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直接・間接の被災地支援
地震の多い日本
わが国はまごうことなき地震大国である。国連開発計画
（UNDP）の統計では、1980年から2000年までのマグニ

動く活動をすると考えられている断層を
「活断層」
と言い、
日本には約2千あると推定されている。活断層で起こる地

東日本大震災の衝撃
2011（平成23）年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地

震は千年から数千年に一度という頻度ではあるものの、断

震、
いわゆる東日本大震災注１はマグニチュード9.0という日

層が地表近くにある場合は被害が大きくなる。1995年に起

本の観測史上最大の地震であり、世界歴代でも第4位とな

きた阪神・淡路大震災は直下の活断層によるマグニチュー

る巨大地震だった。沿岸から内陸にまで津波が押し寄せる

ド7.3の地震だったため、甚大な被害をもたらした。

様子や、屋根に避難し救助を待つ住民の姿は、全世界に大

チュード5.5以上の地震の頻度が日本は世界で4番目に多い。

きな衝撃を与えた。東北地方を中心にした12都道府県で、

マグニチュード6.0以上だと地球上の20㌫超の地震が日本

2万2千人以上の死者（震災関連死を含む）
・行方不明者が

周辺で発生している（2000~2009年 気象庁他のデータ）
。
震度1以上の有感地震の数は、1年間に平均千回から2千回
にも及ぶという。
日本で起こる地震を大別すると、ひとつにはプレートの
境目で起こる地震（海の地震）がある。プレートとは厚さ
数10㌔㍍以上の巨大な岩の板であり、地球の表面は全部で
十数枚のプレートに覆われている。各プレートはマントル
が地球内部で対流する動きに乗って年間数㌢という速さで
移動しており、地震はこれらのプレートがぶつかる摩擦が
原因で起こる。日本付近は列島が乗っかっている「ユーラ
シアプレート」と「北米プレート」に、
「太平洋プレート」
と「フィリピン海プレート」がぶつかってもぐりこんでい
る複雑な状態であり、その歪みに耐えられなくなってプレ
ートの縁が跳ね上がるなどして地震が発生する。すると、
海底が急激にもり上がってその上の海水が持ち上げられ、
まわりに広がっていく。これが津波である。明和の大津波
をもたらした八重山地震はこのタイプの地震だったと考え
られている。
もうひとつの地震のタイプは断層が動いて起こる地震
（陸の地震）
である。
プレートの力は陸側にも伝わるため、
列島の内陸部でもときどきプレート内部が割れ、割れた面
に沿って地層や岩盤のズレが生じる。このうち今後もずれ
注１ 気象庁は「東北地⽅太平洋沖地震」は地震の名称で、「東⽇本⼤震
災」は災害の名称としている。

写真 宮城県気仙沼市の被害の様⼦
出典︓photoAC
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出たことは、痛ましい事実として忘れてはならない。

地震による倒壊に加え、津波で押し流されたことによっ

ために行われた排気操作（ベント）
、格納容器の破損、配管

この大地震の被害を甚大ならしめたのは津波である。複

て住宅の被災も大きく、とくに岩手県・宮城県・福島県の

からの蒸気漏れや冷却水漏れなどにより、大気中や土壌、

数の領域を連動させた広範囲の震源域をもつ地震だったた

沿岸部では全壊の戸数が岩手県で1万9508戸、宮城県で8

地下水や海に大量の放射性物質が放出された。とくに3月

め、津波の規模もまた未曽有であった。岩手県釜石市から

万3005戸、福島県で1万5435戸にのぼった。たくさんの建

15日や3月21日は大規模に大気中の放射性物質が降下し、

は川を逆流する津波が映しだされ、宮古港ではあっという

築物が倒壊したり流出したりする映像を見るのは、建築に

各用水や農畜水産物から放射性物質が検出されることとな

間に岸壁の車や港湾施設が津波に飲み込まれた。巨大な津

携わるわれわれもつらく、暗然たる思いに駆られるばかり

った。放射線量を測定するガイガーカウンターなる機器を

波高と広範囲の浸水域だったと報告されており、
「想定外」

であった。

買い求める人が日本中に急増したことが思い起こされる。

という言葉がこれほど実感を伴って私たちの胸に突き刺さ
ったことはこれまでなかった。

東北から北関東の太平洋沿岸では、地震に伴う地盤沈下
により海岸や河口付近が浸水・冠水した。震源から離れた
関東を中心として広範な地盤の液状化が発生し、建築物の
傾斜や断水、ガス供給停止、水田への土砂の堆積などの被
害が生じた。こうした地盤沈下や液状化の報道は、ふだん
国土形成を担うわれわれ建設コンサルタントの襟を正させ
る結果となった。
東日本大震災を語るなら、東京電力福島第一原子力発電
所の事故についても言及せざるを得ないだろう。国際原子
力事象評価尺度（INES）が規定する7段階レベルのうち、
最も高いレベル7（深刻な事故）に該当する事故であり、
世界でもチェルノブイリ原発事故と2ヵ所のみしか例がな

事故への対応については好意的な報道もあったものの、

い。この事故に起因する帰還困難地域の面積は、2019年3

総じて内外のメディアから批判を浴び、日本の「原発安全

月時点で337平方㌔㍍であるが、これは名古屋市とほぼ同

神話」は見る影なく瓦解した。東京電力と政府は福島第一

じ面積である。

原発を廃炉にすると決定し、数十年かけて完了させること

事の概略を追うと、まず地震によって稼働中の原子炉の

を目標に作業を進めている。廃炉・汚染水対策費8兆円、

1~3号機が自動緊急停止した。その約50分後に押し寄せた

賠償金7.9兆円、除染費4兆円、中間貯蔵施設費1.6兆円、計

遡上高14~15㍍の津波により、1号機から5号機で全電源喪

21.5兆円――経済産業省は事故対策にかかる国家負担分の

失となったため原子炉が冷却できなくなり、1~3号炉で炉

予算を2016年12月時点でこのように試算している。

心溶融（メルトダウン）が発生した。メルトダウンの影響
で水素が大量発生し、建屋内部に水素ガスが充満。1号・3
号・4号機は水素爆発を起こして建屋および周辺施設が大
破した。この水素爆発に加え、格納容器内の圧力を下げる
写真上 ⽡礫に埋もれた役場の看板（岩⼿県⼤槌町）
写真下 ⼤川⼩学校周辺の様⼦（宮城県⽯巻市）
いずれも出典︓㈶消防科学総合センター

震災からの復興という長い道のり
地震と津波により生活インフラが破壊され、都市機能が
大規模に失われた。災害救助や被災者支援と並行して復
写真 福島第⼀原⼦⼒発電所４号機注⽔⾞からの放⽔
出典︓東京電⼒ホールディングス
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旧・復興事業が進められる形で、2011（平成23）年6月24

交通利便性の劣る地区への立地を余儀なくされたり機械的

磯場を埋め立ててまで必要なのか」
と反対意見も噴出した。

日に「東日本大震災復興基本法」が公布・施行され、2012

な配置により閉鎖的な住区空間が出現したりなど、居住性

防潮堤の高さは、その後背の土地利用や住まい方（災害危

年2月に東日本大震災復興対策本部を解消し復興庁が発足

やコミュニティへの配慮、生活サービスの供給という点で

険区域に指定して居住を制限、市街地のかさ上げ、高台移

した。

大量の空き家が発生した箇所もあった。
満足度は低かった。

転など）とセットであるため、その決定は一日も早い復興

政府は「復興の基本方針」を閣議決定し、岩手県と宮城

また、建設仮設の多くは標準仕様による画一的な供給であ

に不可欠だった。そのため多くの沿岸市町村では、さまざ

県の沿岸津波被災地では、すべての市町村が2011年12月ま

り、東北の気候風土への配慮が十分でなく、断熱工事を含

まな意見を飲み込んで短期間での復興計画の合意形成を強

でに復興計画を策定した。これらに基づく復興事業が進め

めさまざまな追加工事を要した。

いられたのだった。

られ、被災地の住宅再建、防災集団移転、区画整理などの

まちの復興に関して、市街地の面的整備を目的とした補

住まいとまちづくりに関わる事業は2020年末までにほぼ

助制度はそれまで土地区画整理事業と防災集団移転促進事

2018年7月、
「鉄と魚とラグビーのまち」岩手県釜石市に

終了した。
製造品出荷額も震災前の水準まで回復しており、

業だけだったが、今回の復興では既存制度の弾力的運用と

釜石鵜住居復興スタジアム（設計：梓設計、施工：大成建

2020年3月時点で農地復旧事業はおおむね完了、水産加工

津波復興拠点整備事業の新設で対応した。だが、換地では

設・新光建設特定共同企業体）が「ラグビーワールドカッ

施設は97㌫で業務再開している。被災6県における防潮堤

なく用地買収を可能にした後者は、1市町村あたり2地区ま

プ2019」の開催と地域の活性化・防災拠点化を目的に整備

など海岸対策は2020年末までに78㌫の工事が完了した。ま

で、かつ1地区あたり20㌶まで、さらに2015年度末までに

された。津波で流された鵜住居小学校と釜石東中学校の跡

た、震災と原発事故で不通になっていたJR常磐線が2020

着手した事業に限るという二重三重の条件が付されたため、

地に、だ。約1万4千の観客がスタンドを埋め、東日本大震

年3月14日に全面開通している。

しごく使い勝手が悪いものになってしまった。
それがため、

災から8年半の月日を経て、2019年9月25日午後2時15分に

なお、
避難者数は当初の47万人から2021年2月8日現在で

かさ上げを伴う土地区画整理事業が市街地整備に多用され

フィジー対ウルグアイ戦がキックオフ――復興を世界に強

約4万人に減少し、仮設住宅の入居戸数は同年3月までに

たのだが、津波への恐怖から高台移転を望む住民が多く、

く印象づけた。

931戸に減っている。

その調整に時間を要したことも加わって、整備された市街

※ ※ ※

一方、福島県は放射性物質の汚染とそれによる風評被害

地に空地が目立つ結果となった。また、地価上昇を想定し

のダメージが大きく、原発周辺の双葉町、大熊町、浪江町

た減歩には無理があり、利用しにくい土地が生じるケース

復興事業から得られた国土強靭化の視点
甚大な被災からの復興のプロセスは、社会基盤や生活・

の一部などが2021年3月現在も避難指示区域に指定されて

が増えた。

産業の再建だけでなく、人々の災害への危機感や防災意識

いる。政府は「福島復興再生特別措置法」を制定したほか、

沿岸の住民にとって津波で失ったものが大きかったとは

の変化をもたらした。そのひとつが「国土強靭化」である。

環境省が福島県と連携協定を締結するなど支援している。

いえ、
「それでも海と生きる」という決断をした人も多かっ

先に地震大国だと述べたように、マグニチュード8～9ク

東京電力は現地に福島復興本社を設置している。

た。だから新しい防潮堤の高さは重大な関心事だった。震

ラスの南海トラフ地震やマグニチュード7程度の首都直下

災前は高さ2~4㍍ほどの防潮堤が主だったが、新設予定は

地震がそれぞれ70～80㌫、70㌫程度（2020年1月24日時点）

しかし課題もみえてきた。国建の業務の関心にひきつけて

最大14.7㍍にも及ぶ。だが、この海が見えない高さの防潮

の確率で30年以内に起こると予測されている。そのほかに

解題してみよう。

堤でも、東日本大震災級の津波＝レベル2津波（最大25㍍

も今後30年間にマグニチュード7級以上の地震が50％以上

避難所から応急仮設住宅へと当面の住まいを確保する段

ほど）を防ぐことはできない。市民からは「もっと高くし

の確率で発生すると予測される海域は多数あり、政府も気

階の課題として、建設型仮設住宅は約5.3万戸が供給された

てほしい」という意見の一方で、
「コンクリートの壁に囲ま

象庁も都道府県も民間も、地震をはじめ台風、大雨、大雪、

が、
とにかくスピードと量の確保が最優先されたことから、

れているみたい」
「津波を防げないならいらない」
「砂浜や

洪水、土砂災害、津波、火山噴火など各種自然災害の予測

このように復興は難航しつつも着実に進められているが、
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情報や防災情報などを充実させている。

わが社では、建物の耐震・減震・免震・制震や防火・防

挑み、そして選定された。わが社初の災害公営住宅プロジ

内閣官房には国土強靭化推進室がおかれ、全国レベルの

風対策を常に意識し、災害に強い施設づくりを設計信条と

「国土強靱化基本計画」の策定を担っている。そのウェブ

してきたし、耐震強化岸壁などレジリエントな社会資本整

作業体制は発注元のUR都市機構との業務経歴が豊富な

サイト（2021年3月時点）には次のような文章がある。

備に携わったことも多数ある。計画部門では、市町村の地

東京事務所が中心となった。渡部精、松原栄助、江藤泉、

域防災計画や公共施設等総合管理計画、長寿命化計画の策

赤嶺淳、島袋仁奈が担当で、半戸道郎、上松静江が屋外の

定に関わることで、防災や公共施設のファシリティマネジ

土木設計面でサポートした。本社からは建築設計部の水間

メントに寄与してきた。けれども、国土強靭化政策大綱に

啓、上原直樹、那根律子、諸見里真吾、構造設計部の花城

基づく土木設計、都市情報を3次元モデルに移行した都市

和雄、環境設計国建の伊佐照彦、城間重和というメンツで

管理シミュレーション、連携型インフラデータプラットフ

臨んだ。

国⼟強靱化（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災の取組みは、
国家のリスクマネジメントであり、強くてしなやかな国をつくることです。
また、⽇本の産業競争⼒の強化であり、安全・安⼼な⽣活づくりで
あり、それを実現する⼈の⼒を創ることです。国⺠の命と財産を守り
抜きます。

