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 多発する災害への備えと災害復旧事業への迅速な対応 
 毎年、 本全国のどこかで 規模災害が発 し、国 の 活をおびやかしています。
 近年では、令和 2年 7  の熊本県を中 として、 本各地で発 した集中豪 、令和元年房
総半島台 （台 第 15 号）・令和元年東 本台 （台 第 19号）などの災害が発 し、多く
の 命や財産が犠牲となったほか、広域にわたる 期停電や通信障害、複数河川での堤防の決
壊などの甚 な被害が発 しました。
 さらには、今から 10年前に発 した東 本 震災では、死者  不明約 1万 8千 という
未曽有の 惨事となったことは、我々の記憶に新しいところです。
   県においても、平成 21年の  ・防府  流災害、平成 22年の  県 部を中 とし
た豪 災害、平成 25年の  北部豪 災害、平成 26年の岩国豪 災害、そして平成 30年の
  県東部豪 災害など、過去に例のない頻度で 規模な災害が発 しています。
 この様な状況の下、平成 25 年 12  に、「強くしなやかな国  活の実現を図るための防災・
減災等に資する国 強靱化基本法」が施 されて以降、ハード・ソフト対策を集中的に実施す
る等、事前防災により国 の 命と財産を守る国 強靱化の取組が われています。
 弊社では、多発する災害に対する備えとして、社員全員が 丸となり、技術者の 材育成や
新技術の導 などを積極的に推進し、より 層の技術 向上を 指すとともに、急な御要望に
も対応できる体制づくりに 々取り組んでいます。
 私たちは、地元の建設コンサルタントとして、今までの豊富な経験が、 政の 々ならびに
県 の皆様のお役に てることを誇りとし、的確で迅速な災害対応ができるよう今後とも努め
て参ります。
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災害に対する取り組み

平成 18 年に防災チームを ち上げ、迅速な災害対応（測量・調査・設計）を うための体制を整えています。

 弊社では、災害時に機動 を遺憾なく発揮するため、測量や調査に関する 分な 社機材・ 員を揃えています。 急な
現場作業等にも迅速に対応させていただきます。

■組織 

■企業の枠を超えた活動

■機動 

   県との災害協定に基づき、 般社団法   県測
量設計業協会の会員として  県 の 命や財産及び 
活基盤を守るため、 砂災害防 並びに災害復旧 援、
地震時の急傾斜施設等の点検の 援活動を っています。

ＵＡＶ（無 航空機） ＧＮＳＳ測量器機

伸縮計及び警報ユニット ボーリングマシーン

  流 道路 橋梁 災害発 河川 地すべり 斜 崩壊



■機動 

災害発 

災害測量、地質調査

査定 設計

災害査定

復旧 事

写真撮影
延 
 さ等の登録

災害箇所図
被害報告箇所内訳表等の印刷

災害情報システムの活 









コメント業務経歴

執筆論 等

 災害では、迅速、的確な判断のもとに測量、
調査から設計まで連携の取れた機動 、総合
 が求められます。わが社では近年連続して
発 した 災害での貴重な経験を踏まえ、過
去の災害発 時での当社の対応過程を検証す
るなど、組織としての対応 向上に努めてい
ます。発注者、さらには県 の皆様のお役に
たてるよう、地元企業ならではの、  が細
かい対応に努めますので、宜しくお願いしま
す。

古  健
ふるや つよし

技術 ：総合技術監理部 
   ：建設部 （道路）

吉岡 英雄
よしおか ひでお 技術 ：農業部 （農業  ）

ＲＣＣＭ： 質及び基礎 農業  
農業 利施設機能総合診断 

松  宏茂

技師 

技師 

   店 

まつだ ひろしげ 技術 ：農業部 （農業   農村環境）
 地改良専 技術者：農業  
 地改良換地 
１級  施 管理技 

主要県道橘東和線 道路改良 事に伴う測量調査設計業務委託 第 1  区
新  駅新幹線 駅前 広場整備に伴う設計業務委託
 般国道 491号 道路改良 ( 総合交付 ・特 )  事に伴う設計業務委託 第 8  区

