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特集桜門フォーラム 2016

日  時｜ 2016 年 10 月 18 日 ( 火 )　15:00  開場

場  所 | 日本大学理工学部１号館 CST ホール    東京都千代田区神田駿河台 1-8-14　

   　　   第一部　震災復興の土木力　

　　　　「塩竃市の被災から復興の歩み」　　　　　　　　佐藤　　昭　塩竈市長　

　　　　「被災時の市民のための土木と行動」　　　　　　原田　吉信　国土交通省東北地方整備局

　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画部技術開発調整官

 　　　 「現場からの証言 復興に向けての課題と提言」   深松　　努  ㈱深松組代表取締役社長

      　　　　　　　   仙台建設業協会副会長

          第二部　震災復興の本質とは何か   

        ―土木が求める市民復興の真の姿とは―

                        　　　　　　　      [ 司会 ] 関　　文夫　日本大学理工学部土木工学科教授

佐藤　昭｜さとう　あきら　

塩竈市長

日大理工土木 (S41 年卒 )

大学卒業後，宮城県庁に入庁，土

木部港湾整備課長，道路建設課長，

港湾空港局長等を歴任．宮城県庁

を退職後，平成 15 年に塩竈市長に

就任し，現在 4 期目．「おいしさと

笑顔がつどうみなとまち」を目指

し，また，東日本大震災からの復

興に向けて日々尽力．

司会｜震災直後、どのようなことを考え ,行動しましたか？

佐藤｜�まず、土木技術者として、港湾部に何が起こるかというのが直

観的に感じました。市の職員に、市民の避難指示を出したと同

時に、土木技術者として何が起こるのかという説明をしました。

土木技術者としての判断から、市長として指示しました。

原田｜�上空からの状況調査の目的で、仙台東部道路で仙台空港に向

かっていました。津波の襲来で先にヘリが離陸したので空港

IC で引き返しましたが、仙台東部道路は高盛土なので津波か

ら避難する住民が大勢道路に上っていて、低速で戻る途中、津

波被災者を救助することになり、近くの事務所との調整などで

局に戻ったのは暗くなっていました。もし、空港 IC で戻れと

の指示が無かったら今の私はいなかったかもしれません。

深松｜�東京に出張していて、テレビで状況を知りました。これは大変

だということで、車を走らせ仙台へ向かいました。仙台につい

たのは、18 時間半後でした。

司会｜震災後３日間、人命救助と避難所開設ということになります

　　　が、この時間は、どのような時間を過ごしましたか？

原田｜ �3 日目から被災者の物資を調達することになりました。これは

当時の大畠国交大臣が「人命救助を第一に、やれることは何

でもやってくれ。現場のことは現場に任せる。」との発言を受

けて、局長が判断したことでした。この班長として、市町村

に派遣したリエゾンから要請があった食料や燃料だけで無く

生活物資から棺桶まで、何でも手配しました。公的な支援や

ボランティアの支援が軌道に乗り始まる 3月一杯続きました。

　東日本大震災から 5 年経過し，復興の兆しが見えてきた．震災復興のために土木は，インフラの

再建，国土の保全，強靭化と重要な役割を果たしてきた．さらに，本来の復興とは，まちのコミュ

ニティやライフスタイルを取り戻し，市民の笑顔まで取り戻すことが復興である．

　ここでは，東日本大震災でご尽力された３名のゲストを迎えて，震災復興のために，土木だけで

はなく，政治，経済にも焦点を当て，まちの震災復興に重要なプロセスを浮き彫りにし，「震災復

興の本質とは何か」について議論したものである．

震災復興の本質とは何か

―土木が求める市民復興の真の姿とは―
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大学卒業後，国土交通省入省．東

北地方を中心に道路事業を担当し，

東北幹線道路調査事務所長や郡山

国道事務所長を歴任し，現在に至

る．

原田　吉信｜はらだ　よしのぶ　

国土交通省東北地方整備局

企画部　技術開発調整官

日大理工土木 (S56 年卒 )