国土強靭化の基本的な考え方として、自然災害に対する

ォームの構築などにはまだ時間がかかることを素直に認め

事前防災・減災の視点のみならず、戦後整備されたインフ

つつ、国土強靭化の思想をビルトインした設計業務・計画

ラの老朽化に対する予防型メンテナンスの視点を含んでお

業務に邁進していくつもりである。それがすべての被災地

り、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な国づく

がこうむった悲しみに対するわが社なりの鎮魂になればと

り・地域づくりがめざされる。ようするに、事故や被害を

思う。

ェクトである。

受けてから改善する事後対策の繰り返しを避け、最悪の事
態に至らないための事前対策を平時から持続的に展開して
津波を例に強靭化対策の具体像をイメージしてみよう。

石巻市災害公営住宅の基本設計
災害公営住宅（あるいは復興公営住宅）は、災害により
住宅を失い自ら住宅を確保することが困難な人に、国の助

津波防御施設の強化は、防潮堤だけでなく、幹線道路や鉄

成を受けて地方公共団体が整備する低廉な家賃の公営住宅

道を高い盛土とし堤防としての機能を付加する手法だった

のことをいう。東日本大震災で被災した宮城県石巻市の災

り、防災林や緑地などの防災用地を重層的に設ける手法だ

害公営住宅の基本設計を、遠く沖縄の地にある国建が請け

採択が決定したのち現場を深く知るために、東京事務所

ったりがある。津波避難施設として、高台がない地域に津

負う機会があった。2013（平成25）年から2015年にかけ

の面々とともに沖縄側のスタッフも石巻市を訪れた。2013

波の緊急避難のためのビルやタワーを整備する施策が実行

てのことだ。

年4月のことである。大震災から2年が経っていたが、被災

いこうとするアプローチである。

されており、津波避難を想定した避難路の確保、既存の一

この業務は独立行政法人 都市再生機構（以下ではUR都

次避難所・二次避難所・収容避難場所の強化も位置づけら

市機構）発注の指名プロポーザル案件だった。人口約15万

全・半壊した建物が撤去されずに残され、それが痛ましさ

れている。宮城県の復興計画にあるように、海岸線沿いに

人の石巻市全体で災害公営住宅約4,500戸を整備・供給する

を暗く縁取っていた。人々が避難した高台にのぼると、あ

防潮堤、その内側に防災林・緑地、農地、盛土道路、産業

全体計画のうち、大街道北二丁目地区、中央一丁目地区、

のときテレビが切々と伝えていた光景がオーバーラップし

用地、盛土鉄道、住宅地の順で帯状にゾーンを形成する多

駅前北通り一丁目地区の3地区の災害公営住宅建設にかか

てくるように思えた。鉄道は復旧途上であったためレンタ

重防御は強靭化の理想像といえるだろう。

る建築・電気設備・機械設備・屋外整備の基本設計と工事

カーで移動したのだが、カーナビの地図と震災後の現道が

費算定設計が公募の仕様に設定されていた。このプロポに

一致してなくて何度も何度も道に迷った。

地の受けた傷はまだ生々しく、
水間らはショックを受けた。

写真 ⼤街道北⼆丁⽬の災害公営住宅 弊社撮影

社史51-60年紀（2011-2020年）｜ 5

基本設計といえども、事業全体の監理を担うUR都市機

った直後の仕事だったので、同僚たちは次々と新しい職場

これば電気室は水没してしまう。ならばと、電柱から直接

構の要求は高かった。通常の基本設計は、実施設計を行う

へと旅立っていく。櫛の歯が欠けるように席が空いていく

電気を引き込む方式が計画された。伊佐らは当初、被災地

ための基本的な条件を定めるための設計のはずだが、住戸

寂寥感を押し殺し、スタッフは黙々と画面のなかの設計図

ならではの発想かと思ったが、津波は日本全国どこにでも

の詳細設計、概算レベル以上の工事費の積算などのハード

と格闘した。

起こり得る災害なので固定観念を改める機会となった。た

な作業が含まれていた。設備設計でも、スイッチコンセン

とくにUR都市機構の面積表を含めて3種類の面積計算

ト取付箇所を決めるため、住戸タイプごとに内装袖壁の幅

を行わなくてならなかった島袋の仕事量は膨大だった。ピ

や厚みを設定したりふかし壁にしたりなど、細部まで調整

ーク時は毎週UR都市機構との工程会議が組まれたのだが、

してとても基本設計業務とは思えなかった。それもそのは

島袋は前日までにプランの修正や面積計算を終えなければ

ずで、基本設計後わずか数ヵ月で工事請負契約を済ませ、

ならない。本社からのレスポンスが遅れたときなどは徹夜

計画通知・設計性能評価を行い、工事に着工するという迅

して図面を直し、会議当日の朝に印刷するなどあわただし

速なスケジュールが組まれていたからだ。被災者に一刻も

かった。だが、この住戸プランが後発の災害公営住宅のモ

早く住まいを届けるためには必至の工程だが、なかなか現

デルになると聞かされていたので、責任感という名のアド

場の技術者泣かせではある。

レナリンが疲れをなんとか忘れさせてくれた。

だ、居室からの景観重視のため電柱の配置が二転三転した
のには難儀させられた。

とまどいと納得のあいだ
沖縄側スタッフはいつもと勝手が違う作業フォーマット
に最初はとまどった。なにしろインプットすべき情報だけ

それでも、東京事務所スタッフはUR都市機構と分担す

でも、復興基本計画、災害復興住宅供給計画、災害公営住

住棟には太陽光パネルや蓄電池を装備した。太陽光パネ

宅設計ガイドライン、災害公営住宅標準プラン集、災害公

ルで発電した電気を蓄電池へ充電し、夜間の共用灯に利用

営住宅設計標準と膨大だ。さらに、復興住宅という特殊性

する。
余剰電力は売電もできる。
災害などで停電したとき、

がわれわれの当惑に拍車をかけた。

約半数の共用灯と給水場、それに携帯電話の充電用に供給

3地区の災害公営住宅は震災での津波浸水地域に立地す

できるシステムとしたのは、あの忌まわしき経験からの学

る。最上階に緊急一次避難所を整備し、ふだんは災害時に

習である。
これは停電時に共用部分を照らす
「まちの灯台」

必要な物資を備蓄する倉庫とした。また、外構部分にはか

となり、付近の住民が災害公営住宅に避難する際の誘導灯

まどベンチやマンホールトイレを整備した。知識としては

として機能するだろう。

る作業に慣れており、松原が段取りをつけ、赤嶺、島袋ら

知っていたが、
実際に仕事として扱うのは初めてのことだ。

がてきぱきと要求をこなしていった。車いす使用者を含む

石巻市では住戸ごとに緊急通報設備を設けることが前提と

るというが、はて？」という場面があった。沖縄では無縁

多様な世帯が入居できるように住戸は8タイプをプラン化

なっているが、これも「もしや」に備えるためである。

のことだが、北国の冬はスタッドレスタイヤが必需品であ

東北ならではの経験もあった。
「1階にタイヤ倉庫を設け

し、かつての共同体に代わる居住者同士の交流が生まれる

沖縄の公営住宅では、受変電設備は1階のワングリット

り、それを保管する空間だと聞かされ、膝を打った次第で

ように広場や集会所を配置した。東京事務所の閉鎖が決ま

を電気室とするのが通例だった。だが、ひとたび津波が起

ある。冬季に逆流する冷風を緩和するために台所の換気扇

写真 中央⼀丁⽬の災害公営住宅 弊社撮影

写真 駅前北通り⼀丁⽬の災害公営住宅 弊社撮影
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に同時吸排気型を採用したこと、メーターボックス内や屋

護性能照査や耐震性能照査について検討・試運転した経験

外露出配管に凍結防止ヒーターを設置したことも、沖縄で

土木設計部の国土強靭化へのコミットメント
沖縄県は台風や集中豪雨はじめ自然災害が多く、県民の

は経験がない仕様であり勉強になった。

生命と財産を守るための公共事業は必須である。海岸防災

だが、それでも足りないデータはある。仲里と松村は県

伊佐が思いだすのは、UR都市機構がある新宿での打合

もそのひとつで、堤防（胸壁）
、護岸、水門、離岸堤・潜堤、

の各土木事務所の書庫に通いつめ、設計図書や断面諸元の

せが終わり、東京事務所に戻るため中央線を東へ電車で一

突堤など海岸保全施設を強化する事業の重要性は論をまた

数値を探し求めた。海岸保全区域台帳にも情報が記載され

人帰る光景である。毎週開かれる定例会議へ出席するため

ない。海岸は海岸法にもとづいて、一般公共海岸区域は都

ていなければ、現地におもむいて実物を計測したり測量や

に朝7時の始発の飛行機で東京へ向かい、昼食時に新宿ま

道府県知事の管理となるため、必然的に県の役割が大きく

ボーリング調査したりする必要があるが、予算の関係上す

で移動する。午後からの全体会議のあとは夕方から分科会

なる。なかでも土木建築部海岸防災課の所管する海岸保全

べてに対して実施するわけにはいかない。重要度が低い海

が行われるのが常で、設備設計の協議はいつも夜遅くまで

施設が最も多い。

岸に関しては、事業年度が同じ事例や立地条件が似ている

は大きかった。

かかった。ただ、夏場の会議ではUR都市機構の職員も涼

海岸保全施設は高波や高潮、津波だけでなく、地震によ

事例から内部構造を類推するなどして対処した。このよう

しげなかりゆしウェアに身を包んでくれたので、ホームの

っても損傷を受ける可能性があり、その耐震性をチェック

に苦労して収集したデータを「海岸保全施設の技術上の基

ような雰囲気で自由闊達に意見をぶつけ合うことができた。

して対策を練る必要がある。2012（平成24）年公表資料で

準・同解説」に照らして数値計算を行い、耐震性能を判定

工事段階では労働者不足・資材不足が深刻となり、工期

は、耐震調査が未実施である海岸保全施設の総延長は調査

するという作業をとおして、われわれは海岸保全施設の強

を引き延ばさないように床版にハーフ・プレキャスト・ス

対象の約半分の4,400㌔㍍に及んでいた。
そこで海岸防災課

靭化にはばかりながら寄与している。

ラブを採用するなど工法も臨機応変に変更され、関係者の

でも対策を講じることになった。
「海岸保全施設に係る耐震

応用力が詰まった「まちのリビング」が順次竣工されてい

性能調査」と題された業務は過去数年にわたり実施され、

った。施工の現場を訪れたとき、工事看板に「基本設計：

本稿執筆時点の2021年6月現在も続いている。調査段階が

株式会社 国建」と印字され、建築設計部の平良雄次の描い

終われば、耐震性能が低く対策が必要な箇所について実施

たパース図が大きく掲示されていた。沖縄では見慣れたも

設計を行う段取りが予定されている。わが社で担当するの

のだが、東北の肌寒い午後にふと出くわすと特別な感情が

は、土木設計部・港湾グループの潮平剛、仲里健作、松村

わいてきた、と上原は述懐している。

剛であり、土質調査部の武田雅人、津田治輝である。
2017年に初受注したこの業務では、海岸保全施設に関す
る資料を収集・整理し、護岸の耐震判定手法を検討すると
ともに、県全体の護岸の重要度を評価して対象海岸を設定
するという作業に従事した。なぜならば、わが社は2006年

写真 エントランスホールに掲⽰されていた竣⼯看板 弊社撮影

とその翌年に同じ海岸防災課から「沖縄県津波・高潮被害

一方、海岸保全施設の津波対策にあたっているのは主に

想定調査業務」を請け負って以来、ほぼ毎年のように関連

土木設計部の星宗博と仲里、㈱ジオテクノ国建（測量部）

業務を受注するなどして県内各地の海岸保全施設に関する

の上原弘光、冨山嘉朝だ。国際航業㈱をJV-Aとした共同企

情報を蓄積していたからだ。とくに2009年度の「琉球政府

業体で臨むことが多い。上述のように、津波・高潮の被害

護岸のライフサイクルマネジメント研究委託業務」にて防

想定調査をJVで受注したのが出発点で、その後も津波浸水
写真 海岸⻑寿命化点検調査の様⼦ 弊社撮影
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を想定したシミュレーション、津波高さは低いものの大き

た設備を構築する。これらは地震や津波などの災害時にJ

な被害をもたらす津波の水位検討・耐震対策など詳細かつ

防災情報システムで人命をまもる
㈱環境設計国建は本社から分社独立したグループ企業で

多面的な検討を担ってきた。

ある。建築設備に関する設計・監理、コンサルティング業

線とも連携して避難誘導や情報収集を行う。一方で従来型

これら津波対策業務を乱暴に単純化するなら、東日本大

務を中心に事業展開している。これまで電気設備、機械設

の放送拠点も、公共施設、保育・幼稚園、小中学校、災害

震災後の津波ハザードマップを作成するために浸水域の検

備を旗艦としてきたが、この10年で通信設備の分野を大き

危険地区など計104ヵ所へ拡充し、高齢者など情報弱者が

討をより精緻化するものだといえる。当然、津波防災地域

く伸長させた。それまでも沖縄セルラー㈱委託の基地局設

取り残されないように配慮した。この結果、監視カメラの

づくりに関する法律にもとづく必要がある。何度もやりな

計や工事コンサルティング業務を行い、通信の基礎知識を

遠隔操作で現地の災

おす形になっているのは、対象とする地震・津波の考え方

修得してきたことが背景にあるが、転機となったのは豊見

害状況をモニターす

が随時更新されるため、そのつど国が定める津波浸水想定

城市の防災情報通信設備を整備する業務だった。

ることや、IP音声告

アラートと自動連携するだけでなく、デジタル防災行政無

の基準その他に合わせる必要が生じるからである。津波の

この業務は防災行政無線をデジタル化するという総務省

知システムによって

シミュレーションも新たに提示される震源断層モデルや津

の大号令に応じて実施された。防災行政無線は、都道府県・

電話やウェブサイト

波波源モデルに沿う必要がある。また、津波ハザードマッ

市町村がそれぞれの地域防災計画にもとづき、防災、応急

で防災情報を確認し

プにつながる基礎資料の変更は市町村に説明しなければな

救助、災害復旧に使用することを主な目的とする。だがそ

なおすことが可能に

らず、われわれは説明会の実施を中心とした業務にも関わ

れまでは、行政からの一方向の情報伝達の手段でしかなか

なった。しかも行政

っている。

った。それに対し、多様化・高度化する通信技術をとりこ

からの一方向ではな

畢竟、防災計画に終わりはない。自然現象は人間の予想

んで画像やデータの伝送を可能にするなど、平時の防犯や

く、市民情報・地域

を超えてくるのが常であり、被災の歴史を上書きし続けて

催事などの情報伝達手段としても有効活用できるような改

情報を交えた双方向

よりよい対策を模索することしかできそうにない。その繰
り返されるアップデートで救われる人命が少しでも多いこ

善が求められていた。

になった点が味噌だ。

豊見城市の業務を担当した宮城正和、宮城勝がたゆまず

もうひとつのこだわりが汎用性である。従来の防災情報

とを願う。

意識していたのが、どんな災害においても必要な情報を確

機器はそれぞれの企業のインターフェースが優先され、あ

実にすべての市民に伝えることだった。そのためにまず防

るメーカーの製品を他社の製品と連携させることはむずか

災行政無線に頼ってきたメディアの限定性にメスを入れた。

しかった。この業務ではシステム設計を担当した㈱理経と

沖縄県民なら実感していることだと思うが、台風の暴

ともに、たとえば監視カメラはA社製、放送設備はB社製と

風・豪雨のなかでは屋外スピーカーから流れる避難指示の

いったように、どのメーカーの機器でも組み合わせ可能と

声は、閉めきった室内までなかなか届かなかった。また、

なるよう各社と調整した。パッケージ型防災設備では困難

若い世代を中心に携帯電話でのメールやメッセージのやり

だった高性能の製品同士の連携が可能となり、システムの

取りが、情報交換の主たる手段となりつつあった。二人は

高度化や多様化に大いに役立った。のみならず、今後の機

こうした現状をつぶさに分析し、公共の通信網だけに依存

能強化やシステムの見直し・変更などに対応しやすくなる

しないシステムを構築しようと考えた。そこで放送・監視

のもメリットだ。これら監視カメラ、IP電話、簡易無線な

カメラ、動画映像、IP電話、メール、FM放送局が連携し

どは平常時にも活用されるように手順化し、市民に喜ばれ

ひっきょう

写真 海岸⻑寿命化点検調査の様⼦ 弊社撮影

写真 監視カメラ・拡声⼦局 弊社撮影
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ている。
豊見城市防災情報システムを支えるのが、市内全域に整

動することで発生しており、内陸型（活断層型）の地震で

したのは229面・約8,200平方㍍で全体の約1割に及び、緩

あった。

みや膨らみのため積み直しを要する石垣は全体の約3割と

備した4.9GHzの高速無線LANである。また、搭載したバ

震度1以上の余震が多発したこの地震で、死者161人、負

みられる。飯田丸五階櫓がかろうじて一筋の石垣で支えら

ッテリ－により、災害時のライフライン断絶時にも停電48

傷者2,692人の人的被害が確認されている。
死因は倒壊した

れていた映像はおぼえている人も多いだろう。明治22年地

時間以上の情報伝達が可能な設備としている。これには災

住宅の下敷きや土砂崩れなどが多かった。震災関連死も相

震での被災箇所の約8割で今回も被害をこうむったことな

害現場の視察で得た信念が原点にある。宮城勝の脳裏には

次ぎ、2019年4月12日現在、218人に上っている。理由は

どは、災害履歴と被害の相関を示す新たな見識であった。

2003（平成15）年の台風14号の記憶がよみがえる。最大瞬

避難生活によるストレスや持病の悪化などである。

間風速74㍍の猛烈な風で、宮古島では電柱800本がなぎ倒

建物の被害としては、住宅の全壊が8,667棟、半壊が

された。災害時の情報システムを検証するために市職員を

34,719棟、一部破損が163,500棟、床上浸水が114棟、床下

誘って訪れた東日本大震災の被災地でも、電柱・電線とい

浸水が156棟であり、さらに467棟の公共施設の被害が確認

う有線インフラに頼ることはできないという思いを強くし

されている（2019年4月時点）
。住宅の被害は1981年の建

た。
「人命を第一に、災害時でもシャットダウンされない情

築基準法改正前に建築された古い木造家屋に集中している。

報システムをつくろう」という当時のモットーは、許田正

台風対策のため重い瓦を使う住宅が多かったことも被害に

志、峰岸正樹、長山満ら後輩たちが通信設備設計の現場で

拍車をかけた。建築基準法の耐震基準、強い揺れに2度襲

受け継いでいる。

われることを想定していなかったという課題も浮き彫りに

このとき整備した防災情報システムは「豊見城方式」と

した。

呼ばれ、他の市町村のモデルとなり、その後もいくつか同
様の業務を受託することができた。これらをとおしてわれ

日本で初めて災害時に悪質なデマを流して業務妨害をし

われは、関連知識・技術をブラッシュアップし続けている

たという理由の逮捕事案がでたことは時代を反映している

ことを付記しておこう。

といえよう。Twitterで「動物園からライオンが逃亡した」
「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」
（関東大震災の際のデマ
を真似たものとみられる）などのデマやらフェイク写真や

二つの断層帯が連動した熊本地震
東日本大震災の傷も癒えない2016（平成28）年4月14日
の夜、熊本県と大分県で大規模な地震が発生した。熊本地

らの投稿が行われ拡散した。動物園の業務を妨害したとし
て、神奈川県に住む20歳の会社員の男が逮捕された。

方（日奈久断層帯）を震源とするマグニチュード6.5の地震
で、被害が大きかった益城町では震度7の揺れを観測した。
翌々日16日の深夜、再び熊本地方（布田川断層帯）を震源