ダム貯 池の濁度分布について
 岳トンネルにおける事前調査の 順について
柳井・平 都市圏における 齢者の 動分析と公共交通計画
古開作中央線地下道道路災害 異常降 により 没した地下道設備の復旧 

コメント業務経歴
 農業農村地域は 料 産の場であるととも
に多 的機能の宝庫の場であり、こうした 
産基盤や農村環境は将来へ着実に継承してい
く必要があります。
 このため、これまでの経験を踏まえ、農地・
農業 施設災害の早期復旧 援にもしっかり
取り組んで参ります。

コメント業務経歴
 農地・農業 施設の災害は暫定措置に関す
る法律で復旧し，農業農村の維持を図ると伴
に，農業経営の安定に寄与する必要があるこ
ことから，早期復旧 援に取り組んで参りま
す。

平成 21年 7  中国・九州北部豪 災害 美祢・  農林災害復旧測量設計業務
平成 25年 7    ・島根豪 災害 萩・  農林災害復旧測量設計業務
平成 30年 7  豪 災害 柳井・岩国農林災害復旧測量設計業務

島 川広域河川改修 事に伴う測量設計業務委託 第４ 区

震災対策農業 利施設整備事業   ３地区美祢管内ため池耐震調査業務  陽 区２号
農村地域防災減災事業（農業 河川 作物応急対策事業） 部地区 実施設計業務
農村地域防災減災事業（調査計画事業）  3地区 ため池耐震調査業務 豊北地区
農村地域防災減災事業（地すべり対策事業） 吹東2期地区 調査観測業務
農村地域防災減災事業（ため池整備事業）鷹 地区 ため池調査観測業務

住 参加型 砂災害ハザードマップ作成等業務 第1 区



コメント業務経歴

執筆論 等

 近年、想定外の地震、洪 、台 など 然
外 により、被害が 規模化しています。私
は発注者のパートナーとして、想定外の 然
災害に対して強くしなやかな設計を求めてい
きたいと思います。
 また、発注者のニーズに的確に応じること
で、より地域に貢献できるコンサルタントを
 指したいと思います。

德原 裕輝
とくはら ゆうき

技術 ：建設部 （ 質及び基礎 鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ  道路）

ＲＣＣＭ：道路  質及び基礎 鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ
：河川、砂防及び海岸・海洋 下 道

コンクリート診断  1 級  施 管理技  地質調査技 
地すべり防  事  測量 

蜂ヶ峯総合公園災害に伴う調査設計業務
上 原橋災害復旧 事に伴う詳細設計業務委託
寄重橋災害復旧に伴う調査設計業務
国 上橋災害復旧に伴う調査設計業務

空洞を有する地盤を 持層とする橋梁基礎の検討
鋼橋の橋梁点検について
道路切 斜 で発 した崩壊調査設計事例

常務

秦 政志
はだ まさし ＲＣＣＭ：河川、砂防及び海岸・海洋

           ：鋼構造及びコンクリート 
技術 補：建設部 
測量 

コメント業務経歴

執筆論 等

 砂防、急傾斜および構造物設計を中 に業
務を っています。
 近年、経済性および環境 の配慮より使 
され始めた「砂防ソイルセメント」などの新
しい分野の設計にも取り組んでいます。

中野上川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
 成川東川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
 上 路川砂防 事に伴う設計業務委託 第1 区
唐津渓流 災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
笠松渓流 JR復旧関連緊急対策 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区

脆弱な炭質 岩が挟在する砂防えん堤の基礎地盤
砂防ソイルセメントを いた設計事例

グループリーダー

コメント業務経歴
 主に、道路・河川の設計を担当しています。
災害業務では、道路・河川災害を担当してい
ます。
 業務を通じて、災害時においても迅速かつ
的確な設計ができるよう努めています。
 発注者や地域の 々のニーズに対して的確
に対応、貢献できるように 々精進いたしま
す。