大学卒業後，前田建設工業㈱に入

社 . 平成 4 年に㈱深松組へ入社の

後，平成 20 年に代表取締役社長に

就任．東日本大震災において，津

波などで 900 人以上の尊い命が失

われた仙台市で，震災発生当初か

ら警察や自治体とともに遺体捜索

並びにがれき処理作業責任者とし

て，現場の指揮を執る．

深松　努｜ふかまつ　つとむ　

㈱深松組代表取締役社長

仙台建設業協会副会長

日大理工土木 (S62 年卒 )

佐藤｜�まず、被災者の人命救助と避難所の開設でした。消防、警察の　

方が人命救助に円滑に動けるように指示を出し、避難所の開設

には、市の職員が一丸となって対応しました。３日間ほとんど

の職員が睡眠も取らず走り回っていた状況です。

深松｜�仙台の建設業協会として、遠方から駆け付ける救助隊のために

道路の確保、がれきの撤去、重機の状況と確保、燃料の確保で

奔走していました。途中、生存者もいれば、亡くなっている人

もいる。そのな現場で、ものを動かすという体験をしました。

それから、被災現場には、必ず泥棒というか空き巣狙いの輩が

やってくるので、警察と協力して見回りもしていました。

司会｜�震災後、一区切りとでも言いましょうか、復興へ向かってるな

と感じたタイミングは、どのくらい時期でしたでしょうか？

佐藤｜�塩竈港の人がいつでも避難できるように、駅前の商店街と連結

した津波避難デッキという歩道橋を建設しました。計画当初は、

すぐに造れ市長！と激励の言葉が多かったですが、今となって

はこんな構造物が必要かという状況です。私は土木技術者です

ので、構造物の必然性、未来の市のことを考えればなくてはな

らないものだと思っています。

原田｜�私の場合、物資調達が 4月に終わり、その後は南三陸町にリエ

ゾンとして 6月まで被災地支援に回り、直接的な被災地との関

与は終わりました。しかし、整備局としては道路や防潮堤など

のインフラだけで無く、復興公園や復興住宅などの町づくりへ

の整備や支援は今でも続いています。道路や防潮堤などの所管

施設の応急復旧が終了した時点で、復興モードが現形復旧から

創造に変わったと思っています。

深松｜�私は、まだまだ一区切りも何もないと思っています。被災した

すべての子供たちが笑顔になり、まちに活気がもどるまでは。

震災復興工事では、皆さんから大変お世話になりましたが、相

変わらず労務者が足りなく、工事を進めようにも人がいません。

現在、建設業は担い手不足に直面してます。今後、首都直下・

南海トラフ地震が発生したら、被害の大きさは東日本大震災の

比ではなく、日本人だけではとても復興できません。私は、そ

んな時に助けてもらえるよう、アジアの発展に貢献することが

われわれ世代の使命だと思いました。そこでミャンマーに日本

の建設技術を伝え、しっかりとした関係を構築するためにサー

ビスアパートメント事業の現地法人をつくりました。転んでも

ただでは起きない精神とでもいいましょうか、それが日大土木

ではないでしょうか。
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　日本技術士会から，平成 28 年度技術士試験結果が公

表されました．

　今年度技術士第二次試験の合格者数は，日本大学が

堂々の第二位となりました．第一位の京都大学まであと

３名と，僅差でした．

　最終学歴が日本大学および日本大学大学院の卒業生，

修了生が，日本の国家試験合格者の第一位，第二位を争

うというのは，本物の技術を習得して，社会の第一線で

活躍している証です．

　本年度技術士第二次試験に合格しました日本大学卒業

の同志の皆様，合格おめでとうございます．日本を代表

する技術士 (Professional�Engineer) として，益々のご

活躍を期待しております．

　また，本年度の技術士第一次試験の結果では，日本大

学が，堂々の第一位です．残念ながら，在学生のみの順

位では僅差で第二位となりました．中央大学に３年連続

トップの座を奪われている状況です．在学生の皆さん，

第一次試験の在学中の合格を目指して頑張ってくださ

い．

平成 28 年度国家資格技術士合格者　日本大学第二位

平成 28 年度技術士第二次試験合格者数一覧

平成 28 年度技術士第一次試験合格者数一覧平成 28 年度技術士第一次試験合格者数部門別一覧

No. 大学（最終学歴順位） 合格者数
1 京都大学 147
2 日本大学 144
3 北海道大学 108
4 東京大学 105
5 大阪大学 104
6 九州大学 103
7 早稲田大学 95
8 東京工業大学 92
9 東北大学 92

