
 

 

 

 

 

 
『新年のご挨拶』 

北海道建設部総務課 

用地担当課長 木村 幸子 

（北海道収用委員会事務局長） 

 
新年明けましておめでとうございます。 

  令和２年の新春を迎えるにあたり、謹ん

で年頭のご挨拶を申し上げます。 

 一般社団法人 日本補償コンサルタント

協会北海道支部の皆様におかれましては、

健やかに新年を迎えられましたことと心か

らお慶び申し上げます。 

 また、貴協会におかれましては、日頃から

北海道の建設行政につきまして、特段のご理

解、ご協力をいただき、心から感謝申し上げ

ます。 

  さて、一昨年９月６日に発生した胆振東

部地震による被災への対応において、道は

一日も早い復興とその先の地域創生を目指

すため、昨年３月に復旧・復興方針をとり

まとめました。ライフラインやインフラの

本格的な復旧を推進するとともに、今後の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害を防止するための強靱化対策にも取り 

り組むこととしており、道建設部において

も災害査定が完了した１５８箇所の工事

について、令和２年度内の完成を目指し本

格的な復旧工事を進めており、一刻も早い

復旧・復興の実現に向けて、貴協会のご協

力をいただきながら、全力で取り組んでい

るところです。 

今年４月２４日には、国が白老町ポロト

湖畔に整備を進めておりますアイヌ文化

復興等のナショナルセンターである民族

共生象徴空間「ウポポイ」がいよいよ一般

公開されることとなりました。道としても

年間来場者１００万人を目指す「ウポポ

イ」へのアクセス道路や白老駅前広場の整

備を着実に進めており、開設を心待ちにし

ているところです。 

  社会資本整備を推進していくためには、

何より用地取得の円滑化・迅速化が不可欠

でありますが、用地経験豊富な職員が減少

する反面、権利者意識の向上によって詳細

な補償説明が必要となり、また、多数相続

の土地や所有者不明土地の増加が用地取得

の隘路になるなど、用地業務が困難性を増

しているなかにあって、用地・補償の専門

家である貴協会の存在は、私ども起業者に

とって大変心強いものとなっております。 

  会員の皆様がこれまで培ってこられた高

（一社）日本補償コンサルタント協会北海道支部 
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度な専門知識と技術力を存分に発揮してい

ただき、今後とも「良きパートナー」とし

てご協力、ご支援いただくようお願い申し

上げます。 

 最後になりますが、本年が皆様にとりま

して良い年となりますとともに、貴協会が

益々ご発展されることをお祈り申し上げ、

年頭のご挨拶に代えさせていただきます。 

 

 

『年頭ご挨拶』 

札幌市建設局総務部 

用地担当部長 西川 英一 

 

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、

穏やかに新年をお迎えになられていること

とお慶び申し上げます。 

あわせまして、これまで私ども札幌市が進

めてまいりました各事業に対しまして、多岐

に渡りご協力を賜っておりますことに、心よ

り御礼を申し上げます。 

さて、本市の人口は、1922 年の市制施行

時には 12 万人でしたが、市域拡大とともに

現在は 197 万人と、この 100 年間で約 16 倍

に急増しており、東京、横浜、大阪、名古屋 

といった大都市に続くまでに成長してまい

りました。  

一方、本市は市街地においても平均約 6ｍ

の降雪量を有するという、これらの大都市と

は違った特色を持っており、急速な発展に伴

う都市計画においても、雪害対策が重要課題

のひとつとなっております。 

当然、私どもが携わる用地補償分野におい

ても例外ではなく、移転工法検討の際に考慮

されるべき従前の生活環境のひとつである

「落雪・堆雪場所の確保」は多くの案件にお

いて懸案事項となっております。 

さらに、本市が平成 30 年に策定いたしま

した「札幌市 SDGs 未来都市計画」において

総合的な実施計画である「札幌市まちづくり

戦略ビジョン・アクションプラン 2019」へ

の SDGｓ（持続可能な開発目標）の視点の反

映が求められていることから、重要取組項目

や各計画事業について SDGｓを意識しなが

ら推進してまいります。 

これらのことから、用地折衝では限られた

人員の中で、より一層総合的かつ効果的な事

業推進への取り組みが求められ、高度な補償

知識を持った協会会員の皆様方には、これま

で以上に第一線でご活躍いただく機会が増

えてくると思われます。 

その際には是非、これまで北海道に根ざし

て研鑽されてきた技術を発揮いただき、本市

の各事業にご尽力を賜りますようお願いい

たします。 

最後になりますが、令和最初の新年が、会

員の皆様にとって希望に満ちた年となるこ

とを祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 



『年頭所感』 

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 

 

新年、明けましておめでとうございます。 

皆様にはご家族共々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。 

昨年は自然災害に見舞われた１年となり

ました。８月から１０月にかけ列島を縦断し

た台風や暴風雨による河川氾濫などで甚大

な被害が生じました。 

被害に遭われた方々には心よりお見舞い

申しあげますと共に、被災地域の１日も早い

復旧・復興をお祈りするところです。 

ここ数年の自然災害では社会資本整備の

重要性と地域住民の速やかな防災行動の大

切さを痛感させられました。近年の公共事業

も激甚化している災害に対応する防災・減災

対策、国土強靱化のための３か年緊急対策が

閣議決定されるなど、国民生活の安心・安全

に重点を置いた施策となっています。 

一方、公共事業の隘路となっている所有者

不明土地問題に関しては、特別措置法の制定

と共に各地区連携協議会の設立が進み、当協

会も協力団体の一員となっているところで

すし、地方公共団体への土地所有者等の探索

に係るノウハウの提供や用地業務を支援す

る実務者向け手引き書作成の検討などが進

められています。今後、当協会も必要な情報

提供等を行う事となりますが、同時に「地方

自治体等が期待する補償コンサルタント業

務の受注体制」の確立について取り組みを進

める必要があると考えているところです。 

さて、補償コンサルタント業界の現状は新

規事業の伸び悩みや用地関連業務予算の減

少等もあって、大変、厳しい状況が続いてい

ると考えております。 

安定的で継続的な業務量確保は経営基盤

の盤石化に繋がり、優秀な技術者の確保・育

成や働き方改革の推進にも関連するほか、起

業者の用地担当職員の補助機関としての役

割にも影響を与えます。引き続き要望活動や

地方公共団体等への働きかけを展開し、現状

の改善につなげていきたいと考えていると

ころです。 

今年はいよいよ東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催されます。札幌でもサッカー

やマラソン・競歩大会が行われますが、参加

選手が最高のパフォーマンスを発揮できる

よう盛大な声援を送りたいと思います。 

おわりになりますが、この１年が皆さんに

とって最良の年となりますよう心から御祈

念申しあげ、年頭のご挨拶といたします。 

 

 

『新年ご挨拶』 

北海道開発局 

札幌開発建設部調査官 佐藤 知人   

（北海道用地対策連絡協議会道央地区部会長） 

 

