の2くらいの人が命を落としたそうで
す。あまりにも多くの人たちが命を落として食
料がやや余り始めたので、結果としてみんなゆ
とりができ、そして芸術や文化が育まれてル
ネッサンスが始まったとも聞きました。
我が国の場合は、南海トラフ地震が起きたと

きには必ず大きな歴史の転換期を迎えます。

改元理由の半分が災異改元
今のような歴史を勉強したあと、日本の歴史

を調べようと思ったときに見つけた本が『古事
類苑』という資料です。これには、元号がどう

設立50周年　記念講演会
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いう理由で変わったか、改元の理由について古
文書の取りまとめがされていました。
改元をする理由は4つあります。代始改元・

祥瑞改元・革年改元・災異改元で、今は一世一
元で代始改元しかありませんが、かつては災異
改元が多くありました。248ある元号のうち半
分は災異改元です。災害が原因ということです
（図2参照）。

そこで災異改元してできた元号についてど
んな災害が原因で改元したかということを、地
震・火災・炎旱・風災などと並べてまとめてみ
ました。そうすると、災異改元する理由は複数
の災害が重なったときだということが見えて
きました。良く見ると、地震というのは時々固
まって起きています。これは巨大地震前後の地
震の活動期などに関わって、改元していたよう
に思われます。風水害や炎旱が起きると農作物

が取れなくなって飢饉が起き、それに伴い人の
体力が落ちて疫病が蔓延し、社会が弱ってきて
戦争が起きるという様子も見えてきました。
このように見ながら100年ごとにどういう理

由で災異改元したかということを並べてみまし
た。赤色が地震、緑色が疫病です。見ていくと、
世界が気候変動して気温が下がる小氷期を迎え
るとそれに伴って風水害や干ばつが起き、農作
物が取れなくなって飢饉が起き、それに伴って
疫病が蔓延し、兵乱を迎え、そして戦争をして
時代を変えるというような状況がなんとなく感
じられました（図3参照）。
その一つの例が、貞観の時代です。
貞観の時代は863年に疫病が蔓延し、神泉苑

で御霊会をしました。この貞観の時代に噴火し
たのがこの山々です（図4参照）。霧島火山帯と
いう場所でフィリピン海プレートが潜り込んで
いくことによってできた火山フロントです。い
ずれもこの10年間に噴火をしている場所と重
なります（図5参照）。

日本独特の文化は地震・火山との付き合いから
例えば、心配されているのが、阿蘇のカルデ

ラ噴火です。上が阿蘇の外輪山の中のカルデラ
ですが、これだけのカルデラが噴火すると残念
ながら日本人はいなくなります。そのような証
拠がここにある赤色のマーク、カルデラ湖であ
り、そして鹿児島湾です。みなさんがボーリン
グ調査をするときに鬼界カルデラ噴火の火山灰
や姶良カルデラ噴火の火山灰を目印に地質年代

図3

図5

図4
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を決めますが、そのときに日本人はいなくなっ
ていた証拠を我々はいつも見ているというこ
とになります。そんなに日本人は長生きできな
い、そうはいっても数千年は生きられそうなの
でこれは諦めようということになります。
富士山の噴火や、南海トラフ地震は、これに

比べれば遥かに頻繁に起きていますので、これ
でこの国を潰したら許されないということにな
ります。九州は日本でも珍しい南北に引っ張ら
れている場所です。その別府・島原地溝帯が落
ち込んで溝ができました。溝の端のところにひ
び割れができて活断層があります。それが布田
川断層や日奈久断層であり熊本地震を引き起こ
しました。活断層というのはひび割れです。ひ
び割れができるとマグマの通り道になって火山
ができます。そのためここは横に火山が並んで
います。マグマが上に貫入してくる途中で回り
の水を温めて素敵な温泉が横にずらっとできま
す。そして山々ができるのでここに季節風がぶ
つかって大変な豪雨災害をもたらします。その
雨は火山灰の中を通ってきれいになって湧き水
として出てきます。したがって、熊本はとても
水が豊かで水前寺公園などの公園もできてい
ます。そしてこの火山灰の上で肥沃な土を使っ
て芋ができます。そしておいしい焼酎が出来上
がります。風光明媚な景色を愛でながら温泉に
浸かり、焼酎を飲み、カルデラで取れた馬肉で
日々エンジョイするというのが九州の独特の文
化であり、その代わり地震や火山と常に付き合
わざるを得ない社会であるということを我々は
考えておく必要があると思います（図5参照）。

日本が戦争を続けられなくなった一番の原因
大正時代には、桜島の噴火、東京湾台風、ス

ペイン風邪と続き、関東地震が起きて国家予算
の3倍のお金を失い、日本は本当に具合が悪く
なっていきます。さらにその後2年おきで地震
がやってきて火山噴火も起きます。函館大火も
起き、室戸台風もやってきて阪神大水害も起き
る、社会が疲弊していく中で、日中戦争を始め、
第二次世界大戦が始まる中で太平洋戦争を始め
ることになります。その最中、鳥取地震、東南
海地震が起きます。鳥取地震はまさにみなさま

の支部で起きた地震になります。東南海地震で
は、日本の軍需産業の多くが集中していた名古
屋がやられ、飛行機が作れなくなります。これ
が戦争を続けられなくなった一つの原因だと
思われます。1か月後には三河地震が誘発地震
としておきます。これが一回前の南海トラフ地
震になります。そしてその後戦況が一気に悪化
し、東京が空襲でやられ、沖縄が陥落し、つい
には広島と長崎に原爆が投下されます。終戦は
8月15日、その1か月後の9月17日に枕崎台
風が襲ってきます。残念ながら気象台には人も
いなかった、通信も途絶えていたので、台風が
やってくるという情報を広島市民にきちんと伝
えられませんでした。その結果、多くの広島市
民が土砂崩れによって命を落とされました。
その後も災害は続きます。翌年南海地震、そ

の翌年飯田大火とカスリーン台風。カスリーン
台風では東京が水没します。翌年福井地震。も
う日本はやっていけないくらい窮地に追い込ま
れました（図6参照）。

大正に入る直前の1891年には濃尾地震が起
きました。ちょうど130年前になります。その
ときに日本の地震学の出発点となる震災予防調
査会ができました。内陸で起きたマグニチュー
ド8.0の地震、7,000人以上の人が亡くなって
います。当時の人口は4,000万人ですから、い
まに換算すると2万人以上の人が日本のど真ん
中で命を落としたわけです。それゆえに、文部
省に震災予防調査会を設置しました。当時、学
者の人数は限られていたにもかかわらず、すご

図6
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い提言が書かれています（図7参照）。
我々が今考えていることとほとんど変わらな

いことを、すでに130年も前に提言として出さ
れています。この時点で免震やハザードマップ
のことまで書かれています。結局予知について
は今でもできていません。私たちは、こういう
ことをもう少し謙虚に受け止めたほうが良いと
思います。

関東地震から分かること
そしてその後やってきた関東地震です。左が

300年前の関東地震、右が100年前の関東地震
です。死者は340人と7万人、200倍も違いま
す。東京だけ200倍の方が亡くなりました。ほ
かの地方は、元禄のほうが人口は少ないにもか
かわらず死者は多いです（図8参照）。

どうして東京はこのような被害になったかと
いうと、隅田川の東に街を広げたからです。隅

田川の東側は軟弱地盤なのでとてもよく揺れま
す。しかし西と同じ建物を造っているから当然
壊れやすいです。壊れた建物から火が出ます。
家屋を密集させたから全部燃えます。そして隅
田川の東では火災で6万人が亡くなり、その火
が西側に飛び火して1万人が亡くなりました。
ですから、中国地方の人たちは、関東地方がや
られたときに、ここに変わって日本を支えるだ
けの力を今のうちにつけておいていただきたい
ということです。
左側は関東地震による犠牲者、右側は東南海

地震による名古屋の犠牲者です。当時の名古屋
は、都市規模が東京の6割くらいのまちですが、
死者は500分の1、焼失家屋は15万分の1です
（図9参照）。

理由はいくつかあり、ひとつは天候、発生時
間、もうひとつはこのときの名古屋はまだ台地
の上だったということです。1924年に市街地
建築物法が改正され、当時の市には耐震化の基
準が適用されていました。そして戦時下だっ
たゆえ毎日防火訓練、防空訓練をやっていた
ため、市民が火を消しました。だから火災が発
生しませんでした。ということで、我々地域が
しっかりしていれば全く同じマグニチュード
7．9の地震ですが、災害は減じられるというこ
とになります。すなわち、災害はほとんど人間が
作っているものである、だからそれを凌げる社会
にしていかなくてはいけないということです。

図8

図9

図7
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まさに今、人類の転換期か？
これが平成以降の地震、風水害、感染症、火

山噴火です。その前の30年と比べると異常に
多いです。とくにこの10年弱、多くの風水害
が起きています。地震の活動期を迎え、風水害
が激甚化し、さらに感染症まで拡大してきてい
る。まさに人類の歴史の転換期に今いる可能性
があります（図10参照）。

そういう中で平成に起きた大地震として最初
に経験したのが阪神・淡路大震災です。観測史
上初めて震度7の揺れが襲いました。残念なが
ら今の耐震基準は震度7には十分に対応してい
ませんから、多くの建物が壊れました。特に古
い耐震基準の建物がよく壊れました。この時の
一番の教訓は耐震化だったはずです。
実は今年中に耐震化率95％にすることを閣

議決定しています。しかし全く届きません。ど
うして届かないかというと、国民に耐震化して
もらえないからです。国民が耐震化しないから
です。今日わたしがここへきて入り口の受付の
人全員に、この中で家の家具を固定している人
は手を上げてくださいと言いました。一人も手
が上がりませんでした。調べていくと専門家ほ
ど一般市民よりも対策をしていないということ
がわかってきます。ですから今日のお願いは、
あまり地震のない広島だからといって、それを
甘く見ないでくださいということです。ぜひ家
具の転倒防止を今日決断してください。そして
次の月曜日に互いにチェックし合ってくださ
い。そうするとやらざるを得なくなります。た

ぶんここにいらっしゃる方がやってくだされ
ば、みなさんの会社の方々が全員やります。や
るとみな自慢話をします。すると周辺の人も
やってくれるようになります。
もう一つ大事なことがあります。これは平成

に起きたマグニチュード7．3の地震3つです。
全く同じ大きさの地震で震源深さも同じです。
それでも直接死の人数は、5,500人、0人、50人
です（図11参照）。

鳥取は一人も命を落としませんでした。答え
は簡単で、人は集まって住むなということで
す。必要以上に人が集まってはだめです。何が
何でもしなくてはいけないのは東京を小さくす
ることです。これに成功しなかったら日本の将
来はありません。この地震の教訓は、耐震化と
人口集中を避けるという2つであります。

我々が率先して絶対に壊れないまちをつくろう
次に、熊本の地震前と地震後の様子です。当

然川沿いは地盤が柔らかいから壊れやすく、川
に向かって両側から建物が倒れ込んでいます。
柔らかい地盤は強く揺れます。この町は4年
経ってもなにも建っていません（図12参照）。
日本は以前より貧しくなりましたし、地方は

人も減っているので一回壊れたたら元に戻らな
いということです。だから今何が何でもやらな
くてはいけないのは、絶対に壊れないようなま
ちにしておく必要があるということです。
25年前の日本と今の日本では全く実力が違

います。若者が減り、年寄りが増え、借金が増

図10
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え、公務員が減り、消防団員も減っています。
先頭ランナーで頑張るのが我々土木建築の人間
であると思っています。これを実現できるのは
我々しかいませんし、率先市民として頑張るの
もおそらく我々しかいません。公的な力で何と
かするのは無理ですから国民全員が総力を挙げ
るしかありません。特に、住宅の耐震化や家具
固定については全国民が本気になってやるしか
ありません。
10階建てくらいの建物は一番具合が悪いの

です。神戸の地震で、古い建物も新しい建物も
10階建てくらいの建物は多く壊れています。
理由は、耐震基準に矛盾があるからです。これ
らは法律に準拠しています。憲法の25条には
国民の最低限の生存権を保障する、憲法29条
には、財産権は犯してはならないと書いてあり
ます。憲法に則って、建築基準法は建物の安全
性について最低限のことを定めているだけで
す。一般に使われている耐震基準では、同じ建
物の揺れに対して安全性を確認しています。軟
弱地盤の上の背の高い建物のほうがよく揺れ
るから当然よく壊れます。極めて単純なことで
す。当時、日本の多くの建物はそんなに高い建
物ではないからいいのではないかと考えまし
た。ですが、都会には背の高い建物が多く存在
しています。
プリンは柔らかいのでよく揺れます。羊羹は

揺れません。こんにゃくのような建物はよく揺
れますが落雁のような建物は揺れません。柔ら
かい地盤の建物はとてもよく揺れます。日本の

建物の耐震基準は、実はこの揺れが同じだと考
えて設計されています。それは住民が感じる同
じ揺れに対して安全性を保障しているという基
準になっているからです。当たり前のことだが
ほとんどの建築構造設計者は今のことに気が付
いていません。設計というのは基準に基づいて
ルーティンワーク的にする、そのことに疑問を
挟んでしまったらコストがかかるからです。

市境で異なる構造、建築と土木の違い
手前が芦屋市で奥が神戸市の写真です（図13

参照）。
市境で工区が異なり、構造が変わります。こ

んな縦割りをしていてはいけないはずです。そ
のため25年前そこで壊れました。神戸側がピ
ルツ工法、芦屋側は桁が鉄骨桁、神戸側はコン
クリートで、頭でっかちだったため壊れまし
た。柱の太さを今と比べると、当時は地震荷重
を過小評価していたということになります。
キャンティレバーだから計算が容易なので荷重
に対してちゃんと造ることができます。土木の
方々は、この地震を経験して荷重を過小評価し
たのが原因だからと道路橋示方書の荷重を増や
して立派な柱になるようにしました。一方で荷
重的には同じだったのに建築物は残っていま
す。これは私たち建築屋の技術力が足りないか
らです。建物には構造計算で評価していない部
材がいっぱい中に入っているので結果として余
力があり、残りました。本当は建築の耐震基準
も荷重を変えなければならなかったのに、結果
オーライにしてしまいました。これは反省しな

図12
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ければならないことですが、建築基準法は民間
建物を扱っていて、しかも基準を変えてしまう
と既存不適格のものがいっぱいできて社会が
混乱してしまうため、なかなか過去を直しにく
いということがあり、手がついていない状況に
あります。そういった建物がいっぱいあるのが
東京や大阪です。低層の建物しかないのが田舎
で、このところ地震が起きているのは田舎ばか
りなので、問題に気づいていません。

見たくないことを見る
東日本大震災の大事な教訓は単純でした。津

波に襲われるところは避けるということだった
のですが、事前復興計画はなかなか進んでいま
せんし、移転も進んでいません。もう一つは、
超高層ビルは心配だということです。とても揺
れました。特に大阪では共振現象によって震源
から800kmも離れているのに大阪府咲州庁舎
がとても揺れました。今でも超高層ビルがたく
さん建てられています。私はやめたほうがいい
と個人的に思っています。もしも日本で一本で
も超高層ビルに何かあったらきっと世界に見放
されます。また、あんなに計画停電で電気が危
ういといっていたのに自由化してしまいまし
た。自由化するということは電力会社もコスト
が厳しくなり、安全のためにお金を多く費やす
ことがしにくくなっていると思います。
見たくないことをちゃんと見ろといったの

が、畑村洋太郎さんです。失敗学の創設者の畑
村さんには「見たくないことを見る」「人間は弱

いから見たいことしか見ない、だけど3．11の
一番の教訓は見たくないことを見ることだ」と
私自身は畑村先生から直接教わりました（図14
参照）。

次は大阪府北部の地震です。一番強く揺れた
高槻の揺れです。全然揺れなかったのに観測史
上初めての震度6弱が観測されと騒ぎしまし
た。25年前の大阪の最大震度は4です。最大震
度が2も大きかったのに圧倒的に犠牲者は減
り、全壊家屋は50分の1になりました（図15
参照）。

多くの自治体職員やマスコミや建築の人た
ちは、耐震化が進んだからだといいました。本
当は地震計が増えたからです。25年前は大阪
府には震度計は1個しかありませんでしたが、
今は88個もあります。今回はあまり揺れてい
ないから被害が減っただけです。にもかかわら

図13

図14

図15
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ず、地震保険は6,000人もの人が犠牲になった
阪神淡路大震災に比べてはるかに多い金額を支
払いました。
そして、大阪と兵庫合わせて11万あるエレ

ベーターのうち6万3千ものエレベーターが緊
急停止しました。これは由々しき事で、地震時
管制機能付きエレベーターは役に立たなかった
ということになります。直下の地震はP波とS
波の時間差はほとんどないので、P波を検知し
てから最寄りの階で扉を開けるというシステム
では、その間にS波がきてしまうので扉を開け
る前に止まってしまいます。
ここで問題になるのが、東京だけで16万台

あるのに、首都直下地震の際のエレベーター緊
急停止が3万で済むと予想されていることで
す。私はほとんどのエレベーターが止まると思
います。首都直下地震が直下で起きればP波と
S波の時間差がないため、大阪と同じことが起
きて、ものすごい人数がエレベーターに閉じ込
められてしまいます。
一方で南海トラフ地震は、超高層ビル以外は

大丈夫です。緊急地震速報が余裕で間に合うの
でエレベーターですべての階のボタンを押せば
いいです。しかし超高層ビルは途中階がないの
で心配です。

火山堆積物の多い地区で土砂災害発生
次は北海道です。揺れて建物が壊れて亡く

なった人は一人もいません。広島と同じで土砂
災害ばかりです。理由は火山堆積物だったから

です。支笏カルデラ噴火などで堆積していた軽
石です。前日まで台風21号が来ていて地中の
水分が多かったことも問題かもしれません。こ
のマップは火山堆積物が覆っている場所です
（図16参照）。

熊本で阿蘇が崩れ、長野で御嶽が崩れ、岩手
で栗駒山が崩れ、北海道で厚真が崩れたように
感じられます。神奈川では関東地震のときにせ
き止め湖の震生湖ができました。
3枚のプレートが重なり合い、火山灰で覆わ

れている関東に一番大事なものを作ってしまっ
たということになります。また問題になったの
がブラックアウトです。電力自由化してしまっ
たので北海道電力に余裕がなくなって、苫東厚
真火力発電所という石炭火力発電所へ異常に頼
らざるを得なくなってしまい、そこが揺れで停
止すると周波数をコントロールができなくなっ
て全部発電所を止めざるを得なかった。そのと
きに供給するはずだった北本連系線は直流送電
だったので交流に直すために電気が必要でこれ
は使えなかった。このことも、自由化によって地
方の電力会社が苦しくなったゆえだと思います。
そして、発電と消費のバランスの悪さもあり

ます。一番危ういのは東京であり、発電所をな
くしたので千葉と神奈川にほとんど頼っていま
す。そこに超高層ビルをたくさん作り、大企業
の本社を置いています。いざというときどうな
るのか心配になります。
製造業は愛知県に集中していますが、電気の

バランスは良いです。そういう風に見ていっ
て、この広島県の素晴らしさも同じです。結局
製造業が集中しているというところは、問題の
少ない場所を製造業が選んでいるということで
す。心配なのは、奈良や滋賀や山梨や埼玉など
で、内陸は発電所がありません。小さな地震の
時は迂回ルートがあってどこかからくるが、巨
大地震では内陸の揺れていないところが最後に
なるので実はそこが一番危ういと思います。そ
こは再生可能エネルギーをきちんと準備してお
くことが大事です。

58年ぶりに名前が付いた台風
気象庁が名前を付けた台風です（図17参照）。

図16
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昨年の2つの台風は、本州を直撃した台風と
しては第2室戸台風以来58年ぶりに名前が付
く台風になりました。国交省を中心とした治水
対策により封じ込められていたものが、ここへ
きて風水害の激甚化によって、今のインフラで
は難しいということになったのだと思います。
そういう意味ではこういう場所の土地利用はど
うするのだろうとそろそろ真剣に考えるときが
きているようにも感じます。

切迫する巨大地震＆感染症＆強大化する風水害
これは内閣府がまとめた防災白書から、自然

災害でお亡くなりになった方々の人数を調べた
ものです。明らかに、大規模地震に対してはま
だ我々の社会はそんなに強くなっていないとい
うことがわかります。ここで被害が少なかった
ときに我が国が構造成長したのだということも
よくわかります（図18参照）。

そしてこの棒グラフの中から、100人以上地
震で亡くなった人数だけ引き算して、10年ご
とに比べてみました。50年代は2万人も亡く
なっていました。それが1990年代（20世紀）の
間には1,000人まで減らすことができて、本当
に土木の方々が頑張られたことがわかります。
しかし21世紀になって、確実に増加に転じて
いるということもわかります。まさに今そうい
う状況にある中で、南海トラフ地震の問題とか
感染症の問題を考えなければいけない状況に
なっていると思われます。

昭和後半の30年に比べ平成30年間の地震の多さ
今のことを復習すると、一番上が地震の年

表、二番目が歴史の年表、災異改元、四角が南
海トラフ地震です。南海トラフ地震が起こる数
十年前から、西日本を中心に地震の活動期を迎
えてそのときに歴史が大きな転換期を迎えて

図17

図18

図19

図20
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いるということだけは見えてきます。昭和の後
半を見ると、30年間でほとんど地震が起きて
いないのに、平成の30年間はかなり地震が多
かった。南海トラフ地震が起きる準備過程かも
しれません（図19参照）。
そういう中でもしも南海トラフ地震が起きる

と、最悪、これだけの被害ということになりま
す（図20参照）。
私自身、これは最悪ではなくてちょうどこれ

くらいになるかもしれないとも思います。東日
本で2万人犠牲になっています。16兆円失って
います。被災者人口は東日本の10倍で震源域
までの距離は、南海トラフ地震のほうが陸に近
いので、犠牲者数も15倍くらいで妥当にも感
じます。問題は西日本に製造業が集中している
ということです。特に、広島と愛知は自動車の
まちです。もしも自動車産業が国際競争力を失
うと、立ち直れなければ20年間の経済的な被
害は1,410兆円と土木学会が報告しています。
そうすると日本は世界の最貧国になるというこ
とで、私自身はこの中部初の日本破綻を回避し
たいという思いで走り回っています。
地震学者の人たちは、予知できないのが実情

であると報告しました（図21参照）。

ところが、たくさん地震計やセンサーを設置
したので、危いことが起きているということは
色々と言えるようになりました。

停滞気味の南海トラフ地震対策
そういうときにうろたえないようにと、内閣

府が中心となり作られたものが臨時情報という
ものです（図22参照）。

本当に津波がやってきて避難が間に合わない
人たちは、地震発生の可能性が高まったときは
事前に一週間だけでも避難してもらうという仕
組みができました。ところが、この事前避難対
象地域の地域指定がとても遅れています。
実はもっと気になる問題がたくさんありま

す。南海トラフ地震のときエレベーターはどう
するのか、海外の大型船は日本に入ってくれる
のだろうか、日本人がもしうろたえたら世界の
人たちは日本を見放すのではないだろうかな
ど、心配なことが結構あります。心配しなくて
もいいようにするためには、そのときに日本人
がうろたえないような社会を作ることしかなく
て、そのためには徹底的な事前対策が必要とな
ります。事前対策を進めましょうということを
申し上げることが今日のポイントになります。

南海トラフ地震で日本だけが衰退
南海トラフ地震の問題というのは、感染症と

似ていることがたくさんあるのですが、南海ト
ラフ地震には特別なことがあります（図23参
照）。
それは日本だけが被害を受けるということ

で、日本だけが衰退するということと、ハード
被害を伴うということ、感染症は流行った後で
外出の自粛をすれば治められるが、地震は起き
る前にやるしかない、起きた後では手遅れであ
るということです。そうすると、救世主は土木

図21

図22
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や建築の人しかいないということで、このこと
をきちんと社会にお伝えすればたくさん仕事が
きて業界も潤うということになります。それを
実現するためには、現状の不具合やこうしない
と危ないということを我々自身が語らないとい
けないと思います。

あらゆる人たちとあらゆる力を結集しよう
自動車工場を動かそうとすると、3万点の部

品を供給している3万社全部に動かしてもらう
必要があります。動かしてもらうためには、通
信の電信柱も物流も道路もないとだめだし、ラ
イフラインも燃料も届かないとだめ、港もしっ
かりしていないとだめなどということがでてき
て、あらゆる人たちが力を結集しましょうとい
うことを、ぜひ皆さま方で考えていただきたい
と思います（図24参照）。
そして今の我々のまちはどんなまちなのかを

若干反省し、どう直していくと良いかというこ
とで未来を築いていくということをしていた
だければいいと思います。そのためには、あら
ゆる力を結集するということが大事で、力を結
集する意味で言うと、建設コンサルタンツ協会
さんのような、みんなが集まった場がとても大
事になります。そしてこういう場が中心になっ
て、リスクを乗り越えていくということをして
いただければと思う次第です。少し彼を知っ
て、己を知って、そして乗り越えるということ
になり、彼を一番知っているのも、己を一番
知っているのも建設コンサルタンツの方々だと
思いますから、ぜひ皆さま方がこの国や世界の
救世主になっていただけると幸いだと思ってい
ます。	 以		上

図23

図24
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記念式典【17：00 ～ 17：30】
〇	開会宣言
〇	式　　辞	 （一社）建設コンサルタンツ協会中国支部　支部長　　小田　秀樹
〇	祝　　辞	 国土交通省中国地方整備局　局長　　小平　卓　様
	 （一社）建設コンサルタンツ協会本部　会長　　高野　登　様
〇	祝電披露
〇	閉会挨拶	 50周年記念事業実行委員会　幹事長　　來山　尚義
〇	閉会宣言

式辞

閉会挨拶

祝辞 祝辞

（一社）建設コンサルタンツ協会
中国支部　支部長　小田　秀樹

50周年記念事業実行委員会
幹事長　來山　尚義

国土交通省中国地方整備局
局長　小平　卓　様

（一社）建設コンサルタンツ協会
本部　会長　高野　登　様
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記念祝賀会【18：00 ～ 19：30】
〇	開会宣言
〇	開会挨拶	 （一社）建設コンサルタンツ協会中国支部　副支部長　　坪井　俊郎
〇	祝　　辞	 国土交通省中国地方整備局　副局長　　内田　純夫　様
　	《ビデオメッセージ》	 参議院議員　　佐藤　信秋　様
	 参議院議員　　足立　敏之　様
〇	鏡	開	き
〇	乾　　杯	 50周年記念誌部会　部会長　　岩苔　宏
〇	開　　宴
〇	閉会挨拶	 50周年記念式典部会　部会長　　金本　満
○	閉会宣言

開会挨拶 祝辞

（一社）建設コンサルタンツ協会
中国支部　副支部長　坪井　俊郎

国土交通省中国地方整備局
副局長　内田　純夫　様

設立50周年　記念式典



Vol.4976

鏡開き 乾杯

50周年記念誌部会　部会長　岩苔　宏

祝辞

閉会挨拶

（一社）建設コンサルタンツ協会
本部　常務理事兼事務局長　梅原　守　様 50周年記念式典部会

部会長　金本　満
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会　務

令和2年4月23日（木）、広島市南区のTKP
アスティ広島京橋ビルにおいて、第50回中国
支部定時総会が開催されました。今年度の定時
総会は、新型コロナウィルス感染防止対策のた
め出席者も最少人数での参加をお願いした結
果、会員会社代表者5名、役員その他関係者17
名、委任状44名での開催となりました。
令和元年度の事業報告、収支決算の承認に引

き続き令和2年度活動計画、予算案の報告に加
え、今年度が支部設立50周年となることから、

記念事業に向けた担当部会の取り組み状況の報
告が行われました。
総会に引き続き、総務部会長として支部全般

にわたり支部活動の取組みをされた來山尚義氏
と業務部会委員として積極的に支部活動の取組
みをされた長棟良紀氏に「功労表彰」が小田支
部長から授与されました。
その後、行う予定でした本部副会長の酒井利