最もセンセーショナルだったのは熊本城であり、重要文

とするマグニチュード7.3の地震が発生し、益城町、西原村

化財建造物13棟すべての建造物が被災した。天守閣は鉄筋

応急危険度判定に参じる
被災建築物応急危険度判定とは、余震などによる被災建
築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止する

で震度7の揺れとなった。気象庁は、14日の地震を「前震」
、

コンクリート建造物なので損傷は少ないが、大天守最上階

ため、建築物の被害状況を緊急調査し、建築物の危険性に

16日の地震を「本震」とした。隣接する二つの断層帯が連

の瓦はほとんどが落ちて破損した。城壁のうち築石が崩落

ついて通行人等に情報提供することを目的とする。熊本地

写真 阿蘇⼤橋付近⼤規模崩落 出典︓photoAC

写真 熊本城での城壁の崩壊の様⼦ 弊社撮影
※飯⽥丸五階櫓の写真ではない。
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震の際には2016（平成28）年4月15日から同年6月4日まで

「緑」判定が多かったのだが、建物は無事でも、盛土の擁

業の社員から、
「ありがとう」の言葉と本格焼酎黒霧島をい

の期間中、延べ6,819人の判定士が参加し、57,570件の判

壁が滑落して家屋崩壊の危険のある物件があり、これなど

ただいた。このような善意の循環に出会えたのは、
「袖振り

定を行った。建築設計士や建設コンサルタント職員の技

は「赤」判定だった。また、判定対象には指定避難施設も

合うも他生の縁」を感じたいい思い出である。

術・経験を少しでも被災地の支援に役立てたいという一心

含まれており、阿蘇外輪山内側の高森中学校体育館は天井

からである。九州ブロック被災建築物応急危険度判定協議

材の一部が落下し、天井の広範囲で天井材支持枠に歪みが

会の沖縄県への要請により、わが社からは4月27日から5月

みられるなど崩落のおそれがあった。吊り下げ式のバスケ

1日までの日程で、構造設計部の花城和雄、東江直司、玉

ットリングの支持部も外れており、これも「赤」判定とし

城康哉、安里涼、城間郁男と（第二次派遣では島袋敦も）
、

た。

建築設計部の平良啓が参加した。いずれも応急危険度判定

最も揺れが激しかった益城町や熊本市の木造住宅密集地

士の資格保持者である。
とくに熊本大学工学部卒の安里は、

では、老朽化した家屋が連続して全壊した区画があり、崩

愛着ある土地の見る影なき激変に心を痛め、使命感に燃え

れ落ちた屋根がまるで波打っているかのようだった。歩い

ていた。

ている目線の高さに通常あり得ない景色が連なっていたた

ホテルの予約は困難を極めた。被災地ボランティアの希

め、クラクラして気分が悪くなった。耐震補強されていて

望が殺到したためだ。現地では安全面の確保や受入キャパ

建物の被害が小さい場合でも、破損したりひしゃげたりし

の不足などを理由にボランティアを控えるよう呼びかける

た家具が粗大ごみとして山積みされており、家の中の揺れ

ほどだった。予約できなかった日は現地で安里と城間が手

がすさまじかったことを物語っていた。ピロティ形式の建

分けして電話手配し、駅から離れたカプセルホテルに投宿

物の1階部分が崩壊している事例も多く、沖縄でもし同じ

したこともあった。福岡から熊本に向かう新幹線車中もボ

規模の地震が起きたらと想像するとゾッとした。

ランティアに向かう人らですし詰め状態であり、通路で立
ちっぱなしを余儀なくされた。

再発見といえる点もあった。後付けの耐震補強工事の物
件では、補強されている部分こそ軽症だが、補強箇所から

花城らは沖縄県内からの他の3名を加えた沖縄チームと

離れるほど被害が大きくなっていた。また、石積みの土台

して、
西原村、
阿蘇外輪山内側と益城町の民家を担当した。

に木組みの支柱を仮置きしたような簡易な構造の蔵のほう

毎朝早く、対策本部で受付して調査票や備品など調査グッ

が、揺れを逃がす効果があったのか被害が小さかった。こ

ズを受け取り、担当地区を図面で確認して現場に向かい、

れらは耐震・免震についての痛みを伴った現場での知見で

二人一組で安全に配慮しながら活動する。現場では被災状

ある。このときの経験に触発され、安里は免震建物点検技

況を主に目視で確認し、
判定結果を赤
（危険）
、
黄
（要注意）
、

術者（一般社団法人 日本免震構造協会）の資格を後年取得

緑（調査済）のステッカーを貼って表示する。とはいえ久

することになる。

しぶりの実戦なので、最初のほうは「応急危険度判定ハン
ドブック」で手順を確認することが何度かあった。
われわれの調査区域は震源から離れていたためか比較的

判定を終えた夜、他都道府県から参加のボランティアと
合流し、地元のラーメン店で夕食を兼ねた報告会を開いて
いるとき、応急危険度判定士の腕章を見た隣席の地元IT企
写真上 調査前の準備⾵景
写真下 ⾚・⻩・緑の判定結果ステッカー いずれも弊社撮影
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安全神話をとりもどすために

定した。地方公共団体に対しては、自らが管理・所有する
インフラについて行動計画および個別施設計画を策定し、

建設施工のデータ改ざんという社会問題
日本の建設技術の安全神話に疑問を投げかける事件はさ

適切な管理を行うことを求めた。また、長さ2㍍以上の橋

らに続いた。

笹子トンネル天井板落下事故
2012（平成24）年12月2日、山梨県大月市笹子町の中央
自動車道上り線笹子トンネルでコンクリートの天井板が約

とすべてのトンネルについて、5年に1度の近接目視を基本

2015（平成27）年3月13日、東洋ゴム工業㈱は子会社が

とする点検を行うことを省令で規定した。この時点で該当

2004年7月から2015年2月に製造・出荷した免震ゴムのう

する橋は全国で約70万橋、トンネルは約1万本にのぼった。

ち、計55棟・2,052基が、国土交通省の性能評価基準を満

130㍍の区間にわたって落下した。走行車両数台がこの事

こうした点検は自治体の土木技術職員が担当することに

たしていないと謝罪した。免震ゴムは地震の揺れを吸収す

故に巻き込まれ、そのうち9人が亡くなり、日本の高速道

なるが、小規模な自治体ではその職員の数が少ないかいな

るために使われる。この東洋ゴム化工品製の免震ゴムを採

路上の事故としては死亡者数が最も多い事故となった。い

いかである。その場合、省令に基づく定期点検を実施する

用した建築物は、建築基準法第37条に違反した違法建築物

わゆる笹子トンネル崩落事故である。

には民間企業への外注が必要である。また、近接目視点検

扱いになる。さらに、旭化成建材㈱の横浜市内のマンショ

笹子トンネルではつり天井方式を採用しているが、天井

で健全度判定がⅢとⅣだったものについては撤去や修繕、

ン工事で、施工報告書の一部データが無断で書き換えられ

と天井板をつなぐつり金具を固定するボルトが老朽化で脱

通行止めなどの措置が必要だとし、2023（令和5）年度ま

ていたことが2015年10月15日に発覚した。
旭化成建材は偽

落していたことが崩落の直接の原因だった。国土交通省で

でに完了させることを目標とした。だが結果として、イン

装を認め謝罪すると同時に、過去10年間に施工した杭打ち

は事故後すぐに、同様の構造を持つ全国37ヵ所、49本のト

フラの点検や更新は計画どおりには進んでいない。

工事3,040件についても調査したが、うち300件前後が改ざ

ンネルを緊急点検するよう指示した。道路管理者の中日本

なぜ進まないのか？――自治体が挙げた理由が予算不足

高速道路は同年9月に目視で現場を点検したというが、12

だった。地方自治体の予算は以前から増えていないにもか

これらの事件の論点は、と問われれば、第一に技術者倫

年にわたり近接での目視および打音の点検が未実施だった

かわらず、介護や福祉、教育にかかる予算は増え、土木関

理ということになる。技術者倫理は企業倫理より優先され

ことから、事故の調査・検討委員会は「事故前の点検内容

連予算は減らされているという大状況の中で、国の補助制

るということがわかっていなかった未熟な技術者の仕業だ

や維持管理体制は不十分だった」と結論している。

度を活用したとしても財源が不足するという事態が頻発し

ったといえよう。

これを機に社会インフラの安全性に対する世間の目が一
段と厳しくなった。高度成長期の田中角栄内閣の列島改造

ている。
また、
修繕工事を敬遠する建設業者の実態も垣間見えた。

んに該当するという調査結果となった。

それ以上に問題視されるのが、建設業界の重層的な下請
け構造である。後者の杭打ちデータ改ざん事件では、傾い

論によって一斉に整備されたインフラが多いことから、老

あるアンケートでは、
「この5年で修繕工事が入札不調にな

たマンションの販売元は三井不動産レジデンシャル、施工

朽化は加速度的に進むことがそれ以前から指摘されていた

ったことがあるか」と問われ、約7割の自治体がイエスと

元請けが三井住友建設、1次下請けが日立ハイテクノロジ

のだが、その「インフラ冬の時代」の火蓋が切られたよう

回答している。とくに大型重機を持たない小規模業者に発

ーズ、そして2次下請けで杭打ち工事を請け負ったのが旭

に感じられたのである。

注せざるを得ないケースでは、増える分の機材費や人件費

化成建材だった。このようなケースでは不備や不正をチェ

が考慮された予定価格になっていないために入札が成立し

ックするのは工程管理を担う元請けの役割だが、ふつうは

容易に進まない老朽化対策
この事故を受け、国土交通省は「社会資本の老朽化対策

ないことが多くなる。

技術者が現場に四六時中張りつく仕組みにはなっていない。

「インフラの絶対量を減らすことも視野に入れなければな

また、杭を打ち直して工期が延びたりコストが増えたりす

会議」や「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連

らない。全部は救えない」と嘆息する首長もいたほど、前

るのを元請けが嫌うことを下請けは忖度する。

絡会議」を設置し、
「インフラ長寿命化基本計画」を計画決

例なきインフラの取捨選択が迫られていた。

われわれはこのような建設業界を日々生きている。だか
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らこそ、技術者倫理の引き締めや元請け－下請け関係の健

（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標

構造設計部の業務範囲には建物維持に関する相談対応が

全化に寄与する責任を負っているともいえるのである。

のこと）にも関心を寄せており、スクラップ＆ビルドから

あり、建物の劣化診断調査や耐震診断調査、特殊建築物等

長寿命化やライフサイクル・コスト、ファシリティ・マネ

の定期調査などを行っている。当社では安里や城間郁男が

建設業界の労働環境の改善に向けて
建設業界では慢性的な技術者不足が続いている。理由の
ひとつは日本の人口構造の少子高齢化だが、地震や風水害

ジメントを意識した建物づくり・インフラづくりへのマイ

この分野の担当で、花城がそれを監修することが多い。耐

ンドシフトを先導しようとしている。2021（令和3）年2

震診断には第1次診断法から第3次診断法まであり、おしな

月1日、関連会社も含めた国建グループとして沖縄県の

べて次のような流れに沿って進められる。

など多発する自然災害からの復旧・復興に多くの建設労働

SDGs普及パートナー登録制度に登録したのはその皮切り

力が必要とされることも大きい。加えて、東京オリンピッ

である。

ク・パラリンピックや大阪万博など国際的イベントが人材

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正す

供給をさらに圧迫している。

る法律」が2019年6月14日に施行された。同法では「発注

①予備調査･･･診断に必要な建物の基礎資料を得るために、設計
図書や構造計算書をチェックし、確認申請書類、検査済証など
関係書類を確認しつつ、建物の概要や使⽤履歴を押さえる。
②現地調査･･･現地にて建物現況を調査するもので、⽬視調査や
図⾯照合などを⾏う。圧縮強度を計るためコンクリートコアを採取
したりもする。構造図がない場合には柱、梁、壁などの径・本数等
を調べるはつり調査を⾏うこともある。

これら建設需要の増大はマンパワーだけでなく、建築資

者の責務」が見直され、
「適正な利潤を確保するための予定

材の高騰に油を注いでいる。長雨や豪雨による洪水被害で

価格の適正な設定」
「ダンピング受注の防止」
「適切な設計

建設資材・機材の工場が被害を受け、品薄や価格の急上昇

変更」
「適正な工期設定」
「施工時期の平準化」などが明記

を招くという事態も生じた。これらいくつもの理由が重な

された。これにより、低価格受注や無茶な工期設定に起因

ることによって、県内でも工事が遅れて工期や建設費など

する施工体制の不備、管理の不行き届きなどは減り、建設

の予測が難しくなり、顧客に対して的確なアドバイスがで

業界の働き方改革は進むだろう。エンドユーザーだけでな

③耐震診断･･･上記の結果を踏まえて、建物が保有する耐震性能
を評価するのだが、現⾏の耐震基準と⽐較して判定を⾏う必要
がある。地震時における耐震安全性を評価し、補強の要否を判
定するものである。

きなくなるといったことも経験した。

く、関わる人すべての命の輝きを最優先にした建設業界で

耐震診断の結果、耐震性能が所定のレベルに達していな

離島ではその傾向がさらに顕著になる。インバウンド含

あり続けたい。

である。耐震構造のまま改修を行う工法ばかりでなく、制

めた観光が好調なためであり、観光客を優先するためフェ
リーでの資材搬入が制限されたり、建設労働者が宿泊先を

いと判断されると、建て替えるか耐震改修を施すのが定石
震改修、免震工法もあり、設定する目標性能に応じて工法

での入札不調ケースが増えたのはこれらとも無縁ではない

構造設計部の耐震診断、耐震補強設計
構造設計の世界では、先の杭打ちデータ改ざん事件以前
に大きな社会問題となった出来事があった。2005（平成17）

はずだ。

年の構造計算書の偽装事件である。この対応として建築士

当社の構造設計部はしかし、安全性は目標ではなく義務

予約できなくなったりなどが報告されている。離島市町村

が選択される。どのように補強するか具体的に計画を立て
設計する作業を、
われわれは耐震補強設計と呼ぶのである。

このような悪条件のなかで従来どおりの価格競争を業界

法が改正された（平成18年改正）
。建築士の資質・能力の

だと言いきる。構造設計は人々の命を預かる仕事だと自負

が続ければ、余計に技術者が逃げだしてしまうだろう。当

向上、設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示

するからである。その極みに達したうえで部長の花城は、

社代表取締役社長の比嘉盛朋はそんな危機感を抱いている。

など建築物の安全性および建築士制度に対する国民の信頼

安全性のその先を柔軟な発想で提案することに耐震補強設

品質がきちんと保証できる正当な利益を確保できるように、

を回復することに重きがおかれた改正だった。このとき新

計の喜びを見出そうとする。ともすれば数々の基準にがん

業界団体と歩調を合わせて予算の適正化に努めてきたゆえ

設された構造設計一級建築士には、当社からもこれまで花

じがらめになりそうな作業であり、施主側も仕方なく投資

んである。建設業界全体で安定的で持続可能な労働環境を

城和雄、島袋敦、東江直司、玉城康哉、安里涼、宮城純子

するという諦めの心持ちで、期待は決して大きくはない。

築き、若い人材が参入しやすくしたいとの思いから、SDGs

が受験し資格を得ている。

そんな後向きの空気を一新する――ブレース補強材のよう
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な定番のアイテムを使わず、現状の外装材をうまく活用し