10 名古屋大学 70
11 神戸大学 65
12 広島大学 56
13 熊本大学 53
14 金沢大学 52
15 東京理科大学 50

No. 大学名 合格者数
1 日本大学 414
2 京都大学 267
3 東京大学 248
4 九州大学 242
5 中央大学 237
6 早稲田大学 200
7 北海道大学 196
8 大阪大学 193
9 東北大学 176

10 東京工業大学 172

No. 大学名（在学生順位）
合格者数

合計 大学 大学院
1 中央大学 176 170 6
2 日本大学 151 133 18
3 法政大学 69 69 1
4 青山学院大学 64 59 5
5 佐賀大学 45 42 3
6 東洋大学 40 34 6
7 九州大学 39 9 30
8 早稲田大学 37 14 23
9 名古屋大学 37 36 1

10 岐阜工業高校専門学校 33 － －

桜門ニュース｜ OUMON NEWS

技術部門 受験申
込者数

受験者
数①

合格者
数②

② / ①
％

1 機械部門 2,748 2,205 1,228 55.7
2 舶・海洋部門 26 21 11 52.4
3 航空・宇宙部門 84 67 45 67.2
4 電気電子部門 2,701 2,130 1,026 48.2
5 化学部門 332 281 186 66.2
6 繊維部門 74 58 38 65.5
7 金属部門 162 129 74 57.4
8 資源工学部門 19 17 9 52.9
9 建設部門 9,729 7,414 3,194 43.1

10 上下水道部門 1,393 1,118 499 44.6
11 衛生工学部門 506 368 177 48.1
12 農業部門 744 631 388 61.5
13 森林部門 341 269 132 49.1
14 水産部門 74 60 25 41.7
15 経営工学部門 325 271 171 63.1
16 情報工学部門 1,000 815 501 61.5
17 応用理学部門 430 348 182 52.3
18 生物工学部門 261 209 135 64.6
19 環境部門 1,245 1,009 479 47.5
20 原子力・放射線部門 177 141 100 70.9

計 22,371 17,561 8,600 49
【参考】女性内数 2,286 1,853 935 50.5
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　今年の技術士第一次試験対策は，桜門技術士会と

共に各学部と連携して，説明会，対策講座に講師を

派遣しています．

　理工学部では，就職指導課と桜門技術士会の共催

による4月21日に技術士説明会[関顧問，栃折理事，

関事務局長，学生体験談２名 ]，6 月 22 日に適性・

基礎の対策講座 [関顧問，学生 1名 ]，7月 12 日に

専門（建設部門）[山崎理事 ]，8月 8日に専門 (機

械部門）[飯島先生 ]で開催する予定です．

　生産工学部では，土木工学科と共催で，6 月 21

日 ,28 日 ,7 月 4 日，11 日，12 日に，適性，専門，

基礎を全 5回 [関事務局長 ]で，直前対策 [栃折理

事 ]を 9月 20 日に開催する予定です．　

　過去問を分析した講習会，対策講座を希望される

学部，学科，事務局の方は，桜門技術士会までご一

報ください．

理工学部就職指導課と共催した適性・基礎の対策講座

理工学部就職指導課と共催した専門 (建設部門）

技術士第二次試験日程表

(1) 受験申込受付期間

　平成 29 年 4 月 7 日 ( 金 ) ～ 4 月 28 日 ( 金 )

(2) 筆記試験

・総合技術監理部門の必須科目

　期日：平成 29 年 7 月 16 日 ( 日 )

・総合技術監理部門を除く技術部門

・総合技術監理部門の選択科目

　期日：平成 29 年 7 月 17 日 ( 月・祝 )

