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建設コンサルタンツ協会四国支部

支部長　別枝　修

　建設コンサルタンツ協会四国支部は昭和60年4月に中国四国支部か

ら分離独立し、平成 27年に創立 30周年を迎えました。これもひとえ

に、諸先輩の皆様の大変なご苦労と会員各位のたゆまぬ努力、そして

我々建設コンサルタントを育成し、活用いただきました関係諸機関の皆

様の暖かいご指導とご支援の賜物と、心より感謝を申し上げます。

　創立時に 35社であった会員数は現在 50社に増え、地域の建設コン

サルタントとして業務の改善や技術力の向上を図るための様々な活動

を充実し、社会資本整備の支援を通じ地域の発展に寄与してまいりました。

　過去を振り返りますと、日本経済はバブル崩壊後、不良債権問題をはじめとする様々な後遺症を抱え、

長きにわたり低迷を余儀なくされました。その上、少子高齢化・食の安全・地球温暖化など様々な問題

の対策について模索が続いております。また、東日本大震災、熊本地震などの大規模災害を教訓として

安全に対する国民の意識が高まるなか、災害の多い脆弱な四国地域において防災・減災計画や災害時の

復旧・復興計画策定等の検討が精力的に進められております。このような社会情勢の変化を受け、建設

コンサルタントの果たすべき役割が益々重要になってきているものと認識し、多様化・高度化する時代

に適応できる技術の研鑚に努めるとともに「品質・技術力向上の時代」への意識改革を進め、四国地域

の安全で安心して暮らすことができる豊かな地域づくりのため邁進してまいりました。

　これまでの四国支部の活動として、「地域への社会貢献活動」では四国の 4地域で 10年にわたり活動

を継続し地元の皆様とも交流を深め、建設コンサルタントを含む建設産業全体のイメージアップを図り

ました。建設コンサルタントの役割や活動を地域の皆様にもご理解いただけたものと考えております。

また、「社会貢献活動」は協会本部から「功労賞」を受賞しました。これも会員各位の地道な努力の賜

物と敬意を表するとともに、関係者の皆様に感謝申し上げます。

　また平成 27年から新たに「諮問委員会」を発足し、更なる意識改革を目指して協会活動の活性化に

取り組んでおります。この委員会では「発注先との意見交換会・支部内勉強会・広報誌の充実・支部組

織の改変」など多岐にわたる支部活動について検討を行っており、その成果の一部として、「RCCM資

格試験」を平成 28年から高松でも開催することができました。

　近年、我が国の社会経済状況は成長から安定へと大きく変化しています。30周年を節目として今後

も時代の変化に適応し地域で貢献できる発注者のよきパートナーとなるため、会員一同一丸となって努

力を続けてまいります。そうして次世代に誇れる美しく豊かな国土を実現するプロフェッショナル集団

を目指し活動していく所存でございます。

　今後とも皆様の変わらぬご支援・ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げ、挨拶とさせていただ

きます。

ご  挨  拶
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　一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部が創立30周年を迎え

られましたことを心からお祝い申し上げます。

　四国支部におかれましては、昭和 60年に中国四国支部から独立して

設置され、別枝支部長はじめ役員、会員各位のご尽力により、建設コン

サルタント業界の発展や社会資本整備に大きく貢献されたことに深く

敬意を表します。

　四国地方整備局では、安全・安心の確保や地域の発展のため、治水事

業や８の字ネットワークをはじめとする道路事業などの社会資本整備を進めて参りました。今後も南海

トラフ巨大地震や豪雨に備えて対策を進めていく必要があります。これらの事業の実施にあたっては、

皆様方のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げるとともに、今後ともご協力をよろしくお願い申し上

げます。

　個人的な経験談ですが、建設コンサルタントの皆様に助けていただいた事例を二つお話しさせていた

だきます。ダム所長時代に、高低差 200 メートルの原石山を 100 メートルほど掘削したところ、法枠

にクラックが入りました。建設会社、学識者、土木研究所、コンサルタントの方に速やかに現場に来て

いただき、一同で対応を協議しました。様々な意見が出ましたが、現場経験豊富なコンサルタントの方

の提案を私はその場で即決して採用し、対策工事を実施することができました。また、５年前、近畿地

整河川部長のとき、紀伊半島大水害が発生し数か所の天然ダムができました。災害対策に当たっては、

建設コンサルタントの皆様にも様々な分野で昼夜を問わず協力していただきました。

　このように、緊急時や困ったときに助けていただけるのは、本当にありがたいものであり、建設コン

サルタントの重要性を改めて感じたところです。

　さて、一昨年、品確法を中心にいわゆる「担い手３法」が改正され、「将来にわたる担い手の中長期

的な育成・確保」が基本理念に追加されました。また昨年より i-Construction による建設現場の生産性

向上への取り組みを始めておりますので、皆様方のご協力をお願い致します。

　社会資本整備において、建設コンサルタントの皆様は極めて重要な役割を担っており、まさに頭脳と

して貢献していただいております。建設コンサルタント業界の社会的地位の更なる向上を切に期待して

おります。

　結びになりますが、皆様におかれましては今後とも魅力ある建設コンサルタント業を目指し、更なる

技術の研鑽をお願いするとともに、貴協会の益々の発展と会員各位のご健勝を祈念してお祝いの言葉と

させていただきます。

国土交通省四国地方整備局

局 長　名波　義昭
祝　辞
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建設コンサルタンツ協会

会 長　長谷川　伸一

　四国支部創立 30周年、誠におめでとうございます。また、盛大な記

念式典にお招きいただき、ありがとうございます。

　四国支部の前身は昭和 43 年に中国四国地区協議会としてスタート

し、２年後に中国四国支部が設立されました。同じ時期に北海道、東

北、関東甲信越支部も設立され、これより先に設立されていた近畿、九

州、中部支部と合わせて、現在の協会の組織形態が出来上がることにな

ります。

　その後、昭和 60年に中国四国支部から四国支部が分離され、30周年を迎えました。関東・北陸支部

と同様に、四国・中国支部は一卵性双生児の間柄にあり、30年を経ても良好な関係が継続しているこ

とは大変喜ばしいことだと感じています。

　支部設立時は 35社であったものが、現在は 50企業で構成され、現在に至るまで多くの課題・難問

等を乗り越え、今では揺ぎ無い組織としての地位を確立されたこと、この成果は四国管内諸先輩、また

現在の幹部と会員各位のご努力を始めとして、国や自治体等、発注者のご支援の賜物として敬意を表し

たいと思います。

　これまで協会は、国民の安心・安全で快適な生活、経済基盤を支えるために、国土の強靭化や国際的

な競争力を強める社会資本整備に貢献してきましたが、一般社会での建設コンサルタントへの認知と理

解が低く、これが魅力ある建設コンサルタント業界を育成する上での大きな課題となっています。

これらの課題解決に向けて、本部・支部の一体的な活動と目的の共有化のために、本部の理事には全支

部長にお願いして理事会を構成し、別枝支部長には特に常任理事として協会本部に貢献戴いていること

に感謝申し上げます。

　四国支部の特筆すべき活動として支部長の諮問機関を設立し、四国支部独自の要望を提案され、今年

からは RCCM試験や橋梁点検士に繋がる「橋梁メンテナンス講習会」も四国・高松で行うこととなりま

したが、これも一重に別枝支部長はじめ、支部幹部及び支部の皆様の積極的な活動によって実現したと

思います。

30周年を迎えた機会に、更なる本部支部の連携強化をお願いし、今後の 50年に向けて四国支部の益々

の発展と、発注者の信頼を得ることで地域に根付いた新たな発展を祈念して四国支部創立 30周年のお

祝いの挨拶と致します。

祝　辞
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建設コンサルタンツ協会中国支部

支部長　小田　秀樹

　四国支部創立 30周年、誠におめでとうございます。隣接中国支部長

としてお祝いを申し上げます、と言いたいところですが、中国支部とし

ましては、日常生活に例えますと、中国四国支部として一つ屋根の下で

暮らしていた家庭から愛する伴侶が飛び出していったという事態で

あったことを考えますと、本当のところは素直に喜べない部分も個人的

にはございます。

　ただし、出て行かれた伴侶のことを、いつまでも懐かしがっていても

仕方が無いと思い、当協会の支部が各地方整備局ごとに存在するということは、誠に美しい本来在るべ

き姿であると理解している今日この頃です。

　併せて、貴支部が四国支部として自立された後、土木学会や技術士会などの各会が、順次分離独立し

ているという現実を見ますと、四国支部の皆さんの先駆的なご努力に改めて敬意を表する次第です。ま

た、現在の支部会員につきましても、中国支部と同数の約 50社という組織に成長され、活発に活動さ

れていることに重ねて敬意を表します。

　私が常々思っていることですが、我が中国地方は、瀬戸内海を挟んだ四国が存在しなければ、地理的

には本州西端の細長い半島であります。四国も半島である中国があることにより、お互いに日本海や太

平洋の荒波を引き受けながらこの地域を構成していますし、両地方を結ぶ、児島・坂出、尾道・今治の

２ルートの架け橋が出来たわけであります。

　このような縁を大切にしながら、中国支部といたしましても、今後いっそう四国との交流を深め、建

設コンサルタンツ協会の支部の役割を共に果たして行きたいと思います。

　最後になりますが、貴支部の今後益々のご発展を祈念いたしまして、措辞ではございますが捨てられ

た元夫として、元気で過ごしておられる元伴侶へのお祝いの言葉とさせて頂きます。四国支部創立 30

周年、誠におめでとうございました。

祝　辞

4



役　員　名 氏　　　名 会　　　社　　　名 役　　　職

支 部 長 別枝　　修 ㈱四電技術コンサルタント 代表取締役社長

副支部長 坂東　　武 四国建設コンサルタント㈱ 代表取締役社長

副支部長 大野　二郎 ㈱芙蓉コンサルタント 代表取締役社長

副支部長 右城　　猛 ㈱第一コンサルタンツ 代表取締役社長

副支部長 奈良　　敬 ㈱四電技術コンサルタント 専務取締役

支部理事 浅野　雄嗣 ㈱五星 代表取締役会長

支部理事 中山　　誠 復建調査設計㈱ 常務執行役員四国支社長

支部理事 森　　　健 ㈱四電技術コンサルタント 営業部副部長

支部理事 岡　　兵典 ㈱富士建設コンサルタント 代表取締役

支部理事 辻　　和秀 ㈱エイト日本技術開発 執行役員四国支社長

支部理事 公文　高志 ㈱サン土木コンサルタント 代表取締役社長

支部理事 橋口　孝好 構営技術コンサルタント㈱ 代表取締役社長

支部監事 藤田　定吉 ㈱フジタ建設コンサルタント 代表取締役

支部監事 齋藤　恒範 ㈱エコー建設コンサルタント 代表取締役

■四国支部役員

四国支部の組織

5



四国支部総会

役員会

支部長

副支部長

理事

監事

諮問委員会

対外活動部会

県部会

事務局 総務部会 企画部会 技術部会
資格・情報

部会

社会貢献活動

委員会

災害対策

委員会

対外活動

委員会

設計成果品質

向上委員会

■四国支部組織図

■四国支部部会

部 会 長 森　　　健　 ㈱四電技術コンサルタント／営業部副部長
副部会長 藤田　定吉 ㈱フジタ建設コンサルタント／代表取締役
副部会長 中村　直登 日本工営㈱／四国支店長
副部会長 恒石　和義 構営技術コンサルタント㈱／技術顧問
委　　員 福井　雅浩 パシフィックコンサルタンツ㈱／四国支社長
委　　員 白川　幸男 ㈱福山コンサルタント／西日本事業部参与
委　　員 村松　政幸 アジア航測㈱／四国支店長
委　　員 高橋　久彦 ㈱地圏総合コンサルタント／四国支店長
委　　員 渡部　洋祐 ㈱ダイヤコンサルタント／四国支店長
委　　員 竹島　和司 ㈱四電技術コンサルタント／理事