と、1階の構造要素が内外の往来の妨げにならないように

差部分があまりに複雑になりすぎたのだ。知花はBIMを駆

てしかも低コストで耐震性能を上げる改修プランを提案し

すること、である。まず、2階の採光性と水平剛性を同時

使し、鉄筋の納まり、コンクリートの充填性をバーチャル

たときがそうだった。それこそが腕のいい技術者だけが味

に確保するためにラチス架構とした。これに人の動線を考

で確認して課題をのりきった。のみならず鉄骨部材を可視

わえる絶対領域である。

慮した柱を付置して、構造的にも最適化させるフレーム計

化して、施工業者に手順を指南した。

それを可能にするために、日頃から新しい構造技術の習
得を心がけている。
一般社団法人 日本建築構造技術者協会

画とした。柱を斜めにすることで耐震性があがり、基礎も
集約できて結果的にコストカットにつながった。

なおこの施設は、第5回沖縄建築賞の奨励賞・一般建築
部門（設計者代表：水間啓）を受賞している。審査委員は

（以下ではJSCA）の研究活動への参加がそうだ。JSCA

「空調調整や自然光の取り込み、音響効果などエコアイラ

構造デザイン発表会は毎年開催される構造設計界の重要イ

ンドを目指す宮古島で、過剰なエネルギーを使わない環境

ベントであり、いくつものセッションに分かれて最新の構

的配慮がされている」と評価している。

造技術・材料・デザインを用いた設計作品が発表される。
日本中の設計事務所の3,909名もの会員がしのぎを削る真

安全・安心な土木構造物を究める
われらが土木設計部は社会インフラの老朽化対策や長寿

剣勝負の舞台である。

命化にも取り組んでおり、海岸保全施設やダム、公園など

構造設計者からのデザイン提案
われわれもこの舞台で何度か技術発表したことがある。
例えば、東江と知花一史が2018年大会で報告したのは宮古

の実績がある。関連資料を集め、現地で対象となる構造物

島市スポーツ交流拠点施設「JTAドーム宮古島」の事例で

るが、対象構造物によって仕事のスケール感が変わってく

あり、沖縄の古民家にみられるチニブという竹編みの壁を

る。総延長が長い海岸の場合は、業務が数年におよぶなど

モチーフにした構造デザインを披瀝した。

スケールが大きくなる傾向にある。また、海岸の種類によ

を点検し、健全度や危険度を判定し、今後の補修計画や長
寿命化計画を位置づけるなど作業はある程度定型化してい

この物件は多目的に利用できるドーム型のアリーナで、

って所管省庁が国土交通省と農林水産省に分けられており、

内部は約80×55㍍の大空間を擁しており、災害時の避難拠

それぞれ守るべき後背地の状況が異なる。さらに沖縄の特

点施設の役割も担っていた。建物前面には開放的なイベン

殊事情がそれに輪をかける。

ト広場が配置され、内部と外部を仕切るファサードデザイ

沖縄県の本土復帰以前に整備された護岸は、海岸法（昭

ンが建物の特徴を印象づけることが予想された。そこで当

和31年制定）や海岸保全施設築造基準（昭和33年制定）の

社とJV相手の有限会社 岳設計工房とで鳩首凝議したのだ

適用を受けていない。復帰までに約165㌔㍍の海岸保全施

が、構造的合理性と沖縄の特色をとりいれた意匠性を融合

設が整備されている。これらのいわゆる琉球政府護岸につ

させたデザインを東江が提案する。このチニブモチーフ案

いては、直立型石積式護岸が多用されていたり、技術者の

は満場一致だった。

この仕事ではBIMという3D技術（説明は後述する）を活

経験値で天端高が設定されたりなど防護機能が脆弱なもの

しかし課題があった。地震の際の水平抵抗力が不十分で

用している。斜めの柱は鉄筋組立の施工精度に問題があっ

が多く、以前から災害発生の危険や維持・更新にかかる費

あること、開放性が求められる前面部分の耐震性が弱いこ

たため、組立用の鉄骨材を配置することにしたのだが、交

用の増大が懸案とされてきた。

写真上 JTA宮古島ドームの内観
写真下 交差部の収まりをBIMで検証 いずれも弊社撮影・作図
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琉球政府護岸のライフサイクルマネジメントを検討した

なり、画像確認もしやすく作業効率がよくなった。写真撮

業務がきっかけで、当社は護岸の点検、老朽化対策、長寿

影には小型カメラにポールを取りつけることで、頭上から

命化計画策定の業務に携わる機会が増えた。担当は土木設

の平面写真や手の届かない場所の変状写真の撮影が可能に

計部の潮平剛、伊敷直、松村剛である。本来なら護岸の維

なった。測量部で取り扱っているドローンも活用する予定

持管理は、点検・検査→評価→維持補修というサイクルで

である。

運用されるが、沖縄では琉球政府護岸があることから、更

その後も関連業務を蓄積し、2019年度には沖縄県の海岸

新や改良を含めた包括的な維持管理が必要である。そのた

防災課から「海岸保全施設に係る設計手法等検討業務」を

め、重要度評価、健全度評価、防護性能評価、海岸整備の

受注している。これは、台風の強大化や潮位上昇など気候

必要度の検討まで含めた計画を全体と個別
（対象海岸ごと）

変動への対処という意図があり、海岸における高潮災害の

に分けて定めたのが、
「海岸護岸等老朽化点検及び老朽化対

実績、気象条件、設計手法との関係を踏まえたうえで現状

策計画作成業務」であった。県内初の調査に携わったわけ

の課題を抽出し、今後の対応策を提案することを目的とす

だが、初回調査時は施設が埋没していたり記録にはない施

る。数年にわたって事業化される予定である。

設が存在していたりなど、既存施設の情報を整理するとこ

これらの業務をとおして潮平は、全国基準が沖縄の海岸

ろからはじめた。現地調査も一筋縄ではいかず、堆積した

特性には適していないのではないかと逡巡することが増え

砂や繁茂した植物をかきわけて構造物をみつけだす場合も

た。たとえば沖縄沿岸はリーフが発達しているため、海岸

あった。

に寄せる波の波高は小さく周期は長い。これは越波量や波
圧の算定にことさら重要で、護岸の天端工や法覆工にも影
響する。リーフにみられる凹型地形などで被災した場合は
標準型と異なり、そのままの算定式の適用が厳しいことも
予想される。先の琉球政府護岸の石積み方法にしても、
「間
知石」と呼ばれる四角錐形の石材で布積みされているケー
スがみられ、強度や天端高に不安がある。
このような場合は、設計波高・潮位に関して設定値以上
の外力を想定した補強とするなど粘り強い設計への対応が
必要であり、浸水に備え多重防護で被災を抑える工夫も徹
底しなければならない。やはり県独自の強靭化の考え方を
確立すべきだ――そう潮平らは思いを強くするのである。

調査道具も日々改良している。琉球政府護岸の調査結果
と見比べるために、伊敷は当初は海岸ごとの紙ファイルを
携行したが、これをタブレットにすることで手荷物が軽く
写真 海岸⻑寿命化点検調査の様⼦ 弊社撮影
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さまよえる基地跡地利用
――普天間基地移設をめぐって

な代替施設を用意すること」
「沖縄県における他の米軍の施
設および区域にヘリポートを建設すること」などが明記さ

移設問題の混迷
ここまででも十分長いストーリーだが、移設問題はまだ

れていた。

終わりではない。ターニングポイントは前述の沖国大米軍

SACO中間報告を受けて日米は移設候補地の選定に入っ

普天間基地移設の経緯
一般的に普天間基地あるいは普天間飛行場と呼ばれてい
るのが、宜野湾市にある普天間航空基地（Marine Corps

たが、国内外の候補地は名前が現れては消える漠漠たるも

Air Station Futenma）だ。在日米軍海兵隊の軍用飛行場

地が条件を満たさず否決されていくなか、最後に残ったの

で、2,700㍍の滑走路を持つ。現在はヘリコプター部隊が中

が名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沖の海上ヘリポート

心で、長距離移動が可能な垂直離着陸MV-22オスプレイも

案だった。そして、1996年12月2日に「SACO最終報告」

配備されている。日本周辺だけでなくアジア・太平洋全体

が提出された。工法として3案が提案されているが、その

での抑止力のため、
普天間基地は重要拠点だとされている。

後、両国の関係者や民間企業からさまざまな追加の技術提

一方で普天間基地は、地元住民の命を脅かす場所に立地

ヘリ墜落事故である。

ので、現実的な移設案が県内に絞られたことに対して県民
は失望の色を隠さなかった。いくつかの既設・新設の候補

案がなされた。

している。地番は宜野湾市の野嵩・新城・上原・中原・赤

移設先となる名護市では、
1997年12月21日に普天間代替

道・大山・真志喜・宜野湾・大謝名にまたがり、市のちょ

施設建設の是非を問う市民投票が行われた。
「基地か経済か」

うど中心に陣取っている。面積は約4.8平方㌔㍍で、市域の

が争点となり、投票率は82.5㌫と高く、反対票16,639票

約25㌫を占める。市街地や住宅地と接しているため昔から

（52.9㌫）が賛成票14,267票を上回った。当時の比嘉鉄也

移設工事は埋立方式になることがこの頃には決定されて

事故の危険性が指摘されており、実際に2004（平成16）年

名護市長はこの結果を受けたうえで、基地移設の受容と市

いた。発端は稲嶺知事が、県民の財産となるように「恒久

には沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落する事故が発生したほ

長職の辞意を表明した。その後、比嘉氏が立てた後継者で

的な滑走路を持つ飛行場」を公約としたことによる。那覇

か、飛行するヘリからの落下物の報告が近年も頻繁してい

ある岸本建男（国建OB）が1998年2月8日の後任市長選で

防衛施設局は2004（平成16）年9月、辺野古沖の建設予定

る。まさにこの危険性こそが、普天間基地の移設の潜在要

当選したため、民意のねじれが浮き彫りとなった。

地で環境アセスメントのためのボーリング調査に着手した

因である。

当時の大田昌秀沖縄県知事は、この市長選の投票直前に

が、墜落事故を受けて移設反対運動が激化した。これによ

移設の直接のきっかけは1995年9月に発生した少女暴行

普天間基地の県内移設反対を表明した。政府は怒り、首相

って移設作業が遅れたため移設案が再検討され、滑走路の

事件と、それに対する県民の強い怒りだった。日米安全保

との会談は破棄、振興策は凍結され、不安を募らせた県経

形状が二転三転した。

障協議委員会は同年中に、沖縄に関する特別行動委員会

済界が大田知事に反発した。1998年11月15日の沖縄県知事

（Special Action Committee on Facilities and Areas in

選挙では、自民党が推薦する稲嶺惠一氏が当選した。稲嶺

普天間基地の危険性の早期除去を公約とした仲井眞弘多氏

Okinawa, 通称SACO）を設置した。1996年4月に当時の

知事は、1999年11月に移設先を辺野古崎沿岸に正式決定し、

が当選したが、2008年6月の沖縄県議会議員選挙では辺野

橋本龍太郎首相と駐日大使との間で「普天間基地の移設条

岸本名護市長も知事決定を受け容れた。政府も基地建設を

古移設に反対する候補が県議会議席の過半数を占めた。

件付返還」が合意され、
「SACO中間報告」が提出された。

閣議決定し、
政府と沖縄の協議の場として北部振興協議会、

2009年8月の衆議院議員総選挙でも県内の全選挙区で辺野

それには、
「5~7年後までの全面返還をめざすこと」
「十分

移設先・周辺地域振興協議会が設置された。

古移設に反対する議員が当選し、容認する候補者全員を蹴

政治の風向きも変わった。2006年11月の県知事選挙では、

写真 建物から⽴ちのぼる真っ⿊い煙
出典︓宜野湾市
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散らした。2010年1月の名護市長選挙では、辺野古移設反

2015年10月、翁長知事は辺野古埋立承認を正式に取り消

対派が推す稲嶺進氏が、容認派で現職の島袋吉和氏を破っ

した。仲井眞前知事が出した承認は法的に瑕疵があるとす

いずれもJVでの業務であるが、わが社ではこれらのうち

て初当選した。同年9月に行われた名護市議会議員選挙で

る第三者委員会の報告書を根拠としたものだ。だが、国と

跡地利用計画の条件整理や公園の検討に継続して関わって

は、
辺野古移設反対派の議員が過半数を獲得した。
つまり、

県の訴訟合戦は結局、国の勝訴が確定することになる。

きた。継続性でいえばわが社はそれ以前から、宜野湾市の

利用、都市基盤整備、緑地保全などが検討されてきた。

2018年12月14日から埋立海域への土砂投入が開始され

重要遺跡を保存と管理のあり方を検討する「重要文化財保

た。2019年2月に賛否を問う県民投票が行われ、有効票の

存整備基本構想」の作成を3ヵ年度にわたり手伝い、普天

先の衆院選で勝利した民主党は社民党、国民新党と連立し

約71.7㌫が反対意思を示したが、法的拘束力はないとして

間基地内の文化財に精通していた。この業務はさらにさか

て念願の政権を奪取した。民主党は普天間移設について見

工事は続行された。度重なる工期延長や工事費の増額、新

のぼる頃からの関与も含め、地域計画部の福島清、田邊治

直すことを選挙公約とし、普天間基地の代替施設は「最低

型コロナウイルス感染症のための中断があったが、浅瀬で

通とタスキがつながれ、アンカーの和宇慶朝太郎が今その

でも県外」だと宣言していた。政権発足後の2009年11月に

比較的工事が容易な区域は埋立を完了しつつある。一方、

エッセンスを跡地利用計画に注入しようと精進している。

行われた日米首脳会談で、鳩山首相は当時のバラク・オバ

軟弱地盤の改良が必要な大浦湾側は、現在の玉城デニー知

マ米大統領に" Trust me"と囁き、2010年中の移設問題の解

事が設計変更申請を承認しないため、着工の見通しが立っ

決を約束した。ご存じのように、鳩山首相はこの無責任な

ていない。

この頃は移設反対が多数派となっていた。
話をいっそうややこしくしたのが鳩山由紀夫首相だった。

2021年3月現在、新たな争点が生まれている。もともと

たかが模型、されど模型
その和宇慶が加わっているのは「普天間飛行場跡地利用
計画策定調査」という業務であり、㈱URリンケージ、㈱

なる。
かくして政局の混沌という置き土産だけが残された。

この埋立工事には、県内に有力な土源がないという技術的

オリエンタルコンサルタンツ、玉野総合コンサルタント㈱

2012年12月に発足した第2次安倍内閣は、普天間基地の

な障壁があったのだが、ここに至り、周辺の海底から土砂

と共同企業体を組織し、まちづくり計画部がわが社の主管

辺野古移設へと再び舵を切り、徐々に沖縄県選出の自民党

を運ぶだけでは足らず、沖縄戦の多くの遺骨が残る本島南

となって取り組んできた。大所帯のJVなので必ずしも石嶺

議員を締めつけた。それに呼応したのが仲井眞知事で、基

部からも土砂を採取する計画を打ち出している。これには

一、前田栄明、新崎大樹らスタッフの技術をフルに発揮で

地負担軽減策と引き換えに辺野古沖の埋立申請を承認した。

県民も反発するしかない。

きる状況ではなかったが、計画内容を具体化するために必

発言のツケがまわって2010年5月に早々と辞任することに

しかし、2014年11月の沖縄県知事選挙では仲井眞知事は落
選し、辺野古移設反対を公約した翁長雄志氏が当選する。

移設合意から四半世紀を経て、普天間基地問題はいまだ
同床異夢であり続けているようである。

要な仕様ひとつひとつに誠意を込めて対応した。なかでも
2016（平成28）年度に作業した模型製作が印象に残る。こ
れは普天間飛行場を東西方向に横断する模型で、戦前の宜

翁長新知事は、那覇市議会議員（2期）
、沖縄県議会議員（2

野湾集落、神山集落の原風景を750分の1スケールで甦らせ

った。そのゴリゴリの保守を偏向させたのは、いつまでも

返還後に備えた動き
移設＝返還の道筋がみえなくとも、返還後の跡地利用の

基地負担を押しつけようとする本土に反発した「オール沖

青写真を描くことは粛々と進められた。2006（平成18）年

から現地にあった集落構造から読み解く必要がある」とい

縄」という真摯なかけ声だった。安倍政権下で右傾化して

2月に沖縄県と宜野湾市が共同で「普天間飛行場跡地利用

う関連業務の委員会からの指摘だった。

いく国政とそれを支持する市民の心ないヘイト発言に直面

基本方針」を定め、翌年5月に「普天間飛行場跡地利用計

そこで石嶺らは、井泉、馬場、闘牛場など人が集まる共

し、翁長知事は沖縄人としての郷土愛を強くした。晩年は

画の策定に向けた行動計画」を位置づけた。それにもとづ

有空間や御嶽、殿などの祭祀空間、並松街道やメーミチ・

「イデオロギーよりアイデンティティ」という言葉が信条

き、2007年度からは片方で自然環境調査や文化財調査、地

神道など象徴的な道を模型に表現しようと考えた。また、

となった。

権者の合意形成などの関連調査が行われ、もう片方で土地

緑地や河川、風が通り抜ける道など生活空間をクールダウ

期）
、那覇市長（4期）の順風の政治人生では自民党所属だ

ようとするものだ。きっかけは「公園の緑の残し方は古く
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ンさせる風水思想を見る者に感じてもらおうとも考えた。
単に整備する跡地の空間構成や景観形成にいかそうとする
だけでなく、先人たちの暮らしを理解し土地利用に関する
知恵を学ぶという、ウチナーンチュとしてのより根源的な
問題意識に鼓舞されてのことだ。
しかし、基地内の立入調査は長らく認められず、戦前の
様子を再現するには検討材料に不足していた。その状況を
変えたのは、皮肉にも米軍撮影の航空写真だった。沖縄戦
の末期、米軍は爆撃機や空母艦載機で沖縄上空を飛行し、
膨大な数の航空写真を撮影した。沖縄県公文書館はこの写
真を米国国立公文書館で2001年にみつけ、
2002年から一般
に公開した。また、米軍は4800分の1の地形図も作成して
おり、米国施政権下にあった戦後の沖縄でも長く使用され
てきた。
現在は基本的に公立図書館に保管されるのみだが、
われわれは国建OBのつてなどでこの地形図を詳細に吟味
することができた。
模型はこの米軍作成地形図を基図とし、
航空写真や遺跡分布図の精査、市史・字史等に記された記
憶の解読によって細部を作り込むという手法をとった。
模型の垂直縮尺は平面縮尺の2倍にあえて設定した。こ