　時間：�午前 9 時から午後 5 時までの間であらかじめ受　

験者に通知する．

(3) 口頭試験

　期日：�平成 29 年 11 月から平成 30 年 1 月までのあらか

じめ受験者に通知する．

　時間：�午前 9 時から午後 5 時までの間であらかじめ受

験者に通知する．

(4) 合格発表

　平成 29 年度の技術士第二次試験の合格発表

　筆記試験結果　日時：2017 年 10 月 31 日 ( 火 ) 予定

　口頭試験結果　日時：2018 年　3月　9日 (金 )予定

技術士第一次試験日程表

(1) 受験申込受付期間�　平成 29��年��6 月 22 日（木）

　��　　　　　　　　　　　�����～��7 月��3 日（月）��

(2) 筆記試験日 　　　　平成 29 年 10 月��8 日（日）��

(3) 合格発表 　　　　　平成 29 年 12 月 14 日（木）

　技術士第二次試験対策は，桜門技術士会の会員登

録を行い，第二次試験対策の希望をメールしてくだ

さい．桜門技術士会でサポートします (無料）．　

－技術士第一次試験－

－技術士第二次試験－

平成 29 年度技術士試験始動
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　受賞した作品は，「白糸ノ滝及び滝つぼ周辺整備

計画」，2012 年から世界遺産の構成資産として整備

したプロジェクトで，滝つぼ周辺整備となる .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　滝見橋を中心に，滝つぼ周辺の人工物の撤去（

建築物，旧滝見橋，落石防護柵など）を行い，護岸

整備，回遊性のある歩経路の整備，新形式構造の滝

見橋を整備することで，風致景観の向上を図り，世

界遺産の遺産に相応しい整備とされた．

　このプロジェクトの１つに滝見橋があり，滝見橋

は，グッドデザイン賞，コンクリート工学会作品賞，

PC 工学会作品賞など複数受賞している．今回の対

象は，滝見橋を含む護岸や展望台などの周辺整備の

全体で，土木分野での新しいデザインの視点が高く

評価されている．

当会顧問 関文夫教授が
土木学会デザイン賞最優秀賞他受賞

[白糸の滝つぼ周辺整備計画 ]　事業主：富士宮市，静岡県

 土木学会デザイン賞 2016 最優秀賞

　関文　夫｜日本大学理工学部　　日大理工土木（S60 年卒）　

　伊東　靖｜㈱パシフィックコンサルタント

　　　　　　　　　　　　　　　　日大理工土木（S59 年卒）

　長谷川剛｜ドーピー建設工業㈱　日大理工土木（H10 年卒）　

　　　　　　他 8名　　　　　　

　受賞団体｜富士宮市，静岡県，日本大学理工学部　他 5団体

[ 滝見橋 ]事業主：富士宮市

 日本コンクリート工学会作品賞 2014

　関�文夫，伊東　靖他　他３名

 プレストレストコンクリート工学会作品賞 2014

　富士宮市，日本大学理工学部

 グッドデザイン賞 2014

　関係者多数

　本会顧問である関文夫教授（土木工学科）
と理工学部土木工学科 OB が関係するプロ
ジェクトが、土木業界のデザインの最高峰
である土木学会デザイン賞 2016 年度最優
秀賞に輝いた。ここでは，このプロジェク
トとそのデザインの特徴を紹介する．

昭和時代に作られた滝見のための建築施設と滝見橋 (本整備で撤去）

過去の記憶と地元の声から新しく整備された展望施設

桜門トピックス｜ OUMON TOPICS
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［作品のデザインの特徴］

