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「新年のご挨拶」
（一社）日本補償コンサルタント協会北海道支部

『新年のご挨拶』

国土交通省北海道開発局
開発監理部用地課長 山越祐二
（北海道用地対策連絡協議会常任幹事）
新年あけましておめでとうございます。
一般社団法人日本補償コンサルタント協
会北海道支部会員の皆様におかれまして
は、輝かしい新年の幕開けを迎えられたこ
とを心からお慶び申し上げます。
また、平素から北海道開発行政の推進に
つきまして、格別のご理解とご協力をいた
だいておりますことにお礼申しあげます。
昨年は、全国各地で自然災害が多発しま
した。特に９月６日に発生した「平成３０
年北海道胆振東部地震」におきましては、
厚真町で北海道では初めての震度７を記録
するなど道内各地において甚大な被害があ
りました。土砂崩れ、液状化現象などが発
生し、いまもって避難されている方々が大

勢いるところです。心よりお見舞い申しあ
げます。
昨今の多発する自然災害を鑑みると、安
全・安心のためのインフラ整備がまさに喫
緊の課題となっており、北海道開発局は第
８期北海道総合開発計画を策定し、国土強
靭化に向けた防災・減災対策、安全な国土、
活力ある地域づくりを目指しています。公
共用地の取得や補償業務は、このようなイ
ンフラ整備の大前提となるものであり、更
なる迅速化・効率化が要求されています。
また、近年は土地の権利関係の多様化・
複雑化はもとより、多数相続の土地や所有
者不明土地も年々増加し、公共・公益事業
の用地取得の際にも支障となっており、対
応に当たる用地職員は極めて高度な知識が
求められるようになってきました。これら
の知識は用地取得の経験をもって蓄積され
ますが、行政組織がスリム化されていく中
で人材の育成が難しくなっており、国民の
期待に応えるためには、用地・補償の専門
集団である日本補償コンサルタント協会及
び会員の皆様の御協力が不可欠となってお
ります。
用地部門としましても業務のアウトソー
シングを積極的にすすめ、皆様の専門的ノ
ウハウをお借りし、迅速・適正な用地取得
に取り組んでいきたいと考え、用地補償総
合技術業務、補償説明業務、用地調査点検

等技術業務などの支援業務の拡大を進めて
いくこととしております。
北海道支部の皆様におかれましては、
我々の良きパートナーとして、これまでも
公共事業の円滑な推進と公共福祉への増進
にご尽力されてきたところでありますが、
より一層の研鑽を積まれることを期待する
とともに、今後ともご支援、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
最後に、本年が皆様にとりまして、充実
したよい年になりますとともに、貴協会の
ますますの発展をお祈り申し上げ、年頭の
ご挨拶にかえさせて頂きます。

『年頭にあたって』

一般社団法人
日本補償コンサルタント協会
北海道支部長 中野 芳
２０１９年、明けましておめでとうござ
います。会員並びにご家族の皆様には清々
しい新年を迎えられたことと、心からお慶
び申し上げます。
昨年は年明け早々の大雪に始まり火山噴
火、地震、台風、豪雨と激甚化した自然災
害が続発の１年となりました。中でも９月
の「平成３０年北海道胆振東部地震」では
厚真町、安平町、むかわ町をはじめ札幌市
や北広島市で土砂崩壊や家屋倒壊が多数発

生し、また、道内のほぼ全域がブラックア
ウトによる未曾有の事象に見舞われ、交通
機関やライフラインにも甚大な影響が及ぼ
されました。
被災された皆様には心からお見舞い申し
あげますとともに、1 日も早い生活再建が
図られるようお祈り申しあげます。
震災の支援では、当協会本部と（一社）
日本補償コンサルタント復興支援協会本部
より北海道に、また、支部から被災３町と
札幌市に義援金を贈呈したところですが、
今後の被災地復興事業においても復興支援
協会と連携を図り公費解体・撤去管理業務
等で引き続き支援して行きたいと考えてい
るところです。
近年の激甚化大規模災害では「平時にお
ける“事前防災”の推進」を痛感し、その
ための社会資本整備の重要性を再認識して
いるところです。当業界も用地補償業務を
通じ公共事業の推進に微力ながら尽力して
いるところですが、このところの補償コン
サルタント業界を取り巻く環境は大変厳し
くなってきています。
安定した業務量確保や担い手確保の問題、
更に技術力の継承など共通課題として山積
しております。これらは企業経営にとって
礎となる重要な事項であり、また、災害発
生時における地域コンサルタントの応急出
動にも影響を及ぼしかねない問題であると
認識しております。発注機関の皆さんには
要望活動や意見交換の機会を通じ現状のご
理解をいただいておりますが、当業界全体
の健全な運営に向け、引き続きご理解とご
支援をお願いするところです。
一方で公共事業推進にあたってはこれま
での課題に加え“所有者不明土地の利用の
円滑化”が問われていますが、国土交通省
と法務省の相互協力でいよいよ本格的な取
り組みが始動する状況にあります。北海道
でも北海道開発局や札幌法務局が中心とな
り連携協議会が結成されることになってお

り、当協会も協力団体の一員として蓄積し
た用地処理のノウハウを提供するなど、積
極的に役割を担って行きたいと考えている
ところです。
おわりになりますが、今年は新しい時代
の幕開けの年となります。
今年１年が皆様にとり、最良の年になり
ますようご祈念申しあげ年頭のご挨拶とい
たします。

割を精一杯果たしていきたいと思います。ま
た、貴協会におかれましては災害復旧に際し、
緊急の支援業務等に多大なご尽力をいただい
ておりますことに、改めて感謝申し上げます。
私の勤務する函館地方におきましては、２
０１６年３月に開業した北海道新幹線や函館
空港に新たに就航した国内線 LCC によるアク
セスの向上、函館港へのクルーズ船入港の増
加等により国内外から多くの人たちが函館市
や道南の観光地を訪れています。また、当地
域は縄文遺跡の宝庫で、ユネスコ世界文化遺
産への登録を目指す「北海道・北東北の縄文

『年頭ご挨拶』

遺跡群」の中にあっても屈指の大船及び垣ノ

北海道開発局

大いに寄与するものと思われます。これらの

島遺跡などを有し、今後の文化振興や観光に

浅野浩行

状況下にあって地域経済もプラス指向であ

（北海道用地対策連絡

り、地域の資源特性を活かした新たな価値が

協議会道南地区部会

生み出されていくものと期待されるところで

長）

す。

函館開発建設部調査官

その反面、道南の名産であるイカが長期に
新年明けましておめ
でとうございます。
一般社団法人日本補
償コンサルタント協会

不漁になるなど、一部の産業においては厳し
い状況が続いており、また、人口減少に歯止
めが掛からないといった課題も抱えていま
す。

北海道支部の皆様及び

このような社会経済環境の中で、函館開発

用地補償を担当されている各起業者の皆様に

建設部におきましては８期目の北海道総合開

は、健やかに新年を迎えられましたことを心

発計画に基づき、北海道の強みである農林水

からお慶び申し上げます。また、日頃から貴

産業・食関連産業及び観光を戦略的産業とし

協会の皆様には、北海道開発行政の推進にご

て振興を図るとともに、暮らしの安全・安心

理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

を確保するために強靱で持続可能な国土づく

昨年を振り返ってみますと、全国的に大雨

りのため、渡島檜山地方を管轄区域として各

や地震など相変わらず自然災害の多い年であ

種社会資本の整備を進めています。

りました。とりわけ９月６日に発生した北海

道路関係では、北海道内外の人流物流の拡

道胆振東部地震においては、身近なところで

大や地域拠点間の連携を確保するため、「北

尊い命が奪われるとともに住宅や各種インフ

海道縦貫自動車道七飯大沼道路」「函館江差

ラに甚大な被害が発生し、さらに全道広範囲

自動車道茂辺地木古内道路」「函館新外環状

にわたり日常生活や企業活動に深刻な影響が

道路（空港道路）」など高規格幹線道路網の

出たところです。亡くなられた方々に哀悼の

整備を進めています。農業関係では、区画整

意を表しますとともに、被災された皆様に心

理や土地利用の再編を行い農地の利用集積を

からお見舞い申し上げます。一日も早い復

進めることにより、生産性の向上・優良農地

旧・復興の実現に向けて私共も与えられた役

の確保を図る農地再編整備事業を今金町及び

せたな町で進めています。港湾漁港関係では、
函館港若松地区におけるクルーズ船岸壁の整

『平成の最後に思う』

た衛生管理や安定供給のための漁港整備を進

北海道開発局
稚内開発建設部調査官

めています。さらに近年多発している大雨災

（北海道用地対策連絡協議会稚内地区部会長）

害に備え直轄管理の後志利別川においては、

～稚内開発建設部コーポレートスローガン～

洪水を安全に流下させるための河道の掘削、

『宗谷の海・空・大地・そして人とつながる』

備、水産物の品質や付加価値の向上を目指し

千田澄夫

堤防盛土を進めるとともに、関係機関と住民
が一緒になって大規模水害に備える「タイム
ライン（事前防災行動計画）」を策定し、ハ
ードソフト一体的に洪水対策を進めていま
す。
これらの社会資本を整備するに当たりまし
ては、その基礎となる用地取得が不可欠です
が、事業効果の早期発現のためには、用地取
得を如何に円滑かつ迅速に進めるかが大きな
ポイントとなります。一方、用地交渉の現場
におきましては地権者の権利意識の高揚、価
値観の多様化などで難しい対応を迫られてお
り、また、所有者不明の土地が増加するなど
これまで以上に用地事務手続が煩雑長期化す
る傾向にあります。
このような中で、用地調査から補償金算定
さらに用地交渉に至るまで高度な専門知識を
有する補償コンサルタントの皆様の果たす役
割は益々重要になってきています。
今後とも公共用地行政の一翼を担う良きパ
ートナーとして、引続き各種業務にご支援を
お願いします。
最後に２０１９年がどのような年になるか
俯瞰してみますと、平成が終わり新たな「時
代」が幕を開け、東京オリンピック・パラリ
ンピックを目前に控え、消費税が１０％に切
替わり、外国人の雇用が拡大され etc・・・
社会世相の話題には事欠かない年であるよう
に思います。
これにより私たちの生活や仕事にも変化が
生ずるものと予想されますが、様々な世相を
追い風にして、この一年が皆様にとって良い
年であることを祈念し新年の挨拶といたしま
す。