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、

新しい令和の時代、健やかな新年をお迎えの

ことと心からお慶び申し上げます。 

また、日頃から北海道開発行政の推進につ

きまして、ご理解、ご協力をいただいており



ますことに厚く御礼申し上げます。 

昨年は、台風１５号、台風１９号、それに

続く大雨により、東日本を中心とした広範な

地域において、多くの尊い命が失われ、また、

多数の住家への被害が発生。今なお、多くの

方が避難生活を続けております。お亡くなり

になられた方の御冥福をお祈りするととも

に、被災された地域の皆様に心よりお見舞い

申し上げます。 

札幌開発建設部では、第８期北海道総合開

発計画に基づき、食料供給基地としての持続

的発展、世界水準観光地の形成、安全・安心

な社会基盤形成等のため、河川、道路、農業

農村、空港及び国営公園の各事業を推進して

おります。 

会員の皆様のご協力により事業用地を確

保し、各事業を進捗させているところです

が、その中から少し紹介させていただきま

す。 

まず、北海道の「食」の高付加価値化、輸

出の推進を支えるネットワークとしての道 

央圏連絡道路についてです。同道路（一般国

道３３７号）は、千歳市を起点として小樽市

に至る延長約８０㎞の地域高規格道路であ

り、国際的な交流拠点である新千歳空港、国

際拠点港湾苫小牧港、重要港湾石狩湾新港・

小樽港を結び、札幌圏における人流・物流の

連携を図る重要な役割を果たす路線です。整

備効果として、物流の効率化（花きの出荷、

米の輸送等）、交通混雑の緩和（札幌市内へ

流入する通過交通の分散）などが期待されて

います。このうち、千歳市と長沼町にまたが

る泉郷道路（延長８．２㎞）が今年度開通予

定です。これにより、国道２７４号交点に設

置される南長沼ランプと新千歳空港が１７．

４㎞の地域高規格道路により連結されるこ

ととなります。 

次に、アイヌ文化の復興・創造、国民理解

の促進を図るとともに、国際観光・親善にも

寄与する民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）

については、その中核区域である白老町ポロ

ト湖畔の「国立民族共生公園」において、来

年４月２４日の一般公開に向け、公園造成、

建築施設等の完成を目指し整備を進めてい

ます。 

また、根幹的な治水対策の推進として、千

歳川遊水地群については、甚大な被害をもた

らした昭和５６年８月の大洪水の再発防止

のために平成１７年４月に策定しました千

歳川河川整備計画に基づき、河道堀削、堤防

整備とあわせて、洪水時の水位上昇を抑える

ために遊水地群を流域４市２町に分散して

整備し、洪水被害の軽減を図るものです。平

成２０年度から用地取得等を進め、６遊水地

のうち、長沼町の舞鶴遊水地は平成２７年度

に供用、他の５遊水地は今年度中に整備を完

了させる予定です。 

さて、近年は、土地所有者等からの要求の

多様化、権利関係の複雑化の一方、人口減

少・地方から都市等への人口移動を背景とし

た土地の所有意識の希薄化等により、所有者

不明土地が全国的に増加しており、公共事業

の円滑な実施への大きな支障となっていま

す。そこで、平成３０年６月に所有者不明土

地の利用の円滑化等に関する特別措置法（所

有者不明土地法）が公布され、所有者不明土

地を円滑に利用する仕組み等ができました。 

日本補償コンサルタント協会北海道支部

の皆様には、北海道所有者不明土地連携協議

会の協力団体として、用地・補償の専門的な

知識の提供など、その役割に期待をしていま

す。 

社会資本の整備のためには用地の取得が

必要です。用地取得の進捗が円滑な事業実施

に与える影響は大きく、適正かつ迅速に用地

取得を進めるためには高度な専門知識が必

要です。事業を施行する者として、重要性の

高い業務に取り組む会員の皆様に感謝いた

します。今後とも皆様には、公共事業の円滑

な推進に向けての良きパートナーとして、ご

支援、ご協力をお願いいたします。 

今年は東京オリンピックが開催されマラ



ソン・競歩は札幌中心部で行われます。この

一年が皆様にとって良い年になりますよう

ご祈念し新年のご挨拶とさせていただきま

す。 

  

 

『新年のご挨拶』                                     

北海道開発局 

帯広開発建設部調査官 成田 識行 

（北海道用地対策連絡協議会十勝地区部会長） 

 

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方には、謹んで新年

のご挨拶を申し上げます。 

日ごろより、貴協会北海道支部及び会員の

皆様方には、帯広開発建設部及び北海道用地

対策連絡協議会十勝支部加盟の各関係機関

の会員に多大なるご貢献、ご協力をいただい

ておりますことに、お礼を申し上げます。 

私の勤務する十勝地域は、香川県や大阪府

の６倍もの面積を有し、全道耕地面積の約２

割を占め大規模な専業農家により畑作・酪農

地帯を形成しています。大雪山系をその源と

する十勝川が、広大な畑作地帯である十勝平

野を経て、太平洋に注ぐ道東太平洋の好漁場

にも近接した地域です。十勝川流域はサケの

遡上やシシャモの産卵といった魚類の繁殖

の場となっております。 

昨年の NHK 連続テレビ小説１００作品目

「なつぞら」の舞台となり、主人公「なつ」

（主演の広瀬すずさん）が、開拓者の「泰樹」

じいちゃん（草刈正雄さん）の元で十勝の雄

大な自然の中で農業を通して自立、成長して

ゆく様が、放送されました。 

十勝地域は、明治１６年の民間開拓移民の

入植に始まり、日本最大の食料基地としての

役割が期待されています。 

北海道の戦略産業であります「食」、「観光」

の情報発信では、農業大国十勝の農産品や

「豚丼」や「スイーツ」、「ワイン」など農林

水産業・食関連産業を組み合わせた当地の食

をテーマにしたイベント、東大雪や湖などの

アウトドアや、ツーリング、フィッシングな

どのスポーツ、ロケ地や庭園、温泉めぐりな

ど、十勝のブランドを活かした長期滞在型観

光、先端技術の自動運転の実証実験や宇宙産

業などにも積極的に取り組んでいる地域で

す。 

帯広開発建設部では、十勝川水系における

河川整備事業及び砂防事業、高規格幹線道路

や一般国道８路線の道路事業により交通ネ

ットワークの強化、農業農村整備事業による

農林水産業の競争力・付加価値向上を通じ、

第８期北海道総合開発計画の「食料供給基地

として持続的発展」、「世界水準の観光地の形

成」及び「強靱な国土づくりと安全・安心な

社会基盤の形成」を推進してまいります。  

昨年も台風１９号など豪雨災害の多い年

であり、当開発建設部からも災害支援のため

職員を派遣しました。十勝地域においても平

成２８年に大きな災害を経験し、多くの方々

のご支援を受けました。引き続き、防災・減

災、国土強靱化に取り組んでまいります。  

今後とも、貴協会北海道支部及び会員の皆

様方の北海道開発行政へのご理解、ご支援を

お願い申し上げます。 

本年が皆様方にとりまして希望に満ちた、

発展の年になりますよう心からご祈念申し

上げます。 

 

 

 

 

 



『新年のご挨拶』 

北海道開発局 

網走開発建設部調査官 内田 昭範 

（北海道用地対策連絡協議会網走地区部会長） 

 

  新年明けましておめでとうございます。 

新元号「令和」になって最初の新年の幕

開けとなりました。一般社団法人日本補償

コンサルタント協会北海道支部の皆様にお

かれましては、健やかに新年を迎えられま

したことを心よりお慶び申し上げます。 

また、平素より皆様には北海道開発行政

の推進に特段の御理解と御協力をいただい

ておりますことに厚く御礼申し上げます。 

  昨年は、度重なる台風の影響で、関東、

東北を中心に暴風、洪水による甚大な被害

が発生しました。毎年台風の直撃を受けて

いる日本列島ですが、ここ数年は季節外れ

の台風やこれまでに例のない規模の暴風雨

等、極端な気象状況が続き、被災の規模も

これまでに比べてより甚大なものになって

きているように思います。 

  道内におきましても平成２８年北海道東

北豪雨災害や、平成３０年胆振東部地震の

復旧・復興が今なお行われているところで

すが、新たな災害への備えは常に必要であ

ると言えるのではないでしょうか。 

  北海道開発局では平成２８年に第８期北

海道総合開発計画が策定され「強靱で持続

可能な国土の形成」が主要施策の一つに掲

げられ、激甚化・多様化する災害への対応

や我が国全体の国土強靱化への貢献、安

心・安全な社会基盤の利活用を目指すこと

とされています。他にも「農林水産業・食

関連産業の振興」、「世界水準の観光地の

形成」が主要な施策とされ、網走開発建設

部におきましても堤防強化や河道掘削、高

規格幹線道路や港湾・漁港施設の整備、農

業生産性向上のための圃場や用排水施設の

整備等の具体的な事業を実施しているとこ

ろです。 

  これらの社会資本・インフラ整備を迅速

に行うためには、用地取得をいかに円滑に

処理できるかが大きな鍵となります。近年、

問題として取り上げられておりました所有

者不明土地は平成３０年に法律が整備さ

れ、これに続く地方公共団体支援を目的と

する「北海道所有者不明土地連携協議会」

も、協力団体として貴協会北海道支部の参

画をいただき昨年１月に発足したところで

す。 

 権利関係の複雑化や価値観の多様化、相

続未了や所有者不明土地等による用地処理

の長期化、加えて用地職員の定員削減も進

む中、事業効果の早期発現のために迅速な

用地処理が求められております。このよう

な状況下において、用地補償の専門家であ

る貴協会の皆様の御協力がますます不可欠

なものとなっております。 

北海道支部会員の皆様には引き続き我々

の良きパートナーとして、より一層の御支

援をよろしくお願い申し上げます。 

 昨年の網走はラグビー日本代表の快進撃

もあり、日本とフィジーの事前合宿地とな

ったことで盛り上がりをみせました。今年

は東京オリンピック・パラリンピックの開

催年です。札幌での競技開催も予定され道

内も大いに盛り上がることと思います。 

今年が災害のない活気あふれる一年とな

りますよう、そして北海道支部の皆様の健

康とますますの御発展をお祈り申し上げ、

簡単ではございますが年頭の御挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年

デンパレス札幌

を開催し

（総会挨拶する中野支部長）

 