美和 秀邦
次 

みわ ひでくに 技術 ：建設部 （道路 河川、砂防及び海岸・海洋）
ＲＣＣＭ：上 道及び 業  道 下 道   

： 質及び基礎 農業  

須佐川単独河川改修 事に伴う測量調査設計業務委託 第 1  区
萩市  施設災害箇所測量設計業務（第 10  区）
平成 28 年度 島 川外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第 1  区
平成 30 年度 主要県道岩国玖珂線外災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第 1  区
市道下須通 7号線ほか災害復旧に伴う測量設計業務
準 河川正蓮寺川河川災害設計業務委託
市道  本線外災害復旧に伴う測量設計業務
令和元年度災害査定設計書作成業務委託

■設計部

：都市計画及び地 計画 廃棄物



 本 浩
やまもと ひろし ＲＣＣＭ：道路 鋼構造及びコンクリート

算積び及備設 施、画計 施：

１級  施 管理技 

コメント業務経歴
 近年、毎年のように災害が発 しています
が、災害を未然に防ぐための整備と併せて、
災害が発 した場合に被害を最 限にとどめ
るための減災対策が進むように、 々切磋琢
磨しています。
 また、災害が発 した場合には、迅速で的
確な判断のもと測量調査設計を実施し、イン
フラの早期復旧に寄与したいと考えています。

平成３０年度 町道平床岩磯線ほか４路線災害復旧測量調査設計業務

令和元年度 柳井市公共災害測量設計業務

３０補災委補第１号 市道 の浴 向線外災害復旧に伴う測量設計業務
沖 川災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第６ 区
粟野川外 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第５ 区

２９単災委単 第 7号  屋形川外災害復旧に伴う測量設計業務

グループリーダー

   裕 
おおた ゆうき 技術 ：建設部 ( 鋼構造及びコンクリート 道路 )

ＲＣＣＭ：鋼構造及びコンクリート 道路
１級  施 管理技 
測量 補、道路橋点検 

コメント業務経歴
 主にコンクリート構造物の新設設計、既設
構造物の耐震補強設計、補修設計の業務を中
 に従事し、災害業務では橋梁災害を担当し
ています。
 近年全国各地で発 している災害に対し、
社会インフラの早期機能復旧ができるよう、
査定時から実施設計時まで迅速な対応に 掛
けていきます。

友 川総合流域防災 事に伴う設計業務委託 第2 区
 般国道191号（粟野橋）橋梁補修（防安交付  耐震）更新 事に伴う設計業務委託 第2 区 
 屋川広域河川改修 事に伴う設計業務委託 第5 区
有帆川 管橋耐震補強 事に伴う設計業務委託 第1 区
橋梁補修調査設計業務（ 橋・貞広橋・ 居橋） 
都市計画街路新  駅  線単独街路整備 事に伴う設計業務委託 第2 区 
橋梁災害業委 第2号 寄重橋災害復旧に伴う調査設計業務
橋梁災害業委 第3号 国 上橋災害復旧に伴う調査設計業務
 般県道南南 泊港外（  2号橋外）橋梁補修（防安交付   寿）地 事に伴う調査設計 業務委託
 第1 区 

グループリーダー

 松 寛泰
グループリーダー

ながまつ ひろやす
技術  ：建設部 （河川、砂防及び海岸・海洋）
ＲＣＣＭ：河川、砂防及び海岸・海洋

：鋼構造及びコンクリート 道路
１級  施 管理技 
測量 

コメント業務経歴

技術 ：建設部 （道路）

 主に砂防施設と急傾斜地崩壊対策施設の
設計を担当しています。
 気候変動による 砂災害の激甚化・頻発
化・同時多発化が懸念されています。
 砂防分野のプロフェッショナルとして、
安全・安 な社会の構築に貢献できるよう
 々努 していきたいと思います。