①風致景観の向上

　周辺環境の資源を生かすために，徹底した人工物の撤

去，景観阻害対象の改善，景観の創出など風致景観の向

上を図った．�

②本質的価値の共有

　場の特性を生かし，場の持つ滝の迫力や水の流れを引

き立たせるために，護岸や展望場，舗装に至るまで地場

の石材を用い，「地」にするデザインを徹底した．

③安全性，快適性の向上

　渡るだけの旧滝見橋から新しい視点場としての滝見橋

として架け替えを行い，展望場や歩経路を一体的に整備

することで，多彩な視点場を提供することとした．また，

古くから地元の人々は滝つぼや水に触れることがあるた

め，安全面に配慮しながら動線を確保した．

［作品の実現に向けた取組み，狙いや工夫］

①人工物の撤去

・�滝つぼ周辺の建築物２棟の撤去並びにそれらを保護す　

る落石防護柵及び基礎，ネット及び基礎の撤去

・コンクリート護岸，排水溝，コンクリート舗装の撤去

・老朽化した旧滝見橋及び橋脚の撤去

②展望場・回遊性のある一体的な歩道整備

・�架橋位置を後退させて，これまでに無い高い位置から

の視点場を整備（左岸橋詰広場，橋上，右岸橋詰）

・�回遊性を持たせ視点の位置を変化させることによる視

点場の多様性を表現

・地元の声を反映させた滝つぼへの視線と動線

③橋梁（滝見橋）の架け替え

・�現地の地形改変を押さえてコンパクトな構造（日本初　

の扁平バランスドアーチ構造）による橋の設計

・ノーシュー，ノージョイントの長寿命，高耐久性橋梁

・地場の石材を用いた親柱や舗装材の種石の適用

[ デザインの背景 ]

� �静岡県富士宮市にある白糸ノ滝は，1936 年に富士箱根

伊豆国立公園に制定され，国の名勝及び天然記念物にも

指定されている．2005 年からは世界遺産登録に向けて活

動が始まり，�2012 年 9 月に ICOMOS（国際記念物遺跡会議）

の調査及び視察が行われることとなった．本事業は，こ

の世界遺産登録に向けて滝つぼ周辺の整備基本計画（2012

年 3 月）を策定し，実施されたもので ,2013 年 6 月に「世

界遺産　富士山 - 信仰の対象と芸術の源泉」に認定され，

2013 年 12 月までに整備が進められた．

関 文夫 |せき　ふみお

日本大学理工学部土木工学科教授

技術士（建設部門）日大理工土木（S60 年卒）

大学を卒業後，大成建設へ入社．橋梁設計と施工
を中心に設計部と現場を往来した後，土木デザイ
ンを独学で習得．環境と構造を融合した土木デザ
インで国内外から高い評価を得て，国内外の作品
が多数受賞している．2011 年より現職．

研究室｜ http://www.civil.cst.nihon-u.ac.jp/seki_home/

滝見橋から眺めた白糸の滝と護岸

扁平なアーチ構造のスパンライズ比 1/12 で斜材と PC で水平力を低減

富士山の大沢石を用いた親柱と粉砕した大沢石の舗装

人工物が一切見えない白糸自然公園への歩経路から眺めた富士山
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世界の技術紀行｜ Technology journey around the world

�南仏リヨン空港から車を借り，Ａ 75 の高速道路で，南仏マ

ルセイユを目指す．2 泊３日で，世界遺産やル・コルビュジ

エの建築群，世界で最も美しいとされているミヨー高架橋な

ど必見の構造物が集中している．後半は，エッフェルがエッ

フェル塔の設計前に完成したガラビ橋，ガール水道橋，アヴェ

二オンの橋等世界遺産となった歴史的な橋も散策できる．道

中でペリエで有名なモンペリエや地中海に面したマルセイユ

はフランス屈指の港まちでシーフードと白ワインが美味しい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[写真・文　関文夫 ]

『南仏の土木構造物を眺める』シリーズ１ [旅程 ]
１日目　
　①リヨン空港駅｜設計　サンチャゴ・カラトラバ
　②サンピエール教会｜設計　ル・コルビュジエ
　③ユニテダビダシオン｜設計　ル・コルビュジエ
　④リヨン市内｜世界遺産
２日目
　⑤ガラビ橋｜設計者　グスターヴ・エッフェル
　⑥ミヨー高架橋｜設計者　ノーマン・フォースター
３日目
　⑦ガール水道橋｜世界遺産
　⑧アヴェ二オンの橋｜世界遺産
　⑨モンペリエ
　⑩マルセイユ港

①リヨン空港駅｜設計　サンチャゴ・カラトラバ ②サンピエール教会｜設計　ル・コルビュジエ ③ユニテダビダシオン｜設計　ル・コルビュジエ

④リヨン市内｜世界遺産 ⑤ガラビ橋｜設計者　グスターヴ・エッフェル

⑥ミヨー高架橋｜

　設計者　ノーマン・フォースター

⑦ガール水道橋｜世界遺産 ⑧アヴェ二オンの橋｜世界遺産

⑩マルセイユ港⑨モンペリエ⑨モンペリエのカキ

⑥ミヨー高架橋｜MIllau Viaduct
 Coordinates：44° 5' 6.00" N 3° 1' 18.00" E
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会員紹介｜ Introduction of members
『海外で橋を造る』

