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1

建築設計部の略史
沖縄の風土に適した建築デザインを提案する部門
建築設計部の歩み

これからの建築設計部

第１部で示されたように建築設計部は、黎

現在、地球環境の保全が国際的課題と

明期においては、事務所の資金繰りに奔 走

なっており、環境に配慮した建築技術の習

しつつも、志の高いスタッフによる琉球新報

得とそれを実践するマネジメント力が求めら

ビルや國場ビルの設計、石油基地建設への

れている。
「風土と建築」という普遍的な理

参入などがあった。躍進期においては、待

念を大切にしながら、積極的に新たな提案

望の自社ビルの建設と入居を経て、沖縄で

を行う組織でありたいと願っている。そのた

初めての本格的なリゾートホテル・ムーンビー

めには設計事務所としてのコンプライアンス、

チを設計し、海洋博覧会施設の設計、そし

多業種交流による多様な価値観の共有、組

て海外事業への参入などが主な動きである。

織と個人の能力アップ、建築士としての意識

拡大期においては、沖縄では初の本格的な

の向上など注力すべき課題は多い。

ほんそう

市街地再開発事業への参加、海外部を創設

創業時から今日までの国建を支えた先輩

しての事業展開があった。熟成期において

方の労苦を再確認し、技術者集団として、

は、CAD システムの導入による業務の効率

大胆でクリエイティブな仕事と堅実な仕事を

化を図り、各種公共施設・庁舎・学校などの

同時に進めていく必要がある。そのことが、

設計、宮古島ターミナルビルをはじめとした

建築文化の向上と社会貢献に結びつけば本

地方の空港ターミナルビルの設計、沖縄県公

望である。

文書館や読谷村文化センターなどの大型公

建築設計部作業風景

共施設の設計が行われた。堅調期において

建築設計部の沿革や業績については第 1

は、21 世紀の幕開けにふさわしい沖縄サミッ

部で詳述しているので、ここでは簡略な記述

ト関連の諸施設の設計、沖縄産業支援セン

にとどめる。

ターや南部医療センターなどの公共施設、さ
らにザ・ブセナテラスに代表されるリゾート
ホテル、㈱サンエーの各店舗など旺盛な経
済活動に伴う商業施設の設計などが行われ
た。
現在、これらの施設は社会資産として堅
実に運用されている。国建はまさに沖縄の現
代建築史の一翼を担ってきたといっても過言
ではないだろう。
このように建築設計部にとってこの 50 年
間は、ひたすらものづくりの道を歩んできた
半世紀であった。その間、組織体制を徐々
に整え、CAD システムや ISO の導入による
仕事の効率化、技術力の向上などを図って
きた。部員数は仕事の質・量に比例して増
え、現在は約 60 名のスタッフが建築設計に
携わっている。
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構造設計部の略史
建物の骨格をデザインし、安全性を保障する部門
構造設計部の誕生

使用せず、すべて手計算だった。一つひと

構造設計部が当社に設置されるのは 1970

つの部材にかかる荷重を拾い上げ、電卓を

（昭和 45）年のことである。それまでは担当

叩いて応力計算やフレーム計算、断面計算

者が意匠も構造も設備も全部の図面を描くの

を行わなくてはならず、そのため手計算には

がふつうだったが、新城安雄が必要に迫られ

全体を見通す“構造屋”としての力量が求め

て構造計算を専門に行うようになり、外資系

られた。作業は膨大な量になり、入社した

事務所で構造設計を担当していた宮里仁正

てでまだ右も左もわからない下地も見様見真

の支援を受けながら技術を磨いていく。しか

似で計算式に向き合うしかなかった。

し扱う物件が多くなり、また大型プロジェク

その後、1978 年から新城が、1990 年か

トが増えてくると、分業の必要性が高まって

ら下地が、2003 年から花城和雄が部長とな

きた。この頃までは、県内では意匠設計と

り、2010 年からは島袋敦が加わって 2 部長

構造設計の分業体制を持つ設計事務所はま

体制で構造設計部を運営している。

忘年会の様子（1989 年）

だ少なかった。そこで米国民政府にいた松
本邦夫を構造設計部長としてスカウトし、部
の体裁を整えるようになる。

構造設計という仕事
ところで、構造設計と聞いてすぐに仕事の

最初の人数は松本、新城を含めて 3 ～ 4

内容を想像できる人は、建設事業に関わっ

名しかいなかった。ふだんは手計算だった

たことがある人を除いては、そんなに多くな

が、鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造の大規

いのではないだろうか。構造計算にもとづい

模物件になるとそうもいかず、新城が本土の

て建築物の構造各部を設計する仕事なのだ

鉄鋼メーカーまで出張してはコンピュータ入

が、わかりやすくいうと建物の骨組みを設計

力をお願いしていた。コンピュータは病院の

する作業である。

手術室のように無菌状態に保たれ、白衣を

だからというわけではないが、構造設計

着た技術者のみが出入りできる。新城が数

は地味で目立たないと思われがちである。建

値化した設計情報をキーパンチャーに渡す

物が評価されるとき、褒められるのは大体

と、彼女がコンピュータ用語に置き換えて入

は意匠であり、構造が優れているかどうかは

力する。間違えるとイチからやりなおしだ。

震災などの被害に直面しないとわからない

当時の大型コンピュータは今のパソコンほど

ので、そもそも賞賛される機会が限られる。

の性能もなく、出張は 1 ～ 2 週間にも及ん

壁にひびが入ったり雨漏りしたりなどすると、

だ。

呼び出されて叱られる損な役回りである。A

琉球新報ビルから三角ビルに移転するとき

建築設計事務所による構造計算書の偽造が

には構造設計部の人数は 10 名ほどに増えて

大きな社会問題として取り上げられて久しい

いた。この頃の仕事に琉球リースビルの構造

が、地味なイメージに加えて悪いイメージが

設計がある。1973 年に設計されたリースビ

お仕着せされたようで、当時は構造設計に

ルは、地上 12 階、地下 2 階のオフィスビル

携わるすべての人が苦虫を噛み潰したもので

で、当時としてはまだめずらしい高層ビルで

ある。

あった。このビルの構造設計は松本、神里

だがいくら陽が当たらなくとも、構造設計

貞之らが担当した。下地克義は当時入社 2 ヵ

には安全性をデザインするという社会的使

月で、松本に指導を受けながらこのプロジェ

命がある。建物の躯体の安全性はその建物

クトに関わった。構造計算はコンピュータを

を使う人にとって最も大事な要素のひとつで

琉球リース総合ビル

サマーキャンプ（1989 年）

く たい
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あり、人の命を預かるという意識がなければ

き、
「まさかこんなに早く免震構造を設計す

構造設計を志してはいけないのである。

る日が来るとは」と時代の流れの早さに驚い
たという。

耐震性と構造設計
躯体の安全性のなかでも特に重要なのが
耐震性である。当社の構造設計部の履歴に

当社が単独で免震構造設計を行ったのは

は、この耐震性をめぐる動向が色濃く影響し

2006（平成 18）年設計の琉球新報ビルが最

ている。

初であり、その意味ではデビュー作になる。

1981（昭和 56）年、さかのぼること 3 年
サーバーファーム

国建の免震構造設計

前に起きた宮城県沖地震をきっかけとして、

東江直司が担当し、花城がサポートした。
免震部材の模型を持って打合せにおもむ

建築基準法は新耐震基準に改められた。建

いた際、花城は「新報ビルは県内のどのビル

物が震度 5 の地震で壊れないこと、震度 6

と比べても耐震性能は何倍も上です」と説明

でも倒壊しないことが基準となっている。こ

したところ、新報社の担当者が非常に喜ん

れは構造設計の業界にとって“ビッグバン”

でくれた。これまでデザインばかりが評価さ

とも呼べる大転換であり、構造計算や設計

れて構造設計が評価されることは少なく、花

のあり方が大きく変更された。

城は初めて構造技術で喜んでもらうところを

当社ではこのとき新たに大卒の人材として、

目の当たりにしてとても嬉しかった。現在で

花城を含む 3 名を採用した。法改正のタイ

も新報ビルに要人が訪れると、新報社の社

ミングを業務内容を切り替える転機と位置づ

長自ら地下の免震層を案内することがあるそ

けたのである。これらの人材がその後の構

うで、構造設計者冥利につきると思う。

造設計部を引っ張ることになる。

みょうり

琉球新報ビル設計の際には、日建設計に

1995 年、今度は阪神・淡路大震災が我

照査をお願いした。社内には「わざわざ他社

が国を襲い、耐震基準が一層強化されるこ

に照査してもらうと、施主が不安がるのでは

とになる。この年施行された「建築物の耐

ないか」という意見もあったが、花城は国建

震改修の促進に関する法律（耐震改修促進

が単独でも免震構造設計ができるという技

法）
」では、新耐震基準を満たさない建築

術的な裏づけとするためにはどうしても必要

物について耐震診断や改修を進めることが

だと考えた。日建設計に対しても独り立ちす

位置づけられている。そして、構造設計部で

る技術的な証明の機会だと考えて照査を依

はこれ以降、免震性を業務の柱に据え置く

頼したのである。

方向へとシフトしていく。

現在、沖縄県内には免震構造を採用した

免震構造とは、地震の揺れを免震装置で

建築物が 9 施設あるが、そのうち 6 施設に

吸収し、地震の揺れを建物に直接伝えない

当社が関わっている。そしてその 4 施設が

ように抑えた構造のことであり、躯体だけで

国建単独で設計した建築物である。

なく室内の損傷などの被害を防ぐことができ
る点で優れている。ただし、コストが大きく
なるというデメリットがある。

琉球新報本社ビル

上：琉球新報本社ビル外観
中：積層ゴムアイソレーター
下：鉛ダンパー
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構造設計の道具
1970 年代頃までの構造計算には計算尺を

当社では、宜野座村のサーバーファームで

用いていた。計算尺は対数の原理を利用し

最初に手がけた。この業務は㈱日建設計と

た計算用具で、理工学系の設計計算や測量

の JV であり、島袋敦が日建設計へ出向する

などの用途に利用されていた。計算尺は様々

という形で業務を担当した。

なタイプがあり、当社で主に使っていたのは
かっしゃく

免震構造が話題になり始めた頃、せめて

棒状の木製の計算尺だった。滑尺という部

概略くらいは把握しておかなくてはと福岡県

分がすべる早さが計算の早さにつながるの

で開催された講習会に構造設計部のスタッフ

で、すべりをよくするためにロウを塗ることが

が参加した。このときはまだ当社でもできる

欠かせなかった。

技術なのかどうかを見極めるためであった。

計算尺はその後の関数電卓の登場によ

その 3 年後にサーバーファームの話をいただ

り廃れていくが、当社では 1982（昭和 57）

第三部

年頃に早くも、構造計算用のオリベッティ
（Olivetti）社のコンピュータを導入した。前

部門別略史

ちょうちょうはっし

匠設計と丁々発止やりあいながら形にして
いった仕事だった。

述の 1981 年の法改正で構造計算も大幅に変

構造上不可能だと考えられる要求は断るこ

わることになり、この機会に手計算からコン

ともある。沖縄県公文書館の設計では、建

ピュータ計算に切り替えるためであった。

物をいくつかに区切らなくては大きな地震の

このコンピュータは新聞紙を広げたほどの

際に建物がひび割れする可能性があった。

大きさで、購入金額は 600 万円ほどだった。

そこで、いくつもの文献をあたって分厚い根

ただ、計算にかなり時間がかかった。その

拠資料を作成し、発注者や意匠設計担当者

ため夜、帰宅する前に計算をセットしておく

に説明した。建物を切り離すことになり、建

ことが多かったが、途中で紙がつまったり

築設計部は建物継ぎ目を雨除けで覆うなど

計算エラーがおきたりすると、出勤してから

設計の一部をやりなおした。しかし、どれだ

が大変だった。計算結果はミシン目の入った

け検討しても、雨漏りする可能性は残った。

紙に印刷されて出力されたが、とにかく大量

沖縄には毎年いくつかの台風が襲来するが、

の紙を消費した。また音がうるさいため、蓋

雨は年中降るわけであり、貴重な資料を保

をしめて、さらに箱に入れて使用していたこ

存するという公文書館の性格上、起こらな

ともあった。１台しかなかったので、誰かが

いかもしれない地震による軽微な不具合より

使っている間は他の人は使えないという問題

も、年中起こりうる雨漏りという不具合の方

もあり、今日は誰が使うかで会議を開くこと

が深刻ではないかということになり、建物は

もあったほどである。

区切らないことに最終決定した。

計算尺

よ

思えば、この頃はコンピュータが市場に

最終的には建築設計部の主張が通った形

出まわる前の過渡期だといえ、当社でもこの

にはなったが、このように構造設計と建築設

数年後からパソコンを徐々に導入しはじめ、

計とが連携して密に検討を行い、その建築

1987 年には全部署に CAD システムが配置

物にとって何が最適なのかを提案できること

されることになる。したがってオリベッティの

が、総合建設コンサルタントとしての当社の

構造計算コンピュータを使ったのはほんの数

強みである。

構造設計部作業風景

トロピカルテクノセンター

年のことだったが、処分時の引取価格は千
円にも満たなかった。
「てんぷら代にもなら
ない」とみんなで笑いあったものである。

建築設計との連携
構造設計は、意匠の図面をもとに構造計
画をして構造設計図面を描く作業であり、与
えられた条件で組み立てなければならない。
はり

屋根があって、その重さが梁を通してこの柱
に伝わって、その下の部材に伝わって、とい

現在の構造設計部（2009 年）

うふうに考えていくのである。直前でデザイ
ンや材料を変えられるとすべてやりなおしに
なってしまう。
当社のメリットは、社内の建築設計の担当
者とすぐに意思疎通ができることである。通
常はデザインが決まってから梁や柱の太さを
決めるのだが、複雑なデザインの場合は構
想の段階から参加し、構造設計の意見を主
張することもある。沖縄コンベンションセン
ターの設計はまさにそれで、芸術的なデザイ
ンを成立させるための構造上の仕組みを、意
構造設計部の略史
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設備設計部の略史