【総務部会】
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【対外活動部会】

【企画部会】

部 会 長 右城　　猛 ㈱第一コンサルタンツ／代表取締役社長
副部会長 小笠　義照 ニタコンサルタント㈱／代表取締役社長
副部会長 﨑本　繁治 ㈱オリエンタルコンサルタンツ／執行役員四国支店長
副部会長 岡　　兵典 ㈱富士建設コンサルタント／代表取締役
委　　員 宮本　卓也 国土防災技術㈱／四国支店長
委　　員 河野　一郎 セントラルコンサルタント㈱／四国事務所技師長
委　　員 笠井　茂夫 ㈱長大／高松支社長
委　　員 田渕　智秀 新日本技研㈱／四国事務所長
委　　員 石本　　修 中央復建コンサルタンツ㈱／四国営業所長
委　　員 神野　邦彦 ㈱愛媛建設コンサルタント／代表取締役

部 会 長 坂東　　武 四国建設コンサルタント㈱／代表取締役社長
副部会長 川崎　末和 ㈱ウエスコ／執行役員四国地区統括
副部会長 原田　益雄 応用地質㈱／執行役員四国支社長
副部会長 伊賀原稔房 ㈱ワタリコンサルタント／代表取締役社長
委　　員 齋藤　恒範 ㈱エコー建設コンサルタント／代表取締役
委　　員 三谷　　健 いであ㈱／四国支店技師長
委　　員 三砂　利明 ㈱建設技術研究所／四国支社長
委　　員 小西富士彦 ㈱シアテック／代表取締役社長
委　　員 樋口　昭雄 基礎地盤コンサルタンツ㈱／四国支店長
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【資格・情報部会】

【技術部会】

部 会 長 中山　　誠 復建調査設計㈱／常務執行役員四国支社長
副部会長 松本　祐一 ㈱松本コンサルタント／代表取締役社長
副部会長 藤田　和博 国際航業㈱／西日本事業本部技師長
副部会長 吉原　　潔 ㈱エイト日本技術開発／高松支店長
委　　員 工藤　　進 ㈱クレアリア／四国支店長
委　　員 岡﨑　健二 ㈱建設環境研究所／高松支店長
委　　員 佐藤　至紀 ㈱ニュージェック／四国支店長
委　　員 白石　　央 ㈱荒谷建設コンサルタント／四国支社長
委　　員 木村　充宏 ㈱エス・ビー・シー／代表取締役
委　　員 水口　　覚 ㈱ティーネットジャパン／執行役員四国支社長
委　　員 祖母井正博 ㈱ウエストコンサルタント／代表取締役

部 会 長 大野　二郎 ㈱芙蓉コンサルタント／代表取締役社長
副部会長 水上　博史 ㈱和コンサルタント／代表取締役
副部会長 浅野　雄嗣 ㈱五星／代表取締役会長
副部会長 公文　高志 ㈱サン土木コンサルタント／代表取締役社長
委　　員 湯浅喜久一 八千代エンジニヤリング㈱／四国統括事務所技師長
委　　員 五藤　隆彦 ㈱東京建設コンサルタント／四国支社長
委　　員 廣瀬　尚二 大日本コンサルタント㈱／四国支店長
委　　員 直本　啓祐 川崎地質㈱／四国支店長
委　　員 有馬　賢一 ㈱パスコ／香川支店長
委　　員 中木　一文 ㈱基礎建設コンサルタント／代表取締役
委　　員 藤村　修作 南海測量設計㈱／代表取締役
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■本部委員会委員
本部委員会名 氏　　名 支部役職等

常任理事会 別枝　　修 支部長

運営委員会 別枝　　修 支部長

常任委員会 森　　　健 支部理事・総務部会長

災害対策本部 別枝　　修 支部長

災害時対応検討委員会 竹島　和司 総務部会委員

倫理委員会 別枝　　修 支部長

独禁法に関する委員会 別枝　　修 支部長

中期行動計画推進特別委員会 森　　　健 支部理事・総務部会長

社会資本維持管理対策検討推進本部 別枝　　修 支部長

維持管理対策特別ＷＧ 柴垣　　博 ㈱四電技術コンサルタント

道路橋技術相談窓口 SWG 小川　　修 四国建設コンサルタント㈱

対外活動部会 別枝　　修 支部長

対外活動委員会 坂東　　武 副支部長・対外活動部会長

白書委員会 森　　　健 支部理事・総務部会長

広報専門委員会（四国支部委員） 小笠　義照 企画部会副部会長

業界展望を考える若手技術者の会
笹岡　信孝

森實　良子

四国建設コンサルタント㈱

㈱四電技術コンサルタント

コンプライアンス委員会 岡田　静訓 ㈱四電技術コンサルタント

地域コンサルタント委員会 明坂　宣行 ㈱第一コンサルタンツ

ＩＴＳ専門委員会 小笠原　誠 ㈱四電技術コンサルタント

道路構造物専門委員会 山地　孝樹 ㈱四電技術コンサルタント

環境専門委員会 三木　公司 ㈱四電技術コンサルタント

河川構造物専門委員会 福井　哲也 ㈱四電技術コンサルタント

ＣＩＭ技術専門委員会 渡邉　義則 ㈱四電技術コンサルタント

四国ブロックプラットフォーム

（官民連携事業推進）

後藤　良夫

妹尾　正也

㈱四電技術コンサルタント

四国建設コンサルタント㈱
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S.60 61 62 63 H.元 2 3 4 5 6 7 8

支部長 椎野　佐昌 関　利雄

浅野　脩 関　利雄 神田  一雄 神田、鎌田

公文  重徳

岡　紀興

越智  昭敏 山口  芳孝

齋藤  隆義

浅野　脩 城戸　尚 浅野  雄嗣

公文  重徳

関　利雄 安芸  佳夫

矢野  利男 新名  義弘 新名あと欠 小田  義人

瀬戸  正美 瀬戸あと欠 石黒  一男

西川  隆男

藤田  高志 藤田　定吉

渡邊  典雄 桑島  武彦

大野　雅治郎 武田　治 武田、大野 松下  範徳

神田  一雄

顧問 椎野　佐昌

事務局 岡本、森 森　栄三 谷本　薫

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

支部長 鎌田　文明 小西　芳男 蓮井　康 武山　正人

松﨑　實 澤田　眞

公文  重徳 小田  義人

岡　紀興 谷　光生

玉田  幸雄 田中　千博

齋藤  恒範

徳弘　竹二郎 下村　功 小林　克之

岡村　雅也

浅野  雄嗣

公文  高志

小田  義人

岡　紀興 岡　兵典

藤田　定吉

桑島  武彦 亀岡　平 小倉　信

谷　光生

石破  弘道 竹島　和司

山本　克彦

顧問 椎野　佐昌 高木、豊田 坂本　英隆

事務局 谷本　薫 鍵山　俊一郎

21 22 23 24 25 26 27 28

支部長 武山　正人 別枝　修

坂東　武

小田  義人 右城　猛

大野　二郎

奈良　敬

志水　勇起弘 志水、辻 辻　和秀

齋藤　恒範

橋口　孝好

浅野  雄嗣

公文　高志

岡　兵典

藤田　定吉

小倉　信 中山　誠

竹島　和司 奈良、山﨑 森　健

事務局 菅村　和男 三枝　茂樹

副支部長

理事

監事

渡邊あと桑島

副支部長

理事

監事

副支部長

理事

監事

■歴代役員
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1985年度/昭和60年度

1988年度/昭和63年度

1990年度/平成２年度

1989 年度 / 平成元年度

幹事会（年2回開催）

昭和63年度支部協議会
「建設コンサルタントの現状と要望」懇談会

業務委員会及び支部技術委員長合同会議
対外活動部会幹事会と支部責任者との連絡会議

平成元年度（第5回)支部協議会
「建設コンサルタントの現状と要望」懇談会
技術委員会（年2回開催）
総務委員会

業務委員会

幹事会（年2回開催）

技術講習会
見学会
四国横断自動車道川之江～新宮現場
実務者懇談会打合せ会

四国地方建設局との実務者懇談会

幹事会（年2回開催）

（社）建設コンサルタンツ協会　四国支部　創立

4月13日

瀬戸大橋線全線開通
土佐くろしお鉄道（窪川～中村）開業
吉野川第十堰改築事業の実施計画
調査着手

ソウル・オリンピック開催
国道55号阿南バイパス着工
国道194号寒風山トンネル起工式

「ふるさと創生」で１億円交付決定
新高松空港開港
昭和天皇崩御、新年号「平成」に

4月
4月　
4月　

9月
10月
10月　
11月　
12月
1月

4月
4月
6月　
7月　
9月

9月
11月　
12月

　
12月

2月
3月

4月

日本初の大型間接税（消費税3％）実施
国道197号鹿野川道路着工
中国天安門事件
国道305号越前海岸岩盤崩落事故
吉野川石井地区桜づつみモデル事業
完成
横浜ベイブリッジ開通
ベルリンの壁崩壊
米ソ首脳、マルタで会談。冷戦終結
宣言

国道11号高松東道路
（上天神～医大前）着工

クリエイティブ高松供用開始
那賀川　富岡水門改築事業完成

国際花と緑の博覧会開催

4月4日

6月6日
6月21日

12月19日
1月9日

5月24日
6月22日
7月4日
7月12日

9月1日

9月13日

10月3日
10月4日

10月12日

12月8日

本四「児島-坂出ルート」

桜づつみモデル事業

富岡水門

クリエイティブ高松

四国支部のあゆみ
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1991年度/平成3年度

1992年度/平成4年度

技術委員会
第6回支部協議会

「建設コンサルタントの現状と要望」懇談会
第2回技術講習会

河川計画業務講習会
鋼橋に関する技術講習会

6月　  
10月
10月　
10月　
10月　

12月　

1月　　

3月　　
3月　　

4月　  

4月　  

6月　  

6月　  

10月　
12月　
12月　
2月　　
3月　　
3月　　

4月　
4月　

4月　
6月
　
6月
　
7月　
8月
　
9月　

1月　
3月
3月

第7回支部協議会

「建設コンサルタントの現状と要望」懇談会

幹事会（年2回開催）
技術講習会
業務委員会

鋼橋及びPC橋に関する技術講習会

臨時幹事会及び実務者会議
実務者懇談会

第8回㈳建コン協四国支部総会
技術委員会

「建設コンサルタントの現状と要望」懇談会
技術講習会
支部企画委員会
支部理事会（年3回開催）
鋼橋及びPC橋に関する技術講習会（計4回開催）

建設コンサルタント業務研修会
実務者懇談会
独禁法マニュアル説明会

4月13日
5月23日
6月22日
7月18日

9月13日
9月4日～
　　    28日

5月8日

6月20日

7月11日
7月24日
9月3日

9月4日～
     10月1日

10月22日
12月3日

5月19日
6月23日
6月30日
8月20日
8月27日
〃
9月4日～
     10月2日
11月24日
12月1日
2月15日

中筋川総合開発事業着手
東西ドイツ45年ぶりに統一
松山空港滑走路2500m延長完成
今治駅連続立体交差事業完成
国道11号鳴門市北灘落石事故

ＴＢＳ秋山記者、日本人初の宇宙飛行

湾岸戦争

広島市の工事現場で橋げた落下事故
吉野川　新町樋門完成

吉野川第十堰建設事業着手

ゴルバチョフソ連大統領初来日

雲仙普賢岳火砕流発生

フィリピン・ピナツボ火山大噴火

国道197号布施ケ坂地区全面供用
国道32号高知東道路全線供用
松山空港新ターミナルビルが完成
アルベールビル冬季五輪開催
国道319号善通寺バイパス１工区全線供用
吉野川丸須水門完成

柴川谷川総合開発事業着手
瀬戸大橋と高松道が直結

肱川山鳥坂ダム建設事業着手
ＰＫＯ（国連平和維持活動）協力法案
成立
登山家田部井淳子さん女性初の７大
陸州最高峰征服
バルセロナ五輪開催
大洲市町裏排水樋門完成

毛利衛さんが乗った「エンデバー」打ち上
げ成功

北海道釧路沖地震（M7.5)発生
国道56号宇和島道路一部区間供用開始
土器川吉野川桜づつみモデル事業完成

瀬戸大橋と高松道

新町樋門
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1993年度/平成5年度

1994 年度 / 平成 6 年度

第10回㈳建設コンサルタンツ協会四国支部総会

「建設コンサルタントの要望と提案」意見交換会
場　所　四国地方建設局
出席者　四国地方建設局　6名　　協会本部　4名　　
　　　　協会支部　9名　

理事会（年3回開催）
技術委員会

「建設コンサルタントの要望と提案」意見交換会（高知県）
場　所　高知県庁
出席者　高知県　8名　　協会　6名

新しい入札・契約制度講習会

鋼橋及びPC橋に関する技術講習会（計4回開催）

「独占禁止法の指針」講習会
「レビュー制度に関する第一次報告書」説明会
「建設コンサルタントの要望と提案」意見交換会（道路公団）
場　所　日本道路公団高松建設局
出席者　公団　2名　　協会　4名