　初めての現場勤務が PC エクストラドーズド橋を施工する

フィリピン・セブだった．海外勤務希望を口にしたことはなかっ

たが，わき目もふらずがむしゃらに働いた．現地作業員直庸だっ

たため施工管理，設計交渉のみならず労務管理まで 1 年半とい

う短い期間であったが全てを経験した．橋が開通，帰国する際，

機上上空から眺めた時は感無量であった．以来，日本から遠く

離れたアフリカ・ジンバブエ，UAE ドバイを経験し，世界中ど

こでもやっていける自身はついた．現在，新東名高速最後の大

型アーチ橋，河内川橋工事の詳細設計を担当している．

山根　庸夫 |やまね　つねお

日本電設工業 (株 )　北海道支店工務部担当部長

技術士（電気電子／総合技術監理部門）日大工電

気（H1 年卒）

大学を卒業後，日本電設工業 ( 株 ) へ入社．官公

庁施設・超高層ビル・駅ビル・研究施設などの建

設工事（建築電気設備）の施工管理に従事．電気

設備に関連する基準改訂委員や試験委員を担当．

『技術士を取得し、社会貢献を』

　入社以来「施工管理」＝「現場」に従事してきた．建設工事

は多くの職種が集合し，一つのものを作り上げるプロジェクト

である．面白い仕事である．もちろん苦労もある．業種の異な

る技術屋が意思をぶつけ，制約のある中で QCD ＋ S（安全）を

コントロールし，目的物を完成させる．ここで活躍する「技術

士」は多い．

　この資格を取得するとさらに忙しくなる．外部の学協会から

委員等の依頼を受けることが多くなる．社会貢献の一つと考え

対応している．学生のみなさんもぜひ仲間に．

『目指すはコンビニ交通コンサル』

　長年勤務した建設コンサルタント会社の退職を機に，個人事

務所を開設．在職中は主に道路の交通運用，交通計画，需要

予測等に携わった．業務にあたっては利用者の立場を忘れず，

また，利用者の生理や心理も考慮することを心掛た．このよ

うな思いと，身近な交通問題に自由な立場で対応するために，

事務所名にはＵ chida のＵ，You( あなた ) の読みＵ，更には

Ｕ tility やＵ niversal の意味も込めた．趣味の一つのバイク

( 現在はペーパーライダー ) については，安全対策としての昼

間点灯実施に一役買ったと，勝手に思い込んでいる．

沖原　光信 |おきはら　みつのぶ

清水建設株式会社　土木技術本部　バックエンド

技術部　課長

技術士（建設部門）　平成 6年院卒

バックエンド技術部員として，地層処分関連事業

にも従事しており，将来の地層処分施設の建設に

向けて，施工技術や施工機械の開発に取り組んで

います．

『イチエフ構内の汚染水タンク群を望む』

　現職は，清水建設 ( 株 ) 土木技術本部バックエンド技術部課

長．理工学研究科土木工学専攻を修了後，1994 年 4 月に清水

建設に入社しました．本社設計部，四国支店，技術研究所に勤

務し，2008 年から現部署に所属．2011 年 3 月の東日本大震災

以降は，福島第一原子力発電所（通称，『1F（イチエフ）』）の

復興事業の技術担当として，汚染水タンクやフェーシング工事

（地表面を遮水性舗装により雨水が地中に浸透するのを防止）

等，多くの汚染水対策工事に従事してきました．今後も 1F の

環境回復に貢献していく所存です．

山﨑　啓治 |やまざき　けいじ

鹿島建設㈱横浜支店　河内川橋 JV 工事事務所�副

所長

技術士（建設部門）日大理工土木（H6 年院修）

コンクリート橋の設計・施工に 23 年間従事．

2013 年，英国の設計コンサル「ARUP 香港」に出向，

東南アジア地域での国際工事に関わる設計・発注

者補助業務に携わる．

yamazake@kajima.com

内田　滋 |うちだ　しげる

交通工学系コンサルタントＵ＆Ｕ�代表

技術士（建設部門 /道路，総合技術監理部門

日大理工交通（Ｓ 47 年卒業），日大理工修士土木

（Ｓ 49 年修了）

大学院修了後，理工学部交通工学科 ( 当時 ) 教室

に在籍．その後，日本交通技術㈱に勤務し，平

成 26 年の退職と共に技術士の個人事務所を開設．

趣味は日本史，バイク，雑学等など．
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□桜門フォーラム 2017

