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巻頭言

技術の志士の集団として新たな
沖縄振興に尽力していきたい

沖縄県技術士会会長

大 城

政 人

（おおしろ まさと）

このたび、６月２５日の沖縄県技術士会「第４９回定時総会」におきまして、３期会長職にありました真
栄田義安 ( 技術士 / 総合技術監理部門：建設部門 - 建設環境 ) から、第 9 代沖縄県技術士会の会長に承認さ
れた大城政人 ( 技術士 / 総合技術監理部門：建設部門 - 建設環境 ) でございます。よろしくお願いいたします。
また、真栄田の会長在任 6 年間にわたるご厚情を心から感謝申し上げますとともに、新任の大城に対しま
しても、関係各位の一層のご協力・ご指導を賜りますことを切にお願い申し上げます。
おかげ様で沖縄県技術士会 ( 以下、
「本会」という。) は、現在、正会員 173 人、準会員 8 人、賛助会員
22 社と順調な成長を遂げております。これもひとえに、会員の皆様の日頃よりのご高配の賜であり、心より
深くお礼申し上げる次第です。
これから、本会として、技術を通じて地域社会に貢献するべく活動を行っていくために、あらためて、“技
術士とは何か”について確認したいと思います。
技術士とは、科学技術に関する高度な知識と応用能力及び技術者倫理を備えている有能な技術者に技術士
の資格を与え、有資格者のみに技術士の名称の使用を認めることにより、技術士に対する社会の認識と関心
を高め、科学技術の発展を図ることとされています。
この使命を達成するためには、現行の組織体制を改革する必要があると考えています。具体的には、公務
員技術士が活躍できる分科会、技術士第一次試験合格者の若手技術者が技術士と交流・活動できる分科会な
どの設置、その他、( 一社 ) 沖縄県測量建設コンサルタンツ協会との連携による講習会・勉強会などの開催な
どです。
これらの活動を踏まえ、本会は「技術志士」の集団として、以下に示す沖縄 21 世紀ビジョンの 5 つの将
来像の実現と「誰一人取り残さない社会」を目指す SDGs の目標達成に向けた活動を通じて、2022 年 ( 令
和 4 年 4 月 ) からスタートする新たな沖縄振興計画に貢献していく所存です。
沖縄 21 世紀ビジョンの 5 つの将来像
将来像Ⅰ：沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島
将来像Ⅱ：心豊かで、安全・安心に暮らせる島
将来像Ⅲ：希望と活力にあふれる豊かな島
将来像Ⅳ：世界に開かれた交流と共生の島
将来像Ⅴ：多様な能力を発揮し、未来を拓く島
今後とも、一層のご理解とご支援を重ねてお願い申し上げます。

2021. 8

1

PC 鋼棒で緊結した鋼板サンドイッチ工法で補強した
既存 RC 柱の曲げ終局強度の略算式に関する提案
金田一男 *1・中田幸造 *2
*1 正会員 沖縄県技術士会，有明工業高等専門学校創造工学科 教授・博士（工学）
技術士【総合技術監理部門・建設部門（鋼構造およびコンクリート・港湾および空港）】
土木学会 フェロー会員，コンクリート診断士
*2 琉球大学工学部工学科 教授・博士（工学）

１．はじめに
耐震性能の低いピロティ形式 RC 造既存建物の耐震補強の実装を図るため，著者らは，2017 年度
から「PC 鋼棒で緊結した鋼板サンドイッチ工法（以降：鋼板サンドイッチ工法と称する）で補強した
既存 RC 柱の耐震性能」に関する研究を行っている。その中で，実験的研究では，RC 柱単体を着目
し，補強しない基準試験体（耐震性能優劣の評価基準）に対して，鋼板サンドイッチ工法により補強し
た RC 柱の耐震性能が大幅に改善できることが分かった 1), 2) , 3) , 4)。しかし，本研究に用いた試
験体は実構造物の RC 柱の 1/3 程度であり，スケール効果などを考慮した研究成果の適用性が懸念さ
れた。そのために，2018 年度から鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱の曲げ終局強度に関す
る理論的検討および解析的検討を行ってきた。
理論的検討では，次に示す基本的な考え方に基づいて，鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱
の曲げ終局強度の評価式を提案した 5), 6)。
(1) 鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱のハイブリッド断面が終局時においても一体化が保持さ
れ，断面内では平面保持仮定が成り立つこと。
(2) 圧縮域のコンクリート強度は増打ちコンクリートの圧縮強度 Fc,add を用いて表すこと。
(3) 曲げ終局時においては，コンクリートの圧縮縁ひずみが終局ひずみεu=0.3% に達すること。
解析的検討では，
鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱のハイブリッド断面の各部位のコンクリー
ト応力 - ひずみ関係を Mander らのコンファインドコンクリートの構成則を適用し 7)，PC 鋼棒および
鋼板からの横拘束効果を考慮できるファイバーモデル解析手法を構築した 8)。更に，
構築したファイバー
モデル解析手法を用いて，鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱の形状・寸法・配筋・補強範囲
の大小を表す袖壁長さ比β・軸力比ηなどをパラメータとしたケーススタディを行った 8)。
一方，鋼板サンドイッチ工法は，山川らが提案した THW（Thick Hybrid Wall）工法 9) より改良
したものである。この耐震補強法は，鋼板サンドイッチ工法で補強した試験体の増設した袖壁により，
応力中心間距離が大きくなり，既存 RC 柱の全主筋が降伏することを期待している。しかし，金田らの
実験結果では，最も圧縮側に位置する主筋のひずみが小さく，降伏していないことが分かっている。そ
のために，理論的に誘導した評価式による計算結果，ファイバーモデル解析手法を用いた解析結果が実
験結果を過大評価することになる。
本研究では，既存ピロティ形式の RC 造建物の耐震補強設計に着眼し，実務設計者が使用しやすく，
かつ実験結果を適切に評価できる曲げ終局強度の略算式を提案する。本文では，鋼板サンドイッチ工
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法により補強した RC 柱の実験結果に基づいて諸仮定を立て，曲げ終局強度 Mu の略算式を誘導し，
実験結果との比較検討を行った。その結果，提案した略算式による計算結果は実験結果をほぼ適切に
評価できることがわかった。

２．実験概要
実験的研究の詳細は，
参考文献 1 ～ 4）を参照されたいが，
評価基準となる基準試験体の形状・寸法・
配筋を図－ 1 に，
加力装置および載荷プログラムを図－ 2 に，
各試験体の詳細を図－ 3 にそれぞれ示す。
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た補強試験体
た補強試験体 R20-0-PP2
R20-0-PP2 の主筋ひずみ測定結果を図－4
の主筋ひずみ測定結果を図－4 に示す。同図より，引張側にある
に示す。同図より，引張側にある 11 段目
段目

3

このような基準試験体および補強試験体に対して，図－ 2 に示すように一定軸力（軸力比η=0.1，
0.2）下の正負繰り返し載荷を行い，試験体が持つせん断力 V と部材角 R との関係（以降：V-R 関係
と称する）が得られる。V-R 関係の詳細を後述するが，ここでは，1 例として載荷実験で得られた補強
試験体 R20-0-PP2 の主筋ひずみ測定結果を図－ 4 に示す。 同図より，引張側にある 1 段目と 2 段
目の主筋が部材角 R=0.5% において引張降伏していたが，最も圧縮側にある主筋が降伏していないこ
とが分かる。この結果は，他の補強試験体においてもすべて同じである。

降伏して
いない。

降伏して
いない。
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R20-0-PP2

a)１段目主筋
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b)
c)c)３段目主筋
図－4 補強試験体 R20-0-PP2 の主筋ひずみεと部材角 R との関係
図－ 4 補強試験体 R20-0-PP2 の主筋ひずみεと部材角 R との関係
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３．鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱の曲げ終局強度略算式の提案

文献 1～4）に示す金田らの実験結果から以下の事実が分かっている。(1)引張側から 1 段目と 2
文献 1 ～ 4）に示す金田らの実験結果から以下の事実が分かっている。(1) 引張側から 1 段目と 2
段目の主筋が降伏しているが，最も圧縮側にある主筋のひずみが非常に小さい。(2)補強された試
段目の主筋が降伏しているが，
最も圧縮側にある主筋のひずみが非常に小さい。(2) 補強された試験
験体はすべて主筋の降伏に伴う曲げ破壊モードとなっている。そのために，以下に示す基本仮定

体はすべて主筋の降伏に伴う曲げ破壊モー
ドとなっている。そのために，
以下に示す基本仮定に基づい
に基づいて，図－5 に示す鋼板サンドイッチ工法により補強した
RC 柱の曲げ終局強度の略算式を
て，
図－ 5 に示す鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱の曲げ終局強度の略算式を誘導する。
誘導する。
(1)(1)
曲げ終局強度時において，
最も圧縮側にある主筋のひずみが小さいため，
引張力と圧縮力のいずれ
曲げ終局強度時において，
最も圧縮側にある主筋のひずみが小さいため，
引張力と圧縮力のい
ずれも負担しないものとする。
も負担しないものとする。
最も圧縮側にある主筋以外の主筋が曲げ終局時において，すべて引張降伏するものとする。
(2)(2)
最も圧縮側にある主筋以外の主筋が曲げ終局時において，
すべて引張降伏するものとする。
違う種類の主筋の使用を想定し，最も引張側にある主筋の等価断面積を
ae1（a11，a12）
，本数を
(3)(3)
違う種類の主筋の使用を想定し，
最も引張側にある主筋の等価断面積を ae1（a11，
a12）
，本数
，等価降伏応力度を
σe1y（σ
1i（n11，n12）
e1y，σe2y）とする。
を nn1i（n11，
n12）
，等価降伏応力度を
σe1y（σe1y，
σe2y）とする。
中間にあるすべての主筋の等価断面積を ae2（a21，a22），本数を n2i（n21，n22），等価降伏応力
(4)(4)
中間にあるすべての主筋の等価断面積を
ae2（a21，a22），本数を n2i（n21，n22），等価降
度を σe2y とする。
伏応力度をσe2y とする。
(5) 鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱のハイブリッド断面が終局時においても平面保持
(5) 鋼板サンドイッチ工法により補強した RC 柱のハイブリッド断面が終局時においても平面保持仮定が

成り立つものとする。
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従って，
誘導した略算式においては，
図－ 5 に示す加力方向（右向き）に対して，
最も圧縮側（右側）
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(6) 中立軸深さの位置にもよるが，既存 RC 柱のコンクリートが一部圧縮域に入る可能性がある。

しかし，その部分が中立軸に近く負担する軸力が小さいため，圧縮域のコンクリート強度は便
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従って，誘導した略算式においては，図－5
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い条件より，中立軸深さ xn および曲げ終局強度 Mu の略算式を式(1)および式(2)のように誘導で
きる。式(1)によって，中立軸深さ xn を先に計算し，その値を式(2)に代入して曲げ終局強度 Mu を
式 (1) によって，
中立軸深さ xn を先に計算し，その値を式 (2) に代入して曲げ終局強度 Mu を計算す
仮定が成り立つものとする。
計算する方法を採用している。
(6) 中立軸深さの位置にもよるが，既存 RC 柱のコンクリートが一部圧縮域に入る可能性がある。
る方法を採用している。
しかし，その部分が中立軸に近く負担する軸力が小さいため，圧縮域のコンクリート強度は便

𝑁𝑁 + 𝑎𝑎𝑒𝑒1 𝜎𝜎𝑒𝑒1𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝑒𝑒2 𝜎𝜎𝑒𝑒2𝑦𝑦

𝑥𝑥𝑛𝑛 =
宜上で増打ちコンクリートの圧縮強度
Fc,add を採用する。 (1)
𝑘𝑘1 𝑘𝑘3 𝑏𝑏2 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
従って，誘導した略算式においては，図－5 に示す加力方向（右向き）に対して，最も圧縮側

𝑀𝑀 = 0.5𝑔𝑔𝑎𝑎𝑒𝑒1 𝜎𝜎𝑒𝑒1𝑦𝑦 + 0.5𝑘𝑘1 𝑘𝑘3 𝑏𝑏2 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ((1 + 2𝛽𝛽)𝐷𝐷 − 𝑘𝑘1 𝑥𝑥𝑛𝑛 )𝑥𝑥𝑛𝑛 (2)
（右側）にある主筋の役割は考慮していない。

図－6 に示す軸力のつり合い条件および既存 RC 柱の重心位置回りの曲げモーメントのつり合

い条件より，中立軸深さ xn および曲げ終局強度 Mu の略算式を式(1)および式(2)のように誘導で

４．実験結果と略算式による計算結果との比較
きる。式(1)によって，中立軸深さ
xn を先に計算し，その値を式(2)に代入して曲げ終局強度 Mu を
４．実験結果と略算式による計算結果との比較

図 -7 は，
実験結果として得られた V-R 関係に計算結果を加えて示したものである。図－ 7 では，
「既
計算する方法を採用している。
図-7 は，実験結果として得られた V-R 関係に計算結果を加えて示したものである。図－7 では，
存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」10) に基づいて算出した基準試験体の曲げ終局
「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」 10)に基づいて算出した基準試験体の曲
時せん断力 Qmu を破線で示し，せん断終局強度
を一点鎖線で示し，
また，本論文で提案した略
𝑁𝑁 + 𝑎𝑎𝑒𝑒1 𝜎𝜎𝑒𝑒1𝑦𝑦Qsu
+ 𝑎𝑎𝑒𝑒2
げ終局時せん断力 Qmu を破線で示し，せん断終局強度
Q𝜎𝜎su𝑒𝑒2𝑦𝑦
を一点鎖線で示し，また，本論文で提案
𝑥𝑥𝑛𝑛 =
(1)η=0.1 の実験結果と計算結果を
算式による計算結果を実線で示している。図－
a)𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
は，一定軸力比
𝑘𝑘1 𝑘𝑘37
𝑏𝑏2 𝐹𝐹
した略算式による計算結果を実線で示している。図－7
a)は，一定軸力比
η=0.1 の実験結果と計

示し，
図－ 7 b) は，一定軸力比
η=0.2 の実験結果と計算結果を示している。
算結果を示し，図－7
b)は，一定軸力比
η=0.2 の実験結果と計算結果を示している。
𝑀𝑀 = 0.5𝑔𝑔𝑎𝑎𝑒𝑒1 𝜎𝜎𝑒𝑒1𝑦𝑦 + 0.5𝑘𝑘1 𝑘𝑘3 𝑏𝑏2 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ((1 + 2𝛽𝛽)𝐷𝐷 − 𝑘𝑘1 𝑥𝑥𝑛𝑛 )𝑥𝑥𝑛𝑛 (2)
図－7
a)より，
基準試験体 R19-1’
では，
曲げ終局時せん断力 QmuQはせん断終局強度
Qsuより大きく，
図－7
a)より，基準試験体
R19-1’では，曲げ終局時せん断力
Qsu より大
mu はせん断終局強度
きく，計算結果のみでは基準試験体はせん断破壊先行の試験体となっている。しかし，実験結果