新しい入札・契約制度に関する諸問題の打合せ

4月　

4月　
5月　

7月　

8月　
10月　

12月　
1月　
3月　

3月

3月

5月19日

7月5日

〃
7月18日

8月3日

8月17日

9月9日～
          28日

10月4日
10月11日
10月24日

12月14日

「道の駅」づくりがスタート
四国の道の駅は、現在83駅
那賀川細川内ダム建設事業着手
日本初のプロサッカーＪリーグ開幕

北海道南西沖地震（Ｍ7.8）発生

マリンピア沖洲第一期事業竣工
東四国国体（香川・徳島）開催

GATTウルグアイラウンドが妥結
ロサンゼルス大地震(M6.7)発生　
JR予讃線伊予市駅 - 高松駅間の電化
工事完了

国道11号松山東道路4車化全線供用

徳島道（藍住～脇町）開通

英仏海峡の「ユーロトンネル」開通

高知海岸（長浜～新居）直轄工事区域指定
高松大渇水　早明浦ダム利水量がゼロ

渡川の名称を「四万十川」に変更
日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋
さん宇宙へ

松山市大渇水、5時間給水
高松など沿岸部で高潮災害
国道11号吉野川BP６車線区間完成供用

関西国際空港開
北海道東方沖地震（M8.1)発生
大江健三郎氏にノーベル文学賞

国道56号桑田山局改完了

四国電力が伊方原発3号機の営業運転開始
国道11号高松東ＢＰ　
前田東～医科大学開通

5月

6月
6月

7月
7月

8月
8月
8月

9月
10月
10月

11月

12月
12月

松山東道路

桑田山局改
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1995 年度 / 平成 7 年度

平成6年度建設コンサルタンツ協会四国地区実務者意見交換会
場　所　高松グランドホテル
出席者　四国地方建設局　12名　　四国四県　5名　
　　　　協会四国支部　13名
議　事　業務等の改善についての要望

第11回㈳建設コンサルタンツ
協会四国支部総会

技術委員会

㈳建設コンサルタンツ協会四国支部設立10周年記念講演会
場　所　徳島厚生年金会館
出席者　支部会員、徳島大学、四国地建徳島工事、徳島県、
　　　　(社)徳島経済同友会、四国電力　
講　演　「地震と土木構造物」　
　　　　　　　　　　　埼玉大学工学部教授　伊藤　學　氏
　　　　「大阪湾環状都市構想について」
　　　　　国土庁大都市圏整備局整備課長　林　孝二郎　氏

「建設コンサルタントの要望と提案」意見交換会
場　所　讃岐会館（地方職員共済組合　高松宿泊所）
出席者　四国地方建設局　7名　　四国四県　8名　
　　　　協会本部　7名　 協会支部　14名

鋼橋及びPC橋に関する技術講習会（計4回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」意見交換会（道路公団）
場　所　日本道路公団高松建設局
出席者　公団　4名　　協会　4名

「公共土木設計業務等標準委託契約約款」等説明会

道後温泉本館が国の重要文化財に指定

三陸はるか沖地震（M7.5)発生
阪神淡路大震災（Ｍ7.2）発生
高知海岸・物部川河口以西
4.612Ｋｍ県へ引き渡し

国道32号ＢＰ　満濃町吉野下～仲南
町十郷暫定供用
首都圏で地下鉄サリン事件発生
松山市役所地下駐車場着工

春の高校野球、観音寺中央高校が初
出場初優勝
東京で青島幸男氏、大阪で横山ノック
氏初当選
国道11号重信道路全線供用
吉野川　早明浦ダム1万本植樹祭開催
ロシアのサハリンで直下型大地震発生
仁淀川南の谷樋門完成
韓国ソウル市で営業中の百貨店が崩壊
アウン・サン・スーチーさん、６年ぶり
に解放
大洲市で大水害
直轄河川激甚災害対策特別緊急事業
が採択

四国縦貫道（徳島～藍住）開通

吉野川第十堰建設事業審議委員会設置
門入ダム本体定礎式
中筋川ダム試験湛水開始

「ウィンドウズ95」の日本語版発売

2月3日

4月26日

6月27日

8月4日

8月7日

9月4日～
     10月6日
10月16日

11月17日

12月

12月
1月
2月

3月

3月
3月

4月

4月

4月
5月
5月
6月
6月
7月

7月

8月

9月
10月
11月

11月

大洲市の大水害

早明浦ダム植樹祭

高知海岸
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1996 年度 / 平成 8 年度

平成7年度建コン協・全測連四国地区実務者意見交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地建　14名　　四国四県　5名　　
　　　　建コン協　14名　　四地協　14名
議　事　
1.適正な業務の執行についての要望事項の説明と討議
2.四国地方建設局・県よりの注意及び指示

理事会（年2回開催）

第12回四国支部通常総会
理事会（年3回開催）
技術委員会

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　ホテルニューフロンティア
出席者　四国地建　8名　　県　3名　　協会　24名
議　事　
・協会提案
　1）適正な業務の執行について
　2）成果品の質の向上について
・発注機関提案
　1）成果品のチェック体制の充実について
　2）受注者からの提案について

技術講習会（計4回開催）

業務委員会
「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社
出席者　公団　4名　　協会　4名

現場見学会
日本道路公団脇町工事事務所　概要説明　
城の谷橋（ケーブル架設）工事現場

那賀川　久留米田取水樋門完成

北海道の豊浜トンネルで落盤事故

国道55号牟岐道路全線供用
佐古駅連続立体交差事業完成

インドネシア航空機が福岡空港で着
陸失敗、炎上
アタランタ五輪開催
国道55号徳島南ＢＰ全線供用

堺市内の小学校でＯ157集団食中毒
発生
高松港頭土地区区画整理事業着手
吉野川　石井防災ステーション完成
国道11号吉野川ＢＰ全線供用

国道438号「美霞トンネル」開通
吉田ダム試験湛水開始

12月22日

2月14日

6月18日
〃
6月25日

7月2日

9月3日～
     10月2日

10月7日
10月28日

11月8日

12 月

2 月

3 月
3 月

6 月

7 月
7 月

7 月

9 月
9 月
9 月

10 月
11 月　

徳島南BP

牟岐道路

吉野川BP

石井防災ステーション  

佐古駅連続立体交差事業
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1997年度/平成9年度

実務者意見交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地建　13名　　四国四県　6名　　
　　　　建コン協　14名　　四地協　14名
議　事　
1）適正な業務の執行についての要望の説明と討議
2）建設省・県からの要望事項等

役員、総務・企画・業務・技術各委員長及び副委員長合同会議

現場見学会
明石海峡大橋架設現場

第13回四国支部通常総会
理事会（年3回開催）

技術委員会（年2回開催）
ISO9001セミナー

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地建　７名　　四国四県　8名　　
　　　　協会21名
議　事　
・協会からの要望と提案
　1）協会からの要望と提案
　2）設計改革宣言の説明
・意見交換
・発注機関からの要望
技術講習会（計4回開催）

業務委員会（年2回開催）
「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社
出席者　公団　4名　　協会　4名

3委員会合同説明会「建設コンサルタントの明日を考える」
建設コンサルタント賠償責任保険制度説明会
実務者意見交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地建　15名　　建コン協　14名　　
　　　　四地協　14名
議　事　「建コン協四国支部提案事項の説明と討議」
　　　　「全測連四国地区協議会提案事項の説明と討議」
　　　　「四国地建からの要望意見」

原爆ドームが世界遺産登録

「ナホトカ号」日本海で沈没。重油の大
量流出
国道33号松山インター関連全線供用
松山市と高松市間の高速道路開通
ＪＲ坂出駅付近立体高架切替運転開始
仁淀川水系奥田川排水機場完成
秋田新幹線開業
吉田ダム竣工

那賀川細川内ダム実施計画調査に移行
消費税5％スタート

高知工科大学開校

ペルー日本大使公邸人質事件発生

河川法改正

香港、156年ぶりに中国に返還
那賀川細川内ダム建設計画一時休止
国道55号吉良川ＢＰ全線供用
長野（北陸）新幹線開業
土佐くろしお鉄道（宿毛～中村）開業

日本サッカー　悲願のワールドカッ
プ出場
山一証券が自主廃業、戦後最大の倒産
京都議定書　採択
土井隆男さんが日本初の宇宙船外活
動を行い帰還
四国縦貫道（脇町～美馬）開通

12月16日

12月17日

3月27日

4月22日
〃

6月18日
6月20日

7月14日

9月5日～
          29日
10月8日
11月11日

11月19日
11月28日
12月9日

12月

1月

2月
2月
2月
2月
3月
3月

4月
4月

4月

4月

6月

7月
8月
9月
10月
10月

11月

11月
12月
12月

12月

高知工科大学

土佐くろしお鉄道
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1998年度/平成10年度

現場見学会
土佐吉野川橋（PC上部工）工事

総務委員会

第14回四国支部通常総会
理事会（年3回開催）

技術委員会（年2回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　ホテルニューフロンティア
出席者　四国地建　７名　　県　5名　　協会　26名
議　事　
・協会からの説明と要望
　1）コスト縮減と設計VEに関する取り組みについて
　2）品質確保（成果品の質）に関する取り組みについて
　3）建設副産物対策に関する取り組みについて
・意見交換

企画委員会（年2回開催）

技術講習会（計4回開催）

業務委員会
ISO9001セミナー

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社
出席者　公団　3名　　協会　4名

長野冬季オリンピック開催

はりまや地下駐車場完成
吉野川　緑の丘堤防完成

松山環状線全線供用
国道32号満濃ＢＰ　
満濃町吉野下暫定供用

金融ビッグバン始動
那賀川総合整備事業としての調査検
討着手
国営まんのう公園一部開園

本四道路　神戸淡路鳴門ルートが全
線供用

ユーロ参加11国が決定
坂出港50周年記念式典

サッカーＷ杯フランス大会、
日本初出場
日本初の火星探査機「のぞみ」打上げ
成功
詫間港、神戸港との定期航路開設
国道11号坂出丸亀ＢＰ　
丸亀市原田町～善通寺市金蔵町開通
中筋川ダム竣工
高知豪雨（県都水没）

3月17日

3月25日

5月28日
〃

6月23日

7月22日

8月26日

9月1日～
          24日
9月29日
10月6日
10月28日

2月

3月
3月

3月
3月

4月
4月

4月

4月

5月
5月

6月

6月

7月
7月

8月
9月

はりまや地下駐車場

本四「神戸ー鳴門ルート」

坂出港

高知豪雨

中筋川ダム

国営まんのう公園

松山環状線
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

1999年度/平成11年度

現場見学会
来島大橋（鋼橋）架設工事
実務者意見交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地建　15名　　建コン協　13名　　
　　　　四地協　10名
議　事　「建コン協四国支部提案事項の説明と討議」
　　　　「全測連四国地区協議会提案事項の説明と討議」
　　　　「四国地建からの要望意見」

要望
「平成10年度第3次補正予算に
関わる建設コンサルタント
業務の発注について」
総務委員会

第15回四国支部通常総会
理事会（年4回開催）

技術委員会（年2回開催）
総務委員会（年2回開催）

四国支部臨時総会
現場見学会
都市計画道路高知公園線　高知城大橋上部工工事

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　ホテルニューフロンティア
出席者　四国地建　7名　　県　6名　　協会　23名