日本補償コンサ
ルタント協会北海
道支部会員の皆様
方には、謹んで新
年のご挨拶を申し
上げます。
昨年も大きな自
然災害に見舞われ
ましたが、とりわけ平成３０年北海道胆振
東部地震におきまして、犠牲になられた
方々とご遺族には心からのお悔やみと、被
害に遭われた皆様方には謹んでお見舞い申
し上げます。
今年は、元号が変わる節目の年となりま
す。元号を用いているのは、世界では日本
くらいのようですが、
「大化の改新」の「大
化（６４５年）」から２４０以上（２４７）
の元号が使われてきたそうです。
「新しい元号は『平成』であります。」と
聞いてから早３０年が過ぎました。昭和
６０年に北海道開発局に採用となり、役所
生活の大半を平成とともに過ごしてきまし
たが、月日の流れの速さを感じざるを得ま
せん。誰かが言ってました。
「人は待ってく
れるが、時間は待ってはくれない。」この原
稿を書いているということは、そろそろ退
職が近づいて来たということでしょう。
平成は、不動産の高騰や株価が史上最高
値を付けるなど（ＮＴＴ株は抽選が当たっ
たのですが、買ってません。）、昭和の終わ
りからのバブル期に始まりました。ちょう
どその頃東京で勤務していたのですが、タ
クシーはほとんどが中型車（クラウンクラ

ス）で、近距離３～５千円くらいでも乗る
のは気が引けるような感じで、巷ではジュ
リアナ東京、荒木師匠など、平野ノラのよ
うな人がたくさん居たような時代です。
ただ、東京でも公務員にはあまりバブルは
関係なかったように思うのは、私だけでし
ょうか・・・。そして平成が数年過ぎると、
バブルは崩壊、たくぎん経営破綻、後期は
東北大震災、デフレスパイラル（物価も下
がるが給与も下がる）、３０年目の今年は胆
振東部地震、ブラックアウトと、大災害も
相継ぎました。よく「失われた１０年いや
２０年」と言われますが、北海道にとって
は厳しい時代だったのではないでしょうか。
平成の由来は、
「内平外成、地平天成」と
言われてますが、はたしてどうだったので
しょうか・・・。
新しい元号が何になるのか気になるとこ
ろですが、Ｍ、Ｔ、Ｓ、Ｈの頭文字が付く
文字は生年月日などのイニシャルに使われ
るため、過去のものと重複しない文字にな
るのではとも言われています。「○○元年」
を契機に、みんなが安心安全に暮らせて、
バブル景気とは言わないまでも、財布のひ
もをゆるめられる世の中になってほしいも
のです。安心安全の安という字が気になり
ますね。
さて、宗谷地域は、道内でも有数の酪農
や水産が盛んなところで、コンビニや外資
の大型スーパーで販売されている牛乳をは
じめ、ホタテ、イカ、カニ、サケに代表さ
れる海産物など、日本の食を支え世界にも
通じる高品質な食の供給基地として重要な
役割を担っています。
稚内開発建設部では、元号が変わっても
引き続き、第８期北海道総合開発計画の趣
旨を踏まえ、宗谷地域の資源・特性を活か
した産業、観光の振興を図り、もって広大
な生産空間や市街地に人々が長期にわたり
住み続けられ、暮らしの安全安心が確保さ
れた強靱で持続可能な社会を確立するため

に、道路、港湾、空港、農業農村及び水産
に係る社会資本整備を推進してまいります。
今後とも、北海道開発行政への皆様のよ
り一層のご理解、ご支援をお願い申し上げ
ます。

第４２回通常総会
平成３０年５月１６
日、ホテルポールスタ
ー札幌に於いて第４２
回通常総会を開催しま
した。
ご来賓に北海道開発
局開発監理部次長佐藤
肇様、北海道建設部用地担当課長 木村幸
子様、協会本部から賢木賢悦 副会長をお
招きし、（株）ノース技研の布村重樹様を
議長に選出し議事が進められました。

総会では支部提出の全議案が承認され
たほか、新役員の選出も行われました。

（新役員の挨拶）

活
〇

動

報
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開発局監理部次長と懇談
開発局監理部次長と

平成３０年５月１６日の第４２回通常 総
会に先立ち、
に先立ち、北海道開発局
北海道開発局開発監理部次長、
開発監理部次長、
同用地課長
用地課長よりコンプライ
コンプライアンス
アンスの取り組み
の取り組み
について協力要請があり
について協力要請がありました。
した。
その後、
その後、平成３０年度における北海道開
平成３０年度における北海道開
発局の事業計画や
局の事業計画や
局の事業計画や用地補償業務全般につい
業務全般につい
て意見懇談
意見懇談を行いました。
を行いました。
（本部

坂田会長）

（佐藤監理部次長、山越用地課長と懇談）
（担当支部
（担当

〇

横打
横打関東支部長）
）

東日本ブロック会議

平成３０年度の
平成３０年度の東日本ブロック会議が
東日本ブロック会議が
平成３０年１０月３日から４日にかけ、東
京で開催されました。
京で開催されました。協会本部坂田会長、
協会本部坂田会長、
関東支部横打支部長の挨拶の後、各支部提
出の議題について意見交換しました。
初日の
初日の意見交換
意見交換では「補償業務管理士研
では「補償業務管理士研
修と資格取得のあり方」や「業務領域拡大
に向けた国会議員等への働きかけ」につい
て熱心に討議が行われました。
２日目は東京オリンピック・パラリンピ
ックに向け建設の進む道路施設等と史
跡・旧跡の共存の実態について現地視察を
行いました。

〇

支部要望活動
要望活動

平成３０年度の要望活動を７月下旬から
９月中旬にかけて取り組みました。
９月中旬にかけて取り組みました。
支部要望書
書は北海道開発局各開発建設部
は北海道開発局各開発建設部
と北海道各建設管理部の
と北海道各建設管理部の担当官に支部長か
支部長か
ら手交しました。
ら
ました。主な要望
主な要望項目は用地補償
は用地補償
関連予算の減少が続く現状を踏まえ、
関連予算の減少が続く 現状を踏まえ、発注
現状を踏まえ、
業務の拡充や業務の
業務の拡充や業務の掘り起こし、平準化
掘り起こし、平準化発
掘り起こし、平準化
注、未活用業務
注
業務の活用拡大、
拡大、CPD 制度創設
による技術者評価の拡充、会員
による技術者評価の拡充、会員・地域コン
地域コン
サルタントの活用などでした。
サルタントの活用 などでした。

〇

意見交換会等

◆ 要望活動における意見交換会 ◆◆◆◆◆◆

（旭川建設管理部へ要望書手交

30.7.17）

要望活動時に発注官庁と意見交換を行い
ました。用地補償関連業務の減少は経営環
境の厳しさに加え災害対応にあたる地域コ
ンサルタントの活動にも影響をあたえるこ
とから新たな業務の発掘など幅広く意見交
換を行いました。

要望活動実施日
日

要望活動官庁

7/17

旭開建

旭建管

上振興

7/18

網開建

網建管

オ振興

7/20

樽開建

樽建管

札開建

札建管

帯開建

帯建管

十振興

釧建管

釧振興

室建管

胆総合

函建管

渡総合

8/23

（北海道開発局との意見交換

30.1.15）

釧開建
8/24
8/30

室開建
函開建

8/31
9/27

留開建

留建管

留振興

9/28

稚開建

稚建管

宗総合

31/1/21

開発局

道庁
（北海道との意見交換

30.1.15）

（釧路開発建設部との意見交換 30.8.23 ）
（函館開発建設部へ要望書手交

30.8.30）

要望活動では今年度から地元会員も同席
し地域の実情を訴えました。
これらの内容を踏まえ、北海道開発局、
北海道建設部と平成３１年 1 月２１日に意
見交換を実施する予定です。

（開建部）札幌、小樽開建全５名
（支 部）補償業務委員会全１０名
・議
題
①歩掛に対する意見集約
②第１回 WG における未整理案件
③点検業務における疑義
④提案事項
⑤特殊動産の標準単価化について
（帯広建設管理部との意見交換 30.8.23）

◆成果物品質向上の取組実務者 WG◆◆◆◆◆◆◆

◆補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に関する意見交換会◆◆◆◆◆

北海道開発局用地課主催による「成果物
（用地調査等業務）品質向上の取組実務者
WG」を実施しました。
実務者 WG は平成２１年度から平成２９
年度まで実施してきた成果品品質向上にか
かる意見交換等で出された成果物のバラツ
キ防止の要因が整理されたことから、これ
らを受発注者双方の確認事項として周知す
るために今年度から取り組まれた会議です。
第１回 WG では指摘事項など９０項目の
うち６６項目を整理・冊子化し会員に配布
することなど確認しました。
（後日、８項目追加整理）
第１回 WG
・日
平成３０年６月２８日
・場
所 札幌開発建設部
・出 席 者
（開発局）収用専門官ほか全５名
（開建部）札幌、小樽開建全５名
（支 部）補償業務委員会全７名
・議
題
①WG 体制について
②活動内容について
③要望事項に対する方針案の作成

網走開発建設部と補償コンサルタント業
務に関する意見交換会を実施しました。
意見交換会には地元会員３社も参加し、
今日的課題について情報の共有を図りまし
た。
・日
平成３０年７月１８日
・場
所 網走開発建設部
・出 席 者
（開建部）次長、調査官ほか全６名
（支 部）支部長ほか全３名
（会 員）網走地区会員７名
・議
題
①働き方改革について
②女性登用について
③網走開建部用地課の取組について
④災害時における協力について
⑤補償基準等の改正について