2021.は曲げ降伏後のせん断破壊が確認され，曲げ破壊に近いループを示している。同図より，曲げ終
8

４．実験結果と略算式による計算結果との比較

局強度 Qmu は実験値とほぼ一致している。補強試験体では，曲げ終局強度の実験値が補強しない

5

計算結果のみでは基準試験体はせん断破壊先行の試験体となっている。しかし，実験結果は曲げ降伏
後のせん断破壊が確認され，曲げ破壊に近いループを示している。同図より，曲げ終局強度 Qmu は実
験値とほぼ一致している。補強試験体では，曲げ終局強度の実験値が補強しない RC 柱の Qmu より
2 倍以上大きく，
補強後の曲げ終局強度の増加が明らかである。本論文で提案した略算式による計算
た略算式による計算結果は，実験結果とほぼ一致している。
た略算式による計算結果は，実験結果とほぼ一致している。
結果は，
実験結果とほぼ一致している。
図－7
b)より，基準試験体 R20-0 では，曲げ終局時せん断力 Qmu はせん断終局強度 Qsu より大
図－7 b)より，基準試験体 R20-0 では，曲げ終局時せん断力 Qmu はせん断終局強度 Qsu より大
図－7
b)より，
基準試験体 R20-0 では，
曲げ終局時せん断力 Qmu はせん断終局強度 Qsuより大きく，
きく，計算結果から判断すると，基準試験体はせん断破壊先行の試験体となっている。しかし,軸
きく，計算結果から判断すると，基準試験体はせん断破壊先行の試験体となっている。しかし,軸
力比が η＝0.2 であるため，基準試験体
R19-1’と比較し，曲げ破壊したモードとなっている。補強
計算結果から判断すると，
基準試験体はせん断破壊先行の試験体となっている。しかし
, 軸力比がη＝
力比が η＝0.2 であるため，基準試験体 R19-1’と比較し，曲げ破壊したモードとなっている。補強
RC
柱の Qmu より 2ドとなっている。補強試験体の曲げ
倍以上大きくなっており，補強
0.2試験体の曲げ終局強度の実験値が補強しない
であるため，基準試験体 R19-1’と比較し，
曲げ破壊したモー
試験体の曲げ終局強度の実験値が補強しない RC 柱の Qmu より 2 倍以上大きくなっており，補強
後の曲げ終局強度の増加が明らかである。本論文で提案した略算式による計算結果では，補強試
終局強度の実験値が補強しない
RC 柱の Qmu より 2 倍以上大きくなっており，補強後の曲げ終局強
後の曲げ終局強度の増加が明らかである。本論文で提案した略算式による計算結果では，補強試
験体 R19-1’-PP1 の実験結果が計算値とほぼ一致している。補強試験体 R20-1-PP2
および
R20-1度の増加が明らかである。本論文で提案した略算式による計算結果では，
補強試験体
R19-1’-PP1
験体 R19-1’-PP1 の実験結果が計算値とほぼ一致している。補強試験体 R20-1-PP2
および
R20-1PP3 の実験結果は，計算結果より大きくなっており，提案した略算式による計算結果は実験結果
の実験結果が計算値とほぼ一致している。
補強試験体 R20-1-PP2 および R20-1-PP3 の実験結果は，
PP3 の実験結果は，計算結果より大きくなっており，提案した略算式による計算結果は実験結果
を安全側に評価している。
計算結果より大きくなっており，
を安全側に評価している。 提案した略算式による計算結果は実験結果を安全側に評価している。
図－7 a)と図－7 b)の比較により，本論文で提案した略算式による計算結果は，鋼板サンドイ
図－7
図－
7 a)a)と図－7
と図－ 7 b)b)の比較により，本論文で提案した略算式による計算結果は，鋼板サンドイ
の比較により，本論文で提案した略算式による計算結果は，鋼板サンドイッチ
ッチ工法により補強した RC 柱の曲げ終局強度評価に適用できる。
ッチ工法により補強した
RC 柱の曲げ終局強度評価に適用できる。
工法により補強した
RC 柱の曲げ終局強度評価に適用できる。
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表－２ 平成２９年度市町村民所得
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東海岸所得
所得
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表－２
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として、
有意水準
5%(0.05)で片側検定を行った結
として、
有意水準
5%(0.05)で片側検定を行った結
H1:
対立仮説

西海岸
西海岸
西海岸

として、
有意水準5%(0.05)で片側検定を行った結
5%(0.05) で片側検定を行っ
果を表－３に示す。なお、Excel
の出力のままで
果を表－３に示す。なお、Excel
の出力のままで
として、
有意水準
は見にくいため、用語を一部修正し数字の桁数も
た結果を表－３に示す。なお、Excel
の出力
は見にくいため、用語を一部修正し数字の桁数も
果を表－３に示す。なお、Excel
の出力のままで
東海岸
東海岸
東海岸

丸めた。
丸めた。
のままでは見にくいため、用語を一部修正し
は見にくいため、用語を一部修正し数字の桁数も
丸めた。
数字の桁数も丸めた。

表－１
比較市町村
表－１
比較市町村
表－１
比較市町村
西海岸
読谷村
嘉手納町
北谷町
宜野湾市
浦添市
那覇市
豊見城市
西海岸
読谷村
嘉手納町
北谷町
宜野湾市
浦添市
那覇市
豊見城市
表－１
比較市町村
東海岸
うるま市
沖縄市
北中城村
中城村
西原町
与那原町
南城市
東海岸
うるま市
沖縄市
北中城村
中城村
西原町
与那原町
南城市
西海岸
読谷村
嘉手納町
北谷町
宜野湾市
浦添市
那覇市
豊見城市
東海岸 うるま市 沖縄市 北中城村 中城村
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表－３
計算結果
( 注(注:
: 観測数は各海岸側の数
)
表－３
計算結果
観測数は各海岸側の数)

観測数
表－３ 計算結果(注:
仮説平均との差異
観測数
自由度
仮説平均との差異
t値
自由度
P値 (片側)
tt 値
値の境界値 (片側)
P値 (片側)
t 値の境界値 (片側)

0

7
観測数は各海岸側の数)

観測数
表－５ 計算結果(注:
仮説平均との差異
観測数
自由度
仮説平均との差異
t値
自由度
P値 (片側)
tt 値
値境界値 (片側)
P値 (片側)
t 値境界値 (片側)

0
7
11
0
1.97
11 ＜0.05
0.037
1.97
1.80
0.037 ＜0.05
1.80

1.80

7
観測数は各海岸側の数)
0
7
12
2.910
12 ＜0.05
0.006
2.91
1.78
0.006 ＜0.05
1.78

ここに入ったら、
対立仮説を採択

ここに入ったら、
対立仮説を採択

ここに入ったら、
対立仮説を採択

ここに入ったら、
対立仮説を採択

1.97

t

0
1.80 1.97
t
P 値が有意水準 5%(0.05)を下回っている(前図
P 値が有意水準 5%(0.05) を下回っている
より t 値が棄却域に入っている)ので、帰無仮説は
P 値が有意水準
5%(0.05)を下回っている(前図
( 前図より
t 値が棄却域に入っている
) ので、
棄却され対立仮説が採択される。よって、市町村
より t 値が棄却域に入っている)ので、帰無仮説は
帰無仮説は棄却され対立仮説が採択される。
民所得は西海岸と東海岸において統計的に有意
棄却され対立仮説が採択される。よって、市町村
よって、市町村民所得は西海岸と東海岸にお
差があると言える。
民所得は西海岸と東海岸において統計的に有意
いて統計的に有意差があると言える。
差があると言える。
５.平成 30 年度財政力指数

５.財政力指数とは、自治体を運営するのに必要な
平成 30 年度財政力指数
５.平成 30 年度財政力指数
財政力指数とは、自治体を運営するのに必
経費に対して、自前の収入(税収など)がどれ位あ
財政力指数とは、自治体を運営するのに必要な
要な経費に対して、自前の収入
( 税収など )
るか示す数値で１に近いほど財政に余裕がある
経費に対して、自前の収入(税収など)がどれ位あ
がどれ位あるか示す数値で１に近いほど財政
とされる。表－４にテータを示す。
るか示す数値で１に近いほど財政に余裕がある
に余裕があるとされる。表－４にテータを示
とされる。表－４にテータを示す。
表－４ 平成３０年度財政力指数
す。
西海岸
財政力指数
東海岸 財政力指数
表－４ 表－４
平成３０年度財政力指数
平成３０年度財政力指数
読谷村
0.60 うるま市
0.47
西海岸 財政力指数
東海岸 財政力指数
嘉手納町
0.61 沖縄市
0.57
北谷町
0.79 うるま市
北中城村
0.64
読谷村
0.60
0.47
宜野湾市
0.67 沖縄市
中城村
0.61
嘉手納町
0.61
0.57
浦添市
0.73 北中城村
西原町
0.65
北谷町
0.79
0.64
那覇市
0.83 中城村
与那原町
0.48
宜野湾市
0.67
0.61
豊見城市
0.63 西原町
南城市
0.36
浦添市
0.73
0.65
那覇市
0.83 平均
与那原町
0.48
平均
0.694
0.540
豊見城市
0.63 不偏分散
南城市
0.36
不偏分散
0.008
0.011
平均
0.694 平均
0.540
帰無仮説 H0: 西海岸=東海岸(差が無い)
不偏分散
0.008 不偏分散
0.011

対立仮説 H1: 西海岸＞東海岸(差が有る)
帰無仮説 H0:
H0: 西海岸=東海岸(差が無い)
帰無仮説
西海岸 = 東海岸 ( 差が無い )
として、有意水準 5%(0.05)で片側検定を行った結
対立仮説 H1: 西海岸＞東海岸(差が有る)
対立仮説 H1: 西海岸＞東海岸 ( 差が有る )
果を表－５に示す。なお、Excel の出力のままで
として、有意水準 5%(0.05)で片側検定を行った結
として、有意水準 5%(0.05) で片側検定を行っ
は見にくいため、用語を一部修正し数字の桁数も
果を表－５に示す。なお、Excel の出力のままで
た結果を表－５に示す。なお、Excel
の出力
丸めた。
は見にくいため、用語を一部修正し数字の桁数も
のままでは見にくいため、用語を一部修正し
丸めた。
数字の桁数も丸めた。
2021. 8

表－５
計算結果
( 注(注:
: 観測数は各海岸側の数
)
表－５
計算結果
観測数は各海岸側の数)

0

1.78

2.91

t

2.91

t
1.78 を下回っている
P 値が有意水準 5%(0.05)
P 値が有意水準 5%(0.05)を下回っている(前図
( 前図より t 値が棄却域に入っている ) ので、
より t 値が棄却域に入っている)ので、帰無仮説は
P 値が有意水準 5%(0.05)を下回っている(前図
帰無仮説は棄却され対立仮説が採択される。
棄却され対立仮説が採択される。よって、財政力
より t 値が棄却域に入っている)ので、帰無仮説は
よって、財政力指数は西海岸と東海岸におい
指数は西海岸と東海岸において統計的に有意差
棄却され対立仮説が採択される。よって、財政力
て統計的に有意差があると言える。
があると言える。
指数は西海岸と東海岸において統計的に有意差
0

があると言える。

６.
おわりに
６.おわりに

沖縄本島の西海岸は経済的に発展している
沖縄本島の西海岸は経済的に発展しているも
６.おわりに
ものの、東海岸は遅れているという認識があ
のの、東海岸は遅れているという認識があり、デ
沖縄本島の西海岸は経済的に発展しているも
り、データの平均値に差があるものの、それ
ータの平均値に差があるものの、それがたまたま
のの、東海岸は遅れているという認識があり、デ
がたまたま偶然であるものか、統計的に有意
偶然であるものか、統計的に有意な差であるか検
ータの平均値に差があるものの、それがたまたま
定を行った。
な差であるか検定を行った。
偶然であるものか、統計的に有意な差であるか検
結果、有意差があることがわかった。よって、
結果、
有意差があることがわかった。よって、
定を行った。
県土の均衡ある発展を目指すのであれば、東海岸
県土の均衡ある発展を目指すのであれば、東
結果、有意差があることがわかった。よって、
に経済基盤の構築が必要と言えると思う。
海岸に経済基盤の構築が必要と言えると思う。
県土の均衡ある発展を目指すのであれば、東海岸
に経済基盤の構築が必要と言えると思う。
７.補足

７. 補足

今回用いた検定は母集団分布を正規分布と仮
７.補足
今回用いた検定は母集団分布を正規分布と
定している。そこで、市町村民所得、財政力指数
今回用いた検定は母集団分布を正規分布と仮
仮定している。そこで、市町村民所得、財政
が正規分布しているか、県内本島の 26 市町村デ
定している。そこで、市町村民所得、財政力指数
力指数が正規分布しているか、県内本島の
26
ータ(本来は、データ数 30 以上が望ましいが、離
が正規分布しているか、県内本島の
26
市町村デ
市町村データ ( 本来は、データ数 30 以上が
島は条件が違うので除いた)を用いて確認した。
ータ(本来は、データ数 30 以上が望ましいが、離
望ましいが、離島は条件が違うので除いた )
市町村民所得については、グラフ１より正規分
島は条件が違うので除いた)を用いて確認した。
を用いて確認した。
布していると言える。
市町村民所得については、グラフ１より正規分
市町村民所得については、グラフ１より正
布していると言える。
規分布していると言える。
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今回初めて統計解析を行ってみたので、間違い
今回初めて統計解析を行ってみたので、間違い
今回初めて統計解析を行ってみたので、間
等あったらご指摘いただきたい。
等あったらご指摘いただきたい。
違い等あったらご指摘いただきたい。
【データ出典】
【データ出典】
【データ出典】
100
100 の指標からみた沖縄県のすがた
の指標からみた沖縄県のすがた
100 の指標からみた沖縄県のすがた
令和
令和 22 年
年 10
10 月
月
令和 2 年 10 月
沖縄県企画部統計課
沖縄県企画部統計課
沖縄県企画部統計課
財政力指数については、グラフ２より正規分布
財政力指数については、グラフ２より正規分布
財政力指数については、グラフ２より正規分
しているとは言いがたいので、
正規
しているとは言いがたいので、
正規 Q-Q
Q-Q プロット
プロット
布しているとは言いがたいので、正規 Q-Q プ
を行った。グラフ３より点がほぼ傾き１の直線上
を行った。グラフ３より点がほぼ傾き１の直線上
ロットを行った。グラフ３より点がほぼ傾き
に並ぶことからデータは正規分布しているとい
に並ぶことからデータは正規分布しているとい

１の直線上に並ぶことからデータは正規分布
える。
える。
しているといえる。

【参考資料】
【参考資料】
【参考資料】
1)
「統計解析がわかる
1)
「統計解析がわかる 技術評論社
技術評論社 涌井良幸
涌井良幸・
・
1) 「統計解析がわかる 技術評論社 涌井良
涌井貞美著」よりグラフを一部修正加工
涌井貞美著」よりグラフを一部修正加工
幸・涌井貞美著」よりグラフを一部修正加工
2)土木・交通工学のための統計学
基礎と演習
2)土木・交通工学のための統計学
基礎と演習

2)コロナ社
土木・交通工学のための統計学 基礎と演習
コロナ社
コロナ社
3)改訂増補版:統計検定を理解せずに使ってい
3)改訂増補版:統計検定を理解せずに使ってい
3)る人のためにⅠ、Ⅱ
改訂増補版 : 統計検定を理解せずに使ってい
池田郁男
る人のためにⅠ、Ⅱ
池田郁男
る人のためにⅠ、Ⅱ 池田郁男
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維持管理における官民連携事業に関する考察
維持管理における官民連携事業に関する考察
原田

奈美 1・親泊
宏1 1・野田 2 一弘 2
１

原田 奈美 ・親泊 宏 ・野田 一弘

１ １

株式会社
設計（沖縄県那覇市天久
1-11-7 ハイツスカイフォーエバー
ハイツスカイフォーエバー201
号）
株式会社
SKSK
設計（沖縄県那覇市天久
1-11-7
201
号）
2 2
八千代エンジニヤリング株式会社（東京都台東区浅草橋
CSタワー
タワー）
八千代エンジニヤリング株式会社（東京都台東区浅草橋 5-20-8
5-20-8 CS
）

キーワード：維持管理、官民連携、包括的民間委託、性能規定、資金調達
キーワード：維持管理、官民連携、包括的民間委託、性能規定、資金調達

１．はじめに

２．維持管理における官民連携事業の現状

ているのが、インフラを民間のノウハウを活用して
目されているのが、インフラを民間のノウハウを
維持管理や運用をしていく官民連携事業である。
活用して維持管理や運用をしていく官民連携事業

を採用する事例も増えてきているが、民間に資金調
は当然のように実施されている「性能規定型契
達をさせて更新等の事業を実施する事例は、行わ
約」を採用する事例も増えてきているが、民間に