㈱環境設計国建

機械や電気の機能を与え、建物に命を吹き込む部門
設備設計の仕事

建設を経験した技術者が設備設計専門の事

給排水設備・電気設備などをさしており、建

務所を構え始めたこの頃、建築設計と設備

物の使用目的や特性にあった室内環境のた

設計をひとつの会社に包摂したスタイルは異

めの装置やシステムを設計することが仕事

例のことだった。設立当初から建築設計部

である。建物の構成要素を人に例えるなら、

が受注した建物の設備設計を担当すること

骨格は構造設計が、外見・容姿は建築（意

が多く、2 人 3 脚、あるいは構造設計部も含

匠）設計が担う。では設備設計はというと、

めて 3 人 4 脚で業務を進めてきた感がある。

人間の身体の神経系統や循環器、血管など

だが、設備設計部の運営は順風満帆とは

があたる。つまり建物に生命を与え、息吹を

いえない状況だった。創設してすぐの頃に

吹き込むのが設備設計だといえよう。

は機械設備に比屋根正、山城佐代子ら、電

設備の担当者は、意匠の設計図に対し、

設備設計部のメンバー

ても高水準だったといわれる。米軍施設の

設備設計の“設備”とは、空気調和設備・

気設備に仲村信栄、宮良洋三らが配置され、

その建物の目的や機能、設計者の理想を十

部員は 15 名ほどだった。だが、第 1 次オイ

分にいかせる機器類を組み立て、メンテナン

ルショック以降は人員体制がスリム化したた

スできる手法を検討しなければならない。建

め、少数精鋭での作業を余儀なくされた。

築家のイメージに沿いながら機能的に設備

1980 年代初頭には職員が 8 名しかいないと

が配置できるかが重要なポイントとなる。デ

きもあり、業務の受注量に比べて人手が少な

ザインが独創的であればあるほど、配管や

く、激務を強いられた。この頃に結婚した

配線が通る天井裏や建物の裏側は条件が限

宮城正和（現㈱環境設計国建社長）は、式

定されるものであり、設備設計士は華やかな

当日の午前中は出社し、午後から式場へ向

意匠の陰で努力を重ねている。

かったという、笑うに笑えないエピソードをも
つ。

設備設計部のはじまり

宮城正和

創業からしばらくは設備設計の専門家は

と仕事をこなす人物だった。部下の管理も徹

おらず、設計工事を担う施工業者などへ設備

底しており、大変厳しい指導者として多くの

設計の図面作成を依頼するような状況だっ

逸話が残っている。反面、人員不足を補うた

た。当社における設備専門の最初の技術者

めにドラフト専門の会社設立を役員に提案す

は城間という人物であり、真喜屋実郎、前

るなど、苦しいなかで作業効率を上げるため

森康治など続々と優秀な人材が集まった。し

に何をすべきかを常に考えていた。
「独立し

かしいずれも在籍期間は短く、以後は 1967

た方が稼ぎもよかったはずだが、彼はあえて

（昭和 42）年入社の新垣徹を中心として設備

そうせずに設備設計部を守ってくれた」と、

設計部が始動していく。部としての正式なス
タートは 1970 年のことである。
新垣は県外の設計事務所に務めたあと、
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部を束ねていた新垣は、生真面目で淡々

いつわ

神村盛秀は新垣をたたえている。
1980 年代後半は現場監理で技術者が不
在になることも多く、現場が終わってから会

沖縄へ戻って米軍関連業務を専門とする設

社に戻って記録をまとめたり、残された職員

計事務所に在職していたが、当時の社長で

で業務を掛け持ちしたりなど激務は続いた。

ある國場幸一郎に引き抜かれて入社した。当

こうした厳しい時代を、新垣のもと正和、宮

時の沖縄の設備設計のノウハウは米軍施設

城勝、喜友名徹が中心となって部を運営して

工事でつちかわれたこともあり、本土と比べ

きた。

第三部

発電所設計による飛躍
設備設計部の転換となったのは、金武火
力発電所の設計業務である。大型発電所の

前に予測するために、他の発電所のデータを
比較分析し検討する業務である。かなりの
労力を要する。

設計ということもあり、設備設計部が担う役

実は正和は使命感のあまり、営業時に「た

割は大きく、計画の段階から関わった。この

だでも引き受けます」と啖呵を切っていた。

プロジェクトを期に人員増強が図られ、1993

しかし、沖縄電力電源開発室長の野崎幸和

（平成 5）年に 9 人、翌年には 4 人が採用さ

氏は国建の仕事ぶりをみて、ゼロベースだっ

れた。

部門別略史

たんか

た調査費を相応額に引き上げて正式契約し

沖縄県における電力供給は、1954 年の米

てくれたのである。これが 1993 年から始ま

国民政府出資による琉球電力公社の設立か

る金武火力発電所プロジェクトの呼び水とな

ら始まる。その後 1972 年の復帰により、日

る。

具志川火力発電所

本政府及び沖縄県出資による特殊法人とし
て沖縄電力㈱が設立され、電力事業が引き

金武火力発電所プロジェクト

継がれている。1988 年には特殊法人から民

次は「金武火力発電所に関する新規電源

営化したのだが、その頃の電力供給は、復

基本計画技術検討業務」が待っていた。こ

帰以前に建てられた牧港火力発電所や電源

の業務は技術的な課題から、西日本技術開

開発㈱の石川石炭火力発電所からの購入に

発と再び組む必要があった。正和は、具志

よるもので、沖縄電力にとって独自で発電所

川火力発電所の経験をいかし、沖縄電力と

を建設することは大きな夢でもあった。

当社が主体性を発揮できるように体制づくり

沖縄電力は具志川火力発電所の建設を

を図り、作業の主軸を担った。

1988 年に発表した。九州圏内の発電所の設

その後、
「電源調査審議会対応資料助勢

計では、西日本技術開発㈱が火力・原子力

業務」を国建単独で受注することになった。

発電所設計の専門会社として大きなシェアを

諮問機関である電源開発調査審議会に諮る

持っていた。しかし、当時の沖縄電力の火

ための資料を作成する仕事だが、発電所建

力部長だった宮城定吉氏が、沖縄にも火力

設の決定や埋立申請の採択順位に影響を及

技術者を育て技術を残したいという一念で

ぼす重要な審議会であり、十分な情報収集

多方面と調整したおかげで、当社が具志川

と入念な計算・検討が求められた。沖縄電

火力発電所の設計に西日本技術開発との JV

力本社の 5 階におかれた当社の出先事務所

で加わることになった。こうして JV 事務所

は夜遅くまで電気が灯る毎日だった。

が設置され、当社からは正和以下スタッフ
数名が常駐した。発電所の設計はメーカーと
の調整を含め特殊な側面が多く、当初は補

し もん

それからも業務は続くが、詳細は第 1 部
Ⅳ章に譲る。
このプロジェクトは設備設計部の技術力

助的な役割を担うしかできなかった。しかし、

を大きく伸長させただけでなく、沖縄電力と

西日本技術開発の指導のもと、初心者だっ

の固い信頼関係を築くことにも寄与した。特

た当社も運転開始までに発電所の設計技術

に野崎氏には会社の垣根を越えて、営業の

を身につけることができた。

心構えや人とのつき合い方など学ぶことが多

発電業務は巨大な設備を導入する大型事
業であり、設備設計部としては地元の威信を

かった。いまでは故人になられたが、改めて
感謝申し上げる次第である。

かけて受注したい仕事だった。正和は当時

金武火力発電所の総事業費は約 1,000 億

常務だった新垣の指示で沖縄電力への営業

円。管理技術者だった正和は 39 歳で、よう

を続けた。こうした営業努力が効を奏した

やく中堅にさしかかった時期だった。若くや

のか、ある日、
「排ガス諸元検討業務を引き

る気にあふれた社員を現場担当として積極

受けてくれないか」という電話があった。こ

的に起用するなど、大型プロジェクトである

れは発電所建設の最初の調査であり、石炭

にもかかわらず以後の事業展開をにらんだ人

を燃やしたときに出る排ガスから発生する

員配置は、経営者としての正和の才覚が発

煤塵量や窒素酸化物、亜硫酸ガスなどを事

揮されたものだといえよう。

ばいじん

金武火力発電所

設備設計部作業風景
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病院事業の特徴

ントとしての能力を十分に発揮できないよう

病院は設備的に特殊な面が多く、設備設
計者にとってハードルの高い仕事のひとつで

半年以上にわたって次善策を練り、県との

ある。どういう点が特殊かを以下に述べる。

調整を繰り返したが、事態は好転すること

病院とは病気を治療するための施設であ

はなかった。受注機会の確保のためにとっ

り、院内感染はもってのほかである。空調

たのは、国建からの独立・分社という方法で

面は恒温恒湿でクリーンな状態を保ちつつ、

あった。そうして設備設計部は新たな一歩を

一般病棟や ICU、手術室などそれぞれの区

踏み出すこととなった。

こうおんこうしつ

那覇市立病院

画で設定された空調環境を守る必要がある。

新会社の前身となったのは、1979 年に

また停電が起きないように、主電源に加え、

当時の役員が出資して設立した「株式会社

自家発電などのバックアップ機能も必要にな

JUC（ジャック）設計」という個人事務所で

る。

ある。設計ドラフト業をメインとした会社で、

設備設計部が関わった病院事 業には、
かくり

那覇市立病院の増築及び 伝 染病隔 離病
ハートライフ病院

な状況となったのである。

当社が設計した図面の仕上げを同社に依頼
するような関係であった。

棟（1986 年完成）
、沖縄県北部医師会病院

2004 年 10 月に、当社の設備設計部門が

（1991 年完成）
、ハートライフ病院（1991 年

移籍し、
「株式会社 環境設計国建」に改称

完成）などがある。このうちハートライフ病

した。設備設計の専門会社として、当社が

院は当社単独で受注しており、県内初の防

100％出資する子会社として生まれ変わった。

災評定の個別認定を受けた。防災評定とは、

現在の環境設計国建の社員数は 26 名であ

建物が一定規模を超えた場合、建築防災計

り、県内では最大規模をなしている。

画書を提出し、建物や設備における耐火性

先に記したとおり、県内では設備設計の

や避難安全性の評価を受けるものである。

単独事務所が一般的であり、㈳沖縄県設

十字型の形状をしたハートライフ病院はベラ

備設計事務所協会がそれらをとりまとめてい

ンダがすべてつながっており、火災が起きて

る。県内 37 社（2010 年 4 月現在）の会員

もベランダから避難できるように誘導されて

会社で構成される同協会の役員の多くは国

いる。

建の OB であり、環境設計国建も独立後は

このように大規模施設に防災機能を盛り込

同協会に所属している。

むことについては、近年の沖縄県立南部医

2011 年に携帯電話の周波数が再編される

療センター・子ども医療センターや那覇市新

ことに伴い、2006 年に携帯電話の基地局

庁舎の設計にも反映されている。電気・機

や通信機器の設置に関わるプロジェクトを沖

械設備の最新技術を取り入れながら、安心・

縄セルラー電話㈱より受託した。環境設計

安全面で常にベストの設計ができるように

国建ではこれに対応するため情報通信部を

研鑽を惜しまない。

設立し、携帯電話を中心とする情報通信と

けんさん

いう新たな分野に参入している。

㈱環境設計国建の設立
大型プロジェクトを着実に進め、平成の時

環境設計国建は、今後とも当社との協力

代を順調に歩むかのようにみえた設備設計部

関係を維持しつつ、単独受注にも対応した

だが、2002（平成 14）年より沖縄県土木建

会社経営を進め、沖縄の設備設計を先導す

築部が建築設計・設備設計の分離分割発注

る一会社として躍進していくことが期待され

方式を採用し、設備設計部は再び大きな分

る。

岐点を迎えることとなる。
現在の環境設計国建（2009 年）

分離分割発注方式は、県内の中堅設備専
門事務所においては受注機会の拡大となっ
たが、当社の場合は逆だった。建築設計と
して受注できても、設備部門は別会社とJV
を組まなくてはならず、総合建設コンサルタ
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土木設計部の略史
人間の生活に必需なインフラを大地に描く部門
土木設計部の設立
当社に土木設計部が 設 置されたのは、

国資本の設計事務所出身であったため英語
表記で、航空測量精度の地形図上のコンター

1970（昭和 45）年、那覇市久茂地に自社ビ

（等高線）を読み取り、高さなどを調整して

ルが完成したときである。その前の新報ビル

描いていた。つまりかなりアバウトな図面だっ

時代から土木設計業務も行ってはいたのだ

たのだが、白鳥が本土式の道路設計図を打

が、専門人材は数名で、他のスタッフが掛け

合せに持っていくと感心されたという。

持ちしているような状況だった。新設された

土木設計部は大小多種多様な業務を手が

ばかりの土木設計部は、新しい自社ビルの 4

け、努力の甲斐あって、
「国建に任せればな

階を拠点として業務を開始する。

んとかなる」という評価を施主からいただく

設立当初は 12 名でスタートした。当時の

三角ビル時代の土木設計部

ようになる。

体制は神山芳和が専務として管理する立場
にあり、初代部長の竹牟禮平男のもと、山

国建土木への衣替え

内正夫、永松一甫らのスタッフがいた。また、

1972（昭和 47）年にはいったん土木設計

白石直文（工学博士）を技術顧問に迎えた。

部の大部分が国建から分社し、
「株式会社

まだ県内に測量や土質調査と一体となっ

国建土木」を 10 月 7 日に設立する。

た土木設計を手がける事務所はほとんどな

実はこの頃に次期社長となる大濱博貞を

かった頃である。仕事は山積していた。むず

琉球水道公社から迎えている。この公社は

かしい仕事、技術レベルの高い仕事もあっ

沖縄本島の上水道の運営管理を行う機関で、

たが、土木設計部は頼まれた仕事を断るこ

大濱はその総裁を務めていた。沖縄の復帰

とはせず、足りない技術を社外から補うこと

に伴い、公社が米国民政府から沖縄県に移

で対処する。東京や大阪のコンサルタントと

管されることになったことから、当社が大濱

提携を結び、業務を手伝ってもらう体制を築

の実力を見込んでスカウトしたのだった。総

くのである。それに伴い、出向あるいは契

裁経験者の大濱に見合うポストを用意するた

約派遣という形で、常時 5 ～ 6 名の社外技

めに、土木設計部を分社化したという事情

術者が国建に出入りするようになる。

があった。

このような体制をとったのは、土木設計部

子会社はあくまで体裁的なもので、業務

の仕事には大規模事業が多く、単純に人手

の実態はこれまでと変わらなかった。国建土

が必要だったという理由がある。だが、当時

木は 1979 年まで活動したのち、再び国建

はまだ当社の技術力は高いとはいえず、また

設計工務の一部署に組み込まれることにな

業務経歴も資格も不足していたため、外部

るが、これによる混乱はまったく生じていな

の技術者と連携する必要があった。会社側

い。

は、ともに作業にあたるなかでこれらの技術

大濱は琉球水道公社の出身だが、土木設

者から国建社員へと技術やノウハウが移転さ

計部には他にも米国民政府とゆかりのある組

れることを期待したのである。もちろん当社

織からの転職者がいて、部の経営を支えて

へ転職というケースも多い。海洋博覧会の頃

きた。その組織のひとつがライアン・アソシ

の話になるが、白鳥東一は東京の土木コンサ

エイツ琉球インクである。この企業はロサン

ルタントをやめフリーで活動していたときに、

ゼルスに本社を持つ総合建設コンサルタント

国建から仕事を依頼され、その後スカウトさ

で、DE と深いコネクションを持っており、多

れた。当時の道路設計は技術者が DE や米

くの業務を受注していた。スタッフには米国

忘年会にて（1998 年）

波之上宮へのお参り（2000 年）
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はじめ外国人が多く、英語が社内言語であっ