総会で

の早期復興と業界としての支援を訴えたほ

か、所有者不明土地問題にかかる地域福利

増進事業への業務展望について

の挨拶をし

 

（総会出席

事 務 局 だ よ り

令和元年５月１

デンパレス札幌において

を開催しました。 

（総会挨拶する中野支部長）

総会で中野支部長

の早期復興と業界としての支援を訴えたほ

か、所有者不明土地問題にかかる地域福利

増進事業への業務展望について

の挨拶をしました。

（総会出席の代表者の皆さん）

事 務 局 だ よ り

第４３回通常総会

５月１５日（水）

において第４

 

（総会挨拶する中野支部長） 

中野支部長は胆振東部地震被災地

の早期復興と業界としての支援を訴えたほ

か、所有者不明土地問題にかかる地域福利

増進事業への業務展望について

ました。 

代表者の皆さん） 

事 務 局 だ よ り

第４３回通常総会

（水）、ホテルガー

第４３回通常総会

は胆振東部地震被災地

の早期復興と業界としての支援を訴えたほ

か、所有者不明土地問題にかかる地域福利

増進事業への業務展望について期待する

事 務 局 だ よ り

第４３回通常総会 

ガー

回通常総会

 

は胆振東部地震被災地

の早期復興と業界としての支援を訴えたほ

か、所有者不明土地問題にかかる地域福利

期待する旨

 

 

 

 

けました。

（

北海道開発局開発監理部次長

北海道建設部用地担当課長

札幌市建設局用地担当部長

補償コン

役社長

められ

告

（案）の審議が行われ

した。

 

〇

日

ルク名古屋

のある名古屋での開催に歓迎の意を示し、

懸案の議題が

挨拶

会

域福利増進事業

向けた取り組みの重要性について

りました。

現状と課題のほか、各種謝金の取扱い、働

き方改革の取り組み、優良業務表彰と技術

者評価などが活発に

です。また

箇所など

事 務 局 だ よ り
 

その後、ご来賓の皆さんからご挨拶を受

けました。 

（ご来賓の皆さん

北海道開発局開発監理部次長

北海道建設部用地担当課長

札幌市建設局用地担当部長

補償コン協会

 

議案審議は

役社長布村重樹様を議長に選出し議事が進

められ、平成３０年度

告並びに平成３

（案）の審議が行われ

した。 

 

 

〇東日本ブロック会議

東日本ブロック会議が

日（水）から

ルク名古屋において

主催支部を代表し

のある名古屋での開催に歓迎の意を示し、

懸案の議題が

挨拶がありました。

会会長からは所有者不明土地対策に

域福利増進事業

向けた取り組みの重要性について

りました。 

各支部提出の議題

現状と課題のほか、各種謝金の取扱い、働

き方改革の取り組み、優良業務表彰と技術

者評価などが活発に

です。また、

箇所など現地視察

事 務 局 だ よ り

ブロック会議等

ご来賓の皆さんからご挨拶を受

 

ご来賓の皆さん） 

北海道開発局開発監理部次長

北海道建設部用地担当課長

札幌市建設局用地担当部長

協会副会長  

議案審議は（株）ノース技研

布村重樹様を議長に選出し議事が進

、平成３０年度活動報告

並びに平成３１年度活動

（案）の審議が行われ全議案が

東日本ブロック会議

東日本ブロック会議が

から１０日（木）

において開催されました。

主催支部を代表し秋山

のある名古屋での開催に歓迎の意を示し、

懸案の議題が実りある意見交換

がありました。また、

は所有者不明土地対策に

域福利増進事業に期待する考えと自治体に

向けた取り組みの重要性について

 

各支部提出の議題では、

現状と課題のほか、各種謝金の取扱い、働

き方改革の取り組み、優良業務表彰と技術

者評価などが活発に意見交換

、リニア新幹線事業の用地処理

現地視察も行いました。

事 務 局 だ よ り

ブロック会議等

ご来賓の皆さんからご挨拶を受

北海道開発局開発監理部次長 松浦 

北海道建設部用地担当課長 木村幸子

札幌市建設局用地担当部長 西川英一

    間瀬 

（株）ノース技研の代表取締

布村重樹様を議長に選出し議事が進

活動報告及び

度活動計画及び

全議案が承認されま

東日本ブロック会議    

東日本ブロック会議が令和元年１０月

（木）にかけ、

開催されました。

秋山中部支部長

のある名古屋での開催に歓迎の意を示し、

実りある意見交換となるよう

また、坂田補償コン協

は所有者不明土地対策に

に期待する考えと自治体に

向けた取り組みの重要性について挨拶

では、CPD ポイントの

現状と課題のほか、各種謝金の取扱い、働

き方改革の取り組み、優良業務表彰と技術

意見交換されたところ

リニア新幹線事業の用地処理

行いました。 

事 務 局 だ よ り

ブロック会議等 

ご来賓の皆さんからご挨拶を受

 明 様

木村幸子 様 

西川英一 様 

 哲 様 

の代表取締

布村重樹様を議長に選出し議事が進

及び決算報

及び予算

承認されま

     

１０月９

にかけ、メルパ

開催されました。 

支部長は歴史

のある名古屋での開催に歓迎の意を示し、

となるよう

補償コン協

は所有者不明土地対策に係る地

に期待する考えと自治体に

挨拶があ

ポイントの

現状と課題のほか、各種謝金の取扱い、働

き方改革の取り組み、優良業務表彰と技術

されたところ

リニア新幹線事業の用地処理

 

事 務 局 だ よ り 



 

（左は北海道支部、中央奥は本部参加者） 

 

〇東北支部との意見交換会      

東北支部との意見交換会が平成３１年１ 

月２４日（木）から２５日（金）にかけて福 

島県において行われました。 

今年度は復興事業の支援に関わった経緯 

を受けて福島原発の廃炉事業や汚染物質の 

処理事業を視察し、「東日本大震災からの復

興に向けた道のりと見通し」について再認識

することができました。 

 視察は環境省のすすめる特定廃棄物処理 

施設事業と経産省資源エネルギー庁の東京 

電力福島第１原発の廃炉作業現場で、あらか 

じめ立ち入り制限や撮影禁止場所について 

説明を受けた後、見学に移りました。 

 

 

（旧エネルギー館で経産省担当官による説明） 

 

（がれき撤去作業中の１号機） 

 

(燃料取りだしカバーが設置された３号機） 

 

原発施設内への入構は放射線量検査など、 

厳重なチェックが行われた後、バス内での視

察許可となりました。 

広大（バス視察でも１時間所要）な施設内

では防護服に身を包む作業員が多数見られ、

廃炉作業の大変な状況が見られました。 

原発の廃炉作業は今後３０年から４０年

かかると言われ、また、大きな課題として冷

却汚染水の処理をあげていました。 

 

施設内には２４時間の医療体制が整って

おりドクターヘリも配備されているとのこ

とでした。福利厚生ではコンビニや大型休憩

所が完備され、視察後に作業員の利用する専

用食堂（１２００名が一同に利用可）で昼食

を摂る体験もできました。 



 