本文は、沖縄県内の主要なインフラである橋梁
である。

れていないのが現状である。
資金調達をさせて更新等の事業を実施する事例

に着目し、県内における維持管理の課題を踏まえ、
本文は、沖縄県内の主要なインフラである橋梁

沖縄県においては、道路の日常的な維持管理に
は、行われていないのが現状である。

維持管理の効率化に寄与する官民連携事業の適用
に着目し、県内における維持管理の課題を踏ま

2)
、先進
関して包括的民間委託が導入されており
沖縄県においては、道路の日常的な維持管理に

え、維持管理の効率化に寄与する官民連携事業の
の可能性について提案する。

関して包括的民間委託が導入されており 2)、先進
的に維持管理の改善に取り組んでいる。

適用の可能性について提案する。

的に維持管理の改善に取り組んでいる。

１．はじめに
わが国では、これまでに多くの社会インフラが整
わが国では、これまでに多くの社会インフラが
備されてきたが、今後は老朽化の進行等に伴い維
整備されてきたが、今後は老朽化の進行等に伴い
持管理費は益々増大すると予想される一方、財政
維持管理費は益々増大すると予想される一方、財
難などから今後も維持管理のための十分な予算を
政難などから今後も維持管理のための十分な予算
確保することは容易ではないと思われる。
を確保することは容易ではないと思われる。
こうした状況下においては、今ある社会インフラ
こうした状況下においては、今ある社会インフ
を最大限に活用していくことが大切であり、それら
ラを最大限に活用していくことが大切であり、そ
を実現していく維持管理手法の一つとして注目され
れらを実現していく維持管理手法の一つとして注

凡例：

２．維持管理における官民連携事業の現状
維持管理の先進国である欧米諸国では、「発注規
維持管理の先進国である欧米諸国では、「発注
模の拡大（業務の包括化）」や「複数年契約」、
「性
規模の拡大（業務の包括化）」や「複数年契
能規定型契約」、「民間資金の活用」 などの入札
約」、「性能規定型契約」、「民間資金の活用」
契約方式を活用し、維持管理の改善を図っている。
などの入札契約方式を活用し、維持管理の改善を
一方、国内事例では、「発注規模の拡大（業務
図っている。
の包括化）」や「複数年契約」による調達改善の
一方、国内事例では、「発注規模の拡大（業務
ための取り組みが進んできている。また、海外では
の包括化）」や「複数年契約」による調達改善の
当然のように実施されている「性能規定型契約」
ための取り組みが進んできている。また、海外で

国内事例

凡例：

海外事例

維持管理・更新等のサイクル

Plan
計画
立案
支援
等

Ｄｏ

Ｃ

維持の効率化

修繕の効率化

更新の効率化

（日常点検，清掃，など）

(ex舗装修繕,対策工事など)

（橋梁の架け替え など）

Ｄoにおける改善方策

Ａｃｔ

定期
計画
点検
更新
・
支援
診断

××

青森県県土整備部
橋 梁

（発注規模の拡大：日常点検＋追跡調査＋維持＋対策工事）

（約５５８橋の一括架替え）

舗

装

国交省大宮国道等
（性能規定型契約：維持のみ）

奈良県道路公社 解散（NEXCO西）

イ
ン
フ
ラ
の
種
類

単
複数年

（一部性能規定：維持＋舗装修繕）

府中市

3年
複数年

（一部性能規定 700路線：巡回＋維持＋修繕他）

英国（MAC ASC AD)方式
（性能規定型契約：維持＋各種修繕）

道路全体

該当，×該当せず，-未確認

米国フロリダ州交通局 I-595
（性能規定型契約（DBFOM）：17km 改良・改築（5年以内に完工）＋維持管理(30年間)）

福島県土木部
三条市土木部
（一部性能規定：維持（道路,公園,水路）＋補修）

補修の
一部

ADと
別運用

英国AD

（地域維持型契約：維持（道路,河川,砂防）＋舗装修繕）

××××
×
×× ×××
××
×××
×
－
××××
×××

単
複数年
2年
複数年

補修の
一部

図－１ 国内外における先進的事例
国内外における先進的事例 1)
図－１
1)
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しかしながら、国内における道路の維持管理に関

これらの離島架橋は、海上に建設された長大橋で

する官民連携事業は、道路パトロールや除草、樹木
しかしながら、国内における道路の維持管理に
剪定、清掃などといった日常管理での導入に留まっ
しかしながら、国内における道路の維持管理に
関する官民連携事業は、道路パトロールや除草、
ているのが現状であり、民間が調達した資金を活用
関する官民連携事業は、道路パトロールや除草、
樹木剪定、清掃などといった日常管理での導入に
樹木剪定、清掃などといった日常管理での導入に
した事業を実施している欧米諸国に比べると、改善
留まっているのが現状であり、民間が調達した資
留まっているのが現状であり、民間が調達した資
の余地は残されており、欧米での事例から学ぶべき
金を活用した事業を実施している欧米諸国に比べ
金を活用した事業を実施している欧米諸国に比べ
ものは多いと考えられる。
ると、改善の余地は残されており、欧米での事例
ると、改善の余地は残されており、欧米での事例
ここで、欧米諸国における先導的な官民連携事業
から学ぶべきものは多いと考えられる。
から学ぶべきものは多いと考えられる。
の実施事例を参考にして、沖縄県における維持管
ここで、欧米諸国における先導的な官民連携事
ここで、欧米諸国における先導的な官民連携事
理の課題を踏まえ、将来のあるべき姿について考察
業の実施事例を参考にして、沖縄県における維持
業の実施事例を参考にして、沖縄県における維持
した。
管理の課題を踏まえ、将来のあるべき姿について
管理の課題を踏まえ、将来のあるべき姿について
考察した。
考察した。

あるため、事業期間も長期に渡り、建設費も非常に
常に高額である。また、迂回路もないことから架
高額である。また、迂回路もないことから架替は現
常に高額である。また、迂回路もないことから架
替は現実的ではなく、的確に維持管理を実施しな
実的ではなく、的確に維持管理を実施しながら長期
替は現実的ではなく、的確に維持管理を実施しな
がら長期間、使用していくこととなる。
がら長期間、使用していくこととなる。
間、使用していくこととなる。

３．沖縄県における維持管理の課題
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３．沖縄県における維持管理の課題
（１）離島における維持管理体制の改善
３．沖縄県における維持管理の課題
（１）離島における維持管理体制の改善
沖縄県は宮古島、石垣島など多くの離島を抱えて
（１）離島における維持管理体制の改善
沖縄県は宮古島、石垣島など多くの離島を抱え
いる。
小規模な離島においては、県道の管理を市
沖縄県は宮古島、石垣島など多くの離島を抱え
ている。小規模な離島においては、県道の管理を
ている。小規模な離島においては、県道の管理を
町村に委託している場合もあるが、規模の大きな離
市町村に委託している場合もあるが、規模の大き
市町村に委託している場合もあるが、規模の大き
島においては、県道と市町村道は、それぞれの管
な離島においては、県道と市町村道は、それぞれ
な離島においては、県道と市町村道は、それぞれ
理者が個別に維持管理を実施している。
の管理者が個別に維持管理を実施している。
の管理者が個別に維持管理を実施している。
維持管理作業を民間に委託している場合には、
維持管理作業を民間に委託している場合には、
維持管理作業を民間に委託している場合には、
道路管理者によって受託者が異なることも有り得
道路管理者によって受託者が異なることも有り得
道路管理者によって受託者が異なることも有り得
る。例えば、市町村道のパ
トロールを受託している
る。例えば、市町村道のパトロールを受託してい
る。例えば、市町村道のパトロールを受託してい
企業の基地が県道沿いにある場合には、県道を走
る企業の基地が県道沿いにある場合には、県道を
る企業の基地が県道沿いにある場合には、県道を
行している間は回送となる。逆に県道のパ
トロール
走行している間は回送となる。逆に県道のパトロ
走行している間は回送となる。逆に県道のパトロ
ールを受託して意地企業の基地が市町村道沿いに
を受託して意地企業の基地が市町村道沿いにある
ールを受託して意地企業の基地が市町村道沿いに
ある場合には、市町村道を走行している間は回送
場合には、市町村道を走行している間は回送となり、
ある場合には、市町村道を走行している間は回送
となり、管理者ごとに維持管理を実施すること
管理者ごとに維持管理を実施することは、効率的と
となり、管理者ごとに維持管理を実施すること
は、効率的とは言えない状況である。
は言えない状況である。
は、効率的とは言えない状況である。
一方、道路利用者の視点で考えた場合、県道も
一方、道路利用者の視点で考えた場合、県道も
一方、道路利用者の視点で考えた場合、県道も
市町村道も道路として求める機能には違いはな
市町村道も道路として求める機能には違いはな
市町村道も道路として求める機能には違いはない。
い。同じような利用状況の道路であれば、道路管
い。同じような利用状況の道路であれば、道路管
同じような利用状況の道路であれば、道路管理者
理者の違いに関係なく、同じ水準で管理されてい
理者の違いに関係なく、同じ水準で管理されてい
の違いに関係なく、同じ水準で管理されていること
ることが望ましい。
ることが望ましい。
が望ましい。
（２）多くの離島架橋を管理していること
（２）多くの離島架橋を管理していること
（２）多くの離島架橋を管理していること
沖縄県では、無料で利用できる橋梁としては日
沖縄県では、無料で利用できる橋梁としては日
沖縄県では、無料で利用できる橋梁としては日本
本で一番長い伊良部大橋（3,540m）をはじめとし
本で一番長い伊良部大橋（3,540m）をはじめとし
で一番長い伊良部大橋（3,540m）をはじめとして、
て、多くの離島架橋を抱えており、その多くは長
て、多くの離島架橋を抱えており、その多くは長
大橋である。
多くの離島架橋を抱えており、その多くは長大橋で
大橋である。
これらの離島架橋は、海上に建設された長大橋
ある。
これらの離島架橋は、海上に建設された長大橋
であるため、事業期間も長期に渡り、建設費も非
であるため、事業期間も長期に渡り、建設費も非

写真－１
伊良部大橋
写真－１ 伊良部大橋
写真－１ 伊良部大橋
3)
伊良部大橋概要 3)
表表-1
-1 伊良部大橋概要
表-1
伊良部大橋概要 3)
事業期間ᴾ
事業期間ᴾ



総事業費ᴾ
総事業費ᴾ
橋長ᴾ
橋長ᴾ




開通ᴾ
開通ᴾ

平成 ᵏᵑ 年度～平成 ᵐᵔ 年度ᴾ
平成 ᵏᵑ 年度～平成 ᵐᵔ 年度ᴾ
約 ᵒᵎᵎ 億円（取付道路含む）ᴾ
約 ᵒᵎᵎ 億円（取付道路含む）ᴾ
本橋：ᵑᵊᵓᵒᵎᶋᴾ
本橋：ᵑᵊᵓᵒᵎᶋᴾ
海中道路部：ᵔᵎᵎᶋᴾ
海中道路部：ᵔᵎᵎᶋᴾ
取付橋梁：ᵏᵕᵎᶋᴾ
取付橋梁：ᵏᵕᵎᶋᴾ
（取付道路含む全長 ᵔᵊᵓᵎᵎᶋ）ᴾ
（取付道路含む全長 ᵔᵊᵓᵎᵎᶋ）ᴾ
平成 ᵐᵕ 年 ᵏ 月 ᵑᵏ 日ᴾ
平成 ᵐᵕ 年 ᵏ 月 ᵑᵏ 日ᴾ

しかしながら、これらの離島架橋は、橋長が長い
しかしながら、これらの離島架橋は、橋長が長
しかしながら、これらの離島架橋は、橋長が長
ことに加え、塩害の影響により劣化の進行が速いこ
いことに加え、塩害の影響により劣化の進行が速
いことに加え、塩害の影響により劣化の進行が速
いこと、海上での施工が必要になることから、維
と、海上での施工が必要になることから、維持管理
いこと、海上での施工が必要になることから、維
持管理費用も高額となるため、修繕も複数年に分
費用も高額となるため、修繕も複数年に分けて実施
持管理費用も高額となるため、修繕も複数年に分
けて実施されることとなる。現在、実施中の池間
されることとなる。現在、実施中の池間大橋での耐
けて実施されることとなる。現在、実施中の池間
大橋での耐震補強事業は、完了までに２０年程度
震補強事業は、完了までに２
０年程度を要すると予
大橋での耐震補強事業は、完了までに２０年程度
を要すると予定されており、事業期間が長期間と
定されており、事業期間が長期間となる。
を要すると予定されており、事業期間が長期間と
なる。
なる。
そのため、離島架橋の維持管理においては、長
そのため、離島架橋の維持管理においては、長
そのため、離島架橋の維持管理においては、長
期的な視点を持った維持管理によりライフサイクル
期的な視点を持った維持管理によりライフサイク
期的な視点を持った維持管理によりライフサイク
コス
トの縮減を目指した修繕事業の実施が望ましい
ルコストの縮減を目指した修繕事業の実施が望ま
ルコストの縮減を目指した修繕事業の実施が望ま
が、管理者は数年で人事異動があるため、一貫した
しいが、管理者は数年で人事異動があるため、一
しいが、管理者は数年で人事異動があるため、一
維持管理を持続していくことは難しい状況にある。
貫した維持管理を持続していくことは難しい状況
貫した維持管理を持続していくことは難しい状況
また、劣化等の状況によっては、早期の修繕等
にある。
にある。
が必要となる場合もあるが、長大橋では費用が嵩
また、劣化等の状況によっては、早期の修繕等
また、劣化等の状況によっては、早期の修繕等
むため、予算の確保が難しく、必要な対策がすぐ
が必要となる場合もあるが、長大橋では費用が嵩
が必要となる場合もあるが、長大橋では費用が嵩
むため、予算の確保が難しく、必要な対策がすぐ
には実施できないといったことも懸念される。
むため、予算の確保が難しく、必要な対策がすぐ
には実施できないといったことも懸念される。
には実施できないといったことも懸念される。
No.36

表-2 橋長の長い主な離島架橋 4)
事務所ᴾ
主な離島架橋（橋長）ᴾ
4)4)
表
-2 橋長の長い主な離島架橋
橋長の長い主な離島架橋
表-2
瀬底大橋（ᵕᵔᵐᶋ）ᴾ
事務所ᴾ
主な離島架橋（橋長）ᴾ
屋我地大橋（ᵑᵎᵎᶋ）ᴾ
瀬底大橋（ᵕᵔᵐᶋ）ᴾ
北部ᴾ
古宇利大橋（ᵏᵊᵗᵔᵎᶋ）ᴾ
屋我地大橋（ᵑᵎᵎᶋ）ᴾ
ワルミ大橋（ᵑᵏᵓᶋ）ᴾ
北部ᴾ
古宇利大橋（ᵏᵊᵗᵔᵎᶋ）ᴾ
野甫大橋（ᵑᵐᵎᶋ）ᴾ
ワルミ大橋（ᵑᵏᵓᶋ）ᴾ
浜比嘉大橋（ᵗᵎᵎᶋ）ᴾ
野甫大橋（ᵑᵐᵎᶋ）ᴾ
中部ᴾ
平安座海中大橋（ᵐᵖᵎᶋ）ᴾ
浜比嘉大橋（ᵗᵎᵎᶋ）ᴾ
伊計大橋（ᵏᵗᵖᶋ）ᴾ
中部ᴾ
平安座海中大橋（ᵐᵖᵎᶋ）ᴾ
池間大橋（ᵏᵊᵒᵐᵓᶋ）ᴾ
伊計大橋（ᵏᵗᵖᶋ）ᴾ
宮古ᴾ
伊良部大橋（ᵑᵊᵓᵒᵎｍ）ᴾ
池間大橋（ᵏᵊᵒᵐᵓᶋ）ᴾ
宮古ᴾ
伊良部大橋（ᵑᵊᵓᵒᵎｍ）ᴾ
（３）モノレールを有すること