奥武山や旭町をはじめとする歩道橋設計も

たため、ここを経験した者は英語の読み書

手がけてきた。

きができた。復帰を機に沖縄から撤退するこ

恩納村仲泊の国道 58 号は海洋博覧会開

とになり（営業権は㈱アジア技研が継承して

催に向けて急ピッチで拡張工事が進められて

いる）
、土木設計部には永松、川上重之、宮

いた。ところが、当初選定された路線上か

良一高らが入社し、のちの米軍や石油関連

ら仲泊遺跡が発見され、その処遇について

の仕事の際などにライアンでの経験をいかし

世論を巻き込んだ論争に発展する。のちに

ている。

国指定史跡になるほど重要な文化財であり、
◆

◆

◆

見直し設計に携わることになった当社は、こ

ところで、一口に土木設計といっても様々

の遺跡を避けて線形を思い切って海へと迂

な分野があることをご承知だろうか。それぞ

回するプランを提案した。設計者は永松、白

れの分野は奥が深く、準拠する法令や制度

鳥、渡辺知記らで、当時はこの大胆な発想

も多岐にわたる。例えば道路分野では、道

から“海中道路”と呼ばれた。当時の護岸

路構造令という一般的技術的基準を定めた

工法の技術を駆使して道路基礎を構築し、

政令をすりきれるほど読まなければ仕事がで

それによって閉鎖される水域に配慮して、海

きない。だから土木設計ではジェネラリスト

水が還流するように通水路を設けた設計とし

は少なく、何らかの分野に秀でたスペシャリ

た。

ストになることが求められる。
以下ではそれぞれの分野について簡単に
説明したい。

高木紀夫の名も忘れてはならない。法政
大学工学部出身で、前所属の㈱オリエンタル
コンサルタンツ時代から道路技術者として腕
を鳴らした。エンジニア然とした雰囲気の人

道路・橋梁分野
まずは道路関連分野である。道路はどん
な街にも農村にも山間部にも走っており、最

物であり、沖縄自動車道西原 JCT、那覇臨
海道路、恩納バイパスなど県内の主要幹線
の設計に実績を残した。

も身近な社会基盤といえる。走りやすさ、安
全性、渋滞の緩和、費用対効果、歩道の幅、
環境や景観への影響など考慮すべきことは

のだが、道路と違って耐震性の検討が必要

多々あり、つくる側・使う側それぞれの立場

になる。そのために橋脚を支える地盤の固さ

の課題をつかみ、それを解決するプランを

や深さを確認しなければならず、ボーリング

提示しなければならない。あちらを立てれば

調査が欠かせない。この地盤の情報をもと

こちらが立たずという事態は日常茶飯事であ

に直接基礎、杭基礎、ケーソン基礎など基

る。

礎形式が決められる。また、橋の長さや機

道路を設計するときには、まずどのように
道を通すのか路線選定のための予備設計が
あり、次に工区を区切って詳細設計を行う。

県道 6 号バイパス
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橋梁は基本的には道路と道路をつなぐも

能に応じて構造形式であったり構成部材で
あったりを検討することが求められる。
名護市大川の県道 18 号線大川 1 号橋は

詳細設計は工区ごとに請け負う会社が変わ

約 275 ㍍の長さを持つ縦断勾配 7.6％の橋

るため、
「この道路は我々が設計した」とい

である。土木設計部の具志堅清、下地秀作

いがたく、設計者のジレンマとなっている（土

らが 2001（平成 13）年に詳細設計を行った。

木構造物全般に同じことがいえる）
。

設計時に構造の安定性、経済性、施工性、

当社の土木設計部が沖縄の交通基盤の整

環境性等から 10 数案を検討したのち、2 本

備に果たした役割は小さくない。大宜味村

の主桁に PC 床版を設置し、床版同士を間

喜如嘉の国道 58 号、恩納村～うるま市の県

詰めする少主桁工法の橋梁を設計した。大

道 6 号線バイパス、宜野座村や中城村の国

川 1 号橋は河川と急勾配の山沿いを縫うよう

道 329 号、与那国町の県道 216 号線など設

な位置にあるため、基礎工は大型機械を必

計や測量、台帳作成に関わった道路区間は

要としない深 礎杭工法とし、また上部工施

枚挙にいとまがないほどである。那覇市の

工のため大がかりな仮橋の設計も必要だっ

しゅげた

しんそくい

第三部

た。完成により名護市街地と東海岸を結ぶ

の人事だった。平良の尽力により、土木設計

新たなルートが整備され、北部の振興開発

受注環境がさらに強化されていく。

部門別略史

による地域活性化に寄与することとなった。
空港業務は主に㈱日本空港コンサルタンツ
また、沖縄県に戦後初めて導入された軌

と共同で受注することが多く、与那国空港、

道交通システムの都市モノレール（ゆいレー

北大東空港、南大東空港などを手がけてき

ル）の設計も上地公明、前泊史らで 1993 年

た。建築設計部と分担しての作業になること

より携わってきた。軌道桁や支柱が主であっ

も多く、建築設計部の空港施設設計業務に

たが、関連街路設計や緑化基本計画なども

ついては第 1 部に記載している。

恩納村仲泊の国道 58 号線

行い、都市モノレール設計関係の全般を担っ
てきた（詳しくは第 1 部Ⅳ章を参照のこと）
。

海岸・河川分野

沿線の街路や駅周辺の舗装・植栽帯はきれ

海に囲まれた沖縄県では、日本復帰前か

いに整備され、また車社会からの転換によ

ら多くの護岸の整備が進められてきた。か

り交通渋滞も緩和し、住みよい街に変わっ

つては直立護岸が多かったが、この頃は防

たといえるだろう。

護の目的が主で、消波工や高い堤防で海岸
線を線的に防護する考え方が一般的だった

港湾・空港分野
とうしょ

沖縄は島嶼県であり、大きな移動の手段

ためだ。1978（昭和 53）年に、当社は護岸
整備の基準となるデータの作成業務を請け

は船であったり飛行機であったりと、他の

負った。これは、沖縄県内の各海岸の波高、

都道府県に比べて港湾、空港の役割は大き

波向、周期を既存調査から整理したもので、

い。国建は港湾系のコンサルタントとしては

護岸整備検討の基本となる波浪条件を設定

県内でも古株であり、沖縄県の仕事も多く受

することが目的だった。

注してきた。調査・計画から実施設計、施

その後次第に、切り立った護岸で分断され

工監理までを手がけており、主な仕事として

ていては海に親しめないと声が強まり、海岸

1970 年代には渡久地新港（現本部港）や那

利用という側面が求められるようになった。

覇港、運天港などを設計した。その後、平

養浜（人工海浜）や緩やかな傾斜の護岸を

良港、石垣港、中城湾港、金武湾港、運天

設けるなど、面的に波の威力を軽減させる海

港など県内の重要港湾の計画策定や、離島

岸整備が主流になった。面的な防護を図っ

港湾・地方港湾の整備計画策定、平良港、

た例として金武町の伊芸海岸などがある。ま

石垣港、伊江港、長山港、祖納港などの岸

た最近では、これらに加えて環境に対する

壁設計を行ってきた。復帰直後の離島港湾

配慮が重要になっており、この 3 要素がうま

は、リーフの内側に整備するのが一般的だっ

く調和する海岸整備が望まれている。

たが、近年は利用する船舶が大型化したこ

こうした形での海浜整備ではなく、最初か

とから、外海の強大な波浪の影響を直接受

らレクリエーション目的での海浜整備もある。

けるリーフ外での整備も増え、それに伴う防

当社は海洋博覧会で整備した我が国で最初

波堤整備事業も増している。

の人工ビーチであるエメラルドビーチの調査

こうした港湾施設の設計以外では、中城

測量設計にも関わっており、その後も宜野湾

湾港マリンタウンプロジェクト（西原・与那原

市のトロピカルビーチ、名護市の 21 世紀の

地区）や豊崎プロジェクトなどの基本構想、

森ビーチ、西原町の西原きらきらビーチなど

基本計画、基本設計、埋立申請、実施設計

を担当している。

西原きらきらビーチ

など一連の業務に関わり、県土の発展に寄
与してきた。

沖縄の河川は規模が小さく、降雨後に短

沖縄県で長らく港湾畑を歩んできた平良隆

時間で海へ流れこむことや、潮位の影響が

を専務として迎えるのは 1997（平成 9）年の

中流域まで及ぶことなどから、洪水流量計

ことである。公務員時代にみがいた実務能

算が困難であった。今日でこそコンピュータ

力と、土木関連機関への顔の広さを期待して

プログラムが完備されて複雑な解析もお手
土木設計部の略史
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のものだが、1970 年代頃までは当社にはア

中継地の調整池、原水を飲料水に変える浄

プリケーションがなく、専門書を参考に手計

水場や浄水池、末端の水道施設という「水

算で解析を行っていた。座間味村の 2 級河

源の開発から安全でおいしい水の供給まで」

川である内川の全体計画や国場川の下流河

の業務に携わってきた。宮古島上水道企業

道、報得川の埋立地の下流河道の不等流計

団の PC タンクなどは、当時日本一の規模と

算などは特に苦労した。このように河川の洪

いわれた調整池で、それらの業務実績が新

水防御機能を担う護岸整備の業務を多く手

石川浄水場（調整池）の業務受注につながっ

がけた。

ている。

河川環境や景観の整備業務の依頼も多

土木設計部には当初、水道施設の専門家

かった。1990 年代の初めは沖縄の都市河川

が不在であり、本土の大手水道コンサルタン

の汚染はひどく、全国ワースト10 にいくつか

トの協力を得て仕事を進めた。問合せの電

の河川があげられていた。このため国場川下

話があると、即答ができないためいったん

流域の漫湖から明治橋にかけて河川管理計

電話を切り、外注先からの回答を得て電話

画調査として、河川環境整備と河川利用に関

をかけなおすなどの処世術でしのいだことも

する計画調査を行ったことがある。ワースト1

あった。しかし、技術は人を慕うもので、の

であった久茂地川についても、海水を引き込

ちにはクライアントの若手担当者に教示する

んでフラッシュや希釈効果により浄化する環

ほどまで習熟し、単独で業務受注できるよ

境整備基本構想を策定するなど、1990 年代

うになった。

までは都市河川の計画設計業務が多かった。
土木設計部作業風景

主な水道施設は琉球政府時代にいっせい

また、瑞慶山ダム、億首ダム周辺整備基本

に整備されており、その改修や拡張などの設

構想などダムと下流河川の環境整備計画の

計を行う場合は、英語・インチ表記の図面

実績も積み重ねてきた。

に向き合わなくてはならなかった。担当者は

その後は河川計画から遠のいた時期が

スペックを日本語に訳してもらいながら、イ

あったが、2005 年に国場川水系全体の「水

ンチからメートルに換算する作業を行った。

と緑のネットワーク基本計画」をプロポーザ

米国の土木技術の水準は高く、参考にした

ルで受注したのを契機に、続く「水に親しむ

図面から技術を学び、その他の業務にも役

川づくり整備構想」
「国場川ふるさとの川整

立てた。

備計画」を手がけ、また再開発事業での「安

上水道施設の設計業務のひとつに、国頭

里川修景整備計画」や久茂地川下流の「旭

村与那川の与那取水ポンプ場がある。直接

橋かわまちづくり」などまちづくりと連携した

基礎で、地下に数基のポンプ基礎も設置し

新しい河川整備の取り組みにも参画できるよ

たのだが、折からの増水で地下水位が上昇

うになった。

し、想定外の浮力のために傾いてしまった。
ポンプ設備の設置前だったため、変位が安

上下水道分野
上下水道は重要な生活基盤のひとつであ
る。第 2 代社長の大濱が琉球水道公社の出

定したあとに微調整して事なきを得たが、河
川沿いの施設整備のむずかしさを思い知らさ
れた仕事だった。

身だったこともあり、当社は上下水道に傾注
していた時期もあった。

伊佐浜下水処理場
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一方の下水道は、各家庭や事業所から出

沖縄県では昔から干ばつが人々の脅威で

る汚水を迅速に集め、きれいな排水に変え

あり、1980 年代頃までは夏の渇水期には断

て川や海に放流する施設である。土木設計

水が頻発していた。沖縄総合事務局河川課

部では、古くは那覇市公共下水道の全体計

や沖縄県水資源対策課は水需要実態調査や

画（許認可作成業務）に関わり、以来、県

需給計画調査を実施し、ダム貯留水、河川

事業の曙ポンプ場、那覇市の赤嶺ポンプ場

水、地下水など多様な水資源の開発に乗り

などの中継ポンプ場の整備に従事してきた。

出したが、当社はその調査の一翼を担うこと

使用機器荷重計算が必要な場合があり、構

もあった。さらに取水ポンプ施設や導水管、

造設計部との協働になることもある。

第三部

下水道関連業務からは、那覇下水処理場
（現那覇浄化センター）
、伊佐浜下水処理場
（現宜野湾浄化センター）の改修業務をとり
あげよう。

部門別略史

域に含まれ、国建の技術力が試された業務
であった（詳細は第 1 部Ⅲ章に記載）
。
グスクの城壁や石橋などの保存・修理の
業務も多い。近年に限っても、大謝名メーヌ