第２回 WG
・日
平成３０年１２月１３日
・場
所 札幌開発建設部
・出 席 者
（開発局）収用専門官ほか全５名

（網走開発建設部と働き方改革など意見交換）

〇

◆ 補償業務管理士検定
（筆記）試験 ◆◆◆◆◆

研修・講習・試験等

◆ 用地事務研修 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

会員技術者の技術力向上を目指し、用地
事務研修を実施しました。また、例年実施
している親睦懇談会は４０周年記念事業の
親睦ボウリング大会と連動して行い、大い
に盛り上がりました。
・日
平成３０年１月２５日
～２６日
・場
所 北海道経済センター
・参加者数 ３１社７９名（内、非会員４名）

平成２９年度補償業務管理士検定試験
（筆記）を行いました。
・日
平成３０年４月２２日
・場
所 北海道経済センター
・受験者数 ４７名（延べ）
共通科目 ２６名
専門科目 ２１名
◆ 補償業務管理士検定（論文）試験 ◆◆◆◆

平成２９年度補償業務管理士検定試験
（論文）を行いました。
・日
平成３０年８月１日
・場
所 道特会館
・受験者数 ５名
◆ 補償業務管理士更新講習会 ◆◆◆◆◆◆◆

平成３０年度補償業務管理士登録更新講
習会を行いました。
・日
平成３０年９月２６日
・場
所 北海道経済センター
・受講者数 ３３名

（平成３０年度用地事務研修）

研修科目名
土地収用法の解説

講

師

北海道開発局

名

開発監理部用地課

収用専門官
補償事例発表

北海道開発局

亀谷隆弘

札幌開発建設部用地課

用地専門官
建物調査業務の解説

氏

大久保友也

氏

（株）タナカコンサルタント
技術第２部長

坪井淳一

氏

業務成績評価の解説

北海道開発局

開発監理部用地課

総合評価落札方式の解

用地官

嶋

洋

氏

説

生活再建対策係長

吉田賢正

氏

損失補償基準等の改正

北海道開発局

の解説

補償審査係長

①補償事例

HRS（株）

開発監理部用地課
西井了英

測量補償部次長
②補償事例

功

氏

五郎部

修

氏

（株）エル技術コンサルタント
補償部長

鈴木眞悟

氏

講

公共用地業務の現状と

国土交通省

課題

総務課

師

名

土地・建設産業局

公共用地室

用地調整係長

氏

（株）日興ジオテック
環境開発課主任

③成果品品質向上

齋藤

研修科目名

吉田賢正

氏

補償コンサルタントと

北海道開発局

管理業務

開発専門官

補償基準等の改正等に

北海道開発局

ついて

調整係長

補償コンサルタント業

（一社）日本補償コンサルタント協会

の属性と市場規模等に

総務部長

ついて

開発監理部用地課
岩佐

透

氏

開発監理部用地課
手塚直樹

熊谷

啓

氏

氏

◆ 補償業務管理士共通科目研修 ◆◆◆◆◆◆

平成３０年度補償業務管理士共通科目研
修を行いました。

・日

平成３０年１１月２６日
～２８日
・場
所 道特会館
・受講者数 ５名
研修科目名
補償の法理

用地事務概要

講
北海道開発局

師

梶

北海道開発局

旭川開発建設部

用地課長補佐

戸塚直人

DVD

不動産登記法概説

DVD

土地収用法概説

北海道開発局

藤野

北海道開発局

DVD

発注仕様概説

北海道開発局

五十嵐

氏

氏

憲

氏

開発監理部用地課
嶋

洋

氏

駒寄弘幸

氏

補償コンサルタント

(株)エル技術コンサルタント

業

常務取締役

一般補償基準

北海道開発局

釧路開発建設部

用地課長

久保裕樹

氏

札幌開発建設部

業務第２課長補佐

〇

氏

開発監理部用地課

用地官

北海道開発局

訓

安田崇也

収用認定専門官
補償関係税制概説

氏

開発監理部用地課

補償審査係長
公共補償基準

博司

開発監理部用地課

収用専門官
北海道開発局

平成３０年４月２３日
札幌第１合同庁舎
３４会員６８名
平成３０年５月３０日
釧路地方合同庁舎
６会員２０名

開発監理部用地課

用地課長補佐

土地利用規制法概説

事業損失・生活再建

名

【札幌会場】
・日
・場
所
参 加 者
【釧路会場】
・日
・場
所
・参 加 者

塩泡泰之

氏

説明会・講演会等

◆ 補償標準単価表改正説明会 ◆◆◆◆◆◆◆

北海道用地対策連絡協議会が主催する
「補償標準単価表等の改正にかかる説明会」
が札幌と釧路で行われ、それぞれの地区に
存する会員技術者が参加しました。
①立木要領及び通損要領の解説
②補償標準単価表等改正の解説

◆ 補償標準単価表改正出前説明会 ◆◆◆◆◆

北海道用地対策連絡協議会の協力を得て
「補償標準単価表等の改正にかかる出前説
明会」を開催しました。会場提供にご協力
いただいた会員の皆さんには御礼申しあげ
ます。
①立木要領及び通損要領の解説
②補償標準単価表等改正の解説
【帯広会場】
・日
平成３０年５月２５日
・場
所 ズコーシャ会議室
・参 加 者 ４会員２４名
・講
師 野田聡和（ズコーシャ）
瀧本幸三（タナカコンサル）
【旭川会場】
・日
・場
所
・参 加 者
・講
師

平成３０年５月２９日
富士建設コンサル会議室
５会員１３名
斉藤敏幸（ドーコン）
駒寄弘幸（エル技術）

【苫小牧会場】
・日
平成３０年５月３１日
・場
所 タナカコンサル会議室
・参 加 者 ６会員 ２４名(内、非会員３名)
・講
師 鈴木眞悟（エル技術）
坪井淳一（タナカコンサル）

◆ 独占禁止法講演会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

１

講
演
①「公共用地業務の現状と課題」
国土交通省土地・建設産業局 総務課
公共用地室用地調整係長 吉田賢正 氏
②「中間貯蔵施設の用地取得」
環境省福島地方環境事務所
特定物件等補償対策室長

適正な業務運営のための法令や独占禁止
法の運用状況を把握し、適法な企業活動に
資するための講演会を実施しました。
・日
平成３０年９月３日
・場
所 道特会館
・演
題 「独占禁止法遵守について」
・講
師 公益財団法人
建設業適正取引推進機構
相談指導部長 遠藤孝史 氏
・参 加 者 １８会員２１名

中間貯蔵部

浅原堅祐

氏

２ 事例発表
①「マンション敷地の用地取得」
道央地区部会
札幌開発建設部用地業務第２課
用地専門官
服部雅欣 氏
②「コンクリート製品の製造工場の移転
先を構内と確定した事例」
留萌地区部会
留萌開発建設部
用地課 用地専門官
坂口昌平 氏

◆ 消費税の軽減税率制度に関する説明会 ◆

平成３１年１０月から導入される消費税
率１０％と同期に行われる軽減税率制度の
説明会を実施しました。説明会では軽減税
率の適用となる対象品目、日々の取引や経
理の影響、事業者の留意事項について詳細
の説明を受けました。
・日
平成３０年５月１６日
・場
所 ホテルポールスター札幌
・説 明 者 札幌国税局 消費税課
軽減税率制度係長

・参 加 者

山嵜豪記

氏

４０名

◆ 講演会および補償事例研究発表会 ◆◆◆

北海 道用 地 対策 連絡 協 議会 が主 催 する
「講演会および補償事例研究発表会」が行
われ、今後の業務処理に活かそうと会員技
術者が聴講しました。
・日
平成３０年１０月３０日
・場
所 札幌第１合同庁舎
・参 加 者 ２５会員５６名（内、非会員 6 名）

〇

支部役員会等

（北海道補償第 56 号発行以降の報告）
◆ 役員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【平成２９年度】
第５回役員会(３０.１.１５)
①本部理事会・各委員会等報告
②支部委員会報告
③東北支部との意見交換会について
④創立４０周年記念事業について
１）記念誌の発行について
２）親睦ボウリング大会について
⑤本部広報誌の教育機関への配布について

第６回役員会(３０.２.８)
①本部理事会・委員会報告
②支部委員会報告
③第４２回通常総会議案及び予算について
④東北支部との意見交換会について
⑤その他
【平成３０年度】
第１回役員会(３０.４.１２)
①本部理事会・委員会報告
②支部委員会報告
③会計監査報告
④第４２回通常総会について
⑤その他

◆ 三役会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【平成３０年度】
第１回三役会(３０.４.１２)
①次期役員体制について
②その他
第２回三役会(３０.９.１４)
① 平成３０年度東日本ブロック会議について
②北海道胆振東部地震義援金について
③その他
第３回三役会(３０.１１.８)
①人材育成について
②東北支部との意見交換会について
③その他
◆ 総務委員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【平成２９年度】
第２回総務委員会（３０.２.７）
①本部総務委員会報告
②第４２回通常総会関係について
③その他

第２回役員会(３０.５.１６)
①第４２回通常総会について
②その他

【平成３０年度】
第１回総務委員会（３０.４.６）
①本部総務委員会報告
②第４２回通常総会関係について
③その他

第３回役員会(３０.５.１６)
①本部理事・委員の選出について
②その他

◆ 補償業務委員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第４回役員会(３０.６.２１)
①本部理事会・各委員会等報告
②支部委員会報告
③支部委員の選出について
④平成３０年度要望活動について
⑤用地調査等業務 QA の発行について
⑥その他

【平成３０年度】
第１回補償業務委員会(３０.６.２８)
①平成３０年度事業計画について
②北海道開発局用地調査等業務の QA 発
行について
③その他
第２回補償業務委員会(３０.１２.１３)
①本部補償業務委員会検討事項について
②その他

◆ 企画広報委員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【平成３０年度】
第１回企画広報委員会(３０.７.１３)
①平成３０年度事業計画について
②平成３０年度要望活動について
③会員名簿の発行について
④支部報「５７号」の発行について
⑤本部広報誌について
⑥協会の広報活動について
⑦その他