（３）モノ
レールを有すること
モノレールは、軌道法に基づき整備された事業
（３）モノレールを有すること

が効率的であると考えられ、管理者の枠を超えた
包括的な業務発注が効率的であると考える。な
な業務発注が効率的であると考える。なお、既に一
が効率的であると考えられ、管理者の枠を超えた
お、既に一部においては、離島の国道の管理を県
包括的な業務発注が効率的であると考える。な
部においては、離島の国道の管理を県に、県道の
に、県道の管理を市町村に委託している場合もあ
お、既に一部においては、離島の国道の管理を県
管理を市町村に委託している場合もあるが、このよ
るが、このような維持管理を離島全域に拡大すべ
に、県道の管理を市町村に委託している場合もあ
うな維持管理を離島全域に拡大すべきと考える。
きと考える。
るが、このような維持管理を離島全域に拡大すべ
他分野の事例として、ごみ処理施設においては、
他分野の事例として、ごみ処理施設において
きと考える。
複数の市町村が共同で建設し、運用することで効
は、複数の市町村が共同で建設し、運用すること
他分野の事例として、ごみ処理施設において
率化を図っている事例が多くある。 沖縄県内でも
で効率化を図っている事例が多くある。沖縄県内
は、複数の市町村が共同で建設し、運用すること
2018
年に南部広域行政組合構成
3 市3 3
でも
2018
年に南部広域行政組合構成
市町（糸満
3町
で効率化を図っている事例が多くある。沖縄県内
市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、西
（糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原
でも
2018 年に南部広域行政組合構成 3 市 3 町
原町）による被覆型一般廃棄物最終処分場（美ら
町、西原町）による被覆型一般廃棄物最終処分場
（糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原
グリーン南城）が建設され運用されている。
（美らグリーン南城）が建設され運用されてい
町、西原町）による被覆型一般廃棄物最終処分場

このように管理者の枠を超えた施設の建設、運
る。
（美らグリーン南城）が建設され運用されてい

モノレールは、軌道法に基づき整備された事業で
であるため、軌道桁などの構造物は道路構造物で
モノレールは、軌道法に基づき整備された事業

このように管理者の枠を超えた施設の建設、運
営、管理を行うことは、同等の能力を確保するため
る。

あるため、軌道桁などの構造物は道路構造物であり、
あり、主桁と下部工で構成された橋梁と言える。
であるため、軌道桁などの構造物は道路構造物で

営、管理を行うことは、同等の能力を確保するた
の施設を個々に建設するよりもコス
トを縮減できるこ
このように管理者の枠を超えた施設の建設、運

他の道路橋との大きな違いは、駅舎などのインフ
あり、主桁と下部工で構成された橋梁と言える。
主桁と下部工で構成された橋梁と言える。 他の道

めの施設を個々に建設するよりもコストを縮減で
営、管理を行うことは、同等の能力を確保するた
と、運営・管理においても一元管理による人件費の

ラ外部やそれに付帯する昇降機やホームドアなど
他の道路橋との大きな違いは、駅舎などのインフ
路橋との大きな違いは、駅舎などのインフラ外部や
ラ外部やそれに付帯する昇降機やホームドアなど
の機械、電気設備を有することが挙げられる。
それに付帯する昇降機やホームドアなどの機械、電

きること、運営・管理においても一元管理による
めの施設を個々に建設するよりもコストを縮減で
縮減や資材等の一括購入といったスケールメリットに
きること、運営・管理においても一元管理による
人件費の縮減や資材等の一括購入といったスケー
よるコストの縮減など効率的な維持管理を実現して

の機械、電気設備を有することが挙げられる。
これらモノレールの施設は、一貫性のある管理
気設備を有することが挙げられる。
これらモノレールの施設は、一貫性のある管理
が必要であるが、現状としては沖縄総合事務局、
これらモノレールの施設は、一貫性のある管理が

人件費の縮減や資材等の一括購入といったスケー
ルメリットによるコストの縮減など効率的な維持
いると考えられる。
ルメリットによるコストの縮減など効率的な維持
管理を実現していると考えられる。
特に離島の維持管理においては、島内で完結し
管理を実現していると考えられる。
特に離島の維持管理においては、島内で完結し
ており、島内企業による維持管理が基本となるため、
特に離島の維持管理においては、島内で完結し
ており、島内企業による維持管理が基本となるた
管理者が異なっても実施者は変わらない場合も多
ており、島内企業による維持管理が基本となるた
め、管理者が異なっても実施者は変わらない場合
い。そのような観点から、県道と市道について管理
め、管理者が異なっても実施者は変わらない場合
も多い。そのような観点から、県道と市道につい
者の枠を超えて実施することが望ましいと考えられ
も多い。そのような観点から、県道と市道につい
て管理者の枠を超えて実施することが望ましいと
る。
て管理者の枠を超えて実施することが望ましいと
考えられる。
（２）離島架橋における維持管理の長期包括契約の
考えられる。
（２）離島架橋における維持管理の長期包括契約
実施
（２）離島架橋における維持管理の長期包括契約
の実施
の実施
一貫性のある維持管理を実施するためには、管
一貫性のある維持管理を実施するためには、管
一貫性のある維持管理を実施するためには、管
理を委託する民間事業者のノウハウを引き出すこと
理を委託する民間事業者のノウハウを引き出すこ
理を委託する民間事業者のノウハウを引き出すこ
ができる性能規定型の長期包括契約を活用すること
とができる性能規定型の長期包括契約を活用する
とができる性能規定型の長期包括契約を活用する
が望ましいと考える。包括契約は、既に宮古土木事
ことが望ましいと考える。包括契約は、既に宮古
ことが望ましいと考える。包括契約は、既に宮古
務所等の道路の日常管理でも導入されているが、離
土木事務所等の道路の日常管理でも導入されてい
土木事務所等の道路の日常管理でも導入されてい
島架橋の場合は、長期的な健全性を確保することを
るが、離島架橋の場合は、長期的な健全性を確保
るが、離島架橋の場合は、長期的な健全性を確保
することを要件とすることが必要であると考えら
要件とすることが必要であると考えられるため、民
することを要件とすることが必要であると考えら
れるため、民間事業者による資金調達を行い、修
間事業者による資金調達を行い、修繕工事も含め
れるため、民間事業者による資金調達を行い、修
繕工事も含めて実施する事業スキームが望ましい
て実施する事業スキームが望ましいと考える。
繕工事も含めて実施する事業スキームが望ましい
と考える。
以下に、離島架橋での長期包括契約事業のイメー
と考える。
以下に、離島架橋での長期包括契約事業のイメ
ジを示す。
以下に、離島架橋での長期包括契約事業のイメ

が必要であるが、現状としては沖縄総合事務局、
沖縄県、那覇市および浦添市の
4 者がそれぞれの
必要であるが、現状としては沖縄総合事務局、沖縄
沖縄県、那覇市および浦添市の 4 者がそれぞれの
保有する区間の管理を担っているため、必ずしも
県、那覇市および浦添市の 4 者がそれぞれの保有
保有する区間の管理を担っているため、必ずしも
一貫性のある管理とはなっていない可能性が考え
する区間の管理を担っているため、必ずしも一貫性
一貫性のある管理とはなっていない可能性が考え
られる。
のある管理とはなっていない可能性が考えられる。
られる。

写真－２ 沖縄都市モノレール
沖縄都市モノレール
写真－２
写真－２ 沖縄都市モノレール

４．課題に対する解決策
４．課題に対する解決策
４．課題に対する解決策
（１）維持管理のエリア発注による効率化
（１）維持管理のエリア発注による効率化
（１）維持管理のエリア発注による効率化
現在、道路の維持管理は管理者ごとに個別の業
現在、道路の維持管理は管理者ごとに個別の業
現在、道路の維持管理は管理者ごとに個別の業
務として委託されている。しかしながら、道路は
務として委託されている。しかしながら、道路は面
務として委託されている。しかしながら、道路は

面的に存在することを考えると、エリアでの発注
的に存在することを考えると、エリアでの発注が効
面的に存在することを考えると、エリアでの発注
率的であると考えられ、管理者の枠を超えた包括的
2021. 8

事業のポイントは、委託費用に 20 年間（事業期
13

ージを示す。
ージを示す。
【事業スキーム】ᴾ
ᴾ
【事業スキーム】ᴾ
ᴾ
 ᵐᵎ
ᴾ 年間の橋梁の維持管理の全てを委託ᴾ
 ᵐᵎ
ᴾ 年間の橋梁の維持管理の全てを委託ᴾ
 排水桝の清掃や小規模な修繕の実施ᴾ
ᴾ
 排水桝の清掃や小規模な修繕の実施ᴾ
ᴾ
 定期点検、長寿命化修繕計画の策定・更新ᴾ
ᴾ
 定期点検、長寿命化修繕計画の策定・更新ᴾ
ᴾ
 補修設計、修繕工事の実施ᴾ
ᴾ
 補修設計、修繕工事の実施ᴾ
ᴾ
【民間事業者への要求事項】ᴾ
【民間事業者への要求事項】ᴾ
 業務完了時（ᵐᵎ 年後）に主要部材はⅠ判定、ᴾ ᴾ
 業務完了時（ᵐᵎ 年後）に主要部材はⅠ判定、ᴾ ᴾ
それ以外はⅡ判定以上となるように管理を実施ᴾ
それ以外はⅡ判定以上となるように管理を実施ᴾ
 健全性の回復のための修繕費用は民間が自ら調
 健全性の回復のための修繕費用は民間が自ら調
達し、工事も実施するᴾ
達し、工事も実施するᴾ
 委託費用には ᵐᵎ 年後に要求される健全性を担
 委託費用には ᵐᵎ 年後に要求される健全性を担
保するための費用が含まれるᴾ
保するための費用が含まれるᴾ
修繕工事等の実施のタイミングや内容は民間事
修繕工事等の実施のタイミングや内容は民間事
業者が決めることが出来るᴾ
業者が決めることが出来るᴾ

としてすることが望ましいと考える。なお、モノ
としてすることが望ましいと考える。なお、モノ
レール株式会社も職員が限られることから、外部
るが、管理者ごとに発注していた場合と異なり、施
レール株式会社も職員が限られることから、外部
委託が主となるが、管理者ごとに発注していた場
設全体を俯瞰して一貫した維持管理が実施できるよ
委託が主となるが、管理者ごとに発注していた場
合と異なり、施設全体を俯瞰して一貫した維持管
うになると考える。
合と異なり、施設全体を俯瞰して一貫した維持管
理が実施できるようになると考える。
理が実施できるようになると考える。
なお、委託の際には、(2) で提案した事業方式を
なお、委託の際には、(2)で提案した事業方式
なお、委託の際には、(2)で提案した事業方式
採用することも効果的であり、点検から修繕までを
を採用することも効果的であり、点検から修繕ま
を採用することも効果的であり、点検から修繕ま
包括的に施工業者とコンサルタントの共同企業体等
でを包括的に施工業者とコンサルタントの共同企
でを包括的に施工業者とコンサルタントの共同企
への発注がより効果的であると考える。
業体等への発注がより効果的であると考える。
業体等への発注がより効果的であると考える。
沖縄総合事務局 沖縄県
那覇市
浦添市
沖縄総合事務局 沖縄県
那覇市
浦添市
維持管理費
維持管理費

モノレール株式会社
モノレール株式会社
業務発注
業務発注

維持管理JV
維持管理JV
コンサルタント（点検・設計・計画）
コンサルタント（点検・設計・計画）
施工会社（修繕工事）
施工会社（修繕工事）

事業のポイントは、委託費用に
年間（事業
間はここでの仮定であり、最適な期間設定は事業ご
事業のポイントは、委託費用に
2020
年間（事業
期間はここでの仮定であり、最適な期間設定は事
期間はここでの仮定であり、最適な期間設定は事
との検討結果による）の事業費を含めることである
業ごとの検討結果による）の事業費を含めること
業ごとの検討結果による）の事業費を含めること
が、発注としては、総額を委託期間の延べ払いとす
であるが、発注としては、総額を委託期間の延べ
であるが、発注としては、総額を委託期間の延べ
ることを想定している。これにより、発注者側の支
払いとすることを想定している。これにより、発
払いとすることを想定している。これにより、発
出は毎年一定額となり、平準化される。そのため、
注者側の支出は毎年一定額となり、平準化され
注者側の支出は毎年一定額となり、平準化され
実施期間の工事費等は、一時的に民間が調達する
る。そのため、実施期間の工事費等は、一時的に
る。そのため、実施期間の工事費等は、一時的に
こととなるが、長期の委託により可能となる。
民間が調達することとなるが、長期の委託により
民間が調達することとなるが、長期の委託により
また、対策時等の実施時期や方法も民間の判断
可能となる。
可能となる。

に委ねることで、部分塗装などのこまめな修繕や新
また、対策時等の実施時期や方法も民間の判断
また、対策時等の実施時期や方法も民間の判断

技術の積極的な活用などが期待でき、結果的にライ
に委ねることで、部分塗装などのこまめな修繕や
に委ねることで、部分塗装などのこまめな修繕や

新技術の積極的な活用などが期待でき、結果的に
フサイクルコス
トの最小化につながるため、維持管
新技術の積極的な活用などが期待でき、結果的に
ライフサイクルコストの最小化につながるため、
理費の縮減が実現できる。
ライフサイクルコストの最小化につながるため、
維持管理費の縮減が実現できる。
維持管理費の縮減が実現できる。
なお、本事業の実施においては、将来の維持管
なお、本事業の実施においては、将来の維持管
なお、本事業の実施においては、将来の維持管
理費を推定することが必要となるため、発注のため
理費を推定することが必要となるため、発注のた
理費を推定することが必要となるため、発注のた
の維持管理計画の策定業務の実施（コンサルタン
めの維持管理計画の策定業務の実施（コンサルタ
めの維持管理計画の策定業務の実施（コンサルタ
トへ委託）なども必要である。
ントへ委託）なども必要である。
ントへ委託）なども必要である。
（３）管理者の枠を超えた包括的な維持管理
（３）管理者の枠を超えた包括的な維持管理
（３）管理者の枠を超えた包括的な維持管理
モノレールの特性を考えると、管理者によらず共
モノレールの特性を考えると、管理者によらず
モノレールの特性を考えると、管理者によらず
通の維持管理方針のものと、同じ水準で管理される
共通の維持管理方針のものと、同じ水準で管理さ
共通の維持管理方針のものと、同じ水準で管理さ
べきであると考えられる。その様な観点から、維持
れるべきであると考えられる。その様な観点か
れるべきであると考えられる。その様な観点か

管理業務は、管理者の枠を超えて発注されることが
ら、維持管理業務は、管理者の枠を超えて発注さ
ら、維持管理業務は、管理者の枠を超えて発注さ
望ましいと考える。
れることが望ましいと考える。
れることが望ましいと考える。

そのため、費用は道路管理者が負担するものの、
そのため、費用は道路管理者が負担するもの
そのため、費用は道路管理者が負担するもの
の、維持管理の実施はモノレール株式会社が主体
の、維持管理の実施はモノレール株式会社が主体
維持管理の実施はモノ
レール株式会社が主体として

することが望ましいと考える。なお、モノレール株式
会社も職員が限られることから、外部委託が主とな
14

設備管理会社（保守点検）
設備管理会社（保守点検）

図－２包括的なモノレールの維持管理体制
包括的なモノレールの維持管理体制
図－２
図－２ 包括的なモノレールの維持管理体制
５．今後の課題
５．今後の課題
５．今後の課題
本文では、先進的な取り組みが行われている国
本文では、先進的な取り組みが行われている国

本文では、先進的な取り組みが行われている国内

内外の事例を踏まえ、道路管理での適用について
内外の事例を踏まえ、道路管理での適用について
外の事例を踏まえ、道路管理での適用について提
提案したものである。事業の実施においては、事
提案したものである。事業の実施においては、事