那覇、伊佐浜ともに米軍施政下で整備さ

カー保存整備実施設計、今帰仁城跡外郭

れ、当初は簡易処理方式であった。簡易処

整備工事測量設計、具志川城跡保存修理工

理はまず汚水の粗芥を除去し、沈殿物を除

事設計・監理、仲間樋川復元整備設計など

いた上澄み水を塩素減菌処理して放流する

枚挙にいとまがないほどである。

あらごみ

大謝名メーヌカー

方式で、下水量が少ないうちはこれでもよ
かったが、公共下水道の普及率が次第に高

景観デザイン分野

まってきたため、処理水が沿岸汚染などの

美しい国づくりのための基本的な考え方と

問題を生む前に先手を打って二次処理施設

具体的な施策をとりまとめた「美しい国づくり

に改良することになった。伊佐浜では 1976

政策大綱」が 2003（平成 15）年 7 月に国

（昭和 51）年に、那覇でも 1977 年に供用が

土交通省より発表され、さらに翌年には「景

開始されるが、当社はその設計と施工監理

観法」が公布された。これまでの機能重視

を、㈱日水コンとJV で請け負った。二次処

の土木デザインからの方向転換が始まったの

理施設は活性汚泥法などによる高度処理を

であり、地域の自然や歴史文化に配慮した

行うため、複数の貯水・沈殿過程が必要で、

土木景観の重要性が改めて叫ばれるように

コンクリート構造物や機械設備・電気設備な

なった。

ど規模が大きくなる。技術者の力量が試さ
れるプロジェクトだった。

当社の土木設計部が景観に傾注し始める
のは、1980 年代後半からである。北部圏域
の国道沿いロードパークリフレッシュ事業、

公園緑地・文化財分野

とよみ大橋のライトアップ、沖縄サミット時の

現在の土木設計部の主要な仕事のひとつ

道路景観設計・サイン表示、国道 507 号バ

に公園の設計があげられる。当初の公園整

イパスや宜野湾北中城線での景観検討など

備は、開発部がランドスケープを担当し、実

を手がけるなかで、景観形成の考え方をみ

施設計を土木設計部が行うという分業体制

がいてきた。沖縄の重要な観光動線である

だった。そのうち土木設計部でもランドスケー

国道 332 号（那覇空港線）の景観検討業務

プができるようになったため、現在では単独

（1992 年）では、すでに工事発注の済んだ

で業務を行うことが多い。
公園の設計には、地形をどういかすか、

区間の植栽・景観も見直し、実施設計も継
続して受注した。開通式は近くのホテルでの

広場を誰がどう使うかというアイデアが要求

開催だったが、オープニングのビデオ制作ま

される仕事であり、やりがいがあると担当者

で当社が担ったほどの力の入れようだった。

はいう。沖縄では、県営公園など大規模な

その後は、与那原海岸、安座真海岸（知

ものはグスクを包含するケースがたびたびみ

念）
、宮城海岸（北谷）などの海岸、安護の

られる。しかし、戦災などで破損しているこ

浦港（座間味）
、仲間港（西表）など港湾、

とも多く、城壁の保存・整備には写真や史料

国場川、安里川、久茂地川など河川におけ

などを集めて、過去の状態を検証し、それ

る土木施設の景観設計にも実績を刻んでい

から復元することもある。かなり専門的な知

る。上記の国道 332 号の街路空間や国場川

識が要求されるが、そういったむずかしさが

に架かる北明治橋は、
「那覇の景観賞」を

公園整備の面白さでもある。

受賞している（1994 年度と 2004 年度）
。

代表的なプロジェクトに浦添大公園があ

現在、常務を務める新垣允啓は、
「土木

る。土木設計部は 1975（昭和 50）年の基

設計では景観デザインはあまり重視されてこ

本設計から、35 年に渡って段階的に浦添大

なかったため、予算が削減されるときには景

公園の整備に関わっている。この公園も浦

観に関する部分が最初に削られてきた。けれ

添グスク、浦添ようどれと貴重な文化財が区

ど、他所と同じことをしていては仕事はとれ

北明治橋
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ないという意気込みで、あえて景観の重要性

ンスがあったかもしれない。その後 CAD シ

を売り込んできた」と語る。

ステムが導入されたことにより、トレーサー

新垣は 1976 年入社と、現在の土木設計

新垣允啓

部で一番の古株になった。若い頃は年配の

設計に用いた機材に拡大機（正式名称不

技術者のもとで上下水道分野の仕事をおぼ

明）というものがある。カニの足のようなフォ

え、河川、公園など数々の業務をこなしてき

ルムで、図面を拡大表記するときに用いた。

た。新分野の仕事を受けると、いつも新垣

キルビメーターは、目盛り円板に連動する小

が対応するような構図がいつのまにか生まれ

さなローラーで地図の上をなぞり、距離を測

ていた。しかし、責任が増すにつれ、国建

る器具だった。面測装置はプラニメーターと

の土木設計部としてのアイデンティティとは何

呼ばれる。

かを熟考することが多くなる。土木景観への
かつもく

（Olivetti）社のコンピュータを導入しており、

縄の風土を体験的に理解している地元コンサ

構造設計部のコンピュータ導入よりもやや遅

ルタントにしかできない仕事として、土木景

い。城間秀盛らが電算専属として配属され

観に対する思いは強い。それを裏づけるかの

た。CAD を使い始めたのは 1991 年の首里

ように、新垣は「美しい沖縄の風景デザイン

城の業務からである。発注者からの依頼で

研究会」に所属し、社外の有識者や関係者

DRA-CAD を使用したが、使い慣れていな

とも意見を交わしながら、景観への感覚を研

いためかなり苦労した。1995 年からは本格

ぎ澄ましている。

的に CAD システムへ移行している。

1990（平成 2）年頃までの報告書や図面
のキャプションは手書きで作成していた。そ
のため、入社してすぐに“コンサルタントらし
い文字”を書く練習をした人もいる。
タイプライターを使用することもあった。
英文タイプならアルファベットの組み合わせ
なので問題ないが、和文タイプは使用する活
字がなければ満足な文章は書けない。土木
設計部にはある程度の活字がそろっていたと
はいえ、足りない文字に納品前日に気づき、
あわてて夜の那覇を走り回って探したことも
あった。膨大な漢字を含む活字箱の中から
必要な文字を探し出すのさえも一苦労だっ
た。
図面を納品するときは、墨で清書したもの
を納品すると決められており、製図した図面
を墨でトレースする作業が必要だった。トレー
スには熟練が必要で、トレーサーと呼ばれ
る専門の作業員を雇っていた。トレーサーの
ほとんどはアルバイトであったが、繊細な作
業が必要となるため専門学校などを卒業した
女性も多く、土木設計部は他の部署に比べ
て女性比率が高かった。20 歳前後の若い女
性も多く、当時の土木設計部では、男性社
員と女性アルバイターとの間に隠されたロマ
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土木設計部では 1987 年頃にオリベッティ

刮目はそんな日々から生まれたのであり、沖

土木設計の道具たち

プラニメーターとキルビメーター

の数は減少していく。
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土質調査部・測量部の略史

㈱ジオテクノ国建を含む

建設地を体力測定・健康診断し、環境を保全する部門
土質調査部の曙光
すでにみたように当社に土質調査部が設

た國場幸一郎の自宅（那覇市美栄橋）の空
き部屋においていた時期がある。

けられるのは、平安座島でガルフの石油基
地を建設する大型プロジェクトが動き出す頃

土を分析する仕事

である。それ以前にも土質調査的な業務は

土質調査は、陸・海・川を問わず地盤の

こなしていたが、専門人材が不在で本格的

固さや状況を調査し、設計の基礎となる資

な調査にはほど遠かった。そこでまず、沖縄

料を提供する仕事であり、測量や土木設計

工業高校の土木学科担当だった垣花繁氏に

との関係が深い。例えば道路をつくるとき

お願いし、その教え子の粟国明を採用した。

は、まず測量部が対象地を測量して道路の

粟国は当初は土木設計専任のつもりで入社し

ルートを決定し、そのルートに従って必要な

たが、その頃は土木設計部も土質調査部も

箇所の土壌を土質調査部が調査し、その調

なく、関連業務があるたびに下請け業者とと

査データをもとに土木設計部が路床や路体、

もに現場で汗を流した。

擁壁などを設計する。

平安座島海域のボーリング調査をする頃

当社が行う調査方法は主に以下のような中

には調査機材を借用・購入し、同時に外部

身に分かれる。なお、耐震改修促進法の成

から新城精一や森田勲を採用して土質調査・

立後は、調査しなければならない試験の数

試験の本格的な体制を整えていく。こうして

が増え、特に重要度の高い港湾では、物理

ガルフ事業の 5 年にも及ぶ調査を完遂する

探査が義務づけられるようになっている。

國和会運動会（1986 年）

のだが、この実績は当社にとって大きなアド
バンテージになった。その後も県内の石油基
地開発や那覇新港などの埋立事業などに関
わりながら、業務実績を伸ばしていく。一時
期インドネシアなど海外への事業展開が検
討されたこともある。
1967（昭和 42）年に設置される土質調査
部の初代部長は新城精一で、その後は森田
が務め、1989 年からは赤嶺勉が、2003 年
から武田雅人が引き継いでいる。なお、当
社の土質調査部は技術士を多く輩出した部
署で、新城精一、斉藤林次（一時期、技術
顧問を依頼）
、砂川徹男、真栄田義安、武
田らがいる。それだけ高度な技術が要求さ
れる業務に接していたということであろう。
部の事務所の変遷は後述する測量部と同
様である。両者は現場での作業が中心とい
う共通項があって、機械や車、人員の貸し借
りをすることもあり、常に同じ屋根の下で営

①踏査…対象地を歩いて、自分の目で地盤
の様子をチェックする。
②サウンディング…簡易なボーリング調査
で、試験器を用いて土の硬軟、締まり具
合、土層の構成を判定する。
③ボーリング…地層を柱状に切り取り、地
盤の様子を知るために行う調査で、ボー
リングマシンによって先端に刃を付けた
パイプを回転させて掘削し、地質試料の
採取、地層の判定を行う。
④物理探査…衝撃波などを使用して地盤の
様子を探る。ダムやトンネルなど広範
囲にわたる調査の場合など、要所要所
でボーリングし、その間では物理探査を
行って地盤の固さなどを調査する。ダイ
ナマイトを用いる弾性波探査や地中に電
流を流す電気探査などがある。
⑤土質試験…物理試験、化学試験、力学試
験がある。最も高度な試料採取技術が必
要なのは力学試験で、締固め試験、透水
試験、圧密試験、剪断試験などがある。
以前は頼まれなければ液状化試験は行わ
なかったが、阪神淡路大震災以降は増え
ている。