 

 

〇開発局・北海道と意見交換    

平成３１年１月２１日（月）、北海道開発

局及び北海道建設部と意見交換を実施しま

した。 

意見交換は前年に行った各開発建設部・各

建設管理部との意見交換内容を踏まえたも

ので、新規補償コンサルタント業務の減少に

よる技術者や若手の担い手不足の実情を訴

えたほか、新たな業務領域の拡大や既設業務

の活用の拡大、技術者評価の拡大、地域コン

サルタントの活用について率直に意見交換

したところです。 

 発注者からは「技術者確保の課題は建設業

界全体の課題となっており、組織全体の対策

が必要。」との認識が示されました。また、

新規事業の見通しは厳しい現状にあるが「外

注できる業務は可能な限り外注する。」との

認識も示されたところです。 

 

 

（北海道開発局 松浦次長との意見交換） 

 

（北海道建設部木村課長との意見交換） 

 

〇働き方改革について意見交換  

令和元年７月２９日（月）に札幌開発建設

部と、また、令和元年７月３１日（水）に小

樽開発建設部と働き方改革等について意見

交換を行いました。 

 両開建からは北海道開発局が進める「業務

成果」品質向上プロジェクトの一環として用

地部門における取り組みを進めたいと説明

がありました。 

具体的に札幌開発建設部では業務確認会

議・合同現地踏査の実施による業務の円滑な

推進や情報の共有と適切なスケジュール管

理の把握を目的とした取り組みを行う旨の

説明ありました。 

 

 

（小樽開発建設部 渡辺部長との意見交換） 

意見交換会等 



 

 

 

 支部三役と地元会員による要望活動を元

年７月から９月にかけ行いました。 

 

（小樽開発建設部 渡辺部長へ手交） 

 

主な要望項目は用地補償関連予算の減少

が続く現状を踏まえ、継続的で安定的な業務

の確保、補償コンサルタント CPD 評価項目の

創設による技術者評価の拡充、会員及び地域

コンサルタントの一層の活用でした。 

また、業務工期の適正確保や道内本社の優

位性の確保についても要望したところです。

なお、今年１月２０日に北海道開発局と北海

道建設部にも要望書を手交することとして

います。 

 

（留萌建設管理部 山口用地管理室長へ手交） 

 

実施日 要 望 官 庁 

1.7.29 札 幌 開 建 札 幌 建 管  

1.7.31 小 樽 開 建 小 樽 建 管  

1.8.5 旭 川 開 建 旭 川 建 管 上川総合振興 

1.8.6 網 走 開 建 網 走 建 管 オホ総合振興 

1.8.22 函 館 開 建   

1.8.23 室 蘭 開 建 室 蘭 建 管 胆振総合振興 

1.8.26 釧 路 開 建 釧 路 建 管 釧路総合振興 

1.8.27 帯 広 開 建 帯 広 建 管 十勝総合振興 

1.8.29 稚 内 開 建 稚 内 建 管 稚内総合振興 

1.8.30 留 萌 開 建 留 萌 建 管 留萌総合振興 

1.9.4 函 館 建 管 渡島総合振興  

要望活動実施日 

 

 

〇成果品の品質向上意見交換会  

用地調査等業務の成果品品質向上に関す

る実務者 WG を北海道開発局と共同開催し、

見積書の統一単価化、特殊動産の標準単価化

などについて意見交換しました。 

WG は平成３０年度から行われており、よ

り実務に即した検討を行っております。 

● 日  令和元年６月２７日（木） 

 ●場 所 札幌開発総合庁舎 

 ●参加者 北海道開発局 １０名 

      北海道支部  １０名  

 

〇用地関係業務歩掛検討部会ヒア  

 用地調査等業務にかかる歩掛について、実

態との乖離に関するヒアリングが実施され

ました。今回は用地調査等点検技術業務に実

施会員技術者を対象として、本省担当者（四

国地方整備局、北海道開発局）の事前アンケ

ートとヒアリング方式で実施されました。 

 ● 日  令和元年９月９日（月） 

 ●場 所 支部事務局 

 ●実施者 四国地方整備局 ２名 

要望活動 

業務改善・品質向上 



      北海道開発局 ２名 

 ●参加者 北海道支部  ６名 

 

（右：業務実態を説明する会員技術者） 

 

 

 

 

 平成３１年４月２５日（木）、道特会館に

おいて「若手技術者との座談会」を開催しま

した。 

開催目的は業界の若者離れや認知度不足、

業務内容の説明不足、技術力継承（＝若手技

術者の確保）の課題と言ったことや学生の労

働志向や離職の理由、業界の魅力など幅広く

把握するものでした。 

座談会には男性１０名、女性９名が参加し

それぞれの立場から忌憚のない意見を出し

合っていました。委員会では、出された意見

内容を踏まえ具体的な取り組みに反映して

いく事としています。 

 

（意見討論する若手技術者） 

 

 

〇補償業務管理士検定試験（筆記） 

 平成３０年度補償業務管理士検定試験（筆

記）を行いました。 

● 日  平成３１年４月２１日（日） 

 ●場 所 北海道経済センター 

 ●受験者 ４６名（延べ） 

共通科目 １９名 

専門科目 ２７名 

 

〇補償業務管理士検定試験（論文） 

 平成３０年度補償業務管理士検定試験（論

文）を行いました。  

● 日  令和元年８月１日（木） 

 ●場 所 道特会館 

●受験者 ３名 

 

〇補償業務管理士登録更新講習  

 令和元年度補償業務管理士登録更新講習

会を行いました。 

 ● 日  令和元年９月２６日（木） 

●場 所 北海道経済センター 

●受講者 ５３名 

研修科目名 講  師  名 

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 

補償コンサルタント

と管理業務 

開発監理部用地課 

開発専門官      高玉龍彦 氏 

補償基準等の改正等

について 

開発監理部用地課 

調整係長       武田智樹 氏 

補償コンサルタント

業の属性と市場規模

等について 

（一社）日本補償コンサルタント協会 

登録支援部長     佐藤 俊 氏 

 

若手技術者との座談会 

補償業務管理士関係 



 

〇補償業務管理士共通科目研修  

  令和元年度補償業務管理士共通科目研修

を行いました。 

 ● 日  令和元年１１月２７日（水） 

～２９日（金） 

 ●場 所 道特会館 

 ●受講者 １１名 

 

研修科目名 講  師  名 

用地事務概要 稚内開発建設部用地課 

課長補佐        城野文伸 氏 

補償の法理 

 

開発監理部用地課 

課長補佐        日出浩之 氏 

土地利用規制法概説 DVD 

不動産登記法概説 DVD 

土地収用法概説 

 

開発監理部用地課 

収用専門官     藤野 訓 氏 

事業損失・生活再建 開発監理部用地課 

補償審査係長    安田崇也 氏 

公共補償基準 開発監理部用地課 

収用認定専門官   瀬見枝穂 氏 

補償関係税制概説 DVD 

発注仕様概説 

 

開発監理部用地課 

用地官       林 康弘 氏 

補償コンサルタント 

業 

(株)エル技術コンサルタント 

常務取締役     駒寄弘幸 氏 

一般補償基準 

 

札幌開発建設部用地第２課 

上席用地専門官   坂本 隆 氏 

函館開発建設部用地課 

課長補佐      西尾綾祐 氏 

 

 

 

 

〇用地事務研修            

 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、初日の研修終

了後にボウリング大会を実施して会員技術

者の親睦を深めました。 

 ● 日  平成３１年１月１７日（木） 

             ～１８日（金） 

 ●場 所 北海道経済センター 

●参加者 ９２名（内、非会員７名） 

 

 

研修科目名 講  師  名 

土地収用法の概説 開発監理部用地課 

収用専門官     藤野 訓 氏 

立木要領及び損失補

償基準等の改正解説 

開発監理部用地課 

補償審査係長    安田崇也 氏 

建物調査業務の解説 （株）タナカコンサルタント 

補償調査部次長   坪井淳一 氏 

業務発注の事例 帯広開発建設部用地課 

上席用地専門官   金子重治 氏 

用地専門官     喜多 譲 氏 

業務成績評価の解説 

 