わが社では、空間の合理性や人の動きなどを検証し設計

16）年から2007年までいったん営業したあと、2012年に

れによって地形の高低差がデフォルメされ、各集落のエレ

にフィードバックするための建築模型をつくる機会は多い

地域計画部出先という形で再登板と相成った。当初から常

メントがいかに微細な起伏を読みとって形成されているか

が、この業務では設計士ではない人にも直感的に理解して

駐し、現在所長を務めるのは照屋忠彦である。

がわかりやすくなった。省略すべきものは削って全体を詳

もらうための展示模型として仕上げた。3DCADのような3

北部事務所の設立理念は、北部地域の基盤整備や地域開

細にしないことも、重要な空間要素を際立たせるためのレ

次元設計ツールに比べると、模型はいかにもアナログだ。

発、経済振興を支援し、県土の均衡ある発展に寄与するこ

トリックだった。これらは模型製作を依頼した㈲建築模型

だが、イメージ喚起力は決して負けてはいない。跡地利用

とである。この地域内格差の是正論の歴史は古いが、財政

エイブルの檜野光雄氏や前田、和宇慶らの発案である。ま

の気運醸成を狙ったイベントの際に設置したこの模型が、

的な裏づけを伴って実効性を持ちはじめたのは北部振興事

た、航空写真をためつすがめつチェックしていた石嶺は、

来場者の記憶と想像力を刺激してさまざまな話に花を咲か

業からだといってよい。実はわれわれの設立理念は、この

屋敷林の影の長さが集落中心部と外縁部では異なることに

せていたことがその証であろう。

北部振興事業の目標とほとんど同期している。

気づいた。これは分家群が中心部から前方へと広がってい
く古集落の家屋配置ルールの証跡だと読み解き、模型に忠
実に再現した。

北部振興事業はSACO最終報告（SACO合意ともいう）

精魂を傾けた北部振興事業
わが社は名護市に北部事務所を置いている。2004（平成
写真 集落や松並⽊を再現した模型 弊社撮影

の流れを汲むもので、普天間基地の辺野古移設を前提とし
た移設先の北部地域に対する圏域レベルの振興予算である。
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いわゆる「アメとムチ」のアメにあたると地元紙は評して

部全域で観光連携を強力に推進する体制をつくろうという

いる。スタートしたのは2000年度からで、10年間の時限措

ロジックである。

置として、公共50億円（沖縄北部特別振興対策特定開発事

「やんばるはひとつ」とはよく叫ばれる政治的スローガン

業推進費）
、非公共50億円（沖縄北部特別振興対策事業費）

だが、いざ具体化しようとすると総論賛成・各論反対でな

が毎年度予算措置された。2010年度と2011年度は「北部活

かなかまとまらないのが常だった。ところが、観光客は市

性化事業費」と名前を変え、規模も縮小したが、それでも

町村の範囲を意識して行動しているわけではない。観光こ

公共35億円、非公共35億円の予算がついた。2012年度から

そやんばるがひとつになって広域連携を進めるよい契機だ

は「北部連携促進事業」と再び改称し、同様の予算措置が

ということで事業が設計された。

内機能の強化などが事業化された。

2021年度まで続く。これだけの期間に及ぶのは、辺野古移
設の永すぎた春の余波だといえ、おそらく政府にとっては
予期せぬ出費だろう。
とまれ北部事務所はこの予算を具体化する作業を積極的

これらは建設コンサルタントの枠を飛び越えており、総

に支援し、窓口となる北部広域市町村圏事務組合や北部振

合旅行会社やDMO（Destination Management/Marketi-

興会、
関係市町村、
各観光協会から一定の評価を得てきた。

ng Organization、観光地域づくり法人のこと）の役回り

あるときは予算申請のバックデータづくりを、あるときは

を図らずも演じていたといえよう。事業成果として「やん

具体的にタマ出しされた事業の計画策定を、あるときは事

ばる観光市町村等連絡協議会」が設置され、これまで進め

業成果をシビアに点検・評価する業務を請け負ってきた。

てきた取組を継続・発展させていくこととなった。

なかでも長期にわたって携わり、北部事務所の職員がライ

事業期間は2012（平成24）年度からはじまる5ヵ年度だ

フワークと思うまでに心血を注いできたのが「やんばる観

った。北部12市町村の観光に関する産学官民各主体の意見

光連携推進事業」である。

交換やワークショップの場をつくり、連携の仕組みについ

捲土重来を期す北部事務所
受託事業はいったん終了した。しかし、継続の枠組みが

て話し合いながら合意形成していく作業を本流としながら

できたとはいえ、プロジェクト責任者だった照屋は満足し

「やんばるはひとつ」を観光で
やんばる観光連携推進事業とは、一言でいうと、やんば
る＝北部における観光マネジメントの連携体制を構築しよ

も、さまざまな派生事業を包み込んでいた。たとえば東海

たわけではなかった。本来はやんばる地域でのDMO設立

岸で市町村が連携した観光受入モデル事業を実施した。地

こそが連携体制の集大成だと考えていたのだが、情報共有

域内のプロジェクトチームを組成して、観光プロモーショ

や報告のみの諮問機関である連絡協議会では当初の目的を

うとするものだ。美ら海水族館や西海岸のリゾートホテル

ンから実際のオペレーション、ツアーの様子の情報発信な

果たせないのではないかと内心忸怩たる思いだった。

等の集客施設から地域全体に観光客を誘導し、やんばるの

どを実践し、全体で成果と課題を共有した。また、このと

北部広域市町村圏事務組合もあるいは同じ気持ちだった

多様で魅力ある観光資源にふれてもらいたい。そのために

きの課題をフィードバックしてやんばるの総合プロモーシ

のだろうか、2019年度から「
『やんばるの歴史文化自然』

はこの地域に求める観光ニーズを正確に把握し、地域性を

ョンや情報集約・発信の改善を図っており、ウェブサイト

周遊促進事業」がスタートした。やんばる観光連携推進事

いかした着地型観光商品をつくり、観光情報を集約して発

の情報更新、観光フェアへの出展、洗練されたパッケージ

業の終了後もフォロー業務を請け負ってはいたが、今度は

信するなどプロモーションを最適化すべきだ。だから、北

デザインへの切替え、スタンプラリー開催、道の駅での案

本格的な後継事業である。これまでの事業は成果も蓄積さ

写真 関係者ワークショップの様⼦ 弊社撮影

写真 道の駅許⽥での観光案内 弊社撮影
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れており決して不首尾だったわけではない。だが、照屋は

ンを代替するパートナー）の欧州拠点の検討、多言語ガイ

結局のところ北部観光関係者の主体性を阻んでいるのでは

捲土重来の気持ちだった。

ド対策、コト消費の推進、MaaS（Mobility as a Service、

ないかと苦悶したことがあった。一方、北部事務所のスタ

実はそれに先立ち、北部地域でクルーズ船を受け入れる

シームレスな交通連携のこと）及び二次交通の改善などに

ッフからは、
「もはやわれわれがDMOの中核になるべきで

組織の発足を目的とした沖縄県の調査業務を受注していた。

着手する。最も重要なのは、これらのインプットの成果を

は？」という勇ましい声もあがっている。設立された北部

やんばる観光連携推進事業で積み上げた人間関係を温め続

今後運用していくDMOの設立である。

地域観光協会が、沖縄県や沖縄観光コンベンションビュー

けることが、
連絡協議会の側面支援になると考えたからだ。

実施体制はこれまでどおり北部事務所の照屋、金川達郎

ローに人材派遣の要望を出すなど積極的な動きをみせはじ

これまでの経験から連携体制づくりには一にも二にもコミ

を中心に、前回も協力を仰いだ特定非営利活動法人 北部

めており、北部事務所としても政策立案や戦略策定など得

ュニケーションだと学んでおり、業務内の委員会だけでな

ITまちづくり協働機構（HICO）を出向契約により内部に

意分野で援護したいと考えている。今後のやんばるDMO

く、北部広域市町村圏事務組合、北部振興会、各観光協会

とりこんだチーム編成とした。また、旅行会社や宿泊施設

づくりをとおして、企業使命とする「地域貢献」の形をど

などの会議・懇親会に加え、ときには議員の勉強会にも出

などで観光の実務に携わってきたフ・ナンヤン（台湾出身

のように示すことができるのか――この十年紀にはその結

席し、とにかく北部観光のキーマンたちの対話を絶やさな

でカナダ国籍）を雇用してスタッフに加えたほか、宮平江

末は書き込めないが、小さな積み重ねの総和の先に見える

いように奔走した。この事業により、2019年12月に北部振

美子や崎浜由加利ら本社地域計画部スタッフも作業を部分

光を注視していてほしい。

興会の下に「やんばるインバウンド・クルーズ推進部会」

的に担当するように配置した。

が発足したが、これも新事業の追い風にしたいと考えた。

照屋が思い出すのは、かつて「コンサルだけ儲けてお金
場面である。2020年度からは沖縄ツーリスト㈱に加えて、

キャンプ・キンザーとサンエー浦添西海岸PARCO CITY
キャンプ・キンザー（牧港補給地区）は浦添市の西部に
位置する約270㌶のアメリカ海兵隊の兵站施設で、市面積

名護市の㈲名護ツアーセンターにも協力体制に入ってもら

の約14㌫を占めている。2013（平成25）年には7年以内の

い、誘客事業を分担している。やんばる観光のポータルサ

全面返還が沖縄政策協議会によって日本政府に要望され、

イトの更新作業も名護市みらい5号館に事務所を構えるピ

防衛省に「牧港補給地区返還推進チーム」が設置された。

ュアワークスとの協力体制での実施となった。観光産業の

巷では普天間基地よりも返還が早まるのではないかという

域内調達率を上げてもらいたいという照屋の意思表示であ

淡い期待もある。

る。また、前事業の頃から、名護市観光協会の比嘉重史事

「淡い」と書いたのは、現在までのところ細切れ返還が続

務局長と本部町観光協会の當山清博会長にはさまざまな場

いているからである。2013年8月の北側進入路約1㌶の返還、

面で支えていただいており、2019年に北部地域の12観光協

2018年3月の国道58号の隣接地約3㌶の返還（国道58号の

会が連携した「北部地域観光協会」を設立したときも両氏

およそ2㌔㍍の区間が片側4車線に拡大）
、2019年3月の第5

「地域社会に貢献する」の実践
「やんばるの歴史文化自然」周遊促進事業は、受入体制を
改善することと、世界遺産への関心が高くかつ誘客への取

がはたされた功績は大きかった。やんばるDMOの中心に

ゲート付近約1.7㌶の返還といった具合である。それでも浦

は求心力のある地元のキーマンがいて、地元の関連事業者

添市は跡地利用を前提にした西海岸開発計画を描き、パズ

がそれをサポートしながら自社も潤うという関係性を構築

ルのピースを埋めるかのようにビジョンに沿った土地利用

組が弱い欧州へのアプローチを図ることが目的である。前

する種まきになればと考えている。

を進めようとしている注２。

はいつも東京か那覇に流れるばかり…」と嘆息された苦い

事業の成果をふまえ、観光レップ（観光地のプロモーショ
写真 インバウンドモニターの受⼊れ⾵景 弊社撮影

照屋は、自分たちがコーディネート役を務めることが、

そのキャンプ・キンザーを主舞台とした西海岸開発計画
注２ ⻄海岸にはもともと那覇港浦添ふ頭コースタルリゾート地区公有⽔⾯
埋⽴事業計画があり、最近は⽶軍那覇港湾施設＝那覇軍港の移設
に伴う港湾形状の⾒直し案もあるが、話が複雑になるので割愛する。
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の中心には大型商業施設が位置していた。2015年9月、臨

酸化炭素削減が義務づけられたこの補助制度を活用し、地

東江賢、糸数永、山谷文雄（協力会社）らは気持ちが高ぶ

港道路浦添線の整備に伴い埋め立てた約8.5㌶の土地（那覇

域性をいかした省CO2技術の導入や空調・照明のオートコ

り、決起を兼ねて思わず深酒をしてしまったが、冷静に考

港浦添ふ頭地区第一ステージ都市機能用地）に、県内スー

ントロールシステム、振動発電による車両誘導システム、

えるとあまりの規模の大きさに目がくらむ思いだった。敷

パー最大手のサンエーが進出することが発表された。のち

太陽光発電＋蓄電で動かす防災拠点の創出などをめざした。

地は南北1㌔㍍にもおよび、夏場は敷地の端から端まで歩

のサンエー浦添西海岸PARCO CITYである。浦添市土地開

約37㌫のCO2削減効果が得られる。エレベーターは乗用9

くだけで汗が滝のように流れおちる。しかも段差があるの

発公社からの土地購入費は約42億2900万円だったらしい。

台、荷物用4台の計13台、エスカレーターは40台が整備さ

で、どのレベルに調整するかで残土処理の量が変わり、す

れている。プラザに隣接する展望エレベーターはオープン

なわち工事費に影響する。サンエーでは駐車場勾配基準を

シャフトタイプを採用し、開放的なアトリウムとして各種

2㌫以下に設定しているため、センチ単位で広い敷地全体

イベントにも利用される。出色は火災発生時の対応で、火

の最適なグランドレベルを探さなければならなかった。

災と関係のない区画は発電機から耐火ケーブルを伝って電

というのも、この頃すでにオリンピックなど建設需要の

源を供給して稼働させ、歩行困難者や小さな子ども、高齢

増大と建設業就業者数の減少が負のスパイラルを招いてお

者の避難に使用できるようにしたことだろう。全国の大規

り、概算した工事費も高騰していく一方だったのだ。おの

模な中低層建物に水平展開していくことをにらんだ竹中工

ずとわれわれの作業も床面積を抑える方向での設計変更を

務店の発案だった。

余儀なくされ、サンエーが求める商業空間のクオリティと
限度額のはざまで何ヵ月も設計協議が繰り返された。竹中
工務店との調整も頻繁に組まれ、やれ大阪へ、やれ福岡へ

サンエー浦添西海岸 PARCO CITYは、建築設計を国建、

と飛びまわった。

構造設計・設備設計を竹中工務店が担当し、施工は竹中工
務店・國場組・大城組・大米建設から成る共同企業体がて
がけた。工期は2017年7月～2019年4月。地上6階建て、延
床面積244,122平方㍍は県最大級の大型商業施設だ。
「幸せの共感～ここから未来へ～」をコンセプトに整備さ
れたPARCO CITYのショッピングモールとしての魅力は
いくつもある。県内初進出の94店舗を含む250テナントの
入居、年間を通じてさまざまなイベントを行う「ギャザリ
ングコート」
、海が臨めてリゾート感あふれる飲食ゾーン、

くじけない国建社員
ここからはわが社の不抜の精神を紹介しよう。国建がサ
ンエーから設計業務のオファーを受けたのは2015年10月

平面プランが落ち着く頃、東江の関心は排煙垂れ壁に向

まず2016年には国土交通省の「サステナブル建築物等先

だった。当時県内最大だったイオンモール沖縄ライカムを

かっていた。これは建築基準法で定められた防煙区画を構

」に応募し、採択されたことだ。二
導事業（省CO2先導型）

凌駕する規模になることを聞かされたときには、担当する

成する防煙壁のことで、店舗デザインの支障になるし、地

写真 建物南⻄⾯全景 弊社撮影

写真 マーケットプラザ内観 弊社撮影

写真 シネマロビー内観 弊社撮影

最新設備を備えた沖縄県最大級のシネマコンプレックス
等々。だが、建設業界からも熱い視線を集めていた。
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震時の破損や落下も気になる。
これをなくせないだろうか、