夫氏による特別講演は、新型コロナの関係で中
止といたしました。

令和2年度中国支部第50回定時総会

第50回定時総会の模様

第50回定時総会で功労表彰を受けられたお二人の記念撮影

小田支部長の挨拶
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⃝第１回役員会
開催日：令和2年7月22日（水）
　　　　於：復建調査設計㈱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
　　　　⑸支部設立50周年事業について
　　　　⑹広島県との災害覚書について

⃝第２回役員会
開催日：令和3年1月28日（木）
　　　　於：復建調査設計㈱会議室
内　容：⑴第51回定時総会の開催日程につ
　　　　　いて
　　　　⑵第51回定時総会の議案について
　　　　⑶役員改選について

役  員  会

役員、常設部会委員の異動
⃝副支部長

	 　新副支部長	 　前副支部長
中電技術コンサルタント株式会社	 坪　井　俊　郎　←	 末　國　光　彦

⃝業務部会委員
	 　　新委員　　　　　　　前委員
株式会社建設技術研究所	 三　砂　利　明　←	 橋　本　省　二

⃝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	 大　場　健太郎　←	 秦　　　雅　之
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総　務

総務部会等の開催
⃝第1回総務部会・県委員長合同会議
　開催日：令和2年6月30日（火）
　場　所：TKPガーデンシティ PREMIUM
　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2回総務部会
　開催日：令和2年12月22日（火）
　場　所：LeReve八丁堀　エイトビル2階
　議　題：第51回定時総会について

表彰者推薦について
令和2年度第2回役員会について
役員改選について
特別講演会の開催について
大学・高専への業界説明会について

⃝第1回JCCA中国編集会議
　開催日：令和2年9月29日（火）
　場　所：TKPガーデンシティ広島駅前大橋
　議　題：JCCA中国VOL．49の編集について

第21回中国支部若手の会
　開催日：令和2年6月29日（月）
　場　所：復建調査設計（株）
　議　題：新メンバー紹介

令和2年度活動計画について

第22回中国支部若手の会
　開催日：令和2年8月18日（火）
　場　所：復建調査設計（株）
　議　題：令和2年度活動内容の検討について

第23回中国支部若手の会
　開催日：令和2年10月20日（火）
　場　所：復建調査設計㈱
　議　題：今年度の活動内容に関する議論

活動報告　WILLSUMMIT2020
　　　　　R2建コンクリート活動
全体討議
その他
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国土交通功労者表彰
令和2年度の国土交通功労表彰は、中国地方整備局の令和元年度事業を対象として、令和2年7月

20日（月）、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 31 25 80.6

優良業務請負団体事務所長表彰 33 27 81.8

計 64 52 81.3

優秀建設技術者局長表彰 30 25 83.3

優秀建設技術者事務所長表彰 31 25 80.6

計 61 50 82.0

合　計 125 102 81.6

中国地方整備局長から会員の受賞

中国地方整備局長から会員の受賞
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⃝『国土交通功労者』優良業務請負団体表彰（局長表彰）
表彰区分 部　門 会　社　名 業　務　名 事務所名

局長表彰

土 木 パシフィックコンサルタンツ
株式会社 平成30年度高梁川防災情報検討業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 パシフィックコンサルタンツ
株式会社 江の川上流氾濫時対応計画検討業務 三次河川国道事務所

土 木 日 本 工 営 株 式 会 社 山口管内道路防災点検業務 山口河川国道事務所

土 木 日 本 工 営 株 式 会 社 平成30年度小田川付替河道計画検討
業務

高 梁 川・ 小 田 川 緊 急
治水対策河川事務所

土 木 中電技術コンサルタント
株式会社

土砂災害調査効率化ツール活用検討
業務 河 川 部

土 木 中電技術コンサルタント
株式会社

平成30年度旭川水系河川事業効果検
討業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 中電技術コンサルタント
株式会社 長門俵山道路測量設計業務 山口河川国道事務所

土 木 株 式 会 社 ウ エ ス コ 福山道路外設計業務 福山河川国道事務所

土 木 株 式 会 社 ウ エ ス コ 広島国道東部トンネル点検業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 復 建 調 査 設 計 株 式 会 社 鳥取東部地域道路計画検討業務 鳥取河川国道事務所

土 木 復 建 調 査 設 計 株 式 会 社 島根西部地域道路検討業務 浜田河川国道事務所

土 木 復 建 調 査 設 計 株 式 会 社 松江国道管内道路マネジメント業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 株 式 会 社 長 大 平成30年度笠岡バイパス新神島大橋
詳細設計業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 株 式 会 社 長 大 天神川橋予備設計業務 倉吉河川国道事務所

土 木 株 式 会 社 長 大 山口管内道路行政マネジメント業務 山口河川国道事務所

土 木 株式会社
綜合技術コンサルタント 国道2号高架橋設計検討業務 広 島 国 道 事 務 所

測 量 株 式 会 社 パ ス コ 太田川中流部定期縦横断測量効率化
検討業務 太 田 川 河 川 事 務 所

地質調査 基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

北条道路北条地区地質調査総合解析
業務 倉吉河川国道事務所

土 木 株式会社建設環境研究所 斐伊川水系水災害事前防災行動計画
検討業務 出 雲 河 川 事 務 所

土 木 い で あ 株 式 会 社 江の川下流河川整備計画他検討業務 浜田河川国道事務所

港湾空港 中電技術コンサルタント
株式会社 管内港湾整備計画検討業務 宇 部 港 湾・ 空 港

整 備 事 務 所

測 量 株式会社
荒谷建設コンサルタント 斐伊川水系水文観測業務 出 雲 河 川 事 務 所

地質調査 株式会社
宇部建設コンサルタント 俵山地区地質調査業務（その3） 山口河川国道事務所

土 木 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発 山口西部修繕設計業務 山口河川国道事務所

補 償 相 生 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
株式会社

五月が丘地区（6・7号堰堤）外用地
調査等業務 広島西部山系砂防事務所
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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 部　　門 会　社　名 業　務　名 事務所名

事務所長
表 彰

地質調査 シンワ技研コンサルタント
株式会社 鳥取西道路3期外水文調査業務 鳥取河川国道事務所

土 木 株式会社建設環境研究所 日野川水辺現地調査（魚類・空間利
用実態調査）業務 日 野 川 河 川 事 務 所

土 木 い で あ 株 式 会 社 皆生海岸施設改良他検討業務 日 野 川 河 川 事 務 所

土 木 中 国 建 設 弘 済 会・
福山コンサルタント設計共同体 出雲地区外事業推進支援業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発

浜田河川国道事務所管内橋梁定期点
検業務 浜田河川国道事務所

土 木 復 建 調 査 設 計 株 式 会 社 平成30年度吉井川・旭川改修測量設
計業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 パシフィックコンサルタンツ
株式会社

平成31年度岡山都市圏交通対策検討
業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

平成30・31年度岡山道路防災点検業
務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

平成31年度玉島笠岡道路西大島トン
ネル詳細設計業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 株 式 会 社 ウ エ ス コ 平成31年度芦田川水辺現地調査（鳥
類）業務 福山河川国道事務所

土 木 日 本 工 営 株 式 会 社 福山道路瀬戸地区外設計業務 福山河川国道事務所
土 木 応 用 地 質 株 式 会 社 福山管内トンネル点検その1業務 福山河川国道事務所

土 木 株式会社
荒谷建設コンサルタント 鍵掛峠道路測量設計業務 三次河川国道事務所

土 木 復 建 調 査 設 計 株 式 会 社 三次管内橋梁点検その1業務 三次河川国道事務所

土 木
太田川高水計画外検討業務
中電技術コンサルタント・
国土技術研究センター設計共同体

太田川高水計画外検討業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 八千代エンジニヤリング
株式会社 広島国道橋梁補修設計第1業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 株 式 会 社 長 大 岩国大竹道路大竹西ICオンランプ橋
詳細設計業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 株式会社
福 山 コ ン サ ル タ ン ト 岩国大竹道路測量設計業務 山口河川国道事務所

土 木 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
八田原ダム水質環境保全対策外
検討業務水源地環境センター・
建 設 環 境 研 究 所 設 計 共 同 体

八田原ダム水質環境保全対策外検討
業務 八 田 原 ダ ム 管 理 所

土 木 株式会社
東京建設コンサルタント

温井ダム下流河川浸水想定区域検討
他業務 温 井 ダ ム 管 理 所

土 木 い で あ 株 式 会 社 中国管内道路構造物点検診断外業務 中 国 技 術 事 務 所

港湾空港 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発

境港外港昭和南地区岸壁（－13m）
改良検討業務

境 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

港湾空港 株 式 会 社 セ ト ウ チ 徳山下松港土砂処分場測量業務 宇 部 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

港湾空港 中央復建コンサルタンツ
株式会社 広島港出島地区整備検討業務 広 島 港 湾・ 空 港

整 備 事 務 所

土 木 い で あ 株 式 会 社 広島西部山系飯室上畠地区砂防堰堤
修正設計業務 広島西部山系砂防事務所

土 木 日 本 工 営 株 式 会 社 平成31年度大規模災害活動計画検討
業務 統 括 防 災 官
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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 日髙　卓也 株 式 会 社 長 大 天神川橋予備設計業務 倉吉河川国道事務所

土 木 日髙　卓也 株 式 会 社 長 大 平成30年度笠岡バイパス
新神島大橋詳細設計業務 岡 山 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年度高梁川防災情
報検討業務 岡 山 河 川 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

江の川上流氾濫時対応計画
検討業務 三次河川国道事務所

土 木 柴 　 幸 三 株式会社
綜合技術コンサルタント

国道2号高架橋設計検討業
務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 天野　卓三 中電技術コンサルタント
株式会社

平成30年度旭川水系河川
事業効果検討業務 岡 山 河 川 事 務 所

土 木 平尾　保洋 復建調査設計株式会社 島根西部地域道路検討業務 浜田河川国道事務所

測 量 間野　耕司 株 式 会 社 パ ス コ 太田川中流部定期縦横断測
量効率化検討業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 市川　岳志 日 本 工 営 株 式 会 社 山口管内道路防災点検業務 山口河川国道事務所

土 木 湯本　圭輔 株 式 会 社 長 大 山口管内道路行政マネジメ
ント業務 山口河川国道事務所

土 木 岩 原 　 徹 復建調査設計株式会社 鳥取東部地域道路計画検討
業務 鳥取河川国道事務所

土 木 荒木　義則 中電技術コンサルタント
株式会社

土砂災害調査効率化ツール
活用検討業務 河 川 部

地質調査 長谷川　勝喜 基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

北条道路北条地区地質調査
総合解析業務 倉吉河川国道事務所

土 木 富田　邦裕 株式会社建設環境研究所 斐伊川水系水災害事前防災
行動計画検討業務 出 雲 河 川 事 務 所

土 木 青木　健太郎 い で あ 株 式 会 社 江の川下流河川整備計画他
検討業務 浜田河川国道事務所

港湾空港 岩本　典丈 中電技術コンサルタント
株式会社 管内港湾整備計画検討業務 宇 部 港 湾・ 空 港

整 備 事 務 所

測 量 朝元　政貴 株式会社
荒谷建設コンサルタント 斐伊川水系水文観測業務 出 雲 河 川 事 務 所

土 木 服部　明彦 株 式 会 社 ウ エ ス コ 広島国道東部トンネル点検
業務 広 島 国 道 事 務 所

地質調査 宗村　知明 株式会社
宇部建設コンサルタント

俵山地区地質調査業務（そ
の3） 山口河川国道事務所

土 木 錦織　真樹 中電技術コンサルタント
株式会社 長門俵山道路測量設計業務 山口河川国道事務所

土 木 清水　隆博 日 本 工 営 株 式 会 社 平成30年度小田川付替河
道計画検討業務

高梁川・小田川緊急
治水対策河川事務所

土 木 平尾　繁和 株 式 会 社 ウ エ ス コ 福山道路外設計業務 福山河川国道事務所

土 木 酒井　秀和 復建調査設計株式会社 松江国道管内道路マネジメ
ント業務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 佐藤　浩司 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発 山口西部修繕設計業務 山口河川国道事務所

補 償 仁田　貴久 相生エンジニアリング
株式会社

五月が丘地区（6・7号堰堤）
外用地調査等業務

広 島 西 部 山 系
砂 防 事 務 所

事務所長
表 彰

地質調査 青原　啓詞 シンワ技研コンサルタント
株式会社

鳥取西道路3期外水文調査
業務 鳥取河川国道事務所

土 木 本田　直之 株式会社建設環境研究所 日野川水辺現地調査（魚類・
空間利用実態調査）業務 日 野 川 河 川 事 務 所
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⃝『国土交通功労者』優秀建設技術者表彰
表彰区分 部 　門 氏 　名 会　社　名 業　務　名 事務所名

事務所長
表 彰

土 木 口石　孝幸 い で あ 株 式 会 社 皆生海岸施設改良他検討業
務 日 野 川 河 川 事 務 所

土 木 江角　忠也 中国建設弘済会・
福山コンサルタント設計共同体

出雲地区外事業推進支援業
務 松 江 国 道 事 務 所

土 木 海野　達夫 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発

浜田河川国道事務所管内橋
梁定期点検業務 浜田河川国道事務所

土 木 藤見　俊彦 パシフィックコンサルタンツ
株式会社

平成31年度岡山都市圏交
通対策検討業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 望月　浩司 基礎地盤コンサルタンツ
株式会社

平成30・31年度岡山道路
防災点検業務 岡 山 国 道 事 務 所

土 木 河田　皓介 株式会社
オリエンタルコンサルタンツ

平成31年度玉島笠岡道路
西大島トンネル詳細設計業
務

岡 山 国 道 事 務 所

土 木 野崎　達也 株 式 会 社 ウ エ ス コ 平成31年度芦田川水辺現
地調査（鳥類）業務 福山河川国道事務所

土 木 平吉　真一 日 本 工 営 株 式 会 社 福山道路瀬戸地区外設計業
務 福山河川国道事務所

土 木 宮 前 　 清 応 用 地 質 株 式 会 社 福山管内トンネル点検その
1業務 福山河川国道事務所

土 木 寺尾　猛志 株式会社
荒谷建設コンサルタント 鍵掛峠道路測量設計業務 三次河川国道事務所

土 木 天満　真士 復建調査設計株式会社 三次管内橋梁点検その1業
務 三次河川国道事務所

土 木 大森　嘉郎
太 田 川 高 水 計 画 外 検 討 業 務
中 電 技 術 コ ン サ ル タ ン ト・
国土技術研究センター設計共同体

太田川高水計画外検討業務 太 田 川 河 川 事 務 所

土 木 田堂　敏宏 八千代エンジニヤリング
株式会社

広島国道橋梁補修設計第1
業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 日髙　卓也 株 式 会 社 長 大 岩国大竹道路大竹西ICオン
ランプ橋詳細設計業務 広 島 国 道 事 務 所

土 木 田中　一成 株式会社
福 山 コ ン サ ル タ ン ト 岩国大竹道路測量設計業務 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 坂本　和雄
八田原ダム水質環境保全対策外
検討業務水源地環境センター・
建設環境研究所設計共同体

八田原ダム水質環境保全対
策外検討業務 八 田 原 ダ ム 管 理 所

土 木 山元　哲弥 株式会社
東京建設コンサルタント

温井ダム下流河川浸水想定
区域検討他業務 温 井 ダ ム 管 理 所

土 木 石山　正人 い で あ 株 式 会 社 中国管内道路構造物点検診
断外業務 中 国 技 術 事 務 所

港湾空港 丹下　英雄 株式会社
エ イ ト 日 本 技 術 開 発

境港外港昭和南地区岸壁
（－13m）改良検討業務

境 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

港湾空港 田中　浩二 株 式 会 社 セ ト ウ チ 徳山下松港土砂処分場測量
業務

宇 部 港 湾・ 空 港
整 備 事 務 所

土 木 木村　啓祐 い で あ 株 式 会 社 広島西部山系飯室上畠地区
砂防堰堤修正設計業務

広 島 西 部 山 系
砂 防 事 務 所

土 木 反 町 　 容 日 本 工 営 株 式 会 社 平成31年度大規模災害活
動計画検討業務 統 括 防 災 官
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●受賞業務の概要と感想
本業務は、山陰道「北条道路」において、一

級河川天神川を渡河する高架橋（372m）の橋梁
予備設計を行ったものです。平成29年の道路橋
示方書の改定に伴い、道路の要求性能、架橋地
特有の条件、限界状態の設定など、橋の設計に
当たっての前提条件を整理し、津波による想定
外の被災も考えた上で、架橋地に最適な形式選
定を行う必要がありました。

このため、道示の各編を貫く思想を体系的に
整理する試みを行い、路線の重要度や要求性
能、条件を踏まえて、標準的に検討、配慮すべ
き項目を統一条件として取りまとめました。
今後は、業界の共通の課題である人材の育成

や技術の継承、働き方改革に取り組み、安全で
信頼性の高い社会資本整備に貢献して参る所存
です。

●受賞業務の概要と感想
本業務は、一般国道2号笠岡バイパスにおい

て、笠岡港航路を跨ぐ海上高架橋（380m）の橋
梁予備修正設計及び詳細設計を行ったもので
す。平成29年の道路橋示方書の改定に伴い、道
路の要求性能、架橋地特有の条件、限界状態の
設定を整理する必要があり、海上橋としての構
造性、施工性、維持管理性（大規模地震後の修
復性）の観点から検討を加え、海上部は鋼連続

細幅箱桁橋、陸上部はPCバルブT桁橋を選定
し、詳細設計を行いました。
海上部は、鋼橋を選定したことにより、風観

測、風洞試験計画の検討も行い、学識経験者の
意見も聴きながら、類型的な事例がない中での
最適な橋梁計画を実現しました。
今後は、業界の共通の課題である人材の育成や

技術の継承、働き方改革に取り組み、安全で信頼
性の高い社会資本整備に貢献して参る所存です。

●受賞業務の概要と感想
本業務は、平成30年7月西日本豪雨災害で浸

水被害が発生した江の川上流域において、江の
川上流域の大規模な洪水被害軽減を目的に、江
の川上流の氾濫区域内の防災関連機関の防災行
動をとりまとめた多機関連携タイムラインの策
定を行いました。本タイムラインは、江の川上
流の水害の主要因である前線性降雨や水害特性

である内水氾濫を考慮した水害シナリオを考慮
したタイムラインを目指しました。そのため、
前線性降雨の降雨特性や内水氾濫を考慮した被
害特性を踏まえた防災行動と行動開始のタイミ
ングについて、防災関連機関を一堂に会した検
討会にて議論し、当該地区の水害時の実対応状
況を反映した江の川上流水害タイムラインを策
定しました。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●日髙　卓也 氏

会社名：株式会社長大
職　位：第5構造技術部　ゼネラルマネジャー
趣　味：サッカー（シニア）

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●日髙　卓也 氏

会社名：株式会社長大
職　位：第5構造技術部　ゼネラルマネジャー
趣　味：サッカー（シニア）

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●原田　大輔 氏

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社
職　位：国土基盤事業本部　防災危機管理部・危機管理室　技術次長
趣　味：野球、野球観戦

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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●受賞業務の概要と感想
本業務は、平成30年7月西日本豪雨災害で甚

大な被害が発生した高梁川水系において、逃げ
遅れゼロ、社会経済の被害最小化を目指し、高
梁川の氾濫区域内の防災関連機関の防災行動を
とりまとめた多機関連携タイムラインを令和元
年度出水期までの短期間で策定しました。また、
本タイムラインは、上流域のダムの放流情報や

自治体の水害対応状況を把握し事前防災行動を
促せるよう、指定区間も含めた国内初の水系全
体タイムラインを目指しました。そのため、防
災関連機関の課題や解決策を効率的・効果的に
抽出するために、防災関連機関を一堂に会した
検討会を企画・運営し、被災地の経験と教訓を
反映した高梁川水害タイムラインを策定しま
した。

●受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施させて頂きました「国

道2号高架橋設計検討業務」に対し、中国整備局
長様より優良業務請負団体表彰ならびに優秀建
設技術者表彰を賜り、誠にありがとうございま
した。業務を通してご指導いただきました広島
国道事務所の皆様方には心より御礼申し上げま
す。本業務は、西広島BPの都心部延伸事業にお

ける約2kmの高架橋とランプ4橋の未整備区間
について、河川や交差点を含む市街地特有の交
通・用地的制約や過年度計画に対する適用基準
の変遷を考慮した上で、構造検討を実施したも
のです。今回の受賞を励みに社員一同、自己研
鑽とさらなる技術力の向上に努め、今後も社会
資本整備のために微力ながら貢献していく所存
です。

●受賞業務の概要と感想
この度は、「平成30年度旭川水系河川事業効

果検討業務」に対し、中国地方整備局長表彰を
頂き、誠にありがとうございます。業務を通じ
て、ご指導賜りました岡山河川事務所、中国地
方整備局の皆様には心より厚く御礼申し上げま
す。
本業務は、平成25年3月策定の旭川水系河川

整備計画の検証等を行う目的でスタートしまし
た。しかし、平成30年7月豪雨が発生し、河川
整備計画目標を超過したため、河川整備計画の
変更に向け、柔軟かつ迅速な対応が求められま
した。結果、目標規模70年確率とする変更河川
整備計画が令和元年6月に策定されました。
この度の受賞を励みに、今後も土木技術者と

してより一層の技術研鑽に努めてまいります。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●原田　大輔 氏

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社
職　位：国土基盤事業本部　防災危機管理部・危機管理室　技術次長
趣　味：野球、野球観戦

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●柴　幸三 氏

会社名：株式会社綜合技術コンサルタント
職　位：統括本部　構造統括部長（中国支店長兼務）
趣　味：サイクリング、ドライブ、プラモデル製作

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●天野　卓三 氏

会社名：中電技術コンサルタント株式会社
職　位：河川砂防部　計画グループ　担当課長
趣　味：家族みんなで魚釣り

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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●受賞業務の概要と感想
本業務は、山陰道（須子～田万川）のルート

選定を行うとともに、事業化に向けた関係機関
等との協議資料を作成したものです。本業務
は、新規事業化に向けたタイトな工程管理が必
要でしたが、弊社の業務経験やチームワークを
活かしながら、業務を遂行しました。また、地
質リスクの抽出評価や土量バランスに配慮した

IC構造変更等の技術項目を提案して、発注者の
方々と有意義な議論を重ねることができ、新規
事業化に至ったことが高評価につながったもの
と考えています。この受賞を励みに、更なる自
己研鑽に取り組む所存です。最後になりました
が、浜田河川国道事務所の関係者の皆様にはご
指導・ご協力を賜り、この場を借りて厚く御礼
申し上げます。

●受賞業務の概要と感想
本業務の目的は河川縦横断測量の効率化検討

です。近年、i-ConstructionやCIMなど三次元
データを用いて、施工や維持管理を効率化させ
る取り組みが行われており、河川管理でも三次
元データが利用され始めています。この業務で
は、航空レーザ測深（ALB）やラジコンボート
を用いた音響測深、UAVグリーンレーザ計測を

実施し、様々な三次元計測手法による精度・コ
スト、縦横断測量における長所・短所を整理し
ました。工夫した点として、ICTの活用による
担い手の向上、生産性の向上に寄与するベース
マップとして活用できるように、取得データを
用いて簡単な操作で、三次元データの閲覧、断
面表示や差分抽出の解析ができる三次元管内図
システムを整備しました。

●受賞業務の概要と感想
本業務は、山口河川国道事務所管轄の国道に

おける道路防災点検業務です。道路防災点検
は、道路通行の安全を確保するための業務であ
ると認識しており、通常の点検以外にも、災害
時や道路に異常が認められた時に迅速な対応が
求められます。本業務期間中には、平成30年度

豪雨をはじめ、多くの緊急点検が必要となりま
した。緊急点検には、弊社広島支店の技術者が
一丸となって迅速な対応をとったことが高く評
価していただいたと考えています。今回高評価
をいただいたことを励みにし、今後も社会の安
全に貢献できるよう努め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
●平尾　保洋 氏

会社名：復建調査設計株式会社
職　位：道路・地域整備部　道路技術課　主任エンジニア
趣　味：スポーツ観戦

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●間野　耕司 氏

会社名：株式会社パスコ
職　位：課長
趣　味：スポーツ観戦

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●市川　岳志 氏

会社名：日本工営株式会社
職　位：広島支店技術部　課長（当時）　国土保全事業部　防災部　課長（現在）
趣　味：過去はスポーツ、現在は軽い運動

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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●受賞業務の概要と感想
本業務では、地域・道路課題の把握、道路必

要性検討、道路開通・渋滞対策の効果検証を行
うとともに、これらの結果を委員会資料、広報
資料等にとりまとめ、道路行政の取組の周知を
支援いたしました。
特に、9月開通の長門・俵山道路の広報支援

では、一般の方の興味を引く資料の作成を心が
け、具体的には安全性・走行性を実感できるド

ローン撮影や走行動画を組み込んだ紹介ムー
ビー、沿線観光地情報等を載せたパンフレッ
ト、当時開催されたラグビーの世界大会の情報
を関連付けた整備効果資料を作成いたしまし
た。
今後は、新型コロナ流行を経て求められる社

会像に変化が生じたとしても必要とされる社会
資本整備に貢献して参りたいと存じます。

●受賞業務の概要と感想
この度、弊社が実施致しました「鳥取東部地

域道路計画検討業務」に対し、中国地方整備局
長より優良建設技術者表彰ならびに優良業務請
負団体表彰を賜り、身に余る光栄と感謝してお
ります。業務遂行にあたり、御指導・御協力を
頂きました鳥取河川国道事務所の皆様、ならび
に関係者の皆様には、厚く御礼申し上げます。
本業務で苦労・努力した点は、計画段階評価

手続きでは中国地方で初めてワークショップや
オープンハウス等の住民と直接対話する形式で
のPI手法を導入する事例であったため、企画検
討や運営に様々な工夫を凝らし、地域住民との
一体感の醸成に努めた点です。
今回の受賞を励みに、今後とも一層の自己研

鑽と技術力向上に努め、日々精進して参りま
す。

●受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「土砂災害調

査効率化ツール活用検討業務」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、誠にありがとう
ございます。
本業務は、土砂災害時に全国のTEC-FORCE

隊員による災害調査で使用する調査用アプリ
「SMART	SABO」の開発と改良等を行いました。

現在、本アプリは、全国で本格的な運用が開始
されています。
災害調査においてドローンやICT技術等は、

調査員の安全性向上や情報共有、調査の効率化
等において重要な役割を果たしています。今回
の受賞を励みに、今後もICT技術を積極的に活
用して行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
●湯本　圭輔 氏

会社名：株式会社長大
職　位：第2計画事業部第4計画部　シニアマネージャー（広島担当部長）
趣　味：読書、仏像鑑賞

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●岩原　徹 氏

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　課長
趣　味：カープ観戦、激辛グルメ巡り

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●荒木　義則 氏

会社名：中電技術コンサルタント株式会社
職　位：河川本部　上席エグゼクティブエンジニア	兼	先進技術センター長
趣　味：旅行、映画鑑賞
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●受賞業務の概要と感想
本業務は、山陰沿岸の砂丘地帯に計画されて

いる北条道路において、地質に起因する災害を
未然に防止するための地質リスク検討と、橋梁
区間の地質調査、軟弱地盤技術解析を行いまし
た。
地質リスク検討では、地質解析（一部三次元

地質モデル）により地質リスクを抽出し、リス
クマトリックス評価（影響度と発生確率）を行

い、リスク低減のための対応方針をリスク管理
表にまとめ、後続事業へ引継ぐシステムを構築
しました。三次元地質モデルは、リスクの抽出、
リスクコミュニケーションに有効活用できまし
た。
本業務は、発注者様の御指導、当該事業に関

わった設計、調査技術者の御協力を賜り取組む
事ができました。ここに感謝の意を表します。

●受賞業務の概要と感想
「斐伊川水系水災害事前防災行動計画検討業
務」が、優良業務及び優秀建設技術者表彰をい
ただきました。関係者の皆様に感謝申し上げま
す。本業務は、大規模水害時のタイムラインの
検討・作成、訓練、及び防災教育教材の作成を
行いました。全国各地での水害対応の実施経験
等を活かし、現実的かつ現地に即したタイムラ