技術講習会（計4回開催）

愛媛県立美術館完成、開館
高松駅前広場地下駐車場（仮称）着手

日本債券信用銀行が経営破綻、国有化

コロンビア大地震（M6.2）が発生

古岩屋トンネル開通

四国縦貫道（美馬～井川池田）開通
門入ダム竣工式

五色台スカイラインの無料化

寒風山道路完成供用（愛媛・高知）

尾道・今治ルート供用
（来島海峡大橋等供用）

鹿野川道路完成供用

今治小松道路 東予丹原～いよ小松
JCT開通
笠置トンネル開通
四国横断道「津田の松原ＳＡ」起工式

11月5日

12月2日

2月22日

2月25日

4月22日
〃

6月8日
6月24日

7月2日
7月16日

7月21日

8月31日～
     9月21日

11月
11月

12月

1月

3月

3月
3月

4月　

4月

5月

6月

7月

7月
8月

美馬～井川池田　開通

寒風山道路完成

本四「尾道ー今治ルート」

鹿野川道路完成
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

2000年度/平成12年度

業務委員会

情報ネットワーク整備に関する本部・支部意見交換会
場　所　建設クリエイトビル　会議室
出席者　本部　4名　　支部　6名
議　事　「協会支部の情報化推進計画」
　　　　「支部の情報ネットワーク整備状況」
　　　　「支部との情報インフラ・ニーズに関する意見交換」

ISO14001セミナー

橋梁に関する実務者懇談会

独占禁止法の遵守に関する講習会（計4回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社　会議室
出席者　公団　4名　　協会　4名

実務者意見交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地建　14名　　建コン協　9名　　
　　　　四地協　5名
議　事　「平成11年度建コン協の活動報告」
　　　　「協会からの提案：設計条件明示他」
　　　　「発注機関からの説明：建設副産物対策他」

第16回四国支部通常総会
理事会（年3回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　ホテルニューフロンティア
出席者　四国地建　9名　　県　6名　　協会　26名
技術委員会（年2回開催）
建設コンサルタント改訂標準財務諸表説明会

トルコでM7.4の大地震が発生
台湾でM7.6の大地震が発生
東海村で国内初の臨界事故発生

マカオがポルトガルから中国に返還

桑野川災害復旧等関連緊急事業着手
国道32号綾南ＢＰ　　
綾南町滝宮～小野暫定供用開始

毛利衛さん「エンデバー」で宇宙に
小畠トンネル開通
北海道の有珠山が噴火

四国縦貫道　池田～川之江東JCT開通
四国４県都を結ぶＸハイウェイ完成

介護保険制度施行
国営讃岐まんのう公園整備事業追加
開園

2000円札印刷開始

伊豆諸島三宅島の雄山噴火
パリ郊外にコンコルド機墜落

高松貨物ターミナル駅開業

9月13日

10月19日

10月28日

11月11日

12月3日～
       1月8日

12月15日

12月21日

5月22日
〃

6月5日

6月14日
6月21日

8月
9月
9月

10月

11月
11月

2月
3月　
3月

3月

4月
4月

5月

7月
7月

8月

Xハイウェイ
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

2001年度/平成13年度

技術講習会（計4回開催）

独占禁止法の遵守に関する講習会（計4回開催）

業務委員会

総務委員会（年2回開催）

日本道路公団四国支社との実務者意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社　会議室
出席者　公団　8名　協会7名
議　事　「協会四国支部要望事項の説明（設計全般：工期、設計
　　　　内容、その他）」
　　　　「意見交換」

ミス防止セミナー
四国地方建設局との実務者意見交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地建　11名　　建コン協　10名　　
　　　　四地協　7名
議　事　「協会からの提案　工期について（工期設定、変更運
　　　　用、繰り越しによる延長）」
　　　　「四国地建からの要望意見　成果品の質の向上」

現場見学会
四国地方整備局大洲工事事務所　白滝大橋上部工事

ISO14001セミナー
第17回四国支部通常総会
理事会（年3回開催）
技術委員会(年2回開催）

吉野川第十堰建設事業「公共事業の抜
本的見直しに関する三党合意」におい
て現行計画を白紙に戻すよう勧告

シドニー五輪でマラソンの高橋直子が
優勝

長野県知事選挙に田中氏当選
ＫＤＤＩ発足

那賀川細川内ダム建設計画中止
国道55号阿南道路暫定供用

一本松改良完成供用

白川名誉教授がノーベル賞受賞
京福電鉄事故・正面衝突現場

ハワイ沖、実習船えひめ丸が米原潜と
衝突沈没
脱ダム宣言（長野県知事）
四国横断道　さぬき三木ＩＣ～
高松中央ＩＣ開通
四国横断道　板野ＩＣ～津田東ＩＣ
開通
坊ちゃん列車が半世紀ぶりに復活
国道193号川東香南ＢＰ
香南町岡～塩江町安原下暫定供用
芸予地震(M6.7)発生

大阪府にUSJ開園

富郷ダム管理運用開始

サンポート高松一部オープン

東電柏崎刈羽原子力発電所 の プ ル
サーマル計画延期

9月6日～
          25日

9月7日～
           8日

11月1日

11月7日

12月6日

12月12日
12月14日

2月20日

4月17日
4月25日
〃
6月13日

8月　

9月　

10月
10月

11月
11月

12月

12月
12月

2月

2月
3月

3月

3月
3月

3月

3月

4月　

5月

6月

吉野川第十堰

一本松改良

芸予地震

富郷ダム
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

2002年度/平成14年度

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　ホテルニューフロンティア
出席者　四国地方整備局　13名　　
　　　　県　5名　　協会　26名

技術講習会（計4回開催）

建設コンサルタンツ協会加盟会社の経営分析説明会
独占禁止法の遵守に関する講習会（計4回開催）

情報委員会（年2回開催）
ISO14001セミナー
現場見学会
幹線自動車道　高松西IC～鳴門IC

品質セミナー（ミス防止）
日本道路公団四国支社との実務者意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社　会議室
出席者　公団　8名　協会　7名
議　事　「協会四国支部要望事項の説明（契約内容、設計全般、
　　　　電子納品）」
　　　　「意見交換」
四国地方整備局との技術交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地方整備局　11名　　建コン協　12名　　
　　　　四地協　8名
議　事　「協会提案事項の説明（電子納品、業務成績評定
　　　　要領、測量観測業務、歩掛改善）」
　　　　「四国地整の説明（CALS/EC、業務成績評定要領改正）」
　　　　「意見交換」

現場見学会
高松東道路香東川橋梁架設

第18回四国支部通常総会
理事会（年3回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地方整備局　15名　　県　6名　　
　　　　協会　26名
技術委員会

今治小松道路 今治湯ノ浦～東予丹原
開通
赤石地区公共ふ頭４万トン級岸壁供
用開始

シンボルタワー起工式
Ｈ２Ａロケット打ち上げ成功

国内で初の狂牛病確認
アメリカ同時多発テロ
高知県西南豪雨

東京ディズニーシー開園

国道377五名ＢＰ供用

高知県埋蔵文化財センター　落成

野依教授　ノーベル化学賞受賞

EUで単一通貨「ユーロ」が流通開始

粟井ダム竣工
野々江トンネル開通
吉野川　穴吹川堤防完成
春野拡幅供用

桑野川床上浸水対策特別緊急事業着手
松山北条BP暫定全線供用
国営讃岐まんのう公園　　
自然生体園開園

サッカーW杯日韓共同開催
道路公団民営化推進委の初会合開催

土佐くろしお鉄道（後免～奈半利）開業

6月27日

9月4日～
          26日
9月17日
9月25日～
          28日
10月3日
11月15日
11月22日

12月7日
12月13日

12月14日

2月26日

5月23日
〃

6月4日

6月18日

7月

7月

8月
8月

9月
9月
9月

9月

11月

12月

1月

2月

2月
3月
3月
3月

4月
4月
4月

5月
6月

7月

今治小松道路

粟井ダム

土佐くろしお鉄道

21



年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

現場見学会
愛媛県柳谷村　柳谷大橋、矢淵大橋

技術講習会（計4回開催）

四国地方整備局幹部との懇談会

独占禁止法の遵守に関する講習会（計4回開催）

情報委員会
第1回品質セミナー（幹部対象）
第2回品質セミナー（実務者対象）
日本道路公団四国支社との実務者意見交換会
場　所　日本道路公団四国支社　会議室
出席者　公団　8名　協会　7名
議　事　「協会四国支部要望事項の説明（設計全般、電子納
　　　　品）」「意見交換」

四国地方整備局との技術交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地整　13名　建コン協　12名　　四地協　8名
議　事　「協会提案事項の説明（電子納品、業務成績評定要領、
　　　　電子入札）」
　　　　「四国地整から情報提供（コスト構造改革、成果品の
　　　　品質確保、等）」

「高知県の1.5車線の基本的な考え方」講習会
現場見学会
徳島県　西条大橋上部工工事ローゼ桁架設工事

総務委員会

四国横断道　鳴門ＩＣ～板野ＩＣ開
通し神戸淡路鳴門ルートと直結する

四国横断道　伊野～須崎東　開通
初の日朝首脳会談開催
中村宿毛道路　間～平田　開通
小柴昌俊氏がノーベル物理学賞受賞
田中耕一氏がノーベル化学賞受賞

米スペースシャトル「コロンビア」が
空中分解で墜落

四国中央橋完成
佐古大橋完成
四国横断道　高松中央ＩＣ
～高松西ＩＣ　開通
高松自動車道が全線開通

国道32号綾南・綾歌・満濃ＢＰ
綾南町小野～綾歌町栗熊東暫定2車
線供用
国道11号坂出丸亀ＢＰ　
善通寺市金蔵寺町～善通寺市稲木町
供用

阿南安芸自動車道で初の開通
（北川奈半利道路）

米軍がイラク侵攻

7月26日

9月3日～
          25日

9月12日

9月24日～
          26日

10月9日
10月24日
11月7日
12月11日

12月12日

2月5日
2月13日

2月24日

7月

9月
9月
9月
10月
10月

2月

3月
3月
3月

3月

3月

3月

3月

中村宿毛道路

北川奈半利道路
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

第19回㈳建設コンサルタンツ協会四国支部通常総会
理事会（年5回開催）

企画委員会

企画幹事会（年5回開催）
情報委員会（年5回開催）
技術委員会（年2回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地方整備局　15名　　県　4名　　
　　　　協会　26名

総務委員会（年3回開催）

技術講習会（計4回開催）

独占禁止法の遵守に関する講習会（計4回開催）

平成15年度品質セミナー　エラー防止のために
平成15年度品質セミナー　
建設コンサルタントと品質マネジメント
現場見学会
大洲市長谷　四国横断自動車道「長谷川橋梁」

四国地方整備局との技術交換会
場　所　サン・イレブン高松
出席者　四国地方整備局　13名 　建コン協四国支部　12名
　　　　全測連四国地区協議会　8名
議　事　「電子納品に関する事項、電子入札に関する問題
　　　　点、業務成績評定要領」

四国支部合同役員会
現場見学会
仲多度津郡満濃町　国土交通省発注「羽間高架橋」

本部役員と四国支部との意見交換会
場　所　建設クリエイトビル
出席者　本部　6名　　四国支部　20名

郵政事業庁から日本郵政公社へ

鳴門ウチノ海総合公園開園
出合大戸トンネル開通

十勝沖地震（M8.0)発生

高知空港を「高知龍馬空港」と愛称化

地上波デジタル放送開始
宇和島北～西予宇和間が新直轄方式に
宮平バイパス完成供用
蜂須トンネル開通

高知龍馬空港　滑走路2500ｍ化
高松シンボルタワー竣工

桑野川災害復旧等関連緊急事業完成
サンポート高松グランドオープン

4月24日
〃

5月27日

6月10日
6月11日
6月19日
7月18日

7月30日

9月4日～
     10月2日

9月24日～
         25日

10月10日
11月6日

11月18日

12月19日

1月27日
1月28日

2月5日

2003年度/平成15年度 4月

6月
6月

9月

11月

12月
12月
12月
12月

2月
2月

3月
3月

鳴門ウチノ海総合公園開園

高知龍馬空港
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

第20回通常総会
理事会（年4回開催）

技術委員会（年2回開催）

情報委員会
「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地方整備局　22名　四国四県　5名　　
　　　　協会本部　14名　　四国支部　14名