②選考委員会委員長等の互選について
③役員選考について

第２回役員選考委員会（３０．５．１６）
①次期役員体制について（確認）
◆周年記念事業 WG 関係 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【平成２９年度】
第４回周年記念事業 WG 委員会(３０.２.２０)

①創立４０周年記念誌について
②その他
第２回企画広報委員会(３０.１１.２０)
①若手技術者との座談会について
②その他

第５回周年記念事業 WG 委員会(３０.３.２６)

①創立４０周年記念誌について
②その他

◆ 研修委員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【平成２９年度】
第２回研修委員会(３０.１.２５)
①今後の研修体制の構築について
②平成２９年度事業報告及び平成３０年
度事業計画について
③本部研修分科会への要望について
④その他
【平成３０年度】
第 1 回研修委員会(３０.７.３１)
①平成３０年度事業計画について
②標準書改正説明会の実施状況について
③平成３０年度用地事務研修について
④その他
◆ 役員選考委員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第１回役員選考委員会（３０．４．２６）
①選考委員会の運営について

【平成３０年度】
第 1 回周年記念事業 WG 委員会(３０.４.１６)

①創立４０周年記念誌について
②その他
◆ 用地関係業務歩掛検証アンケート ◆◆◆

平成３０年度の用地関係業務歩掛検証ア
ンケート・ヒアリングを実施しました。
この調査は国土交通省本省主導で全国の
補償コン協会会員が協力して行われ、前年
度に引き続く実施となりました。
平成３０年度は７会員の協力を得て以下
の項目の検証を行いました。
なお、９月１２日には事業認定申請図書
等の作成について会員へ直接ヒアリングも
実施しています。
①移転工法案の検討
②事業認定申請図書等の作成

〇

会員親睦事業

〇

◆ゴルフ大会◆
平成３０年６月１５日、恒例の親睦ゴル
フ大会を会員各社から１９名が参加のもと
「札幌北広島ゴルフクラブ」で行いました。
朝方は肌寒さが残っていましたが徐々に
日差しも強まり、絶好のゴルフ日和の中、
参加したみなさん日頃の技術を思う存分に
発揮し親睦を深めていました。
結果は以下の通りです。
●優

勝

牧野義昭

ﾈｯﾄ 72.6

ｸﾞﾛｽ 111

ﾈｯﾄ 73.6

ｸﾞﾛｽ 112

創立４０周年記念事業

◆親睦ボウリング大会◆
平成３０年１月２５日、北海道支部創立
４０周年を記念した親睦ボウリング大会を
行い、会員から７７名の参加が有り有意義
な交流の場となりました。

（株）牧野測量
●準優勝

武藤大輔

（株）エル技術コンサルタント
●３

位

山下吉己

ﾈｯﾄ 75.8

ｸﾞﾛｽ

95

山下コンサルタント（株）

◆創立４０周年記念誌の発行◆
北海道支部創立４０周年を記念し、草創
期から今日に至るまでを振り返る「北海道
補償 創立４０周年記念誌」を平成３０年
４月に発行しました。
◆釣り大会◆
平成３０年１０月１９日、親睦釣り大会
を苫小牧西港で開催しました。
秋晴れの中、１１名の腕自慢が参加しま
した。結果は以下の通りです。
●優

勝

駒寄弘幸

（株）エル技術コンサルタント
●準優勝

井澤弘春

（一財）北海道開発協会

（配布作業

30.4.16）

〇

本部理事会等

◆ 理事会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆

【平成２９年度】
第６回理事会（３０
第６回理事会（３０.１.１６）
１６）
第７回理事会（３０
第７回理事会（３０.２.２０）
２０）
第８回理事会（３０
第８回理事会（３０.３.２８）
２８）
【平成３０年度】
第１回理事会（３０
第１回理事会（３０.５.２１）
２１）
第２回理事会（３０
第２回理事会（３０.６.１９）
１９）
第３回理事会（３０
第３回理事会（３０.６.１９）
１９）
第４回理事会（３０
第４回理事会（３０.７.２４）
２４）
第５回理事会（３０
第５回理事会（３０.９.２０）
２０）
第６回理事会（３０
第６回理事会（３０.１１.２６）
２６）

◆経営改善等検討会議 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【平成３０年度】
第１回経営改善等検討会議（３０．７．２５）
第２回経営改善等検討会議（３０．８．２１）
第３回経営改善等検討会議（３０．９．２１）
第４回経営改善等検討会議（３０.１０
１０.１６）
第５回経営改善等検討会議（３０.１１
１１.１３）

「日本橋」と「日本国道路元標」
東日本ブロック会議で重要文化財の一般国道１号「日本橋」
東日本ブロック会議で重要文化財の一般国道１号「日本橋」と「日本
と「日本
国道路元標（複製）
」を視察する機会がありました。
」
機会がありました。
日本橋は１６０３年（慶長８年）
、徳川家康による道路整備計画で初代
道路整備計画で初代
木造橋が架けられ
けられたのが始まりで、翌年、幕府は日本橋を
たのが始まりで、翌年、幕府は日本橋を五街道（東海
たのが始まりで、翌年、幕府は日本橋を
東海
道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州
道、中山道、日光
、甲州街道）の起点と
街道）の起点と定めます。

◆ 総務委員会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆

【平成３０年度】
第 1 回総務委員会（３０
回総務委員会（３０.５.
.１１）
第２回総務委員会（３０
第２回総務委員会（３０.１０
１０.１１）
第３回総務委員会（３０
第３回総務委員会（３０.１２
１２.１９）

１９１１年（明治４４年）の架け替えの際に
９１１年（明治４４年）の架け替えの際に
９１１年（明治４４年）の架け替えの際に「東京市道路元標」が日
「東京市道路元標」が日
本橋の中央に設置されますが、これは
本橋の中央に設置されますが、これは旧道路法施行令によって
旧道路法施行令によって予め場所
予め場所
の指定がされていたことによるものでした。
（全国で唯一）
設置された「東京市道路元標」は、東京都電の架線柱としても使用さ
れていましたが、都電の廃止と１９７２年（昭和４７年）の
れていましたが、都電の廃止と１９７２年（昭和４７年）の道路改修で
１９７２年（昭和４７年）の 改修で
移設が決まり、もとの場所には、
もとの場所には、日本の道路の始点を標す「日本国道路
日本の道路の始点を標す「日本国道路

◆ 補償業務委員会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆

【平成３０年度】
第 1 回補償業務委員会（３０.１０.１２）
回補償業務委員会（３０
１２）

元標」
（佐藤榮作内閣総理大臣の書による）が埋設され
が埋設されることになりまし
ることになりまし
た。設置に関する法的根拠はさておき、いかにも歴史が感じます。
「日本国道路元標」の実物は見られません
「日本国道路元標」 実物は見られませんでしたが、日本橋西側の広
が、日本橋西側の広
場に複製と移設された
と移設された「東京市道路元標」
「東京市道路元標」が設置されておりま
されておりました。

◆ 企画分科会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆

【平成３０年度】
第１回企画分科会（３０．８．２４）

また、日本橋には
日本橋には重厚な装飾品の麒麟像、獅子像が左右にそれぞれ二
重厚な装飾品の麒麟像、獅子像が左右にそれぞれ二
対あります。獅子像は東京を守り麒麟像は繁栄を意味してい
対あります。獅子像は東京を守り麒麟像は繁栄を意味しています。
麒麟像は東野圭吾の「麒麟の翼」でも知られていますが、なかなか勇
東野圭吾の「麒麟の翼」でも知られていますが、なかなか勇
壮な像でした。

◆ 研修分科会 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆

【平成３０年度】
第１回研修分科会（３０．１１．１５）

ちなみに、日本橋は現橋で２０代目
日本橋は現橋で２０代目（１９代の説も）
、ここを
ここを起点とす
起点とす
る国道は７本あります。(A.A)

◆ 広報分科会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆

【平成３０年度】
第１回広報分科会（３０．１１．１）
（広場にある複製）

会員の広場
『テレず
テレず』
』『ドロくさく』
『ネバリ強く
『ネバリ強く
ネバリ強く』

辺を支える建設コンサルタント として、補
償コンサルタントを含めて社員一丸となっ
て、日々研鑽し、当社の行動訓である「テレ
ず」「ドロくさく」「ネバリ強く」を規範に
安心・安全な国土の建設に寄与して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

パブリックコンサルタント株式会社
代表取締役社長
長 榮作
パブリックコンサルタント株式会社は、
１９７２年（昭和４７年）４月に枝幸郡歌
登町（現 枝幸郡枝幸町）に歌登測量株式
会社として設立され、１９９４年（平成６
年）９月に現在の社名に変更をしており、
現在４７年目を迎えております。
企業理念として「多様な技術によって社
会に信頼され、貢献しつづける企業を目指
すこと」を掲げております。社会資本の整
備は時代の変化に伴い、環境に優しい、自
然との調和、さらにはいまある施設を良好
な状態で少しでも長く使うことなどが求め
られています。
このような社会の多様化されたニーズに
応えるため、様々な新しい技術を積極的に
取り込み、高い技術力を培うことに全力を
あげていきたいと考えています。低コス
ト・高品質の成果品を創出し、良好なコン
サルタントサービスの提供によって、社会
の信頼に応えていきたいと思います。
平成３０年は北海道ではかつて経験した
ことがないほどの大地震（北海道胆振東部
地震）が発生し、全戸停電や甚大な被害が
）が発生し、全戸停電や甚大な被害が
発生しました。
被害額も２０００億円を超え、今後、災
害復旧工事も進められますが災害に強い社
会資本整備が求められています。工事の底