インの作成、WS、運用訓練、フォローアップ
計画で優れた検討と提案が出来ました。防災教
育では、現役の教員の方々との打ち合わせを踏
まえ、教材、指導計画、映像教材等を作成し、
試行授業も実施し実行可能なものとしました。
タイムライン等では、自治体に加え民間、マス
コミ等が入ったWS、訓練を行い実効性のある
ものとしました。

●受賞業務の概要と感想
このたび、弊社が担当した「江の川下流河川

整備計画他検討業務」に対して中国地方整備局
長より優秀技術者表彰を賜り、誠にありがとう
ございました。
本業務は、江の川下流部の河道計画の検討及

び平成30年7月豪雨の対応を行いました。平成
30年7月豪雨では、無堤地区等で多くの浸水被
害が発生しました。特に浸水被害が大きかった

大貫地区の堤防閉め切り検討において、上下
流・左右岸の治水安全度バランスに配慮した築
堤方法を検討しました。
今後は、この受賞を励みにさらに、さらに技

術力の向上に努力したいと考えております。最
後になりましたが、浜田河川国道事務所の関係
者の皆様にはご指導・ご協力を賜り、深くお礼
を申し上げます。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●長谷川　勝喜 氏

会社名：基礎地盤コンサルタンツ株式会社
職　位：中国支社　技術統括部長
趣　味：スポーツ観戦

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●富田　邦裕 氏

会社名：株式会社建設環境研究所
職　位：河川防災部門　首席技師長
趣　味：読書、スポーツ観戦

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●青木　健太郎 氏

会社名：いであ株式会社
職　位：グループマネージャー
趣　味：水泳
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●受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「管内港湾整

備計画検討業務」に対し、中国地方整備局長よ
り優良業務履行団体表彰並びに優秀建設技術者
表彰を賜り、誠にありがとうございました。
本業務は、石炭輸入の西の拠点として選定さ

れ、水深－19m桟橋等の整備が事業化された徳
山下松港・宇部港において、変化するエネル

ギー情勢等に対応する事業計画の検討を行うも
のでした。先行き不透明な情勢の中、業務を通
じてご指導賜りました宇部港湾・空港整備事務
所の皆様をはじめ、変化に対応すべく熱く将来
を語って頂いたコンビナート立地企業の皆様に
は、心より御礼申し上げます。
今回の受賞を励みとし、よりチーム力を高め、

社会への貢献を果たしていく所存です。

●受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施致しました「斐伊川水系水

文観測業務」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。ご指導いただきました出雲河川事務所を
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、斐伊川水系の河川管理を行う上で必要
な水文観測データの取得を目的とし、出雲河川事務
所で管理されている水文観測所の機器の点検や計測
データの資料整理等を行い統計資料作成までを実施
したものです。

一番身近な観測データとして、河川増水による地
域住民に対しての避難勧告の基準となる水位測定等
があり、水文観測とは私たちの生活に対しても非常
に重要なデータ観測です。そのため定常的かつ継続
して観測されることが不可欠であり、それらに向け
ての対応や提案など、監督職員との密なコミュニ
ケーションを図りながら業務を遂行したことが評価
されたものと感じています。

人間と自然を考えるアラタニとして、今後も安全
安心な地域社会づくりに貢献できるよう努めてまい
ります。

●受賞業務の概要と感想
「広島国道東部トンネル点検業務（2ヶ年）」に
対し、優良業務表彰を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。2年間の長丁場、真摯に取り組んでくれ
た同僚、ご支援いただいた関係者に深謝します。
本業務はトンネル点検15本、国交省直轄診断

を支援する業務でした。補修工事と重なった点
検現場では、複数回に渡って工事規制に相乗り

し、補修工法をリアルタイムで提案しました。
トンネルで全国初となる「直轄診断」では、整
備局、国総研、土研で構成される技術集団と議
論を尽くしました。
今回の受賞は事務所さまとのチームワークの

賜物だと感じています。今後も微力ながら、発
注者の良きパートナーとして尽力したいと思い
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
●岩本　典丈 氏

会社名：中電技術コンサルタント株式会社
職　位：東京支社　担当課長
趣　味：山登り

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●朝元　政貴 氏

会社名：株式会社荒谷建設コンサルタント
職　位：山陰支社　測量課　係長
趣　味：弓道

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●服部　明彦 氏

会社名：株式会社ウエスコ
職　位：トンネル設計事業部　部長
趣　味：草テニス、Beatles演奏・カラオケ
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●受賞業務の概要と感想
この度は、「俵山地区地質調査業務（その3）」

に対し、中国地方整備局長様より表彰を賜り、
誠にありがとうございます。業務を通して御指
導をいただきました山口河川国道事務所の関係
者の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
本業務は、長門市俵山地区において、構造物

の設計・施工に必要な地盤情報を得るための地

質調査を実施したものです。業務遂行中、追加
調査の提案、品質管理・安全管理・工程管理の
徹底と併せて、問合せに対する迅速な対応とわ
かりやすい資料作成を心掛けました。
今回の受賞を励みに、社員一丸となって、社

会資本整備のために貢献していきます。今後と
も皆様方の御指導・御鞭撻を賜りますよう、お
願い申し上げます。

●受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施した「長門俵山道路測

量設計業務」に対して中国地方整備局長より優
良業務表彰並びに優秀技術者表彰を賜り、誠に
ありがとうございました。
本業務は、令和元年9月の供用開始に向け進

捗する「長門・俵山道路」に関する業務です。
業務の特性として、供用開始直前であり、迅速

性かつ正確性が求められるため工事進捗状況及
び関係機関を踏まえて柔軟に対応したことが高
い評価につながったと考えております。
この受賞を励みとし、今後のインフラ整備に

貢献すると伴に技術継承にも取り組んでいきた
いと思います。最後になりましたが、山口河川
国道事務所関係者の皆様にはご指導、ご協力を
賜り、この場を借りて深くお礼を申し上げます。

●受賞業務の概要と感想
本業務は、高梁川の支川小田川の合流点付替

え事業における河道計画等を検討するもので、
工事着工を間近に控えた中で計画等の最終的な
とりまとめを行うものでしたが、業務途中に発
生した豪雨災害によりこれまでの検討の方向性
を変える必要が生じ、また災害を踏まえた緊急
的な対応や、調査、検証等、豪雨災害により業

務の内容も大きく変わりました。これらの緊急
性を要する内容に対し、迅速かつ的確に対応す
るとともに、事業着工に向けた多種多様な分野
にわたる内容に対しても的確に対応し、事業着
工に向けたとりまとめを行い、事業進捗に寄与
したことが高評価につながったものと思いま
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
●宗村　知明 氏

会社名：株式会社宇部建設コンサルタント
職　位：調査部　次長
趣　味：－

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●錦織　真樹 氏

会社名：中電技術コンサルタント株式会社
職　位：道路交通部　構造グループ　グループ長
趣　味：ドライブ

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●清水　隆博 氏

会社名：日本工営株式会社
職　位：課長
趣　味：子供と遊ぶこと（なかなかできてないですが）
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●受賞業務の概要と感想
この度は、「福山道路外設計業務」に対して、

優良業務表彰ならびに優秀建設技術者表彰を賜
り、誠にありがとうございます。本業務は、
CIM活用業務であり、設計段階よりCIMモデル
を作成し要求事項に応じて活用することで業務
の効率化を図りました。特にCIMモデル作成で
は、福山道路全線の広域道路モデルを作成し、

工事起工式で活用しました。また、「属性情報
の付与」「CIMモデルによる数量、工事費、工期
の算出」「CIMモデルによる効率的な照査の実施」
「施工段階でのCIMモデルの効率的な活用」につ
いて実施しました。最後になりますが、今回の
受賞を励みに自己研鑽を重ね、良質な社会資本
整備に貢献したいと考えております。

●受賞業務の概要と感想
「松江国道管内道路マネジメント業務」に対
し、優良業務請負団体表彰および優秀建設技術
者表彰を賜り、誠にありがとうございました。
本業務は、山陰道整備によるストック効果

を、統計データ、各種ビッグデータ、関係機関
等へのヒアリング調査等により明らかにすると
ともに、山陰道の道路景観形成に関るガイドラ

イン（案）の作成、国道9号の活用方法等、多岐
にわたる検討を行う業務であり、発注者の方々
との活発な議論を行いながら、質の高い成果の
作成に取り組みました。
業務遂行にあたり、ご指導いただきました中

国地方整備局松江国道事務所の方々、業務に関
わった担当者一同、アドバイスをしていただい
た諸先輩方に、心より感謝いたします。

●受賞業務の概要と感想
この度は、弊社が実施しました「山口西部修繕設計

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山口河川国道事務
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、山口国道維持出張所、宇部国道維持出
張所及び下関国道維持出張所管内における既存道路施
設の維持修繕設計並びに防災設計に関する測量及び設
計等を実施したものであり、国道9号におけるモルタ
ル吹付法面の健全度調査並びに劣化対策設計、国道

191号及び下関北BPにおける崩落切土法面への対策
工、そして国道191号における崩落盛土に対する復旧
工設計など、多岐にわたる設計業務を実施いたしまし
た。

また、令和元年8月29日に発生した国道191号の道
路災害では、支店在籍の各種技術者に加え営業担当者
も動員して、現地確認及び計測、復旧設計、災害説明
資料作成を実施いたしました。それらの対応が今回の
評価につながっ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参りたいと思
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
●平尾　繁和 氏

会社名：株式会社ウエスコ
職　位：鳥取支社　支社長
趣　味：映画鑑賞、農業

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●酒井　秀和 氏

会社名：復建調査設計株式会社
職　位：総合計画部　道路計画課　課長
趣　味：サイクリング、読書

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●佐藤　浩司 氏

会社名：株式会社エイト日本技術開発
職　位：国土インフラ事業部　山口支店　道路構造グループ　グループマネージャー
趣　味：野球観戦
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●受賞業務の概要と感想
本業務は、広島市佐伯区五月が丘地区をはじ

めとする広島西部山系直轄砂防事業に必要とな
る測量補償業務です。平成30年7月の豪雨災害
後は、直轄砂防災害関連緊急事業に指定された
安芸郡坂町（3渓流）と呉市天応地区（5渓流）に
おいて、砂防堰堤工事と工事用道路の用地取
得・使用に必要な作業を主として行いました。

1日も早い復興のため、工事完成予定までの厳
しいスケジュールの中、発注者が用地交渉を確
実に実施できるよう、連携して粘り強く迅速に
作業を行ったことが評価されたものと感じてお
ります。今回の受賞を励みとし、今後一層の自
己研鑽と技術の向上に努め、社会資本整備に貢
献していきたいと考えています。

❖優秀建設技術者のプロフィール
❖中国地方整備局長表彰
●仁田　貴久 氏

会社名：相生エンジニアリング株式会社
職　位：技術部　技術1課　課長代理
趣　味：東京散歩、縦走登山
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1．建コン協BIM／ CIM勉強会鳥取（第5回目）
⑴日　時：令和2年9月24日（木）
　　　　　　13：00 ～ 16：00
⑵場　所：鳥取県立倉吉未来中心セミナーR3
⑶内　容：①BIM／ CIMの最新動向
　　　　　②VR/AR技術について
　　　　　③SDGsの取り組みについて
⑷講　師：①亀田氏（復建調査設計）
　　　　　②同上
　　　　　③藤井参事（県）、渡部氏（荒谷）
⑸参加者：建コン29名、鳥取県職員5名

2．鳥取県との意見交換会

令和2年10月28日（水）14：00より鳥取県
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部長の草野部長をは

じめ5名の幹部職員が、中国支部からは小田支
部長、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、「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。

3．鳥取大学へのWEB業界説明
令和2年12月4日（金）鳥取大学工学部と農

学部へ業界説明会を実施いたしました。今年度
はコロナウイルス感染対策により中国支部別館
よりWEB方式での業界説明会を開催いたしま
した。初めての試みでありましたが学生は講義
室以外に自宅からも参加していただきました。
講　師：髙濵総務委員、杉山総務委員、
　　　　馬場氏（建コン若手の会）以上3名
参加者：15名
事務局：鳥取県委員会幹事5名

令和2年度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

工学部ゼミナール室
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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。本年度は三陸沖を震
源とする大規模地震・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東
北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2年9月1日（火）11：00
発生地域：三陸沖（宮城県）
発生規模：マグニチュード9．0
　　　　　震度7　（宮城県栗原市）
　　　　　震度6強（宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県37市町村）
　　　　　震度6弱～ 1（東日本を中心に北海道から九州地方）
被災状況：人的被害：死者18,131人・行方不明者数　2,829人
　　　　　建物被害：全壊棟数129,391棟
　　　　　土砂災害：急傾斜地崩壊等　97個所
　　　　　高速道路被害：東北地方から関東地方にわたる広い範囲で、路面亀裂、陥没クラック、
　　　　　　　　　　　　段差発生
　　　　　道路被害：国道45号　5橋梁の橋桁が流出。69区間が通行止め
　　　　　鉄道被害：本震直後、6路線の新幹線（東北、秋田、山形、上越、長野、東海道）を
　　　　　　　　　　はじめ、42社177路線で運転を休止した。
　　　　　上下水道：発災直後の断水戸数は、220万戸以上
　　　　　電　　力：450万戸が停電
　　　　　通　　信：固定電話・190万回線が影響を受ける。
　　　　　移動通信：通信各社合計で約2万9千局の基地局が停波

演習の主目的
中国支部と本部、東北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2年度災害時対応演習

災害時対応演習　中国支部実施写真
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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 20名で「業界PR」、「生産性向上」
をテーマに活動を進めました。
〈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。
〈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。
下表に今年度の活動概要を示します。今年度

は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当初
企画していた小学生を対象とした土木実験教室
等の対外的な活動は中止しましたが、定例会議
を3回実施し、次年度に向けた企画の検討を進
めました。

若手の会の活動報告

若手の会メンバー（敬称略、令和2年12月現在）
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
桑原健一郎 ㈱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
田中　拓哉 ㈱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㈱
難波秀太郎 中電技術コンサルタント㈱
藤本　悠二 中電技術コンサルタント㈱
逸見　啓輔 パシフィックコンサルタンツ㈱
森川　裕基 パシフィックコンサルタンツ㈱
上戸田拓也 ㈱ヒロコン
吉岡　隼也 ㈱ヒロコン
小山　理央 ㈱福山コンサルタント
森　三千浩 復建調査設計㈱

活動概要（令和2年4月～令和2年12月）
開催日 項　　目 主な内容

R2.6.29（月） 第21回定例会 ・令和2年度活動計画について
・各WGの活動内容について

R2.8.18（火） 第22回定例会 ・各WGの活動内容について
R2.10.20（火） 第23回定例会 ・各WGの活動内容について

R2.11.6（金） 建コンWILLSUMMIT2020※
Zoomによる開催

・第1部では各支部における活動を報告
・第2部では「ニューノーマル時代の理想の働き方を考える」を
テーマにグループワークを実施

R2.11.19（木）～ リクルート活動 ・中国地方内の大学・高専へ訪問もしくはWEB形式
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業　務

⃝第1回業務部会
開催日：令和2年6月11日（木）
場　所：復建調査設計（株）会議室
内　容：令和2年度業務部会の運営について

令和元年度意見交換会実施結果につ
いて
令和2年度中国ブロック意見交換会
について
令和2年度発注機関別意見交換会に
ついて
その他

⃝第2回業務部会
開催日：令和2年9月2日（水）
場　所：TKPガーデンシティ広島京橋
内　容：令和2年度発注機関別意見交換会の

開催について
令和2年度発注機関別ウィークリー
スタンス実施状況について
令和2年度中国ブロック意見交換会
について
令和3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3年1月15日（金）
場　所：メール審議で実施
内　容：令和2年度発注機関別意見交換会実

施結果について
令和2年度中国ブロック意見交換会
の開催について
令和2年度協会本部・中国支部意見
交換会について
その他

業務部会の開催
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意見交換実施先 発注者側出席者 建コン側出席者

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）
（R3.1.27）

〈中国地方整備局〉
小平局長
中島副局長、内田副局長
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、企画部建設専門官
〈各県・広島市・岡山市〉
鳥取県県土整備部次長
島根県土木部技監
岡山県土木部技術総括監
広島県土木建築局総括官
広島県土木建築局技術企画課技術管理担当
監
山口県土木建築部技術管理課長
岡山市都市整備局長
広島市都市整備局次長

〈建コン協本部〉
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・対活委員長）
常任理事（技術部会長）
常任理事（情報部会長）
常任理事（資格・CPD部会長）
常任委員長、対外活動副委員長
参与・企画部長、業務部長、企画部次長
〈中国支部〉
小田支部長
坪井副支部長、小谷副支部長
川口支部理事、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　15名、BIM／ CIM推進室長

2．中国地方整備局
　（R2.11.5）

星隈企画部長
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
技術管理課基準第二係長、基準第二係員

小田支部長
坪井副支部長
小谷副支部長
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　8名

3．広島県
　（R2.11.6）

細羽総括官（建設企画）
土木建築局建設産業課課長
土木建築局建設産業課事業調整員
土木建築局技術企画課技術管理担当監
土木建築局技術企画課主任
農林水産局農林整備管理課課長
農林水産局農林整備管理課主査
企業局土地整備課参事
企業局水道課主幹

小田支部長
坪井副支部長
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　6名

4．鳥取県
　（R2.10.28）

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
　（R2.11.17）

大村都市整備局次長
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
技術管理課課長補佐

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　2名

令和２年度　意見交換会実施概要
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令和3年1月27日（水）広島市中区のTKPガー
デンシティ広島駅前大橋において、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。
国土交通省からは小平局長をはじめ12名の

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

会長・理事等13名が出席し、中国支部からは小

田支部長と坪井副支部長、小谷副支部長、川口
支部理事、來山総務部会長、金本業務部会長お
よび業務委員16名、BIM/CIM推進室長の合計
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「新型コロナウイルスへの対応」について
意見を交わすことができました。

発注者と建設コンサルタンツ協会の意見交換会 （R3.1.27開催）

小平局長の挨拶 高野会長の挨拶
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令和2年11月5日（木）広島市中区のTKPガー
デンシティ広島駅前大橋において、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星隈企画部長をはじめ

5名の幹部職員が、中国支部からは小田支部長と
坪井副支部長、小谷副支部長、來山総務部会長、
金本業務部会長をはじめ14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、2つの重
点テーマ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、下表のとおりで

す。

中国地方整備局との意見交換会 （R2.11.5開催）

星隈部長の挨拶 小田支部長の挨拶

■中国地方整備局との意見交換会要旨

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望及び中国地方整備局からの回答
1．担い手の確保・育成のための環境整備
（1）働き方改革に向けた受発注者協働による取組み推進・強化
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、引き続き、余裕を持った工期延伸への配慮をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	適正工期を確保した上で年度末に集中する状況を軽減・平準化するため、国債や翌債の活用に

努めている。引き続き、年度末納期の軽減を図るため、3月納期のものを昨年度の40％から今年
度は30％に抑える取り組みを継続していく。

・	また、安易な工期延期等が生じないようワンデーレスポンス等を徹底したうえで、目標達成に向
け事務所にも働きかけていく。更に、令和3年度予算の早期発注などにより、来年度からの業務
サイクルの見直しを周知した。

・	今後も適正な履行期限の確保や年度末に集中しない履行期限分散のために、国債、翌債を積極的
に活用しつつ、最終的に平準化に資するよう努めていく。あわせて繰越を必要とする場合は、余
裕を持った工期の延長について取り組んでいく。
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建設コンサルタンツ協会からの提案と要望及び中国地方整備局からの回答

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）、ヒアリング実施時のWeb会議の活用等による負担軽減の取組みをお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	年度末に業務成果のとりまとめ等集中する中で、次年度業務の提案書の作成が求められている

問題については、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を設
定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は、他地整の取り組みなどを情報収集しながらこれを参
考に検討していきたい。

・	プロポーザルのヒアリングは、原則、Web会議を活用することとしており、各事務所にも周知し
ている。なお、総合評価の方式は、ヒアリングを省略して書面により評価をすることとしている。

・	以上のような取り組みを行っているが、改善すべき点があると思うので、引き続き努めていきた
い。

③　業務打合せについて、管理技術者（管理補助技術者）は全ての打合せに同席することになって
おり、管理技術者等の負担が大きくなっています。中間打合せに重要決定事項が無いなどの場合
には、管理技術者等のWeb会議による参加を可能とする等の負担軽減をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	管理技術者と調査職員あるいは監督職員による打合せは、確実に仕事を進めていくうえで大切

なので、これまでどおり、お願いしたい。ただし、業務の打ち合わせ等は、Web会議の活用で移
動時間を削減すれば、生産性も上がってくると思う。いずれにしても、双方の責任者同士が打合
せをしながら、確実に仕事を進めていくことが大切であることをご理解いただきたい

④　業務効率化促進および業務参加判断の活用のため、プロポーザル方式における評価結果（選定、
特定）の内訳について、インターネット（入札情報サービス等）による即時公表をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	プロポーザル方式における評価結果（選定、特定）は、特定通知後、速やかに公表することにして

いるが、このような要望があるということを踏まえ、改めて各事務所には速やかに公表するよう
周知する。

⑤　BIM/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、運用拡大、積算体系の整備
等の課題解決に向けてのご検討をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	BIM/CIM活用は、国土交通省では令和5年度までに小規模なものを除くすべての公共工事にお

いて、3次元データを使ったBIM/CIM活用への転換を図ることにしている。また、中小企業者の
活用を見据えて、一般土木Cランク以上の工事での原則化を目指すこととしている。

・	令和5年度からのBIM/CIM活用の全面活用を考えると、令和2年度からは大規模構造物の予備
設計・詳細設計は原則実施、初期段階の概略設計等も積極的に活用することとしている。ちな
みに、中国地方整備局では今年度、予備設計・詳細設計169件のうち、現在26件の業務でBIM/
CIMの活用をしている。
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・	令和5年度からの原則適用を考えると、今後のBIM/CIM活用業務を増やさなければならないが、
これには、積算体系の整備、3次元データの詳細図の設計、ソフトの互換性などの課題がある。
この課題については令和5年度原則実施という目標を見据えて、本省を含め全国一体となって解
決に向けて進めていくこととしており、実際に携わっている建設コンサルタンツ協会の意見等
をいただきたい。

（2）受発注者協働による災害対応に向けた環境整備
①　H30年7月豪雨災害、新型コロナウイルス感染症拡大等、緊急事態発生時には、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、このような事象発生時には、同
様のご配慮をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する対応状況は、業務の一時停止、履行期間の延期の

意向確認をした上で、受注者から申し出のあった業務について、協議の上で一時中止、履行期間
の延長措置を実施している。また、5月25日以降、各段階において様々な取り組みを実施してい
る。今後も、このような災害や新型コロナ対策などには、円滑で柔軟な対応をしていく。

②　災害対応時には、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。災害が甚大、
広域に跨る場合、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。

【中国地方整備局からの回答】
・	災害発生時には災害復旧対策を最優先するという考えを持っており、災害協定に基づく随意契

約制度の積極的活用、あるいは業務の一時中止などにより、円滑で柔軟な対応を引き続き実施し
ていく。

・	また、災害対応に関する費用、経費も適切に見込んでいく。
（3）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未だ解消されていないため、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。また、業務実施時に、予定価格算定時の単価と著しい乖
離が生じた場合、あるいは遠方から交通誘導員を確保した時の宿泊費・交通費等を変更契約の
対象としてください。

【中国地方整備局からの回答】
・	近年の交通誘導員のひっ迫に伴い、やむを得ず地域外からの確保が必要となる場合には、双方の

協議のうえ、必要と認められれば、条件はあるものの宿泊費、交通費を変更対象とする。
（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の環境整備
①　シニアの人材活用として、プロポーザル等における照査技術者の実績評価案件の拡大や、照査
技術者の表彰制度等の導入検討をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	優良建設技術者表彰は、建設技術の発展や国土交通行政の推進を図る目的に、管理技術者を対象

として実施している。
・	一方、照査技術者は、設計ミスや業務の手戻り防止等業務の品質向上面で重要な役割を果たして

おり、経験豊富なベテラン技術者が継続的に照査技術者になることは品質確保や技術の伝承面
でも非常に有益だと考えている。
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・	中国地方整備局での照査技術者の実績評価は、管理技術者の実績だけでなく、担当技術者、照査
技術者として従事した実績も照査技術者の資格要件として評価している。
2．技術力による選定
（1）プロポーザル方式・総合評価落札方式等の適確な運用・改善
①　概数発注業務、概略発注業務において、業務実施段階で業務内容が大きく変更され、当初契約
で示された技術者資格や業務実績が異なることがあります。発注時の業務内容や技術者資格か
ら極力逸脱しないように徹底した指導をお願いします。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
種が追加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。

【中国地方整備局からの回答】
・	変更内容が当初と全く違うものにならないよう各事務所には改めて周知する。また、変更時に新

規工種の割合が大きくなる場合は別途契約とすべきと考えるが、やむを得ず変更対応とする場
合は、事前に受注者と対応可否を相談するという過程を設けて対応する。

・	新規工種が追加となった場合、その工種は当初契約時の落札率を適用しないという要望は、本省
に伝える。

②　平成29年度よりプロポーザル方式等において、参加表明書提出時に受注者が任意自己評価を
行う追加参考資料の提出（任意）が可能となっていますが、受発注者双方の評価差異は開札後に
FAX等で通知され、開札まで分かりません。つきましては、参加表明書提出後に、速やかに評価
結果を文書で通知していただくとともに、評価結果に対する適切な質問期間の設定をお願いし
ます。

【中国地方整備局からの回答】
・	加算点数は契約後に公表することが明確に規定されているが、契約後に誤った評価が判明し契

約を解除したことも生じているので、本省に対して規定の見直しを要望している。しかし、即座
に対応して貰えることではないため整備局としては試行業務としての対応を考えている。

・	自己評価を行う追加参考資料の提出は、今のところ任意であるが、評価ミスの事前防止には有効
な手段であるので、今後も追加参考資料の提出に協力してほしい。

（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、引き続き、本格導入に向けての検討、試行拡大をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	地域の守り手となっている地域コンサルタントの発展と担い手確保は、中国地整も非常に重要

と考えている。地域コンサルタントの発展と担い手確保のためには発注機会の確保が非常に重
要と考え、これらに努めており、「業務チャレンジ型」は、昨年11月から7月末まで現在9件発注
している。

・	また、土木関係建設コンサルタントで、地元企業が対応可能な業種（例えば測量や地質調査）を
含む業務を対象とした地元企業参加型の試行を今年度から開始した。

・	このような取り組みを加えながら、地域コンサルタントの受注機会の確保に努めたい。また、皆
様から意見があれば出来る限り対応していく。
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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　重要事項の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。

【中国地方整備局からの回答】
・	意思決定が必要な主要な打ち合せには総括調査員及び主任調査員が出席して、必要な事項には

即座に回答するワンデーレスポンスで対応するよう事務所に周知しているが、手戻り防止に効
果的ということなので改めて事務所に周知する。

（2）詳細設計等での三者会議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、三者間の設計思想の伝達や情報共有のための「三者会議」
を実施していただいております。地質技術者を加えた合同会議は、設計者、施工者、地質技術者
相互にとって、リスクの早期発見、品質確保、技術力向上に効果が期待されますので、引き続き、
積極的な推進をお願いします。また、追加検討や修正が発生した場合には、適切な費用計上をお
願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	昨今での最重要課題は品質の確保と考えており、こういったことから設計思想の伝達や当事者

相互の情報共有のための三者会議を実施している。
・	設計の考え方、現地に入っての施工業者の意見、今後現場に横たわっていると想定される変更要

素など、これらを当事者間で共有できることから、三者会議は非常に良い機会である考えてい
る。このため、総括調査員である副所長や主任調査員である事務所の課長が参画しながら、この
会議の運営をしていきたい。

・	三者会議は施工者の希望で開催されるが、できるだけ積極的に開催していくことで品質の向上
に資するよう取り組んでいく。
4．その他
①　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）の考え方
を取り違えてい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。