案したものである。事業の実施においては、事業ス
業スキームの詳細や法的制約などの検討が必要で
業スキームの詳細や法的制約などの検討が必要で
キームの詳細や法的制約などの検討が必要である
あるが、官民が一体となり協力しながら、より良
あるが、官民が一体となり協力しながら、より良
が、官民が一体となり協力しながら、より良い事業
い事業として発展させていく観点での取り組みが
い事業として発展させていく観点での取り組みが
重要である。
として発展させていく観点での取り組みが重要であ
重要である。
る。
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沖縄県技術士会 自主研究

大

「SDGs/ 持続可能な開発目標」の推進
（侵略的外来種ギンネムの生態についての考察）

人

技術士 ( 総合技術監理部門・建設部門 )
㈱南西環境研究所

1 はじめに

徳

丸

慶

太

郎

（とくまる けいたろう）

雑誌「表現者クライテリオン」の 5 月号に、国

技術士 ( 農業部門 )

土アナリストの大石久和氏が“「危機感のない日

㈱南西環境研究所

本」の危機”という記事を掲載していた。

大

とても興味深い内容だったので、その概要を以

嶺

匡

史

（おおみね まさし）

下に紹介する。 各項目の頭に「先進国で日本だ

技術士 ( 環境部門 )

けが」を補って一読いただきたい。

世界経済は 22 年間で 138% の経済成長を遂

政

（おおしろ まさと）

－ 研究会レポート SEASON9 －

①経済がまったく成長しない

城

㈱南西環境研究所

⑨博士号取得者が減少を続けている
毎年、博士号取得者が一貫して減少し、人口

げたが、成長しなかった国が二ヵ国だけあり、そ

あたりの博士号取得者では、韓国にも完全に凌

れは内戦の続くリビアと日本である。

駕されてしまった。

②労働生産性が最低である

⑪科学技術研究費が減少を続けている

労働分配率は先進国で最低である。
③デフレが 25 年も続いている
歴史的にも世界的にも例を見ない長期間デフレ
から脱却できない国となって、世界に恥をさらし
続けている。
④国民の貧困化が進行している
G7 で最低どころか韓国の平均賃金を下回るよ
うになった。
⑤インフラ投資を一貫して削減してきた
インフラ整備の具体的なプロジェクトを示した中

科学技術を磨いていくことでしか生きていけな
い国が、その研究費を削減し続けてきた。
⑫国債償還費を予算計上している
予算に償還費を計上する唯一の国である。
⑬国民の全てに個人番号が付与されていない
何をするにも手間と時間と費用のかかる国と
なった。
⑭女性登用が進まない
日本では、政治の各部、企業の指導層などでは
さっぱり進まない。

長期整備計画 ( これも唯一 ) がない国となってし
まった。
⑥国家の基本法を改正できない
どの国も国民の価値観の変化などに応じて、
憲法や基本法を改定しているが、日本だけが制定

上記の詳細については、同誌を購入して、熟読
されたい。大石氏が憂慮しているこれらの事項は
放置できない問題である。
沖縄県は 2022 年 ( 令和 4 年 3 月末 ) に「沖

後 75 年も経つのに基本法を改定していない。

縄振興特別措置法」 の期限を迎え、本土復帰か

⑦雇用が非正規雇用ばかりとなった

ら 50 年の節目を迎える同年 4 月から、新しい振

雇用の約 40% が非正規雇用という異常。
⑧いろいろな機関に記者クラブがある
どのメディアもほぼ同じことばかりを述べ、発表
ものを追うだけの報道となった。
2021. 8

興計画がスタートする。沖縄が日本のフロントラン
ナー として 21 世紀の成長モデルとなり、日本経
済再生の牽引役としての責務を果たすためには、
沖縄が率先して新たな振興計画で上記の課題解
15

さて、本題に入る。現在、沖縄県環境再生課
決に取組んでいく必要があるのではないか。
において、侵略的外来種であるギンネムの防除

らしい景観、道路交通の支障等の身近な生活に
道路交通の支障等の身近な生活にも影響を及ぼ
も影響を及ぼしていることから、このまま分布

さて、本題に入る。
現在、沖縄県環境再生課
対策を検討しているところである。防除対策を
さて、本題に入る。現在、沖縄県環境再生課
において、侵略的外来種であるギンネムの防除対
検討するにあたって、野外において実証試験を
において、侵略的外来種であるギンネムの防除

していることから、このまま分布拡大していくと自
拡大していくと自然環境および生活環境の大
らしい景観、道路交通の支障等の身近な生活に
然環境および生活環境の大きな損失に繋がると考
きな損失に繋がると考えられる。ギンネムが及
も影響を及ぼしていることから、このまま分布

ぼす影響を表
 に示す。
行っているが、試験途中であることから、防除 拡大していくと自然環境および生活環境の大
策を検討しているところである。防除対策を検討
えられる。ギンネムが及ぼす影響を表
3.1 に示す。
対策を検討しているところである。防除対策を
また、ギンネムは、
年に環境省、農林
手法の検証については差し控える。ここでは、 きな損失に繋がると考えられる。ギンネムが及
検討するにあたって、野外において実証試験を
するにあたって、野外において実証試験を行って
また、ギンネムは、2015
年に環境省、農林水
水産省及び国土交通省により策定された「生態
実証試験を通して、みえてきたギンネムの生態 ぼす影響を表
 に示す。
行っているが、試験途中であることから、防除
いるが、試験途中であることから、防除手法の検
産省及び国土交通省により策定された「生態系
系被害防止外来種リスト」において『重点対策
について紹介したい。
また、ギンネムは、
年に環境省、農林
手法の検証については差し控える。ここでは、
証については差し控える。ここでは、実証試験を
被害防止外来種リ
スト」において『重点対策外来
外来種』
、 年に沖縄県により策定された

水産省及び国土交通省により策定された「生態
実証試験を通して、みえてきたギンネムの生態
通して、みえてきたギンネムの生態について紹介
種』、2018 年に沖縄県により策定された「沖縄
「沖縄県対策外来種リスト」において『対策種』
2 ギンネムとは
系被害防止外来種リスト」において『重点対策
について紹介したい。
したい。
県対策外来種リスト」において『対策種』として
として記載されている。
、 年に沖縄県により策定された
 ギンネム（.GWECGPCNGWEQEGRJCNC .CO  外来種』
記載されている。
表 3.1 ギンネムが及ぼす影響
年に国頭農学校によって緑 「沖縄県対策外来種リスト」
において『対策種』
2 FG9KV）は、
ギンネムとは

2肥作物（スリランカ産）として沖縄県に導入さ
ギンネムとは
ギンネム
（.GWECGPCNGWEQEGRJCNC .CO 

ギンネム（Leucaena
leucocephala (Lam.)
れた。その後、昭和初期には緑肥や薪材として
FG9KV）は、
年に国頭農学校によって緑
de
Wit） は、1910 年に国頭農学校によって緑
県下に広がったといわれている。マメ科の常緑
肥作物（スリランカ産）として沖縄県に導入さ

として記載されている。
対象
ギンネムが及ぼす影響
アレロパシー活性により在来植物の生
固有の
表 3.1
ギンネムが及ぼす影響

長や侵入を阻害することでギンネム純
ギンネムが及ぼす影響
林を形成することが多く、
生物多様性の
低下をもたらす(渡辺ら 2015)。ギンネ
固有の アレロパシー活性により在来植物の生
長や侵入を阻害することでギンネム純
ムが侵入・繁茂した林分の土壌は窒素過
生態系
林を形成することが多く、
生物多様性の
多となり他の植物が生育することを阻
低下をもたらす(渡辺ら
2015)。ギンネ
害し、純林に近いギンネム林を構成して
ムが侵入・繁茂した林分の土壌は窒素過
生物多様性等の低下をもたらす(西表森
多となり他の植物が生育することを阻
林生態系保全センター 2013)。
純林に近いギンネム林を構成して
沖縄自動車道の中南部区間の一部では、
沖縄 害し、
生物多様性等の低下をもたらす(西表森
ギンネムが繁茂しており、雑然とした景
らしい
林生態系保全センター
2013)。
観である(星子ら 2005)。景観整備とし
景観 沖縄自動車道の中南部区間の一部では、
て植栽された亜熱帯性植物がギンネム
沖縄
ギンネムが繁茂しており、
雑然とした景
に覆われることで、沖縄特有の景観が失
らしい
観である(星子ら
2005)。景観整備とし
われてしまう(中村ら
2014)。
景観
沿道においてギンネムが増加し、特に路
身近な て植栽された亜熱帯性植物がギンネム
に覆われることで、
沖縄特有の景観が失
肩や中央分離帯では標識や視線誘導標
生活 われてしまう(中村ら 2014)。
が覆われ見えづらくなったり、枝などが
沿道においてギンネムが増加し、
特に路
路面に張り出し建築限界を超えるなど
身近な
肩や中央分離帯では標識や視線誘導標
の問題が頻発し、
交通安全を脅かしてい
生活
が覆われ見えづらくなったり、
枝などが
る(中村ら 2014)。タイワンキドクガの
路面に張り出し建築限界を超えるなど
主要な食草の 1 つ。
の問題が頻発し、交通安全を脅かしてい

る(中村ら
2014)。タイワンキドクガの
表 3.1 ギンネムが及ぼす影響
主要な食草の
1 つ。
4 これまでのギンネム防除の取組みと課題
生態系
対象

小低木で、樹高は
O 近くに達するという記
肥作物（スリ
ランカ産）として沖縄県に導入され
れた。その後、昭和初期には緑肥や薪材として
県下に広がったといわれている。マメ科の常緑
載があるが、県内でよくみられる樹高は O 未
た。その後、昭和初期には緑肥や薪材として県
小低木で、樹高は
O 近くに達するという記
満である。萌芽力が非常に高く、伐採しても、
下に広がったといわれている。マメ科の常緑小低
載があるが、
県内でよくみられる樹高は O 未
根株が残存していれば、そこから再萌芽し、短
木で、樹高は
10m 近くに達するという記載があ
満である。萌芽力が非常に高く、伐採しても、
期間で元の個体サイズまで復元する。また、ギ
るが、県内でよくみられる樹高は 5m 未満である。
根株が残存していれば、そこから再萌芽し、短
ンネムは、種子生産量が非常に多く、発芽する
萌芽力が非常に高く、伐採しても、根株が残存し
期間で元の個体サイズまで復元する。また、ギ
能力を維持したまま土壌中で休眠する『埋土種
ていれば、そこから再萌芽し、短期間で元の個体
ンネムは、種子生産量が非常に多く、発芽する
子』を多く形成する。
サイズまで復元する。また、ギンネムは、種子生
能力を維持したまま土壌中で休眠する『埋土種

産量が非常に多く、発芽する能力を維持したまま
子』を多く形成する。

土壌中で休眠する『埋土種子』を多く形成する。











 写真 2.1

ギンネム群落（沖縄島中部）



ギンネム群落（沖縄島中部）
写真
2.1 2.1
ギンネム群落（沖縄島中部）
3 写真
ギンネムがおよぼす影響
ギンネムの侵略性は高く、現在では沖縄県内
3
ギンネムがおよぼす影響
3のさまざまな場所でよくみかける植物となっ
ギンネムがおよぼす影響
ギンネムの侵略性は高く、現在では沖縄県内
た。しかし、ギンネムは、固有の生態系や沖縄
ギンネムの侵略性は高く、現在では沖縄県内の
のさまざまな場所でよくみかける植物となっ
さまざまな場所でよくみかける植物となった。しか
た。しかし、ギンネムは、固有の生態系や沖縄
し、ギンネムは、固有の生態系や沖縄らしい景観、
16

これまで、沖縄県内、小笠原諸島及び海外に

4これまでのギンネム防除の取組みと課題
これまでのギンネム防除の取組みと課題
4 おいて、さまざまな手法により駆除が実施され

これまで、沖縄県内、小笠原諸島及び海外にお
これまで、沖縄県内、小笠原諸島及び海外に
てきた。しかし、それぞれ異なる地域で実施さ
いて、さまざまな手法により駆除が実施されてき
おいて、さまざまな手法により駆除が実施され
れているため、手法の有効性について相対評価
た。しかし、それぞれ異なる地域で実施されてい
てきた。しかし、それぞれ異なる地域で実施さ
がなされておらず、どの手法が沖縄において最
れているため、手法の有効性について相対評価
るため、手法の有効性について相対評価がなされ
も効果的であるかについては不明であった。
がなされておらず、どの手法が沖縄において最
ておらず、どの手法が沖縄において最も効果的で
また、ギンネムは、種子生産量が非常に多く、
も効果的であるかについては不明であった。
発芽する能力を維持したまま土壌中で休眠す
あるかについては不明であった。
 る『埋土種子』を多く形成する。そのため、ギ
また、ギンネムは、種子生産量が非常に多く、
また、ギンネムは、種子生産量が非常に多く、
発芽する能力を維持したまま土壌中で休眠す
ンネムが駆除できたとしても、表土中にギンネ
発芽する能力を維持したまま土壌中で休眠する
る『埋土種子』を多く形成する。そのため、ギ
『埋土種子』を多く形成する。そのため、ギンネ
ンネムが駆除できたとしても、表土中にギンネ
ムが駆除できたとしても、表土中にギンネムの種
No.36

子が存在していれば、発芽個体により、再びギン
ムの種子が存在していれば、発芽個体により、

 沖縄県中城村内に位置する道路のり面
(1)
試験場所
 試験場所

 沖縄県中城村内に位置する道路のり面
沖縄県中城村内に位置する道路のり面











本数

 ギンネムの生態
試験場所
5
5 ギンネムの生態

1) 試験地に生育するギンネム（幹直径
幹直径の分布
EO 以
 幹直径の分布
上）を対象とし、該当する個体の生育位置及び
試験地に生育するギンネム（幹直径 1cm 以上）
試験地に生育するギンネム（幹直径 EO 以
直径を記録した。幹直径に対する個体数の分布
を対象とし、該当する個体の生育位置及び直径を
上）を対象とし、該当する個体の生育位置及び
（ヒストグラム）を図  に示す。当該箇所は、
記録した。幹直径に対する個体数の分布（ヒス
ト
直径を記録した。幹直径に対する個体数の分布
調査時期から約

年前に整備された道路のり
グラム）を図
5.1
に示す。
当該箇所は、調査時
（ヒストグラム）
を図
 に示す。
当該箇所は、
面であることから、ギンネムが侵入・定着して
期から約 12 年前に整備された道路のり面である
調査時期から約
 年前に整備された道路のり
約  年経過していると推測される。幹直径は
ことから、ギンネムが侵入・定着して約 10 年経
面であることから、ギンネムが侵入・定着して
EO 未満であり、幹直径 EO 未満が  割を
約過していると推測される。幹直径は
 年経過していると推測される。幹直径は
13cm 未満で
占める構成となっている。県内のギンネム分布
EO
未満であり、
幹直径7EO
未満が  割を
あり、幹直径
4cm 未満が
割を占める構成となっ
状況を勘案しても、平均的なギンネム群落であ
占める構成となっている。県内のギンネム分布
ている。 県内のギンネム分布状況を勘案しても、
ると考えられる。
状況を勘案しても、平均的なギンネム群落であ
平均的なギンネム群落であると考えられる。

ると考えられる。
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本数

ネム群落が形成される。さらに、この埋土種子を
再びギンネム群落が形成される。さらに、この
ムの種子が存在していれば、発芽個体により、
埋土種子を含んだ土砂の移動により、ギンネム
含んだ土砂の移動により、ギンネムの分布が拡大
再びギンネム群落が形成される。さらに、この
の分布が拡大するおそれがある。しかし、過去
するおそれがある。しかし、過去において、表土
埋土種子を含んだ土砂の移動により、ギンネム
において、表土中の『埋土種子』の発芽につい
中の『埋土種子』の発芽については対策されて
の分布が拡大するおそれがある。しかし、過去
ては対策されてこなかった。 
こなかった。
において、表土中の『埋土種子』の発芽につい
 したがって、県内における効果的な駆除手法
したがって、県内における効果的な駆除手法を
ては対策されてこなかった。