開発監理部用地課 

用地官       嶋  洋 氏 

研修会・説明会・講演会 



総合評価における技

術提案の解説 

開発監理部用地課 

生活再建対策係長  西井了英 氏 

補償事例 (株)エル技術コンサルタント 

補償部補償１課   武藤大輔 氏 

東光コンサルタント（株） 

設計・補償部係長  廣富哲也 氏  

(株)エル技術コンサルタント 

取締役補償部長   鈴木眞悟 氏 

〇用対連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消費税及び地方消費税等の税率等の改

正に伴う損失補償の取扱いについて外 

 ②要領等の制定及び改正について 

 【札幌会場】 

● 日  平成３１年４月２３日（火） 

●場 所 札幌第１合同庁舎  

●参加者 ６０名（内、非会員５名） 

 【釧路会場】 

● 日  令和元年５月３０日（木） 

●場 所 釧路地方合同庁舎   

●参加者 １３名 

 

〇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消費税及び地方消費税等の税率等の改

正に伴う損失補償の取扱いについて外 

 ②要領等の制定及び改正について 

【帯広会場】 

● 日  令和元年５月２２日（水） 

●場 所 ズコーシャ会議室      

●参加者 ２６名          

●講 師 野田聡和（ズコーシャ） 

     斎藤敏幸（ドーコン） 

 

 （帯広会場の説明会） 

 

【旭川会場】 

● 日  令和元年５月２４日（金） 

●場 所 富士建設コンサル会議室      

●参加者 １０名          

●講 師 瀧本幸三（タナカコンサル） 

     駒寄幸弘（エル技術） 

【函館会場】 

● 日  令和元年５月３０日（木） 

●場 所 光栄コンサル会議室      

●参加者 １２名（内、非会員４名）

●講 師 西村知晴（開発協会） 

     鈴木眞悟（エル技術） 

 

〇独占禁止法講演会       

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  令和元年９月２日（月）  

 ●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 ２５名 



〇用対連講演会及び事例発表会  

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  令和元年１０月２９日（火） 

●場 所 札幌第１合同庁舎 

●参加者 ５８名（内、非会員７名） 

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 

公共用地室補償基準係長 峯 理一 氏 

２ 補償事例 

 ①「ラウンドアバウト（環状交差点）事業

に伴い、共同する他事業と重複してい

る支障物件を補償した事例」 

  函館開発建設部 用地課 

用地専門官 中西俊介 氏 

②「稚内駅前地区第一種市街地再開発事業

に伴う補償事例について」 

  稚内市まちづくり政策部財政課 

課長 佐伯達也 氏 

北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部

用地管理室用地課  

主査 西山正明 氏 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和元年７月１日（月）、北海道経済セン

ターにおいて「所有者不明土地対策及び災害

復興支援の説明会」が行われ、９５名が聴講

しました。 

 説明会で本部井上企画部長は福利増進事

業ガイドラインや登記制度等の諸制度を紹

介、門間 勝行政書士は所有者不明土地法と

コンサルタント業務の関わり、また、川畑清

夫復興支援協会会長は災害復興支援業務に

ついて、説明しました。 

 

（制度説明する井上企画部長） 

 

 

 

 

〇役員会              

【平成３０年度】 

第５回役員会(３１.１.２１) 

 ①本部理事会・委員会報告 

 ②支部委員会報告 

③若手技術者との座談会について 

 ④要望活動及び意見交換会について 

⑤その他 

第６回役員会(３１.２.７) 

 ①本部理事会・委員会報告 

②所有者不明土地連携協議会設立について 

所有者不明土地対策等 

役員会・委員会等 



③第４３回通常総会について 

 ④その他 

【平成３１年度、令和元年度】 

第１回役員会(３１.４.１１) 

 ①本部理事会・委員会報告 

②会計監査報告 

③第４３回通常総会について 

④その他 

 

（第１回役員会） 

 

第２回役員会(元.５.１５) 

 ①第４３回通常総会について 

 ②第２５回参議院選挙について 

③その他 

第３回役員会(元.７.１) 

 ①令和元年度支部要望活動について 

 ②その他 

〇三役会             

【令和元年度】 

第１回三役会（元.７.２９) 

 ①要望活動について 

 ②東日本ブロック会議について 

第２回三役会（元.９.１０) 

 ①東日本ブロック会議について 

 ②その他 

第３回三役会（元.１２.１８) 

 ①受験資格（業務経歴）について 

 ②次期役員体制について 

 ③要望活動について 

 ④その他 

〇総務委員会          

【平成３０年度】 

第２回総務委員会（３０.２.６） 

 ①本部総務委員会報告 

②第４３回通常総会関係について 

 ③その他 

 

（第２回総務委員会） 

 

【平成３１年度】 

第１回総務委員会（３１.４.５） 

 ①本部総務委員会報告 

②平成３０年度決算について 

 ③その他 

〇補償業務委員会        

 開催無し 

〇企画広報委員会        

【平成３０年度】 

第３回企画広報委員会(３１.３.１８) 

 ①第４３回支部総会について 

 ②若手技術者との座談会について 

③その他 

【平成３１年度、令和元年度】 

第１回企画広報委員会(３１.４.２５) 

 ①若手技術者との座談会について 

 ②その他 

第２回企画広報委員会(元.６.２５) 

 ①若手技術者との座談会について 

 ②本部広報誌、支部報について 

 ③その他 



第３回企画広報委員会

 ①若手技術者との座談会について

 ②支部報について

 ③その他

（第２回企画広報委員会）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス
 優良建設関連業務

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。

                    

第３回企画広報委員会

①若手技術者との座談会について

②支部報について

③その他 

回企画広報委員会）

トピックス
優良建設関連業務

～

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。

                    

第３回企画広報委員会(元.１１

①若手技術者との座談会について

②支部報について 

回企画広報委員会） 

 

 

 

 

 

トピックス  
優良建設関連業務 MVP を受賞

（株）タナカコンサル

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。

                    

１１.２１) 

①若手技術者との座談会について 

   
を受賞  

タナカコンサル

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

〇研修委員会

【平成３０年度】

第２回研修委員会

 

 

（第２回研修委員会）

【令和元年度】

第１回研修委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タナカコンサルタント 

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。

                     

〇研修委員会

【平成３０年度】

第２回研修委員会

 ①本部研修分科会報告事項

 ②第４３回支部総会について

（第２回研修委員会）

【令和元年度】

第１回研修委員会

 ①今後の研修体系の構築について

 ②用地事務研修について

 ③その他 

 角谷信夫さん～

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。

 

【宮城県土木部優良建設関連業務

業務成績が最も優れ他の模範となる技術者を

MVP として表彰し、広く技術者の啓発を図るこ

となどが目的

【角谷さん：左端】

〇研修委員会        

【平成３０年度】 

第２回研修委員会(３０.