【中国地方整備局からの回答】
・	本来、基準書に準拠した積算を適切に行い、予定価格を算出しなければならないが、指摘のよう

な実態があるので、真摯に受け止め、きちっと対応していく。
・	また、このような実態の確認や類似事例の発生がないように、改めて各事務所に対して周知す

る。
【重点テーマ】（意見交換のための課題提供）
テーマ1：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　「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）」の取組みは積極的に推進していただいておりますが、取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。
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【ウィークリースタンスの実施状況、課題】
・	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」によるウィー

クリースタンスの実施状況調査。
・	緊急対応の必要性があるため、100％の実施は困難であるが、継続的な取組みが必要。「緊急」の

定義のあいまいさ（誰が判断するのか）がある。
【中国地方整備局からの回答】
・	ウィークリースタンスの実施項目は、「1）ノー残業デーの時間外や土日に作業が発生することの

無いよう留意する事項」「2）正規の勤務時間外に仕事をすることが前提とならないよう留意する
事項」の大きく2項目あり、平成30年12月より全ての業務で特記仕様書に記載している。ただ
し、災害対応等、国家の危機事態で緊急を要する場合は、例外とすることを前提とした取り組み
である。

・	令和元年7月以降に契約した業務について、完成検査時に提出して貰っているウィークリースタ
ンス実施報告シートから令和元年度の取り組みを集計したところ、実施できなかった項目とし
ては「16時以降の打合せ」「勤務時間外の作業」の2項目が目立っている。

・	実施報告は対象業務219件のうち105件で報告が上がっており、このうち実施が92件、未実施
が13件（12％）。実施できなかった中で「16時以降の打合せ」が6件で、理由は「設定時間内で終
了しなかった」、「せっかくなので複数の協議を実施したら時間オーバーした」など、実態として
正直に上がっている。また、「勤務時間外の作業」は4件で、このうち「発注者の指示」が1件、こ
れは地元対応のために時間外の作業が生じたということである。その他、発注者の指示により、
実施できなかったものが5件（勤務時間外の資料作成依頼：2件、資料作成の適切な期間確保：2
件、金曜日に依頼し月曜日期限：1件）あった。

・	一方、実施できたという報告が9割近くあったので、今後、これを少しずつ上げていくことが大
切であり、このような取り組みが形骸化していかないように、今後もこのような振り返りを実施
していく。

・	また、実施報告を検査日というタイミングにしているので、できれば正直に報告していただき、
次の年度は発注者と受注者が協働して、ウィークリースタンスが更に実効的なものとなるよう
努めていきたい。

・	災害対応等緊急時は、平常時とは違い対象外としているが、この判断をいつ、誰が行うのかは、
受注者と発注者双方で確認しながら協議を進めていくことが大切だと思う。
テーマ2：新型コロナウイルス感染症への対応に関する課題と今後の対応
①　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、打合せ等においてWeb会議を積極的に導入して
いただいておりますが、今後とも、新型コロナウイルス感染症拡大防止だけではなく、平常時に
ついても、Web会議の積極的な活用の推進をお願いします。

【中国地方整備局からの回答】
・	打合せ等は、新型コロナウイルス感染拡大が懸念されるので、Web会議等を活用し、従来の検査

方法を極力実施しない遠隔臨場等を進めている。中国地整では、Web会議のシステムとしてスカ
イプ（Skype）やマイクロソフト　チームズ（Microsoft　Teams）を使っている。この運用は、発
注者から受注者に対して招待する形で事務所は運営しているので、できればそのような形式で
調整等進めていただき、Web会議を活用して欲しい。
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・	また、感染防止対策で必要な経費が発生する場合は、発注者と協議して、必要であればそれなり
の経費を設計変更の対象とさせてもらう。

②　対面打合せ時の接触による感染症拡大を防止するため、Web会議等の積極的な拡大の検討を
お願いします。

【新型コロナウイルス感染症への対応状況、課題】
・	テレワークの導入・拡大（協会）、Web会議のソフトの共通化とセキュリティーの課題、画面共

有化時の画面解像度の問題、通信速度・通信容量の課題、その他種々の課題が顕在化（受発注者）
【中国地方整備局からの回答】
・	i-construction推進計画の中で、Web会議は新型コロナに関係なく当然の施策として進めていき

たいとして従前から計画を定めていた。移動時間を短縮し、生産性を上げることから、テレワー
ク等も含めて働き方の新しいスタイルということで、引き続き進めて行く。
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令和2年11月6日（金）広島市中区のTKPガー
デンシティ広島駅前大橋において、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。
広島県からは細羽総括官をはじめ7名の幹部

職員が、中国支部からは小田支部長と坪井副支

部長、來山総務部会長、金本業務部会長をはじ
め11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」、「入札・契約」、「品質の確
保・向上」「その他」の4項目、2つの重点テーマ
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（R2.11.6開催）

■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及び広島県からの回答
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働き方改革および生産性向上の推進・強化
①　業務の平準化については、積極的に取組んでいただいておりますが、引き続き、繰り越しの柔
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
への取組みの継続をお願いします。

【広島県からの回答】
・	債務負担行為の設定、繰越制度の活用により、履行期間の確保を図ることや業務の発注見通しを

公表することで計画的な受注を支援するなど受注環境の整備に努めている。
②　共通仕様書に明示されているワンデーレスポンスについては、関係職員に対して文書で周知
していただいておりますが、着実な取組みをお願いします。

【広島県からの回答】
・	引き続き業務の円滑化につながるようしっかり取り組んでいく。
③　業務の手戻り防止には、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
チェックシートの導入・活用が有効と考えられます。導入に向けての検討をお願いします。

【広島県からの回答】
・	設計測量チェックマニュアルを制定して、打合せ時に業務の主要事項・設計基準をまとめた

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防止に取り組んでい
る。

・	スケジュール管理表、条件明示チェックシートについては国の動向を注視していく。

　細羽総括官の挨拶 小田支部長の挨拶
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④　BIM/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技術に関する貴県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）。

【広島県からの回答】
・	平成30年度からCIM推進モデル業務を実施しており、今年6月にCIM推進モデル業務試行要領

を策定し、今年度10件程度で実施する予定。
・	橋梁等の重要構造物のCIM業務の活用割合については令和7年度に100％を目標として取組む。
・	国のガイドライン・基準要領等の整備動向を注視し、受発注者のBIM/CIM実施体制の整備を含

め技術者育成などの促進策も検討していきたい。
⑤　契約書類については、紙媒体でやり取りしておりますが、事務負担軽減のために、国土交通省
で進められている電子契約システム同様のシステム導入により、メールを含む電子的なやり取
りが可能となるよう検討をお願いします。

【広島県からの回答】
・	国や他自治体の動向を注視し、コスト等を考慮して導入に向けて検討するが、すぐの導入は難し

い。
（2）受発注者協働による災害対応に向けた環境整備
①　災害対応時には、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。災害が甚大、
広域に跨る場合、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。

【広島県からの回答】
・	7月30日に締結した大規模災害の支援協力の覚書により、大規模災害発生時の調査設計を迅速

に実施すること、支援協力にかかる委託契約を速やかに随意契約等で行うこととしている。
・	業務の費用は作業内容に即した適切な積算をする。基準書の適用が困難な場合は見積を聴取し

積算する。今後災害査定設計書作成に係る歩掛の調査を行い、実態に即した歩掛を作成する予定
である。

（3）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未だ解消されていないため、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。また、業務実施時に、予定価格算定時の単価と著しい乖
離が生じた場合、あるいは遠方から交通誘導員を確保した時の宿泊費・交通費等を変更契約の
対象としてください。

【広島県からの回答】
・	毎年国と共同で実施する公共事業労務費調査により、翌年度の労務単価を決定しているが、市場

単価と乖離する場合は見積徴収することができることとしている。
・	市場との乖離状況を把握した上で、双方の協議によることとしたい。
（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の環境整備
①　若手技術者の活用促進に向けて総合評価落札方式（実績評価2型）を導入・推進していただい
ております。引き続き、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、加えて、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。
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【広島県からの回答】
・	令和2年6月以降に指名通知する業務委託から実績評価2型については若手技術者の評価をする

こととしている。
・	女性技術者、シニア人材活用については国の動向を注視しながら検討していく。
・	現在、平成30年7月豪雨災害の復旧復興に傾注しており、総合評価については原則実施せず、必

要なものに限定して実施している。今後災害の状況等を踏まえて対応していく。
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、引き続き、公表時期についての検討をお願い
します。

【広島県からの回答】
・	技術力・経営力による競争を損ねるおそれがあり、課題として認識している。低入札価格調査制

度、総合評価落札方式により改善を図っている。
・	工事については平成30年度から1.5億円以上を事後公表として応札状況を検証中。業務につい

ても検討していく。
②　業務の品質確保の観点から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。斜め象限図を活用した適切な発注方式の採用・拡大をお願いします。（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）

【広島県からの回答】
・	測量設計コンサルタント等業務発注事務処理要綱、総合評価落札方式試行要領に基づいて業務

の内容に応じて適切に運用している。
・	引き続き業務内容に応じて適切な発注方式を選定するように努めていく。
③　業務の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。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の検討をお願いします。（管理技術者の配置を業務全
体で1名とする等）

【広島県からの回答】
・	管理技術者は一定の資格経験を求めており、合併業務の場合は業務分野ごとに管理技術者が必

要としている。
④　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。引き続き、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）をお願いします。

【広島県からの回答】
・	発注者協議会、公契連により入札契約制度に関する情報を共有している。市町から新たな入札契

約制度の導入等の問い合わせがあった場合には助言などの対応をしている。
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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　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。国交省では既に全ての業務において導入されてお
り、その有効性が確認されています。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。

【広島県からの回答】
・	設計測量チェックマニュアルを策定して、打合せ時に業務の主要事項・設計基準をチェックシー

トにより受発注者間で情報共有し成果品の品質確保、エラー防止を図っている。
・	合同現地踏査については国交省の取り組みを参考にして検討していく。
（2）詳細設計及び三者会議等における総合的な品質の確保
①　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」
を実施していただいております。地質技術者を加えた合同会議は、設計者、施工者、地質技術者
相互にとって、リスクの早期発見、品質確保、技術力向上に効果が期待されますので、引き続き、
積極的な推進をお願いします。

【広島県からの回答】
・	事業目的、設計条件等の情報の共有、施工上の課題及び技術提案に対する協議が必要な時は三者

会議を実施していく。
・	三者会議試行要領において、令和2年6月より発注者が必要と認めた1億円以上の重要構造物を

含む工事を追加するなど、対象工事を拡大している。
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。

【広島県からの回答】
・	発注者協議会、公契連を通じて情報共有や助言をしている。今後も市町と連携して取り組む。
【重点テーマ】（意見交換のための課題提供）
テーマ1：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　すでに、「労働環境改善」として、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）を実践していただいていますが、今後とも、着実な推進
と形骸化しないような取組みをお願いします。

【ウィークリースタンスの実施状況】
・	緊急対応の必要性があるため、100％の実施は困難であるが、継続的な取組みが必要。「緊急」の

定義のあいまいさ（誰が判断するのか）がある。
【広島県からの回答】
・	平成元年6月から測量・建設コンサルタント業務において、初回打合せ時に受発注者間でウィー

クリースタンス実施内容（資料作成依頼を行う場合の時間確保、16時以降の打合せをしない等）
について確認し、取り組んでいる。災害対応等緊急を要するものを除くすべての業務が対象であ
り、対象業務はその旨を特記仕様書へ明示している。
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・	担い手三法（担い手確保、働き方改革、生産性向上）を骨格として、取組み内容を理解した上で、
受発注者共通認識のもとでしっかり対応していくために職員にも周知していく。

テーマ2：新型コロナウイルス感染症への対応に関する課題と今後の対応
①　H30年7月豪雨災害、新型コロナウイルス感染症拡大等、緊急事態発生時には、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、このような事象発生時には、同
様のご配慮をお願いします。履行中業務の一時中止指示等については、文書によることの徹底を
お願いします。

【広島県からの回答】
・	平成30年7月豪雨災害のような大規模災害時には災害調査を優先するよう必要に応じて一時中

止等の措置を行っている。
・	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため業務履行が困難な場合は、業務一時中止等を行うこ

ととしており、一時中止等の指示については文書によることを徹底していく。
②　対面打合せ時の接触による感染症拡大を防止するため、Web会議等の積極的な導入の検討を
お願いします。

【新型コロナウイルス感染症への対応状況】
・	テレワークの導入・拡大（協会）、Web会議のソフトの共通化とセキュリティーの課題、画面共

有化時の画面解像度の問題、通信速度・通信容量の課題、その他種々の課題が顕在化（受発注者）
【広島県からの回答】
・	県の情報共有システムやWeb会議システムを使って打合せや検査が実施できることとしてお

り、対面打合せ等が困難な場合はできるだけ当該システムを活用していく。可能なものは継続し
ていく。

・	県として積極的にWeb会議を推奨していく。システム上の課題が十分把握しきれていないが、
課題は運用しながら改善していく。
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令和2年10月28日（水）、鳥取県庁において、
鳥取県と建コン協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5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（R2.10.28開催）

■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及び鳥取県からの回答
Ⅰ．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
1）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
従来から履行期限の平準化にご配慮いただき感謝申し上げます。働き方改革、生産性の向上に向

けて、一層の平準化をお願いいたします。（特に、第4四半期及び3月納期）
【納期の分散目標（案）】
第1四半期：20％程度　　　　　　第2四半期：30％程度（第1・第2四半期計：39.0％）
第3四半期：10％程度（11.6％）　　第4四半期：40％程度（49.4％）　　3月：30％以内（35.9％）
（　）内は令和元年度の鳥取県実績
【鳥取県からの回答】（技術企画課（技術調査））
・	発注の平準化と年度末工期の分散、余裕をもった工期設定により、より良い設計成果に繋げるた

め、継続した取組を進めていく。
・	また、平成27年度から、業務委託についても建設工事と同様、ゼロ県債を活用した発注時期の平

準化を進めており、今後も積極的に取り組むこととしている。
　平成27年度：約10億円	うち測量等業務委託費0.3億円
　平成28年度：約24億円	うち測量等業務委託費6.1億円
　平成29年度：約36億円	うち測量等業務委託費9.2億円（一部、国補正への振替を含む）
　平成30年度：約35億円	うち測量等業務委託費3.4億円（一部、国補正への振替を含む）
　令和元年度：約34億円	うち測量等業務委託費4.7億円（一部、国補正への振替を含む）

鳥取県との意見交換会
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・	なお、工期は、3月に集中する傾向はあるもの
の、その割合はここ数年減少傾向にあり、今後
も3月工期を減らす取り組みを進めていく。

年度 4～ 9月期 10 ～ 12月期 1～ 3月期 3月工期

H27 20.2% 20.9% 58.9% 42.5%

H28 24.4% 20.3% 55.2% 37.3%

H29 32.8% 18.0% 49.2% 32.3%

H30 30.0% 19.8% 50.2% 32.1%

R1 39.0% 11.6% 49.4% 35.9%

2）発注時における条件明示の徹底による標準履行期間を確保した業務遂行
引き続き、「設計業務品質確保ガイドライン」等に基づく条件明示を徹底するとともに、条件が決

まらず標準履行期間を確保できなくなったような場合は、それに見合う履行期限の延長等をお願い
いたします。ここでは、とくに発注時及び業務終了時における条件明示の現状（実施状況）について
ご教示願います。（ガイドラインによれば、成果品として納品することになっている）
【鳥取県からの回答】（技術企画課（技術調査））
・	設計業務品質確保ガイドラインについては、設計業務における発注者側からの条件明示の明確化

と工事発注時の施工条件の基礎資料とすることを目的に、平成30年3月に策定し、同年4月以降
の設計業務から条件明示チェックシートの作成を行っている。

・	条件明示の現状については、今後、発注者からの条件明示の状況と受注者による作成状況を把握
し、課題等が確認された場合は、県測量設計業協会等の関係団体の意見を聞きながら改善に向け
た検討を進めていく。

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
1）「ウィークリースタンス※」の全業務への適用と実施報告の徹底
マンデー・ノーピリオド、ウェンズデー・ホーム（ノー残業デー）、フライデー・ノーリクエスト、

資料作成依頼を正規の勤務時間外に行わない、資料作成依頼を行う場合は適切な期間を確保するこ
と、など鳥取県においては「労働の改善に向けた取組」について文書通知されているとのことです
が、上記のような活動の浸透・拡大・徹底に向けて、その実施状況を把握する仕組みの構築をお願
いいたします。
【鳥取県からの回答】（技術企画課（技術調査））
・	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、実施状況を確認する仕組みについては、来年
度からの適用に向けて国交省の事例を参考に特記仕様書への位置付けを行う予定である。

2）ICTの導入・活用による業務効率化の促進
【業務効率化促進の具体例】

災害対応、感染症対応等に有効なWeb会議の推進、業務基礎データ（道路台帳等）の電子化、電
子契約の推進　等
【鳥取県からの回答】（技術企画課（技術調査））
・	Web会議システムの活用については、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、4月15日

付通知（4月23日付通知）により業務及び工事の打合せは、Web会議システム、メール、電話を
活用し、やむを得ない場合、現場立会の場合を除き、対面による打合せを行わないこととしてい
る。



Vol.49114

建設コンサルタンツ協会からの提案と要望及び鳥取県からの回答

・	7月末に各所局との会議においてWeb会議システムの活用状況を確認したところ、受発注者の双
方で、システムを利用するための、システム、資料などの準備に手間が必要となることから、特
に緊急事態宣言解除後は対面による打合せが多く、システムが活用されていないと聞いている。
このため、鳥取県版新型コロナ警報の発令状況に応じた活用区分、当初、中間、納品時とその他
の打合せなど打合せ内容に応じた活用区分など、協会の意見を聞きながらWeb会議システムの
運用を設けシステム活用を促進していく。

・	また、Web会議システムについては、働き方改革を進めるためにも必要と認識しており、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止対策の終了後も継続して活用していく。

・	業務基礎データの電子化等については、今年度から工事監理システムの整備とあわせて情報共有
システム及び電子納品保管管理システムの整備も進めることとしており、業務における活用も検
討することとしている。

3）入札・契約関連書類の簡素化による事務負担の軽減（とくに簡便型総合評価など）
　簡便型総合評価を中心として、入札・契約に係る書類の一層の簡素化をお願いいたします。
【鳥取県からの回答】（県土総務課）
・	簡便型総合評価については、昨年度末に要領改正を行い入札書類の簡素化を図った。今後も、事

務負担の軽減につながる書類の簡素化に取り組むので、具体的な提案をお願いする。
③　BIM/CIM活用による建設生産・管理システム全体に係る生産性向上への取組み
協会の具体方策として、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。
（令和2年度：9月24日実施済み）
【確認事項】・鳥取県の推進・普及・活用等の予定について（昨年度以降の進展・変更等）
【鳥取県からの回答】（技術企画課）
・	ICT活用は平成30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、過年度からの試行の結果を
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。なお、構造物の3次元設計については、国の試行状況を見ながら今後検討することとしてい
る。

（2）受発注者協働による災害対応に向けた環境整備
①　災害協定の保険制度について
県と建コン協中国支部との災害協定におきまして、今年度より新たに応急復旧対応を対象とした

損害保険への加入といった改定をしていただき感謝申し上げます。ただ、協会員の中にはこの保険
制度の目的等の理解が十分に浸透していないように見受けられます。改めまして、この保険の適用
条件、適用範囲、現時点での加入状況などについてご教示願います。（とくに、応急復旧の定義・そ
の周知方法など）
【鳥取県からの回答】（技術企画課（土木災害））
・	保険の適用範囲は協定第8条第1項のとおり第3条第1項第1号（災害直後の応急復旧対応を要

する業務に係る調査・設計等）に係るもので、応急復旧工事を行う前に調査・設計等を行うもの
に限る（被災直後の現地状況の記録等のため）。適用条件は、協会に属し、協定第4条の実施体制
名簿が提出されていることである。
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・	県で民間の保険会社の保険に加入済みである。なお、保険は1人毎に加入するものではなく、出
動状況を毎月保険会社に実績報告することにより精算するものである。

（3）企業経営の安定と処遇改善に向けての環境整備
①インフラ整備の中長期事業計画の策定・公表と安定的な事業量の確保
国土強靭化基本計画を受け、鳥取県におきましては地域計画が実施されていますが、今年が最終

目標年となっています。一方、地球の温暖化を背景に、毎年、全国各地で自然災害が頻発していま
す（今年も熊本を始めとする7月豪雨災害が発生）。鳥取県内におきましても、多くのエリアで災害
リスクを抱えており、来年度以降も継続的な強靭化対策を実施していくことが重要と考えます。併
せて、新型コロナ禍で地球経済が疲弊しているなか、継続的・計画的な公共投資が果たす役割は大
きいといえます。県土の強靭化に向けて、来年度以降の中長期的な方針についてご教示願います。
【鳥取県からの回答】（技術企画課（企画・県土強靭化））
・	本県では、平成28年3月に「鳥取県国土強靭化地域計画」（第1期：H27～R2年度）を策定し、ハー

ド・ソフトの両面から取組を推進している。今年度が計画の最終年度となることから、各施策を
評価するとともに、国の計画変更や、近年の大規模自然災害を踏まえ、「第2期計画」を年度内に
策定することとしている。

・	土木インフラの国土強靭化対策については、これまで、国の「防災・減災・国土強靭化のための
3か年緊急対策（H30 ～ R1）」等を活用して、河川の河道掘削や樹木伐採、道路改良や砂防堰堤等
の整備を行い、一定の効果を上げているところであるが、依然として対策が必要な箇所は数多く
残っていることから、引き続き、国土強靭化地域計画に基づく対策を実施していくこととしてい
る。なお、国に対しては、令和3年度以降も、引き続き必要な対策・制度を構築し、十分な予算・
財源を確保するよう要望を行っている。（10/16国要望実施）

②調査基準価格、成果品重点確認価格の一層の引き上げ（⇒鳥取県独自項目）
国土・県土の強靭化、既設インフラの老朽化対策などを背景とし、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、安定的な事業
量の確保をお願いいたします。
また、このための具体の方策として、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。とくに、鳥取県独自で設定している成果品重点確認価格の引き上げをお願いいた
します。
【改善（案）】成果品重点確認価格：90％以上　他の自治体の例（調査標準価格）

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％

【鳥取県からの回答】（県土総務課）
・	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、現時点で成果品重点確認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に準じており、国の動向を踏まえて適切に対応する。
・	また、成果品重点確認価格について、設定を引き上げるためには、根拠が必要となるため、例え

ば、成果品重点確認価格を下回る額で落札した業務における人件費や経費の状況等、分析に必要
なデータ収集・提供が可能かどうか検討をお願いする。
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③「土木設計業務等変更ガイドライン」の補足資料の策定と適切な設計変更
これまで業務環境に応じた設計変更等にご配慮いただいていますが、一層の徹底をお願いいたし

ます。また、「土木設計業務等に関する変更ガイドライン」の策定の予定等がありましたらご教示願
います。
【ガイドライン等で規定する内容の具体例】
・	作業量に応じた費用の支払い
・	条件設定の遅れに応じた履行期限の延期　等
【鳥取県からの回答】（技術企画課（技術調査））
・	県において土木設計業務等に関する変更ガイドラインの策定の予定はない。現状において課題が

あれば、事例などを教示してほしい。
（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の環境整備
①シニア人材の活用のための制度改善
業界の担い手不足が続いている状況のなかで、経験豊富なシニア技術者の活用も課題解決の方策

のひとつと考えます。活用に対するインセンティブの付与についてご検討願います。
【シニア技術者の活用（案）】
・	簡便型総合評価において60歳以上の技術者活用に対して加点を行う。（管理技術者、照査技術者

に対して）
【鳥取県からの回答】（県土総務課）
・	シニア技術者においては、資格保有率も高く経験も多いことから、総合評価入札の場合に配置技

術者として選任した場合、比較的高得点になる傾向にあると考える。このため、シニア技術者活
用に対するインセンティブ付与は考えていない。

②建設コンサルタント技術者の社会的地位向上、やりがい創出を図るため、銘板への技術者名明記
の取組み推進
国土交通省において各種公共構造物の銘板に設計技術者名の記載が行われるようになってきて

います。銘板への記載は、技術者のやりがいや誇りとなり、建設業界全般の担い手確保にもつなが
ると考えられます。このような取り組みについてご検討いただくようお願いいたします。
【鳥取県からの回答】（技術企画課（技術調査））
・	橋梁などの各種構造物の管理銘板については、道路、河川、砂防等の各施設の管理者で記載内容

を決めているため、今後、各施設の管理者の意見を聞きながら検討する。
Ⅱ．技術力による選定
（1）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）

改正品確法（令和元年6月）第22条の「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」に基づき、
発注者の役割・責任として以下の発注方式の改善への取組みの強化
①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　
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

2022年度から本格導入されることになりました。このことは、「抽選の回避」、「落札率アップ」とい
う点で大きな進展と考えます。現在、試行されている鳥取県独自の方式は、次の特徴があります。
・	技術提案書は求められず、技術点は技術者数等の企業の基礎点及び管理技術者等の基礎点の合計

で決まる。
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・	受注による減点が大きいため（技術点約40点満点に対し、1業務目の受注で30点減点）、業務金
額による応札行動が支配的となっている。

・	受注減点が大きいことから、特定企業が連続して受注することは困難で、入札への全参加企業が
概ね順番に受注可能な制度となっている。（機会均等性の確保）

・	このような制度の特性上、課題として、業務内容・企業特性などによる応札行動が取り難く、ま
た、比較的低価格の業務に関しては不調になるリスクを抱えている。
この方式は、参加企業すべてが同程度の規模・技術力であれば、合理的な制度と考えられますが、

規模・技術力に差がある場合は、総合評価本来の「品質と価格」による評価という目的から大きく
乖離する可能性があります。
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おります。
このような現状を踏まえ、総合評価落札方式の本来の目的である「品質確保・向上」という視点

を適切に反映できるように、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〉
〇簡便型総合評価落札方式の改善（例）
・	建コン登録、業務実績などの一層の活用（競争性を担保しつつ）
・	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）
・	建コン登録状況、業務実績、企業規模等で、対象企業をランク分け（3ランク程度）し、同一ラン

クの企業群での入札を実施　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
【鳥取県からの回答】（県土総務課）
・	県内向けの簡便型及び地域密着型総合評価入札方式については、極力簡単な方法で各社の技術力

を評価することで、入札事務の簡素化と一定の品質が確保できるものと考えている。
・	一方で、県内・県外向け業務においては、ご指摘のとおり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・向上に向けて継続して入札契約制度の見直しが必要と考えており、例えば

改善案のような方式の検討について今後も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く。

②国土交通省方式の業務成績評定や業務・技術者表彰の導入と活用の促進（増加と公表）
測量等業務成績評定要綱の見直し方針についてご教示願います。また、若手優良技術者表彰に関

しましても、昨年、回答をいただいておりますが、簡便型総合評価への活用に向けた見直しの予定
がないかご教示願います。
【鳥取県からの回答】（技術企画課・県土総務課）
・	測量等業務成績評定要綱については、今年6月末に開催された入札・契約審議会における意見を

踏まえ、業務内容により評価項目がない場合には、分母が減り不公平とならないよう、評定点の
補正を行うよう評定要綱を年内に改正することとしている。なお、若手技術者表彰については、
成果品の品質に影響するものとは考えていないため、活用に向けた見直しの予定はない。
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（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。
さらに、今年度から県内向け業務を対象とした「技術提案型総合評価方式」において、評価テーマ

を1テーマへと削減できるように改正していただきまして感謝申し上げます。
このなかで、従来、発注分野が「橋梁関連」に集中する傾向があります。今後、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、道路・河川・砂防等を含む広範な分野での試行（チャレ
ンジ型）をお願いいたします。
【鳥取県からの回答】（県土総務課）
・	橋梁関連については、テーマが設定しやすいこともあり集中しているものと考える。なお、提案