人数で動きの激しいイベントの際には、大きな床振動が生

竹中工務店は施工で挽回できる作業を洗い出し、すみやか

と方法を模索しはじめた。避難安全性能が確認できれば、

じることが懸念されたため、宮城はTMD（Tuned Mass

に実行していく。どんな事態でも工期は遵守するという行

建築基準法の避難規定の一部を適用除外にできるという

Damper）という制振装置を床に設置する構造計画を提案

動様式が社員一人ひとりに確実にインプットされており、

「避難安全検証法」に拠りつつも、さらに万全を期すため

した（他の大スパン箇所も同様）
。

さすがはスーパーゼネコンの総合力だと脱帽した。それは

の根拠を探すことにした。

まず、設計時に

内装工事に入った工期終盤にも余すことなく発揮され、常

「消防隊員の活動拠点を設けて、そこに加圧防排煙設備を

TMD効果の予測

時3,000人ほどの作業体制で怒涛の追い上げをみせ、
みごと

配置すればどうなるだろうか？ 施設全体の排煙区画の緩

解析を行い、有効

に工期内完了で大団円を迎えた。

和が可能となるので垂れ壁はなくせそうだ！」と東江は閃

性を確かめた。竣

無事に検査も合格し、竣工式（商売繁盛祈願祭）には関

いた。そしてこのアイデアを竹中工務店の設備設計担当者

工前には現場で人

係者が一堂に会した。みな口には出さないが、お互いがお

に説明し、好感触を得る。さらに竹中技術研究所の専門家

を配置し、歩いた

互いをたたえあう雰囲気がじんわりと伝わってくる。最後

である長岡勉博士からも助言をいただき、プラン変更に着

り動いたりしても

の定例会議では、設計側として国建と竹中工務店とで事業

手する。施工後の消防検査で指摘を受けて是正工事が発生

らって床振動を実

総括の報告を行った。東江は、排煙垂れ壁の撤去がテナン

するのは避けなければならない。そこで浦添市消防本部と

測した。加速度センサー（測定機器）を用いてスペクトル

トリーシングの自由度、建物の安全性などによい結果をも

は隔週で協議し、現場の消防士の意見を反映させながら垂

分析してみると、
TMDの設置前後で床振動が大きく改善さ

たらしたことを改めてアピールし、後日サンエーから感謝

れ壁撤去プランを完成させた。避難安全検証法と加圧防排

れていることが確認でき、予測解析が比較的高い精度であ

状と目録を贈呈していただいた。いま振り返れば、過密で

煙設備の組み合わせで垂れ壁を不要とする施工例は、県内

ることもわかった。制震技術の向上に微力ながらも貢献す

はあったがなんと充実した日々だったのだろうと思う。

初という快挙でもあった。

るため、宮城は2019年度の日本建築学会大会学術講演会に

避難安全検証法を隅から隅までチェックする作業からは
別の果実も得られた。当初のテナント内装設計では安全対

おいて、此度のTMDの効果を報告している（西村章氏、二
木秀也氏と連名）
。

策上、階段が50ヵ所予定されていた。法規上は避難の際の
距離が問題なのではなく、避難にかかる時間が短縮できれ
ばよい――そう解釈した東江は、避難動線を再検討して階

スーパーゼネコンとすごした日々
やがて土工事がはじまった。石灰岩地盤であり、一部は

段の数を13ヵ所まで絞った。工事費を圧縮するために犠牲

掘削する必要があったのだが、掘削機の刃がすぐにだめに

にされてきた床面積だったが、これによって一矢報い、テ

なってしまう。竹中工務店は自ら替え刃の開発を行い、
「サ

ナント面積の確保に寄与することができた。

ンエースペシャル」
と名づけてこの難局を乗り越えていく。
広大な建築面積であるから、工事区分もAからNまでに

一方、構造設計部の宮城大輔は大スパン架構で発生する

分けて建設工事がスタートする。現場で品質監理を行うの

鉛直振動の抑制という難題に取り組んでいた。建物中央に

は成田一明だ。立体駐車場を先行整備し、それを建設工事

あるセンターコートは貫通道路の上部に位置するため、約

の職人たちの駐車場として利用した。工事が進むにつれ設

27㍍にわたり柱がない空間となっている。エイサーなど大

計変更が重なり、
東江ら設計サイドの対応が遅れはじめる。
写真 ⼈共振加振による床振動実測 弊社撮影

写真 素晴らしい眺めの屋上展望デッキ 弊社撮影
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インバウンド拡大がもたらす
ホテル設計の新次元
インバウンド観光の爆上げ
国際通りなどで外国人観光客の姿を頻繁に目にするよう
になったのはいつ頃からだろうか？ 主要国首脳会議
（サミ

を策定し、沖縄の観光産業の発展に取り組んできた。その

成30）年の訪日クルーズ旅客数は約245万人（前年比3.3㌫

甲斐あって、周辺の東アジアや東南アジア諸国を中心に、

減）
、寄港回数は過去最高の2,928回（前年比5.9㌫増）だっ

沖縄を訪れるインバウンド観光客が増えた。
なかでも台湾、

た。クルーズ船の寄港地には多くの観光客が訪れるため、

韓国、中国、香港は沖縄県の重点市場となっている。日本

グルメやショッピングなど地域での観光消費が期待できる。

全体の国別外国人観光客数では、2015年以降中国からの観

沖縄観光もそこに目をつけており、大型クルーズ船専用バ

光客が最大だが、沖縄に関しては隣人ともいえる台湾から

ースや旅客船ターミナルを整備し、国際クルーズ拠点とし

の観光客が最も多い。

ての機能を強化するよう各方面に働きかけている。

ット）が万国津梁館で開かれた年、2000（平成12）年はま

これら近隣からのインバウンド増加の直接的な要因とし

だ少なかった。2010年は？ いやまだだ。外国人観光客数

ては、ビザの発給要件の緩和やLCC（格安航空会社）の普

は28万人程度だった。2015年はどうだろう？ 初めて100

及、クルーズ船寄港回数の増加がある。2011年7月に政府

万人を突破し、前年比68㌫増の150万人に増えている。新

は中国の個人観光客に対し、最初の訪日で沖縄を訪れるこ

型コロナウイルスの影響前の2019年になると、その数は

とを条件として、有効期間3年の間に何回でも訪日できる

293万人まで膨れ上がっている。

観光数次ビザを導入した。それによって2011年度における

こうしたインバウンド観光を推し進めてきたのは日本政

中国からの入域観光客数は、前年度と比較して約87㌫もの

府である。2007年1月に施行された「観光立国推進基本法」

増加となった。また、LCCの台頭は那覇発着の新規就航お

では、観光は21世紀における日本の重要な政策の柱だと明

よび既存路線の増便など航空路線を拡充した。空路に加え

確に位置づけられた。2003年より行われている「ビジッ

て、クルーズ船による海路からの観光客も増加しており、

そのクルーズ船受入環境整備の客体が主要港湾であるの

ト・ジャパン・キャンペーン」は、2010年に年間1000万人

さらなる寄港誘致を図るため、ターミナルの整備など受入

だが、それには計画に施策を落とし込む手続きが必要だ。

のインバウンド誘客をめざすとする訪日促進プロモーショ

体制の強化が進められている。

「港湾計画」は港湾法にもとづき、通常10~15年程度の将

世界人口の半分以上がスマートフォンを持つ昨今、SNS

来を目標年次として開発・利用・保全の方針を明らかにし、

たため、この目標達成は2013年にずれこみさえしたものの、

が個人の発する情報を世界中に、しかも瞬時に広めてくれ

港湾施設の規模や配置、港湾環境の整備および保全に関す

2年後の2015年には一足飛びで2000万人が目前になった

るようになり、日本のリアルタイムな文化や商品への関心

る事項などを定める法定計画である。策定後一定年数が経

ことから、
その余勢を駆って2020年に年間4000万人へと上

が高まっていることもインバウンド増加の背景にある。さ

つと、改訂したり一部変更や軽易な変更を行ったりする。

方修正した。また、2013年12月に「和食」がユネスコ無形

らにいうなら、中国や東南アジア諸国の経済成長による富

一方、
「長期構想」は概ね20~30年の長期的視点から、港湾

文化遺産に登録されたことによって、世界中で日本の食文

裕層の増加（そして相対的な日本経済の弱体化）も、訪日

空間利用の基本的な方向性をとりまとめるものである。ど

化への関心が高まり、訪日外国人観光客の増加はさらに加

旅行がしやすくなった要因である。

ちらも各港湾のマスタープランと呼びうる重要な位置づけ

ンだった。リーマンショックなど世界的不況の影響を受け

が与えられており、セットで策定や改訂が行われることも

速した。
沖縄県でも、観光振興の基本的な方向を指し示す「沖縄
県観光振興基本計画」
（2012年5月）
、数値目標の設定など
具体的な誘客行動を示す
「ビジットおきなわ計画」
（毎年度）

国際クルーズ拠点の整備
インバウンド拡大の要因として、クルーズ船寄港回数の
増加があると先に書いた。国土交通省によると、2018（平

多い。
われら国建の土木設計部では、県内の主要港湾の港湾計
画や長期構想の改訂、変更等に関わる業務を受注させてい
写真 寄港するクルーズ船 弊社撮影
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ただくことがこれまでたびたびあった。担当したのは土木

に指定された。これは県内初であり、岸壁整備への弾みと

る。しかし驚くべきことに、2002年以降19年連続でこれら

部門常務の松苗良幸を筆頭に、港湾グループの赤嶺謙二、

なった。
わが社では2016年度・2017年度と継続受注した
「平

３つの数字は過去最高を更新し続けているのである！

星宗博、上間一史、田場竜也らである。そしてその作業の

良港長期構想・計画策定調査委託業務」のかたわらで港湾

わが社も好調なホテル建設需要の恩恵をおおいに受けて

一環として、クルーズ船受入環境整備のための基礎資料を

計画の一部変更業務もてがけ、11万㌧級のクルーズ船が利

いる。建築設計部の売上における業務発注者の比率は長き

整理したり拠点形成やふ頭整備の計画内容を検討したりし

用できる400㍍の岸壁整備を含む旅客船埠頭計画を港湾計

にわたって民間よりも公共のほうが高かったが、2010年代

てきた。

画に位置づけた。これには提携予定の船社からの強い要望

半ばからは逆転した。これはホテル設計の受注高に拠ると

も反映されている。さらに2018年11月に港湾計画を一部変

ころが大きい。技術者を増員して業務にあたっているが、

大型化に対応する業務に携わった。石垣港新港地区のクル

更した際には、岸壁を450㍍に延伸し、22万㌧級のクルー

大型案件のため現場監理の長期化も重なることもあって、

ーズ船専用バースは、2013年の改訂計画において14万㌧級

ズ船の寄港を可能にした。

追いつかないほどである。なかでも印象に残るホテル設計

たとえば石垣港では、クルーズ船寄港回数の増加および

クルーズ船と7万㌧級クルーズ船の2隻が同時接岸できる

実際のクルーズ船専用岸壁の整備は、2017年に「平良港

よう位置づけた。また、寄港時に大勢の乗客が下船するこ

国際クルーズ拠点整備事業」として事業が開始され、2020

とで発生する2次交通への対応として、バースに隣接して

年6月に岸壁の暫定供用部分と臨港道路の整備が完了し、

高速船用乗り場（浮桟橋）を計画した。その後、クルーズ

一部供用が可能となった。だが新型コロナウイルス感染症

船誘致の過程で20万㌧級クルーズ船の寄港意向が示され

拡大の影響で、わが国の入国制限や各国の海外渡航禁止の

㈱ケン・コーポレーションとの出会い
まず「ハイアットリージェンシー那覇 沖縄」をとりあげ
る。なぜならば、このエピソードには以降のホテル設計に

たため、2017年の軽易な変更計画において旅客船埠頭計画

措置によりクルーズ船運航の再開の目途が立っておらず、

つながる重要な出会いがあるからだ。

を見直した。

整備完了後はクルーズ船利用がない状況が続いているのは

平良港の場合はもっと変化が急だった。2006年以降クル

寂しい限りである。

ーズ船の寄港がほとんどなく、2015年になって10年ぶりに

を3例ほど紹介しよう。

ここで登場するのが、東京で高級不動産の取引を主業務
としていた㈱ケン・コーポレーションの佐藤繁代表取締役
社長（当時は専務）と、国建創業者の國場幸一郎である。
佐藤氏は沖縄でホテルを建設する予定で適地を探しており、

が、2019年には186隻が寄港するまでになった。国土交通

好調なホテル投資
このように観光は水物で、国際情勢や自然災害に大きく

省は2016年度から港湾局産業港湾課に「クルーズ振興室」

左右される。COVID-19パンデミックによって2020（令和

琉信ハウジングが所有していた那覇市牧志3丁目の土地の

を新設するのだが、そこが旗振り役となってクルーズ船寄

2）年の観光産業は世界的に大打撃を受けた。国境を越え

姿が目に浮かんだ。このあたりには以前は桜坂オリオンと

港地マッチングサービスを開始していた。
「お断りゼロ」を

ての移動が大幅に制限されたため、インバウンド観光客は

いう映画館があり、経営者（建物所有者）は㈱國場組だっ

目標としたこのキャンペーンによって、平良港でも1日に3

どこもかしこも激減している。そのため沖縄県の観光産業

たため、幸一郎は常に気にかけていたのだった。

隻の同時寄港がみられるときもあった。

のなかでも投資を見合わせている業種もあるが、アフター

幸一郎は佐藤氏に連絡し、佐藤氏も気に入った。そうさ

コロナのV字回復を信じて投資を続けている業種もある。

せたのは、
この場所が醸す怪しげな誘因力だといってよい。

宿泊サービス業がそれだ。

東南アジアのそれかとみまごう公設市場では、客引きの啖

定期寄港が再開されると、その年は13隻の寄港実績だった

このような急激な寄港数の増加により平良港で表面化し
たのが、大型クルーズ船が係留できる岸壁がないという課
題だった。とくに300㍍を超える船舶は接岸できずに沖に
停泊する状況となり、早急な対応が求められた。
2017年には平良港が「官民連携によるクルーズ拠点港」

知人をとおして面識を得た幸一郎に相談した。幸一郎は㈱

2020年の沖縄県の「宿泊施設実態調査」によると、宿泊

呵がとびかい、カラフルな魚やひしゃげた豚の顔の匂いが

施設数は対前年比108.4㌫、客室数は同106.2㌫、収容人数

もれだす。ガーブ川の水上店舗や路地が幾重にも交差し、

は同107.4㌫である。
コロナ禍にあって伸び率は鈍ってはい

夜が更ければ酔客が魂を抜かれたように吸い込まれていく。
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ホテルの宿泊客にとってこうしたある種の猥雑さは無二の