①本部研修分科会報告事項

②第４３回支部総会について

（第２回研修委員会） 

【令和元年度】 

第１回研修委員会(元.１０

①今後の研修体系の構築について

②用地事務研修について

角谷信夫さん～ 

（株）タナカコンサルタントの角谷信夫さんが宮城県土木部から優良建設関連業務 MVP

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

もので、令和元年１０月９日に宮城県庁土木部長から表彰されました。 

宮城県土木部優良建設関連業務

業務成績が最も優れ他の模範となる技術者を

として表彰し、広く技術者の啓発を図るこ

となどが目的 

【角谷さん：左端】 

        

.１.２５) 

①本部研修分科会報告事項 

②第４３回支部総会について 

１０.３０) 

①今後の研修体系の構築について

②用地事務研修について 

MVP を受賞しました。

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された

宮城県土木部優良建設関連業務 MVP

業務成績が最も優れ他の模範となる技術者を

として表彰し、広く技術者の啓発を図るこ

         

 

 

 

①今後の研修体系の構築について 

 

を受賞しました。 

２０１８年度に完了した「牡鹿半島部等復興道路用地監理業務」が補償部門の優良業務として評価された 

MVP 表彰】 

業務成績が最も優れ他の模範となる技術者を

として表彰し、広く技術者の啓発を図るこ

 

 



 

 

 

 

 

平成３１

修の初日終了後に親睦ボウリング大会を行

い、５９

ました。ゲーム後には懇親会も行われ有意義

な時間となりました。

（熱戦の皆さん）

 

令和元年５月１７日（金）、釣り大会を

苫小牧厚真沖で行いました。

時折視界不良もありましたが、何時にない

べた凪の中で参加した１４名は大物のカレ

イを狙い釣り糸を垂らしていました。結果は

以下の通り

 

・優 勝

・準優勝

 

・３ 位

     

平成３１年１月１７日（木）、用地事務研

修の初日終了後に親睦ボウリング大会を行

い、５９名が参加のもとチーム戦で汗を流し

ました。ゲーム後には懇親会も行われ有意義

な時間となりました。

（熱戦の皆さん） 

 

令和元年５月１７日（金）、釣り大会を

苫小牧厚真沖で行いました。

時折視界不良もありましたが、何時にない

べた凪の中で参加した１４名は大物のカレ

イを狙い釣り糸を垂らしていました。結果は

以下の通りです。 

勝 井澤弘晴

（株）牧野測量

・準優勝 酒井 誠

 （一財）北海道開発協会

位 沼田康志

     東和コンサルタント（株）

会員親睦

 

年１月１７日（木）、用地事務研

修の初日終了後に親睦ボウリング大会を行

名が参加のもとチーム戦で汗を流し

ました。ゲーム後には懇親会も行われ有意義

な時間となりました。 

令和元年５月１７日（金）、釣り大会を

苫小牧厚真沖で行いました。 

時折視界不良もありましたが、何時にない

べた凪の中で参加した１４名は大物のカレ

イを狙い釣り糸を垂らしていました。結果は

 

井澤弘晴  (48.3 ㎝

（株）牧野測量 

誠  (46.0 ㎝

（一財）北海道開発協会

沼田康志  (44.3 ㎝

東和コンサルタント（株）

会員親睦 

年１月１７日（木）、用地事務研

修の初日終了後に親睦ボウリング大会を行

名が参加のもとチーム戦で汗を流し

ました。ゲーム後には懇親会も行われ有意義

令和元年５月１７日（金）、釣り大会を

 

時折視界不良もありましたが、何時にない

べた凪の中で参加した１４名は大物のカレ

イを狙い釣り糸を垂らしていました。結果は

㎝)  

㎝) 

（一財）北海道開発協会 

㎝) 

東和コンサルタント（株） 

 

年１月１７日（木）、用地事務研

修の初日終了後に親睦ボウリング大会を行

名が参加のもとチーム戦で汗を流し

ました。ゲーム後には懇親会も行われ有意義

 

令和元年５月１７日（金）、釣り大会を

時折視界不良もありましたが、何時にない

べた凪の中で参加した１４名は大物のカレ

イを狙い釣り糸を垂らしていました。結果は
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りましたが、初参加の方もおり楽しい時間を

過ごしました。
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令和元年１１月２９日、（社）韓国鑑定評

価協会（KAPA)と第１１回日韓合同セミナ

ーが韓国ソウルで開催され、両国共通のテ

ーマを中心に補償制度等の最新情報の交換

を行いました。セミナーには JCCA から賢

木新悦代表（協会副会長）他 7 名が、韓国

側は金舜九会長他 18 名が参加しました。 

 

【テーマ１】 

「補償の紛争と役割 その体系的な改善」 

法学博士・鑑定評価士 裵 明浩 

 ○韓国側から、韓国における土地収用、 

  損失補償に係る紛争の現状とその改善 

  等の発表が行われました。 

➡韓国では権利を守る意識が高く、事業施 

工者及び土地所有者の裁決申請、請求

異議申立て、行政訴訟等々は年間数え

きれない案件があるとの事でした。 

 

【テーマ２】 

「所有者が不明な土地の公共利用」   

明海大学不動産学部 教授 周藤利一 

○日本側からは日本における現状と、所有 

者不明土地法を中心とした諸制度や対 

策の取り組み状況を発表しました。 

 

 

 

 

 

 

➡韓国では所有者不明土地問題はないが、 

空き家問題が近年少数であるが表面化し 

てきているとの事です。 

 

（全体セミナー） 

 

 

（日本側参加者：右端が堀内副支部長） 

 

 全体会議の終了にあたり賢木代表と金会 

長は「大変有意義な情報交換であり、今後 

も継続してセミナーを開催することは重要 

で両国の友好にも寄与する。」との認識を示 

し日程を終えました。 

 

 

 

第１１回 日韓合同セミナー報告 

            副支部長  堀内 秋治 
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しました。

個人企業主から法人へ組織変更して増資

を行い、併せて業種も、土木工事に加えて建

築工事（曳家を主体）、造園工事と部門を拡

大しました。

更に、時代は平成へと進んでいく中で、補

償コンサルタント業務部門を加えて現在に

至っております。

 歩んできた道のりは、常に上り調子とはい

かなく、失敗や挫折の繰り返しで、異業種参

入の展開等を模索、検討しながら事業の成長

を試みました。近年は、計量証明事業所を開

設して、補償コンサルタント業務の充実を図

ったところです。
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来ております。

ト事業部門を両輪として展開していますが、

いずれの部門も時代の趨勢に逆らえず、職員

の高齢化、人手不足による職員補充がままな

らない状態です。この困難を、持てる技術力

での作業効率化を図り、更には外国人労働者

の正規雇用化も進める「レインボー事業協同

組合」に加入し、人手不足の解消を図ってい

く取組みをしております。

創りあげることで、「売り手良し」、「買い手

良し」、「世間良し」の「三方良し」の精神で

、「建設業と補償業務の発展を通して地域社

会に貢献し、社員とその家族の幸福を実現す

る。」ことを理念として、役員、社員が一丸

となって、昭和から三代続いた事業を、新時

代の令和へとつなげてゆく覚悟をしており

ます。
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２０１９年４月９日、西伊豆の土肥（とい）

を出航した駿河湾フエリー。風も無く波も穏

やか。真っ青な空の中に富士山がある。 

 

自分「写真や絵といっしょだなぁ。」 

家内「見事ですね。昨日の宿で見た夕日、

今日の富士山。本当に運が良かった。

誰に感謝したらいいのでしょう。」 

自分「この航路は海の上の県道で“２２３”

と書かれた標識がそこにある。」 

家内「フジサンの語呂合わせですね。」 

 

 清水港で下船、無料シャトルバスで JR 清水駅へ。 

 桜エビのチラシを一折買って二人で味見する。 

 清水からは身延線直通で甲府、中央線で大月、富

士急線に乗り換え４時半頃、河口湖へ到着した。 

     

家内「残念ですね。富士山は雲の中。」 

自分「多分この方向だろう。何も見えない

が記念に雲を撮っておこう。」 

 

 翌朝１０㎝以上の積雪。今日は昨日の行程を甲府

まで戻り、特急「あずさ」に乗り換え松本へ。 

 更に、篠ノ井線の普通で、とりあえず姨捨まで。       

 

自分「おはようございます。雪、積もりま

したねえ。今日は姨捨（おばすて）で

途中下車します。」 

宿主「多分、大月までは雪があると思いま

すが長野方面は無いはずです。 河口

湖駅まで送ります。スタッドレス履い

ていますから大丈夫です。」 

 

 大月からの特急「かいじ」は甲府止まり。同じ中

央線の松本へは「あずさ」に乗り換える。 

 

家内「立派な電車ですね。新車では？」 

自分「歌の“あずさ”…旅情だねぇ。」 

 

 今回「フルムーン夫婦グリーンパス」を利用して

いるので、新幹線の「のぞみ」「みずほ」以外はグ

リーン車までなら、どの列車でも乗車ＯＫ。 

各駅停車の電車は姨捨駅に到着し数人が下車。 

すでにホームにはカメラを肩にした客が一人。  

 