力・技術力アップのために広範な分野での発注について理解するので、当該意見については、発
注機関へ申し入れる。

②JV参加型業務の拡大
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。
【具体例】・河川整備基本方針の策定検討・河川整備計画の策定検討・港湾施設設計
・	交差点設計（連続交差点の交通解析を含む・道路・交通等現況分析・交通需要予測検討）等
【鳥取県からの回答】（県土総務課）
・	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で発注しており、これまでに県内技術者のトンネル部門
RCCM資格者が増え、代表者として受注可能な会社が増えるなど、一定の効果は上がっている。
提示された具体例を含めて、県内・県外コンサルタントのJV参加案件の拡大については、発注
機関の意見も聞いた上で検討する。
Ⅲ．品質の確保・向上
（1）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
・	施工計画における作業実態と歩掛との乖離の解消

施工計画の検討に際し、作業実態と歩掛とが乖離する場合があります。作業実態に見合う費用を
計上していただくようお願いいたします。
・	特に、任意仮設と指定仮設の取り扱いの明確化

仮設設計に関して、「任意仮設」、「指定仮設」の設定区分の基準、作業実態と歩掛りの乖離などを
始めとして曖昧な点が多く、工事段階でトラブルが生じているケースがあります。
仮設設計に関する「設計・施工における考え方・責任範囲・業務内容・作業区分など」について、

協会本部・国などの動向も踏まえ、発注者・設計者・施工者間でそれぞれトラブルが発生しないよ
うな仕組みの検討をお願いいたします。
【鳥取県からの回答】【技術企画課・（技術調査）】
・	詳細設計業務の施工計画検討において、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の協議をお願いする。なお、任意仮設であっても工事発注では、現場条
件等を勘案したうえで経済的となる仮設工事の設計図面（参考図書）、工事数量が必要となるので、
業務に含まれていない場合には、必要に応じて発注者に追加業務の提案・協議をお願いする。
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令和2年11月17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。
広島市からは大村都市整備局次長をはじめ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3名の合計6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（R2.11.17開催）

■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及び広島市からの回答
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　業務履行期限（納期）の平準化のため、発注時期の分散化や早期発注に努めていただいており
ますが、引き続き、繰越の柔軟な対応を含む標準履行期限の確保に加えて、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。

【広島市からの回答】
・	（街路課）早期発注に努めるとともに、業務規模に応じた適切な履行期間の確保に努めていると

ころである。市の予算が年度単位なので、年度末工期を設定する業務が多いが、年度内で適正な
履行期間が確保できない場合は、繰越等の措置により適切な履行期間を確保し、完了工期を年度
末に設定しないよう取り組んでいく。

・	（管路課）業務については年度末に完了工期が集中しないよう早期に発注するとともに、業務規
模に応じた適正な履行期間の確保に努めている。発注時に年度末工期を設定することもあるが
繰越等の措置により適正な履行期間の確保に努める。

②　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、実施要領を策定いただき、積極的に対応していただいております。今後、実施
状況をモニタリングしていただき、必要性に応じて改善施策の検討をお願いします。また、取組
みが形骸化されないよう各所に対して継続的なご指導をお願いします。

大村都市整備局次長の挨拶 小田支部長の挨拶
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【広島市からの回答】
・	（街路課）引き続きウィークリースタンスの推進を図るべく、ウィークリースタンス実施要領に

基づき、打合せは業務時間内に行うことや、休日に資料を作成することのないよう配慮すること
を、業務発注担当者へ周知していく。

・	（管路課）締め切りは余裕をもって対応するようにしている。また時間外の作業等が発生しない
よう配慮していく。

・	（技術管理課）9月にウィークリースタンス実施要領を策定し、受発注者間で長時間労働の抑制等
ウィークリースタンスに取り組んでいる。対象業務は災害対応等緊急を要する業務を除く全業
務で、令和2年9月1日より施行。内容としては、1）ノー残業デーにおいて勤務時間外の連絡及
び16時以降の打合せは行わない、2）ノー残業デーに資料作成依頼を行う場合は翌日を期限とし
ない、3）金曜日（休前日）に資料作成依頼を行う場合は、翌月曜日（休日明け）を期限日としない、
4）資料作成依頼を勤務時間外に行わない、5）資料作成依頼は適切な期間を確保し期限を設定す
る。今後必要に応じて実施状況を確認し、国や広島県の取り組みを参考にしながら改善等の検討
をしていく。

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の検討を引き続きお
願いします。

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）円滑な業務遂行の観点から、共通仕様書にワンデーレスポンスを実施する旨記載

しており、引き続き着実に実施していく。また業務スケジュール管理表による管理や条件明示
チェックシートの導入についても、受発注者相互の円滑な業務執行に有効な取組みと考えてい
るので、今後国や県の取り組みを参考にして、有効性を確認した上で検討していく。

④対面打合せ時の接触による感染症拡大を防止するため、Web会議等の積極的な導入の検討をお
願いします

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）新型コロナウィルス感染症拡大防止策として、Web会議を実施している部署も一

部あるが、基本的にWebカメラ等の端末機器が未整備である。今後は情報共有システム等Web
会議以外の方法について検討していく。個々の対応として受注者からWeb会議の要望があった
時には、必要に応じて検討していく。

⑤　BIM/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（業務発注の現状および予定を含む）。

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）ICT土工の実績はあり、更なる工種の拡大について検討を行っている。BIM/CIMに

ついてはまだ実績がないが、現場効率化・品質向上等、生産性向上の観点から重要な取組みと認
識している。今後は国の事例を参考に取組みに向けて検討するとともに、橋梁設計等でBIM/CIM
が適用できる事業がないか模索していく。また、今年度中にBIM/CIMの職員研修の実施を検討
している。
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（2）受発注者協働による災害対応に向けた環境整備
①　H30年7月豪雨災害、新型コロナウイルス感染症拡大等、緊急事態発生時には、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。

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）H30年7月豪雨災害発生時には、国からの要請を受けて災害応急対策を優先して

実施するための履行業務の一時中止について、適切に対応するよう各工事担当課へ通知してい
る。新型コロナウィルス感染症拡大防止においては、受注者の希望に応じ、事情を十分に聴取し
た上で、必要な一時中止期間を設定することとしている。なお広島市では、管理技術者の業務兼
務制限を設けていない。災害発生時に緊急業務を優先することは重要と考えているので、履行中
業務の一時中止・工期延伸については、発注者へ相談していただきたい。

②　災害対応時には、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。災害が甚大、
広域に跨る場合、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。

【広島市からの回答】
・	（工事契約課）災害が発生した場合等には、市の緊急特例制度を活用し、特命随意契約を実施して

いる。
・	（技術管理課）H30年7月豪雨災害における災害復旧現地踏査や査定設計・実施設計書作成につ

いては、広島県技術企画課が制定した積算基準に準拠している。また県外本店の業者へ再委託を
行う場合や、県外支店の応援を求めた場合の旅費交通費については、実績に応じた積算を行うよ
う適切に対応している。

（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、企業は安定経営のためだけではな
く、健全な発展のための投資も必要ですので、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の設定をお願いします。（国
土交通省：約78～ 80％、広島県：約90％）

【広島市からの回答】
・	（工事契約課）最低制限価格の水準については、国の基準を準拠することとしており、設計金額

2,500万円以上における最低制限価格の水準は、1,500万円未満の最低制限価格の算定式に90％
を乗じた額としていたが、落札率や他の政令市の状況を考慮し、今年9月より95％に水準を引き
上げた。引き続き、見直し後の入札状況等を注視していく。

②　交通誘導員の慢性的な不足は未だ解消されていないため、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。また、業務実施時に、予定価格算定時の単価と著しい乖
離が生じた場合、あるいは遠方から交通誘導員を確保した時の宿泊費・交通費等について実態
に即した変更契約をお願いします。

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）交通誘導員については、測量業務基準書の安全率により計上している。調査業務に

ついては必要に応じ積上げ計上している。単価については、毎年実施されている国の公共事業労
務費調査により決定された単価を採用している。単価に乖離が生じているという判断は非常に
困難だが、国や県の対応状況を参考に検討していく。遠隔地から人材を確保するために生じる交
通費・宿泊費等についても、今後、国や県の状況を踏まえて検討していく。
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（4）人材確保・育成、新たな事業推進形態の環境整備
①　人材確保・育成のためには、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、シ
ニア人材活用のための制度が必要と考えています。引き続き、導入に向けた検討をお願いします。

【広島市からの回答】
・	（工事契約課）国、県および各政令市等の取り組み状況について、今後調査検討していく。
2．技術力による選定
（1）プロポーザル方式・総合評価落札方式等の適確な運用・改善
①　プロポーザル方式による発注の制度は既に導入していただいておりますが、技術力・品質に
優れた企業を選定するため、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。

【広島市からの回答】
・	（工事契約課）公共工事に関する調査・測量・設計業務等は、生産プロセスの上流に位置し、社会

インフラの品質を確保する上で非常に重要な役割を担っている。総合評価やプロポーザル等技
術競争による発注方式の導入拡大については、今後発注関係事務の改善に向けた更なる取組み
を推進する必要があることを踏まえ、国の動向や他の政令市の状況を注視し検討していく。

（2）地方自治体における発注方式の改善
①　引き続き、積算基準にない項目について見積を徴収する場合には、見積条件の明確な提示をお
願いします。また、見積徴収した項目については、R2. 10月以降公告分より採用歩掛を公開して
いただいておりますが、一部の案件では未公開となっていますので、全業務を対象とした公開を
お願いします。

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）積算基準書にない項目の見積を聴取する場合は、業務内容を正確に把握するため、

仕様書等に詳細事項を記載するよう定めている。予定価格算出根拠の一層の透明性確保の観点
から、令和2年8月1日以降積算を行う全ての建設コンサルタント業務について、見積先から特
段の条件が付かない限り、見積決定歩掛を事前公表することとしている。現在、積算システム切
替の過渡期であり、採用歩掛の公表・未公表が混在していることをご了承いただきたい。
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、業務特性に応じて、受発注者合同現地踏査を実施することが、
共通仕様書に明示されています。国土交通省では既に全ての業務において合同現地踏査が導入
されており、その有効性が確認されていますので、引き続き、取り組みの強化をお願いします。

【広島市からの回答】
・	（技術管理課）受発注者合同現地踏査は有効であると考えている。特殊な測量・調査・設計を実

施する場合においては、業務契約締結後、受注者からの提案に基づいて実施することは可能と考
えているが、今後、国の取り組みを参考に検討していく。

（2）詳細設計等での三者会議等の実施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。
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【広島市からの回答】
・	（技術管理課）三者会議の導入によるエラー防止の効果は高いと考えているが、本市では三者会

議を実施していない。今後、他の自治体の採用状況等を踏まえて検討していく。
4．その他
①　開札後、落札候補者は、当日中に入札参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、引き続き、提出までの余裕期間の設定について検討をお願いします。また、電子メー
ルでの提出を認めていただく等、契約関係の効率化、省力化をお願いします。

【広島市からの回答】
・	（工事契約課）入札参加資格確認申請書の提出期限は、開札が午前の場合は当日の17時まで、開

札が午後の場合は翌日12時までとしている。この取り扱いは建設工事も同様としており、ご理
解いただきたい。電子メール等の活用については、現在国において行政手続きの見直しが進めら
れており、この中で検討していく。

令和3年度の発注機関に対する「建設コンサ
ルタントの要望と提案」の内容を固めるため、令
和3年2月3日（水）に復建調査設計株式会社会
議室において協会本部と中国支部に意見交換会
が開催されました。

あらかじめ本部で作成された令和3年度の「要
望と提案」の一次原案に対して、中国支部の意見
を申し入れました。
本部からは高野会長外12名がWebで参加され、

中国支部は、小田支部長外20名が出席しました。

高度経済成長期に整備した橋梁等社会資本の
老朽化進行が懸念され、老朽化が進行した橋梁
の迅速かつ円滑な対策の実施と品質の確保が重
要となっていますが、設計段階で足場等の設
置、近接による現地状況を十分に把握できない
状況で設計をせざるを得ない場合があり、施工
段階での追加調査や修正設計が必要となるなど
円滑な対策の実施が出来ない場合が多くなって
います。
このような状況に対応するため、建設コンサ

ルタンツ協会中国支部では、H29年度～H30年
度にかけて国交省中国地整、橋建協、PC建協と
連携し「中国地方橋梁保全事業品質向上勉強会」
を立ち上げ、既設橋梁を例題とした橋梁保全工

事の新しい入札・契約方式の検討を行ってきま
した。

協会本部と中国支部意見交換会

中国地方橋梁保全事業品質向上勉強会

写真　中国地方橋梁保全事業品質向上勉強会開催状況
（平成31年3月4日、於広島商工会議所会議室）
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技　術

技術部会の開催
⃝第1回技術部会・委員長合同会議
開催日：令和2年6月17日（水）
場　所：TKPガーデンシティ PREMIUM
内　容：⑴　各委員会活動報告

⑵　支部HP編集について
⑶　無電柱化における市町村支援に
関する申し合わせについて

⑷　工事見学会について
⑸　その他
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【事業の概要】三隅・益田道路は、平成24年
度に事業着手、令和7年度開通予定であり、島
根県浜田市三隅町三隅（起点）から益田市遠田
町（終点）を結ぶ延長15.2kmの自動車専用道
路である。当該区間にある一般国道9号は、急
カーブが多く、起伏も激しいために、事故が多
発しているらしく、この課題を解決するために
本道路が整備されている。
事業紹介HPの空撮写真を見ると、課題発生

の原因である急カーブと起伏の激しさを解消す
るためだと思うが、点在する山々を結ぶように
全部で16の橋梁が計画されている。
2020年11月17日に建設コンサルタンツ協

会中国支部の希望者で、三隅・益田道路に架か
る滝見高架橋PC上部工事（浜田市三隅町）と
新津田川橋のP1・P3橋脚工事（益田市津田町）
を見学した。
【滝見高架橋PC上部工事】PC4径間連結コ
ンポ橋で、橋長は112m（桁長：27.2m＋27.3m
＋31.8m＋24.7m）、主桁本数は3本で「架設
桁架設工法」が採用されている。当日はA2 ～
P3間のプレキャストセグメント主桁（桁長
27.2m）を門型架設機で吊り上げた状態から支
承に据えるまでの作業を見学した。架設作業時
でしか見ることができない主桁の各部構造やグ
ラウト注入前の状態などを見学できたので良い
ものを見ることができた。これ以外に、現場打
ちコンクリートを打設して中間支点上の主桁を
橋軸方向に連結する前後（型枠・鉄筋を組む前
と組んだ後）の状態を見ることができた。見学
後に調べものをして知ったことだが、主桁を連
続化することで、走行性・維持管理性・耐震性
の向上、振動騒音の緩和を図れる利点があるら

しく、見学したことをうまく学びに繋げること
ができた。
【新津田川橋　橋脚工事】新津田川橋P1、P3
橋脚は、小判型大口径深礎杭が採用されてい
る。当日はP3橋脚→P1橋脚の順で見学した。
事業の課題である起伏の解消のためか、橋脚自
体の全高は高い（推定20m超）。すでに施工が
完了しているP2橋脚を基部付近から天端を見
上げると首が痛くなるほど高いと感じた。
P3橋脚は、掘削途中の段階であった。掘削側

面の曲面部をライナープレートで補強、小判型
の長辺を切梁で支えている状況を見学した。見
学時は、中硬岩が分布する層を掘削しており、
口語でよく言われる「キンキンの岩（ガン）」を
見て触って叩いて感じた。P1橋脚は、基礎底
面までの掘削が終わり、掘削面がCo吹付け＋
ロックボルトで補強されている状態を見学し
た。ここでは、3Dモデルを用いた工事説明と
ARを体験した。ARは実際の規模感を知るには
とても有用な手段であると感じた。
【さいごに】今回、上部工や基礎工を見学した
が、完成後に見ることができない土工や仮設工
も合わせてみることができた。見たもののほと
んどが、今後の設計に活かせるものであったと
思う。また、施工現場では、先端技術の導入が
盛んに行われていると感じた。私自身、技能面
で遅れを取っているため、この見学会で体感し
たものを上手く設計に活かして地域貢献をして
いきたい。
最後に、中国地方整備局浜田河川国道事務

所、建設コンサルタンツ協会中国支部の方々に
は、場の提供や調整等いただきました。この場
を借りて感謝申し上げます。	 以上

三隅・益田道路の現地見学会
株式会社荒谷建設コンサルタント	　

構造部　構造設計課　松村　裕樹

↑写真1　滝見高架橋 

桁架設作業状況（上）

写真2　新津田川橋（左：P3橋脚、右：P1橋脚）→

主桁架設 P3橋脚

見学時の状況掘削底面から長辺方向に撮影

型枠配筋作業後型枠配筋作業前

連結部
ARで見た橋脚のイメージ掘削底面から上部を撮影

P1橋脚
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【滝見高架橋PC上部工事】
本工事は、三隅・益田道路のうち、橋長が

112．0［m］に及ぶ滝見高架橋PC上部の工事で
ある。今回はその一部分におけるセグメント桁
の取卸しの様子を見学した。セグメント桁の取
卸しは、次の2つの工程で行われる。
①トレーラーを使用し、取卸し門構とセグメ
ント桁を移動する。

②取卸し門構の鎖を人力で引っ張り、セグメ
ント桁を下降させる。

図1：セグメント桁を運ぶトレーラー（左）　と取卸しの様子（右）

②の工程は同時に4人で行い、一つのセグメ
ント桁の取卸しに2時間を要する。また、4人
がそれぞれ人力で行うため、監督者が作業状況
と危険性を確認しながら慎重に進める必要があ
る。1つ1つの施工は多くの時間と労力を必要
とするため、工事計画の重要性を再認識した。
また、現場では常に危険と隣り合わせであるた
め、危機管理の必要性を強く認識した。

【新津田川橋橋脚工事】
本工事は三隅・益田道路のうち、新津田川橋

の橋脚工事である。今回は、P1およびP3橋脚
における小判形大口径深礎杭を見学した。P3
橋脚では11．0［m］まで掘削しており、安全帯
を装着して昇降する様子を見学した。一方、P1
橋脚では完成した様子を3次元モデルで確認す
るAR技術を体験した。

図2：ARによる3次元モデル（工事完成）

P1橋脚における3次元モデルは、AR専用の
ゴーグルを通して見ることで実際の場所に完成
形が投影される。これにより、設計図面では把
握しきれない完成形のイメージを掴み、作業の
途中でも完成形と比較することが可能となる。
また、AR専用ゴーグルに映し出された3次

元モデルは、別のディスプレイへ同時に映し出
される。AR専用ゴーグルとディスプレイへ同
時に映し出すことにより、完成時のイメージを
現場内で共有することが可能となる。
本工事は、墜落等の危険を伴う現場であった

ため、実際の安全対策を体験することができ
た。また、現場に導入されている新たなIT技術
も体験することができた他、導入による変化と
今後の課題を知ることもできて良かった。

【現場見学会を終えて】
今回の現場見学会は、施工の過程を見て、肌

で感じることができる貴重な機会であった。工
事計画や危機管理は普段触れる機会の少ない業
務であるため、現場の苦労を知ることができて
良かった。また、IT関連の業務が多い私にとっ
て、現場によるAR技術の体験は良い経験となっ
た。新たな技術を利用する立場になることで、
導入する際の利点や注意点など考慮すべき内容
を知ることができた。今回の現場見学会で得ら
れた経験をもとに、今後はITの分野から現場を
支えていきたい。最後に、関係者の皆様、お忙し
い中、大変ありがとうございました。	 以上

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

情報企画部　　西山　拓也
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①中国地方整備局
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

基礎技術Ⅰ研修
R2.7.10（金）
～ 7.14（火）

髙宮晃一・安富泰弘・吉田仁司
（復建調査設計㈱）

基礎技術Ⅱ研修 R2.10.26（月） 野田直樹（㈱ヒロコン）

砂防・土砂災害対応研修 R2.10.8（木） 來須洋二（中電技術コンサルタント㈱）

橋梁管理実務者（Ⅱ）研修 R2.10.15（木） 高　龍（㈱片平新日本技研）

道路に関するエキスパート（橋
梁）勉強会

R2.12.24（木） 高　龍（㈱片平新日本技研）

②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 R2.10.28（水） 高　龍（㈱片平新日本技研）

③山口河川国道事務所
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

橋梁の計画と設計、CIMの推
進と活用

R2.12.16（水） 日高卓也（㈱長大）

④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）

R2.7.8（水） 平尾保洋（復建調査設計㈱）

土木専門研修（構造物設計） R2.7.13（月） 野田直樹（㈱ヒロコン）

土木専門研修（BIM/CIM初級編） R3.1.12（火） 亀田雄二（復建調査設計㈱）

⑤広島高速道路公社
研　修　名 実施日 派　遣　講　師

BIM ／ CIMについて R2.12.23（水） 高　龍（㈱片平新日本技研）

⑥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）

R2.10.1（木）
～ 10.2（金）

増田　修・高木正行・竹岡敏郎・松浦寛司
（㈱エイト日本技術開発）

会計検査指摘事項の検証 R2.11.24（火）
安井　亨・金田博志
（㈱エイト日本技術開発）

研修講師の派遣
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河川委員会の活動報告
⃝河川委員会の開催状況と主な内容
回数 開催日 主　な　内　容

1 R2.7.1（水） ・今年度の体制について
・活動計画について

2 R2.9.23（水）

・中国支部50周年記念誌について
・中国地整との技術交流会について
・建コン中国支部HP用掲載案について
・業務事例報告

3 R2.10.14（水）
・中国支部50周年記念誌について報告
・建コン中国支部HP用掲載案について報告
・業務事例報告

4 R2.11.4（水）
・中国地方整備局との技術交流会について
　（整備局との協議結果・来年度の活動報告）
・業務事例報告

5 R2.12.9（水）
・中国地方整備局との技術交流会について
　（技術勉強会の実施方針）
・業務事例報告

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

52回 R2.6.10（水）
・令和2年度の活動方針について（木原委員長）
・「働き方改革」コロナ感染拡大対策について（WG報告）
・「BIM/CIM」に関する情報提供（復建調査設計）

53回 R2.7.1（水）
・「働き方改革」「高齢者事故・事故対策」「4支部連携」について作業、アン

ケート報告（WG報告）

54回 R2.7.29（水）
・「BIM/CIM」対応ソフトのデモについて（WG報告）
・「高齢者事故・事故対策」について意見交換（WG報告）
・技術的な最新の話題について意見交換（各社報告）

55回 R2.9.2（水）
・「BIM/CIM」に関する情報提供（ウエスコ）
・「働き方改革」について意見交換（WG報告）
・環状交差点と環道型退出路について（NEXCOエンジ中国）

56回 R2.10.7（水）
・「高齢者事故・事故対策」について意見交換（WG報告）
・「働き方改革」について意見交換（WG報告）
・課題研究のとりまとめと資料取り扱いについて（木原委員長）

57回 R2.11.4（水）
・「BIM/CIM」に関する情報提供（明伸建設コンサルタント）
・「高齢者事故・事故対策」について意見交換（WG報告）
・「働き方改革」について意見交換（WG報告）

58回 R2.12.2（水）

・「働き方改革」のとりまとめ発表　（WG報告）
・「BIM/CIM」について意見交換（各社報告）
・逆走防止技術と逆走事例について（NEXCOエンジ中国）
・「4支部連携」について中間報告（WG報告）
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⃝共通する悩みの課題の解決に向けて

道路委員長　木原　智晴
令和2年度の道路委員会は、コロナ禍のため

開催時期が遅れたものの、6月委員会から12月
委員会まで計7回（通期52回～ 58回）開催し
た。
7年目を迎えた本委員会は、共通する悩みで

ある、「BIM／CIM」「働き方改革」「高齢者事故・
事故対策」に対するWGと、2018年度より活動
している「西日本4支部連携」の4つのWGを中
心に活動したところである。
各回については、14社37名の委員の約7割

以上が参加しており、コロナ禍の状況ではあっ
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、高齢者事故対策の動
向・事例紹介をはじめ、働き方改革といった業
界の課題について、道路委員会として議論して
きたところであり、「働き方改革」については今
年度報告書としてとりまとめ2年の活動で終了
した。
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、《西日本
版スーパーメガリージョン構想》を合同提言と
して中間報告した。
令和3年度は引き続き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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⃝令和2年度PC技術講習会
開	催	日：令和3年1月18日（月）～ 22日（金）
開催方法：オンライン講習会
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）PC橋の設計施工に関する留意点
　　　　　2）補修・補強工事の実績に関する話題
　　　　　3）道路橋示方書改定に関する話題
　　　　　4）i-bridge及び維持管理診断に関する最新技術のご紹介	 以　上

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 R2.5.29（金）

・プレストレスト・コンクリート建設業協会との意見交換
・エラー事例収集について
・外部活動報告
・分科会活動（補修更新WG、新道示WG）
・自由討議

2 R2.8.28（金）

・建コンホームページのコンテンツ作成について
・道示や各種便覧の質疑方法の確認
・BIM／ CIM関連情報
・既設橋に対する新道示（H29）の適用確認
・分科会活動（補修更新WG、新道示WG）
・自由討議

3 R2.12.4（金）

・日本橋梁建設協会との意見交換
・国総・土研との意見交換会の参加報告
・PC技術講習会の運営状況の確認
・分科会活動（補修更新WG、新道示WG）
・自由討議

⃝港湾委員会の開催状況と主な内容
回 開　催　日 内　　　　　　容

１ R2.7.14(火)
・技術部会・委員会合同会議報告
・令和２年度活動内容について
・今後の予定

２ R2.9.8(火） ・支部ＨＰ案の検討
・事例等発表他

３ R2.10.13（火）・支部ＨＰ案の検討
・事例等発表他

４ R2.11.18（水）

・積算基準の見直しについて
・若手技術者の取り組みについて
・事例紹介
・次年度活動予定等

港湾委員会の活動報告
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⃝第1回WEB防災講演会
「事前防災、事後防災のあり方」
京都大学防災研究所の矢守教授には、避難に

ついて考えるときに大事なたった2つのことと
して、「避難スイッチ」と「セカンドベスト」に
ついて基調講演を行って頂きました。地域独自
の避難のタイミングを前もって明確にする「避
難スイッチ」と、遠方の避難場所ではなく、確
実に避難できる次善の避難場所を「セカンドベ
スト」として設定し避難することで、犠牲者の
減少を図る考え方についてとても貴重な内容で
した。
また、広島県災害復興支援士業連絡会の被災

者支援の活動、広島県における土砂災害対策に
ついてご講演頂くとともに、建設コンサルタン
ツ協会の小学校における防災教育の実践につい
て紹介し、事前・事後のそれぞれのタイミング
での防災活動の重要性や留意点について、理解
が深まる内容でした。技術士会各支部からそれ
ぞれの地域や実情に合わせた防災教育などの活
動を発表頂き、基本的な情報共有が進み、連携
を深める内容でした。

開催日：令和2年11月11日（水）13：00 ～ 17：00
主　催：（公社）日本技術士会中国本部防災委員会
共　催：（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部
　　　　広島県災害復興支援士業連絡会
　　　　（公社）砂防学会中四国支部
参加者：200名
内　容：基調講演

「避難スイッチ・セカンドベストで
進める豪雨災害防災」
京都大学災害研究所教授　矢守克也
講演1「被災者支援の実態と私たち
にできること」
広島県災害復興支援士業連絡会

道免明彦
講演2「土砂災害の概要と対策」

広島県砂防課長　山本悟司
講演3「小学校防災教育の実践と防
災DVD」
建設コンサルタンツ協会中国

支部防災委員長　金原智樹
話題提供「技術士会中国本部・各県
支部の防災活動、取組み、今後」

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 R2.7.2(木)

・決算報告、予算の審議
・令和2年度の活動方針について（防災教育、防災DVD、防災講演会、社

会貢献活動、委員会HP、防災見学会）
・運営、役割分担について

2 R2.9.18(金)

・話題提供「広島県熊野町川角大原ハイツの避難者支援」
・防災教育　実施報告、今後の計画
・防災講演会について
・社会貢献活動（災害Ｑ＆Ａの配布）について
・50周年記念事業の地域貢献活動の広報パネルについて

3 R2.12.4(金)

・話題提供「令和2年熊本県球磨川災害」
・防災教育　実施報告、今後の計画
・防災DVDの活用について
・防災講演会　実施計画
・社会貢献活動（災害Ｑ＆Ａの配布）実施計画
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中国本部防災委員会
防災委員長　山下祐一