現場見学会
三好郡山城町　PC複合トラス橋「山中橋」

企画委員会
中期行動計画説明会

RCCM受験準備講習会
支部CALS/EC幹事会
現場見学会
丸亀市　急速施工立体交差工法「原田高架橋」
技術講習会（計2回開催）

平成16年度独禁法遵守に関する講習会（計4回開催）

RCCM登録更新講習会
高知CALS/EC推進協議会　入札契約部会
平成16年度品質セミナー　エラー防止について
平成16年度品質セミナー　マネジメントシステム

「千と千尋の神隠し」がアカデミー賞
受賞

九州新幹線（鹿児島ルート）開業
国道32号綾南・綾歌・満濃ＢＰ　
綾南工区全線4車線完成供用

「よりよい吉野川づくりに向けて」を
公表
松山自動車道・大洲道路全線暫定供用

サンポート高松
（駅広・シンボルタワー等）完成

アテネ五輪　男子体操陣が優勝
女子マラソン野口みずき優勝

早明浦豪雨
国道11号・四国縦貫道　新居浜・西条
豪雨

吉野川台風23号　戦後最大洪水

新潟県中越地震（Ｍ6.8）発生

角の浦大橋完成

5月20日
〃

6月10日

7月12日
〃

8月19日

8月27日
〃

9月9日
9月17日
9月27日

9月30日～
     10月7日
10月4日～
            8日
10月8日
〃
10月25日
11月15日

2004年度/平成16年度

3月

3月
3月

4月

4月

6月

8月

8月
8月

10月

10月

11月

綾南・綾歌・満濃BP

松山自動車道

大洲道路開通
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

総務委員会（年2回開催）

高知CALS/EC推進協議会　測量調査設計部会
高知CALS/EC推進協議会　入札契約部会

高知CALS/EC推進協議会　推進協議会
本部役員と四国支部との意見交換会
場　所　高松ウェルシティ
出席者　本部役員　10名　　支部役員・委員　15名

第21回通常総会
理事会（年4回開催）

総務委員会（年6回開催）
「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地方整備局　22名　県　4名　　
　　　　協会本部　9名　　四国支部　17名

技術委員会（年3回開催）
新技術活用評価委員会（年5回開催）

企画委員会（年3回開催）
第1回情報委員会
社会貢献専門委員会（年4回開催）

現場見学会
新居浜市　PC7経間連結バルブＴ桁橋、PC橋工場現場
技術講習会　設計・新技術に関する技術講習会（計4回開催）

RCCM登録更新講習会
平成17年度品質セミナー　エラー防止について

平成17年度品質セミナー　マネジメントシステム
建設副産物協議会　担当者会議
対外活動委員会（年2回開催）
ダイオキシン汚染対策講習会

「建設コンサルタントと著作権」勉強会
高知CALS/EC推進協議会　測量調査設計部会
高知CALS/EC推進協議会　入札契約部会

高知CALS/EC推進協議会　第6回推進協議会

スマトラ沖でM9.0の大地震・津波発生

松山市、四国初の50万都市に

福岡県西方沖地震（Ｍ7.0）
土佐くろしお鉄道宿毛駅衝突事故
那賀川　吉井地区の堤防締切（熊谷川
樋門）完成

JR福知山線脱線事故

品確法施行

宇宙飛行士野口聡一さんの「ディスカ
バリー」打上げ成功

ハリケーン・カトリーナによりニュー
オリンズ水没

愛知万博開催。累計入場者2,205万人

吉野川　台風14号戦後第二位洪水

台風14号により瀬戸内沿岸の都市で
高潮被害、大洲市が氾濫、新居浜市客
谷川の堤防が決壊

パキスタン北東部でM7.6の地震発生
郵政民営化関連法が成立
道路関係四公団民営化

吉野川水系河川整備基本方針策定

耐震強度偽装問題（姉歯事件）

高松琴平電気鉄道一部高架化

桑野バイパス完成供用

神戸空港開港

5月24日
〃

6月16日
6月20日

6月21日
6月29日

9月1日
〃
9月9日

9月29日

10月3日～
          24日
10月12日
10月27日

11月17日
11月21日
12月15日
〃
12月19日
12月21日
12月22日

1月31日

12月15日

1月28日
〃

2月18日
2月28日

2005年度/平成17年度

12月

1月

3月
3月
3月

4月　

4月　

7月

8月

3月

9月

9月

9月

10月
10月
10月

11月

11月

12月

12月

2月

～
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

第22回通常総会
理事会（年5回開催）

総務委員会（年4回開催）
「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　ウェルシティ高松
出席者　四国地方整備局　26名　県　4名　　
　　　　協会本部　9名　　四国支部　14名

新技術活用評価委員会（年3回開催）
第1回技術委員会
社会貢献専門委員会（年3回開催）

平成18年度品質セミナー　マネジメントセミナー

企画委員会（年2回開催）
技術講習会（計4回開催）

社会貢献活動　「半田川自然観察会」
（徳島　半田中学校52名）
社会貢献活動　「江ノ口川環境ウォッチング」

（高知　旭東小学校58名）

支部CALS/EC推進幹事会　第1回支部CALS/EC連絡会議

平成18年度独占禁止法遵守講習会（計4回開催）

本部役員と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　本部役員　9名　　
　　　　支部役員　20名

整備局との技術意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　国　8名　　建コン13名　　全測連　3名
議　事　「プロポーザル方式等について」

秘境祖谷大橋が完成し、善徳バイパス
が供用される
トリノ冬季五輪　女子シングルで荒
川静香が金メダル
エジプト沖で1400名を乗せたフェ
リーが沈没

大洲道路4車線化完成供用
日本チームがＷＢＣ優勝
西海有料道路、東予有料道路の無料化
吉野川西村中島堤防完成

しまなみ海道が全線開通
那賀川水系河川整備基本方針策定
尾道・今治ルート全線開通

（大島道路完成）

イラクで正式政権発足
インドネシアのジャワ島で地震
(M 6.3)

北朝鮮ミサイル発射実験

冥王星が惑星から降格、太陽系の惑星
は8個に

5月24日
〃

6月7日
6月12日

6月20日
6月27日
6月29日

7月31日

9月1日
9月13日～
     10月3日

9月20日

9月21日

9月22日

9月25日～
         26日

2月23日

3月1日

2006年度/平成18年度

2月

2月　

2月

3月
3月
3月
3月

4月
4月
4月

5月
5月

7月

8月

大洲道路

尾道今治ルート開通

善徳バイパス
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

RCCM登録更新講習会
現場見学会
松山市　小坂交差点高架橋

平成18年度品質セミナー　「エラー防止」

社会貢献活動　「森との共生を考えよう環境学習会」
（愛媛　参加者78名）

社会貢献活動　「観音寺市琴弾公園における琴弾学習会」　
（香川　観音寺中学156名）　

現場見学会
大豊町　高知自動車道中谷第4橋
高知CALS/EC推進協議会　入札契約部会

本部役員と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　本部役員　6名　　支部役員・委員　17名

四国地方整備局実務者意見交換会
場　所　サンポート高松
主席者　四国地方整備局　10名　　建コン　18名　　
　　　　全測連　6名
議　事　入札、契約、積算関係等について

北朝鮮が核実験実施

高松サンポート合同庁舎（北館）完成

新橘トンネル開通

松山東道路小坂交差点立体化完成
第1回　東京マラソン開催

桑野川　川原排水機場完成

新宇治川放水路完成
那賀川　吉井地区（熊谷排水機場）完成
能登半島地震（M6.9)

坂の上の雲ミュージアム開館
長安口ダム改造事業着手

10月11日
〃

10月18日

11月5日、
          26日

11月8日

11月15日

12月22日

1月26日

1月31日

2007年度/平成19年度

10月

11月

12月

2月
2月

2月

3月
3月
3月

4 月
4 月

小坂交差点

小坂交差点完成

新宇治川放水路完成

サンポート高松（合同庁舎）
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

第23回通常総会
理事会（年4回開催）

総務委員会（年3回開催）
「建設コンサルタントの要望と提案」
に関する意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地方整備局　29名　　県　5名　　
　　　　協会本部　10名　　四国支部　14名

第1回技術委員会

新技術活用評価委員会（年3回開催）
平成19年度品質セミナー　マネジメントセミナー
社会貢献専門委員会（年2回開催）
四国建設広報協議会（年3回開催）

企画委員会
平成19年度独占禁止法遵守講習会（計4回開催）

技術講習会（計4回開催）

第1回支部CALS/EC連絡会議
高知CALS/EC推進協議会　
入札契約部会

社会貢献活動　「江ノ口川環境ウォッチング」
（高知　旭東小学校62名）
RCCM登録更新講習会
平成19年度品質セミナー　「エラー防止」
現場見学会
高知市　東孕ランプ2号橋工事
社会貢献活動　「伊方町亀が池の自然観察会」

（愛媛　味酒小学校37名）
四国地方整備局実務者意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　四国地方整備局　9名　　建コン　18名　　
　　　　全測連　4名
議　事　「入札、契約、積算関係等について」

社会貢献活動　「ISO14000に関する講習
（企業の環境活動）」（徳島　三島中学校49名）
対外活動委員会

本部・四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　本部役員　10名　支部役員・委員　20名

日和佐道路（由岐～美波町北河内）開通

田井ノ浜トンネル開通

那賀川水系河川整備計画策定

正木トンネル開通

新潟県中越沖地震（M6.8）
[原発火災発生]
那覇空港で中華航空機が炎上

ことでん長尾線立体交差　完成

日本郵政グループ発足（郵政民営化）

国道55号阿南道路
（津乃峰町長浜～東分）供用
ことでん琴平線立体交差　完成

高知駅　三代目駅舎開業
桑野川　大津田排水機場完成

国道195号橘バイパス完成供用
都市計画道路常三島中島田線供用
都市計画道路元町沖洲線供用

一般国道379号　岩谷バイパス供用

5月24日
〃

6月7日
6月21日

6月25日

7月3日
7月4日
7月19日
7月30日

8月31日
9月3日～
            4日

9月7日～
         26日
9月21日
9月28日

10月2日

10月9日
10月18日
10月25日

11月3日

11月30日

12月13日

1月30日

3月5日

5月

5月

6月

7月

7月

8月

10月

10月

12月

12月

2月
2月

3月
3月
3月

3月

日和佐道路

ことでん立体交差完成

ことでん立体交差
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

第24回通常総会
理事会（年4回開催）

第1回技術委員会

総務委員会（年6回開催）
「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　24名　　県　4名　　
　　　　協会本部　11名　　四国支部　14名

平成20年度品質セミナー　マネジメントセミナー
社会貢献専門委員会（年3回開催）

技術講習会（計4回開催）

情報セキュリティー講習会
平成20年度独占禁止法遵守講習会（計4回開催）

社会貢献活動　「江の口川環境ウォッチング」
（高知　旭東小学校66名）

RCCM更新講習会
第1回CALS/EC支部連絡会議
企画委員会
平成20年度品質セミナー　「エラー防止」
対外活動委員会

社会貢献活動
「はじめまして、建設コンサルタンツ協会です」
（徳島　参加者200名）
新技術活用評価委員会（年2回開催）

社会貢献活動　「若い世代に
自然環境・生活環境の大切さの
情報発信」

（香川　詫間中学校107名）　

太山寺バイパス供用

四川大地震（深層崩壊が発生）

岩手宮城内陸地震（Ｍ7.2）発生

北京五輪・北島が連続２冠、
女子ソフトは金

米証券大手リーマンが経営破綻
（リーマンショック）

小林誠氏・益川敏英氏が
ノーベル物理学賞
下村脩氏がノーベル化学賞

5月26日
〃

6月10日

7月3日
7月11日

7月16日
7月18日

9月5日～
          24日
9月25日
9月30日～
     10月1日
10月2日

10月10日
10月17日
10月20日
10月23日
10月27日

11月1日～
            3日

11月26日

3月17日

4月

5月

6月

8月

9月

12月

2008年度/平成20年度

太山寺バイパス

児童による成果の発表
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

四国地方整備局実務者意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　12名　　建コン　16名　
　　　　四地協　5名

社会貢献活動　「ゴミ処理問題と環境について」
（香川　観音寺中学校160名）

社会貢献活動　「身近な自然の森を大切にしよう」
（愛媛　参加者49名）

平成20年度本部・四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　本部役員　9名　　支部役員・委員　18名

社会資本の計画的整備と品質確保のための要望
場　所　サンポート合同庁舎

第25回通常総会
理事会（年4回開催）

総務委員会（年4回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　21名　香川県外3県　4名　　
　　　　協会本部　12名　四国支部　14名