判明していく。まず同年齢で、誕生日も1週間ほどしか違

道路の電線埋設などで土木設計部にも協力してもらうなど、

経験を提供し、こうしたゲストの消費が地元に波及効果を

わないこと。このため、後述するグアムでのホテル起工式

社をあげての体制を組んだ。建築担当の屋部哲、有銘を筆

呼びこんでくれるだろう。
「貢献を先に、利を後に」をモッ

のときに、信頼するスタッフが共通の誕生日会を開いてく

頭に、構造設計は島袋敦、安里涼、土木設計は野口達也、

トーとして事業を拡大・多角化させてきた稀代のデベロッ

れたりしたものだ。また、若い頃に海外駐在を経験してい

西盛永福、土質調査は武田雅人、測量は稲福直樹からなる

パーの血を騒がせるには十分だったと思われる。

ること。佐藤氏はオーストラリア、福田はアメリカやイラ

社内チームで、環境設計国建から國吉孝洋、許田正志、宜

また、都市計画道路が予定されており、国際通りからや

ンであり、互いに英語が操れることをこのとき初めて知っ

野座勝が電気・機械の設備設計担当として参加した。

ちむん通りを経由して開南せせらぎ通りへと抜ける牧志壼

た。そして、世界の名だたるリゾート地のホテル事情に詳

まず地形の複雑さが障壁としてわれわれの前に横たわっ

屋線が開通する運びだったことが最後の一押しとなった。

しいこと。打てば響くように、ホテルに関するどんな質問

ていた。敷地の北側のほうが正面玄関がある南側よりも高

これにより敷地は、2車線、幅員約16㍍の道路に接道する

にも福田は自身の経験からプラクティカルな回答ができる。

かったので、2階北側にブッフェダイニングsakurazakaを

ことになり、車でのアクセス性は格段によくなった。

共通の思考様式があることに二人は安堵し、心おきなく意

配置し、往来の多い桜坂から直接ウォークインできるよう

ただ問題もあった。琉信ハウジングとは用地買収で合意

見をぶつけ合うことが可能な間柄になった。この関係性が

にした。また、敷地の辺縁部には使われなくなった古墓が

できたのだが、隣地や周辺地を手に入れないことには一団

のちのち、わが社のホテル設計を新たな次元へと導いてく

点在しており、しかも老朽化した水上店舗の後景が露出し

の土地にならない。幸一郎は宅地建物取引士の資格を持つ

れることになる。

ている格好で、
お世辞にも雰囲気がいいとはいえなかった。

総務部の知花俊成に、権利関係の調査と地権者との交渉、

有銘はここをいかに目隠しするかに腐心した結果、既存の

所有者不明土地の法的措置を依頼した。知花は奔走し、な

地盤をマウンド状に残して植栽し、隣地とのバッファ緑地

かには道向かいの土地と換地し、さらに上物を新設して店

を兼ねるガーデンに仕立てあげた。なお、造成中に不発弾

舗移転してもらったケースなどもあったが、最終的に全筆

が3発もみつかり、そのつど自衛隊を呼んで処理するはめ

の地権者の合意形成を無事成功させた（この功績により社

になった。

長賞を受賞）
。敷地面積は4,272平方㍍になった。

ホテル敷地としては狭い土地なので、容積を増やすため

上記のような経緯もあって、佐藤社長から「ホテルの絵

に建物形状はなるべくシンプルにした。高さ制限は近隣に

も描いてみてほしい」と声をかけていただいた。建築設計

ある那覇タワーを超えないことが条件であった。結果的に

部の福田俊次常務は中途入社したばかりの有銘祐児ととも

地上18階、建物高さ69㍍となり、前後して解体された那覇

にプレゼン資料の作成にとりかかる。それは那覇の中心に

タワーに代わって国際通り近辺の新たなランドマークにな

ありながら緑豊かな裏庭を持ち、プールやジムや展望レス

った。当時この高さの設計は初めてだったため、高さが60

ンだった。この提案に興味を持っていただき、ひとまずホ

ハイグレードのシティリゾートホテル設計
施主はケン・コーポレーションであり、意匠・構造設計
はわれわれ国建が、インテリア設計は㈱イリアが、設備設

テルの事業化案件がスタートする。

計は㈱環境設計国建が担当した。最終的に建築面積が約

く毎日を送った。幸い地盤はクチャ層であったため基礎工

仮称・桜坂ホテルというプロジェクト名で2008年に始ま

1,724平方㍍、延床面積が18,144平方㍍、総客室が294室と

は直接基礎で間に合い、耐震性に特段の措置を講じなくて

った設計作業をとおして、佐藤氏と福田の間でホテル談義

なる久方ぶりの大規模ホテルである。更地からの開発のた

も安全性が担保された。

が続けられるのだが、二人には多くの共通点があることが

め敷地測量や支持層の地質調査が必要であり、造成や前面

トラン等を備えた高さ60㍍のシティリゾートホテルプラ

写真 ハイアットリージェンシー那覇沖縄を⾒上げる
出典︓ハイアットリージェンシー那覇沖縄公式サイト

㍍を超える超高層建築物に対して行われる性能評価の審査
会やら大臣認定やらで、構造設計担当の島袋らは気ぜわし

高台で風を感じることができ、また客室から東シナ海を
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遠くに眺める立地であることから、
「沖縄の海と風を感じる」

わずか半年前である。ホテルの立地やグレードに目をつけ

で」という気持ちに傾いていった。グアムで同じHRをオ

を建物コンセプトに、那覇の街並みを一望できる快適な客

た世界的なホテルチェーン「ハイアット」が、フランチャ

ペレートしていることに加えて、沖縄初のHRということ

室を設計した。最も客室数の多いデラックスルーム（32平

イズ契約を打診してきたのだった。

になれば、そのブランド効果は余人をもって代えがたい。

ハイアットはシカゴに本社を構えるアメリカ資本の多国

ハイアットによるインスペクション（検査）には福田と有

などルームタイプは8分類した。玄関にひんぷんを配し、

籍企業で、ホテルビジネスとして所有、運営、管理、フラ

銘も対応し、無事リージェンシーブランドでの契約が締結

ロビー・レセプションホールは2階までの吹抜けにして開

ンチャイズ提供などを行っている。ホテルカテゴリーは9

された。

放感を演出している。暗くなりがちなエレベーターは、シ

ブランドに区分されており、なかでも「ハイアットリージ

ースルーにすることで明るさと眺望を確保した。沖縄伝統

ェンシー（以下ではHR）
」は創業以来の基軸ブランドで、

の充実、スイートルームの増室など施設をアップグレード

工芸のやちむんや琉球ガラスなどの素材を随所にとりいれ

世界中の主要都市や空港、
有名な観光地等に展開している。

するため、HRのマニュアルを読みながら急遽設計内容を

ており、沖縄の土着性と洗練されたデザインを融合させる

フランチャイズ契約は、ブランドや確立されたサービスを

変更する作業にとりかかった。別階で仕上げ工事が進むの

ことに心を砕いた。

使う権利をもらい、その対価をロイヤリティとして支払う

を横目に、最上階などではすでに完工している箇所を取り

しかし、約2年かかった設計作業が終わりいざ着工とい

という仕組みであり、ブランド力による集客効果とヘッド

壊す工事が行われた。客室の構成を変えたため、施工が済

う段になって、リーマンショックの波が日本経済を襲い、

オフィスからの指導を受けた高品質のサービス提供が保障

んだ家具やユニットバスなどを破棄しなければならず、新

工事は延期された。待機の期間は2年近くに及び、㈱國場

される。

たなプランに合う製品を工期に間に合わせるのに苦労した。

方㍍）や、最高級のエグゼクティブスイート（64平方㍍）

組の施工で2013年4月にようやく建築工事がスタートした。

「ハイアット」というブランドをまとって
ホテルのオペレーションブランドが決まったのは竣工の

写真 ハイアットリージェンシー那覇沖縄のロビー内観
出典︓ハイアットリージェンシー那覇沖縄の公式サイト

ホテルをセルフビルドするのは佐藤社長にとっても初め

翌日からはBOH（Back of the House、管理部分のこと）

そうこうする間にもハイアットの検査官は定期的に訪れ、

てだったため、ホテルブランドを決めることには慎重だっ

いくつも注文をつけていく。それに対し、わが陣営でも主

た。複数の海外資本ホテルからのオファーのうち、ハイア

張すべきところは主張し、イニシアティブは譲らずにでき

ットからの提案に最も食指が動かされ、
「ぜひHRブランド

る限りの対応をした。もともと格式の高いホテルの設計だ
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ったので、それほど大きな変更に至らなかったことは幸い

ンフロントを実現するためである。顧客要求だった300室

品質は厳しく、高層に耐えうる建築資材やその調達先には

であった。結果、
「東洋一のハイアットリージェンシー」と

以上の客室を、二つのホテル（注：南側にはロッテホテル

いつも以上の配慮が必要だった。同系列のホテルニッコー

関係者に言わしめるできばえとなった。

グアムが立地）にはさまれた狭い敷地におさめつつ、180

グアムが隣接するとはいえ、共有したのはビーチのみで、

度の海への眺望を得るためには、この形がベストだと判断

プールやバックアップ発電設備などは単独で用意しなけれ

した。また、ホテルニッコーグアムの水平方向にも垂直方

ばならない。エメラルドグリーンの海を前に優雅に過ごし

の運営）
。
総支配人は佐藤社長のご子息・佐藤健人氏である。

向にも波打つような独特なフォルムの延長に位置するため、

ていただくことがコンセプトであったため、バルコニーを

折からのインバウンド観光ブームに沸いていたこともあり、

柔らかい曲線が空間になじむと考えたからだった。台風の

最大40平方㍍と広くとり、ラグジュアリーな雰囲気の「ア

海外、とくに華人社会からの予約が好調で、さすがはハイ

オフシーズンがないグアムではその進路によっては強い南

ウトドアリビングルーム」と位置づけた。

アットブランドの集客力と唸らされた。オープン後に周辺

風が吹くこともあるが、この形なら強風を逃がしてくれる

実施設計はRIM Architects Guamという現地の設計事

でおしゃれな店舗の開業が相次ぐのを見て、有銘はホテル

だろうと想像したのは、台風に敏感な沖縄人の遺伝子だろ

務所が担当し、国建は設計内容の照査・監修にまわった。

の経済波及効果の大きさとそれに寄与することができたこ

うか。

プロマネの立場のPHRはじめ、インテリアデザインでは㈱

2015年7月2日、ホテルは開業した（ケン不動産リース㈱

とを実感し、少し誇らしい気持ちになった。

イリアの村井尚登氏、照明デザインでは㈱松下美紀照明設
計事務所の松下美紀氏、ランドスケープデザインでは㈱テ

The Tsubaki Tower Guamの基本設計
ツバキタワーもケン・グループが経営するホテルだ。グ
アムのタモン湾、グアムホテルロードの北端に位置し、太

ン・ランドスケープアソシエイツの佐藤宏光氏が加わり、

平洋の絶景を眼下におさめる。有名な恋人岬にもほど近い

ほどである。基本設計後も屋部は2ヵ月に1回のペースで工

リゾートの特等地である。地上26階建てで、約22,000平方

程会議に出席したが、グアムには実質1日しか滞在できな

㍍の敷地に約40,000平方㍍の延床、
340の客室を持つ。
2016

いことが多く、残念ながらリゾートでのんびりワーケーシ

（平成28）年1月に着工し、2020年7月にオープンしたが、

ョンなどついぞ実現しなかった。

ワンチームとなって作業を進めた。4年半も一緒だったこ
とでスタッフ同士も仲良くなった。今でも連絡をとりあう

建設工事は大阪市に本社がある㈱淺沼組と、米軍施設の

これはグアムにとって実に5年ぶりの新規ホテルだった。

建設も請け負う関係でワークパーミッションを持つ㈱國場

敷地の北側にはホテルニッコーグアムがあり、そこも経

組のJVが受注した。オリンピック特需のあおりなどで工期

営するケン・コーポレーションは、チャペルや駐車場に利

かくして屋部らは基本設計に突入する。工期として2015

用していた隣接地に新たなリゾート構想を描くべく、いく

年度内のわずか半年程度のデッドラインが設けられた。現

つかの設計事務所に企画提案を依頼したのだが、しっくり

地にはケン・プレミア・ホテル・マネジメント㈱（以下で

新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、屋部らはホ

くるものがなかった。そこで福田を通じてわが社にも声が

はPHR）のグアム事業所がおかれていて、そこの羽田知行

テルのオープニングセレモニーには参加できていない。事

かかり、屋部哲、来間勝彦、新田武志、平良雄次らがある

氏率いるチームと意見交換しながらの作業だった。

態が好転することを願うばかりだが、作業を見守ってきた

提案をする。この提案が佐藤社長に認められたのだった。
ある提案とは、建物の形状を建築用語で「アール」とい
うアーチ状にしたことだった。理由は第一に全室オーシャ

なにしろ地上26階は国建がてがけた全設計物件中、最高
層の建物になる。
幸い近くに同規模のホテルがあったので、
高さ制限の法規制にはかからない点では助かったが、耐風
写真 ツバキタワーホテル（右）遠景
出典︓㈱ケン・コーポレーション

は逼迫し、1年半遅れの竣工だった。

福田はすでに前を向いている。
もともと佐藤社長から「ホテル設計にこれだけの実績と
技術があるのだから、国建は海外にも目を向けるべきだ」
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た。コンドホテルとはコンドミニアム形式の分譲ホテルの
ことで、客室を先行販売することで初期投資額を捻出する
ことができる。購入したオーナーは利用しないときは貸し
出して賃料収入を得るという資産管理の仕組みだ。施主側
のプロジェクト・リーダーである前田裕子社長を、この投
資手法に実績がある東急リゾート㈱と引き合わせ、コンサ
ルティングと客室販売を委託することで成約した。このよ
うに本プロジェクトにおける国建は、設計や施工監理はも
ちろんだが、むしろ事業手法の調整、什器や調度品のデザ
インや調達手法へのアドバイス、テナント誘致を成功に導
く商業施設の整備手法の提案などプロジェクト・マネージ
ャーとしての役割が設計コンソーシアムからも期待されて
いた。
建築計画を進めるにあたって、国建から独立した比嘉伝
という発破の意味も込められて受注したこの案件は、担当

グス代表取締役CEOである前田裕継氏からの相談だった。

英氏が名護市に設立した美音SpaceDesign㈱と共同企業体

したスタッフの自信を育みながら成就した。こうした成長

名護市のホテルゆがふいんおきなわ整備のときからの旧知

を組んだ。さらにインテリア設計に菱木照美氏、照明計画

の軌跡を単発ではなく継承させ、設計を志す若手に夢のあ

である福田に依頼があり、福田は建築設計部の國場幸泉を

に㈱松下美紀照明設計事務所、ランドスケープデザインに

る仕事を楽しんでもらいたい。沖縄に根ざすことを使命と

伴って話をうかがった。前田氏のオーダーは既存のホテル

㈱テン・ランドスケープアソシエイツ、店舗計画に㈱丹青

するわが社だからこそ、沖縄を一度客観視する経験からフ

マハイナ ウェルネスリゾートオキナワ（263室）のパブリ

社という顔ぶれとともに布陣した。社内の設計体制は、意

ィードバックできるものも多いはずだ。――還暦を超えた

ックエリアと客室の改修だった。依頼を持ち帰った福田と

匠を國場と粟国佐和子が担い、構造が城間郁男、機械設備

福田は今こんな心境で、後進指導や海外人材の育成にあた

國場は、ホテルの運営について将来展開も含めたイメージ

が宜野座勝、電気設備が許田正志で、福田が総指揮をとっ

っている。

を膨らませ、単なるリフォーム計画ではなく、隣接地に100

た。みな忙しく担当業務をこなしたが、なかでも國場は両

室規模のホテルと商業施設をセットで整備するプランを追

親の介護をしながら現場監理にあたるなど多忙をきわめた。

アラマハイナ コンドホテル＆オキナワ ハナサキマル
シェの事業化支援
本部町の海洋博記念公園に隣接して当ホテルは立地する。
敷地からは藍色の東シナ海と水色の縁取りをした瀬底島が

加提案した。とくに商業施設は宿泊者だけでなく一般の来

しかし、このときのリモートワークの経験が、のちのコロ

訪者にも開放し、ひとつの観光デスティネーションとして

ナ禍における建築設計部内の在宅勤務シフトを構築する場

完結できることをめざした。

面でいかされた。

臨め、まさにリゾートのために存在するような絶好のロケ

氏の琴線にふれたのだが、予算を大きくオーバーしていた

ーションだ。

ため廃案になりそうだった。そこで國場らは、ホテルの形

この案件をてがけるきっかけは、㈱ゆがふホールディン
写真 ツバキタワーホテルの最⾼クラス ロイヤルカメリアスイート内観
出典︓The Tsubaki Tower Guamの公式サイト

幸いにして、やや牽強付会気味だったこのプランは前田

態をコンドホテルとすることで事態を打開できると進言し

最高のリゾート空間づくりと向き合う
まず既存ホテルのフロント・ロビー、レストラン、ガー
デンプールなどのパブリックエリアの改修工事が2013（平

社史51-60年紀（2011-2020年）｜ 27

成25）年に着工され、翌年からは客室の改修工事が始まっ

しめるようにした。意図的な建物配置のズレや隙間、それ

も同じ製品を同じ品質で代替できる仕組みを提案した。理

た。2016~2017年は多目的ホールの増築工事が行われた。

らをつなぐブリッジ、床レベルの変化は、来訪者が景色を

由は、コンドホテルでは各室の所有者が修繕や家具・調度

ランドスケープからインテリアまで本格的なリニューアル

楽しむだけでなく、その景色の一部になれるフォトジェニ

品の買替えをそれぞれで進めるので、往々にしてホテルの

となった。

ックな建築をめざしたからである。中央に大階段に配置し

トータルコーディネートが損なわれてしまうことに対する

て回遊性を高めると同時に、にぎわいが前面道路に雪崩式

予防措置である。
前田社長が心を砕く
「リゾートで暮らす」

にあふれ出すよう演出もした。こうした念入りな空間構成

という上質の雰囲気をいつまでも維持するために、スタッ

は、早い段階からCGやコンセプトシートを用いてコンソ

フは持てる経験知をフル活用したのだった。

ーシアム各社とイメージを共有し、忌憚のない意見のぶつ
け合いを積み重ねた結果だといえる。

アラマハイナ コンドホテルは宿泊者からの評判も上々
だ。2019年4月オープンからの短い期間に、じゃらんや楽

ホテル棟ではコスト縮減のため連続耐震壁を採用し、空

天トラベルなどホテルのオンライン予約サイトから数々の

調室外機・給湯設備を各階に分散して配置したため、平面

表彰を受けている。ロケーションも客室の質もサービス内

計画に制約が多かった。しかし、各担当者が根気強く調整

容も軒並み好評であり、早く新型コロナのパンデミックが

したおかげで、客室のみならずレストラン、プール、大浴

終息して、世界中の目の肥えたリゾート客にもこのホテル

これらの工事期間中もわれわれスタッフは、現場監理や

場にいたるまで全館で海への眺望が可能となった。また、

の醍醐味を味わってもらいたいとわれわれ設計スタッフ一

コンソーシアムの内部調整とともに、新ホテルの設計や効

館内の家具・調度品は落ち着いた木目調のオリジナルデザ

同願っている。

率的な施工計画の検討を着々と進めていた。地上11階、建

インで統一した。これを県内の家具サプライヤーをとおし

築面積1,236平方㍍、延床面積11,011平方㍍のこのホテルの

て中国の製造会社に一括発注し、破損や経年劣化に際して

売りは「暮らすようにリゾートを楽しむ」だ。これは、打
ち合わせのなかで問わず語りに話された前田社長のホテル
への思いをコンセプトにしたものである。そして、その理
想像を具体化するのがハナサキマルシェだった。
ハナサキとは建設地の古称であることに加え、
「本物のリ
ゾートが花咲く」という思いをのせて施主が名付けたネー
ミングだ。沖縄初のリージョナルランドマークストアを建
設したスターバックスコーヒー、地元沖縄でオリジナルウ
ェアや雑貨を展開する海想、沖縄県観光事業協同組合が運
営する海風マーケットなどの十数店舗が、グルメ＋ショッ
ピング＋アクティビティの瀟洒なモールを形成しており、
美ら海水族館を訪れる人にも好評である。建物は大きな開
口部やテラスを設けて、西に開けたオーシャンビューが楽
写真 アラマハイナ コンドホテルのインフィニティプール
出典︓Ala MAHAINA CONDO HOTELの公式サイト