を評価するとともに、埋土種子の発芽抑制に係
評価するとともに、埋土種子の発芽抑制に係る分
 したがって、県内における効果的な駆除手法
る分布拡散抑制手法の確立が課題であった。
を評価するとともに、埋土種子の発芽抑制に係
布拡散抑制手法の確立が課題であった。
現在、沖縄県環境再生課において、上記課題
る分布拡散抑制手法の確立が課題であった。
現在、沖縄県環境再生課において、上記課題
の解決を目的として、実証試験等を実施してい
現在、沖縄県環境再生課において、上記課題
の解決を目的として、実証試験等を実施している
るところである。本報告では、実証試験をとお
の解決を目的として、実証試験等を実施してい
ところである。本報告では、実証試験をとおして
して得られた結果から、とくにギンネムの萌芽
るところである。本報告では、実証試験をとお
得られた結果から、とくにギンネムの萌芽特性に
特性についてとりまとめた。
して得られた結果から、とくにギンネムの萌芽
ついてとりまとめた。
特性についてとりまとめた。
5 ギンネムの生態

(4)
結果
 幹直径の分布

直径(cm)









 図 5.1 幹直径に対する個体数の分布
2)
地際伐採後の枯死率
  地際伐採後の枯死率
写真 5.1



試験地の外観
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5.1 試験地の外観
試験地の外観

試験期間



年 
(2)
試験期間
 試験期間
 月～継続中



試験方法


月～継続中
2019
年年10
月～継続中
 試験方法
当該のり面に生育しているギンネムを対象

(3)
試験方法
として、物理的・化学的処理によるギンネム駆
 当該のり面に生育しているギンネムを対象とし
当該のり面に生育しているギンネムを対象
除効果の検証を行った。また、それぞれの処理
として、物理的・化学的処理によるギンネム駆
て、物理的・化学的処理によるギンネム駆除効果
を施す前に、地際 EO 未満での伐採を行っ
除効果の検証を行った。また、それぞれの処理
の検証を行った。また、それぞれの処理を施す前
ている（ 年EO
 月）
。今回は、無処理区
を施す前に、地際
未満での伐採を行っ
に、
地際 10cm 未満での伐採を行っている（2019
（地際伐採のみ）の結果を整理した。
ている（
年  月）
。今回は、無処理区
年
11結果
月）。 今回は、無処理区（地際伐採のみ）
（地際伐採のみ）の結果を整理した。
の結果を整理した。
 結果
2021. 8
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既存文献等によると、ギンネムは地上部を伐採
既存文献等によると、ギンネムは地上部を伐
 地際伐採後の枯死率
採しただけでは枯死しないとされている。無処
 しただけでは枯死しないとされている。無処理区
既存文献等によると、ギンネムは地上部を伐
理区（地際伐採のみを行い、その後の経過を確
（地際伐採のみを行い、その後の経過を確認し
採しただけでは枯死しないとされている。無処
認した試験区）の枯死率は、
約 であった。
た試験区）の枯死率は、約
20%
であった。この
理区（地際伐採のみを行い、その後の経過を確
この数値は、異なる環境・時期で実施した野外
認した試験区）
の枯死率は、約 であった。
数値は、異なる環境・時期で実施した野外試験に
試験においてもおおむね同様であったことか
この数値は、異なる環境・時期で実施した野外
おいてもおおむね同様であったことから、地際伐
ら、地際伐採による枯死率は約 であると
試験においてもおおむね同様であったことか
採による枯死率は約 20% であると考えられる。
考えられる。
ら、地際伐採による枯死率は約
であると
3) 地際伐採後の萌芽数・萌芽長

地際伐採後の萌芽数・萌芽長
考えられる。
地際伐採後、生存したギンネムは、樹皮にカル
地際伐採後、生存したギンネムは、樹皮にカ
 地際伐採後の萌芽数・萌芽長
ス（未分化の細胞）を形成し、そこから萌芽を伸
ルス（未分化の細胞）を形成し、そこから萌芽
地際伐採後、生存したギンネムは、樹皮にカ
ばしていく（写真
5.2 ～～）
3）。
を伸ばしていく（写真
。
ルス（未分化の細胞）を形成し、そこから萌芽
を伸ばしていく（写真 ～）
。
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図
 5.2 地際伐採後の萌芽数及び萌芽長の推移
注.1 合計萌芽数／全試験区に存在する地際伐採個体か
図
地際伐採後の萌芽数及び萌芽長の推移
図
5.2
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図5.2
5.2
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ら発生した萌芽数の合計




 
 
 
 
 
 

  写真 5.2 ギンネムの萌芽（萌芽直後）
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5.2 ギンネムの萌芽（萌芽直後）
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.2 最大萌芽長／個体毎の最大萌芽長
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写真 5.3 ギンネムの萌芽（萌芽 12 ヶ月後）
写真
5.3 ギンネムの萌芽（萌芽 12 ヶ月後）

 写真5.3
写真
5.3 ギンネムの萌芽（萌芽
ギンネムの萌芽（萌芽12
12ヶ月後）
ヶ月後）
地際伐採後の萌芽数と萌芽長の推移を図
5.2
に
地際伐採後の萌芽数と萌芽長の推移を図

示す。
萌芽数は、伐採
ヶ月後まで増加した
に示す。
萌芽数は、伐採5 
ヶ月後まで増加し
地際伐採後の萌芽数と萌芽長の推移を図

地際伐採後の萌芽数と萌芽長の推移を図


が、
その後は減少し、
伐採 1 ヶ年後には安定した。
たが、その後は減少し、伐採
ヶ月後まで増加し
ヶ年後には安定
に示す。
萌芽数は、伐採
に示す。
萌芽数は、伐採
ヶ月後まで増加し
した。一方、萌芽長は、伐採

一方、萌芽長は、伐採
7 ヶ月後から急速に伸び
たが、その後は減少し、伐採
ヶ年後には安定
たが、その後は減少し、伐採
ヶ月後から急速
ヶ年後には安定

ことから、伐採時期により増減傾向が異なると
季節変化も大きく関わっていると考えられる
季節変化も大きく関わっていると考えられる
なお、萌芽数及び萌芽長の推移は、伐採後の
推測されるが、
伐採  年経過以降には寄与しな
ことから、伐採時期により増減傾向が異なると
ことから、伐採時期により増減傾向が異なると
季節変化も大きく関わっていると考えられることか
いと考える。
推測されるが、
推測されるが、伐採
伐採  年経過以降には寄与しな
ら、伐採時期により増減傾向が異なると推測され

幹直径と萌芽数・萌芽長の関係
いと考える。
いと考える。
るが、
伐採 1 年経過以降には寄与しないと考える。


 幹直径と地際伐採後の萌芽数の関係を図
幹直径と萌芽数・萌芽長の関係
幹直径と萌芽数・萌芽長の関係

幹直径と萌芽数・萌芽長の関係
 ヶ月後時点では、幹直径と萌芽
4)幹直径と地際伐採後の萌芽数の関係を図
幹直径と地際伐採後の萌芽数の関係を図

に示す。伐採
数に相関関係がみられた。しかし、伐採
5.3
ヶ
幹直径と地際伐採後の萌芽数の関係を図
に示す。伐採
 ヶ月後時点では、幹直径と萌芽
ヶ月後時点では、幹直径と萌芽
に示す。伐採


に伸び始め、伐採
 ヶ年後には安定した。最も
始め、伐採
1 ヶ年後には安定した。
最も生長が
した。一方、萌芽長は、伐採
ヶ月後から急速
した。一方、萌芽長は、伐採
ヶ月後から急速
生長が早い時期には、
１ヶ月で
EO も伸長
早い時期には、１
ヶ月で
100cm も伸長している。
に伸び始め、伐採
ヶ年後には安定した。最も
に伸び始め、伐採
ヶ年後には安定した。最も

月後においては、幹直径が大きいと萌芽数が増
に示す。 伐採 1 ヶ月後時点では、幹直径と萌芽
数に相関関係がみられた。しかし、伐採
数に相関関係がみられた。しかし、伐採
 ヶ
加する傾向がみられるが、幹直径
EO 15
未満の
数に相関関係がみられた。しかし、伐採
ヶ月
月後においては、幹直径が大きいと萌芽数が増
月後においては、幹直径が大きいと萌芽数が増

している。萌芽数と萌芽長には、負の相関がみ
生長が早い時期には、
１ヶ月でEO
EOも伸長
も伸長
萌芽数と萌芽長には、負の相関がみられた。
伐
生長が早い時期には、
１ヶ月で
られた。
伐採後は、萌芽数を多く出し、その後、
している。萌芽数と萌芽長には、負の相関がみ
している。萌芽数と萌芽長には、負の相関がみ
採後は、萌芽数を多く出し、その後、淘汰され、

個体については、幹直径による萌芽数の増減は
加する傾向がみられるが、幹直径
後においては、幹直径が大きいと萌芽数が増加す
加する傾向がみられるが、幹直径
EO 未満の
みられなかった。
個体については、幹直径による萌芽数の増減は
個体については、幹直径による萌芽数の増減は
る傾向がみられるが、幹直径 6cm 未満の個体に
みられなかった。
みられなかった。
ついては、幹直径による萌芽数の増減はみられな

かった。



淘汰され、生き残った萌芽が急速に生長したと
られた。
伐採後は、
萌芽数を多く出し、
その後、
られた。
伐採後は、
萌芽数を多く出し、
その後、
生き残った萌芽が急速に生長したと考えられる。
考えられる。
淘汰され、生き残った萌芽が急速に生長したと
淘汰され、生き残った萌芽が急速に生長したと

考えられる。
考えられる。
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 なお、萌芽数及び萌芽長の推移は、伐採後の
.2 最大萌芽長／個体毎の最大萌芽長
季節変化も大きく関わっていると考えられる
 なお、萌芽数及び萌芽長の推移は、伐採後の
なお、萌芽数及び萌芽長の推移は、伐採後の
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伐採 1 ヶ月後













































伐採 15 ヶ月後







































伐採 15 ヶ月後

図 5.4 幹直径と萌芽長の関係
図 5.4 幹直径と萌芽長の関係
（上／1 ヶ月後、下／15 ヶ月後）
（上／ 1 ヶ月後、下／ 15 ヶ月後）


図 5.3 幹直径と萌芽数の関係
図 5.3 幹直径と萌芽数の関係
（上／1 ヶ月後、下／15 ヶ月後）
（上／ 1 ヶ月後、下／ 15 ヶ月後）

伐採 1 ヶ月後

つまり、幹直径 EO 未満の個体は、伐採後

 開花の制限要因
開花の制限要因
5)開花・結実により、種子が生産され、分布が

つまり、幹直径 6cm 未満の個体は、伐採後の
の時間経過とともに新たな萌芽が発生しなく

開花・結実により、種子が生産され、分布が拡
拡大することから、開花を抑制することは分布

なるが、幹直径 EO 以上の個体は、伐採後の
時間経過とともに新たな萌芽が発生しなくなるが、

拡大の抑制に繋がる。萌芽長と開花の有無につ
大することから、開花を抑制することは分布拡大

時間が経過しても、新たな萌芽が発生し続けて
幹直径
8cm 以上の個体は、伐採後の時間が経過
いるといえる。
しても、新たな萌芽が発生し続けているといえる。

いて図
 に示す。萌芽長が
EO を超え
の抑制に繋がる。
萌芽長と開花の有無について
ると開花個体が増えていることが確認できた。
図 5.5 に示す。萌芽長が 140cm を超えると開花

次に、幹直径と萌芽長の関係を図5.4

に示す。
次に、幹直径と萌芽長の関係を図
に示す。
伐採  ヶ月後は、幹直径と萌芽長の相関はみら
伐採 1 ヶ月後は、幹直径と萌芽長の相関はみられ
れなかったが、伐採  ヶ月後については、幹
なかったが、伐採 15 ヶ月後については、幹直径
直径と萌芽長に相関がみられた。また、伐採さ
と萌芽長に相関がみられた。また、伐採された個
れた個体サイズによる萌芽長の制限も確認で
体サイズによる萌芽長の制限も確認できた。
きた。

萌芽長が一定の長さ（約
EO）まで伸長し
個体が増えていることが確認できた。萌芽長が一
ないと開花確率が著しく低くなると考えられ
定の長さ（約 140cm）まで伸長しないと開花確
る。
率が著しく低くなると考えられる。
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おり、萌芽が EO を超えると開花能力が備
200cm の個体も確認されており、萌芽が 140cm
わると考えられることから、個体サイズが小さ
を超えると開花能力が備わると考えられることか
くても、萌芽による繁殖は可能と考える。
ら、個体サイズが小さくても、萌芽による繁殖は
沖縄県におけるギンネム群落の分布面積は、
可能と考える。
約  年前の調べでは JC であった。そ
沖縄県におけるギンネム群落の分布面積は、約
の後、時間経過に伴い分布が拡大していると予
10
年前の調べでは 2,655ha であった。その後、
測されるギンネム群落の防除対策については、

時間経過に伴い分布が拡大していると予測される
効率的・効果的な手法の検討が求められる。
ギンネム群落の防除対策については、効率的・効
本研究会は、これからも緑化研究を通して、
果的な手法の検討が求められる。
次期沖縄振興計画に引き継がれていく沖縄 
世紀ビジョンの実現に向けた 5&)U の推進に
本研究会は、これからも緑化研究を通して、次期
貢献していく所存である 5'#510

沖縄振興計画に引き継がれていく沖縄
21 へ続く
世紀ビ 。
なお、当該実証試験については、沖縄県環境
ジョンの実現に向けた
SDGs の推進に貢献して
再生課により実施されたものであり、本論文に
いく所存である
(SEASON10 へ続く )。
おいての事例報告を快く了承していただいた
なお、当該実証試験については、沖縄県環境再
ことをこの場を借りて御礼申し上げる。
生課により実施されたものであり、本論文におい

ての事例報告を快く了承していただいたことをこ

の場を借りて御礼申し上げる。
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No.36

技術士合格体験記
宮 下 草 伸
( みやした

そうしん )

技術士 ( 総合技術監理部門、建設部門 )
沖縄県

はじめに

土木建築部

都市公園課

2020 年度の総監部門技術士試験について、
その前年に口頭試験で不合格になった貴重

ある技術士の視点や役割を学ぶことが目標に

な？経験も含めて私の体験記を紹介します。

なりました。また、憧れの技術士の先輩達の

「熱い想い、行動と汗、みんなの力、この三
つが揃った時、きっといいものができる。」
これは私が尊敬する先輩技術士の教えです
が、今回はこの三つの視点で試験をふりかえっ