平成21年度「マネジメントセミナー」
平成21年度四国地方整備局新技術活用評価委員会

（年3回開催）

社会貢献専門委員会
技術講習会（計4回開催）

社会貢献活動
「針木浄水場・鏡ダム環境学習会」
（高知　昭和小学校108名）

バラク・オバマ氏がアメリカ合衆国
大統領に就任

須崎道路全線供用
中村宿毛道路　間～四万十供用
吉野川　角ノ瀬排水機場完成
桑野川床上浸水対策特別緊急事業完成

（宝田～大原）

香川用水調整池「宝山湖」完成

日本がＷＢC優勝

イタリア中部で強い地震
道路特定財源制度廃止

若田光一さんが宇宙から4ケ月半ぶり
に帰還

吉野川水系河川整備計画策定
全国初の裁判員裁判が始まる

12月4日

1月15日

12月21日

1月29日

3月6日

5月25日
〃

6月15日

7月2日

7月22日
7月28日

8月5日
9月11日～
    10月5日

9月25日

2009年度/平成21年度

1月

3月
3月
3月
3月

3月

3月

4月
4月

7月

8月
8月

桑野川

須崎道路

宝山湖
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

平成21年度「品質セミナー・エラー防止のために」

RCCM登録更新講習会

資格・情報委員会

平成21年度独占禁止法遵守講習会（計4回開催）

社会貢献活動
「オープンハウス「はじめまして、建設コンサルタンツ協会で
す」」（徳島　参加者100名）

四国支部勉強会
「社会資本整備を巡る最近の動向と建設コンサルタントの当
面の課題」本部　藤本副会長

対外活動委員会
現場見学会
愛媛県上島町　上島架橋整備事業・生名橋

社会貢献活動　「みんなの森づくり「こどもの森づくり」」
（愛媛　参加者51名）
四国地方整備局の実務者意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　10名　　建コン　17名　　
　　　　全測連　6名
議　事　「整備局の今後の事業見通し低入札の対応、総合評価
　　　　方式の是正等」

業務価格実態調査のガイドライン「設計業務等における新た
な積算手法の運用について」

平成21年度本部と四国支部との
意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　本部役員　8名　　
　　　　支部役員　16名
議　事　
　「平成22年度建設コンサルタントの要望と提案（案）」
　「平成22年度白書（案）」
　「四国支部の現状と要望について」

日本航空、「企業再生支援機構」の下
で再生へ

民主党が「事業仕分け」を開始

航空協定協議、オープンスカイが実現

土佐スマートIC　供用

宇宙飛行士・野口聡一さんが宇宙長
期滞在へ

カリブ海の島国・ハイチで大地震

カナダ、バンクーバーで冬季五輪開催

チリで大地震　日本で17年ぶりに大
津波警報

10月2日

10月9日

10月16日

10月19日～
          21日

11月1日

11月2日

11月30日
12月3日

12月13日

12月15日

12月18日

3月9日

10月

11月

12月

12月

12月

1月

2月

2月

川島排水機場
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

社会貢献活動　「ゴミ処理問題と環境について」
（香川　観音寺中学校100名）

四国地方整備局と「設計成果品質向上に関する勉強会」
（年4回開催）

第26回通常総会
理事会（年6回開催）

技術委員会（年2回開催）
建設副産物対策四国地方連絡協議会（年2回開催）

平成22年度「マネジメントセミナー」
四国地方整備局新技術活用評価委員会（年3回開催）
総務委員会（年3回開催）
社会貢献専門委員会（年2回開催）

「建設コンサルタントの要望と提案」に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　21名　　香川県他　3名　　
　　　　建コン本部　11名　　四国支部　13名　

技術講習会（計4回開催）

平成22年度「技術委員会/品質セミナーエラー防止のために」
現場見学会
松山市　久谷町つづら川「三坂道路」

社会貢献活動　「財田川の生き物と水質について」
（香川　観音寺南小学校80名）
RCCM登録更新講習会
資格・情報委員会
平成22年度独占禁止法遵守講習会（計4回開催）

社会貢献活動　「「とくしま防災フェスタ2010」
津波シミュレーション動画放映等」（徳島　参加者100名）

吉野川　川島排水機場増築完成

都市計画道路庄名東線供用
宇和島道路津島高田IC
－宇和島南IC間開通

徳島阿波おどり空港　滑走路2500化

アイスランドで火山が噴火、世界の空
が混乱
中国で上海万博開催

高速道路無料化社会実験

愛媛県立中央病院の１号館新築工事
着工(PFI事業)

小惑星探査機はやぶさの帰還

高速道路無料化実験開始
（松山自動車道・高知自動車道の一部
区間）

北川奈半利道路全線供用

尖閣諸島沖中国漁船衝突事件

チリ鉱山事故、生埋めの33人が生還

3月24日

4月28日

5月25日
〃

6月21日
6月29日

7月13日
7月16日
7月20日
7月23日

8月3日

9月10日～
          30日
10月5日
10月6日

10月7日

10月8日
10月13日
10月26日～
          28日
10月31日

2010年度/平成22年度

3月

3月
3月

4月　

4月

5月

6月

6月

6月

6月

8月

9月

10月

徳島阿波おどり空港

北川奈半利道路
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

平成22年度CADセミナー
社会貢献活動

「みんなの森づくり「こどもの森づくり」」
（愛媛　参加者13名）

四国支部勉強会
「建設コンサルタントを巡る最近の動向と今後の対応」　　
本部　藤本副会長
四国地整・建コン・全測連四国地区協議会合同実務者意見交
換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　10名　建コン　18名　　
　　　　全測連　6名
議　事　「技術力と地域貢献度による選定」「品質確保と照査」
　　　　「魅力ある建設コンサルタントに向けて」
平成22年度情報セキュリティ講習会
社会貢献活動

「仁淀川・波介川環境学習会」
（高知　新居・高石小学校56名）

四国地方整備局と「CommonMP-GIS勉強会」
平成22年度本部と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
出席者　本部役員　9名　　支部役員　16名
議　事　「平成23年度建設コンサルタントの要望と提案（案）」
　　　　「平成23年度白書（案）」
　　　　「四国支部の現状と要望について」

第27回支部通常総会
支部理事会（年5回開催）

第1回技術委員会（年3回開催）
第26回JCCA人材啓発セミナー

四国地方整備局との「建設コンサルタントの要望と提案」
に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　22名　　香川県他　3名　　
　　　　建コン本部　12名　　支部　14名

平成23年度「マネジメントセミナー」
第1回総務委員会（年2回開催）
社会貢献専門委員会（年2回開催）

技術講習会（計4回開催）

国道440号　地芳道路　全線供用

ノーベル化学賞を受賞
（根岸英一氏・鈴木章氏）

全国で「タイガーマスク運動」広がる
霧島山「新燃岳」が約52年ぶりの爆発
的噴火
ニュージーランド地震（M7.8)
東日本大震災（Ｍ9.0）発生
福島第一原子力発電所事故
南国安芸道路　香南やす～芸西西　
開通
四国横断道　須崎西～中土佐　開通
徳島小松島港コンテナターミナル

（赤石地区）供用

イギリスでウィリアム王子とキャサ
リン妃が挙式
スパコン世界ランキング、日本７年ぶ
りに首位
吉野川　芝生堤防完成

国道55号日和佐道路全線供用
サッカー女子Ｗ杯・なでしこジャパン優勝
アナログ放送終了　地上デジタル放
送へ完全移行

「室戸ジオパーク」が世界ジオパーク
に加盟決定
高松港海岸工事完了
台風15号、肱川直轄区間で排水ポン
プ車活動

11月25日
11月28日

12月1日

12月3日

12月7日
12月9日

1月17日
2月7日

4月26日
〃

6月13日
6月17日

7月5日

7月14日
7月25日
8月23日

9月13日～
     10月6日

2011年度/平成23年度

11月

12月

1月
2月

2月
3月

3月

3月
3月

4月

6月

7月

7月
7月
7月

9月

9月
9月

日和佐道路

地芳道路完成

33



年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

社会貢献活動　「財田川の生き物と水質について」
（香川　下高瀬小学校40名）

平成23年度「品質セミナーエラー防止のために」
RCCM登録更新講習会
独禁法遵守に関する講習会（計4回開催）

第1回対外活動委員会
社会貢献活動　「「とくしま防災フェスタ2011」
津波シミュレーション動画放映等」（徳島　参加者150名）
社会貢献活動　「「第7回とくしまNPO・ボランティア」
津波シミュレーション動画放映等」（徳島　参加者150名）
社会貢献活動　「仁淀川・波介川環境学習会」

（高知　波介・北原小学校40名）
平成23年度情報セキュリティ講習会
四国支部勉強会
題目　「建設コンサルタントを巡る課題と今後の対応」　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本部　藤本副会長
徳島県県土整備部との意見交換会
現場見学会
鳴門市　姫田ランプ橋（PC橋上部工）　宮ノ本橋上部工
四国地整と建コン四国支部・全測連四国地区協議会との合同
実務者意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
議　事　「技術力と地域貢献度による選定・品質確保・魅力あ
　　　　る建設コンサルタント」
社会貢献活動　「竹林整備をとおした環境学習会」

（愛媛　参加者41名）
四国地方整備局と「CommonMP.GIS勉強会」
平成23年度本部と四国支部との意見交換会
議　事　「Ｈ24白書（案）・Ｈ24建設コンサルタントの要望と
　　　　提案（案）・四国支部の現状提案」

第28回支部通常総会支部理事会（年5回開催）

第1回技術委員会（年3回開催）
社会貢献活動　「海の環境学習」（徳島　参加者60名）

タイ洪水によりホンダの工場が浸水

世界人口が70億人を突破

那賀川水系の河口部で大規模地震津
波対策着手

「四国地震防災基本戦略」を策定

海面清掃兼油回収船「美讃」就航

柴川谷川総合開発事業中止を国土交
通大臣に報告

松山自動車道が全線開通

徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）供用
高松港朝日地区耐震強化岸壁供用開始
932 年ぶりの金環日食が日本で観測
東京スカイツリーが開業
波介川河川導水路通水開始

10月5日

10月5日
10月11日
10月18日～
          19日
10月28日
10月30日

11月6日

11月17日

11月25日
11月29日

12月1日
〃

12月9日

12月10日

2月27日
3月2日

4月24日〃

6月21日
6月24日、
     7月21日

2012年度/平成24年度

10月

10月

11月

12月

1月

3月

3月

4月
5月
5月
5月
5月

徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）波介川河川導水路

波介川河川導水路  完成
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

平成24年度「マネジメントセミナー」
第1回総務委員会（年2回開催）
社会貢献活動　「仁淀川・波介川環境学習会」

（高知　蓮池小学校39名）

社会貢献専門委員会（年2回開催）
四国地方整備局との「建設コンサルタントの要望と提案」
に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
参加者　四国地方整備局　23名　　四国四県　4名　　
　　　　建コン本部　14名　　支部　14名

四国地方整備局との勉強会・河川技術研修（ダム技術向上）
技術講習会（計4回開催）

社会貢献活動　
「ゴミの分別と
リサイクルについて」

（香川　託間小学校81名）
RCCM登録更新講習会
平成24年度「品質セミナー“エラー防止のために”」
独禁法遵守に関する講習会（計4回開催）

第1回対外活動委員会
四国支部勉強会
題目　「社会資本整備の今後の動向」　　本部　藤本副会長
四国地方整備局との勉強会・河川技術研修

（河川堤防耐震対策）
現場見学会
多度津町　橋梁製作工程の見学

平成24年度情報セキュリティ講習会
四国地整と建コン四国支部・全測連四国地区協議会との合
同実務者意見交換会
場　所　サンポートホール高松
議　題　「技術力と地域貢献度による選定・品質確保・魅力
　　　　ある建設コンサルタント」

社会貢献活動　「地質及び防災学習」（愛媛　参加者42名）

平成24年度本部と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
議　事　「H25白書（案）・H25建設コンサルタントの要望と
　　　　提案(案）・四国支部の現状」