（社内風景）

『節目の年にあたり』
株式会社

越山建築設計事務所
代表取締役社長
代表取締役 社長 越山仁志

弊社は、昭和４３年に個人の建築設計事
弊社は、昭和
年に個人の建築設計事
務所として創立し、その後
務所として創立し、その後、法人として改
法人として改
組いたしました。おかげをもちまして創立
５０週年を迎えることができました。
５０週年を迎えることができました。
創立以前は札幌市役所の建築課から用地
関係職に在籍していた先代のもとに各起業
者からの相談、業務の依頼等が徐々に増え、
補償コンサルタント協会の設立にも微力な
がらお手伝いをする事となりました。また、
２００８年のリーマンショックまでは業績
２００８年のリーマンショックまでは業績
も右肩上がりの状態でありましたが、その
後の箱物政策・入札制度の変革に伴い、建
築設計業務が激減し、しばらくの間は用地
築設計業務が激減し しばらくの間は用地

補償業務が売り上げ全体の
補償業務が売り上げ全体の８
８割強の状態が
の状態が
続き、我社も徐々に売り上げの減少ととも
我社も徐々に売り上げの減少ととも
に職員数も減ってまいりました。
補償業務・建築設計業務も資材仕入れが
ほとんどなく業務人単価が大半を占めてお
り、毎年の労務単価の発表をもって、一喜
一憂しているところですが、近年の労務単
価のわずかながらの上昇が続き、業績も上
向き傾向となり、職員の補充を考慮しなけ
ればならない状況となりました。
昨今の補償コンサルタント業界では高齢
化が進み企業存続には、人材、特に若手の
化が進み企業存続には、人材 特に若手の
確保・人材の育成及び業務量の確保、補償
業務管理士有資格者の増員が緊々の課題で
あると考えるところです。
と考えるところです。
弊社の場合
弊社の場合、建築設計は「建物を作る」
建築設計は「建物を作る」
こと、また補償コンサルタント業務は物件
でいうならば表面上の見た目の作業は「建
物こわす」ことを目的に行う仕事であり、
相反する業務をすること
相反する業務をすることになります。
になります。設計
設計
事務所という仕事に夢ある若い人には当然
困惑するのでしょう
困惑するのでしょうか、なかなか定着しな
なかなか定着しな
いのが現状です。
しかし、
しかし、少なからず
少なからず用地業務があってこ
用地業務があってこ
そ建設業が成り立っ
そ建設業が成り立っている部分もあるので
ている部分もあるので
はないでしょうか。

（㈱越山建築設計事務所
㈱越山建築設計事務所

社屋）

さて、２０１８年は北海道命名
年は北海道命名１５０
年は北海道命名 １５０年、
喜ばしくはないが
喜ばしくはないが９月の胆振東部地震、
月の胆振東部地震、
月の胆振東部地震、年
が変わって
が変わって２０１９
２０１９年は平成の時代が
年は平成の時代が４
４月
に終わり、新しい元号を迎えることとなり
に終わり、新しい元号を迎え ることとなり

ます。
わたくし事ではありますが年男で、
（世間
一般では赤い〇〇が必需品らしいですが）
ある意味、北海道・会社・私共に節目がき
たのかなと感じています。
亥年にちなんで[猪突猛進
亥年にちなんで 猪突猛進(ちょっとづづ
ちょっとづづ
前進)]日々研鑽し、企業発展・職員の幸せ
前進 日々研鑽し、企業発展・職員の幸せ
を願って進んでいきたいと思うところです。

『私の趣味』
株式会社

田中測量設計
代表取締役社長
代表取締役 社長

田中一郎

私の趣味について、書いてみます。
趣味の欄がありますと「魚釣り、ゴルフ、
読書」と記入いたします。魚釣りは、毎年
１回、６月中旬頃に、大型カレイを狙って、
道東の根室標津沖に釣行しています。咋年
の釣果は４０センチ前後が２０匹程度とい
うことで、楽しく、大変満足のいくもので
した。
ゴルフはゴルフ歴４０年近くなりますが、
３５歳の時にハンデ１８をいただいたのが
ピークで、現在は年５回くらい、コースに
出る程度ですので、スコアより、健康のた
めのウオーキングいう感じになっています。
読書については長年親しんでいるので、
少し詳しく書かせていただきます。
読書が身近になって、本格的に読み出し
たのは学生時代からです。よく読んでいた
のが、松本清張と五木寛之の作品です。多
感な時期でもあり、五木寛之の「青年は荒
野をめざす」に影響を受けて、友人と２人
でヨーロッパに５０日間程度、リュック
でヨーロッパに５０日間程度、リュックを
しょって旅行をしたのが、
しょって旅行をしたの が、思い出されます。
４０代からは、司馬遼太郎の歴史小説、
池波正太郎と藤沢周平の時代小説を読
池波正太郎と藤沢周平の時代小説を読み
始めました。特に、池波正太郎と藤沢周平

の下町人情ものにはまり、お二人の全作品
の８割程度を読破いたしました。リタイア
したら、もう一度、ゆっくり読みたいと思
っています。
この他にも、単発的に人気作家の村上春
樹、半藤一利などの作品を読んでいました
が、改めて長編のシリーズもので惹きつけ
る作品を探していました。
その時に出会ったのが大沢在昌の長編刑
事小説『新宿鮫』のシリーズです。
主人公の新宿署の鮫島警部に魅了され、
登場する愛すべき人物に親しみを感じなが
ら、あっというまに、全１０巻を読みきり
ました。もう読めないと思うと少し寂しい
気持ちになりました。
エンターテイメントの本としては、よく
出来ていると思います。

（大沢在昌「新宿鮫」シリーズから）

最後になりましたが、本ではなくて、２
０１６年に、没後１００年を記念して、夏
目漱石の小説が原文で朝日新聞に連載さ
れました。「こころ」「三四郎」などを楽
しみながら読ませてもらい、美しい文体に
改めて文豪・漱石の凄さを感じたところで
す。
良い本との出合いを楽しみに、これから
も読書を続けたいと思います。趣味につい
て思いつくままに書いてみました。

『趣味を通して
思うこと』
東和工研

株式会社
代表取締役社長

田中雅人

音楽好きな両親の影響で４歳から音楽教
室に通い始めたこともあり、今でも楽器演
奏を趣味として楽しんでおりますが、今回
はもう一つの音楽の楽しみ方である「聴く」
方に焦点を当てて少しお話させていただき
たいと思います。
私が幼いころ、実家にステレオセットが
ありました。小学生の私の背丈よりも大き
なオーディオラックにはチューナーやカセ
ットデッキ、レコードプレーヤーやアンプ
がぎっしり詰まっておりましたし、スピー
カーも背丈と同じ位の高さがありましたか
ら、なかなかに大掛かりなセットであった
と思います。実家がマンションでしたので、
周囲への配慮からか大きな音を出してはよ
く親に怒られておりましたが、両親がいな
い時には（控え目にはしていたつもりです
が）ボリュームを上げて楽しんでいたこと
を思い出します。
高校受験の合格祝いには、親に頼み込ん
で当時としてはなかなか珍しかったマルチ
スピーカーによる疑似サラウンド機能を搭
載したオーディオセットを買ってもらいま
した。６畳ほどの自室でしたが、大小７つ
のスピーカーをどう配置したらよい音場効
果が発揮できるか、試行錯誤を重ねて「こ
れだ！」という音を感じることが出来た時
の感動は今でも覚えています。
就職してからは、当時の個人的な事情で
ほぼ毎週末札幌を往復しており、移動時間
に良い音で音楽を聴きたいとの考えからカ

ーオーディオに傾倒、最終的にはカーオー
ディオを扱う専門ショップ
ディオを扱う専門ショップに車全体の改造
に車全体の改造
を依頼するまでになりました。妻と出会っ
たころには改造も最終段階直前まで到達、
当時乗っていた車のトランクスペースが全
てオーディオ機材で占められており、旅行
カバンすら載せられない状況に呆れられた
のも今では笑い話です。
同時進行で自
宅用のオーディ
オにも凝り始め
ておりましたが、
このときつくづ
く思ったのは「高
価であればよい
わけではなく、そ
れぞれの機材に
は得意分野（音楽
のジャンル）があ
る」ことと、
「スピーカーケーブルや機材を
載せる台、電源等の一見目立たないパーツ
も機材と同じくらいに重要」ということで
す。そしてそれぞれの機材やパーツには「相
性」があり、実力を十分に発揮する組み合
わせの大切さも痛感しました。
音楽からは脱線しますが、
「 適材適所」
「裏
方の重要性」「人間関係（相性）」は会社経
営を担う自分にとっては常に頭を悩ませる
重要かつ永遠のテーマであり、基本的なこ
とはどこでもそう変わらないのかな、など
と音楽を聴きながらつい思ってしまいます。
最近では地デジやブルーレイの普及に加
えて４Ｋ８Ｋ放送も始まるようで、映像コ
ンテンツの音声環境が昔とは桁違いに充実
していることから、高校時代にハマった音
場効果による
場効果による臨場感を追求するべくホーム
臨場感を追求するべくホーム
シアターの導入まで検討する始末です。
ただ、家族からは「忙しくて家にいる暇

もないのにいつ楽しむの？」などと言われ
て妙に納得してしまいますが、それはそれ。
情報収集してあれこれと妄想する過程そ
のものもオーディオの楽しみのひとつです
し、たとえ就寝前の数分でも良い音に浸る
時間は自分にとって欠かせない癒しです。
自分が理想とする音を奏でる出会いを楽
しみに、これからも相性探しの旅を続けた
いと思います。