 原1 砂防激甚災害対策特別緊急 事に伴う設計業務委託 第1 区
唐津渓流外 災害関連緊急砂防 事に伴う概略設計業務委託 第1 区
災害関連地域防災がけ崩れ対策 事に伴う詳細測量調査設計業務委託(第3 区)( 倉地区)
新港町五丁 (2)地区 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
  がけ崩れ災害復旧に伴う測量設計業務
住吉(1)地区総合流域防災（急傾斜） 事に伴う設計業務委託 第2 区
岩国四丁 (2)がけ崩れに伴う測量設計業務
錦 2号配 池法 復旧 事詳細設計業務委託
 成川第3川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
市道 位ノ浜線 1号災害復旧 事に伴う測量調査設計業務

令和2年度 柳井市公共災害測量設計業務 その1

：農業  、森林  

測量 

 般国道435号（坪 橋）ほか橋梁補修・補強（防災・安全交付   寿）国道 事に伴う
設計業務委託 第1 区
 般国道491号道路改良（地域連携道路・国道） 事に伴う設計業務委託 第5 区



松岡 徹
まつおか とおる 技術 ：建設部  ( 道路 )

ＲＣＣＭ：河川、砂防及び海岸・海洋 道路
                  ：施 計画、施 設備及び積算 農業  

1 級  施 管理技 

コメント業務経歴
 災害対応のポイントは早期対応、特に現地
確認にあると考えます。
 多くの経験を積み最適な復旧 法を選定・
提案することに 掛けていきます。
 また組織 をフルに活 し発注者のお役に
 てるように取り組んでいきます。

平成26年度阿武川河川災害関連 事（関連）に伴う設計業務委託第 1  区
平成 26年度 万川河川災害関連 事（助成）に伴う設計業務委託第 1  区
平成 26年度 万川河川災害関連 事（助成）に伴う設計業務委託第 7  区
林道三ヶ嶽線災害復旧 事に伴う測量調査設計業務
平成 30 年度 町道平床岩磯線ほか４路線災害復旧測量調査設計業務
7  梅 前線豪 に伴う測量設計業務 ８ 区 ( 柳井市）

沖村 賢治
おきむら けんじ

コメント業務経歴

中村 康 
なかむら こうじ ＲＣＣＭ：道路

2級  施 管理技 
第 種情報処理技術

コメント業務経歴
21年災 神崎川（砂防）災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
 般国道491号外 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
平成24年災  根川外 災害査定設計書作成に伴う測量設計業務委託 第1 区
緊急施 第101号 多 川災害復旧に伴う測量設計業務
平成27年災害調査設計業務委託
平成30年度災害調査設計業務委託
 般国道435号外 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第7 区
令和2年度 県  布施農  等学校災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区

ＲＣＣＭ：鋼構造及びコンクリート
       ：上 道及び 業  道
技術 補（建設部 ）
道路橋点検 
１級  施 管理技 、測量 

 災害業務では、構造物の災害をはじめ様々
な業務を担当させていただいています。
 災害の早期復旧に向け、適確でスピーディ
な対応ができるよう技術 の向上に取り組ん
でいきたいと思います。 

市道成松 川線厚狭新橋災害復旧事業査定設計業務委託（厚狭新橋）
厚狭川 広域河川改修 事に伴う設計業務委託 第7 区（鴨橋）
 般県道島 港線外 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
災害測量設計委託業務（菊川･豊 ）
  川 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
蜂ヶ峯総合公園災害に伴う調査設計業務
 江橋災害復旧に伴う調査設計業務
 般県道船 津布 線 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第2 区

 近年多く災害が発 し、災害業務に毎年
のように携わることができ、多くの経験と
知識を得ることができました。
 この経験を かし、災害時の迅速な対応
に取り組みたいです。