土砂災害により西予市で30世帯
100人が孤立

ロンドン五輪開催

吉野川水系河口部で大規模地震津波
対策工事着手

坂東太郎（利根川）、筑紫次郎（筑後
川）、四国三郎（吉野川）の３大河川の
兄弟縁組み締結

土器川水系河川整備計画を策定

笹子トンネル天井板落下事故

高知自動車道（～四万十町中央IC)が
全線開通

山中伸弥氏がノーベル医学生理学賞
を受賞

長安口ダム改造事業起工式

肱川下流の水質事故発生

ロシア隕石落下

ノルディックW杯、ジャンプ女子で
高梨沙羅が総合優勝

7月5日
7月13日
7月17日

7月25日
7月31日

9月13日
9月14日～
     10月4日
9月28日

10月5日
10月16日
10月25日～
          26日
10月30日
11月19日

11月20日

〃

11月29日
12月4日

1月16日、
     2月18日
2月4日

7月

7月

8月

9月

9月

12月

12月

12月

1月

2月

2月

2月
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

第29回支部定時総会
支部役員会（年6回開催）

第1回総務部会（年2回開催）
第1回技術部会（年3回開催）

社会貢献活動　「香川用水と財田川の水質について」
（香川　詫間小学校84名）

平成25年度「マネジメントセミナー」

四国地方整備局との「建設コンサルタントの要望と提案」
に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　25名　　四国四県　4名　　
　　　　建コン本部　14名　　支部　14名

社会貢献専門委員会（年2回開催）
社会貢献活動　「かすみの森公園昆虫教室」

（愛媛　参加者80名）

技術講習会（計4回開催）

独禁法遵守に関する講習会（計4回開催）

RCCM登録更新講習会

平成25年度「品質セミナー“エラー防止のために”」
社会貢献活動　「「第9回とくしまNPOボランティアフェア」
防災減災をテーマにオープンハウス」（徳島　参加者400名）
第1回対外活動部会

高知海岸仁ノ工区地震津波対策工事
完成

瀬戸内国際芸術祭　開催

淡路島で震度 6 弱の地震
国営まんのう公園全面開園

LCC のジェットスターで松山
－成田便が運航開始

富士山が世界文化遺産に

「奇跡の一本松」が完成

四万十市で全国史上最高の 41.0 度
を観測
2020 年夏季五輪開催地が東京に決
定
台風１７号肱川（東大洲地区）で排
水ポンプ車活動

ＪＲ高松駅に高速バス専用ターミナ
ルオープン

4月24日
〃

6月18日
6月20日

7月2日

7月3日

7月30日

8月1日
8月6日

9月9日～
     10月2日
10月8日～
          15日
10月15日

10月17日
11月4日

11月13日

2013年度/平成25年度

3月

3月

4月
4月

6月

6月

7月

8月

9月

9月

10月

高知海岸地震津波対策

まんのう公園全面開園
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

社会貢献活動　「遊ぼうアジロ山自然体験学習」
（高知　参加者130名）

現場見学会
松山市　国交省　余戸南ONランプ橋上部工事の見学

平成25年度GIS講習会

四国地整と建コン四国支部・全測連四国地区協議会との合同
実務者意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
議　事　「技術力と地域貢献度による選定・品質の確保・魅力
　　　　ある建設コンサルタントに向けて」

平成25年度本部と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
議　事　「H26白書（案）・H26建設コンサルタントの要望と提
　　　　案（案）・四国支部の現状」

第30回支部定時総会
支部役員会（年7回開催）

第1回総務部会
第1回技術部会（年3回開催）

平成26年度　「マネジメントセミナー」

網代バイパス供用

須崎港湾口地区防波堤完成
吉野川　太刀野堤防完成
吉野川　加茂第一堤防完成

富岡製糸場の世界文化遺産登録

吉野川　ほたる川排水機場完成

11月17日

11月19日

11月21日～
           22日

12月2日

2月20日

4月22日
〃

6月2日
6月30日

7月28日

2014年度/平成26年度

2月

3月
3月
3月

6月

6月

須崎港

ほたる川排水機場
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

7月29日

7月31日
〃

9月10日～
          30日
9月25日

10月23日～
          31日

10月23日
10月28日

11月2日

11月8日

11月10日
11月16日

12月4日
12月12日

四国地方整備局との「建設コンサルタントの要望と提案」
に関する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局　25名　　四国四県　4名　　
　　　　建コン本部　13名　　支部　14名

四国地方整備局との勉強会・河川技術研修
社会貢献専門委員会（年2回開催）

技術講習会（計4回開催）

社会貢献活動　「ゴミの分別とリサイクルについて」
（香川　詫間小学校73名）

独禁法遵守に関する講習会（計4回開催）

平成26年度「品質セミナー“エラー防止のために”」
RCCM登録更新講習会

社会貢献活動　「公共事業や防災における建コンの役割に
ついて」（徳島　参加者230名）
社会貢献活動　「かすみの森公園昆虫教室」

（愛媛　参加者51名）

第1回対外活動部会
社会貢献活動　「遊ぼうアジロ山自然体験学習」

（高知　参加者110名）

平成26年度情報セキュリティ講習会
現場見学会
松山市　国交省　川之江橋上部工事の見学

道路の維持補修に関する省令施行
橋梁・トンネル等の１回 /5 年近接目
視点検の実施

那賀川台風 11 号で洪水発生

広島土砂災害発生

大渡ダム大橋の直轄診断開始

全米テニスで錦織圭選手が準優勝

国際サイクリング大会「サイクリン
グしまなみ 2014」開催

土佐市バイパス全線供用

宮崎駿監督にアカデミー名誉賞　

7月

8月

8月

9月

9月

10月

11月

11月

土佐市バイパス
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

四国地整と建コン四国支部・全測連四国地区協議会との合同
実務者意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
議　事　「入札、契約、選定に係る手続き運用に係る意見要望」
　　　　「業務の進め方、工程管理、品質確保、向上に係る意
　　　　見要望」
　　　　「魅力ある建設コンサルタントとなるための意見要望」

防災に関する講習会
講演「災害に強い地域づくりに向けて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立　敏之　氏
講演「水管理国土保全に関する最近の話題」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森北　佳昭　氏

平成26年度　本部と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
議　事　「H27白書（案）・H27建設コンサルタントの要望と提
　　　　案（案）・四国支部の現状」

第31回支部定時総会
支部役員会（年8回開催）

諮問委員会（年5回開催）
平成27年度「マネジメントセミナー」
社会貢献活動委員会（年2回開催）

四国地方整備局との「建設コンサルタントの要望と提案」に関
する意見交換会
場　所　サンポート合同庁舎
出席者　四国地方整備局 22名　 四国四県 4名 　
　　　　建コン本部 13名 　支部 15名

技術講習会（計4回開催）

ノーベル物理学賞
（赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏）
国道192号改正災害対策基本法を初
適用し車両撤去実施
世界遺産に「富岡製糸場」が指定

那賀川水系河川整備計画変更
（大規模地震津波対策等の追加）

徳島小松島港の沖洲（外）地区耐震
強化岸壁完成

宇和島道路が全線開通

北陸新幹線開業
東洋ゴム、免震ゴムでデータ改ざん
徳島道（鳴門ＪＣＴ～徳島）開通
四国横断自動車道と直結
高知桂浜道路・無料化

那賀川床上浸水対策特別緊急事業採択
首相官邸に「ドローン」落下
高松サンポート合同庁舎Ⅱ期整備着手

上老松地区整備事業が竣工

那賀川台風 11 号で洪水発生

川内原発１号機が再稼働、原発ゼロ
解消

12月16日

12月18日

2月19日

4月21日
〃

7月9日
7月24日
7月30日

8月26日

9月9日～
          30日

2015年度/平成27年度

12月

12月

12月

2月

3月

3月

3月
3月
3月

3月

4月
4月
5月

6月

7月

8月

小松島港（沖洲地区）

宇和島道路

上老松地区
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年月日 四国支部の活動 四国内外の出来事

9月25日

9月26日
10月7日～
          22日
10月8日
11月1日

11月16日

11月22日

11月25日
11月27日
12月1日

12月10日
12月2日～
       2月8日

3月3日

社会貢献活動　「ゴミの分別とリサイクルについて」
（香川　詫間小学校74名）

社会貢献活動　「重信川緑地公園昆虫教室」（愛媛　参加者55名）
独禁法遵守に関する講習会（年4回開催）

平成27年度「品質セミナー“エラー防止のために”」
社会貢献活動　「次世代に向けた建コンの紹介」

（徳島　参加者168名）

現場見学会
砥部町　国道379号　銚子大橋上部工事の見学

社会貢献活動　「遊ぼうアジロ山自然体験学習」
（高知　参加者164名）

RCCM登録更新講習会
平成27年度CIMの動向と関連情報講習会
四国地整・建コン（四国支部、全測連四国地区協議会）
合同技術交流会
場　所　サンポート合同庁舎
議　題　「魅力ある建設コンサルタントに向けた担い手の育
　　　　成・確保のための環境整備」他
講演会「建設産業の再生に向けて」　足立　敏之　氏
学生を対象としたリクルート活動の実施
高知高専（60名）、香川高専（45名）、阿南高専（60名）、
高知工科大学（40名）、
香川大学（10名）、愛媛大学（46名）、徳島大学（26名）

平成27年度　本部と四国支部との意見交換会
場　所　マリンパレスさぬき
議　事　「H28要望と提案・H28建設コンサルタント白書に対
　　　　する四国支部の要望・意見」

関東・東北豪雨

ノーベル生理学・医学賞に大村智氏
ノーベル物理学賞に梶田隆章氏
マイナンバー制度がスタート
建物の杭データの偽装発覚

郵政３社が上場

大渡ダム大橋修繕代行着手

吉野川水系河川整備計画点検
那賀川　深瀬地区の堤防締切が完成
那賀川　本川河口部　地震津波対策
完成

9月

10月
10月
10月
10月

11月

1月

3月
3月
3月
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創立30周年記念講演

「南海トラフ巨大地震を迎え撃つ」
～建設コンサルタントの役割と心構え～

  　　　　　　　　　　  講師：徳島大学名誉教授　村上　仁士   

本講演は、南海トラフ巨大地震に対して、消極でなく積極へ意識の改革を期待し、「迎え撃つ」とした。「防災・減災
の基本的考え方」として、「敵を知る」「過去の被災の歴史に学ぶ」「自分の弱点を知る」「対策を知る」ことである。

①南海トラフ地震発生前にM7級の内
陸地震が数回起き、東海、東南海、南
海地震は連動する。
②室戸岬、足摺岬は隆起、高知市付近
は沈降して、巨大津波が沿岸域を襲う。
津波避難の鉄則は「早く・近くの・高
い所へ」である。

①四国を襲った過去の南海地震・津波被災歴を過去の文書、遺跡
（噴砂の跡）、碑・遺物に学ぶ。
②（一社）四国クリエイト協会では、地域防災力向上に向け、四
国災害アーカイブス（データ数：約28千件）を作成。四国４県
で本格運用の記念講演会を開催。国内の災害発生時に多くのアク
セスを記録している。今後とも多くの活用が期待される。

①巨大地震発生時の四国の弱点
　・急峻な地形、脆弱な地質（中央構造線、仏像構造線）
　・日本有数の多雨地帯の存在
　・貧弱な道路・交通ネットワーク
　・過疎化、少子・高齢化の進展

②津波発生時の四国の弱点
　・橋梁の流出・決壊
　・漂流物・瓦礫の散乱
　・液状化に伴う不等沈下による浸水

❶ 講演要旨

❷「敵を知る」南海地震・
　 津波の発生の特徴

❸「過去の被災の歴史に学ぶ」

❹「自分の弱点を知る」

→道路の通行麻痺　特に避難所までの到達時間の遅延（防災拠点までのアクセス障害発生）
※交通アクセス性を考慮した道路整備が必要
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①東日本大震災の教訓に学べ
   ・災害への対応に「想定外」があってはならぬ
   ・楽観的な想定ではなく、悲観的な想定をする
   ・「減災」実現のため、行政、地域、市民、企業など、
     ハード・ソフトの多様な対策が必要
   ・超広域複合災害を想定した法的整備が必要
   ・目標、時期等を明示するプログラムを策定する

②南海トラフ巨大地震に対する防災・減災対策の実施
   ・人命を救う
     防災教育の徹底、避難訓練、建物耐震化、火災対策等、
 　 災害訓練の伝承
   ・被害の最小化
　  事業所BCPの策定・充実、サプライチェーンの複数化、    
     物流拠点の複数化等。
   ・早期回復を図る
     行政：短期間の道路啓開
     地域：行政・企業・自主防災組織との連携強化
   ・自治体（行政）による災害に強いまちづくり対策