　－首都高速道路の更新事業の展開－

　第一回東京オリンピック開催された 1964 年，首都高速

道路の一部が開通し，古い構造物は 50 歳を超え，メンテ

ナンスが急務となっている構造物も少なくない．今回の

フォーラムでは，首都高速道路の大規模更新事業に着目

し，今後の首都高速道路のメンテナンスについて，ご講

演いただく予定である．

　日　　時：2017 年 10 月 18 日（水）18 時 20 分開演

　場　　所：駿河台校舎１号館　６F�CST ホール

　内　　容：「首都高速道路の更新事業の展開」

　講�演�者：首都高速道路株式会社プロジェクト部

　　　　　　　　　　高橋三雅氏（理工土木 S60 年卒）

　参�加�費：�学生，会員無料，他大学技術士会会員無料，

その他 1,000 円

　懇親会費：3,000 円

　申�込�み：�桜門技術士会のホームページで参加登録し

てください．

今後の行事予定｜Calendar of upcoming events

□桜門クルージング（春の企画延期）

　－構造物の劣化を船から眺める－

　今回の桜門クルージングは，天空橋から羽田空港，京

浜水路 , 天王洲まで船に乗ります．途中ご案内を品川区

防災まちづくり部の多並知広氏にお願いしております．

秋空のクルージングに是非ご参加ください．

　日　　時：2017 年 10 月 21 日（土）13 時半集合　　　　　　　　　　　　　

　場　　所：天空橋船着場

　ル�ー�ト：�天空橋⇒羽田空港⇒海老取川⇒京浜水路⇒

天王洲ヤマツピア桟橋 15 時半

　参�加�費：一般 5,000 円，学生 2,000 円

　懇�親�会：天王洲周辺で懇親会の予定

　　　　　　16 時から 18 時

　申�込�み：�桜門技術士会のホームページで参加登録し

てください． 桜門クルージング 2017 のポスター

桜門クルージング 2016 の乗船状況

桜門クルージング 2016

学生や桜門技術士会，桜門工業クラブなど多数の
参加者が日本橋川，神田川を遊覧した．懇親会で
は，年齢差 50 歳以上という飲み会となり，老若
男女が楽しんだ．
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 　　　－技術士理事会の活性化と事務局の刷新－