．．
．．．
『よさこい
『よさこい との
との関わり
関わり』
株式会社

エル技術コンサルタ
エル技術コンサルタト
補償部 山瀬
山瀬尚志

．
．．．．
私は１０年程前からよさこい
私は１０年
よさこい をやってい
やってい
ます。私が所属
ます。私が所属するチームは、札幌市北区
るチームは、札幌市北区
の屯田地区にある小さなチームで
の屯田
にある小さなチームで
にある小さなチームであること
あること
から、仲間一人一人と深く関わ
から、仲間一人一人と深く関わ
仲間一人一人と深く関わることがで
ることがで
きるすばらしいチームです。
きるすばらしいチームです。
始めたきっかけは、友人
きっかけは、友人
きっかけは、友人が踊っているの
が踊っているの
を見て楽しそうだと思ったこと
を見て楽しそうだと思ったこと、またその
、またその
当時は大学生で時間
当時は大学生で時間に余裕があったという
に余裕があったという
こともあり、ダンス
こともあり、ダンスなどは
などは未経験でしたが
でしたが
軽い気持ちで始め
軽い気持ちで始めました。
ました。それが今でも
今でも続
けていけるもの
になるとは当時
は想像もしてい
ませんでした。
チームの仲間
とすべてを忘れ
（鳴子）
て踊ることはか
けがえのないものとなっております。
皆様も一度体験
一度体験してはいかがですか。
してはいかがですか。
．．
．．．
ここでよさこい
よさこい について簡単に説明した
いと思います。
．．．．
よさこいは元々１９５４
は元々１９５４年に始まった高
年に始まった高
知県の「よさこい祭り
知県の よさこい祭り」が
」が発端で、１９９
発端で、１９９

２年に札幌
年に札幌で「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
で「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
で「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭
り」が開催されたこと
り」が開催されたことをきっかけに
きっかけに全国
全国各
地によさこい
よさこい祭りが広がっていきました。
祭りが広がっていきました。
各地に
各地によってルールは異
よってルールは異なり
なりますが、札
ますが、札
幌で行われるよさこい祭りは、
幌で行われるよさこい祭りは 「ソーラン節
ソーラン節
のフレーズ
のフレーズを入れ、
入れ、曲に合わせて鳴子など
曲に合わせて鳴子など
を持って
持って踊る。
。」というようなルールがあり、
というような ルールがあり、
他にも人数、曲の長さ
他にも人数、曲の長さなどに
などにルールが設け
ルールが設け
られています。
踊りの
踊りの形式としてはステージ形式とパレ
形式としてはステージ形式とパレ
ード形式に分けられ
ード形式に分けられ、パレード形式
、パレード形式では、
では、
各チームの音響設備を積んだ地方車（じか
各チームの音響設備を積んだ地方
じか
たしゃ）
）というもの
というものが登場いたします。
登場いたします。
登場いたします。地
方車はレンタルを
車はレンタルを利用するチーム、自作で
車はレンタルを利用するチーム、自作で
地方車を持ってくるチーム
地方車を持ってくるチームに
に分かれます。
分かれます。
ちなみに
ちなみに私が所属しているチームでは、毎
私が所属しているチームでは、毎
年自作で
自作で参加しています。
参加しています。
．．
．．．
よさこい は、運動不足の解消
、運動不足の解消にもつなが
、運動不足の解消 にもつなが
り、チームの人達と一つの物を作りあげる
、チームの人達と一つの物を作りあげる
中で絆が深まり、終わったときには達成感
で絆が深まり、終わったときには達成感
も持てる
も持てるものです。
です。
また、私
、私達のチームはファミリー
達のチームはファミリーチーム
達のチームはファミリー チーム
なので年代
年代が様々で、
様々で、下は小
下は小学生から上は
学生から上は
還暦を超えた
還暦を超えた人も
人もいて、普段
いて、普段の生活では接
では接
する機会がない人
機会がない人
機会がない人達と関わることが
関わることが出来る
出来る、
．．
．．
とても貴重な場
とても貴重な場なので、これからも
なので、これからもよさこ
なので、これからも よさこ
．
いを続けて
を続けていきたい
いきたいと思って
っております。
おります。

寄

稿

『ブラックアウト』
株式会社

日興ジオテック
代表取締役社長
代表取締役 社長

小山重芳
重芳

２０１８年北海道
で最 大震 度 ７の 地震
が起こったのは、９月
６日３時６分。この地
震に伴い、３時２５分、
日本 で初 め てと なる
北海 道全 域 にお よぶ
大規模停電（ブラック
アウト）が発生してしまいました。
人生初めてのことでしたが、前夜のお酒
を早く切り上げたせいだろうか、すぐに頭
は回りました。 外に出て周辺が停電である
ことを確認し、車のテレビとスマホで情報
収集した結果、停電は全道的なものであり、
復旧の見通しが立たないとのこと。これら
を踏まえ、出社しても仕事にならないこと、
信号が作動していない状況での出社は危険
が伴い、交通混雑を引き起こす可能性があ
ることなどを考慮し、家族を
ることなどを考慮し、家族を案じて
じて特別な
事情がない限り出社を控える
事情がない限り出社を控えるように決断し
ように決断し
ました。
しかし、まだ４時半であったので時間が
早すぎて迷惑になってしまうことを恐れ、
５時半まで待ってから各課の代表にメール
５時半まで待ってから各課の代表にメール
をし、部下に伝えるように指示しました。

（私のチームで使用した
チームで使用した地方車）
地方車）

当日は開札と応札があるので、８時には
出社しましたが、いくら待っても営業が出
社してこない。君たちは開札・応札と
社してこない。君たちは開札・応札と極め
て重要な事情があるだろうと連絡をし、慌
て重要な事情がある だろうと連絡をし、慌

てず出社するように指示しました。その後、
開札については地元であることから対応可
能。一方応札については、当日と翌日に遠
方での電子入札があり、その対応に苦慮し
ました。役所に電話確認をしたところ、
「検
討しますので結果がわかりしだい連絡しま
す。」とのこと。その結果を待つ時間がもっ
たいないので、紙入札に移行した場合に備
えた書類を作成し、午前中には帰社させま
した。しかし、役所から一向に電話がこな
い。持参した単行本も、１５時には読み切
り、車へ移動。テレビを見ながら待つこと
１６時過ぎに、「この入札を延期します。」
と連絡がありました。営業にその旨連絡し、
やっと帰社することができました。その道
すがら、コンビニ・薬局にたくさん人がい
ることにびっくり。帰宅後は、電気はない
ものの、水道・ガスが使えることから、食
事はそんなに苦労はなく、普段よりある意
味豪華だったのかも。ただし、この停電が
長引くことを考慮すると、冷蔵庫の中を片
付け過ぎたのではと、一抹の不安。暗くな
っても、見たいテレビを車で見ながらスマ
ホを充電と、ハイブリットは便利だなと感
心していましたが、近所のおばあちゃんに
は奇異に見えたのでしょう。
「小山さんどう
したの。」だとか、「懐中電灯ないのかい。」
だとか質問攻め。その度に、
「携帯電話の充
電をしているのです。」と説明するのだが、
多分わかっていないのだろう。最後には、
お菓子と蝋燭をいただき、こりゃ駄目だと
思い自宅に入って、スマホとタブレットで
テレビ・ビデオ鑑賞。その後就寝。翌朝は
部分的に停電が解消されてきていることを
確認し、会社は電源・トイレ・水道が復旧
していないことから自宅待機と社内連絡。
幸い自宅周辺は６時過ぎには停電が解消し、
家の中も心も明るくなりました。シャワー
の後８時前に出社したところ、８時２５分
に会社の電源が復旧したので、電源が復旧
している人は直ちに出社せよと、社内連絡

を指示。自宅待機なのだからすぐ出社する
だろうと思っていましたが、最後に出社し
た職員は、近いにもかかわらずお昼になっ
ていました。どうしてかと思いつつ、何に
も言えず…。「化粧に時間がかかったのか
い。」などと言えば、パワハラとされる昨今。
面倒くさい世の中になったものです。
そういえば、その日の朝コンビニに寄っ
たところ、おにぎりがあるではないか。や
ったとばかり２個手に取ろうと思った瞬間、
いかん。これから買いに来る人のために１
個にしておこうと考えました。私も流石は
日本人だなと、自画自賛して出社したもの
でした。後日、全員が集まった朝礼で、
「こ
の停電中に買い物へ行った人はいるかい。」
と聞くと、たくさんの人が食料を求めたそ
うで、買えるだけ一杯買ったとのこと。何
ということか。普段の教育はどうなってい
るの？私は、「おにぎりをこうしたよ。」と
言ったところ、不味いと思った顔の面々。
だがその時、
「社長、うちは家族が多いので
す。」だって。やっぱり女性は強し。そんな
こんなのブラックアウトでした。
被災地の方々は、まだまだたくさん苦労
をされていることでしょう。皆さんのこと
を考えると、少しでもどんなことでも行動
しなければと思います。

頑張ろう、北海道！

蝦夷富士（羊蹄山）

支 部 HP 掲 載 （ 30.８ 月 ）

2018 年

国際用地協会（IRWA）

第 64 回国際教育セミナ－に出席して
（カナダ・アルバ－タ州エドモンド市）

株式会社

富士建設コンサル

花岡一明

という基調講演でした。カナダのすばらし
いところ、最悪なところのすべてを振り返
り、皮肉り、そして最終的に称賛していま
す。

（日本側の参加者）

１．はじめに
第６４回国際教育セミナ－は平成３０年
６月２３日～６月２９日の７日間の日程
で、「カナダ・アルバ－タ州エドモンド市」
において開催され、協会本部並びに北海道
支部のご支援をいただき参加させていただ
きました。
このセミナーは『国際情報化時代を迎え
公共用地の取得に伴う損失補償について、
グロ－バルスタンダ－ドの視点から国際的
な情報交流・交換を深め用地補償に従事す
る関係者の資質の向上や人材の育成を図
る』という目的で開催されているものです。
団は一般社団法人日本補償コンサルタント
協会の会員等から総勢１１名により編成さ
れました。
２．教育セミナ－の概要
（1）6 月 24 日（日） 14:00-16:00
オ－プニングセレモニ－は講演者 Rick
Mercer 氏による「カナダ：端から端まで」