　建設コンサルタントの役割は、発注者
の良きパートナーとして、積極的に知恵
を出し、復旧の道筋を立てること。そし
て、社内外のチームワークやコミュニケー
ションをもって、膨大な業務量を短期間
で遂行できるように心構えることである。
また、自分と家族と会社が生きているこ
とが大前提であり、BCPは言うまでもな
く、FCPの作成をすすめてほしい。

❺「対策を知る」
　 次の南海トラフ巨大地震・
　 津波対策に向けて

❻ 巨大地震津波に対する建設コンサルタントの役割と心構え
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特別講演

「これからの高速道路の
　  　整備と管理について」
　  講師：西日本高速道路㈱　取締役常務執行役員　前川　秀和

❶ 講演要旨
弊社は、1985 年の松山自動車道（三島川之江～土居）
間の開通後、約 30 年間四国の高速道路建設を行って
きた。現在も四国で約 56.5Km の建設事業を実施し
ている。今後とも皆様に安全・安心な道路を利用して
いただくため、その長寿命化を目指して大規模な修繕
事業を計画的に実施していく。
また、大規模災害に対する防災への取り組みや、冬用
タイヤ規制などの冬季交通の確保に向けた取り組み
も積極的に行っていく。

祝  賀  会
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四国支部会員名簿

会　　社　　名 代　表　者 所　　　在　　　地 電話番号
ＦＡＸ番号

アジア航測㈱
四国支店

支店長
村松　政幸

〒 760-0023
香川県高松市寿町 1-4-3

087-823-5555
087-823-5560

㈱荒谷建設コンサルタント
四国支社

支社長
白石　央

〒 790-0045
愛媛県松山市余戸中 2-1-2

089-973-2311
089-972-0026

いであ㈱
四国支店

常務執行役員支店長
工藤　徳人

〒 780-0053
高知県高知市駅前町 2-16

088-820-7701
088-820-7702

㈱ウエスコ
四国支社

執行役員四国地区統括
川崎　末和

〒 761-8055
香川県高松市紙町 494

087-867-9123
087-868-3266

㈱ウエストコンサルタント 代表取締役
祖母井　正博

〒 790-0047
愛媛県松山市余戸南 1-20-33

089-974-3535
089-974-2228

㈱エイト日本技術開発
四国支社

執行役員四国支社長
辻　和秀

〒 790-0054
愛媛県松山市空港通 2-9-29

089-971-6511
089-973-3132

㈱エコー建設コンサルタント 代表取締役
齋藤　恒範

〒 770-0865
徳島県徳島市南末広町 4-53

088-625-6066
088-625-6099

㈱エス・ビー・シー 代表取締役
木村　充宏

〒 779-3742
徳島県美馬市脇町字西赤谷
1063-1

0883-52-1621
0883-52-1685

㈱愛媛建設コンサルタント 代表取締役
神野　邦彦

〒 790-0036
愛媛県松山市小栗 7-11-18

089-947-1011
089-941-8606

応用地質㈱
四国支社 

執行役員四国支社長
原田　益雄

〒 791-8013
愛媛県松山市山越 4-4-33

089-925-9516
089-925-9582

㈱オリエンタルコンサルタンツ
四国支店

執行役員四国支店長
﨑本　繁治

〒 760-0023
香川県高松市寿町 1-3-2

087-821-4012
087-826-5251

㈱和コンサルタント 代表取締役
水上　博史

〒 770-0002
徳島県徳島市春日 1-6-9

088-632-4330
088-632-4334

川崎地質㈱  
四国支店

支店長
直本　啓祐

〒 791-8026
愛媛県松山市山西町 801-4

089-951-1630
089-953-1577

㈱基礎建設コンサルタント 代表取締役
中木　一文

〒 779-3120
徳島市国府町南岩延 883-9

088-642-5330
088-642-4216

基礎地盤コンサルタンツ㈱
四国支店

支店長
樋口　昭雄

〒 791-8015
愛媛県松山市中央 1-11-20

089-927-5808
089-927-5812

㈱クレアリア
四国支店

支店長
工藤　進

〒 760-0067
香川県高松市松福町 2-2-5

087-811-7081
087-821-1362

平成 29 年 1 月現在　50 社
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ＦＡＸ番号

㈱建設環境研究所
高松支店

支店長
岡﨑　健二

〒 760-0068
香川県高松市松島町 1-13-10

087-835-6908
087-835-6909

㈱建設技術研究所
四国支社

支社長
三砂　利明

〒 760-0027
香川県高松市紺屋町 1-3

087-823-5531
087-823-5532

構営技術コンサルタント㈱ 代表取締役社長
橋口　孝好

〒 780-0945
高知県高知市本宮町 105-23

088-850-0550
088-850-0551

国際航業㈱
西日本支社高松支店

支店長
村上　幸一

〒 760-0078
香川県高松市今里町 2-19-7

087-834-7575
087-837-3805

国土防災技術㈱
四国支店

支店長
宮本　卓也

〒 771-0144
徳島県徳島市川内町榎瀬 676-1

088-666-3232
088-666-3233

㈱五星 代表取締役会長
浅野　雄嗣

〒 767-0011
香川県三豊市高瀬町下勝間
670-1

0875-72-4181
0875-72-3633

㈱サン土木コンサルタント 代表取締役社長
公文　高志

〒 780-0066
高知県高知市比島町 4-6-33

088-824-1462
088-824-1461

㈱シアテック 代表取締役社長
小西　富士彦

〒 792-0003
愛媛県新居浜市新田町
3-1-39 

0897-32-3937
0897-32-5979

四国建設コンサルタント㈱ 代表取締役社長
坂東　武

〒 771-1156
徳島県徳島市応神町
応神産業団地 3-1

088-683-3322
088-683-3323

新日本技研㈱
四国事務所

所長
田渕　智秀

〒 770-0816
徳島県徳島市助任本町 1-2-3

088-611-1261
088-611-1262

セントラルコンサルタント㈱
四国事務所

所長
丸西　義昭

〒 780-0056
高知県高知市北本町 1-3-1

088-826-7383
088-826-7384

㈱第一コンサルタンツ 代表取締役社長
右城　猛

〒 781-5105
高知県高知市介良甲 828 番地 1

088-821-7770
088-821-7771

大日本コンサルタント㈱
四国支店

支店長
廣瀬　尚二

〒 760-0026
香川県高松市磨屋町 3-1

087-851-9292
087-851-9291

㈱ダイヤコンサルタント
四国支店

支店長
渡部　洋祐

〒 790-0952
愛媛県松山市朝生田町
2-8-37

089-941-4855
089-932-1928

㈱地圏総合コンサルタント
四国支店

支店長
高橋　久彦

〒 792-0001
愛媛県新居浜市惣開町 1-6

0897-33-3123
0897-37-1603

中央復建コンサルタンツ㈱
四国営業所

所長
石本　修

〒 760-0023
香川県高松市寿町 1-2-5

087-825-5701
087-825-5702

㈱長大
高松支社

支社長
笠井　茂夫

〒 761-0303
香川県高松市六条町 799-5

087-864-8715
087-864-8755
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㈱ティーネットジャパン 代表取締役社長
中尾　隆治

〒 761-8081
香川県高松市成合町 930-10

087-886-8118
087-886-8137

㈱東京建設コンサルタント
四国支社

支社長
五藤　隆彦

〒 760-0023
香川県高松市寿町 1-3-2

087-821-2888
087-811-0010

南海測量設計㈱ 代表取締役社長
藤村　修作

〒 790-0964
愛媛県松山市中村３丁目 1-7

089-931-1212
089-931-7900

ニタコンサルタント㈱ 代表取締役
小笠　義照

〒 771-0122
徳島県徳島市川内町鈴江西 38-2

088-665-5550
088-665-0115

日本工営㈱
四国支店

支店長
中村　直登

〒 760-0033
香川県高松市丸の内 4-4

087-811-2660
087-811-2665

㈱ニュージェック
四国支店

支店長
佐藤　至紀

〒 760-0017
香川県高松市番町 4-15-5

087-834-7522
087-834-7523

パシフィックコンサルタンツ㈱
四国支社

支社長
福井　雅浩

〒 760-0027
香川県高松市紺屋町 4-10

087-851-5645
087-851-5673

㈱パスコ
香川支店

支店長
有馬　賢一

〒 760-0055
香川県高松市観光通 2-2-15

087-833-1212
087-833-1219

㈱福山コンサルタント
四国事務所

所長
齋藤　弘

〒 760-0023
香川県高松市寿町 1-1-12

087-811-7120
087-811-7130

㈱富士建設コンサルタント 代表取締役
岡　兵典

〒 798-0015
愛媛県宇和島市和霊元町
2-4-15

0895-25-3344
0895-25-3663

㈱フジタ建設コンサルタント 代表取締役
藤田　定吉

〒 771-0204
徳島県板野郡北島町鯛浜字
原 87-1

088-698-2155
088-698-2134

復建調査設計㈱
四国支社

常務執行役員四国支社長
中山　誠

〒 760-0020
香川県高松市錦町 1-3-9

087-826-1911
087-826-1912

㈱芙蓉コンサルタント 代表取締役社長
大野　二郎

〒 790-0063
愛媛県松山市辻町 2-38

089-924-1313
089-923-5717

㈱松本コンサルタント 代表取締役社長
松本　祐一

〒 770-0811
徳島県徳島市東吉野町2-24-6

088-626-0788
088-622-1768

八千代エンジニヤリング㈱
四国統括事務所

所長
大橋　隆行

〒 760-0018
香川県高松市天神前 10-12 

087-800-7409
087-800-7412

㈱四電技術コンサルタント 代表取締役社長
別枝　修

〒 761-0121
香川県高松市牟礼町牟礼
1007-3

087-845-8881
087-887-2205

㈱ワタリコンサルタント 代表取締役社長
伊賀原　稔房

〒 787-0011
高知県四万十市右山元町
3-3-12-7

0880-34-3640
0880-34-2713
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編  集  後  記
建設コンサルタンツ協会四国支部

副支部長　右城　猛

　建設コンサルタンツ協会四国支部は、昭和 60年 4月に中国四国支部

から分離独立し、平成 27年４月に 30周年を迎えることができました。

これを記念し、平成 28年８月 24日に JR ホテルクレメント高松におい

て、多くの来賓ならびに会員各位のご臨席を賜り、記念講演会、記念式

典、記念祝賀会を盛大に挙行いたしました。

　そこで、この度の記念行事の様子を記録として遺すと共に、30年間の

足跡を次世代に伝えることを目的として、「四国支部創立 30周年のあゆ

み」を編集、発行することにいたしました。

　今年の４月に、企画部会を主体とした 10名よりなるワーキンググループを組織し、編集作業の内容

とスケジュール、役割分担等を話し合いました。その後、２ヶ月に１度の頻度で委員会を開催し、資料

の収集や整理、原稿の執筆依頼などの作業を進めて参りました。

多くの方々からご協力をいただき、この度ようやく発刊にこぎ着けることができました。皆様に心より

感謝申し上げます。

　記念誌が会員相互の絆を強め、四国支部の発展に寄与することを願ってやみません。

最後に、今日まで私ども四国支部をお育ていただきました関係各位に心よりお礼申し上げますと共に、

今後一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部

創立 30周年記念誌発行ＷＧ

グループ長：右城	猛

副グループ長：岡	兵典、河野	一郎

委員：小川	修、田村	猛、織田	雅文、藤本	憲洋

事務局：三枝	茂樹、荻田	一郎、小西	友穂
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一般社団法人建設コンサルタンツ協会　四国支部

〒 760-0066　香川県高松市福岡町 3丁目 11-22

（建設クリエイトビル　4F）

電　話

F		A		X　

E-mail　

U		R		L　

㈱美巧社

編集・発行　

印刷　

一般社団法人　建設コンサルタンツ協会
四国支部創立 30 周年のあゆみ

平成 29 年 6 月発行

（087）851-5881

（087）823-8730	

jcca@carrot.ocn.ne.jp

http://www.jcca.or.jp/kyokai/shikoku/
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