業してきた。ただ、測量部が設立される以前
に、土質調査部の試験室を当時の社長だっ

土質試験室

土質調査部・測量部の略史

147

赤土流出防止対策技術

地を一度に増さないようにする工事区域の分

1990 年代は土質調査部が赤土流出問題

割、降雨時の緊急対策、対策施設の管理や

に真剣に取り組んだ時期でもあった。農業

処理水質の計測、管理体制の構築について

土木や都市施設整備の工事現場から赤土が

も内容を示している。

流出して、美しいサンゴの海を汚している写
真がたびたび新聞に取り上げられるなど、こ
土質調査部作業風景

ジオテクノ国建作業風景

の当時、赤土流出は大きな社会問題になっ

測量部の前身がスタートしたのは 1976（昭

ていた。当社は、石垣市の新川川流域の赤

和 51）年である。それまで測量は外部の専

土流出調査と防止対策基本方針検討の業務

門業者に委託していたのだが、外注費の削

に関わったことがきっかけとなり、1992（平

減を目的として土木設計部のなかに測量班

成 4）年から沖縄県土木建築部で赤土等流

が新設された。当時は平良恵典が一人で作

出防止技術のマニュアルを作成する調査を委

業にあたっていた。平良は沖縄県の土地調

託された。主担当者は真栄田だった。

査事務局（現在の土地対策課）に勤務して

一般にマニュアルは実施されている効果的

いたが、独立したところを国建にスカウトさ

な事例を集めて作成されるものであり、そこ

れて入社した。その後、勝連吉雄、嶺井聡

で赤土対策の優良事例を探したり文献調査

らが加わり、部員は 5 名ほどに増えていった。

に奔走したのだが、得られる情報は断片的

三角ビルの 4 階に土木設計部と並んで測量

でその効果も不確かだった。濁水を処理す

班の席があった。測量班はその後、那覇市

る沈砂池も全体的に規模が小さく、赤土流

泉崎のあらかきビル（5 階）
、現在のパレット

出を止めることはできなかった。決め手を欠

くもじ敷地にあった土質試験室へと移動し

き、現場ではあきらめに似た空気が漂ってい

た。

た。

測量風景
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測量部のはじまり

1980 年には組織替えをして測量部が発足

そんなとき、沖縄大学の宇井純先生から

した。このときの部員は 10 名ほどで、発足

紹介を受け、矢作川の濁水管理を実践する

の翌年に那覇市東町へ移転した。測量には

矢作川沿岸水質保全対策協議会の内藤連三

機材が必要であり、その保管を考えると単

氏と出会ったことが状況を大きく変えた。内

独で事務所スペースを構えたほうが効率的

藤氏は 15 年も濁水対策に取り組んでおり、

だったのだ。測量部の初代部長は森田勲で、

「流域はひとつの運命共同体」のスローガン

土質調査部長と兼任だった。2 代目部長が

のもとで矢作川方式と呼ばれる流域濁水管

平良で 1996 年まで務め、3 代目を受け継い

理を成功させていた。これは発生源対策に

だのが勝連である。

重点をおくもので、高度濁水処理とローテク

部を発足させる前は、当社と東洋航空事

技術の組み合わせで 20ppm 以下という効果

業㈱で共同出資して㈱トーケン開発航業を

をあげていた。

設立し、仕事を外注させる体制をとっていた。

1995 年 10 月に沖縄の赤土等流出防止対

トーケンの役割はガルフ石油基地の建設に向

策の技術体系をまとめ、その水準を示した

けて深浅測量を行うためだった。深浅測量

技術指針（案）を発行することができた。赤

は海底地形を計測する技術で、船から発射

土条例規則の施行と合わせてのタイミング

された音波が海底で反射して戻る時間を水

だった。内容は、流出過程に合わせて対策

深に換算するもので、当時は高度な技術と機

を立て総合的に対処するもので、シート被

材が必要だった。そのため社内で投資する

覆、小堤や柵工、切り回し水路、濁水処理

よりも東洋航空事業の機材やそれを扱う人材

池など、どれも旧来の造成工事で採用される

を活用するほうを選んだのだ。しかし、トー

ローテク技術ばかりだったが、コストを抑え

ケンとの関わりは測量部の発足とともに薄れ

ているため実現可能性は高く、なにより組み

る。なお、東洋航空事業は 1982 年に朝日

合わせにより効果が倍化される点が画期的

ヘリコプター㈱と合併し、現在は朝日航洋㈱

だった。また、工事施工中の維持管理とし

となっている。

て、対策を盛り込んだ施工計画の立案、裸

測量部が東町から国和プラザビルへ戻っ

第三部

てくるのは 1995 年であり、これは全社を

ライト付きヘルメットをかぶって 1 ヵ月ほどか

OA 化しコンピュータネットワークを導入する

けて測量したのが印象的だった。その成果

タイミングと重なっている。まず 9 階の土木

はその後の海軍壕公園の整備につながって

設計部の一角に入居し、その後は 2 階→ 3

いる。また、沖縄総合運動公園や宜野湾海

階→ 1 階とめまぐるしく移動を繰り返した。

浜公園、マリンタウンや豊崎など埋立地の測

現場作業が多かったので、出かけやすいよう

量も多く手がけている。変り種としては首里

にと地上に近い階が好まれた。

城の石垣を測量したことがあげられる。石

部門別略史

積みに用いる石の一つひとつを 50 分の 1 ス

測量という仕事
測量という仕事は設計を行なうための基礎
資料を提供するもので、いわば設計の先発

ケールで形をとり、施工図、つまり積み方の
図面を描いたもので、気の遠くなるような作
業だった。

隊的な役割を持つ。陸でも海でも山でも川で

測量部は土木設計部とセットで仕事がほと

も場所を問わず、地形を地図に写し取り、土

んどだが、測量部単独で受注した仕事もも

地の状態を診断する。いきおい作業は自然

ちろんある。我喜屋ダム（伊平屋村）
、名蔵

との戦いともなり、夏場の炎天下で汗だくに

アンパル鳥獣保護区特定民有地の買い上げ

なり、木の枝を伐採しては怪我を負い、ハブ

に伴う測量（石垣市）
、それに潰地用地の測

に遭遇しハチに刺されたりとエピソードには

量などがある。建設地の測量をとおして建築

事欠かない。作業中に白骨死体を発見した

設計部と連携することも多い。外部との連携

こともある。

については、㈱日本空港コンサルタンツとの

測量部は離島への長期出張が多く、子供
の誕生や親の死に目に立ち会えなかった社員

つぶれ ち

陸上ボーリング

JV 業務が過去には複数あり、最近では㈱
沖縄エネテックとの共同業務が多い。

もいる。その一方で、離島の住民と仲良くな
ることもしばしばだ。与那国島では作業中に

土質調査と測量の道具

おぼれた子供を救出し、表彰されたことが

測量部初期の頃にはアリダードと平板、巻

ある。1998（平成 10）年に上原弘光、神谷

尺を使用して測量図を描いた。アリダードは、

守、冨山嘉朝の 3 人が祖納の河口を平板測

測定した目標点までの距離を所定の縮尺で

量しているときの出来事である。冨山はちょ

図面プロットするための機器で、精度は劣る

うど蘇生法の講習を受けたばかりであり、す

が迅速に測量が可能である。描く人の性格

ぐにその子供を救助して人工呼吸を施した。

によって、図面の仕上がりに差ができるとい

3 人は八重山署及び 11 管区海上保安庁から

うアナログな機器だった。タイガー計算機と

感謝状を贈呈されている。

いう手回し式計算機を使っていたこともあ

部の創設期の仕事として、キャンプ・シュ

る。

ワブ跡地の位置境界不明地域の測量及び地

当社の測量機器がデジタル化されるのは

籍調査がある。1977 年に「沖縄県の区域

1995（平成 7）年頃からである。測量部は

内における位置境界不明地域内の各筆の土

現場に出ることが多く、ポケットベルが普及

地の位置境界の明確化等に関する特別措置

し始めるとポケベルを、携帯電話が普及し

法」が制定され、境界を定めるための測量

始めると携帯電話を社内で最初に導入した。

の仕事がいくつか発生した。これらの発注

また、手書きだった手簿や野帳、平板が電

先は沖縄県土地調査事務局と那覇防衛施設

子化され、現場でモバイルパソコンを持ち歩

局だったが、国建は主に防衛施設局の仕事

くようになった。GPS（グローバル・ポジショ

を受けていた。そのほか、琉球大学医学部

ニング・システム）が導入されたのも同じ頃

や沖縄勤労者いこいの村の造成設計にとも

である。測量機器は進化が早く、また高価

なう測量を請け負った。

であるため、道具にかかる費用は大きい。

1980 年には海軍壕の測量（平面・断面）

電子平板測量

しゅぼ

ボーリング採取試料

ボーリング調査には原動機、変速装置、

も手がけている。日中は観光客に公開され

巻上機、ポンプ、ケーシングパイプ、ボーリ

ているため、17 時以降にしか作業できず、

ングロッドなど多様な機材が必要とされ、一
土質調査部・測量部の略史
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時期と比べると効率化されたとはいえ基本的

都府、香川県の被災地 17 ヵ所をまわり、平

な構成要素はあまり変わらない。ボーリング

面測量と縦横断測量を行うというものであ

機材は大きいため、フェリーが運航していな

る。台風被害の多い沖縄の業者なら手際が

い小さな離島で仕事をするときにはどうやっ

よいだろうという判断からで、ジオテクノは 4

て道具を運ぶかいつも頭を悩ませた。土質

名の社員をこの業務に派遣した。１件終わ

調査部の初期の頃は、米軍払い下げで購入

れば次の被災地へ移動する、を繰り返す毎

した 4 ㌧トラック（GM 社製）に機材を載せ

日で、香川県さぬき市から兵庫県豊岡市まで

たまま倉庫代わりとしていた。

4 時間近くかけて移動したときは、走行距離

土壌をサンプリングする道具としてコア

が約 250km にも及んだ。昼間は現場作業、

パックが 1970 年頃に開発され、飛躍的に

夜間は昼間のデータ整理に追われ、整理し

ボーリング調査の質が高まった。これはボー

た成果をその日のうちに 24 時間営業のネッ

リング用の筒の内部に入れるビニールの袋

トカフェからデータ送信したこともあった。こ

で、コア（土の柱）を採取する際に粘土や砂

のような苦労の甲斐あって、復旧工事に集め

が水と一緒に流れないようにするためのもの

たデータが役立ち、沖縄の業者としての面目

である。また以前は、土質柱状図を描く専

を保てたのではないかと思う。

用のソフトがあったが、その後 CAD を導入
してからは用いなくなった。

この頃から中南部の市町村からの指名を
受けるようになった。集落道用地業務、市道
土質調査業務、潰地用地業務、不発弾処理

ジオテクノの創設
2002（平成 14）年に土質調査部・測量部

などの業務であり、その数は次第に増えてい

が、宜野湾市真志喜に国建中部支社を設立

る。今後も地域社会に貢献できる会社であ

した。翌 2003 年、この中部支社は「有限

りたいと願っている。

会社 ジオテクノ沖縄」として独立する。社
名は社員から募集して名付け、代表取締役
現在の土質調査部と測量部
（2004 年の土質測量野球大会）

社長に宜寿次均、取締役に赤嶺勉、勝連吉
雄を任命した。
分社化は、業務が減少するなか、自前で
業務受注する体制を強化したかったからで
あり、本社を離れて中部に事務所を構えるこ
とで少しでも受注機会を拡大することを狙っ
た。2 年目頃から民間関連業者の業務も請
け負うようになった。両部署とも現場での作
業が多く、地価の安い地域のほうがランニン
グコストの軽減にもつながる。また、普天間
飛行場の返還後の成り行きも注目されたた
め、宜野湾市への立地を選択した。
2004 年に測量業者として登録し、県内の
各市町村に一般競争参加資格書を提出した。
2005 年には地質調査業者登録・一級建築
士事務所登録を行った。2006 年には商号を
株式会社に変更し、2007 年には「株式会社
ジオテクノ国建」と改称し、事務所を宜野
湾市商工会館内に移転した。
2004 年、大阪府の㈲中井測量から、台
風 23 号による災害復旧工事に伴う測量業務
の依頼がきた。業務は 1 ヵ月で兵庫県、京
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開発部の略史

地域計画部、まちづくり計画部

沖縄の過去・現在を調査し、未来を描くプランニング部門
70年代の開発部
当社に調査・計画部門を設置するきっかけ
となったのは、1970（昭和 45）年の「牧志

計画を受けて迎賓館が整備されることにな
り、当社の建築設計部が設計業務を引き継
いでいくこととなった。

公設市場再開発計画」である。那覇市牧志

海洋博覧会のあと、会場は沖縄海洋博覧

の市場周辺は戦後の商業復興が始まった場

会記念公園として整備される。当社は 1978

所であり、急速に店舗や家屋が広がったた

年に「おきなわ郷土村・おもろ植物園」の計

め密集市街地が形成されてきた。その前年

画を受注し、吉川をプロジェクトリーダーとし

の 1969 年に第二牧志公設市場が整備され、

て、民家設計は建築設計部の中本清が担当

市場周辺の再開発の機運が高まっていた。

し、植栽は㈱愛植物設計事務所の山本紀久

社内では吉川清を担当者として進めるこ

氏と業務提携した。なお、この計画書の成

とにしたが、当時は都市計画を本格的に手

果（
「沖縄県環境緑化計画他一連の造園植

がけた経験がなかったため、國場幸房の人

栽計画調査」
）により、山本氏は 1982 年に

脈を頼って、東京大学工学部都市工学科出

日本造園学会賞を受賞している。

身の中島将勝氏、若井康彦氏（後に㈱地域

このような経緯もあって、開発部初期の業

計画研究所を共同で設立）を含む 6 名をサ

務は公園整備や造園、植栽等の調査・計画

ポートとして招き入れ、技術提携という形で

が多かった。今日まで開発部が関わった大

スタートした。この再開発計画は 2 ヵ年間か

規模都市公園には、沖縄県総合運動公園、

けて策定された。

浦添大公園、首里城公園、中城公園、名護

「開発室」という組織形態になったのは

初期の開発部

浦公園、宜野湾海浜公園などがある。

1971 年からである。県内の建設コンサルタ

1970 年代中盤の開発部は吉川、崎山正

ント7 社の代表者で「沖縄開発研究会」
（國

美、真喜志康信、照屋正治らに、若井氏や

場幸一郎が座長）を組織し、当社の吉川と

山本氏、飯島忠昭氏など社外の技術者が加

岸本建男（のちの名護市長）がその事務局

わった柔軟な体制で業務を執行していた。こ

を担当することになり、それを社内体制にそ

うした気鋭のプランナーや技術者と仕事をと

のまま組み込んだのである。研究会では日

もにし、そのノウハウを吸収することで、開

本復帰以降の沖縄全体のインフラ整備のプ

発部は着実に実力を貯えていった。

ランが検討され、その提案の多くが、復帰
以降の開発事業案として沖縄県（琉球政府）

中南部の都市計画と首里城

から日本政府に要望されており、沖縄振興計

1970 年代後半から 1980 年代前半にかけ

画の先駆けともいえる役割を果たしたと評さ

ての業務実績に、沖縄本島中南部を対象と

れている。

した「中南部都市圏整備基幹事業調査」や
「中南部都市圏市街地整備計画」がある。

海洋博覧会のあと
復帰後の沖縄振興の目玉として実施され

沖縄総合事務局と沖縄県からの共同発注で、
当時の㈶都市計画協会が受託し、その作業

たのが、1975（昭和 50）年の沖縄国際海洋

を当社が社外技術者との連携で実施した。

博覧会である。開発部においては、1971 年

中南部都市圏での初めての本格的な都市計

から 1973 年にかけて海洋博覧会関連事業

画調査・計画であり、沖縄県における都市

計画及び施設整備計画などを沖縄県から受

計画の礎を築いたということで極めて重要で

注し、岸本が担当して作業を進めた。この

あろう。この作業が今日の都市計画マスター

開発部のメンバー（1984 年）

開発部の略史
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プランにつながっていくことになる。

サマーキャンプ（1989 年）

覇市、石垣市、浦添市、東風平町などで都

1980 年代の開発部の代表的なプロジェク

市マス策定業務を請け負うことになる。この

トとして、海邦国体開催に伴う沖縄県総合運

場合、県業務を受注することが市町村業務

動公園の整備構想・計画と、首里城公園の

への突破口になっている。県業務の実績が

整備事業がある。海洋博覧会プロジェクトと

信頼性を高め、市町村より声がかかるように

同様、開発部では構想・計画を担当し、後

なったのである。

の設計業務へ引き継ぐ役割を果たした。
特に首里城に関しては、地元の意向調査、

1990 年代は、新入社員や他部署からの転
属など部の職員数が次第に増えていき、業

琉球大学の跡地利用計画や沖縄県立芸術

務の内容も都市計画、地域振興計画、施設

大学の建設計画との調整などのイニシャル段

整備計画、公園・緑化計画など多様化した

階から関わっており、1984（昭和 59）年以

ため、部内体制の細分化が図られるように

降は、国営・県営の公園計画業務を担当し、

なった。例えば首里城公園の管理運営業務

計画地全体の空間プロデュースに中心的な役

補助のために、福島清や平良啓など首里城

割を果たした。実施設計へ引き継がれたあ

復元に深く関わった設計メンバーが段階的に

とも、開発部は歴史資料の調査・収集業務

開発部に転属され、計画から設計や公園管

を複数年にわたって受注しており、その成果

理までの一連の業務を担当するチームを編

は 20 年以上経過した現在も部の歴史文化

成することがあった。また、閉鎖された開発

情報の基礎となっている。

企画室のメンバーを受け入れたことで、積極

しかし、1983 年頃には 8 名いた部員は 1

的に企画営業を行う“攻めの業務体制”に

人辞め、2 人辞めと少なくなり、部員の補充

転じたことも特筆される。その結果、1993

もなかったことから、1980 年代末には吉川、

年には 15 名、1998 年には 20 名を越える大

宮城榮治、知念聡の 3 人となるなど厳しい

所帯となった。

時代もあった。

当時は「沖縄トロピカルリゾート構想・重
点整備地区計画」や「国際都市形成構想」

都市マスと業務の多様化

など沖縄県の将来ビジョンを描く調査事業

1978（昭和 53）年に沖縄県より「那覇広

について、県内の同業者と共同企業体を形

域都市計画基礎調査・用途地域見直し」を

成して取り組む機会があり、共同作業を通じ

受注している。この調査・計画は 5 年ごとの

て沖縄の未来を語り合うなど職員同士の交

見直しが基本であり、そのつど真喜志→知

流が図られた。これが 1994 年の「沖縄県

念→内間寛と引き継がれてきた。

シンクタンク協議会」の設立につながり、当

その内間は 1992 年に東京のコンサルタン

社（開発部）も会員企業として活動の一翼を

トから転職してくるのだが、これを機に開発

担った。また、これらの業務経験は、軍用

部の都市計画業務に拍車がかかるようにな

跡地利用計画や観光振興計画などその後の

る。内間がまずめざしたのは、同年に改正

類似業務の呼び水としても働いた感がある。

されたばかりの都市計画法に規定された「市
町村の都市計画に関する基本的な方針」
（法
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景観形成推進調査