岡山県支部防災委員会
防災委員長　佐藤丈晴

鳥取県支部防災委員会
防災委員長　西村悟之

島根県技術士会防災部会
防災部会長　長嶺元二

山口県支部防災委員会
支部長　住居孝紀

山口県支部防災委員会
　委　員　内山省三

⃝第2回WEB防災講演会
「再発する大規模災害への備え」
開催日：令和3年2月5日（金）13：00 ～ 17：00
主　催：（一社）建設コンサルタンツ協会
　　　　中国支部防災委員会
　　　　（公社）日本技術士会中国本部防災委員会
共　催：広島県災害復興支援士業連絡会
　　　　（公社）砂防学会中四国支部
後　援：中国地方防災研究会
参加者：200名
内　容：
　基調講演1
　「花崗岩の風化様式と斜面崩壊様式」
　京都大学防災研究所名誉教授　千木良雅弘
　基調講演2
　「花崗岩地帯における土石流サイクルと防災対策」

　山口大学大学院教授　鈴木素之
　講演1
　「平成30年7月豪雨災害を踏まえた広島県の取組み」

広島県危機管理課長　佐藤伸樹
　講演2
　「広島西部山系砂防事務所の取組み」
　中国地方整備局広島西部山系砂防事務所長

　熊澤至朗
　講演3
　「専門士業の被災者への備え」
　日本技術士会中国本部防災委員会

古川　智
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●防災教育
防災委員会　復建調査設計㈱　中籔恭介

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16年目を迎え、
合計65箇所で講座を開いています。
今年はコロナ禍の影響で開催が危ぶまれまし

たが、3密対策をとりながら以下の5回の講座
を行いました。

2．9．	2 ひろせ健康サロン	高齢者 12名

2．9．29 広島市立山田小学校	6年生 23名

2．11．2 広島市中野東小学校	5年生 37名

2．12．2 広島市立安西小学校	3年生 67名

2．1．26 広島市立上温品小学校	5年生 50名

以下に広島市立安西小学校で行った事例を紹
介します。

■広島市立安西小学校　防災教育　報告書
1．概要
日　時：令和2年12月2日（水）
時　間：14：00～15：35（授業90分、休憩5分）
対　象：広島市立安西小学校3年生2クラス　67名
授業名：「災害について、みんなで考えよう！」
　　　　「ハザードマップの作成」
講　師：秦、古川、山下、中籔　計4名

2．授業内容
広島市立安西小学校において、3年生67名

（学年全員2クラス）を対象に、土砂災害、地震・
津波災害、河川災害（洪水・浸水）について、「災
害について、みんなで考えよう！」「ハザード
マップの作成」をテーマに防災教育を行った。
新型コロナ感染症への感染防止に配慮し、換

気の行き届いた教室で、マスク着用のもと授業
を行った。授業時間が2時限（45分×2）であっ
たため、1時限目は座学、2時限目はハザード
マップの作成を行った。
また、安西小学校区全体の防災力向上のた

め、説明資料の抜粋版とハザードマップを全児
童へ配布し、帰宅後に児童が家族らに本日の授
業内容を話すよう説明した。
2．1　座学
座学では、主に以下の内容について説明した。

①　災害ってなに？

・地震・津波災害、洪水（浸水）災害、土砂災
害の概要

・災害事例（H7阪神淡路大震災、H23東日本
大震災、H26広島豪雨、H30西日本豪雨　
等）

・がけ崩れ、土石流災害を防ぐ方法（法枠、防
護柵、砂防ダム　等）

②　災害時の警戒・避難
・災害時に何が大切かの説明（早めに逃げる

こと、命を守る行動をとること）
・学校で地震が起こったときの対処法
・災害時にハザードマップをどのように活用

するか
・災害時の避難場所
・避難時の注意点
・アプリなどでの災害・避難情報の取得

2．2　ハザードマップ作成
土砂災害警戒区域、浸水想定区域、避難所、

ランドマークを記載したハザードマップの下図
を用い、個人で以下の実習を行った。また、実
習結果について、挙手制で発表を行った。なお、
児童らには、事前に小学校区全体の白図を渡
し、それに自宅をマーキングしたものの準備を
依頼していた。
①　自宅をハザードマップの下図にプロット
し、自宅周辺の危険箇所を知る。

②　自宅に近い避難所を選び、自宅から避難所
までの道のりを記入する。

③　避難する間に危険な場所がないか考える。
3．講座を受けた感想（アンケート結果抜粋）
・自分の家は黄色の近くだったけど、災害が起

きる前に避難しておけばどんなところでも助
かることが分かりました。

・天気予報を見て大雨だとしたら、大雨の前に
逃げると安全だと理解できました。

・早く避難することが分かりました。車で避難
所に行ってはだめだと分かりました。

・今日は災害用のアプリを知れたから、アプリ
を入れて危険を避けたいです。

・災害がすごく怖いことが分かりました。今ま
では、地震が起きてもちょっとくらい大丈夫
と思っていたけど、災害が起こるかもしれない
から、避難することをこれから大切にします。

・今日は、安西地区の危険なところを探しまし
た。津波や土石流やがけ崩れの速さとかが知
れたから避難もできるから良かったです。

令和2年度　防災委員会社会貢献活動
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・色々と分からなかった危険なところがよく分
かった。色々詳しく教えてくれて分かりやす
かった。また災害の怖さも知った。どんなと
ころが危ないのか分かった。またこの授業を
受けたいです。

・今日は防災教室で災害のことをいっぱい知り
ました。避難場所が近くで安心しました。お
母さんに絶対教えてあげようと思います。

・今日の防災教育でとても災害のときに役に立
つことを教えてくれて本当にありがたく思い
ます。今日で災害にとっても興味を持ちまし
た。家に帰ったらお家の人に教えてあげます。

・災害について教えてもらったから、もっと自
分の命を守ろうと感じました。避難場所は分
かっているし道も分かるから、避難場所に早
く行けると思います。学んだことを一生覚え
ておこうと思いました。

・昔だったら大地震とかは何十年に一度くらい
だけど、最近になってからは大地震とかは何
十年じゃなくて数年に2回ぐらいだから身近
に気をつけようと思います。

・本当の先生みたいに教えてくれてとっても分
かりやすくてすごかった。

4．講座を行った感想
安西小学校区は、東西を安川が横断し、南北

に山地があるため、宅地の概ね半数が浸水想定

区域内もしくは土砂災害警戒区域内に位置して
いる。当地区は、H26年災害で大規模被害を受
けた地域に近接していることもあり、特に土砂
災害に関する防災力を強化すべきだと考え、が
け崩れ・土石流を中心とした防災教育を行った。
小学3年生ということもあり、2年前のH30年
災害を覚えていない児童らも多かったが、学校
の廊下から砂防堰堤を確認できたこともあり、
身近な対策施設を通してより一層の防災への意
識付けができたと感じた。
小学3年生に地図の読取りが難しいと想定

し、事前に自宅をマーキングした白地図を準備
していただいていたため、ハザードマップのと
りかかりがスムーズであった。ハザードマップ
に自宅を落とし込んだ際に、土砂災害（特別）
警戒区域に自宅が掛かり不安がる生徒がいる
一方で、「黄色にギリギリ掛からなかったから
セーフ！」といった意見も目立った。このため、
「大きな災害のときは、黄色にかかっていない場
所でも安心とは限らない。」と注意喚起を行った。
本講座後に、児童たちに実施したアンケート

においても、「早めの避難が大事だということ
が分かった」「今日習ったことをお家の人に伝
える」「災害アプリを入れる」等の回答があり、
本講座の目的や意図が児童に正しく伝わってい
ると感じられた。

座学の様子［3年1組］

ハザードマップ発表希望者の挙手［3年1組］

座学の様子［3年2組］

安西小学校での防災教育の状況

ハザードマップ発表状況［3年1組］
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中国支部（地域計画委員会）では、社会貢献活動としての取り組みを行うため、定期的に委員会（会議）
を開催し、（1）まちづくり出前授業、（2）公共空間活用に係るまちづくりポスターの活用、（3）「まちなか
の居心地の良さを測る指標（案）」に基づく事例現地調査、（4）新型コロナウィルスによる影響に関する
調査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 R2.6.3（水） ・令和元年度の活動報告・令和2年度の活動テーマについて
2 R2.7.15（水） ・令和2年度の活動テーマについて
3 R2.8.19（水） ・2018まちトーク参加者へのフィードバックの公表に向けて

・公共空間活用に係るまちづくりポスターの活用方法
・「まちなかの居心地の良さを測る指標（案）」に基づく事例現地調査について
・新型コロナウィルスによる影響に関する調査について

4 R2.9.16（水）
5 R2.10.14（水）
6 R2.11.18（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。今回は感染症対策として、
体育館で2クラスづつに分けた上で、それぞれ2回づつ、計4回実施しました。

テーマ
まち（三篠）のやさしさ

（ユニバーサルデザイン）
大切なまち（三篠）の環境

実施日 令和2年7月3日（金）（2コマ）×2グループ 令和2年7月6日（月）（1コマ）×2グループ
対象者 三篠小学校3学年（児童130名＋教員6名） 三篠小学校4学年（児童138名＋教員6名）

概 要

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。

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。
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（2）公共空間活用に係るまちづくりポスターの活用
平成30年度に開催したフォーラムにおいて、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
が得られました。令和元年度には、このアイデアが実現され
たときの「まちの将来像」を視覚化し、建コンのPRのための
ポスターを作成しました。
今年度は、このポスターを活用し、建コン中国支部50周年

記念式典において、社会貢献活動の状況を紹介しました。

（3）「まちなかの居心地の良さを測る指標（案）」に基づく事例現地調査
「居心地が良く歩きたくなる」まちづくりに向けて、現状把
握や改善点を探るツールとして令和2年3月に「まちなかの
居心地の良さを測る指標（案）」が国土交通省により作成され
ました。
地域計画委員会では、公共空間の活用に向けた取り組みを

進めるにあたり、今後の課題や施策を検討するため、当指標
を用いた調査を実施することとしました。
まずは調査方法の課題を探るため、広島の中心部（国道54

号）でプレ調査を行いました。続いて、地下街「シャレオ」で
の調査を行いました。今年度中に結果をとりまとめ、来年度
には、結果分析や今後の施策の検討を行う予定としています。

（4）新型コロナウィルスによる影響に関する調査
令和2年度、新型コロナウィルス感染症の流行により、外出自粛や都道府県を跨ぐ移動の制限、

休業要請、在宅勤務など、市民生活や経済活動の多くに影響が出ています。その後の課題となって
いる経済対策を踏まえ、6月5日には、
路上客席の緊急措置として、国土交通
省から「新型コロナウィルス感染症の
影響に対応するための沿道飲食店等の
路上利用に伴う道路占用の取り扱いに
ついて」が発表されました。
地域計画委員会では、公共空間の活

用や検討に資する資料として、新型コ
ロナウィルスによる影響として、当該
事例を収集することとしました。
なお、新型コロナ禍であることを踏

まえ、現地視察や関係者ヒアリングを
見送る替わりに、各ホームページや
WEB上の記事に加え、個人ブログや各
種SNSにおけるコメントも収集し、と
りまとめることとしました。

ポスター掲示の様子

調査状況

収集した事例
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『まちづくり出前授業2020』
平成25年より社会貢献活動の一環として広島市内の小・中学校に出前授業を実施してい

ます。これまでにユニバーサルデザインや環境とインフラ、ドローンのデモンストレーショ
ンによる建設コンサルタントの防災への貢献といった授業を実施してきました。
今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大で実施が危ぶまれましたが、学校からの要望が

あったため、体育館で学年を2グループに分け「まちのやさしさ（ユニバーサルデザイン）」
と「大切なまちの環境」の2つの授業を行いました。

①	まちのやさしさ（ユニバーサルデザイン）小学校3学年（児童130名＋教員6名）
実施した小学校の目前にある、JR横川駅を中心としたまちの様々なユニバーサルデザイ

ンによる工夫について、クイズ形式での出題や基準の説明、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などにより説明しました。これは、多
用なインフラによるやさしさを通じて、自分達の街に多用な人々が暮らし、お互いに理解し、
支えあっていることを感じてもらう導入の授業になっており、児童は後日、実際に街を調査
し、きづきをまとめて発表するとともに、地域にある障害者支援施設の方々との交流活動も
行っています。

②	大切なまち（三篠）の環境小学校4学年（児童138名＋教員6名）
実施した学校の周りには太田川という人工の放水路と旧河川が流れ、滝の流れる三滝山、

廃棄物の埋立後に整備された公園といった様々な環境と歴史を有しています。これらの身近
な自然環境・生活環境・3R等についてPPTでの説明を中心に講義を実施し、その後の焼却
場や下水処理場、河川敷の観察などの校外授業へとつなげていきました。児童達はその後の
校外授業での観察も経て、グループごとに環境新聞としてとりまとめ、発表してくれました。
これらの授業の後、児童全員からお礼の手紙を受け取りました。そこには、自分の暮らす

街が素敵で好きになったということ、まちや環境を大切にしたいといった思いに加え、先生
（私：笑）のような物知り博士になりたいです！と記されており、この世界に興味をもってく
れたようです。

（元地域計画委員長　森島誠司：中電技術コンサルタント株式会社）
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厚　生

〈個人戦〉
順 位 氏名（会社名） OUT IN G HD NET

優		勝 島田淳次（荒谷建設CT） 51 54 105 33.6 71.4

2		位 蔵重耕一（中電技術CT） 42 37 79 7.2 71.8

3		位 森貞安雄（荒谷建設CT） 44 39 83 8.4 74.6

〈団体戦〉
順 位 メンバー（会社名） NET平均スコア

優	勝
島田淳次（荒谷建設CT） 縄田和成（中電技術CT）

77.5
林　栄一（荒谷建設CT） 森脇勝彦（相生エンジ）

準優勝
坪井俊郎（中電技術CT） 大河　淳（陸地CT）

78.2
西田宣一（復建調査設計） 岩苔　宏（荒谷建設CT）

今回（55回） 前回（54回） 前々回（53回）
参加人数 16 16 20

平均スコア（グロス） 103.4 110.6 101.0

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30日（金）にゴルフ大会を開催しまし
た。例年はゴルフ大会のほか、フットサル、ボウ
リング大会を開催していますが、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止となりました。

来年度もコロナウイルスが収束するか分から
ない状況ですが、そのような中でも「分散開催」
や「リモート開催」等のできる種目や方法の検
討もしていきたいと考えています。その際は、
会員の皆様には改めてご協力いただきますよう
お願いいたします。

令和2年度親睦活動

■ 第55回ゴルフ大会

個人戦は、荒谷建設コンサルタントの島田淳次さんが優勝！
団体戦は、島田淳次さん（荒谷）　縄田和成さん（中電）

林　栄一さん（荒谷）　森脇勝彦さん（相生）チームが制覇！

晴天に恵まれた令和2年10月30日（金）、今
年で第55回目となる親睦ゴルフ大会を「賀茂
カントリークラブ」で開催しました。
参加者は5名の初参加を含め前回同様に4組

16名となりました。今回は新型コロナ対策で
ラウンド後のミーティングは行いませんでした
が、その分スタート前に自己紹介や写真撮影な
どしっかりと親睦を図り、リラックスしてのス
タートとなったはず（？）でした。ところが、賀

茂カントリークラブは何と言ってもバンカーの
多さ・難しさで有名であり、皆さんもその罠に
しっかりはまって今年も参加者平均スコア（グ
ロス）は103点と、第49回以来7年連続の100
点越えとなりました。
ハンディはダブルペリア方式で行い、個人優

勝は荒谷建設コンサルタントの島田さん（ネッ
ト71.4）。ベスグロは中電技術コンサルタント
の蔵重さん（グロス79）が獲得されました。
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《ゴルフ大会優勝者の声》
島田　淳次（写真左）
株式会社　荒谷建設コンサルタント
年　齢：68歳
役職位：専務取締役
出身地：広島県

　家族構成：妻と2人暮らし
　　　　　（子供2人は他に住んでいる）

　趣　　味：囲碁、ゴルフ
　ゴルフ歴：40数年

《ゴルフを始めたきっかけ》
若い頃、職場の上司に使い古しの道具をプレゼントされ、練習もせずいきなりラウンドした（そ

の時のスコア167）のが、始めたきっかけです。新婚ほやほやで安給料でしたが、仕事に影響したら
まずいと思い、断ることができなかった様に思います。

《一番の思い出》
20数年前に、瀬戸内海ゴルフ倶楽部でホールインワンを達成し、次のホールでそのボールを池の

中に入れてしまい、記念のボールを即失ったことがありました。ゴルフ保険を目一杯使い、皆で飲
み食いしたことが思い出されます。

《ゴルフがうまくなるには》
ゴルフは健康保持が目的です。レッスンプロに指導を受けて、上手くなりたいと思っていますが、

これまで1回も指導を受けていませんので、全くの我流です。特にアプローチとパターが下手くそ
です。誰か教えていただけないでしょうか。

《今回の勝因》
天候、メンバーに恵まれ、楽しくラウンドできたことが何よりで、ハンディのお陰で優勝するこ

とができました。ゴルフの神様がいるとしたら、私に味方してくれた神様に感謝します。

《その他一言》
新型コロナ禍の影響が建設コンサルタント業界にも、徐々に重くのしかかってくる状況の中、ス

トレスが溜まりやすい環境だとは思いますが、こうした親善ゴルフは、ストレス解消にもつながり
ますし、他社との情報交換もでき有意義な会だと思います。今回は、ゴルフ後の集まりができませ
んでしたが、次回以降は、コロナが収束し従前通りになることを願っています。私のようにスコア
が悪い人も、優勝することがありますので、もっともっと参加者が増えることを期待しています。
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団体3位（左から）
住本さん、蔵重さん、新谷さん、村上さん

団体優勝（左から）
森脇さん、島田さん、林さん、縄田さん

団体4位（左から）
安田さん、柚山さん、平山さん、森貞さん

団体2位（左から）
岩苔さん、坪井さん、大河さん、西田さん

スタート前の集合写真　‘まあ何より、え～天気じゃの～！’
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寄　稿

1．歩み
株式会社ウエスコ（以下：当社）は、2020年

9月に創立50周年を迎えました。大阪万博が開
催された1970年9月、岡山市奉還町で西日本
測量設計株式会社として創業し、1973年の建
設コンサルタント登録を機に、社名を西日本建
設コンサルタントと改めました。さらに1989
年には現在の社名であるウエスコに社名変更
し、その3年後には新本社ビルが竣工していま
す。当初は、道路部門だけのコンサル登録でし
たが、その後も登録部門を増やし、現在では17
部門を登録する総合コンサルタントとして発展
してきました。
また、2014年には、持株会社体制となり、当

社は持株会社のウエスコホールディングスの中
核企業として成長することが期待され現在に
至っています。

2．50年間のトピックス

1）ウエスコの由来
ウエスコの由来をご存じでしょうか？
「西日本」の限定をはずした新しいコーポレー

トフラッグのもと更なる事業拡大の道を歩みだ
す思いが込められ、下のような理由です。

2）様々な挑戦
当社は、この50年の間に建設コンサルタン

ト以外の事業にも挑戦してきました。1986年
には岡山市内でカルチャーセンター「ABLE」
を開業しました。この事業は後に分社化し、グ
ループ会社で運営しています。
また、2010年には神戸市立須磨海浜水族園

の指定管理業務を受託しました。環境調査部
門、都市計画部門の職員を中心に、これまで
培ったノウハウと建設コンサルタントならでは
の視点を盛り込んだ企画・運営で高評価を得て、
2020年まで10年間継続しました。この事業も
分社化しました。新たな会社では、昨年開業し
た四国水族館の運営を行い、さらに、2021年秋
に開業する神戸新港突堤西地区のアクアリウム
の運営を行います。

3）3次元計測技術
当社には創業直後から航空測量部門があり、

撮影用のセスナも所有、航測図化機、デジタル
マッピングシステムなども導入して自社で図化
作業を行っていました。1980年代は非常に多
忙で、図化機の台数の関係から二交代制で業務
にあたっていたようです。

創立50周年を迎えて
株式会社ウエスコ　　 　　　
代表取締役副社長　北村彰秀

西日本建設コンサルタンツと改名した当時
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現在では、デジタル航空カメラ、航空レーザ、
モービルマッピングシステム、路面下空洞探
査、マルチビーム無人ボート、UAVなどを駆使
して空間計測を行っています。そして、空間計
測が自社でできる強みを生かして「測量・設計・
施工の高度情報化」に対応した技術開発にチャ
レンジしています。

3．50周年記念事業
1）記念式典
創立記念日の9月21日に全社員、グループ

会社関係者に加えて、日頃お世話になっている
方々に列席して頂く記念式典を計画していまし
たが、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し
て、残念ながら中止いたしました。

2）絵本の寄贈
岡山市内の幼稚園（103園）及び市立図書館

（10館）に対して絵本を寄贈しました。この企
画は、若手職員のアイデアでコロナ禍での社会
貢献として、次世代を担う子供たちに「自然を
愛する心」、「暮らしを支えるインフラへの興
味、関心」を育むことを目的に絵本を選定しま
した。
寄贈後には、絵本を手にした時の様子や子供

たちが描いた感謝の絵、手紙が届けられ、社員
一同、温かい気持ちになりました。この絵本を
手にした子どものなかから、将来、土木の道に
進んでくれたら嬉しいです。

3）暮らしの中の土木フォトコンテスト
当社の経営理念である「未来に残す、自然と

の共生社会」をテーマとしたフォトコンテスト
を実施しています。当社のPRと暮らしと土木
のかかわりを広く一般の人に理解してもらうこ
とを目的としています。
応募締め切りが2021年4月30日ですので興

味のある方は当社ホームページ（https://www.
wesco.co.jp/）をご覧ください。

4．これからの50年
当社が50周年を迎えた2020年は、新型コロ

ナウイルスが猛威を振るい、働き方、生活スタ
イルが大きく変化しまた。また、近年建設コン
サルタントを取り巻く環境、求められるニーズ
が大きく変化しています。
今後は、様々な変化に対して、培ってきた技

術と総合建設コンサルタントの強み生かして積
極的にチャレンジし、企業としての成長と社会
的責任を果たしていきます。

寄贈した絵本
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読 者 の
コーナー

株式会社　荒谷建設コンサルタント
本社事業部　水工部　上下水道設計課　中藤　寛人

株式会社ウエスコ
技術部　交通計画課　田邉　周

株式会社ウエスコ
技術部　構造設計課　福岡　航大

令和2年4月に株式会社荒谷建設コンサルタントに入社しました中藤と申します。
新型コロナウイルスの影響で入社式が延期になったり、研修スケジュールが変更になったりした状況で私の社会人生活が

始まりました。自宅でリモート研修を受けている時には、今後出社できる状況になるのか不安に思うこともあったので、現
在、感染予防に気を付けながらではありますが会社に出社して仕事ができている状況はとてもありがたいことだと感じてい
ます。
水工部上下水道設計課に配属になり、入社後約9か月経った現在では、配水池設計業務や市の下水道設計指針の改定業務

等に携わっています。上下水道については学生の頃ほとんど学んだことがなかったので、初めはわからないことばかりでし
た。しかし、親身になって指導して下さる先輩方に恵まれて、まだまだ未熟ではありますが少しずつ知識や技術を身に着け
られていると感じています。今後も先輩方を頼りにすることは多いと思いますが、先輩を頼るだけでなく自分で考えて自分
なりの答えを持つことも大切だと思います。日々の業務を通じて自分で考えて結論を出す能力を身に着けて、頼られる技術
者を目指して努力していきたいと思います。

令和2年4月に株式会社ウエスコに入社いたしました田邉と申します。本年は新型コロナの影響もあり、時差出勤やスプ
リット体制などイレギュラーな環境でのスタートとなりましたが、業務に取り組みながら日々勉強しています。
業務に触れて私が一番強く感じたことは、相手にわかりやすく伝えることの重要さです。入社し業務に携わるまで、専門

職に対して、専門知識を活かし黙々とデスクワークに取り組むイメージが強かったのですが、発注先の方との協議に同行さ
せてもらった際に、上司の方が丁寧に説明をしている姿を見て、相手の方が理解しやすいようなコミュニケーション能力の
重要さを痛感しました。また、資料作成についても、ただ事実を連ねるのではなく、情報の取捨選択であったり配置や色遣い
などといった細部にも意識することであったりと、相手の方が見やすい・分かりやすいと思ってもらえるものを作ることの
重要さを改めて感じました。何が大事で大事でないかを意識し、上司や先輩の方々の日々の業務を参考にしながら知識や経
験・手法などを吸収していきたいと考えています。
専門的な知識を身につけていくことはもちろんのこと、コミュニケーション能力や資料作成といった基本的な部分を意識

しつつ今後の業務に励んでいき、一人前の技術者になれるよう、一歩一歩前進していこうと思います。

2020年3月に大学を卒業し、同年4月に株式会社ウエスコに入社後、技術部構造設計課に配属となりました福岡と申しま
す。現在、私は主に橋梁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
を把握することはもちろん、その土地や環境で異なる問題を把握する力の重要性を日々感じています。普段何気なく見てい
る橋梁の小さな部分すべてに意味があり、その意味を理解することに面白さを感じます。
知らない単語も多く、常に新しいことばかりで思うように作業が進まないことも多々ありますが、上司や先輩方に優しく

丁寧に指導いただき、日々知識を身に付けています。設計コンサルタントとして専門的な知識はもちろん文章力、伝え方、構
成等まだまだ未熟であることを思い知らされる毎日ですが、尊敬できる上司・先輩方の背中をみて追いつけるよう努力して
いきたいと思います。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

入社して感じたこと

入社して感じたこと

入社して感じたこと
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株式会社エイト日本技術開発
都市環境・資源・マネジメント部
都市環境グループ　日比野　公俊

株式会社エイト日本技術開発
インフラ保全センター中国支社　岡崎　陽香

中電技術コンサルタント株式会社
道路交通部　構造グループ　金岡　沙映

2020年3月に大学院修士課程を修了し、同年4月に株式会社エイト日本技術開発に入社後、都市環境・資源・マネジメン
ト部都市環境グループに配属となりました。現在、私は主に自然環境調査業務に携わっております。魚類や猛禽類等の野生
生物を対象とした現地調査に同行することが多いのですが、知識や技術が足りないと感じることが多く、調査経験が求めら
れる仕事だと痛感しています。
自然環境調査は道路等の開発事業に伴う自然環境への影響を把握することを目的としたものであり、特に重要種（希少種）

とされる生物への具体的な保全対策を求められます。人々の快適な生活の創造を目指し、自然環境への配慮も欠かさず、人
を含む生態系の均衡を保つことは難しいですが、建設コンサルタントの重要な役割だと考えております。
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。

2019年3月に鳥取大学を卒業し、同年4月に株式会社エイト日本技術開発に入社後、インフラ保全センター	中国支社に
配属となりました。現在、私は補修・設計班に所属しており、現場に出てアクティブに働いています。部署の女性社員が一人
ということもあり、部署やパートの方にお世話なりながら、日々学んでいます。
この半年では、法面を転がったり、斜面を滑ったりしながらも、怪我無く業務を行ってきました。女性として気にかけても

らいながら、現場を経験させてくれる環境にとても感謝しています。まだまだ女性が少ない業界ですが、自分がやりたいこ
とを出来ていて自分自身糧になっていると感じるし、そんな女性が増えたらいいなと思います。
現場作業では、力作業の面で男性社員の方に助けていただいている分、早く知識を付けて別の面でサポートできるように

なることが目標です。示方書やマニュアルの知識を付けることはもちろん、現場で見て学べることを大切に、これからも精
進していきたいです。

2020年に中電技術コンサルタントに入社いたしました金岡沙映と申します。道路交通部構造グループで橋梁設計を行う
チームに所属しています。早くも9カ月が経ち、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思います。
その中で「質問する」ことの大切さを感じています。未熟な自分では、解決できないこと、わからないことばかりでしたが、

優しい先輩方にわかるまで教えていただき、少しずつではありますが、業務の流れ、専門的なことについて理解できるよう
になりました。
これから、繁忙期に入り、自分の力無さをより実感すると思いますが、自分の担当の業務を精一杯頑張り、早く一人前の技