令和元年度 柳井市公共災害測量設計業務



コメント業務経歴

 海  秀
おおみ かずひで

コメント業務経歴

執筆論 等

 近年、甚 な災害が多発しており、我々建
設コンサルタントに従事する技術者に対して
も多 的な対応が求められています。
 特に災害現場では、迅速な対応と的確な判
断 が求められます。今後も、測量・調査・
設計の技術者が蓄積した豊富な経験に加え、
「組織 」を持って対応して参ります。

   義夫
こにし よしお

技術 ：建設部 （ 質及び基礎  道路
         河川、砂防及び海岸・海洋）
ＲＣＣＭ：農業  

ＲＣＣＭ：河川、砂防及び海岸・海洋
          ：鋼構造及びコンクリート 道路
技術 補（建設部 ）
コンクリート技 
１級  施 管理技 
測量 

１級  施 管理技 
測量 

 般県道福浦港  羅線外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第２ 区
中野上川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
主要県道岩国玖珂線外災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
 江橋災害復旧に伴う調査設計業務
主要県道新南陽津和野線災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区

塑性の異なる細粒 と砂の混合 の圧縮・せん断特性

執筆論 等
施 時の振動低減に対する配慮について

傾斜地盤上の盛 崩壊における地形・地質的要因
道路拡幅計画において発 したリスク事例

常務

■調査部

 河川災害・学校施設災害などの災害復旧業
務に携わらせて頂いています。
 近年、異常気象による 然災害が多発し、
社会インフラへの被害が増加しています。
 被災した社会インフラの迅速な復旧に向け
て、全 で取り組んで参りたいと考えていま
す。

厚東川災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
 矯川災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
 根川ほか災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
県  森 等学校 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
 般国道４９０号道路改良（総合交付 ・特） 事に伴う道路詳細設計業務委託 第１ 区
 般国道４３５号単独道路改良（通常） 事に伴う道路予備設計業務委託 第２ 区

コメント業務経歴

新  信  
しんたに のぶゆき

RCCM：鋼構造及びコンクリート
     ：河川、砂防及び海岸・海洋
技術 補（建設部 ）
１級  施 管理技 

   県内の災害復旧について、ここ10年で
平成22年度の下関災害、平成25年度の阿東・
須佐災害、平成26年度の岩国災害において、
設計者の 場および発注者側の 場（現場技
術）で関わってきました。
 可能な限り、発注者と受注者と地域住 が
納得するような災害復旧を 掛けています。

市道古開作上線（古開作上橋）補修設計業務委託
平成30年度 市道上 井 線（第  千帆橋）橋梁補修補強設計業務委託
平成31年度  般国道187号災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
平成31年度 荒 川（荒 橋）周防 潮対策 事に伴う設計業務委託 第1 区
令和2年度 市道本郷畑線 測量調査設計業務
令和2年度 屋代川災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区



コメント業務経歴

執筆論 等

 地表踏査の結果を重視して、調査ボーリン
グ・試験結果に的確かつ迅速に  地質学的
判断をしていきたいと考えています。

 本 裕 
チーフエンジニア

いしもと ひろみ
技術 ：建設部 （河川、砂防及び海岸・海洋）

：応 理学部 （地質）
ＲＣＣＭ： 質及び基礎
1級  施 管理技 
測量 

主要県道岩国玖珂線外災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
前 地区 総流防・地すべり 事に伴う調査業務委託 第 1  区
農村地域防災減災事業 (地すべり対策事業 )  吹東 2期地区 調査観測業務

地すべり防 区域内で発 した崩積 地すべりの調査設計事例
室内試験による地下 排除 の保孔管の排 性能評価
地すべり防 のための 抜きボーリングの実際
ベーンコーンせん断試験によるため池堤体部の地盤評価事例

井藤 理 朗
いとう りいちろう 技術 補（応 理学部 ）

RCCM：地質

地質調査技 （現場技術・管理部 ）
1級  施 管理技 
測量 

執筆論 等
SH型簡易貫 試験と従来型簡易貫 試験との 較
   岩で発 した地すべり災害の事例
地質調査の重要性および災害業務のポイントについて

コメント業務経歴
 現場状況や設計対象物に応じた適切な調査
計画を 案、実施し、迅速な業務処理を い
ます。
 今後も多くの現場を経験し、技術の研鑽に努
めてまいります。