時に自分ならどうするかを考えるようになり
ました。
こうして、決して消えることのない炎よう
な「熱い想い」が私の胸の内に宿ったのです。

てみたいと思います。

1. 受験の動機と経緯

仕事の進め方や、対応方法をよく観察し、同

～熱い想い～

2. 筆記試験対策

～行動と汗～

受験のきっかけは 2017 年度の都市計画課

「試験対策のテクニック等に頼りすぎるな」

への配属でした。建築が専門の私にとって技

総監部門を受験する際、効率や要領ばかり

術士は遠い存在の資格でしたが、技術士の方々

を気にしていた私に担当指導者がくれた助言

と仕事をする機会が増えたことで、私も都市

です。私が実施した具体的な筆記試験対策は、

計画に携わっていく上で、まずは技術士試験

建設部門の時と同じく、とにかく過去問題に

に挑戦してみようと最初は軽い気持ちで考え

対して自分なりの解答案を作成し、関連資料

ました。

の確認や、指導者の添削により修正を繰り返

試験対策を始めてみると、都市計画だけで

していくという一般的なものでしたが、この

なく建設分野全般の勉強になり、国土交通白

助言を受け、せっかくの総監部門なので、試

書に描かれた夢のある未来にワクワクしまし

験までのプロセスも楽しみながら、とにかく

た。

がむしゃらに取り組んでみようと考えるよう

また、これまで一緒に仕事をする中で、尊

になりました。

敬や憧れを抱いていた多くの先輩が技術士

過去問題は 10 年分の記述問題と択一問題

だったことを知り、俄然やる気が湧いてきま

を、週末のたびに何度も繰り返しました。特

した。

に記述は、同じ問題に対し、選ぶ事業を変え

職場には有志による技術士受験の支援体制

ながら様々なパターンで書いてみて、自分の

があり論文の添削指導や口頭模擬面接などが

思い描く総監技術士の視点や手法とは何かを

行われていたので私もこの支援を受けました。

明確にしていきました。また、実際の業務で、

「あなたのこれまでの経験とこれからの夢を聞

管理技術を実践し、その有効性や課題を確認

かせてください」初受験の時、担当指導者か

することで、常に総監の視点を意識し理解を

ら最初に出された課題です。指導者のもと申

深めるよう心がけました。熱い想いのままに

込書に記載する経験論文の添削と修正を何度

まず動いてみるというのが私の考える「行動

も繰り返すうちに、合格ではなく、その先に

と汗」です。

2021. 8
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3. 口頭試験対策

～みんなの力～

「このままだと非常にまずいです」最初の模
擬面接で私が面接官から言われた言葉です。

とが必要です。
こうしてたどり着いた 2 回目の口頭試験で
は、とにかく管理の視点、総監の視点で考え、

総監部門の初受験は、建設部門に合格した

答えることを意識し、一年間の成果を示すつ

勢いのまま、軽い気持ちで申し込んでいたた

もりで臨みました。相変わらず質問内容は厳

め、申込書に記載した経験論文がまったく総

しいものでしたが、自分一人ではなく、一緒

監の内容になっていませんでした。管理技術

に頑張ってきた仲間や、たくさんの指導者に

に関する記載も一切なく、初めての口頭試験

支えられ、ここまで来たという気持ちで、今

は絶望的に感じました。それでも、なんとか

度は自信を持って自分の言葉でしっかりと受

当日の口頭試験に臨みましたが、本番は予想

け答えすることができました。2 度目の口頭

以上に厳しく、受験動機さえ明確に答えられ

試験になんとか合格できたのは、決して自分

ない散々な内容でした。なんとか挽回しよう

一人の力ではなく、「みんなの力」があったか

と、気付けば専門分野である都市計画の話を

らです。

長々としてしまい、状況はさらに悪くなる一
方です。結果も予想通りの不合格で、私のは
じめての総監口頭試験はとても苦い思い出と
なりました。

4. 技術士として

～三つが揃った時～

近年、技術士に求められる資質として、専
門技術力だけでなく、コミュニケーションや

しかし、「さすがは総監部門」という納得の

リーダーシップなどの対人能力がさらに重視

気持ちが大きく、この貴重な結果を真摯に受

されるようになってきています。これは、私

け止め、次こそは必ず合格するという前向き

たちが目指す持続可能な社会の実現に向け、

な気持ちが湧いてきました。2 回目の試験で

多様な関係者間の協働が特に重要となるため

は、なぜ総監部門に挑戦するのかという動機

です。

を再確認しながら、申込書作成段階から技術
士を目指した初心に戻って取り組みました。

私も、沖縄の社会資本整備に携わる技術士
の一人として、市民県民の安全で豊かな暮ら

「あなたの夢を聞かせてください」からの再ス

しの足元を支え続けていけるよう、これから

タートです。とにかく汗をかき、貴重な研鑽

も熱い想いを持って行動していきますので、

の機会をプロセスまで楽しもうと考えるよう

ぜひ皆で一緒になって汗を流してみません

切り替えました。

か？

また、自分の失敗経験や、各自が行ってい

「熱い想い、行動と汗、みんなの力」この三

る対策状況を皆で共有したいと考え、複数の

つが揃った時、また一歩、持続可能な社会の

総監技術士と受験者による連絡網をつくりま

実現に近づけると信じて。

した。総監受験者は、業務も大変な中、他部
門受験者の添削支援も行いながら自分の試験
対策も行うため、時間や情報の管理が非常に
重要であり、試験対策の中でも管理技術の実
践が求められます。こうした厳しい状況の中、
最後まで走り抜くためには、多くの人に支え
られながら、お互いも支え合い、助け合うこ
22
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技術士合格体験記
羽 地 寛 哲
( はねじひろのり )
技術士 ( 建設部門 )

1. 受験の動機と経緯

株式会社

2007 年の 40 代前半、一次試験合格から数

ホープ設計

回のブランクはあったものの、10 数年の時を
経てようやく二次試験に合格することができ

納得いかなかったらとことん調べ自分で記述

ました。50 代である私は最も遅咲きではない

しなおす。災害、維持管理、環境、担い手不

でしょうか。

足などの主要テーマごとに「現状・問題点→

受検の動機は、技術士資格は己の技術者と

課題→解決策・具体例→懸念事項・対策」の

しての証、外で対等に戦うためのパスポート

流れでかたまりとして整理すること意識しま

なる認識、会社からの要請、報酬、など、当

した。

時の自分にとってはすべてが高い目標といえ
るものでした。

また、建設一般の問題を専門分野（私は道路）
の立場で回答する方法も実施しました。

もちろん、取得したからといって必ずそれ
らが備わっているとは限りませんが、少なく

（参考図書）

とも取得することによって大きな自身がつく

1. 国土交通白書

ことは間違いありません。

2. 国土交通省などの重要施策のホームページ

受験の経緯としては、4 回目ぐらいから A
評価がつきはじめ、そのうち合格するだろう

3. 技術士二次試験合格指南（日経 BP 社）
4. スキヤキ塾の合格論文集

と楽観視していました。
しかし、なかなか合格できない。歳を重ね
るにつれ業務も多忙になり、担当者、責任者

3. 口頭試験対策
口頭試験対策としては、下記が非常に役に

の立場でとても勉強どころではない。ふと気

立ちました。

づけば、技術士を持っていなければ問題視さ

1. スキヤキ塾

れても仕方ない年齢になっている。

2. 佐藤 R ＆ D の整理表

忙しくてまともに勉強できない。しかし実
務上の厄介な問題も、国の施策をひもとけば

口頭試験は近年傾向が大きく変わっていま

解決策にたどりつける。実務こそが勉強であ

す。試問事項は、①コミュニケーション、②リー

る。そう言い聞かせながら仕事と試験に向き

ダーシップ、③評価、④マネジメント、です。

合い、結果を出せたのは、驚きに近い喜びで

試験官は業務経歴表を見ながら、「コミュニ

した。

ケーションを発揮した業務とその具体を説明
してください」などと試問するとの事でした

2. 筆記試験対策
筆記試験対策は過去問を中心に、自分で答
案を作成する方法で勉強しました。

ので、比較的対策は立てやすかったです。
ただし、今回はコロナの影響で試験官の距
離が遠くさらにマスクとパーテーションのた

下記に示す図書を参考にし、手本となる論

め非常に聞き取りづらかった。聞き返すのは

文を考察し自分の言葉と表現で再構成する。

印象を悪くするという事でしたから、聞き漏

2021. 8
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らすまいと身を乗り出して対応したので楽で
はありませんでした。

4. 合格により得られたもの
体系的な知識の整理が出来たことに加え、
少しばかりは題意を把握する力と誤解を与え
ない文章力が身に付いたのではないかと自分
なりに評価しています。
そして何よりも、早朝出勤し、朝 1 時間勉
強することを習慣化できたことが非常に大き
い。
これこそが、合格により得られた最大の利
益と認識します。今後のいかなる仕事上の難
題も乗り越える術を見出したと言えるかもし
れません。

5. 技術士として
技術士取得がゴールではなくこれからが本
当の闘いであると改めて気を引き締め、驕る
ことなく邁進してまいりたいと思います。
これまで応援していただいた家族、親戚、
同僚、先輩、過去の会社の方々に改めて感謝
の意を表すとともに、今度は私が技術士とし
て、技術力と提案力、行動力、誠意を持って
責務を果たしてゆきたいと思います。

24
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技術士合格体験記
宮 里 幸 多
（みやざと

こうた）

技術士 ( 建設部門 )

1. 受験の動機と経緯

株式会社

私が技術士の取得を目指したのは、転職を

国建

機に自分の技術等を示すものが必要だと感じ
たことがきっかけでした。技術士はプロポー
ザルの要件になっていることも多く、資格取

【過去門演習】
キーワード整理がある程度終わると、ひた

得が自身の研鑽にもつながると考えたため、

すら過去問演習を行いました。演習にあたっ

技術士の取得を目指すことにしました。

ては、社内の技術士に添削していただきまし

取得するのであれば“一発合格”を目指し、

た。自分では良く書けていると思っていても、

寄り道せずに最後までやり切るという意気込

流れが悪かったり、前後に矛盾があったり、

みで勉強に臨み、インターネットの掲示板活

いろいろなことを指摘していただきました。

用や有料講座の受講までありとあらゆる手を

添削を元に再度論文を書き、OK が出るまで

尽くしました。結果として、このモチベーショ

繰り返し、次の問題へ、というサイクルを何

ンを保ったことが一番重要だったと考えます。

度も繰り返しました。
【目次構成作成、キーワードのつながり整理】

2. 筆記試験対策

過去問演習がひと段落した後は、過去問や

ここでは主に、必須科目（建設一般）と専

自分で考えた想定問題に対して、用意したキー

門科目Ⅲについて、私の勉強方法を記します。

ワードを使って目次構成を作成する練習をし

次の受験生の皆様のご参考になれば幸いです。

ました。実際の試験を想定して、1 問につき

【キーワード学習】

15 分程度で作成できるように特訓しました。

過去問では、防災・減災や生産性向上、社

同時に、キーワードのつながりを樹形図の

会インフラの維持管理などがトレンドのよう

ようなものを書いて整理しました。このキー

でしたので、それらを中心に、インターネッ

ワードはどの課題の解決策として使えるのか、

トで教材として購入した過去問の解答例など

どのようなリスクに対応できるのか、など様々

を参考にしながらキーワードを抽出し、自分

なパターンを想定して、試験時にパッと思い

の言葉でコンパクトにまとめる作業を行いま

つくように整理しました。

した。
【動画などでキーワードの理解を深める】
キーワードの理解を深めるために、例えば、

【筆記試験結果】
筆記試験は必須科目Ⅰ：Ａ、専門科目Ⅱ：Ｂ、
専門科目Ｃ：Ａで何とか合格していました。

台風等発生時の河川氾濫のメカニズム、ICT
建機を駆使した現場作業など、動画サイトな
どを活用して映像を見たり、社内の別チーム

3. 口頭試験対策
【試験申し込み書類の振り返り】

が作業した BIM/CIM の図面を見せてもらう

口頭試験対策にあたって、まずは私自身が

など、文字だけの知識習得ではなく、自分で

経歴として書いた業務の内容を確認すること

書いた解答の内容がイメージできるように心

からはじめました。

がけました。
2021. 8

報告書などを引っ張り出し、具体的な関係
25

者の顔や名前、どのようなやり取りをしたか

私には過去問添削や模擬面接、講座等含め、

思い出しながら、コミュニケーションやリー

頼る人がたくさんいたことが合格に近づいた

ダーシップといった、コンピテンシーの項目

一番の要因だと考えます。これから受験され

に振り分けていきました。

る方は一人で戦おうとせず、ぜひ身近な技術

【口頭試験対策講座の受講】

者の方々を頼り、助けてもらってください。

県内で受講できる口頭試験対策講座があり
ましたので、早速申し込み、受講しました。
口頭試験で大切なのは、面接官の質問の意

4. 合格により得られたもの
技術士試験の勉強はそのまま自己研鑽とな

図を理解することで、どのコンピテンシーを

り、実業務の知識も増えたと実感しました。

確認しているのか理解したうえで、可能な限

また、このときに日課となった国土交通省の

り端的に答えることが重要ということが分か

HP 巡回はいまでもほぼ毎日続けています。

りました。

新しい知識を求める姿勢が備わったと感じま

【模擬面接、一問一答集作成】

す。

前述の講座で模擬面接を行いました。結果、
ボロボロと指摘され、これが本番でなくて本
当に良かったと思いました。

5. 技術士として
まだまだ知識・経験・技術は未熟でありま

その後、社内の技術士の方にさらに 2 回ほ

すので、これからも学ぶ姿勢を持ち続け、ど

ど模擬面接をしていただきました。面接して

ん欲に知識や技術の習得に励み、私のフィー

指摘されたことを修正しつつ、さらに突っ込

ルドである沖縄という地域に貢献していきた

んだ質問に備える、といったことを繰り返し

いと考えます。

行いました。また、模擬面接を録音し、何度
も聞き返して自分で至らなかったところ、逆
によく答えられたところなどをまとめました。
自分一人でも練習できるよう、一問一答集
のようなものも作成しました。それを就業前
や就業後、寝る前などに眺めながら受け答え
の練習をしました。
口頭試験は約 20 分間と短いため、受け答
えの時間を計測し、コンパクトに答える練習
もしました。
【口頭試験当日と結果】
口頭試験本番は、準備していた質問も想定
していなかった質問も出ました。落ち着いて、
試験管の話に耳を傾け、質問の意図の理解と
その回答に努めました。
結果、無事合格することができました。
【試験勉強の振り返り：人に頼ることが重要】
初受験でわからないことだらけでしたが、
26
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技術士合格体験記
比 嘉 祐 子
（ひが

ゆうこ）

技術士 ( 環境部門 )

1. 受験の動機と経緯

漫湖水鳥・湿地センター管理運営協議会

私は平成 24 年に技術士の一次試験に合格
し、平成 26 年から二次試験の受験に挑戦し
ました。二次試験を受験しようと思ったきっ

われました。今でこそ理解出来るのですが、

かけは、その前年に建設コンサルタント会社

口頭試験は非常に短い時間の中で技術士とし

に転職したことです。発注者や施工業者と調

て相応しい資質があるかどうかチェックされ

整する機会が多くなり、技術士という資格を

ます。出願書類でも技術士としての資質を示

取得して社外からの信頼を得たいと思うよう

さなければならないのですが、私が提出した

になりました。当時、海域の工事現場での調

出願書類はそれが出来ていませんでした。口

査が多かったのですが、現場に女性がほとん

頭試験の本番で挽回しようと、業務詳細を練

どいなかったためか、現場に行くと驚かれる

り直し、模擬面接を多めにやって頂きました

ことも多かったように思います。専門的な知

が結果は不合格でした。翌年以降の受験では

識や技術を身につけることと同時に、社外と

出願書類を毎年見直し、複数の方に見て頂い

信頼関係を築く上で技術士の資格も必要と感

てコメントを頂き、なるべく分かりやすく文

じました。

言も一言一句練り上げるようにしました。

受験の結果、初受験した平成 26 年は運良
く筆記試験に合格することが出来ましたが口
頭試験で不合格となってしまいました。今年、

（２）筆記試験対策
筆記試験の対策としては特に人と変わった

科目を変更してから 6 回目にしてようやく合

ことはしていないと思います。数年分の過去

格することが出来ました。長い時間がかかっ

問題の傾向を調べて答案を作成しました。ま

てしまいましたが、不合格の経験を含め体験

た、環境白書の他にネットで頻出するテーマ

記がこれから受験される方の参考になれば幸

についての資料を集めてノートにまとめる等

いです。

を行いました。作成した答案は毎回、APECsemi 添削講座の先生に添削を受けました。4

２．筆記試験対策

回目の受験の時からは仕事関係でお世話に

（１）出願書類対策

なった技術士の先輩の添削講座も受講しまし

1 回目の受験では環境部門の中でも環境影

た。作成した答案を添削して頂いたことで、

響評価を科目に選択しました。出願書類は、

自分の答案の良くないところが良く分かった

後でとても後悔することになるのですが、社

気がします。また、長い時間がかかりましたが、

内の先輩技術士が多忙だったこともあり、ほ

段々と論理的な文章を書く力や合格基準に達

とんど誰にもチェックされていない状態で提

する答案の書き方が身に付いたような気がし

出してしまいました。１回目の受験では筆記

ます。

試験に合格できましたが、口頭試験対策の際

2 回目の受験は前年度に口頭試験で不合格

に、出願書類を見て頂いた諸先輩方や添削講

だったこともあり、深夜遅くまで、または朝

座の先生から「拙い」ということを口々に言

早く起きてから出社するまで勉強しましたが
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結果は不合格でした。3 年目から在宅で介護