（ Rick

Mercer 氏）

Mercer 氏はカナダの歴史で最も偉大な
コメディアンの一人に位置づけられてお
り、２０１４年にカナダ勲章を受賞してお
ります。普通のカナダ人にとって何が重要
で何に笑うのかをよく知っている人物だそ
うです。
約２時間あまり同時通訳を通して聞いた
ト－クは、時間を感じさせずに、結構笑え
る箇所もあり興味深い内容でした。
（2）6 月 25 日（月）
教育セミナ－セッション
この日からそれぞれのセッションに分か
れて研修が実施されました。
内容の詳細については後日、補償コン本
部から出される「報告書」に記載されます
ので、ここでは概要と印象に残った事につ

いて会場の写真を入れながら説明します。

（セッションの模様）

①「用地の部分取得した状況下でのリスク
回避」
08:30-09:30
公共団体や公益企業体は、土地所有者の
おかれた状況をよく考えた上で用地の部分
提供をしなければなりません。
土地所有者との折衝に於いて、その土地
がどのように利用されているのか十分に把
握して、プロジェクトが土地所有者に与え
る影響を、最小限になるようなものに十分
に注意を払い、設定する権利の種類（地上
権、地役権等）を文書にて確認することが
重要です。

れました。この会は、この１年間に権威あ
る国際用地協会上級会員の資格を得た専門
家の業績を祝い、さらに国際用地協会と用
地専門職の発展に大きく貢献した個人や企
業、そして支部の業績をたたえるものです。
④「部分的な（用地）取得による移転支援
をいつ始めるか?」 13:30-15:00
土地評価における近接障害、その他の問
題をきっかけに移転支援を始めるかどうか
を決める方法について、実際の事例研究と
実例を使って道路へのアクセス、高さ、設
計安全基準の変更など土地評価以外で考慮
すべき問題を示しつつ、最善の移転策の使
用について詳しく説明をしていました。

（講演する発表者）

②「無人飛行（ドロ－ン）システム：土地
から法律まで」
10:00-11:00
ドロ－ンに対する規制の背景と進化を知
り、土地に対する権利とプロジェクトのニ
－ズに関し概要を学び、既存の土地に関す
る権利と、どのようにしてドロ－ンを使え
ば合法的と見なされるかを探求するもので
す。
実際のドロ－ンの使用が法律よりも技術
的に進歩しており、進化と規制の調和が求
められます。

③受賞昼食会
11:30-13:15
国際用地協会の上級会員氏名及び表彰の
ための昼食会が用地の関係者と一緒に催さ

⑤「携帯電話のアンテナ等と看板の移設で立ち

15:30-17:00
移設のプロが、移設に伴う様々な不動産
や評価の問題を理解し、良くある過ちを回
避するとともに、携帯電話のアンテナ塔や
看板の役割を検討し、移設の技術的、営利
的な移設のニ－ズについて説明をしまし
た。
また、出席者が事例を持ち寄り、発表者
と自由な意見の交換、疑問点など討議を通
じて一緒に考えるという形式で大変良い経
験となりました。
往生しないためには」

（3）6 月 26 日（火）
①「全体会合－獣と闘う」 08:30-09:30

アルバ－タ州にあるフォ－クトマクマレ
－で２０１６年５月１日に発生した山火事
は、高速道路６３号線に沿って移動し、広
域的に燃え続けました。この山火事に対し
てとった包括的な対応について発表がなさ
れた。

（山火事の対応を説明する講演者）

この火事は制御不能のまま６月１２日ま
で燃え続け、火災発生から４８時間経過後
に、北米先住民を含む８０，０００人以上
の住民に強制避難命令か出されました。
発表ではどのような対応が実行されたの
か、対応をとる上で直面した問題に焦点が
当てられておりました。
②「収用手続きにおける事業の価値評価の
専門家と不動産評価の専門家との間の 調
整」
10:00-11:00
事業の価値評価の専門家（事業評価人）
と不動産評価の専門家の間で、仮定に関す
る調整、あるいは仮定の一貫性が必要とな
る様々な領域、状況について説明をしまし
た。
事業の価値評価において私どもが日頃対
象とする「営業補償」の中の得意先喪失補
償の説明があり、休止した時点で売上高は
０円であるが、少しずつ回復していく過程
について画面を使用して詳しく表現をしま
した。

まとめ
今回の研修では国際用地協会会員の方々
の用地補償業務の一部に触れることができ
ましたが、どこの世界も地権者との対応に
は日本と同様、大変に気を遣っていること
がわかりました。
質疑・応答では前述⑤（「携帯電話のア
ンテナ等と看板の移設で立ち往生しないた
めには」）でも述べましたが、多くのセッ
ションにおいて発表の途中でも質疑が出さ
れ、これに対して別の出席者からも“私の
経験からはこう思います”等、結構、活発
に行われていました。
また、女性の発表者が多くなってきてお
り、以前は少なかった女性の上級会員資格
者もこの１０年間で増えたりと、女性の進
出・活躍が目立っていることから、最近で
は、この業務は女性に適しているのではな
いかと言われているようです。

（増えている女性の資格者）

最後になりましたが、この度は補償コン
本部のご指導のもとに国際教育セミナ－に
参加でき、また新たな知見と見聞を広げる
ことができました。
このような機会を与えてくださった関係
者の皆様方、何かとご指導頂きました団員
の皆様方に対して、本紙面をお借りしてお
礼申し上げます。

最終日の研修視察について
6 月 27 日
ここまでは堅い研修の内容で、退屈され
までは堅い研修の内容で、退屈され
たのではかと思いますが、最後の日程とな
たのではかと思いますが、最後の日程 とな
った「バンフ国立公園内
バンフ国立公園内 の視察について
バンフ国立公園内」の視察について
話を進めて
話を進めていきます。
ます。
視察の出発は
視察の出発はカルガリ－
カルガリ－で
でカナディアン
カナディアン
ロッキ－に向か
ロッキ－に向かい
います。途中
途中、バンフ、レ
バンフ、レ
－クルイ－ズ等をハイウエイ「ロッキ－パ
ノラマ街道（
ノラマ街道（９３
９３号線）」で
で約３００ｋ
ｋ北
に進み、終点のコロンビア大氷原まで一直
に進み、終点のコロンビア大氷原
一直
線に走行。
走行。帰りも
も同じ道ですが
ですが、途中に点
、途中に点
在する景勝地が続いている絶景ル－トがあ
在する景勝地が続いている絶景ル－ト があ
りましたので
りましたのでスナップ写真を交えながらご
スナップ写真を交えながらご
紹介していきます。

（動 物 専 用 の 橋 ： ア ニ マ ル オ ー バ ー パ ス ）

ガイドさんが、公園内での注意点と
ガイドさんが、公園内での注意点として
「植物などの物は取らない、取る
「植物などの物は取らない、取るのは写真
のは写真
だけ。」「ゴミは残さない、残すのは足跡
だけ 」「ゴミは残さない、残すのは足跡
だけ。
だけ 」
「野生動物には餌をあげないこと
「野生動物には餌をあげないこと。」
の三点を説明していました。
の三点を説明していました。
また、帰りの街道附近で運よく熊の親子
やム－ス（ヘラジカ）などの動物に遭遇し
やム－ス（ヘラジカ）などの動物に遭遇し
ましたが、高速道路なのに車を止めて写真
を撮っている人がおり、このためときどき
を撮っている
り、このためときどき
渋滞することになり、パトカ－が来て交通
整理をすることがあるそうです。いくら通
行料金が無料と言っても驚きました。

（雄大なカナディアンロッキー）

ハイウエイ一体はカナダで最初に国立公
園として設立された
園として設立された「バンフ国立公園
バンフ国立公園」
」内
であり、野生動物の保護には大変力を入れ
ています。
この高速道路を
この高速道路を通って驚いたのは、「ア
驚いたのは、「ア
ニマルオ－バ－パス」という動物専用の橋
があることです。自然やそこに住む野生動
物の保護という意識はこのような施設設置
にも現れております。

（草を食むムース）

いよいよ最初の目的地コロンビア大平原
に到着しまた。
北極 圏以 南 では 北半 球 最大 規模 の 大氷
原。氷はおよそ１万年前
原。氷はおよそ 万年前に形成され、最も
形成され、最も
厚いところでは３００m
厚いところでは
m を超えるそうで、
を超えるそうで
ここでも気候の変動により
ここでも気候の変動により、ここ数十年の
ここ数十年の
間に氷河は大きく後退しているそうです。

予約をしていた展望ハウスセンタ－から
バスに乗り、そして途中から巨大なタイヤ
の着いた雪上車に乗り換えて４k
の着いた雪上車に乗り換えて
ほど上流
に向かって氷河上を走り氷河が水になる出
口まで行きました。

何とも言えませんでした
何とも言えませんでした
言えませんでした。

（ペイン・レイク）

（氷河の
（氷河の先端部）
）

最初の撮影スポットの
最初の撮影スポットの「ペイレ・レイク
ペイレ・レイク」
に着きました。季節や時間帯によって様々
な色の変化をする神秘的な湖です。

大氷原にもびっくりしましたが、ここで
も中国人観光客がたくさん押し寄せてい
て、私の札幌支店は道庁の北側にあります
が、いつも中国人観光客が来ているのを眺
めて、たくさんきているなあと日頃思って
いましたが、日本だけでなく世界にどんど
ん観光に出ていることがわかりました。
（ボウ・レイク）

（巨大な雪上車）

さて、これからカルガリ－に向かって南
下をしながら、途中の景勝地に寄っていき
ますが、ハイウエイに沿って右側を川が流
ますが、ハイウエイに沿って右側 川が流
れていて氷河から解けた水なのか、川全体
がエメラルド色をしてとても透きとおって
綺麗で、遠くの岩山とのコンストラストが

次に見えてきたのは「
次に見えてきたのは 「ボウ・レイク
ボウ・レイク」で
ボウ氷河から流れ出た水が作り出した湖
で、ボウ川の源流でもあります。
年配 の方 な ら知 って い るか と思 い ます
が、M．モンロ－主演
が、 ．モンロ－主演１９５４
１９５４年のアメリカ
年のアメリカ
映画「帰らざる河」の舞台になったロケ地
で、映画にも出てくる「
で、映画にも出てくる 「ボウ滝」のあると
のあると
ころでもあります。
た、バスに乗り右側にはボウ河がハイウ
エイに沿って見え、時々現れるエメラルド
グリ－ンの湖、そして遠くには
グリ－ンの湖、そして遠くには３，０００
３，０００m
級の山々に点在する太古の氷河、鋭い岩山
の頂から流れ落ちる滝などの風景に見とれ
ている内に、最後の目的地「ロッキ－の宝