術者になるために成長していきたいと思います。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

より良い未来を目指して

土木で働く女性として

入社して感じたこと
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中電技術コンサルタント株式会社
水力水工部　設計第一グループ　石井　智博

復建調査設計株式会社
環境部　新エネ・資源循環課　川本　ひかる

復建調査設計株式会社
管理部　財務経理課　鶴田　哲也

2020年に中電技術コンサルタントに入社いたしました石井智博と申します。水力水工部で水力発電所をメインに、そのほ
か河川構造物の設計・計画を行うグループに所属しております。
配属当初は学生時代とのギャップや在宅勤務の導入など、いろいろ不安や戸惑いもありましたが、上司や先輩方の支えも

あって、ようやく建設コンサルタントの仕事にも慣れ始めてきたところです。入社して9ヶ月経ち、業務や研修、現場見学を
通じて多少知識はついてきたと思いますが、土木の基礎知識や専門技術、法令、基準書などまだまだ学ぶべきことが多いと
日々痛感しております。また業務ごとに現地状況や設計条件、施工条件など様々な制約条件があり、その中から適切な設計・
計画を考えること、既往業務が基となる業務の場合はその設計・計画の意味を理解することに難しさを感じています。その
反面、業務を通じて学んだことが他の設計や計画、検討で活かせた場合には自分の成長を感じられ嬉しく思います。
現在は上司や先輩方に助言や指示をいただきながら、言うなれば敷いてもらったレールの上で業務を進めている状態です

ので、今後自分がレールを敷く側の立場になり替わった時のために、業務で学んだことを取りこぼすことなく吸収していき
たいと考えております。

2020年4月に復建調査設計株式会社に入社し、環境部新エネ・資源循環課に配属となりました。現在、私は主に一般廃棄
物（ごみ）の関する計画策定業務に携わっております。計画策定業務では、業務を行う自治体の地域特性や一般廃棄物に関す
る現状を理解し、対象地域にとって最適な計画を策定することが求められます。そのためには、対象地域の地域特性を把握
することはもとより、類似する自治体との比較等により、対象自治体においての一般廃棄物に対する課題と対応策を検討す
る必要があり、日々勉強しながら取り組んでおります。
また、昨今、世界的な問題とされているプラスチック製品による海洋汚染、生態系への影響や、気候変動への対応等、環境

分野として取り組まなければならない課題が数多くあります。これらの課題に対し、廃棄物・新エネルギーの観点から解決
策を見出し、環境問題の改善に寄与することができるよう、広い視野を持って取り組んで参りたいと思います。
今はまだ駆け出しの身ではありますが、安心・安全に暮らせる社会の創造・維持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。

2020年4月に復建調査設計株式会社に入社し、管理部財務経理課に配属された鶴田と申します。現在、私は主に伝票入力
や固定資産管理などの業務を行っています。
私は法学部の出身なので、配属された当初は建設コンサルタントどころか経理の業務すらほとんど理解しておらず、本当

にゼロからのスタートでした。今でも業務に使用する備品等の科目の選択やリース物件の管理など、覚えることがまだまだ
たくさんあるため、毎日知識の習得に努めています。
そのような中でも上司や先輩方は、業務の一つ一つを丁寧に教えてくださり少しずつ業務の幅が広がってきたことが嬉し

いです。新型コロナウイルスの影響でなかなか思うように研修等が受けられない中、オンラインで経理業務の講座を受けさ
せていただいたり、銀行回りに同行させていただいたりと、日々さまざまなことを学ばせていただき大変感謝しています。
将来、どのような仕事でも「鶴田になら任せられる」と思われるようなゼネラリストになるために、今後も日々の業務に真

摯に取り組んでいきます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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入社して感じたこと

より良い未来を目指して

ゼロからのスタート
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株式会社長大
社会基盤事業本部　第2計画事業部
第4計画部　岡田　渓佑

八千代エンジニヤリング株式会社
広島支店
技術部　技術第二課　髙根　大毅

八千代エンジニヤリング株式会社
広島支店
技術部　技術第一課　棚網　佑紀

令和2年4月に株式会社長大に入社しました岡田と申します。早いもので入社してから約8カ月が過ぎました。今年はコ
ロナ禍という例年とは異なった状況下での新生活となったのではないかと感じております。新人研修も短縮され、配属後も
在宅勤務や時差出勤という新しい生活様式での新生活は不安がいっぱいでした。しかし、徐々に世間も落ち着き、そんな生
活にも少し慣れてきたかなと感じています。
さて、いま私は主に道路の整備効果に関する分析や資料の作成に携わっています。整備効果の分析ではプローブ等のビッ

クデータを用いて様々な分析を行います。業務を進めていく中で、学生の時に触れた事のあるデータもあれば、全くどういっ
たものなのかわからないものまで多種多様なデータを扱う必要があります。先輩方からのアドバイスを頂きながら多少は
データの内容や作業が理解できるようになり、仕事への自信と楽しさが増してきたと感じています。
また、資料の作成について、学生時代も資料を作成する機会は多くありましたが、学内や学会での発表が主な目的でした。

しかしながら業務としての資料作成は相手が求めるデータを見やすく、わかりやすく示すということが必要不可欠で、客先
の方々に理解してもらうことは勿論、更には一般の方にもわかりやすく伝えられるような資料の作成を目指す必要がありま
す。その為に、相手が「どのようなことを求めているのか」を把握するコミュニケーション能力も重要であると感じます。
これからの社会人生活の中では先に挙げたスキルの上達やコミュニケーション能力以外にも身に付けなければならないこ

とは沢山あります。少し慣れてきたからと油断せずに、技術者としての自覚を持ち、責任をもって業務に取り組んでいきた
いと思います。

今年度入社いたしました髙根と申します。5月に広島支店配属となり、少しずつではありますが広島での生活、そして社会
人生活に慣れてきたように感じます。私は出身地が茨城県で大学時代は東京で過ごしたため、配属先が広島と聞いて最初は
驚きを隠せませんでしたが、先輩や上司の方々に仲良くして頂き充実した日々を送っています。
現在は、中国地方の渋滞対策、整備効果検討に携わっております。自分の知識・経験不足を日々感じながら業務に取り組

んでおり、先輩や上司の方々から仕事の全体像、作業手順等を分かり易く丁寧に教えて頂いております。1人前の技術者まで
の道のりはまだまだ長いですが、日々の業務を通して貪欲に知識を吸収して自己研鑽に努めていきます。

2020年4月に八千代エンジニヤリング株式会社に入社し、広島支店に配属された棚網と申します。今年はコロナウイル
スの影響でどの業界でも入社後の生活に大変苦労されたかと思います。弊社では入社式がなくなり、新入社員研修もオンラ
イン研修になり同期全員と一度も直接顔を合わせずに本配属となりました。配属された一課では橋梁設計に携わっておりま
す。ルールや基準が膨大であり、結果一つ一つに根拠がありながら、それらに従いつつも現場での様々な条件から判断が求
められるこの仕事にやりがいと苦労を感じています。東京都出身の私が同期とのつながりもなくスタートした広島での生活
はつらいこともありましたが、中華料理が好きで広島発祥の汁なし担々麵にはいつも元気をもらっています。少しでも早く
一人前の技術者になるために主体的に取り組んでいきたいと思います。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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新入社員紹介

入社して感じたこと

長き道のりの始まり
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株式会社長大
広島支社
環境社会3部　髙津　愛

パシフィックコンサルタンツ株式会社
交通基盤事業部　構造室　田原　正隆

八千代エンジニヤリング株式会社
広島支店
業務企画部　総務課　大森　愛莉

こんにちは。株式会社長大広島支社　環境部の髙津です。新入社員紹介と言いつつ、2年目です。（笑）
入社してからというもの、この2年間はまず“広島”という地に馴染むことから始まりました。
私は出身が関西なので語気が荒く、声を張り上げてしまうきらいがありましたが、2年目となった現在、すっかり別人のよ

うに生まれ変わりました。
そんなことはさて置き、この業界に身を置く中でたくさんのことを学びました。高速道路を一本通すだけでもどんな規定、

基準があってどんなことに配慮しなければならないのか等、入社して初めて知ったことや、普段は考えてもみなかったこと
にたくさん触れ、とても面白いと感じます。最初は大学院に進学するつもりが軽いノリで就職してしまったことを後悔して
いたのですが、この業界で働いていないと知れないようなこともたくさんあり、知的好奇心が刺激される毎日です。
正直、残業等しんどいことも多く、朝から「きちぃ…」「帰りてぇ…」と思っている毎日ですが、数年後、忙殺されながらも

バリバリ働いているカッコいい自分を想像し、頑張っています。
ゆくゆくは海外の事業にも携わりたいと思っているので、今後より一層精進し、早く一人前の技術者になれるよう努力し

ていく所存です。

令和2年春にパシフィックコンサルタンツ株式会社に入社しました田原と申します。中国支社の構造室に配属となり、入
社から半年が経過しようとしていますが、まだまだ学ぶことは多く、正直なところついていくのに必死な毎日です。
橋梁の設計・補修に携わりたいという気持ちで入社し、最初から希望する新設業務を経験できていることへの感謝ととも

に、知識不足、未熟さも同時に痛感しております。いち社会人として自分の成果・言葉に責任を持つということは大変と思
う反面、入社した当初に比べると知識・経験が身についていると感じる場面も少しずつ増えてきて、やりがいも感じられる
ようになってきました。周りの技術者の先輩方の背中はまだまだ遠いですが、自分なりの負けない武器を持ち、必要とされ
る人間になっていきたいと思います。
社会全体としてコロナウイルスの流行により、リモートワークの導入、オンラインによるコミュニケーションツールの浸

透といった「新しい働き方」へ移行していく中、その黎明期と新入社員の時期が被ったことをプラスにとらえ、次の時代を担
う視野の広いエンジニアとなっていけるよう広島の地で技術を身につけていきたいと思います。よろしくお願い致します。

2020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大森と申します。
新型コロナウイルス感染症の影響で、東京にある本社で毎年行われている研修がすべて中止となり、代わりに1カ月のオ

ンライン研修を経て5月より広島支店に配属となりました。現在、私は業務企画部総務課で主に経理業務に携わっておりま
す。会社のお金を管理する非常に重要な業務をさせていただいており、責任感とやりがいを感じながら日々取り組んでおり
ます。
例年通りの研修が出来ていない状態での配属はとても不安でしたが、ご指導してくださる上司の方々や先輩方のおかげで

少しずつ業務の流れを理解することができました。また、総務課への配属が1人ということもあってか、気にかけてくださ
る本当にあたたかい方ばかりで、総務としてこの人のために何かしたい、この人を支えたいとそんな風に思える会社である
と私は感じております。まだまだ未熟ではありますが、少しでも早く1人前の総務となり縁の下の力持ちとして活躍する事、
また社内外での信頼関係の構築を目標とし、日々成長していきたいです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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新入社員紹介

入社1年目の思い

入社して感じたこと
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パシフィックコンサルタンツ株式会社
中国支社
中国交通基盤事業部　道路室　大和　健大朗

2020年3月に大学院修士課程を修了し、パシフィックコンサルタンツ株式会社　中国支社　中国交通基盤事業部　道路
室に配属となりました。
コロナ禍中での入社となり、他の世代とは違い同期と対面の研修などが一切なく社会人生活がスタートしました。しかし、

中国支社内での研修を多く設けていただき、道路分野（計画・設計）はもちろん、構造や河川、営業の業務なども体験しました。
支社内の方々がどのような仕事をされているかを理解できる貴重な経験でした。
配属先の道路室での業務は、主に事故対策や渋滞対策といった計画業務を任せられていました。これまで履修したことの

ない内容の業務を行っている為、先輩方に必死でついていく日々を過ごしています。また、10月から設計業務にも携わって
いくこととなりました。計画業務との並行は困難ではありますが、幅広く業務を経験し、総合的な技術者になりたいと考え
ています。入社から約9か月経過しましたが、入社時と比較してやれることが増えたことで成長を実感しています。
新型コロナウイルス感染拡大によるリモートワークの普及、モビリティ革命等による社会情勢の遷移期に社会人となった

我々は次世代のエンジニアとなっていく存在だと感じています。大変な時期に入社しましたが、これを糧に立派な土木技術
者となれるよう頑張っていきたいです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

入社一年目の感想
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新 任
自己紹介

平成32年4月1日付けで中四国事業部長に
就任いたしました佐々木と申します。令和2年
4月にJCCA中国支部へ入会いたしました。ど
うぞ、宜しくお願いいたします。
出身は新潟県で昭和62年に入社し、仙台、東

京、大阪の勤務を経て現在に至っております。
これまで主に測量／調査、計測分野の技術者と
して、都市計画や河川・砂防等の関連業務に携
わってきました。
令和2年は「新型コロナウィルス」のニュー

スを目にしない日はありませんでした。同年1
月以降、世界的な感染拡大が大きく報道され、
日本においても4月に「緊急事態宣言」が発令、
その後も第2波、第3波と襲いかかり、各社に
おいても「日々の働き方」に大きな影響があっ

たものと推察します。この新型コロナは、私た
ちの「働き方」を劇的に変化させただけでなく、
生活様式をも一変させました。
このような状況下であっても自然災害は今後

も容赦なく発生するでしょう。特に近年は豪雨
による河川氾濫や土砂災害が頻発し、その被害
規模は毎年甚大なものとなっています。自然の
脅威と向き合い、備え、対処していくことの重
要性はより一層増し、我々業界が担う役割もこ
れまで以上のものが求められると考えます。
社会の一員として時代の要請に応え、社会貢

献を果たすべく、また、建設コンサルタンツ協
会の発展に微力ながら尽力してまいりたいと考
えております。今後ともご指導・ご鞭撻の程宜
しくお願い致します。

ご挨拶
株式会社パスコ　　　　　　　　　
中四国事業部長　佐々木　敏　之

私は中国電力㈱から一昨年6月に中電技術コ
ンサルタント㈱に転籍してきましたが、このた
び、前任の末國光彦副支部長の後を継いで、中
国支部の副支部長を仰せつかりました。
電力時代は主に火力発電事業の建設・運営や

電力技術関係の研究開発を主な活躍の場として
きました。高校までは広島で育ち、大学では関
西方面で一応機械工学を専攻したことになって
おります。
専攻分野が異なることもあり建設コンサルタ

ント業界に関する知識や経験はまだまだこれか
らというところですが、本協会が技術を第一と
して掲げて活動を進めていることには大変感銘

を受けており、是非とも今後もこれを業界発展
のキーワードとして会員各社が技術を磨きなが
ら切磋琢磨していけるよう微力ながら貢献した
いと考えております。
特に、建設業界において働き方改革の目玉施

策であるBIM／ CIM化について、昨年4月に国
土交通省が2023年度までと2年前倒しで導入
していく方向性を示しました。実施に当たって
はまだまだ多くの課題がありますので今後各社
のご意見等を伺いながら、建設コンサルト業務
が楽しくなるような業界を目指して前向きに取
り組んでいきたいと考えていますので、ご支援
のほどよろしくお願いいたします。

はじめまして、副支部長を仰せつかりました
中電技術コンサルタント株式会社

坪　井　俊　郎
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このたび、中国支部総務部会委員を仰せつか
りました。
長崎県出身で、九州にて高校・大学生活を送

り、今の会社に入社以来、広島での生活が34年
目を迎えました。
専門は環境分野で、これまで我々の建設コン

サルタント業界を「環境」の視点で眺めてきま
した。一昔前まではアセスメントや自然再生な
ど、その役割は開発付随・局所的でしたが、最
近では地球温暖化対策、SDGsや再生可能エネ
ルギーへの対応など、より広域でグローバルな
問題解決が求められるようになり、建コンにお
けるこの分野の役割が変化しつつあるのを感じ
ています。

休日、時間があれば季節ごとに野山に出か
け、山登りやキャンプを楽しんでいますが、中
国山地を脊梁に持つこの地域は、いろいろな場
所へのアクセスも良く、30年以上たっても飽
きることはありません。
これまで、建コンの活動には関わっておりま

せんでしたが、7月の委員就任以降、10月の支
部設立50周年記念行事の準備に携わらせてい
ただく中で、総務部会のみなさまとも面識がで
き、今後、様々な活動を行っていくことを楽し
みにしております。今後ともご指導いただきま
すようよろしくお願いいたします。

ご挨拶
復建調査設計株式会社

髙　濵　繁　盛

このたび、前任の橋本業務委員の後を継いで、
中国支部業務部会委員を仰せつかりました。
山口県下関市出身で地元企業の宇部興産㈱を

退社後、2000（平成12）年に㈱建設技術研究所
山口事務所に入社、その後、中国支社（広島）、
四国支社（高松）、中部支社（名古屋）と転勤し、
昨年4月より中国支社長として広島勤務となり
ました。
私はこれまで、建設コンサルタンツ協会中国

支部及び四国支部の活動に数年間、携わりま

した。建設コンサルタント業界は、新型コロナ
ウィルスの感染症拡大防止を踏まえた就業環境
の改善、生産性向上、担い手確保などの課題解
決に向け従来の対応だけでは十分でないことが
多くなっています。これからも建設コンサルタ
ンツ協会中国支部の発展に少しでもお役に立ち
たいと考えていますので、ご指導、ご鞭撻のほ
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　　　　　　
中国支社　支社長　三　砂　利　明
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皆様、初めまして。
このたび、前任の砂川伸雄の後を継いで、基礎地

盤コンサルタンツ（株）中国支社長を仰せつかりまし
た。

私は山口県宇部市の高校から東京農工大学を修了
し、平成6年より建設コンサルタントの業界で地盤
調査、技術開発、営業企画等に携わってきました。

ここ数年、我々の業界も潤沢な発注に支えられ好
調な状況が続いているかと思います。今後の更なる
国土強靭化や激甚化災害への対応など、我々建設コ
ンサルタントが果たさなければならない役割はます
ます増えています。しかしその一方で、中間世代の
欠落による人材の不足と低い生産性の改善は、拡大

する需要にアジャストするための最大の課題と言え
るのではないでしょうか。幸い、コロナ禍を契機と
して飛躍的に高まってきたDX推進の社会的気運は
我々の課題解決のための追い風になるものと考えま
す。国土交通省が推進するi-Constructionをベースと
して、長時間労働と過大残業が代名詞である建設コ
ンサルタントの働き方を改革し、魅力のある業界に
変えていかなければならないと考えています。

私は東京勤務の際に、建コンの専門部会の活動に
関わらせて頂きました。これからは、さまざまな支
部活動を通じて、建設コンサルタンツ協会の発展に
お役立ちしたいと考えていますので、ご支援のほど、
よろしくお願いいたします。

着任のご挨拶
基礎地盤コンサルタンツ株式会社

中国支社　野　村　英　雄

コロナ禍による異動延期も検討されていた今
春3月、広島支店長として着任致しました。
今回は、平成5年から平成14年の10年に渡

り担当営業として広島・山口管内で勤務して以
来、約20年ぶり二度目の広島赴任となります。
広島から熊本営業所へ異動した後、福岡支店・
鹿児島支店・京都支店を経て、再び広島へ戻っ
てまいりました。
広島の街はどこを見ても懐かしく、また、市

内でも緑が多く、休日には広島城周辺を走った
り、足を延ばして弥山に登ってみたりと、コロ
ナ禍においても久しぶりの広島生活を楽しんで
おります。
第一期広島時代には、若手・中堅営業マンと

して、県内・県外コンサルの皆さんと切磋琢磨
していた懐かしい記憶が残っております。そん

な苦しくも楽しい思い出を共有できる方も時間
の経過とともに数少なくなっているものと思い
ます。当社におきましても、親会社との株式交
換による東証上場廃止や数え切れない組織改革
を経て、若手から中堅・ベテラン社員に至るま
で、多くの仲間が同業他社や他業界へと転籍し
て行きました。今回の赴任に際しては、自社の
みならず、業界全体・地域の発展のため、魅力
ある支店・企業そして業界となるために、微力
ながら邁進してまいりたい所存です。
中国地区発展のため、建設コンサルタンツ協

会中国支部様と協力しながら尽力してまいりた
いと存じます。今後とも、宜しくお願い申し上
げます。

20年ぶりの広島赴任
国際航業株式会社　　　　　　　　　
広島支店　支店長　金　岡　徳　史



Vol.49152

このたび、大日本コンサルタント株式会社中
国支店長に着任いたしました。専門はまちづく
り計画で、これまで東日本を中心に都市計画や
施設計画等に携わってきました。近年は官民連
携による各種のマネジメント計画にも携わって
います。
地方公共団体による公共事業発注量及び職

員数が減少の一途を辿る一方、官民連携による
新しい公共事業のあり方が問われており、建設
コンサルタントの役割がますます大きく、重く
なってきています。また、新型コロナ感染拡大
により、三大都市圏から地方都市への常住・就

業シフトが進行しつつあり、地方都市にあって
は受け入れ側としての対応ニーズが高まってき
ています。
そのような新たな動きに対し、わたしたちは

建設コンサルタントにおける新たな対応技術領
域を拓いていく必要があると思うところです。
これまで、わたしは建コン活動に関わること

がほとんどありませんでした。これからは多様
な支部活動など、建設コンサルタント協会の発
展に微力ながら寄与していきたいと考えます。
ご支援のほど、よろしくお願いします。

新任のごあいさつ
大日本コンサルタント株式会社

中国支店　稲　塚　裕　右

このたび、前任の市川支店長の後を継いで、日本工営
株式会社　広島支店長を仰せつかりました。

出身は対岸の愛媛県松山市であり地元の愛媛大学（院）
を経て、日本工営に入社して30年となります。入社後は、
関東支店（埼玉）を皮切りに仙台・札幌支店、本社と東北
日本で勤務し、地質分野でのダム地質を主にトンネル地
質、水文調査解析等々、多岐に渡って携わって参りました。

昨年度末に広島支店への異動が命じられた時、30
年ぶりに瀬戸内地方での生活が始まるものと、しま
なみ海道をはじめとする瀬戸内海への思い、これま
で行っていなかった山陰地方への思いを巡らせまし
た。しかし、今年の流行語大賞が「3密」のとおり、コ
ロナ禍による緊急事態宣言の影響で引越しの荷物は
こず、布団とテーブル一つでの生活が続きました。

中国地方では国土強靭化施策も原因の一つとし
て、建設コンサルタント業界をとりまく環境は大き
く変化する（舵取りの変更が必要な）時代となってお

ります。特に、コロナ禍の中、在宅勤務の取り入れ、
感染者・濃厚接触者が出た場合の対応等々を行って
おります。また、アフターコロナを考えた場合、web
会議等の良い部分も出ております。今後はアフター
コロナを見据えて、コロナ影響をポジテイブにとら
えて「働き方改革」を進めてまいりたいと思います。

また、総合コンサルタントとして、様々な技術の
連携・融合、新規技術を地方のニーズに応じた形で
の技術サービスをご提案し、社会貢献できればと考
えております。

私は昨年度まで、技術委員会での土質・地質専門
委員会で活動をさせていただいておりました。現在、
活動は行っておりませんが、お手伝いできることが
あれば、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。

末尾になりますが、今後ともご支援のほど、よろ
しくお願いいたします。

新任のご挨拶
日本工営株式会社　　　　　　　　　
広島支店　支店長　井　戸　和　彦
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資 料 集

委員会・部会の変遷（H22年度〜 R2年度）

●支部役員

●総務部会

●技術部会

度年度年度年
所属会社22 23

区分区分
24

区分
25 26 27 28 29 30 1 2

顧　問 復建調査設計㈱

長部支長部支支 部 長

副支部長

復建調査設計㈱

長部支副長部支副 中電技術コンサルタント㈱

㈱エイト日本技術開発

事理事理事幹 ㈱荒谷建設コンサルタント

いであ㈱

㈱宇部建設コンサルタント

明伸建設コンサルタント㈱

シンワ技研コンサルタント㈱

松原  利直 ㈱ウエスコ

㈱ダイヤコンサルタント

パシフィックコンサルタンツ㈱

監査担当
幹　　事

事監役査監 ㈱陸地コンサルタント

㈱福山コンサルタント

福成  孝三

近藤  英樹

荒谷  壽一

伊藤  輝泰

増田  正男

川口  均

上原  孝博

坪井  俊郎

小谷  裕司

荒谷  悦嗣

藤井  登

伊藤  輝泰

大石  宏

末國  光彦

立石  亮祐

工藤  徳人

小田  秀樹

川口  均

松原  利直

荒谷  壽一

佐々木  剛

川口  均

松原  利直

春口  孝之

福成  孝三

峯谷  明

立石  亮祐立石  亮祐

遠藤  邦彦

工藤  徳人

沖田  俊治

佐々木  剛

小谷  裕司

春口  孝之

玉置  一也

沖田  俊治

佐々木  剛

遠藤  敏行

中村  桂久

伊藤  利夫

佐々木  仁志

山本  幸弘

工藤  徳人

伊藤  輝泰

伊藤  利夫 伊東  利夫

荒谷  壽一

沖田  俊治

春口  孝之

小谷  裕司

年度 年度
所属会社

区分
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

区分

長会部長員委 復建調査設計㈱

委　　員 委　　員 中電技術コンサルタント㈱

㈱荒谷建設コンサルタント

日本建設コンサルタント㈱/いであ㈱

㈱長大

㈱エイト日本技術開発

パシフィックコンサルタンツ㈱

復建調査設計㈱

河野  清

香川  昭之介

髙濵  繁盛

川西  慎二

來山  尚義

曽我部  淳

長谷山  弘志

杉山  文敏

本田  忠之 岡本  和也

小谷  浩治 宇髙  了介

小田  秀樹

前田  邦男

山中  俊二

杉山  文敏

小谷  浩治

前田  邦男

山中  俊二

田代  和宏田代  和宏

年度 年度
所属会社

区分 区分
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

長会部長員委 ㈱エイト日本技術開発

長会部副長員委副 復建調査設計㈱

委　　員 委　　員 ㈱ウエスコ

中電技術コンサルタント㈱

㈱荒谷建設コンサルタント

八千代エンジニヤリング㈱

㈱ニュージェック

パシフィックコンサルタンツ㈱

永田  裕司

宮川  一始

寺岡  幸男

寺下  諭吉

大住  勉

若槻  幹穂

山里  靖

永田  裕司

山本  浩一

川端  千秋

曽我部  淳

佐藤  義宏

河辺  真一岡田  稔規

長谷山  弘志

白石  修 高本  徹

宮川  一始 石田  友英

大橋  昭宏

川端  千秋

白石  修

溝手  良市

渡邊  武志

岡田  稔規

若槻  幹穂

下村  三朗

栗栖   進
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●厚生部会

●業務部会

●災害対策中国支部

年度
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

年度
所属会社

区分 区分

長会部長員委 ㈱荒谷建設コンサルタント

委　　員 委　　員 フクヨシエンジニアリング㈱/
相生エンジニアリング㈱

㈱長大

復建調査設計㈱

㈱陸地コンサルタント

岩苔  宏

森脇  克彦

貞入  将人

村上  欣也

安田  隆男 安田  隆男

中村  慈孝

中山  博幸

中村  慈孝

森脇  克彦

中山  博幸

鈴山  成人

佐々木  仁志

鈴山  成人

年度 年度
区分区分 所属会社

長会部長員委 中電技術コンサルタント㈱

長会部副長員委副 復建調査設計㈱

委　　員 委　　員 中電技術コンサルタント㈱

㈱ヒロコン

㈱エイト日本技術開発

㈱エイト日本技術開発

㈱荒谷建設コンサルタント

明伸建設コンサルタント㈱

復建調査設計㈱

㈱陸地コンサルタント

日本建設コンサルタント㈱/いであ㈱

㈱福山コンサルタント

㈱宇部建設コンサルタント

㈱建設技術研究所

㈱ウエスコ

㈱ウエスコ

㈱オリエンタルコンサルタンツ

大日本コンサルタント㈱

アサヒコンサルタント㈱

安田  眞一

井戸川  賢

山本  正司

藤田  秀人

背戸川内  仁

阿土  繕

佐々木  仁志

宮崎  春男

大久保  尊善

安田  隆男

蔦川  徹

内海  一幸

川上  浩

辻  和秀

橋本  尚昌

藤原  博昭

樋野  光宏

渡辺  忍

三砂  利明

角田  真一

林  喜代文

阿土  繕

横山  俊彦 甲斐  克哉

澤  嗣郎 志水  勇起弘

中田  武藤田  秀人

金本  満

吉岡  晴彦

信井  文明

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

山根  伸之

小笠原  弘典

福原  知昭

岡村  眞

三砂  利明

福原  一光

澤  嗣郎

久保  修治

阿土  繕

川上  浩

立石  亮祐

船越  博行

橋本  省三山根  伸之

岩本  方克

宮崎  春男

西岡  昌秋

久保  修治

福原  真爾

隅  万紀夫

立石  亮祐

背戸川内  仁

小川  直樹

長棟  良紀

池田  惠一

長棟  良紀

安田  隆男

松岡  利一

黒丸  覚

年度 年度
所属会社22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

区分区分

支部長 支部長 復建調査設計㈱

長部支副長部支副 中電技術コンサルタント㈱

㈱エイト日本技術開発

幹　事 委　員 復建調査設計㈱

復建調査設計㈱

中電技術コンサルタント㈱

㈱荒谷建設コンサルタント

パシフィックコンサルタンツ㈱

長局務事長局務事 建設コンサルタンツ協会中国支部

事務局長

事
務
局事務局員

建設コンサルタンツ協会中国支部

建設コンサルタンツ協会中国支部

建設コンサルタンツ協会中国支部

前田  邦男

山中  俊二

大住  勉

藤井  政実

小田  さおり

俵  秀樹

俵  秀樹

高橋  靖弘

太田  千津

福成  孝三

小谷  裕司

小田  秀樹

宮川  一始

太田  千津

曽我部  淳

長谷山  弘志

山本  幸弘　 峯谷  明

石田  勝己

石田  勝己

山中    俊二

長岡  隆

前田  邦男

小田  秀樹

坪井  俊郎

小谷  裕司

來山  尚義

山本  浩一石田  友英

沖田  俊治

高本  徹

俵  秀樹

俵  秀樹

宮川  一始

高橋  靖弘

沖田  俊治 末國  光彦

長岡  隆事務局長

事
務
局事務局員
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●独禁法に関する特別委員会
年度

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 所属会社
区分

委 員 長 ㈱エイト日本技術開発

㈱荒谷建設コンサルタント

㈱陸地コンサルタント

副委員長 ㈱ウエスコ

シンワ技研コンサルタント㈱

㈱陸地コンサルタント

中電技術コンサルタント㈱

㈱エイト日本技術開発

復建調査設計㈱

委　　員 ㈱荒谷建設コンサルタント

シンワ技研コンサルタント㈱

㈱ダイヤコンサルタント

中電技術コンサルタント㈱

日本建設コンサルタント㈱/いであ㈱

復建調査設計㈱

明伸建設コンサルタント㈱

㈱ウエスコ

㈱福山コンサルタント

㈱陸地コンサルタント

明伸建設コンサルタント㈱

㈱エイト日本技術開発

横山  俊彦

土井  薫

河野  吉次郎

森本  哲也

兼松  睦

福永  光男 川端  誠

川上  浩

加賀  田一

安田  隆男

小川  慎二  

片田  正明

兼松  睦

河野  吉次郎

寺本  昭浩

川上  浩

中川  孝浩

竹尾  豪友

山田  勝也

福原  和顕

宇野  貴紀

行竹  和幸

森木  哲也

朝倉  一雅

安田  隆男

小川  慎二

川上  浩

横山  俊彦

安田  隆男

佐野  茂樹

小川  慎二

加賀  田一

横山  俊彦 高梨  潔
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●総務部会 県委員会
　鳥取県委員会