町道つつじヶ丘蜂ヶ峯線地すべり災害に伴う調査設計業務
 般国道 191号 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第 1  区
 般県道福浦港  羅線外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第 2  区
 般県道宇賀 陽線 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第 1  区

グループリーダー

宗村 知明
むねむら ともあき

技術 ：総合技術監理部 
洋海・岸海び及防砂、川河（ 部設建：              

）質地（ 部学理 応：              
APEC Engineer Civil
1 級  施 管理技 
地質調査技 

コメント業務経歴

執筆論 等

貴船町２丁 地区 防安・急傾斜効果 事に伴う調査設計業務委託 第２ 区
 成川第３川 災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
 成川東川 災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
油良郷（2）地区 総流防･急傾（重点） 事に伴う調査設計業務委託 第1 区
市道  本線外災害復旧に伴う測量設計業務
市道 位ノ浜線 1号災害復旧 事に伴う測量調査設計業務
令和2年度 柳井市公共災害測量設計業務 その1
市道 ヶ峠線 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務

斜 崩壊に伴う災害復旧対策の 事例
簡易動的コーン貫 試験を いた急傾斜地崩壊対策 事に伴う調査事例
河川堤防における漏 に対する調査事例

次 

 質及び基礎 道路）

 主に地質調査業務全般に従事しています。
 いつ、どこで発 するか、予測が困難な災
害ではありますが、災害発 時には、主に法
 崩壊現場の災害復旧業務を通して得たノウ
ハウを活かして、迅速な復旧のための調査・
設計に努めてまいります。

 般県道 岐波吉 線 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区



コメント業務経歴

執筆論 等

 これまで地すべりや法 災害を担当してき
た中で、  同じように えるも、地質が違
えばすべり機構が全く変わってくることが多
々ありました。設計にあたっては、如何に地
質を紐解き、根本的な原因をふまえて再発防
 を図る事が重要だと思います。今までの経
験をふまえ、鋭意対応していきたいと思いま

池  智 
いけだ ともこ

技術 ：応 理学部 （地質）
ＲＣＣＭ：

：
河川、砂防及び海岸・海洋
道路  質及び基礎 

測量 

地質調査技 （現場技術・管理部 ）
１級  施 管理技 

 般国道 490号 単独道路災害防除 ( 県道 )  事に伴う設計業務委託第 1  区 ( 法 災害 )
市道 川桃ノ 線 道路単独災害復旧に伴う測量・設計業務 ( 斜 災害 )
前 地区 総流防・地すべり 事に伴う調査業務委託 第 1  区 ( 地すべり対策 )

主要県道美祢油 線 単独道路改良（合併・指） 事に伴う測量設計業務委託第３ 区（落 対策）

関 層群からなる切 斜 の崩壊について（ と基礎）
空洞が内在する 灰岩を杭基礎の 持地盤とした場合の調査事例（ と基礎）
ダム下流域で られた  化礫の原因 微量分析を いた事例報告 （地盤 学ジャーナル）
平野部に分布する 灰岩の空洞想定にあたっての 考察 ( 全地連 2009 優秀技術発表者賞受賞 )

原  敬介
はらだ けいすけ 地質調査技 （現場調査部 、 壌・地下 汚染）

1級  施 管理技 

コメント業務経歴
 建設コンサルタントのボーリング屋として、
ただ掘進するだけでなく、確実に調査 的を
全うする現場作業を常に 掛けています。

島 川外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
須佐川単独河川改修 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
町道つつじヶ丘蜂ヶ峯線地すべり災害に伴う調査設計業務
 成川第3川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
寄重橋災害復旧に伴う調査設計業務