第 18 条の 2）にもとづく、都市計画マスター

沖縄トロピカルリゾート構想の具体化と重

プラン（以下では都市マス）の受注である。

点整備地区整備計画の実現をうながすため、

法改正により都市マスを市町村が策定する

沖縄独自の景観資源の存続と価値の継承を

ことが義務づけられた。都市マスとはまちづ

めざした調査が行われた。これが「沖縄県

くりの方針や都市施設の整備方針などを定

景観形成推進調査」で、1992（平成 4）年

めるもので、土地利用誘導、都市計画の見

からの業務だった。調査の目的は、景観形

直し、都市施設の整備、市街地整備、各種

成の方針・手法・実現化施策などを定め、

まちづくり事業に関する施策を展開するうえ

将来にわたる望ましい県土形成の方向性と具

での指針となる。当社は沖縄県の都市マス

体化方策を示すことだった。当社は、㈱沖

策定マニュアルづくりに参加し、その後、那

縄計画機構、㈱都市科学政策研究所、㈱ア

第三部

イ計画同人とともに「沖縄リゾート計画共同

設や公共基盤をデザインできる人材が社内

企業体」を形成し、この業務を受注した。

から輩出されることを期待して、あえて縁の

調査に際しては、池田孝之琉球大学教授

部門別略史

下の作業を自らに課すのだ。

を委員長とする推進調査委員会を設け、
「沖

基礎調査業務の実績は関連業務を受注す

縄らしさとは何か？」という普遍的なテーマ

る際にも考慮していただき、例えば当社は那

を題材に議論した。沖縄の歩んだ歴史には

覇広域都市計画区域の線引き業務に正式に

じまり、地域別の特性、気候風土などの条

は 1996 年から携わることができた。大きな

件などから、県土の景観が形づくられてきた

投資だったが、大型プロッター（図面用印刷

経緯を立体的に分析した。沖縄が我が国の

機）と専用ソフトをインストールした高仕様

なかでも特異な歴史的経緯を歩み、独自の

のパソコン 4 台を導入し、作業効率の向上

文化を形成してきた史実が改めてあぶりださ

を図った。この業務の成果は 2001 年 1 月に

れ、基本理念を「風水思想と生活文化が息

都市計画決定され、関わった部員は感慨深

づく亜熱帯庭園景観づくり」とした。

くこれを見守った。基礎調査業務はそのほ

この調査は、
「土木施設景観形成技術指

かにも、区域マスや各市町村の都市マスの

針」
「大規模行為景観形成の手引き作成」な

策定、建築物等の調査、都市計画決定図書

ど後年の関連する業務の受注にも影響した。

の作成などと一脈通じている。

仕事の様子（1991 年頃）

今日の景観行政団体が策定する景観計画に
も通じるものがある。

組織の改編期
1999（平成 11）年、開発行為を連想さ

都市計画基礎調査への思い
都市計画基礎調査は区域区分や地域地区

せる言葉のイメージを払拭すべく、開発部は
「地域計画部」へと名称を改めた。

の見直し、市街地開発事業、各種都市計画

新しい世紀に入っても業務の多様化はより

の検討のための重要な資料となるもので、概

進み、それとともに環境系のコンサルタント

ね 5 年ごとに更新される。沖縄県では 1987

や経済系のシンクタンクとの垣根も低くなり、

（昭和 62）～ 88 年、1990 ～ 91 年に事業

また県外資本の競合他社の本格参入も相次

化され当社が関わっているが、いずれもコス

ぐなど、部の経営環境は厳しさを増していっ

ト的には赤字だった。これを黒字転換するこ

た。そんななかでも、2000 年の「琉球王国

とを内間はめざした。

のグスク及び関連遺産群」の世界遺産登録

当時まで基礎調査業務は労力の割に発注

などの機会をとらえて、歴史文化に関連する

額が低く、他のコンサルタントからは利益の

業務実績を伸長させてきた。また、以前か

出ない仕事と受け止められていた。内間は他

らの得意分野である景観調査や緑の基本計

都道府県で行われている同様の事例の見積

画、観光振興計画などに加え、新・省エネ

額を入手して提示し、沖縄県価格とのギャッ

ルギービジョンや長寿・健康に関する調査業

プを指摘するとともに、単価の適正化を調

務など新手の業務開拓にも取り組んでいる。

整した。これによって、1996 ～ 97 年及び

2003 年に地域計画部から都市計画室を

2000 ～ 01 年に受注した業務は黒字を計上

分離し、この部門の強化を図った。これは

することができた。

2001 年に都市計画法が改正されたこともあ

このような財政的な理由は抜きにしても、

社内球技大会（2001 年）

るが、前述のように都市計画基礎調査のた

当社は基礎調査に並々ならぬ意欲をみせて

めの人員増強や設備投資が大きくなったため

きた。基礎調査はまちづくり全般に及ぶ基礎

だった。

データを整理する作業で、会社にそのノウハ

また、地域計画部所属の地方事務所とし

ウを蓄積することができる。また、若い人材

て、2004 年に北部事務所を名護市に開設

がこのような地道な作業を経験することは、

し（2007 年に閉鎖）
、照屋忠彦を専属配置

都市計画がなんたるかを学ぶ機会でもあり、

して北部市町村からの業務を受託するととも

都市の成長を見守ることにもつながる。都市

に、北部振興事業などの営業活動も行った。

計画上の位置づけを理解し、そのうえで施

2002 年には環境部が設立され、新エネビ
開発部の略史
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ジョンや環境保全型観光事業など共同で業

の土地利用やマスタープラン、市街地再開

務を実施したが、2007 年に閉鎖されたため、

発や中心市街地活性化、地区計画などいわ

現在この部門の業務は地域計画部が引き継

ゆる都市計画業務を中心に営業活動してい

いでいる。

く。加えて、公営住宅や学校など都市施設

このように社会需要や組織体制の変化が
著しかったのがこの時代の特徴である。
地域計画部作業風景

整備、都市計画区域を中心とした景観や環
境などの指針・計画策定などにも力を入れた
い考えである。めざすのは、多くの人が暮ら

地域計画部の現在

す都市という場の機能性や快適性、安全性

開発部～地域計画部は会社のなかでどの

を業務をとおして実現することであり、エン

ような役割を果たしてきたのか ―― その特

ドユーザーは市民だという意識を忘れたこと

徴は大きく二点あげられる。

がない。その意味で地域住民の声や思いを

ひとつは調査・構想・計画のプロジェクト

大事にしたいと考えている。

を通じて、設計を基盤とする当社の業務全

都市計画区域の線引きや市町村の都市マ

般の切込隊長的な役割を担ってきたことであ

スなどの業務では、市民や権利者らと直接

る。県内の同業者と比べて、施設計画物件

向き合う機会も多い。まちづくり計画部では

を多く手がけていることからもそれは裏づけ

ワークショップを以前から取り入れてきたが、

られるだろう。社内の各部署から人材を受け

2001 年に始まる都市計画区域マスタープラ

入れてきたことは、このような多岐にわたる

ンの関連業務あたりから MIDORI モデルを

都市計画区域の線引き

プロジェクトを的確に実行するための生存戦

応用したワークショップ手法を体系化して本

市街化区域と市街化調整区域を分ける
区域区分のこと。

略であったともいえる。

格的に位置づけるようになった。いまではあ

現在の地域計画部（2009 年）

まちづくり計画部作業風景

もうひとつは当社の人脈の広がりに貢献で

らゆる業務に住民参加や市民協働が求めら

きたことである。初期の段階で社外の専門

れるようになり、まちづくり計画部のノウハウ

家の力を借りることができる素直さを持ち合

が発揮しやすい環境となっている。

わせていたことが、結果的に職員の技術・

都市計画の基礎調査は土地や建物の行政

知見を高めることにつながった。また、委

資料にもとづくものであり、以前からその管

員会などを運営する仕事も多く、高良倉吉氏

理には最大限配慮してきたが、2003 年 5 月

（琉球大学）
、真栄城守定氏（故人）
、小濱

に成立した「個人情報の保護に関する法律」

哲氏（横浜商科大学）など有識者とのつなが

以降はさらに徹底させるようになった。例え

りも深い。このような人的なつながりが会社

ばデータ処理はアルバイトを雇って入力して

の成長を側面から支えていると思う。

もらうのだが、情報が流出しないように入力

地域計画部では現在、地域経営（地域振

用パソコンはインターネットや社内のサーバー

興）
、施設計画、観光事業、文化・ヒューマ

にアクセスできないようした。紙媒体の資料

ン政策、環境事業を軸とした業務展開を図っ

の保管場所には必ず鍵をかけ、それを処理

ている。近年はインターネットを通じて公募さ

する際にはシュレッダーではなく、わざわざ

れる事業が増えており、県内だけでなく県外

処理場まで行って目の前で紙を溶かしてもら

の同業者とも競合関係にある。それに伴い、

う処置をとっている。市民の情報セキュリティ

企画提案書をつくる能力やプレゼンする能力

のためにここまで手間をかけている同業者は

も重視されるようになった。かつてのように

それほど多くないのではないだろうか。

無邪気に外部協力を頼めるような時代ではな

県内の都市計画行政に関わることができ

くなったが、それでも外部の技術を借りる能

るのは地元企業として大きな喜びであり、ま

力は失うことなく、自己をみがきたいと考え

た責任であると考えている。ひとつの数字や

ている。

図面上に描かれる線の持つ重みを肝に銘じ
て、21 世紀のまちづくりを提案していきたい。

まちづくり計画部の現在
都市計画室は 2010（平成 22）年に「まち
現在のまちづくり計画部（2009 年）
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業務部の略史

総務部、経理部、営業部

技術集団をサポートし社業を発展させる部門
業務部からのスタート

情報や営業事務量が膨大になってきたため、

三角ビル時代に移る以前は、神村盛秀や

神村の提言により、営業部の日常処理業務

神山芳和などが個人であるいは事務員を雇っ

や営業情報などのデータベース化の開発に㈱

て総務や経理の任にあたっていた。だがそ

国建システムとともに着手し、1994 年に営

れは会社の規模が小さかったからできたこと

業支援ソフト「あすらまん」が完成した。

で、社員が増えるにつれだんだんと限界を感
じるようになっていた。

1998 年に当山一弘が部長に就任した頃
は、従業員が 250 名、売上高 25 億円以上

1970（昭和 45）年に業務部がスタートす

に成長し、特に沖縄サミットが開催された

る。当初は部内に営業担当、総務担当及び

2000 年には売上高 30 億円を計上する規模

経理担当の社員を配属し、神村が総括管理

になり、営業活動もより対象を広げ、より緊

していた。しかしほどなく営業部を独立させ

密な連携で臨まなくては、会社を維持できな

る改組を行った。

くなっている。

1970 年代半ばには池宮彪部長のもと業務

◆

◆

◆

部の体制の充実が図られる。特に女性社員

総務部ができる前は、業務部で総務関

は 5 名前後となり、タイピスト、出納、営業、

連（庶務・人事労務・福利厚生・営繕管理）

電話交換、受付など様々な業務をこなした。

の業務を行っていたが、1971 年に初代業

1989 年に業務部を総務部と経理部に改

左上：玉寄兼弘
右上：野原清春
左下：仲村弘
右下：渡久平元洋

務部長の池宮彪のもと 5 名でスタートした。

組し、現在の営業部・総務部・経理部の組

1983 年に仲村弘が部長に就任した頃は 7 名

織となった。

体制となり、その後従業員の増加に伴って、
1989 年に総務部と経理部に分離した。

営業部・総務部・経理部の沿革
営業部は、1970（昭和 45）年に平良哲

総務部は野原清春次長のもと6 名でスター
トし、1991 年に渡久平元洋が部長に就任し、

（現㈶沖縄観光コンベンションビューロー会

1997 年に上地由次に引き継がれた。この間

長）を初代部長として幕を切った。わずか 2

に総務部の業務も電算化が進められ、特に

～ 3 名での船出だった。1978 年、部長職は

パソコンのネットワーク構築やグループウェア

玉寄兼弘に引き継がれた。玉寄は当時常務

の導入は沖縄県内でも相当に早かった。

くんとう

であった鈴木諄から営業の薫陶を受けてお

◆

◆

◆

り、顧客（官公庁や民間企業）をまわっては

経理や財務については業務部設立の前は

要望事項を収集し、その情報を活用して受

女性の出納係がいて決算書などをまとめてい

注に結びつけた。与那原マリンタウン関連業

た。経理部は、1989 年に仲村弘部長のもと

務の足がかりをつくったのも彼である。

4 名でスタートし、1999 年には永田圭二が

その後、1986 年に宜寿次均が営業部長
に就任するが、その頃は県内の同業者が増

部長に就任し、2007 年に大宜見弘に引き継
がれた。

加傾向にあり、また県外業者の沖縄進出も

当社は三角ビルの頃からオリベッティ社の

増加していた。このような環境のなかで営業

オフィスコンピュータを使用しており、給料

部と技術者の連係を図り、顧客に企画提案

明細書もこのコンピュータで出力した。ただ

型の営業を行って、首里城関連業務や都市

し、印刷音がうるさかったのでいつも 18 時

モノレール関連業務などの大プロジェクトの

以降の作業で、給料前には経理担当はこの

受注に寄与した。また、その頃からは営業

ために残業しなければならなかった。全社
業務部の略史
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OA 化とともに、経理部もコンピュータによる