� 会長　成島　誠一

　平成 26 年度から理事会で会長を仰せつかり，約 3年

間の時間が経過しました．平成 29 年度理事会は，下表

のようなメンバーで展開して参ります．総務部会，広

報部会，業務部会，企画部会の４部会と監査，相談役，

顧問，参与で構成されています．この 3 年間で，理事

会のメンバーの入替えと補充を図り，40 代，50 代を

中心とした理事で運営しております．また，昨年は事

務局の不手際で，会員の皆様に会費のご請求が届かな

かったり，会員の登録の件で，ご不便をお掛けしまし

たこと，深くお詫び申し上げます．会費未請求の会員

の皆様には，2016 年分，2017 年分のご請求となりま

すのでご了承ください．　

　今後も各会員の皆様の声と会員皆様のお顔をつない

だ交流を主体として，会員の皆様の桜門技術士会を目

指したいと思います．ぜひ，会員皆様のご理解とご協

力をお願いします．

平成 29 年度桜門技術士会理事会組織表

□桜門技術士会忘年会

　－平成 29 年を振り返る－

　桜門技術士会理事会と桜門工業クラブの合同忘年会を

開催する予定です．

　日　時：2017 年 11 月下旬　　　　　　　　　　　　

　場　所：御茶ノ水界隈

　参加者：桜門技術士会会員，桜門工業クラブ会員

　詳　細：�桜門技術士会のホームページに記載しますの

で，参加希望の方は，参加登録してください．

□技術士第一次試験合格発表

　平成 29 年度の技術士第一次試験の合格発表

　　　　　　　　日　時：2017 年 12 月 14 日 ( 木 ) 予定　　　　　　　　　　　　

□桜門技術士会賀詞交換会

　－平成 30 年を迎える－

　理工学部・工学部・生産工学部の各学部長と，桜門技

術士会理事会と桜門工業クラブの合同懇親会を開催する

予定です．

　日　時：2018 年 1 月下旬　　　　　　　　　　　　

　場　所：御茶ノ水界隈

　参加者：�日本大学学部長数名，教員，桜門技術士会会員，

桜門工業クラブ会員

　詳　細：�桜門技術士会のホームページに記載しますの

で，参加希望の方は，参加登録してください．

□桜門クルージングまたは桜門サロンの開催

　－隅田川の橋梁群と都市計画を眺める（仮）－

　日本大学の学生と桜門技術士会と桜門工業クラブの合

同懇親会を開催する予定です．

　日　時：2018 年 5 月上旬　　　　　　　　　　　　

　場　所：検討中

　会　費：検討中

　参加者：�学生，桜門技術士会会員，桜門工業クラブ会

員

　懇親会：あり

　詳　細：�桜門技術士会のホームページに記載しますの

で，参加希望の方は，参加登録してください．

□桜門技術士会総会

　第 26 回桜門技術士会総会　

　桜門技術士会総会と桜門工業クラブの合同懇親会を開

催する予定です．

　日　時：2018 年 6 月中旬　　　　　　　　　　　　

　場　所：日本大学理工学部施設

　詳　細：�桜門技術士会のホームページに記載しますの

で，参加希望の方は，参加登録してください．

役職 氏名 卒業年 学部
会長 成島 誠一 S60 理工・土木

相談役 清野 茂次 S31 理工・土木
山口 豊 S41 理工・交通

顧問
上原 義昭 S35 理工・土木
辻本 仁一 S29 理工・機械
関 文夫 S60 理工・土木

参与 座親 勝喜 S34 理工・土木

総務部会
廣谷 彰彦 S43 理工・土木
内田 滋 S49 院理工・土木
石井 良昌 S45 理工・交通

広報部会

坂本 憲一 S58 院理工・工化
関 貴司 S59 理工・土木
山崎 啓治 H6 院理工・土木
沖原 光信 H6 院理工・土木
蔵重 敬輔 H28 理工・土木

業務部会

蛯原 巌 S63 院理工・土木
山口 泰男 S42 院理工・土木
西尾 行弘 S57 理工・建築
栃折 宣彦 H4 理工・土木
山根 庸夫 H 元 工・電気

企画部会

須藤 誠 S44 院理工・土木
橋場 常雄 S53 文理・化学
石田 稔 S44 理工・土木
西川 和良 S60 理工・土木
中村 隆司 S60 理工・土木
有村 健太郎 H11 理工・土木
佐藤 有治 S54 理工・土木
滝瀬 敦士 H4 院理工・交通

監事
大石 潔 S41 理工・土木
伊東 芳夫 S40 文理・応地
新井 健次 S44 農獣医・水産

□技術士第二次試験合格発表

　平成 29 年度の技術士第二次試験の合格発表

　筆記試験結果　日　時：2017 年 10 月 31 日 ( 火 ) 予定

　口頭試験結果　日　時：2018 年　3 月　9 日 ( 金 ) 予定　　　　　　　　　

学生
理事

第 25 回桜門技術士会総会報告
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【桜門技術士会とは】
　桜門技術士会は平成４年 6 月 30 日に発足した校友組織
で、創設 25 年を迎えました。
　桜門技術士会は、各大学技術士会の中で、当会は最大か
つ最長の伝統を有しており、各界で活躍している会員で構
成されています。会員は、第一次試験突破を目指す学生か
ら、卒業間もない社会人で第一次試験突破を目指すもの、
第二次試験突破で技術士を目指すもの、技術士を保有する
もので構成されています。
　技術士というステータスを目標に新しい仲間と交流して
みませんか。日本の技術を支える桜門技術士会の心強い仲
間がそこにおります。皆様のご入会をお待ちしております。
 入会ご案内｜ http://www.oumon.com/ipe/