グループリーダー

コメント業務経歴
 迅速かつ正確な調査ボーリングを い、少
しでも早期の復旧に貢献できるように、 々
技術を磨いています。

 隅 勝
グループリーダー

おおすみ まさる 地質調査技 （現場調査部 、 壌・地下 汚染）
2級  施 管理技 

 上 路川 防安・通常砂防 事に伴う調査設計業務委託 第 1  区
唐津渓流 災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
厚狭川 河川激甚災害対策特別緊急 事に伴う調査業務委託 第５ 区
阿部 川 砂防激甚災害対策特別緊急 事に伴う地質調査業務委託 第２ 区
 般県道福浦港  羅線外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第２ 区

波瀬の崎（3）地区防安・急傾斜 事に伴う設計業務委託 第１ 区（急傾斜）

す。



コメント業務経歴
 早期災害復旧に貢献できるよう、今まで経
験した各種測量技術のノウハウを活かし迅速
かつ丁寧な対応を うとともに、  研鑽と
技術 の向上に努めてまいります。

 瀬  志
くろせ ひろし 測量 

2 級  施 管理技 

市道 の浴中村線 道路災害復旧に伴う測量・調査・設計業務
厚狭川外 災害査定設計書作成に伴う測量設計業務委託 第１ 区
主要県道下関  線 道路防災 事に伴う測量調査設計業務 第１ 区
須佐川単 独河川改修 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
 万川 河川災害関連 事（助成）に伴う設計業務委託 第１ 区
岩国四丁 （２）がけ崩れに伴う測量設計業務
 成川東川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区

部 

■測量部

コメント業務経歴

 村 洋樹
たにむら ひろき 地質調査技 （現場調査部 ）

 現場の状況や設計対象物に応じた適切な調
査を実施し、迅速且つ正確な業務処理を い
ます。今後も多くの現場を経験し技術の向上
に努めてまいります。

 江橋橋梁災害復旧に伴う調査設計業務
平成30年度 中野上川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
平成28年度 島 川外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区

コメント業務経歴

備前   也
びぜんや りきや 地質調査技 （現場調査部 ）

 迅速な対応が求められる災害現場において
も品質の いボーリング作業を 掛けてまい
ります。

寄重橋災害復旧に伴う調査設計業務
 江橋災害復旧に伴う調査設計業務

コメント業務経歴

中村 知太郎
なかむら ともたろう 地質調査技 （現場調査部 ）

 迅速で品質の い調査ボーリングを実施し
地域の安全・安 に貢献出来る様、今後も技
術 の向上に努めてまいります。

主要県道下関美祢線 災害査定設計書作成に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
  川 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区
中野上川災害関連緊急砂防 事に伴う測量調査設計業務委託 第1 区

執筆論 等
狭 なスペース内でのボーリング事例

補償業務管理 
地理空間情報専 技術者：基準点測量１級

2級  施 管理技 



三好  志
みよし かずし

コメント業務経歴

測量 
 級建築 

主要県道岩国玖珂線外災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
中野上川 災害関連緊急砂防 事に伴う調査設計業務委託 第１ 区
寄重橋災害復旧に伴う調査設計業務
市道下須通７号線ほか災害復旧に伴う測量設計業務
島 川外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
 般国道４９１号 単独道路災害防除（県道） 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
 切川 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
主要県道下関  線 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第2 区

 規模の  にかかわらず 然災害は必ず
発 します。災害ほど事前の備えが試され
る現場はありません。 ごろから危機意識
を持ち常に対応できる能 、体制を整え対
応します。

   幸雄
たかやま ゆきお

コメント業務経歴

測量 
補償業務管理 
2級  施 管理技 
CALS/ECインストラクター

 根川ほか災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
 般県道福浦港  羅線外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第２ 区
 般県道宇賀 陽線 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
沖 川 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第６ 区
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に伴う測量設計業務委託
随光川ほか 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
 上 路川 砂防 事に伴う設計業務委託 第１ 区
笠松渓流 ＪＲ復旧関連緊急対策 事に伴う測量調査設計業務委託
 原南川 災害関連緊急砂防 事に伴う測量設計業務委託 第３ 区