場合を除いて、ジーンズを含めたカジュアル

会計処理を行うようになり、以前は沖縄コン

服の着用を認めてきた。かりゆしウェアやクー

ピュータ販売㈱が開発したものを使用してい

ルビズが始まるずっと前の話である。女性事

たが、のちに当社独自の財務・原価システム

務職の制服についても、個人の着こなしを考

を開発した。

慮して夏服・冬服とも 3 タイプほどを揃えて
いる。

人材の採用ひとコマ

近年は ISO 認証取得に伴い、無駄の廃

人材の採用や育成についてはどうだろう

止や環境貢献に取り組む総務部だが、経費

か。1960 年代は社員数もそう多くなく、人

削減についてもひとつ古いエピソードをはさ

づての紹介や中途採用で人材を集めていた。

んでおこう。復帰前、本社と東京事務所間

とりわけ神村や新城安雄の出身校である沖

は国際電話のため料金が高額だった。東京

縄工業高校からの採用が多かった。当時は

事務所では電話をかけるときに記帳するシス

建築系を学ぶ県内唯一の学校であったので

テムにしたが、それでも経費削減には結びつ

優秀な人材が集まっていた。1980 年代から

かなかった。そこで一度電話をかけたいだ

は琉球大学や県外の大学・専門学校からの

けかけて、その電話料金を基準に削減率を

採用が増え始めた。大学教授からの紹介で

決めようと呼びかけた。そうすることで実際

面接試験のみの採用だった。

に翌月は 4 割も削減することができた。

平成に入ってからは、当時の渡久平総務

2006（ 平成 18）年 5 月には、
「 信頼性、

部長の提案で定期的に採用するようになり、

創造性の高い技術をもって地域社会に貢献

採用方法も書類選考、適性試験、面接試験

していく」という当社の経営理念を全社によ

を実施するようになった。女性事務職の採

り浸透させ、社内の活力を高めるため、社

用は、総務部だけでなく、実際に配属され

内表彰制度（社長賞）を創設している。こ

る各部の長を集めて面接をした時期がある。

れは各部の日常業務のなかで、社会的に高

短大生が読むような本や雑誌をみて面接の

い評価を受け、社益及び事業の発展に大き

質問を用意するなど、面接する側も事前学習

く貢献した個人やチームなどに与えるもので、

をして臨んだものの、面接官からは突拍子も

「社長賞選考委員会」にて、金賞（10 万円）
、

ない質問が出て受験者をとまどわせたことも

銀賞（5 万円）
、努力賞（3 万円）の 3 段階

あった。

で審査する。これまでの受賞歴は構造設計
部「免震構造設計技術及び現場監理技術

国建らしさ――ささやかな工夫

の習得」
（2006 年 6 月、銀賞）
、建築設計

当社には出退勤時のタイムカードがない。

部「TOYOSAKI STADIO 設計コンペ当

正確にはあったのだが廃止した。というのも、

選」
（2006 年 12 月、銀賞）
、営業部知花俊

設計の仕事というのはいくらでもディテール

成「桜坂プロジェクト土地売買交渉業務にお

にこだわることができ、線画に夢中になって

ける経営改善への寄与」
（2007 年 10 月、銀

時が過ぎるのを忘れてしまう傾向を持つ。い

賞）
、土木設計部「平成 19 年度園内測量設

きおい深夜まで作業して翌日は少々遅れてし

計業務における優良業者受賞」
（2008 年 9

まうということが日常茶飯事にあった。これ

月、銀賞）がある。

を厳密に規制してしまうと、デザイナーとして
の創造性が犠牲になる可能性があったため、
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球技大会とクラブ活動

社員の自己管理能力に任せて弾力的に運用

1986（昭和 61）年からは毎年、各部対抗

することにしたのである。また、始業時間間

社内ソフトボールを開催しており、今年（2010

際にタイムカードを押すために並んでいる様

年）は第 26 回大会となった。当初は 8 チー

子がみっともないという理由もあった。

ムの参加であったが、現在では倍増して 16

同様のことは服装についてもいえる。設計

チームも参加するようになった。また、当初

という自由な発想をする人間がスーツを着て

は全社員で夏のキャンプを楽しんだが、社員

どうするかと、管理職や外部との調整がある

数が多くなってからはそれぞれの部署で実施

第三部

している。
クラブ活動も過去には、囲碁、習字、自

部門別略史

は社員の労働時間の適正な把握、記録や保
管に努めることが義務づけられている。また、

転車（サイクリング同好会「南風」
）
、ボーリ

社員の残業時間の管理と削減につながるの

ング、野球、バレーボール、ジョギング、バ

で、過労による健康障害を防止できると考え

トミントン、英会話と数多くあり、日頃の運

ている。

動不足やストレス解消になっていた。現在で
も野球、バレーボール、英会話クラブが継
続されている。
1995 年 12 月に、当時の社長、専務及び
総務部・経理部・営業部の従業員が 1,500
円を出し合って年末ジャンボ宝くじを買ったと
ころ、前後賞（3,500 万円）に当選した。こ
の当選を機に他の部署も宝くじを買うように
なったが、残念ながらその後に当選の話を
聞くことはなかった。

レキオス号（当社有志で所有）

経営の合理化
2001（平成 13）年 2 月、当時の新城社長
より社員に対し、新人事・給与制度の導入
が発表された。新制度では、人事制度・職
制の見直し、給与決定の基準の明確化、人
事考課制度の確立、年功的処遇の排除が
位置づけられている。人事考課制度は 2002

現在の総務部（2010 年）

年 6 月にスタートした。その仕組みは、自己
評価と管理職とその上長の 2 段階評価であ
り、評価することによって企業の業務追求の
好循環が生みだすことが求められている。
当社の退職金制度は、旧来は國和会厚生
年金基金へ加盟し積み立てる制度だったが、
2005 年の國和会厚生年金基金の解散に伴
い、制度を見直した。2007 年 10 月に「ポイ

現在の経理部（2010 年）

ント制退職金制度」
、さらに 2010 年 4 月に
は「中小企業退職金制度」への加入へと変
更された。
那覇労働基準監督署からの是正勧告及び
指導により、2007 年 4 月より出退勤管理シ
ステム（Time Nets）が導入された。これま
での制度は、社員個々の勤務状況を 1 ヵ月

現在の営業部（2010 年）

単位で確認していたが、新システムでは出退
勤の打刻、時間外及び休日勤務の申請など
をシステム上で操作できるようになり、1 日単
位の勤務把握が可能になった。自己管理・
自己責任のもとにタイムカードがないことは
理想だが、法律はそれを許さず、会社として
業務部の略史
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東京事務所の略史
国建の技術者魂を全国に発信する前線基地
国建の江戸上り
1960 年代後半からガルフ石油基地などの

年 5 月 15 日未明の日本復帰の瞬間は、事務
所全員で酒を飲んで祝った。

仕事を通じて、東京の㈱千代田化工建設や

糸洲と同じく 1970 年には新城安雄が東

日本揮発油㈱（現日揮㈱）と一緒に仕事を

京に赴任した。この頃東京事務所では沖縄

するようになった。当初は相手の事務所に

銀行市川寮の設計監理など沖縄関連の業務

社員を出向させたり、國場組の東京事務所

も手がけており、新城は日本電信電話公社

に間借りしたりしていたが、沖縄の復帰も近

の沖縄進出の業務を担当した。日本復帰を

かったことから、東京に支社をつくろうとい

控えて琉球電信電話公社から日本電信電話

うことになった。そこで神村盛秀が設立準

公社へ切り替わるのに伴う仕事で、日比谷に

備を進め、1968（昭和 43）年に中央区日本

あった電電公社の事務所に通っていた。当

橋にオフィスを開いた。これが東京事務所の

時は沖縄に電話するのにも国際電話並みの

始まりである。

手続きが必要な時代で、沖縄本社との仕事

だが、空調がセントラルシステムであった
ため残業や休日出勤の際に難があり、早くも

の調整や家族との連絡がとどこおることもま
まあった。

1971 年には千代田区内神田（神栄ビル）に

東京事務所には、大学で勉強したいなど

移転する。事務所はそれから、文京区本駒

の向学心のある人が自ら手を挙げて赴任す

込（高増ビル）→千代田区神田多町（神田

ることが多かった。例えば新城は東海大学

東山ビル）→千代田区東神田（東神田ビル）

第 2 工学部（夜間）に通った。事務所のあ

と移転して現在に至っている。なお本駒込

る神田からキャンパスのある代々木まで、終

時代の事務所は、沖縄本社に勤務していた

業 30 分前の電車に乗り、沖縄に出張すると

高増和明の実家を移転新築する話があって、

き以外は毎日休まず勉強を続け、4 年間で

マンション併設だった予定を急遽事務所に設

卒業証書を手にした。東海大学第 2 工学部

計変更してもらったものだ。

での就学にはその後、現東京事務所の松原

創設期の東京事務所は、宮里仁正以下、

栄助、赤嶺淳らが続いている。

沖縄から赴任した 5 ～ 6 名ほどで、東京採
用の 2 名の社員を加えた体制だった。当時
のスタッフの糸洲博勝は、沖縄で米国資本の

1970 年代には東京事務所とは別に、当社

ライアンアソシエイツに勤務したのちに国建

の子会社として㈱国建東京という組織が存

に転籍した。入社の翌年の 1970 年に東京

在した。日本復帰や海洋博覧会開催で多く

事務所に異動し、当初は英語力をいかして、

の施設整備があり、そのような需要を担おう

サウジアラビアのジェッダーやフィリピンのバ

とする意図があった。本社が技術系の設計

ターンの石油プラントの図面を作成していた。

を得意としていたので、これらの系列会社に

発注者との打合せや共同作業も多く、神奈

はホテルや商業施設を中心に意匠に特化し

川県横浜市鶴見区にある千代田化工本社の

た設計という特徴を持たせようとした。

隣にアパートを借りて、遅くまで残業する毎
日だったという。
当時の社員はみな通勤に便利な中央線沿
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㈱国建東京について

国建東京の初代の社長は國場幸一郎の早
稲田大学の同級生、大谷公洋である。自ら
が代表を務める設計事務所との掛け持ちで、

線に住んでおり、神田から飲み始め、各駅

その事務所の中に国建東京の事務所スペー

で下車して飲み歩くことが多かった。1972

スが配置された。当時のスタッフには塚田直

第三部

樹、福田敏夫、福田俊次らがいた。

所から岡村豊が赴任した頃には、新しい団

国建東京の設立には、海洋博覧会の特需

地の住宅や集会所の新築設計をはじめ、調

に対応するという目的以外にも、復帰したあ

査・研究業務など多彩な業務を受注できるよ

とは沖縄でも建築需要が増えるだろうから、

うになった。

東京の設計事務所と協力関係を築いていた

日本道路公団（2005 年に分割民営化）か

ほうがよいという当社の判断があった。同じ

らも受注機会が増えていく。道路公団は鈴

く大学同級生の村松惇が 2 代目社長を務め

木が福岡事務所時代に九州内のあらゆる支

るなど、幸一郎の人脈がものをいった。

所を飛び回って営業開拓した。九州の道路

東京事務所では建築設計担当者が少な

建設業界は沖縄の事務所と言うと、
「なぜわ

かった時期があるが、それは国建東京と役

ざわざ九州まで」と顔をしかめたものである。

割がかぶっていたためであろう。国建東京の

それでも地道に名刺を配り、海洋博覧会の

活動は 1977（昭和 52）年に静かに幕を閉じ

ときにお世話になった担当者と旧知を温める

る。

などして徐々に仕事を得るようになる。九州
支社から本社への人事異動のつてをたどり、

ターニングポイント
国建は県外ではあまり名前が知られておら

部門別略史

東京事務所でも道路公団業務が増えていく

社員旅行

箱根にて（1972 年）

社員旅行

熱海にて（1997 年）

ようになる。

ず、東京事務所では設計事務所として認知

道路公団の業務では、施工監理業務に一

してもらうために国の省庁や出先機関への営

時期力を入れていたことがある。特に 1983

業を強めていく。県外での営業を任されてい

年の「柏工事事務所技術課施工監理業務」

た鈴木諄は、当時の建設省、運輸省、厚生

では、1 年に 14 件もの防音壁工事の発注・

省、
（特）日本道路公団、
（特）日本住宅公団など

精算を監督するなど多忙を極めた。約 10km

によく出入りした。初めは営業というよりコ

範囲の路線を区切って工事区間を設置する

ネクションづくりが狙いで、それこそ地縁・

のだが、1 区間につき 4 ～ 5 ヵ月ほどかかる

血縁のつながりを頼って挨拶にうかがうだけ

工事を半戸道郎ら 3 人の技術者が分担する。

だったが、いったん仕事を引き受けると、技

当然かけもちとなる工事区間も出てくるし、

術が認められて次の受注につながっていっ

そうなると日に何度も往復しなければならな

た。こうした営業手法が定着することによっ

い。ストレスで胃潰瘍になるほどの激務だっ

て、東京事務所の仕事の内容が変わり始め

た。

る。
日本住宅公団（現（独）都市再生機構）が

住宅公団との関わり

主管するプロジェクトを手がけたのがひとつ

住宅公団の仕事との関わり方についてもう

のきっかけとなった。東京都昭島市や千葉県

少し詳しくみてみよう。住宅公団は 1955（昭

浦安市での土木施工監理業務である。技術

和 30）年に発足したが、以下に示すように、

者の配置などの統括管理を白鳥東一が担当

その時代のニーズにあわせて名称と役割を

した。

変えながら今日に至っている。

高度成長期で需要が盛んな折、本土の設
計事務所は民間需要に対応することに手一
杯で、手間のかかる公共工事には消極的だっ
た。新参の当社は、他社があまりやりたが
らない保全工事の設計や工事監理を手始め
に住宅公団の仕事に参入することを選択した
のだった。現東京事務所長の渡部精が 1980
（昭和 55）年に本社から異動したときはその
時期にあたる。しばらくはそのような地道な
業務に専念していたが、住宅公団 OB の口
ノ町尚を 1982 年に採用し、翌年に福岡事務

①日本住宅公団（1955年～）
住宅建設、宅地造成（住宅に困窮する勤
労者のために住宅や宅地を供給）等
②住宅・都市整備公団（1981年～）
居住環境の良好な集合住宅の供給、大規
模な宅地供給、市街地開発等
③都市基盤整備公団（1999年～）
居住環境の良好な集合住宅の供給、市街
地 整備改善、都市公園の整備、震災復
旧・復興事業等
④都市再生機構（2004年～）
大 都市や地方中心都市の市街地整備改
善、賃貸住宅の供給支援・管理等