自分「スイッチバック上りと下り線だ。」 

家内「素晴らしい景色！棚田も見える。」 

自分「そう、日本三大車窓風景の一つと言

われている。遠くの川は千曲川。」 

家内「県境を越えると名前が信濃川に。も

う少しこのベンチに座って…。」 

 

 ベンチは線路に背を向け、景色に向いている。 

 天気はわずかに雨を含み、「春の陽光の下」とは

行かないが、それはそれなりの風情であった。 

 

自分「そろそろ行こうか。今日は大きくな

く古い旅館。若旦那はアメリカの人だ

そうだ。」 

家内「千曲川に沿って“しなの鉄道”で。」 

 

 旅はこの後、メインの目的「秋田新幹線」に乗車

し、山形新幹線だけが「新幹線全線乗車」の残りと

なった。 

 



 台風１９号、未曾有の雨は各地に甚大な

被害をもたらした。心からお見舞いを申し

上げ、一日も早い復興をお祈りします。 

 北陸新幹線には「新幹線全線」の旅１年

目で乗車している。水に浸かった車両のテ

レビ映像を見て言葉が無かった。 

 ラグビーワールドカップ決勝トーナメン

ト進出が決まるグループ最終戦。その前日

の居酒屋で、家内の妹夫婦（旦那は高専時

代ラグビー選手）と話が弾み、酔いに任せ

明日、チカホのパブリックビューイングへ

（解説者付きで）知識皆無に近い二人が行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くところまで話が進んだのであった。  

 全席で１２０席。試合開始３時間半前か

ら１時間並び、着席後は、コンビニビール

でまず「乾杯！」。  

 周りは若い人ばかりで少し場違い感を覚

えたが、その見知らぬ若い人たちと何回も

ハイタッチをして喜び合った。 

全力の選手、応援する我々、結果「史上

初８強」。にわかフアンの自分にとっても

新鮮で心地よい何かの発見となり、『２０

１９』を記念する出来事となった。 

 

 

【２０１９ ラグビーワールドカップ】 

９月２１日 札幌ドーム 

オーストリア VS フィジー 

ハカで鬨の声を上げるフィジー（白） 



 

 

 

 

 

 

「神 輿」 

 株式会社 日興ジオテック  

五郎部 修 

（２０１９年４月号） 

 

私の住む北海道では、5 月から 10 月にか

けてお祭りやイベントが、様々な場所で行わ

れております。私の趣味は、それらのお祭り

やイベントで神輿を担ぐことで、毎年 10 か

所程度のお祭りなどで神輿を担いで回って

います。 

現在、私は二つの神輿会に所属しています。

一つ目は、北海道旭川市にある上川神社の上

川神社例大祭で神輿を担ぐ「神輿をあげる会 

粋旭」です。二つ目は、上川調査設計協会の

協会員で組織するもので、北海道北部で最大

の神輿イベントである『旭川夏まつり大雪連

合神輿』で神輿を担ぐ「天地連」という会で

あります。 

2017 年には、東京富岡八幡宮の神輿総代

とご縁があり、江戸三大祭りの一つである深

川八幡祭り（別名、水かけ祭り）で神輿を担

ぐことができました。しかも、その年は３年

に一度の本祭りであり、神輿 53 基が集まり

渡御（とぎょ※1）を行うものでした。（※1：

神輿のお出ましのこと）神輿 53 基！担ぎ手３万

人！観衆 30 万人！もの凄いスケールで大変

驚き感動しました。水かけ祭りの名前のとお

り、沿道のあちこちで消防署員が消火栓から

放水し、観衆からバケツによって神輿に水が

かけられます。当然、全身ずぶ濡れになりま

すが、何とも言えない清々しさでありました。 

私は、神輿を担ぎはじめて約 20 年になり

ますが、始めた当初は何もわからず、ただ「バ 

 

 

 

 

 

 

カ騒ぎできて楽しいな」程度でありましたが、

徐々にお祭り・神事の歴史、神輿の歴史、礼

儀、作法等を知り、

ますますのめり込ん

でいきました。また、

神輿は本来、その神

社の氏子によって担

がれるものですが、

北海道では担ぎ手の

不足や町おこしなど

の理由により氏子以

外の参加が認められております（一部地域を

除く）。そのことから、全道各地に応援団体

（有志の神輿会）の神輿仲間ができ、年齢、

職種、性別等の垣根を超えたお付き合いがで

きることも、神輿の醍醐味といえます。神輿

で一番楽しい時は、一体感を感じる瞬間です。

どんなに重い神輿であっても、担いでいる時

に息が合うとスッと軽くなる瞬間がありま

す。神輿を乗せている感じもしないくらいで

す。 

 これからも、かけがえのない神輿仲間と共

に、伝統を継承し次へつなげ、「神輿は楽し

い！！」をより多くの方々に伝えていきたい

と考えます。（右：深川八幡祭り～水かけ祭り） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部広報誌掲載（再掲載） 



編集後記 

株式会社 日興ジオテック 

代表取締役 小山 重芳 

（２０１９年１０月号） 

私は北海道支部で、企画・広報委員長を仰

せつかっています。また、本部総務部広報分

科会にも所属していますが、双方ともに「補

償コンサルタント」の認知度アップに取り組

んでいるところです。今回は、北海道支部で

行った「若手技術者との座談会」について

ご紹介します。 

私たち補償コンサルタント業界が抱える

技術力継承という課題を解決するため、若手

技術者の確保と育成は喫緊の課題となって

いるところです。平成２８年に実施したアン

ケートでは、一般社会や教育機関における補

償コンサルタント業務の認知度の低さと、こ

れを解消するための取り組みの不足が指摘

され、早急に具体的な行動を起こすことが必

要であると結論付けされたところです。 

北海道支部においては、若者の労働に対す

る志向や、就職・離職を決定する動機と理由

等に対して、当業界に期待される魅力や改善

事項等を幅広く意識調査することが、今後の

活動に役立つものと考えました。さらには、

経営者と若手技術者の考え方にギャップも

みられることから、「若手技術者との座談会」

を行い、胸の内を見せてもらおうと企画した

ものです。 

実施内容は、設定課題について 1 班６～７

名での討論を行い、代表者が発表してもらう

意見交換会と、企業の枠を超えた若手技術者

同士の交流を図るための懇親会の二部構成

としました。また、忌憚のない本音を話して

もらうため、議題の選定や配布資料の内容に

留意しながら準備を進めました。 

開催時期は、新年度の業務が手薄な平成

31 年 4 月 25 日(木)としました。前述の方針

を、北海道支部会員企業 41 社に対し周知し

派遣要請をかけたところ、18 歳から 37 歳ま

での男性 10 名、女性 9 名の合計 19 名が網

走・帯広・旭川・札幌・函館と全道各地から

参加可能との回答を得ることができました。 

当日は企画・広報委員と事務局全員で、肩

を張らず、和やかで活発な意見が出しやすく

なるような雰囲気づくりに努めました。何し

ろ初めての試みなので不安がありましたが、

蓋を開けると活発な意見が飛び交い、報道各

社からも良い試みですねと言われ、座談会が

終わるまで取材していただきました。 

懇親会では、自然と班ごとに分かれていた

ようでしたが活発に交流しており、当初の目

的を達成できたのではと考えております。そ

の中で参加者に色々声掛けしたところ、ざっ

くばらんにと言われたからそのようにしま

したし、発言し易い雰囲気でしたとのことで

した。 

若手技術者の方々の意見を集約すると、①

入社前に補償コンサルタント業界のことを

知っている人は稀で、中学・高校等に出前授

業をして周知するなどが必要。②資格取得の

支援、または初級者・中級者など階級別研修

会を要望。③社内教育不足・同世代が少ない

等を補うことから、企業間で交流する場を要

望。④男性の職場のイメージが強いので、女

性も活躍できる業界だとＰＲすることが必 

参加者の意見からは、皆さんが補償コンサ

ルタント業務に対して、大変意欲的であると

感じました。また、多くの若手女性技術者に

参加していただいて、活発に意見を述べてい

たことから、女性が活躍できる業界であるこ

とを確信したところです。 

今後は、貴重な意見をそのままにはせず、

若手技術者の考えを協会員に周知し、次年度

実施に向けたアンケート調査を行い、実務に



繋がる勉強会、研修会および懇親会の内容を

検討したいと考えています。 

 