  近年の異常気象は、今までに経験した事
の無い規模の災害が各地で起きています。
我が社では、そうした事態にいち早く対応
出来るように防災チームを組んでいます。
多様な災害に対してその道の専 スタッフ
が、的確に対応出来るように 々精進して
います。

グループリーダー

 安 哲也
ながやす てつや 測量 

補償業務管理 

コメント業務経歴
 早期災害復旧に貢献できるよう、現地での
測量作業では今までの経験を発揮し、迅速か
つ正確な対応を 懸け、発注者様のニーズに
応じます。

新港町五丁 (2) 地区 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第 1  区
須佐川単 独河川改修 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
 万川 河川災害関連 事（助成）に伴う設計業務委託 第１ 区
島 川外 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第１ 区
平成３０年度 主要県道岩国玖珂線外災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区

グループリーダー



関  可浩
常務

せきたに よしひろ 技術 ：建設部 （ 質及び基礎）
ＲＣＣＭ：河川、砂防及び海岸・海洋
1級  施 管理技 
地質調査技 

業務経歴

執筆論 等

 陽 野 市 災害調査設計業務委託
上宇津根上川 災害関連緊急砂防 事に伴う調査設計業務委託 第 1  区
唐津渓流外 災害関連緊急砂防 事に伴う概略設計業務委託 第 1  区
  川 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務委託 第 1  区

現場災害から学ぶリスク管理
河床材料調査の事例（災害による 砂流 について）
 般国道 490号道路陥没調査について

コメント
 発注者様のニーズにすばやく対応する 動
 、提案 ・展開 、そして現場処理スピー
ドにコミュニケーション能 、それらを今ま
で以上に め、ご期待に応えられるよう 々
努 しています。
 災害だけでなく、様々なケースに対応しま
す。是 、お任せください。

古  慎也
ふるたに しんや

業務経歴 コメント

■事業推進部

佐藤 信 
さとう しんいち

コメント業務経歴

測量 
 所作業 運転技能講習修了

測量 
2級  施 管理技 

    災害発 時には、迅速な対応を い、お
客様のニーズに応えていきます。
   また、早期災害復旧が出来る様に 掛け
現地では、設計の意図を理解し考えて測量
作業を実施していきます。

 成川第３川外 災害関連緊急砂防 事に伴う概略設計業務委託 第１ 区
市道岳陽 江線道路災害調査測量設計業務委託
町道平床岩磯線ほか４路線災害復旧測量調査設計業務
粟野川外 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第５ 区
安岡南川 防安・通常砂防 事に伴う調査設計業務委託 第２ 区
東和 添浄化センター進 路 法 災害復旧 事に伴う測量・調査・設計業務
 浦東浦線 法 崩壊に伴う調査業務委託
厚狭川ほか 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第1 区
令和2年度 柳井市公共災害測量設計業務 その1

 災害は発 しないことが 番ですが、近
年ゲリラ豪 等による 規模災害が起こる
頻度が増えてきています。災害時には誠意
をもって対応させて頂いていますが、仕事
だけではなく、消防団等の地域活動におい
ても 頃から災害に対する事前準備や 次
災害の防 にも がけながら作業していき
ます。

主要県道岩国玖珂線外災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
市道下須通７号線ほか災害復旧に伴う測量設計業務
国 上橋災害復旧に伴う調査設計業務
 河内上 川 単独 然災害防 （砂防） 事に伴う調査業務委託 第１ 区
 切川 災害復旧 事に伴う測量設計業務委託 第１ 区
林道三ヶ嶽線 災害復旧 事に伴う測量調査設計業務
砂防第２号   がけ崩れ災害復旧に伴う測量設計業務
蜂ヶ峯総合公園災害に伴う調査設計業務
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