東京事務所の略史
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当社は住宅公団時代、北多摩工事事務

をくみとり、発注者へ積極的な提案を行っ

所を拠点に活動していた梅津勝雄を中心に、

た。具体的には、①動線を効率化して迷惑

主に大型団地の住宅建設関連の業務に携わ

駐車や自転車の混乱に対処、②沈床式の調

り、技術力はもちろん誠実さと対人関係に

整池を地下に埋め込み、上部に植栽地と一

配慮した営業活動により、北多摩地区から

体化した広場空間を創出（プールを噴水式に

多摩ニュータウンや横浜市の港北ニュータウ

リニューアル）
、③団地内のケヤキを保全し

ンへと業務範囲を拡大していった。最近で

つつ植栽の量を調整して明るく風通しのいい

は「北区西ヶ原一丁目地区」や「港区赤坂市

空間を創出、④英語・中国語を加えたサイ

街地住宅」などの基盤整備工事の監理にも

ン計画により国際化を図るなどを提案した。

携わっている。前者は密集市街地での建物

東京事務所作業風景

解体工事が主で、埋蔵文化財の調査も行っ

ジェクトで、４年間という長い年月を要し、

た。後者は前面に幅員 18 ㍍の外苑東通り、

関係者がめざした安心・安全・快適な屋外

背後に山王病院を控えた敷地での地上 6 階、

空間を創造することができた。

地下 1 階の中層住宅の解体工事である。両
者はまさに中心市街地における都市基盤の
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多摩ニュータウンへの関与

再整備であり、従来の技術中心の監理だけ

住宅公団業務の流れで、当社と多摩ニュー

でなく、地域や行政などとの調整や段取りが

タウンとの関わりについてもふれておきたい。

重要な比重を占めた業務だった。この流れ

多摩ニュータウンは東京都稲城市・多摩市・

に対応できるよう前田寿男や千葉敏明ら担

八王子市・町田市にまたがる多摩丘陵に計

当者は日々奮闘している。

画・開発され、開発面積は約 3,000 ㌶、計

一方、住宅公団は既存団地の維持管理や

画人口は 342,200 人で、東西が 14km、南

再生という重要な役割も担っている。通常の

北が 1 ～ 3km に及ぶ日本最大規模のニュー

維持管理業務としては、建築では外壁や屋

タウンである。幹線道路を境にして中学校区

上防水の修繕などが、土木・造園では道路

を基本単位とする 21 住区に分けられている。

や排水管の修繕などが該当する。再生業務

当社の多摩ニュータウンでの最初の団地

としては、建築では住宅内外のリニューアル

設計は、1983（昭和 38）年の「エステート

やエレベーター設置のような既存建物への

聖ヶ丘」である。当時人気のあった分譲タウ

付加価値の追加などであり、土木・造園では

ンハウスで、2 階建て・7 棟・32 戸からなり、

「総合的団地環境整備（団環）
」があげられ

前年に実施した調査業務である「増築を考慮

る。

ベルコリーヌ南大沢

「芝園ルネッサンス計画」と題し進めたプロ

した低層住宅の調査検討」の成果を反映し

団環とは社会情勢の変化や居住者のニー

ながら、フリールームのある低層住宅として

ズにあわせて団地の屋外環境をブラッシュ

設計した。外断熱型枠兼用仕上げブロック

アップする業務である。路上駐車対策、動

を採用し、断熱性能についての追跡調査も

線の整備、樹木量の適正化、バリアフリー

行った。住宅の購入者からフリールームの使

化など、安心・安全な屋外空間を創造する

い方についての相談を受け、内装設計を実施

仕事だ。東京事務所では建築・土木とも継

したこともある。

続的に、この維持管理・再生業務（保全工

その後「ベルコリーヌ南大沢 2BL-S 棟建

事関連業務）に力を注いできた。ここではひ

物設計」や「
（第 20 住区）南大沢学園萌樹

とつの例として「川口芝園団地」での実績に

の丘 2 号棟建物設計」へと続くが、ここで

ついて紹介する。

は前者を紹介しよう。当該業務は 1988 年に

敷地面積が約 8.7 ㌶で、住宅戸数 2,454

実施した。ベルコリーヌ南大沢は第 15 住区

戸の高層団地での計画であり、1978 年に管

にあたり、多摩ニュータウンの最西部に位置

理開始した。事業の目的は、居住者の高齢

する約 66 ㌶、1,500 戸規模の区画で、マス

化に対応してバリアフリー化を図るなど、団

ターアーキテクト方式を初めて導入したところ

地内の屋外環境の魅力を向上させることだっ

だ。団地全体のデザインを調整するマスター

た。自らの足で団地を歩き、居住者の意見

アーキテクト（内井昭蔵氏）のもと、ブロッ

第三部

クアーキテクトといわれる複数の設計者が

③沖縄の企業が東京周辺に施設を建設する

共通のデザインコードにもとづいて担当のブ

物件、④沖縄県が東京周辺に所有する施設

ロックの調整を担い、さらに各ブロックでは

の改修、⑤沖縄本社と共同で取り組んだプ

複数の設計者が各建物を設計する仕組みで、

ロジェクトなどである。①には岡設計との沖

全体のデザインを統一しつつ多様性を兼ね

縄県立中央卸売市場、梓設計との沖縄県立

備えた住環境を実現することを目的としてい

精和病院など、②には法務省や（特）雇用促

る。

進事業団（現（独）雇用・能力開発機構）
（
、特）

当社は第 2 ブロックで、㈱都市研究所の

宇宙開発事業団（現（独）宇宙航空研究開発

ブロックアーキテクトのもと、3 棟中 1 棟（6

機構）など、③には沖縄銀行や琉球銀行の

階建 78 戸）の実施設計を担当した。とにか

社宅建設など、④には沖縄県宿泊施設（若

く刺激的な仕事だった。まわりは有名建築家

夏荘）など、⑤には沖縄県女子学生寮（沖

（大谷幸夫氏も景観アーキテクトとして参加）

英寮）や阿見ゴルフクラブ、国土環境㈱（現

や大手の設計事務所ばかりで、定例の連絡

いであ㈱）九州支店の共同設計などがある。

会議でも数十名が一堂に会して熱のこもった

そのなかで琉球銀行習志野台社宅と沖縄

議論を繰り広げる。各社が担当した住棟の

職業訓練短期大学校の業務にふれておきた

模型をつくり、全体で配置して高さやデザイ

い。前者は千葉県船橋市の閑静な住宅地に

ンの統一感をチェックするのだが、模型ので

あり、もともと当社が担当した物件の改築で、

きばえさえも内心競い合ったものだ。互いの

当初は 4 階建てを計画して確認申請前に「計

作業現場を訪ねあうのもこうした共同作業に

画のお知らせ」の看板を掲示した。すると

与えられた愉しみだった。

近隣に「建て替え反対」の対抗看板が林立

意欲的な第 15 住区に携わったからには、

部門別略史

沖縄県立中央卸売市場

する事態となり、説明会では多数の近隣居

担当した 2BL-S 棟の設計にもなるべく新し

住者が出席して様々な反対意見が出された。

い要素を付け加えようとこころがけた。階段・

検討の結果、建物日影などによる周辺への

エレベーター・光庭の 1 セットをコの字型住

影響を最小限にするため、建物全体を一層

戸 2 戸で囲い込むコルテ型というプランを採

分掘り下げることとした。そのため食堂・談

用した。これであれば両面採光が可能にな

話室などの共用部を地下に配置し、サンクン

サンクンガーデン

り、かつファサードの自由度が増すため、団

ガーデンとつなげて室内外を一体的でアット

地内を明るく開放的な雰囲気で包み込むこ

ホームな空間を創出させるとともに、近隣と

一般の道路や地盤より低い位置につく
られた半地下の広場や庭園のこと。

とができる。この頃は消防法の改正があり、

の良好な人間関係が築けるようにした。

直前に「消防法『170 号特例』適用住宅の

一方、後者は高低差の激しい傾斜地での

設計検討業務」を請け負って“光庭”を取

開発で、宅盤の造成段階から赤土流出防止

り込んだ住宅の可能性について検討してい

策で大型の沈砂池を計画し、自信をもって

たので、その成果をこの業務に惜しみなくつ

地元説明会に臨んだ。ところが周辺には電

ぎこんだ。また、
「中層住宅用小型エレベー

照ギクが栽培されており、粉塵の飛散や夜間

ターの開発に伴う採用の可能性」について

照明による影響を懸念して、新たな対策を検

検討してきた実績もあり、最新の設備を導入

討し講じることとした。いずれの業務も、説

した新しい住棟プランを提案した。BCS 賞

明会での緊張感と解決後の安堵感が深く印

（㈳建築業協会）の特別賞も受賞して印象に
残る仕事となった。

象に残る仕事だった。
また、防衛庁（省）関連の業務は沖縄で
の功績がいかされた仕事だといえよう。東京

沖縄に関連する業務
東京事務所では不定期ではあるが継続的

事務所での最初の防衛庁業務は 1997（平成
9）年の「横田基地管理地区施設建築設計」

に沖縄に関連する業務を手がけてきた。そ

だった。東京事務所のスタッフは、独自の仕

の内訳は、①東京の設計事務所との JV で

事の進め方や英文など慣れない業務に戸惑

沖縄に建設するプロジェクト、②中央省庁や

いながらも必死で取り組み、その後の防衛

その関連機関が沖縄に建設する公共施設、

施設の設計・監理業務に結びつけている。
東京事務所の略史
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教会設計のプロポーザル
受注形態が多様化するなか、東京事務所
が民間物件としては初めてプロポーザル方

る煉瓦タイルの外装、花と緑があふれる明る
く開放的な空間などは地域のランドマークと
しても機能している。

式で受注したのが小川イエス福音教会の設
計監理業務だった。プロポーザルは 1998 年

小川イエス福音協会

現在の東京事務所（2008 年）
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東京で設計するということ

（平成 10）11 月に行われた。参加した 7 社

以上にみたように、東京事務所では建築

はキリスト教徒が経営する設計事務所が多

設計と土木設計がひとつの事業に協力し

かったが、なかには著名な建築家の事務所

あって関わることもこれまで多かった。事務

も含まれていた。当社が以前に設計した那

所もこじんまりしており、東京という土地柄に

覇市天久の教会が「クリスチャン新聞」に掲

もかかわらず沖縄ののんびりさをちょっぴり

載され、それが目に留まって国建が指名され

持ち込んで、和気あいあいと仲良く仕事をし

た。教会に縁のなかったスタッフは「明るい

ている。構造設計、設備設計の担当者が常

教会」や「花のある教会」などのプロポーザ

駐していないことから、沖縄本社はもちろん

ル要件に沿ったイメージを提案しながら、
「信

福岡事務所とも緊密に連携してこれらの不在

徒とともにつくる教会」を訴えて、見事当選

を埋めてきた。そのため福岡事務所から東

した。

京事務所への異動もみられた。

教会側では、副牧師をはじめ 10 数名の信

沖縄本社との間でも 1990 年代までは人

徒により建築委員会を結成し、対応窓口とし

事交流がさかんだった。沖縄だけで考え方

た。委員は普段仕事をもっており、勤務のな

が固まらないように東京の風に 2 ～ 3 年あた

い土曜日にしか打合せができない。祈りに始

るのもよい、という考えから定期的に沖縄本

まり祈りで終わる月 2 回の定例打合せでは、

社の若手人材を東京事務所に赴任させてい

互いに課題を検討しあい、ほぼ 1 年間をか

たのだ。しかし 2 ～ 3 年のつもりが、妻をめ

けて設計をまとめあげた。ときには復活祭や

とって家族をもち 10 年が経ち 20 年が過ぎた

クリスマス、そのつど行われるグループミー

というケースも少なくない。逆に東京事務所

ティングなどにも参加して意志の疎通を図っ

で採用された人材が沖縄本社に異動するこ

た。東京事務所でチームをつくり、教会のソ

ともあり、そのたびにときの所長は人材流出

フトボール大会に参加したこともある。

を嘆くのだった。

建築委員会は多芸多才なメンバーで構成

東京事務所の所長は宮里から、村松、鈴

されていた。教会活動の一環でバンドを組ん

木、永松一甫、白鳥、新城、渡部とタスキ

で演奏していることもあり、音楽や音響には

が渡されてきた。永松はライアンアソシエイ

とても詳しかった。礼拝堂の空間づくりや音

ツに在籍したこともある英語のできる土木技

響装置の選定・配置は、建築委員会・国建・

術者で、東京事務所時代には神奈川県の座

設備協力事務所の 3 者が互いに勉強し合い

間や東京都の横田などの米軍基地に出入りし

ながら検討を重ねた成果だといえる。また絵

て業務を請け負っていた。英語での調整や

の得意な委員はイラストで建物外観イメージ

図面作成にフィリピン人技術者を雇って仕事

を描いてくれたので、委員の意向を正確にく

にあたるなど、従来の流れを踏襲しつつも技

みとることができた。

術者としての独自の路線を築いた。白鳥は本

住宅地に建つ教会で、建物高さに制限が

社勤務の経験もあったことから、測量部の

あるため、礼拝堂を地下に埋め込み、大空

ベテラン技術者の将来に配慮し、施工監理

間をつくり出した。地下の掘削が終わったあ

の勉強をさせるための環境づくりを兼ねて、

とに聖書や設計図を祭壇の真下に埋設する

東京での施工監理業務の拡充を図ったこと

定礎式という式典があり、荘厳な印象を受

もある。防衛庁（省）関連の仕事が増えるの

けたことも思い出のひとつだ。

は新城の所長時代であり、新城と宜寿次均

2000 年 11 月に竣工し、新世紀で最初の

が那覇防衛施設局 OB と旧交を温めるなか

クリスマスを新会堂で迎えることになった。

で営業機会をいただいたことが大きい。渡

ゆとりのあるアプローチ・前庭、暖かみのあ

部は建築や土木の業界団体の活動に参加し

第三部

部門別略史

て情報のネットワークをつくりスキルの向上に
努めている。このように所長それぞれが問題
意識をもって、経営の改善を図ってきた。
いま各省庁の電子入札などインターネットの
おかげで、沖縄にいても東京にいるのと変わ
らない情報を手に入れることが可能な時代
になった。行政の中心に事務所をおくという
前線基地としての役割は以前よりも薄れてき
ている。また、沖縄本社と本土企業との JV
も、本土側が沖縄に支社や営業所を構える
ようになって、東京事務所を介さずに直接や
りとりするケースも増えている。一方、都市
再生機構を中心としてきた業務も、発注形
態の多様化や競争の激化など不安要素は増
すばかりである。
こうした情勢下で、東京事務所の役割も
変わらざるを得ない。沖縄という一地方のコ
ンサルタント・設計事務所である国建にとっ
て、東京事務所は誇りであり自己を映す鏡で
あることはまちがいない。そのことを胸に、
所長の渡部はじめスタッフは、東京事務所の
新たな地平を開拓すべく精力的にかけまわっ
ている。
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