 

 

「北海道・十勝のなつぞら」 

平田技術コンサルタント株式会社  

代表取締役 髙瀬 裕之  

        （２０１９年１０月号） 

 

 江戸時代末期から明治にかけての探検家

「松浦武四郎」が、蝦夷地を「北海道」と名

付けてから 151 年目の今年、ＮＨＫ朝の連続

ドラマ 100 作目となる「なつぞら」が、北海

道・十勝だけでなく全国的にも好評でした。 

 戦災孤児の主人公“奥原なつ”（広瀬すず）

が、父の戦友の厚意で北海道・十勝の牧場で

とても温かい家族に囲まれて育ち、成長する

姿を描いた物語であり、舞台となった十勝・

帯広に生きる私たちは毎朝テレビにくぎ付

けでした。 

 物語は戦後間もない北海道・十勝から始ま

ります。明治から大正、昭和にかけて入植し、

自ら農地を開拓して農業を営んできた先人

たちの過酷な状況や苦労も描かれ、私の周り

には時折涙しながらテレビに夢中になるお

年寄りもいらっしゃいました。 

また、舞台を北海道から東京に移してから

は、なつのアニメーターとして成長していく

姿が描かれており、ついつい娘？を見るよう

な気持ちで楽しみに見ていました。 

 

ドラマの影響で、十勝の観光も好調です。 

“なつぞら”ブームで十勝は今、華やかに 

盛り上がっています。 

管内あらゆる所に、なつぞらのポスターが 

貼られ、関連のグッツやお菓子なども売ら 

れており、多くの観光客を迎えています。 

ロケ地なども次々に公開され、新たな観 

光資源になりつつあります。 

下の写真は、7月末から公開されたなつの 

育った『しばた牧場の入り口』です。 

のどかな、広々とした農地と青い空、すが

すがしい「十勝のなつぞら」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな青く澄んだ高い空が広がる十勝平 

野、日本有数の畑作地帯を台風が次々に襲っ

たのは、平成 28 年８月のことです。 

８月17日～23日の１週間に３個の台風が

北海道に次々と上陸し、道東を中心に全道で

大雨による河川氾濫や土砂災害が発生しま

した。さらに 29 日からの前線による降雨に

加え、４つ目の台風 10 号が 30 日に北海道に

最接近し、十勝など太平洋側東部に追い打ち

の大雨を降らせました。 

29 日から９月１日までの一連の豪雨で、

十勝と日高地方に跨る日高山脈沿いの降雨

量は 400～600 ㎜、十勝の奥座敷「ぬかびら

温泉郷」でも 300 ㎜を超える記録的な大雨と

なりました。 

十勝では１級河川の十勝川水系札内川に

おいて２箇所の堤防決壊が発生するなど、日

高山脈を水源とする多くの河川で氾濫が多

数発生し甚大な被害をもたらしました。 

被害は十勝及び上川地方を中心に、住居全

壊 24 棟、住家半壊 62 棟、住家一部損壊 934

棟、床上浸水 173 棟、床下浸水 310 棟の他、

多くの畑地などの農耕地に及びました。 

人的被害もあり、４名の死者・行方不明者

が出ました。その中の一人は我々の同業の仲

間でした。豪雨の中、夜間、郊外の真っ暗な



道道（北海道が管理する道路）で、河川の増

水による被害発生の有無・状況把握の為、初

動調査に向かっていた調査設計コンサルタ

ント会社の前途有望な 20 代の社員が橋梁ア

バット裏側の洗掘部分に車ごと落ち、亡くな

りました。 

同業者として心からご冥福をお祈りする

とともに、今後同様の事故が起きないよう、

非常時の危機管理、準備、対策を常日頃から

講じる必要を痛感する事故でした。 

また、この大雨で多くの橋梁が落ち、複数

の市町村道や国道が寸断されたことで、交通

機関も甚大な被害を受け、交通網がマヒする

状況となりました。十勝と札幌などの道央地

方を結ぶ北海道道東自動車道が、土砂崩れの

ため 10 時間以上も通行止めになったほか、

道東と道央を結ぶ国道３路線の全てが一時

通行止めとなり、十勝は陸の孤島のような状

態にまでなりました。 

 特に、十勝と胆振日高を結ぶ国道 274 号は、

日勝峠を含む 39.5km の区間に、被害が集中

しました。橋梁損傷 10 箇所、覆道損傷３個

所、道路本体の欠損６箇所など合計 66 箇所

で被害が発生し、通行止めの期間は 1 年近く

に及びましたが、地元業者を中心に土木工事

の最新技術を駆使し、昼夜を問わず工事を進

め、これほどの被害を受けながらも短期間で

復旧開通に至りました。 

豪雨災害から３年が経った今、国道 274

号は災害前と同じように十勝と道央、胆振日

高を結ぶ、物流や観光の大動脈、幹線道路と

し重要な役目を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日勝峠の展望台からは、広大な十勝平野 

を一望でき「なつぞら」のイメージ通りの 

風景を楽しむ事ができます。 

公共事業に携わる我々が、社会資本整備 

の一翼を担うコンサルタントとしての自覚 

を常に持ち、災害時に備える事の大切さを 

全面復旧し、従来の機能を回復した峠を通り、

改めて痛感しました。 

「十勝」は元気です。 

季節は収穫の秋に移り、たくさんの美味し

い果物・農産物、新鮮な海産物が店頭に並び

ます。豚丼やジンギスカンを食べ、マルセイ

バーター、三方六、スイートポテトなどのス

イーツの食べ過ぎに注意し、美術館めぐりを

する、十勝川温泉に入り、十勝のチーズをつ

まみに十勝ワインを飲む、そんな十勝の秋を

満喫できます。 

ぜひ十勝にお越し下さい。 

歓迎いたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）日本補償コンサルタント協会北海道支部 
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 多くの日本人の心を熱くしたであろうラグビーワールドカップ２０１９。かく言う私も、そ

の活躍をテレビで目の当たりにして、そのプレーに何度も目頭を熱くしたひとりです。ですが、

実はラグビーはルールすら知らないスポーツで、見始めたきっかけも（話のネタに日本戦くら

いは見ておくか）くらいの軽い気持ちでした。 

ところが、見始めてほどなく、何と表現すべきなのか、得体のしれないエネルギーのような

ものに圧倒され、視線も意識も画面に釘付けになりました。プレーが切れたときにふと気づけ

ば、汗ばむほど握りしめていた手のひらには食い込んだ爪の跡がうっすらと残り、腕や脚には

まるで重たいものを押し続けていたかのような疲労感。さらには魂が揺さぶられ涙が溢れ出る

ような感動の感覚が妙に心地よく、残念ながら日本の敗退が決まった後も決勝まで見続けるほ

どすっかりラグビーの虜（とはいえ完全に「にわか」ですが・・・）になってしまいました。 

ルールも技術も作戦も未だによくわからないラグビーで、こんなにも感動したのはなぜなの

か。タックルの度に拳を握りしめ、スクラムの場面では足を踏ん張り、ゴールラインが迫って

くれば「もう少しだ」の思いとともに心拍数が上がるといった共感や一体感も素晴らしかった

と思います。しかし何よりも、何度倒されても立ち上がりゴールを目指す姿や、試合が終われ

ばノーサイドとして互いを称えあう姿に、立ちはだかる壁に臆せず正面から立ち向かう勇気と、

今この瞬間まで戦った相手さえも認め合う誇り高き精神を感じたことが、40 歳を過ぎて枯れ始

めた私の熱い何かを揺さぶったのかもしれません。 

この原稿も、何度も筆が止まり、書いては消し、書いては消しの繰り返しでしたが、何度倒

されても立ち上がりゴールを目指す「ブレイブ・ブロッサムズ」の不屈の精神に勇気をもらえ

たおかげで、どうにか私にとってのボール「。」をゴールラインとなる最後の行末にトライで

きそうです。 

                    田中 雅人 