口頭試験の本番は緊張しましたが模擬面接を

をしていたこともあり、まとまった試験勉強

何度もしたお陰で予想外の質問はそれほどさ

の時間をとることや気持ちを切り替えること

れず、無事に合格することが出来ました。

が難しくなってきました。仕事と家事に追わ
れて技術士の資格取得に対するモチベーショ
ンを保つことが難しかった記憶があります。

（４）技術士となった後の抱負
私が所属する漫湖水鳥・湿地センター管理

そのような時は、技術士の資格取得を応援す

運営協議会は複数の行政機関が関わっていま

るボランティアの会 Sukiyaki 塾のメンバー

す。業務では、多くの行政の方々の他に市民

に励まして頂きました。また、技術士の試験

の方々、各分野の専門家の方々と接する機会

よりも類似した民間試験である 1 級ビオトー

があります。現在も知識や技術が足りていな

プ管理士試験を受験したり、環境関連の図書

いと感じますので、今後も継続研鑽に励み、

や雑誌を読む、関連セミナーに参加するなど、

行政や市民の方々から信頼して頂き、地元の

勉強を途切れさせないようにしました。

環境保全に貢献できるような技術士になりた

令和 2 年の試験は大きく勉強方法を変えな

いと考えています。また、Sukiyaki 塾などで

かったのですが、コロナ禍の中で試験が 2 ヶ

の活動をとおして、これから技術士を目指す

月ほど遅く実施されました。試験の 1 ヶ月前

方のお役に立ちたい、これまでの恩返しをし

は新しい問題に手を出さず、テーマ別にこれ

たいと考えています。

まで解いた答案やノートを整理し、空いた時
間に見返すようにしました。記述式問題の出
題テーマは毎年異なりますが、すでに作成し
た答案から応用することが出来る場合もある
と思います。今年、筆記試験に合格すること
が出来たのは、何年も受験する中で積み重ね
た知識や、答案作成の練習の成果が本番で出
せたからかもしれません。
（３）口頭試験対策
環境部門の口頭試験は 2 月末に実施され
ました。1 月初旬に合格が発表されたので約
1 ヶ月半の準備期間がありました。数年前に
口頭試験で不合格になってしまった苦い経験
があったので、弱点を克服することを意識し
て口頭試験の対策をしました。新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響があり、対面での模
擬面接は難しかったのですが、対面で 2 回、
オンラインでは 5 人の方に 10 回以上受けた
と思います。最後には 90 歳を超える家族に
もお願いして毎日のように模擬面接しました。
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令和2年度

事業経過報告

令和２年
4.1

(水)

令和 2 年度

5.14

(木)

正副会長会

技術士第二次試験申込書配布（配布期間 4 月 20 日まで）

コロナ感染下の活動自粛等について
6.12

(金)

令和 2 年度

6.25

(木)

第 48 回

8.3

(月)

令和２年度技術士第二次試験

9.21

(月)

令和２年度技術士第二次試験

～

技術士第一次試験申込書配布（配布期間 7 月 1 日まで）

定時総会（会場：沖縄県測量建設コンサルタンツ協会会議室）

試験会場：沖縄コンベンションセンター

9.22

(火)

9.23

(水)

令和２年度技術士第一次試験

10.11 ( 日 )

令和２年度技術士第一次試験

受験申込者：325 人

試験会場：沖縄大学
受験申込者：248 人
12.2

試験会場視察：試験会場変更に伴う

(水)

受験者：255 人
試験会場視察

本館
受験者：200 人

役員会（10 名参加）

12.22 ( 火 )

測量建設コンサルタンツ協会との意見交換会

2.4

役員会（7 名参加）

2021. 8

(木)
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沖縄県技術士会の状況

組織体制（任期：令和 3 年度総会～令和 5 年度総会）
※アンダーライン：新役員
役

員
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長

副会長
〃
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事
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〃
〃
〃
〃
〃
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事業部体制
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那覇市泉崎 1 丁目 7 番 19 号
一般社団法人 沖縄県測量建設コンサルタンツ協会内
ＴＥＬ：098-988-4166
ＦＡＸ：098-988-4167
E －ｍａｉｌ：pe-okinawa@pe-okinawa.jp
ホームページ：http://www.pe-okinawa.jp
会員コーナー ユーザー名：ｐｅ
パス ワード ：ｏｋｉｎａｗａ
広報事業部
機関誌班
ホームページ班（作成と更新）
研修事業部
旅行企画班（県内・県外）
講演企画班
自主研究事業部
活動促進班
研究グループ

etc.
No.36

〒901-2134 浦添市城間 3-9-1
株式会社 朝日建設コンサルタント

比嘉 和彦

TEL: 098-877-9110 FAX: 098-876-8383
〒901-2122 浦添市前田 608-1

株式会社 アジア技研

与那覇 紀

TEL: 098-877-5215 FAX: 098-877-5288
〒901-2102 浦添市前田 2-19-16

株式会社 岩下建技コンサルタント

嶺井 治男

TEL: 098-879-6489 FAX: 098-877-0478
〒901-2133 浦添市城間四丁目 14 番 6 号

株式会社 大富建設コンサルタント

玉那覇 富夫

TEL: 098-877-8221 FAX: 098-877-8260
〒901-2122 浦添市勢理客 4-17-11

株式会社 沖技

照屋 義明

TEL: 098-878-6575 FAX: 098-876-7408
〒901-2102 浦添市字前田 1124 番地

株式会社 沖縄建設技研

宮城 敏明

TEL: 098-876-4805 FAX: 098-878-7230
〒900-0002 那覇市曙 3-18-26

株式会社 沖縄チャンドラー

新垣 宗一

TEL: 098-862-5871 FAX: 098-866-0780
〒902-0061 那覇市古島 1-15-5

株式会社 海邦技研

小林 文男

TEL: 098-835-5500 FAX: 098-835-5501
〒901-2103 浦添市仲間 1-22-7

株式会社 協和建設コンサルタント

株式会社 国建

山 城

治

比嘉 盛朋

TEL: 098-879-5016 FAX: 098-879-4544
〒900-0015 那覇市久茂地 1-2-20
OTV 国和プラザ
TEL: 098-862-1106 FAX: 098-868-3882
〒901-2132 浦添市伊祖 1-9-13

株式会社 芝岩エンジニアリング

真栄城 政義
TEL: 098-879-4325 FAX: 098-876-3793
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〒901-2134 浦添市港川 412-4
株式会社 大栄コンサルタント

玉 城

貢

TEL: 098-876-3373 FAX: 098-875-2072
〒901-2122 浦添市勢理客 4-16-9

株式会社 大東エンジニヤリング

知念 良尚

TEL: 098-878-1381 FAX: 098-876-0793
〒901-2134 浦添市港川 272-1

株式会社 大洋土木コンサルタント

株式会社 田幸技建コンサルタント

松 田

悟

湧川 哲雄

TEL: 098-879-4078 FAX: 098-879-6011
〒901-2103 浦添市仲間 1 丁目 5 番地 1 号
サントピアみやぎ 1 階
TEL: 098-943-0200 FAX: 098-943-0201
〒901-0155 那覇市金城 5-11-2 翼ビル 2 階

株式会社 ディー ・ プランニング沖縄 小 柴

晃
TEL: 098-859-7037 FAX: 098-859-7039
〒902-0078 那覇市識名 1-4-16

株式会社 南城技術開発

城間 敏夫
TEL: 098-836-4847 FAX: 098-888-1322
〒901-2132 浦添市伊祖 3-44-3

株式会社 日興建設コンサルタント

砂川 健治
TEL: 098-877-1667 FAX: 098-877-0914

株式会社ベストコンサルタント

冝 保

株式会社 ホープ設計

高嶺 哲夫

剛

〒901-0201 豊見城市字真玉橋 148-2
グランデハイム 103
TEL: 098-851-2255 FAX: 098-851-1700
〒903-0813 那覇市首里赤田町 3 丁目 5 番地
TEL: 098-911-9073 FAX: 098-911-9074

北斗設計 株式会社

〒901-0153 那覇市宇栄原 1-1-2
仲間 辰巳
TEL: 098-891-8777 FAX: 098-891-8778

株式会社 隆盛コンサルタント

〒901-2102 浦添市当山 1 丁目 20 番 20 号
池 村

弘
TEL: 098-879-6177 FAX: 098-878-7371
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新入会員紹介
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事務局だより
新型コロナウィルス感染拡大による活動自粛
昨年より始まった新型コロナウィルスの感染拡大により、沖縄県技術士会でも現地視察
研修や技術発表会が中止になるなど会の活動に影響がでています。
会員の皆様におかれましては、コロナ渦にあっても感染拡大防止対策を厳にして国家資
格を有するエンジニアとして日々の業務を遂行していることと思います。
県内でもワクチン接種が進んでいます。会の活動が少しでも早く平常に戻ることを期待
して自粛生活を乗り越えていきましょう。

技術士一次試験、二次試験合格者の皆様、おめでとうございます
令和 2 年度の技術士試験結果について報告します。新型コロナウィルスの影響により、
二次試験、一次試験とも試験期日が延期になり、二次試験は 9 月 21・22 日に沖縄コンベ
ンションセンターで、一次試験は 10 月 11 日に沖縄大学で実施されました。
沖縄会場における一次試験の合格者は 55 人でした。受験者 200 人に対する合格率は
27.5％で、前年度の合格率 34.7％より 7.2％下がりました。全国平均の合格率は 43.7％
でした。受験者の皆様の奮闘を期待します。一方、二次試験の合格者は 27 人でした。受
験者 255 人に対する合格率は 10.6％で前年度の合格率 8.0％より 2.6％上がりました。全
国平均の合格率は 11.9％でした。昨年の技術士二次試験は一昨年より合格率は改善しまし
たが、やはり狭き門となりました。技術士を目指す多くの技術者の挑戦を期待しています。

今年度は二次試験 7 月、一次試験 11 月の予定です
今年度の技術士試験は、第二次試験が 7 月 10 日 ･11 日に実施されました。第一次試験
は 11 月 28 日に実施される予定です。例年、沖縄県における技術士試験の試験監督など
の運営は沖縄県技術士会の会員の皆様のご協力により成り立っています。引き続きご協力
をお願い致します。
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活動活性化に向けて測量建設コンサルタンツ協会との意見交換会
沖縄県技術士会事務局
沖縄県技術士会は近年、会員が増える一方、会の活動が低迷しており、活動の活性
化が課題となっています。このような状況の中、会の活動の活性化を模索するため、
令和 2 年 12 月 22 日、技術士会と一般社団法人沖縄県測量建設コンサルタンツ協会（以
下「協会」）との意見交換会が行われました。
出席者は、協会から砂川健治（会長）、神村美州（専務理事）、松苗良幸（技術委員
会委員長）
、親泊宏（同副委員長）、宮城敏明（同副委員長）の各氏、技術士会から真
栄田義安（会長）、大城政人（副会長）、福地友史（副会長）、山中亮、新城圭太の各氏。
なお親泊、宮城の両氏は技術士会の幹事でもあります。
意見交換会は、大城政人氏の司会で進行し、真栄田技術士会会長、砂川協会会長の
あいさつのあと、出席者から様々な意見がありました。
意見交換で出た主な意見の概要は以下のとおり
■ 技術士会の活動が不活発な理由のひとつには、講演会等を行っても CPD が付か
ないため、人が集まらないという状況がある。これが協会と共催で CPD が付け
られるということであれば技術士会も様々な活動ができるのではないか。
■ 大人数の講演会を開催するのもよいが、少人数の勉強会等を開催して技術を高め
ることも必要ではないか。
■ 以前、上原先生（上原方成琉大名誉教授）が研究会を主宰していて月 1 回ほど勉
強会を開催していた。学会発表なども行っていた。これらは今後の活動の参考に
なるのではないか
■ 琉大では学生対象に職業の経験談を講義している事例があった。工夫が必要かも
知れないが高校生、小中学生向けの講義などを行っても良いかもしれない。
■ 情熱をもった人が組織を引っ張って行かなければ望ましい活動はできない。
■ 業務上の課題解決のための勉強会等を開催しても良いかもしれない。
■ 協会には、委員会のもとに分科会があり活動しているが、各分科会について専門
的な技術力の面で十分とは言えない状況である。技術士会会員は専門分野をもっ
ているので、お互いに補完しあえば良くなるのではないか。

2021. 8

35

■ 協会は会社の集まりであるが、技術士会は個人の集まりである。企業のメリット
と個人のメリットの両方考えないといけない。
■ 技術士の資格が取れるなら企業としてのメリットもある。
■ 技術士会で技術士養成講座の講習を開催してはどうかという話もある。しかし試
験実施機関であるため試験の指導はできないことになっており、難しい面がある
が、やり方を工夫したら可能かもしれない。
■ 技術士会は発信力が小さい。また会員同士のコミュニケーションもなかなかとれ
ない。ホームページの更新もままならない状況である。
■ 技術士会は発信の場がない。建設フェスタに協会は参加しているが技術士会は参
加していない。技術士会も建設フェスタに参加して技術士をアピールする検討し
てはどうか。
■ 技術士の個人の活動の場、情報収集の場として技術士会は大切である。技術士会
会員の触れ合いの場は、技術士会でつくるべきものかもしれない。
■ 技術士会メンバーと若手社員、新入社員との触れ合いの場も大切である。その中
から技術士を目指そうと思う人が増えてくるかも知れない。
■ 企業の中でやる気のある人を発掘すること、底上げをすることが会社・協会の役
割である。現在ある分科会の中でやる気のある人をみつけることがいいのではな
いか。技術士会の自主研究もテーマをみつけるのに苦慮している、高いレベルを
求めているわけではない、業務に係ることなど何でもよいので、分科会と共同で
できないか。
最後に司会から「技術士会として協会と今後どう取組むべきかをまとめ、同じく協
会も今後の技術士会との協力体制についてのとりまとめを行い、次回はより具体的な
検討を進めていきたい。」ということで今回の意見交換会は閉会しました。
次回の意見交換会にも期待したいと思います。
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感染症の流行により、日常の制約はもとより、昨年度に引き続き、現地視察研修の中止
など、沖縄県技術士会の活動もかなりの制限を受けたところです。会員の皆様も公私とも
に大きな影響が出ていることとご推察申し上げます。このような状況においても、等会の活
動継続にご尽力された方々に厚く御礼申し上げます。
さて、おかげさまで、本会誌を取りまとめることができました。これは、当会におけるこ
の 1 年の活動をまとめたもので、投稿論文より 3 題および自主研究から 1 題を掲載してお
ります。これらをお寄せ下さった会員の皆様に感謝します。また、合格体験記も 4 題掲載
しています。次回にはさらなる投稿を期待いたします。
7 月から大城新会長のもと新体制に移行したところですが、これまで以上に会員の皆様
が有意義に感じる活動ができるよう、取り組んでまいりたいと思います。今後とも、本会の
活性化に向け、ご支援・ご協力下さいますようお願いいたします。
沖縄県技術士会誌
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