石」と呼ばれている
石」と呼ばれている「レイク・ルイ－ズ
レイク・ルイ－ズ
レイク・ルイ－ズ」
に着きました。
話は変わりますが、以前グル－プでスキ
－にきたときに泊まった「シャト－・レイ
ク・ルイ－ズ」ホテルがある場所で、今回
は夏ですが以前に来た冬の景色との違いは
すが以前に来た冬の景色との違いは
どうなのかとても楽しみにしていたところ
です。

（ホテル「シャト－・レイク・ルイ－ズ」）

「レイク・ルイ－ズ
レイク・ルイ－ズ はビクトリア女王
レイク・ルイ－ズ」はビクトリア女王
の４女である「ルイ－ズ・キャロライン・
女である「ルイ－ズ・キャロライン・
アルバ－タ」に由来して名付けられた湖で、
「カナディアン・ロッキ－の宝石」と讃え
られるほどの美しさと静寂さを持つ氷河湖
であります。
湖の向こう側、奥にはビクトリア山がそ
びえ、ビクトリア氷河から解け出た水に含
まれる岩粉によって独特のエメラルドグリ
－ン色をしている湖水は、
－ン色をしている湖水は、１９２５
１９２５年に建
年に建
設されたお城のようなホテル「シャト－・
レイク・ルイ－ズ」の優雅な姿と相まって、
ただ、湖畔に立って見ているだけでも最高
湖畔に立って見ているだけでも最高
に気持ちが
に気持ちが和んで
和んできます。多くの人々を魅
きます。多くの人々を魅
了して観光客を集めているのがなんとなく
わかる気がします。
気がします。
個人で旅行するのであれば、このホテル
に泊まってエメラルド色をした湖を見なが
ら飲む、一杯のコ－ヒ－は、格別の味がす

るかと思います。また、畔を一周する散策
コ－ス（約３
コ－ス（約３k）をゆっくりと散策すればリ
）をゆっくりと散策すればリ
スなどの野生動物にも出会えるかもしれま
せん。
当時の冬の景気も湖が凍っていて、湖の
奥の方に見えるビクトリア氷河は大変迫力
がありましたが、スキ－をしないのであれ
ば、夏の方が景色やカヌ－やトレッキング
等の楽しみがたくさんあり、そして何より
もエメラルド色の湖が一番です。
もエメラルド色 湖が一番です。
さて、いよいよ一路カルガリ－に向かっ
て走ることとなりましたが、ロッキ－観光
の中心地であるバンフの町を横目にロッキ
－の山々が次第に遠ざかって行く
－の山々が次第に遠ざかって行く時
時は、誰
もが感じるかと思いますが、行きは
もが感じるかと思いますが、行きはよいよ
い帰りは……ということで、一抹の寂しさ
い帰りは……ということで、一抹の寂しさ
を感じながら「カナディアン・ロッキ－」
を後にしました。
カル ガリ － に着 いた の は夜 の
の８
８ 時 半頃
で、朝の８時に出発してから
で、朝の 時に出発してから
時に出発してから１２時間半の
時間半の
長い日帰り旅でした。しかし
長い日帰り旅でした。しかし８時と言って
時と言って
も日本で言えば５時、６
も日本で言えば
６時頃の明るさで、
時頃の明るさで、
カルガリ－は夜１０時を過ぎてからやっと
カルガリ－は夜
時を過ぎてからやっと
暗くなり、朝は６時頃には明るくなって来
暗くなり、朝は 時頃には明るくなって来
ます。日本との時差は１５
ます。日本との時差は １５時間、夜
時間、夜が長い
のにも慣れた頃には、明日は帰国の日とな
りました。

（大自然の宝庫

バンフ国立公園）

本 部 広 報 誌 掲 載 （ 30.10 月 ）

目指せ！ 世界遺産 「北海道・北東北の縄文遺跡群」
（株）光栄コンサルタント常務取締役

井口清隆

函館市は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向け取り組みを進め
ています。南茅部地域は９０箇所の縄文時代の遺跡が確認され、北海道で唯一の国宝
「中空土偶 茅沼」が発見されています。
（竪穴住居の復元）

（整備された大船遺跡）

（復元の土器と小学生の頃拾い集めた石器）

（垣ノ島遺跡は盛り土遺構で国内最大級）

（縄文センターと垣ノ島遺跡を一体整備）
（国宝

中空土偶「茅沼」）

【完成予想図

写真提供：函館市教育委員会】

復興支援関係
◆復興支援協会本部関係
復興支援協会本部関係◆◆◆◆◆◆◆
復興支援協会本部関係◆◆◆◆◆◆◆
【平成２９年度】
第７回理事会
第７回理事会（３０
３０.１.１６
１６)
第８回理事会
第８回理事会（３０
３０.２.２０
２０)
第９回理事会
第９回理事会（３０
３０.３.２９
２９)
【平成３０年度】
第１回理事会（３０．４．１９）
第２回理事会（３０．５．２４）
第３回理事会（３０．６．１２）
第４回理事会（３０．６．１２）
第５回理事会（３０．７．２４）
第６回理事会（３０．９．２０）
第７回理事会（３０．１０．２５）
第８回理事会（３０．１１．２６）
第９回理事会（３０．１２．１３）
第９回理事会（３０．１２．１３

平成３０年５月２４日
平成３０年５月２４日、
（株）補償セミナ
リーが、
「
「平成３０年度福島環境再生事務所
平成３０年度福島環境再生事務所
優良業務（補償コンサルタント）表彰」
優良業務（補償コンサルタント）表彰 」を
受賞しました。
平成２８年度の中間貯蔵施設設置に伴う
用地総合支援業務が評価されたもので、２
年連続しての受賞となりました。

（前列左から２人目

中野社長）

平成３０年１１月２０日
平成３０年１１月２０日、
「平成３０年北
「平成３０年
海道胆振東部地震」における公費解体・撤
海道胆振東部地震 における公費解体・撤
去マネジメント業務研修が苫小牧
去マネジメント業務研修が苫小牧市、
市、（株）
タナカコンサルタントの会議室において開
催され復興支援協会に加盟する会員各社か
ら４０名が参加しました。
研修説明会は先の熊本地震災害で業務実
績のある九州支部熊本県部会から技術者が
派遣され管理作業の内容や現地調査作業に
ついて詳細説明がされました。

（説明者

九州支部家村熊本県部会長）

~トピックス~
北海道胆振東部地震被災地へ

義援金贈呈
北海道支部は「平成３０年北海道胆振東
部地震」で被災した厚真町・むかわ町・安
平町・札幌市に義援金を贈呈しました。
各自治体からは「復旧復興の一部として
使わせていただきたい。」と謝意があったと
ころです。
なお、このたびの被災に対して東北支部
と九州支部から義援金が寄せられましたの
で、これらもあわせて贈呈しました。
また、協会本部と復興支援協会本部から
北海道庁に義援金が贈呈されております。
贈呈は以下の日程で行いました。
●厚真町・安平町・むかわ町
平成３０年１１月６日
●札幌市
平成３０年１１月９日
●北海道
平成３０年１１月９日

（安平町

田中総務課長へ目録贈呈）

（秋元市長へ目録贈呈）

平成３０年１１
月８日、札幌市へ贈
呈した義援金に対
し、秋元札幌市長か
ら感謝状が贈られ
ました。
札幌市 HP

「市長のページ」

にも掲載されました。

（厚真町

宮坂町長から被災状況の説明を受ける）

（北海道
（むかわ町

竹中町長から被災状況の説明を受ける）

中野総務部長へ目録贈呈）

編集後記
「大分旅行（尾畠春夫さん）」
平成３０年秋の旅行での一コマとして、大分旅行があります。大分県日出町を
移動中にドライバーさんから、「ひじまち」と読み、最近有名になったと教えら
れました。それは、スーパーボランティアの尾畠春夫（おばた はるお）さんが
住んでいる町だからです。
私を含め皆さんが尾畠さんを知ったのは、山口県周防大島町で行方不明となっ
ていた２歳男児を発見し、一躍時の人となったからだと思います。
しかし、現在７９歳のおじ様（その行動力から、とてもおじい様とは呼べない）
が６５歳で仕事を辞め、これからは人のために生きようと２００４年の新潟中越
地震を皮切りに、２０１１年東日本大震災、２０１６年熊本地震、２０１８年西
日本豪雨と１４年間もボランティア一筋に生きてこられました。その人となりに
感動した根底は、きっと皆さん同じだろうと思います。
尾畠さんの行動や発する一言ひとことに私利私欲がなく、善意のみで生きてい
ることが、美しく眩しくかっこいいからではないでしょうか。尾畠さんの流儀と
して、金銭は一切受け取らないが、善意は断らない。差し入れであればありがた
くいただくが、どうお返ししていいのかが悩みだとか。
尾畠さん語録として、
「来る者は拒まず、去る者は追わず。」、
「かけた情けは水
に流せ。受けた恩は石に刻め。」などなど。
世界中がこんな人ばかりなら、子供たちが清く正しく美しく育つ世の中になる
ことだろうと考えたのは、きっと私だけではないでしょう。
誰しも世の中そんなに甘くないことを知っていますが、一瞬でもそんな気持ち
にさせてくれた尾畠さん、あなたはやっぱりえらいし、チョ〜カッケィ（死語か
な？）と思いますよ。
小山重芳

（一社）日本補償コンサルタント協会北海道支部
札幌市中央区北 2 条西 2 丁目２９－１
札幌ウイングビル４F
TEL 011-232-3738

FAX 011-232-3728

http:// www.jcca-hokkaido.jp

（札幌駅前のイルミネーション）
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