　島根県委員会

　岡山県委員会

　広島県委員会

　山口県委員会

年度
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 所属会社

区分
年度

区分

代　表 委員長
アサヒコンサルタント㈱

㈱荒谷建設コンサルタント

幹　事 委　員

㈱エイトコンサルタント/㈱エイト日本技術開発

シンワ技研コンサルタント㈱

㈱荒谷建設コンサルタント

㈱ウエスコ

アサヒコンサルタント㈱

下山  勉

武本  武彦

川口  均

安田  眞一

澤  克生

隅  万紀夫

下山  勉

川口  均

隅  万紀夫

奥田  真二

伊藤  徹

下山  勉泉  康夫

安田  眞一

年度 所属会社
区分

年度
区分

代　表

幹　事

㈱エイトコンサルタント/㈱エイト日本技術開発

委員長 ㈱荒谷建設コンサルタント

㈱ウエスコ

委　員

中電技術コンサルタント㈱

復建調査設計㈱

㈱荒谷建設コンサルタント

㈱ワールド/㈱エイテック

㈱ウエスコ

㈱エイテック

㈱エイト日本技術開発

山原  康詞

木次  俊之

下山  勉

藤野  浩之

金田  博志

福井  一彦

吾郷  誠美

小笹  勉

藤井  豪

小林  武治

高梨  潔

吾郷  誠美

金崎  伸二

引野  辰朗

小林  武治

内田  康雄

石飛  順一

石﨑  善敬

松原  靖男

吾郷  誠美

高梨  潔

林  秀樹

荒木  明美

内田  康雄

松原  利直

引野  辰朗

曽我部  淳

金崎  伸二

林  秀樹

吾郷  誠美

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

年度 所属会社
区分

年度
区分

代　表

幹　事

㈱エイトコンサルタント/㈱エイト日本技術開発委員長

委　員

㈱ウエスコ

中電技術コンサルタント㈱

㈱なんば技研難波  貞敏 難波  龍也

垪和  克彦

小山  正之

難波  龍也

吉井  節夫

中村  仁士

辻  和秀

吉井  節夫

中村  仁士

澤  嗣郎

須藤  智典

岩本  方克澤  嗣郎

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

年度
所属会社区分

年度
区分

代　表

幹　事

委員長 復建調査設計㈱

委　員

㈱荒谷建設コンサルタント

中電技術コンサルタント㈱

日本建設コンサルタント㈱/いであ㈱

㈱長大

小田  秀樹

山中  俊二

前田  邦男

杉山  文敏

來山  尚義

長谷山  弘志

曽我部  淳

山中  俊二

河野  清

田代  和宏

前田  邦男

田代  和宏

杉山  文敏

香川  昭之介

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

年度 所属会社
区分

年度
区分

代　表

幹　事
㈱エイトコンサルタント/㈱エイト日本技術開発

委員長 ㈱宇部建設コンサルタント

委　員

㈱荒谷建設コンサルタント

中電技術コンサルタント㈱

復建調査設計㈱

鷹羽  慎治

田原  嘉介

国広  貞昭

木村  毅

金築  清

菅原  照彦河野  護

小川  慎二

西井  彰

吉浪  康行 北﨑  孝洋

小川  慎二藤原  正敏

中村  和之 國弘  直信 藤本  睦

河野  護

柳川  克明

國弘  直信

鷹羽  慎治

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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年　度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

自； H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1

至； H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31 H27.3.31 H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

会員数(社) 53 50 49 49 50 50 50 50 50 51 51

事業費(千円) 19,579 19,855 17,654 17,360 15,997 17,214 19,382 19,263 17,898 18,573

会員数・事業費の変遷（H22年度〜 R2年度）
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年度 入会/退会 支部の活動 日本・世界の出来事

2010
（H22）

53社

【入会】
西日本高速道路エン
ジニアリング㈱

【退会】
東和環境科学㈱
㈱日建技術コンサル
タント
ダイホーコンサルタ
ント㈱

5：第40回通常総会
6：創立40周年記念座談会
6：第46回ゴルフ大会（16名）
6：防災部会防災教育（30名）
7：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

10：第2回フットサル大会（130名）
10：建設コンサルタンツ協会中国支部創立
40周年記念式典（140名）

10：品質セミナー“エラー防止のために”（73
名）

11：RCCM更新登録講習会（5,497名）
11：防災講演会（50名）
12：第5回広島自転車トーク2010（97名）
2：第45回ボーリング大会（36名）

5：大相撲野球賭博問題発覚
5：上海万博開催
6：鳩山内閣に代わり菅直人内閣発足
6：FIFAワールドカップ南アフリカ大会開催
9：尖閣諸島中国漁船衝突事件発生
10：ノーベル化学賞受賞（根岸英一・鈴木章）
10：羽田空港沖合新滑走路使用開始
10：新国際ターミナル使用開始
11：白鵬が63連勝達成
12：チュニジア暴動発生
2：大相撲八百長問題発覚
2：エジプトムバラク政権崩壊
3：東日本大震災発生

2011
（H23）

50社

【入会】
－

【退会】
㈱安芸建設コンサル
タント
中央コンサルタンツ
㈱
㈱クレアリア

5：第41回通常総会
7：クリーン太田川（10名）
7：「東北地方太平洋地震（東日本大震災）に
よる被害調査報告会」開催（118名）

8：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

9：災害時対応演習
9：防災教育（二葉公民館）（35名）
10：PC技術講習会（55名）
10：建設関連6団体共催独禁法講習会（195
名）

11：第3回フットサル大会（99名）
11：第47回ゴルフ大会（16名）
11：建設技術フォーラム2011in広島（300名）
12：「災害に強い地域づくりを考える」セミ
ナー（40名）

12：ひろしま自転車トーク2011（112名）
1：防災教育（安東小学校）（108名）
1：第46回ボーリング大会（39名）

5：ウサーマ・ビン・ラーディンがアメリカ
軍に殺害

7：なでしこJAPANがFIFA女子ワールドカッ
プドイツ大会優勝

7：地デジへ完全移行
8：IAAF世界陸上大邱大会開催
9：IRBワールドカップニュージーランド大
会開催

9：野田内閣発足
12：北朝鮮金正日死去、後継は金正恩
2：「東京スカイツリー」竣工

2012
（H24）

49社

【入会】
ダイホーコンサルタ
ント㈱

【退会】
㈱オオバ
サンコーコンサルタ
ント㈱

4：第42回通常総会
6：第48回ゴルフ大会（20名）
7：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

8：災害時対応演習
9：平成24年度大規模津波災害総合訓練参加
10：土研新技術ショーケース2012in広島
（115名）
10：PC技術講習会（70名）
10：品質セミナー“エラー防止のために”（97
名）

11：第4回フットサル大会（106名）
11：建設技術フォーラム2012in広島（7,620
名）

12：広島自転車トーク2012（70名）
2：第47回ボーリング大会（36名）

4：金日成生誕100周年
5：フランス大統領選挙でオランド当選
6：オウム真理教事件逃走犯の菊地直子容疑
者・高橋克也容疑者逮捕

7：ロンドンオリンピック開催
9：尖閣諸島国有化
10：ノーベル生理学・医学賞を受賞（山中伸
弥）

12：笹子トンネル天井板落下事故
12：第46回衆議院議員総選挙　野党第一党
の自由民主党が単独で絶対安定多数を確
保、大勝で政権奪還

12：第2次安倍内閣発足
2：ロシア　チェリャビンスク州に隕石落下
3：東京メトロ副都心線と東急東横線の直通
運転を開始

年表（H22年度〜 R2年度）
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年度 入会/退会 支部の活動 日本・世界の出来事

2013
（H25）

49社

【入会】
－

【退会】
－

4：第43回提示総会
6：第49回ゴルフ大会（16名）
7：第48回ボーリング大会（39名）
7：マネジメントセミナー「PFI事業の今後
の展望と建設コンサルタントの役割」（115
名）

7：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

10：品質セミナー“エラー防止のために”（92
名）

11：建設技術フォーラム2013in広島（135企
業・団体）

11：第5回フットサル大会（100名以上）
11：まちトーク2013in広島（57名）
1：要望と提案に関する中国地整勉強会

6：富士山が世界文化遺産に登録
9：スポーツ祭東京2013開催
12：特定秘密保護法案成立
1：STAP細胞生成成功疑惑
2：ソチオリンピック開催
3：「あべのハルカス」全面開業
3：環状第2号線新橋－虎ノ門間開通

2014
（H26）

50社

【入会】
国土防災技術㈱

【退会】
－

4：第44回定時総会
5：防災教育、廿日市文化ホール（105名）
8：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

10：建設関連5団体共催独禁法講習会（189
名）

11：品質セミナー“エラー防止のために”（94
名）

11：社会資本維持管理に関する講習会（97名）
11：第6回フットサル大会（160名）
11：契約のあり方講習会（42名）
11：第50回ゴルフ大会（16名）
11：建設技術フォーラム2014in広島（7000名）
11：まちトーク2014in広島（65名）
12：第49回ボーリング大会（51名）
12：中国地方整備局意見交換会

4：消費税5％から8％に増税
6：FIFAワールドカップブラジル大会開催
6：森ビルによる虎ノ門ヒルズ完成
8：アメリカ軍がISILに空爆作戦開始
8：西アフリカエボラ出血熱流行
9：御嶽山7年ぶりに噴火
9：仁川アジア大会開催
10：ノーベル物理学賞受賞（赤崎勇・天野浩・
中村修二）

11：ワールドトレードセンター完成
12：リニア中央新幹線が着工
1：ISILによる日本人拘束事件発生
3：北陸新幹線長野－金沢間開通

2015
（H27）

50社

【入会】
－

【退会】
－

4：第45回定時総会
5：中国地方整備局「風水害対策訓練」参加
7：マネジメントセミナー（128名）
7：クリーン太田川参加（6名）
7：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

8：第1回防災講演会「みんなで考える土砂
災害―降雨と避難について」（115名）

9：災害時対応演習
10：第1回独占禁止法に関する特別委員会
10：建設関連5団体共催独禁講習会（198名）
10：RCCM更新登録講習会（6,438名）
10：品質セミナー“エラー防止のために”（143
名）

10：第7回フットサル大会（190名）
11：第51回ゴルフ大会（16名）
11：中国地方整備局意見交換会
11：土研新技術ショーケース2015in広島
（278名）
11：建設技術フォーラム2015in広島（12団
体、1大学、53社）

11：中国地方学生フォーラム2015in広島（中
国地方学生協同）

12：第50回ボーリング大会（45名）
1：まちトーク2016スポーツとまちづくり
（80名）

4：首相官邸ドローン落下事件
6：アメリカ合衆国全州で同性結婚合法化
7：NASAのニュー・ホライズンが冥王星に
最接近

7：安倍首相が国立競技場計画の白紙撤回を
表明

9：2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クエンブレム使用中止方針決定

9：平成27年9月関東・東北豪雨
9：安全保障関連法案成立
10：TPP交渉大筋合意
10：ノーベル生理学・医学、物理学賞受賞（大
村智）（梶田隆章）

10：旭化成建材の横浜市マンション杭打ち
データ改ざん問題

1：マイナンバー運用開始
3：北海道新幹線新青森－新函館北斗間開業
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年度 入会/退会 支部の活動 日本・世界の出来事

2016
（H28）

50社

【入会】
－

【退会】
－

4：第46回定時総会
6：情報セキュリティ講習会（69名）
7：意見交換会（中国地建・中国5件・広島市・
岡山市

7：クリーン太田川参加（18名）
8：第2回防災委員会（240名）
10：建設関連5団体共催独禁法講習会（232
名）

10：第52回ゴルフ大会（20名）
11：第8回フットサル大会（200名）
11：建設技術フォーラム2016in広島（13団
体、1大学、63社）

11：中国支部若手技術者の会発足会
12：第51回ボーリング大会（15チーム）
1：まちトーク2017『どうする中山間地域?!』

4：熊本県直下型地震発生（震度7）
5：バラク・オバマが広島市訪問
6：イギリス、国民投票でEU離脱を決定
7：相模原障害者施設殺傷事件発生
8：リオデジャネイロオリンピック開催
10：ノーベル生理学・医学賞受賞（大隅良典）
12：糸魚川市大規模火災発生
1：森友学園問題、加計学園問題
1：稀勢の里が横綱昇進
1：バラク・オバマがアメリカ合衆国大統領
任期満了

1：ドナルド・トランプが第45代アメリカ合
衆国大統領就任

2：金正男、マレーシアで殺害

2017
（H29）

50社

【入会】
－

【退会】
－

4：第47回定時総会
7：マネジメントセミナー（157名）
8：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

10：品質セミナー“エラー防止のために”（107名）
10：建設関連5団体共催独禁法講習会（233
名）

10：若手技術者交流会in中国
11：建設技術フォーラム2017in広島（22団
体、1大学、68社）

11：RCCM資格試験（4,812名）
11：河川講習会“広島豪雨災害の復旧状況な
どについて”（45名）

11：第53回ゴルフ大会（20名）
11：第9回フットサル大会（230名）
11：土研新技術ショーケース2017in広島
（216名）
12：第52回ボーリング大会（42名）

5：フランス大統領選挙でマクロン大統領当
選

5：大韓民国第19代大統領選挙で民主党の文
在寅候補が大勝

6：皇室典範特例法可決成立
6：藤井聡太四段が歴代最多連勝記録
9：眞子内親王が婚約内定発表
9：メキシコ中部地震発生
10：第48回衆議院議員総選挙で自民党圧勝
10：ノーベル文学賞受賞（カズオ・イシグロ）
12：天皇陛下退位日が2019年4月30日に
決定

12：羽生善治棋士「永世七冠」達成
2：平昌オリンピック開催

2018
（H30）

50社

【入会】
－

【退会】
－

4：第48回定時総会
6：「身近なものを用いた土木実験教材」アイ
デアコンテスト

7：災害対策中国現地本部設置
7：「マネジネントセミナー」PPP／PFI（112名）
10：品質セミナー“エラー防止のために”（124名）
10：建設関連5団体共催独禁法講習会（242
名）

10：「働き方改革に見るこれからの働き方の
カタチ」交流会

10：第10回フットサル大会（200名）
11：建設技術フォーラム2018in広島（18団
体、1大学、61社）

11：RCCM資格試験（3,522名）
12：まちトーク2018「公共空間での楽しみ
方・遊び方を考えよう」

12：第53回ボーリング大会（33名）
2：第2回防災講演会「みんなで考える平成
30年7月豪雨災害」（200名）

2：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

6：東海道新幹線無差別殺傷事件発生
6：大阪府北部地震発生
7：平成30年7月西日本豪雨発生
7：オウム真理教元代表・麻原彰晃を含む13
人の死刑執行

9：平成30年北海道胆振東部地震発生
10：ノーベル生理学・医学賞受賞（本庶佑）
10：KYB免震・制振オイルダンパー不正出
荷

11：日産自動車カルロス・ゴーン会長が金
融商品取引法違反の容疑で東京地検特捜部
により逮捕

3：イチロー現役を引退
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年度 入会/退会 支部の活動 日本・世界の出来事

2019
（R1）

50社

【入会】
－

【退会】
－

4：第49回定時総会
4：熊野町川角大原ハイツ　防災まち歩き、
防災マップ作成

6：「土研新技術ショーケース2019in広島」
開催（530名）

7：働き方改革セミナー（100名）
8：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

10：品質セミナー“エラー防止のために“（107名）
10：第54回ゴルフ大会（16名）
10：第11回フットサル大会（200名）
11：「契約のあり方」講習会（47名）
12：第54回ボーリング大会（30名）
2：令和元年度第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」（200名）

4：働き方改革関連法順次施行
5：皇太子さま即位　新元号施行　平成から
令和へ改元

7：京都アニメーション放火殺人事件発生
8：G7主要国首脳会議がフランスで開催
9：令和元年房総半島台風被害
10：消費税10％に増税
10：ノーベル科学賞受賞（吉野彰）
10：令和元年東日本台風被害
10：ラグビーワールドカップ2019で日本代
表が1次リーグ全勝、決勝トーナメント（ベ
スト8）

1：最後の大学入試センター試験
2：新型コロナウィルスが感染症法に基づく
「指定感染症」に指定
3：東京オリンピック1年程度延期

2020
（R2）

51社

【入会】
㈱パスコ

【退会】
－

4：第50回定時総会
9：災害時対応演習
10：中国支部50周年事業
10：第55回ゴルフ大会（16名）
11：意見交換会（中国地整・中国5県・広島市・
岡山市）

11：防災教育（中野東小学校）（37名）
11：web防災講演会

4：民法改正（約120年振り）
4：労働者派遣法およびパートタイム・有期
雇用労働法改正施行

4：改正働き方改革関連法施行
5：第5世代移動通信システム（5G）サービ
ス開始

6：新型コロナウィルスの全世界の感染者数が
1,000万人を超え、死者数も累計で50万人を
超える。アメリカが約251万人で世界最多

7：改正容器包装リサイクル法の施行により、
レジ袋有料化が義務化

7：西日本を中心に令和2年7月豪雨被害が
発生

7：熊本県の球磨川で氾濫が発生
8：安倍晋三内閣総理大臣の連続在職日数が
2799日となり、歴代最長

8：としまえん（遊園地）が閉園
9：菅義偉内閣発足
10：菅義偉首相が、2050年までに温室効果
ガス排出量実質ゼロを目指すと宣言

11：新型コロナウィルスの全世界の感染者
数が6,000万人を超える。

12：小田原駅東口に直結する複合施設「ミナ
カ小田原」が開業
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事務局

●4月	7日（火）令和元年度中国支部監査
●4月23日（木）第50回定時総会
●5月29日（金）第1回構造委員会
●6月	3日（水）第1回地域計画委員会
●6月10日（水）第1回道路委員会
●6月11日（木）第1回業務部会
●6月17日（水）第1回技術部会・各委員長合同会議
●6月25日（木）第3回式典部会（メール審議）
●6月29日（月）第21回若手の会
●6月30日（火）第1回総務部会・県委員長合同会議
●7月	1日（水）第2回道路委員会
●7月	1日（水）第1回河川委員会
●7月	1日（水）第10回都市政策ゼミナール
●7月	2日（木）第1回防災委員会・ワーキンググループ代表会議
●7月	3日（金）出前講座　広島市立三篠小学校
●7月	3日（金）西日本4支部連携意見交換会
●7月	6日（月）出前講座　広島市立三篠小学校
●7月	8日（水）研修講師派遣　広島市「アスファルト舗装」
●7月10日（金）～ 14日（火）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13日（月）研修講師派遣　広島市「構造物設計」
●7月14日（火）第1回港湾委員会
●7月15日（水）第2回地域計画委員会
●7月20日（月）国土交通功労者表彰式
●7月22日（水）第1回役員会
●7月29日（水）第3回道路委員会
●8月	6日（木）第4回式典部会（メール審議）
●8月18日（火）第22回若手の会
●8月19日（水）第3回地域計画委員会
●8月28日（金）第2回構造委員会
●8月28日（金）西日本4支部連携意見交換会
●9月	1日（火）令和2年度災害時対応演習
●9月	2日（水）第4回道路委員会
●9月	2日（水）第2回業務部会
●9月	2日（水）防災教育　ひろせ健康サロン
●9月	2日（水）第11回都市政策ゼミナール
●9月	3日（木）第1回厚生部会
●9月	8日（火）第2回港湾委員会
●9月16日（水）第4回地域計画委員会
●9月18日（金）第2回防災委員会
●9月23日（水）第2回河川委員会
●9月29日（火）第4回記念誌部会及びJCCA編集委員会
●9月29日（火）防災教育　広島市立山田小学校
●10月	1日（木）～ 2日（金）研修講師派遣（岡山県建設技術センター）「コンクリート構造物の点検・診断・補修（上級）」
●10月	7日（水）記念事業幹事長・3部会長会議
●10月	7日（水）第3回講演会部会
●10月	7日（水）第5回道路委員会
●10月	8日（木）研修講師派遣（国土交通省中国地方整備局）「砂防・土砂災害」
●10月	9日（金）西日本4支部連携意見交換会
●10月13日（火）第3回港湾委員会
●10月14日（水）第5回地域計画委員会
●10月14日（水）第3回河川委員会
●10月15日（木）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）」
●10月20日（火）第23回若手の会

支 部 日 誌（令和2年4月〜令和3年3月）
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●10月21日（水）第5回式典部会
●10月23日（金）中国支部設立50周年記念式典
●10月26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」
●10月28日（水）鳥取県との意見交換会
●10月28日（水）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」
●10月30日（金）第55回ゴルフ大会
●11月	2日（月）防災教育　広島市立中野東小学校
●11月	4日（水）第6回道路委員会
●11月	4日（水）第12回都市政策ゼミナール
●11月	4日（水）第4回河川委員会
●11月	5日（木）中国地方整備局との意見交換会
●11月	6日（金）広島県との意見交換会
●11月	6日（金）西日本4支部連携意見交換会
●11月	6日（金）第24回若手の会
●11月11日（水）第1回WEB防災講演会
●11月17日（火）工事現場見学会
●11月17日（火）広島市との意見交換会
●11月18日（水）第4回港湾委員会
●11月18日（水）第6回地域計画委員会
●11月19日（木）第25回若手の会
●11月24日（火）研修講師派遣（岡山県建設技術センター）「会計検査指摘事項の検証」
●12月	2日（水）第7回道路委員会
●12月	2日（水）防災教育　広島市立安西小学校
●12月	4日（金）第3回構造委員会
●12月	4日（金）第3回防災委員会
●12月	9日（水）第5回河川委員会
●12月16日（水）研修講師派遣（国土交通省山口河川国道事務所）「橋梁の計画と設計、CIMの推進と活用」
●12月22日（火）第2回総務部会
●12月23日（水）研修講師派遣（広島高速道路公社）「BIM/CIMについて」
●12月24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）」
●1月12日（火）研修講師派遣（広島市）「BIM/CIM初級編」
●1月15日（金）第3回業務部会メール審議による開催
●1月18日（月）～ 22日（金）令和2年度PC技術講習会
●1月26日（火）防災教育　広島市立上温品小学校
●1月27日（水）中国ブロック意見交換会
●1月28日（木）第2回役員会
●2月	3日（水）本部・支部意見交換会
●2月	5日（金）第2回WEB防災講演会
●3月下旬　JCCA中国Vol．49発刊（50周年記念合併号）

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

R3.	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
大　場　健太郎
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

“中国地方で新たに120人の新型コロナウイ
ルスの感染が確認されました。重症者はいない
ようです。”ニュースの報道は感染者の推移が
「ニューノーマル」となり、第一波を軽く考えて
いたわけではないのですが、年末には連日、感
染者が過去最高を更新しました。
我々の仕事も人との接触機会を減らすためテ

レワークや非対面営業が浸透し、オンライン会
議も増えました。移動を伴わない手軽さを感じ
る一方、質問のタイミングの難しさや双方の熱
量・息遣いを感じ難いもどかしさも実感してい
ます。ただ、デジタル技術を総動員して業務や
あらゆる建設プロセスを変革する「DX（デジタ
ルトランスフォーメーション）」の導入は人手
不足や働き方改革の切り札として喫緊の課題と
なっています。

こうした激変のさなか、建設コンサルタンツ
協会中国支部では、感染対策を徹底し、多くの
関係者の協力により、設立50周年の記念講演
会・記念式典を盛大に執り行いました。私も携
わった式典企画の「フォトコンテスト（－50年
後の未来に残したい中国5県内の社会インフラ	
－）」には約200件の一般応募があり、どの作品
もその時代の社会ニーズに真摯に応えた先人の
仕事を鮮やかに切り取っていました。社会イン
フラが多くの方に永く愛されていることを誇り
に思うとともに、コロナ禍の先行きは視界不良
ですが、変化の波を上手くのりこなしたいと気
持ちを新たにしました。
これからもJCCA中国誌上に明るい記事を紹

介していきたいと思いますので、寄稿及び協会
活動にご指導・ご協力のほどよろしくお願いし
ます。	 （O．K）
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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㈱代表取締役会長）

・副支部長	坪井	俊郎（中電技術コンサルタン卜㈱代表取締役社長）	・副支部長	小谷	裕司（㈱工イ卜日本技術開発代表取締役社長 )

令和 3年３月１日現在	（51 社）

会　　　社　　　名

相 生 エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱

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

会　　　社　　　名

㈱ 建 設 技 術 研 究 所 中 国 支 社

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

会　　　社　　　名

㈱千代田コンサルタン卜広島支店

㈱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 ㈱

㈱ パ 	 ス 	 コ

㈱ ヒ ロ コ ン

㈱福山コンサルタン卜中四国支社

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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