写真 オキナワハナサキマルシェの夜景
出典︓Ala MAHAINA CONDO HOTELの公式サイト
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社員の奮戦記 断章

せられたキーマンがもう一人いる。それが服部敦中部大学
工学部教授である。

事会の一員となり、今も活動を続けている。
まちづくり計画部から他部署への業務の拡張も進んでい

服部教授は東京大学出身の工学博士であり、都市計画の

る。きっかけは「北大東村水産業振興基本計画検討業務」

専門家として研究やまちづくりの実践に取り組んできた。

である。この業務は「漁獲量の増加」と「大東近海ブラン

宮城村長にヘッドハンティングされる形で2009年から北

ドの確立」が主題で、額面どおりの水産業振興計画だけで

北大東村業務をつないだ人たち
当社の公共事業関連の仕事は、大半が沖縄県内の地方公
共団体からの発注である。受注のために地方公共団体やそ

大東村の政策参与を兼任し、村の各種事業の企画や運営に

なく、新設された補助枠を活用しての関連施設整備まで実

参画している。国土交通省や内閣官房の経歴をもつ元官僚

施できる奥行きをもっていた。それがさかな市場（北大東

でもあり、事業をデザインするだけでなく、そのネットワ

村水産組合魚市場）であり、前述の水産加工施設や製氷施

の関連団体に営業し、公募や入札、ときには随意契約で業

ークをいかして国庫補助メニューの賢い運用の面でも村政

設である。とくに製氷プラントは海水からスラリーアイス

務を請け負う。どの市町村からも満遍なく受注できればよ

に大いに寄与する。

なるものを製造する施設である。これは直径１㍉㍍以下の

北大東村の文化的景観をレスキューせよ！

いが、当然ながら自治体ごとにお付き合いの濃淡がある。

服部教授が事業を発案・デザインする→宮城村長が政策

球状の氷で、魚体を傷つけずかつ魚体に触れる表面積が大

なかでもこの十年間で多くの業務を契約いただき、ご愛顧

決定する→役場職員が予算を確保して業務発注する→国建

きく急速冷凍が可能であり、鮮度維持に最適である。この

たまわってきた市町村のひとつが北大東村である。

が計画検討・施設設計する→地元建設業者が工事するとい

スラリーアイスの漁船積載に加えて、獲れた魚を船内で神

北大東村業務が増えたのは、調査・計画部門の常務の石

う流れで、継続的に北大東村業務に関わらせていただいて

経締めする技術を専門家に移転してもらったことで、島外

嶺一が他社から国建に転職してきてからである。石嶺は北

いる。水産加工施設や製氷プラントを整備した際などはハ

出荷・販売に求められる鮮度保持・品質管理が徹底され、

大東村の宮城光正村長と親しいが、それは前職で農村整備

ード面ばかりでなく、漁業コストの削減や大手スーパーと

見事に当初の目的を果たすことができた。

計画策定に携わったとき、住民ワークショップを島で初め

の卸売契約の調整などソフト面でも奮戦した。産官学連携

て実施して以来のことである。ふだん無口な島の人たちが

の見本のような関係だと自負する。

当社はその後も、観光交流施設（ハマユウ荘）の拡充、
神社の関連施設、港内道路照明、村営住宅や漁業従事者の
入居住宅（うみんちゅ住宅）
、民俗資料館の再整備、海水取

口角泡を飛ばすように自分の意見を語りあう場面をみて、

契機となった水産庁補助事業
石嶺が当時所属していたまちづくり計画部がこれまで、
北大東村の総合計画、地方創生戦略、地域防災計画、準景

水施設、製糖工場の建替えなどの設計業務に従事した。こ

た。爾来、島の行政課題について相談をいただくことが増

観地区計画など行政計画の策定を支援してきた。中心とな

花城和雄、宮城純子、環境設計国建の山元裕樹ら多士済々

えた。
宮城村長は45歳という若さで村長選に初当選し、2021

ったのは舟越義人、山城一斗らである。山城は北大東村の

のスタッフである。ゆりかごから墓場までではないが、国

役場嘱託職員（出向）からの転職であり、役場内での顔の

建に委託すれば調査・計画段階の案件から設計・監理段階

（令和3）年3月現在6期を数える。しかも6回連続無投票で

広さが業務調整に役立った。舟越はその経験値をいかして

の案件までワンストップで協議できるので助かるという声

の当選であり、島民の厚い信頼がうかがえる。元村職員で

多様な業務の舵取りを巧みにこなし、持てるノウハウを移

を役場からもいただいている。

あるため村政全般に明るく、実直ななかにも穏和な雰囲気

転して部下の成長につなげている。余談だが、舟越は北大

を漂わせ、職員の面倒見がよい。進取の気性に富み、よい

東郷友会にヒアリングしたことをきっかけに郷友会との交

アイデアは出自を問わず採用する。そういう懐の深さに魅

流が始まり、のちに島出身でないにもかかわらず郷友会幹

宮城村長は驚くと同時に感動すらおぼえた。島民の本音の
引き出し方や違う意見を排斥せずゆるやかに合意させる手
練手管に、コンサルタントとしての石嶺の技量を感じとっ
じ ら い

れらの施設設計に関わったのは、建築設計部の屋部哲、許
田常夫、古堅廣光、土木設計部の桃原健一、構造設計部の

燐鉱山の産業遺構を文化的景観に指定する
「北大東村水産業振興基本計画」にはもうひとつ重要な布
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そうした計画的位置づけを後ろ盾にして、燐鉱山遺跡を国
史跡に指定し（2017年2月に達成）
、字港の集落を含めた
りんこうやま

燐鉱山の範囲を国の重要文化的景観に選定する（2018年6
月に達成）
。
タッグを組んできた石嶺ら国建スタッフも、全国的にも
高い競争率だった産地水産業強化支援事業の採択を勝ちと
り、旧東洋製糖出張所の保存整備が可能になるという吉報
を受けたとき、長年錆びついていた扉が開く音が聞こえた
気がした。そして、燐鉱山遺跡を文化的景観に指定すると
いうゴールを共有し、地域の宝をなんとかしたいという島
民の積年の思いに報いるために全身全霊バックアップする
ことを誓った。

国建スタッフの創意工夫
りんこう交流館の整備では、廃墟と化した石積壁の内側
に鉄骨を架構して崩れ落ちた屋根を復元した。また、石積
石があった。それは水産業と観光業との連携を図る「海洋

出品としてドルを稼ぎ、糊口をしのぐ手立てとなった。燐

壁の隙間にセメントグラウト材を充填して補強する工法を

観光の振興」という３つめの主題に紐づけられ、
「りんこう

鉱山の閉山後も採掘場、日乾堆積場、トロッコ軌道、ドラ

用いた。このアイデアは構造設計部の花城によるものだ。

交流館」としてアウトプットされた。だがそれは、燐鉱山

イヤー建屋、燐鉱石貯蔵庫、積荷桟橋、船揚げ場など燐鉱

当工法を採用するに際しては、サンプルを用いて有効性を

の産業遺構を含む字港の集落全体を文化的景観として保

石の生産施設が残されていた。これほど大規模に燐鉱生産

検証し、文化庁へ現状変更届の提出と確認申請を行い、検

存・再生・活用するという壮大なプロジェクトの序章にす

施設が現存するのは国内で唯一だった。

査済書を取得してから工事するという念の入れようであり、

ぎなかった。

服部教授が文化的景観として保全する具体的なビジョン

今後のリビングヘリテージの模範になると評価された。第

北大東村の燐鉱石は、海鳥の糞などが石灰岩に染み込ん

を描き出すまでは、旧東洋製糖北大東出張所や燐鉱石貯蔵

17回公共建築賞「公共建築賞・優秀賞 地域特別賞」を受

で形成されたと考えられている。主に島の西側の黄金山と

庫が有形文化財に登録されていたものの、燐鉱山の他の遺

賞している。

その周辺部に分布しており、1919（大正8）年から1950年

構に関しては人々の記憶のなかでのみ往時の輝きを保って

交流館のなかには島人酒場「トロっこ」を配置して、か

までの間、化学肥料の原料として燐が採掘され、島の主要

いたにすぎない。服部教授の戦略はこうだった――産地水

つての社交街の雰囲気の再現を狙っている。ドロマイト石

産業として栄えた。農業の基盤となる土壌の改良に必要な

産業強化支援事業を使って、りんこう交流館を文化的景観

材の組積造が特徴のレトロな建物で、島の人々もこぞって

元素のひとつとしてわが国の食料の供給を支えただけでな

施設として整備する（2015年10月に開館）
。同時に、これ

慰労や宴会などに利用している。飲むのは北大東産のジャ

く、国際貿易でも燐鉱石の積出量は第二次世界大戦中の

まで検討してきた景観計画を策定、景観条例を施行し、燐

ガイモからつくった焼酎「ぽてちゅう」だ。文化財が再び

1942年に最大の7万㌧台に達した。敗戦直後には貴重な輸

鉱山遺跡がある字港を重点地区とする（2015年4月に達成）
。

生命を与えられて活用されている現場に出会うと、それを

写真 りんこう交流館 弊社撮影
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お手伝いしたわれわれもうれしい。

これら史跡指

タイムスビル、新報ビルの帰郷

重要文化的景観の選定には、なんといっても島民の気運

定や重要文化景

の盛り上がりが不可欠だ。そこで石嶺らスタッフは、琉球

観選定など北大

大学名誉教授の高良倉吉教授、文化的景観を専門とする京

東村の景観まち

まつとし聞かば 今帰り来む
県内の二大新聞社の自社ビルが那覇市新都心に移転した

都府立大学の上杉和央准教授を招いたシンポジウムを企画

づくり活動につ

のは、沖縄タイムス社が2002（平成14）年、琉球新報社が

した。そして、服部教授も加えた講演内容をインプットに

いて、公益財団

2005年だった。言論と文化の砦を失い、久茂地・泉崎界隈

した「ゆんたく会」というワークショップを開催し、北大

法人 都市づく

にはなんとなく蕭々たる気分が漂っていた。

東島の文化的景観の保存と活用方法について、オリオンビ

りパブリックデ

ール片手に島民同士で熱く語りあってもらった。また、村

ザインセンター

しかし、両社はほどなく都心回帰をはたす。タイムスの
新社屋が2012年12月に、新報の新本社ビルが2018年4月に

は燐鉱山遺跡の史跡指定を記念して「りんこうウォーク」

が主催する「都

それぞれ竣工した。
「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる

をはじめた。村民の健康増進を図りながら、燐鉱山に関連

市景観大賞」に

まつとし聞かば 今帰り来む」
と詠んだ在原行平ではなかろ

する遺構群を歩いて回り、文化的景観の価値を再認識して

応募することに

もらうイベントである。今では、若夫婦に抱かれた赤ちゃ

なった。当社も

うが、別れを惜しむ私たち隣人の心の声が届いたかのよう
に、両社は帰郷してくれたのだった。新聞社がまちに戻る

んから90歳のオジーまで100人を超える村民が参加する一

応募構成団体の

と、吹きぬける風も少しはなやいだふうに感じられた。

大イベントとして定着している。当社スタッフは毎回この

一員である。都

バブル崩壊以降の地価の下落、大企業の遊休地放出や不

市という枠組み

良債権処理に伴う土地の処分などで都心の不動産が取得し

にはいささか懸念もあったが、来島した審査官から「人が

やすくなったことで、利便性が高い中心市街地への立地が

住み続け、往時の景観を保全・活用して未来につなげる取

再び見直されるようになっていた。那覇では地価が上昇し

組は、僻地離島においても価値を減じない」と評価され、

続けてきたので、
この状況に符合するわけではない。
だが、

2020（令和2）年3月、みごと都市空間部門の優秀賞を受賞

中心地に戻ることがある種のステイタスであるような、都

できた。当社も島の景観づくりに寄与した企業として評価

心回帰のトレンドは感じていたのではなかろうか。久茂地

していただき、今後の励みとなった。

周辺の官公庁との真剣勝負や、丁々発止の居酒屋談義など

イベントの写真撮影をお手伝いしている。

ありわらのゆきひら

このように地域に深く関わることで地元への理解や人脈

でつちかった企業文化の遺伝子に呼び戻された面もあるだ

の幅が広がり、課題の本質と向き合い適材適所の解決方法

ろう。単純に公共交通にアクセスしやすいという理由もあ

島の将来を担う子どもたちに文化的景観とは何かを学ん

を提示し、押したり引いたりの住民合意のさじ加減もわか

ったかもしれない。

でもらうため、北大東島の自然や歴史・文化、生活・生業

るようになる。こうしたいわゆるツボを押さえることで、

をわかりやすく伝える社会学習副読本を制作する仕事にも

仕事の質を高めてきたのが北大東村業務だといえる。われ

携わることができた。まちづくり計画部の関口絢美が中心

われも馴れ合いに身をやつすことなく、むしろ継続すれば

となって編集したこの副読本は、小中学生のみならず多方

するほど社会的な責任感が増すと常に襟を正していく所存

面から好評で、市販化も検討されている。

である。

写真 ゆんたく会の様⼦ 弊社撮影

写真 副読本の⾒開きページ 弊社撮影

沖縄らしい全方位的なファサード
――沖縄タイムス新社屋の設計
タイムスビルは那覇市久茂地2丁目の国道58号と県道42
号線がクロスする久茂地交差点に立地する。おもろまちに
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移転する以前にも社屋があった場所で、跡地を駐車場とし

写真を合成したり、模型やCGで4方向の立面外装計画を慎

文化の薫りで満たされますように、という願いを込めたも

て活用しながら再開発の時宜を待っていた。角地にあった

重に比較したりなど、都市景観を何度もシミュレーション

のである。秘策は総合設計制度で、新社屋の敷地に公開空

雑居ビルが競売にかけられる情報を得て、タイムス社はす

しながら検討に検討を重ねた。西日の強烈な射し込みをさ

地
（一般公衆が自由に出入りできるスペース）
を設ければ、

ばやく行動し、これを落札しビルを撤去する。かくしてタ

えぎるルーバーの配置はいくつもの模型で確認し、窓枠ま

容積率および高さ制限が緩和され土地の高度利用ができる

イムス社の喉に刺さっていた小骨はとりはらわれた。

で含めたモックアップ（実物大の模型）をタイムス社で組

と提案した。そうやって整備された雨端（アマハジ）に見

その頃、当社代表取締役社長の比嘉盛朋は同窓のよしみ

み立てて有効性を主張した。結果、あらゆる視線に耐えう

立てた公共空間が、沖縄の厳しい日射やいきなりのスコー

を伝い、沖縄タイムス社の経営陣にプレゼンする機会を得

る全方位的なファサード（前景）を持つランドマークビル

ルから歩行者をまもるシェルターとして機能している。さ

た。当初はオフィスとホテルの複合用途ビルとして企画し

のデザインができあがった。立体駐車場はビルトインタワ

らにワイドサッシュで公開空地を建物内部まで拡張した。

たが、のちに新社屋＋賃貸オフィスを整備するプランに変

ー方式とし、完全に内部に収めることでその存在感を消し

これは仙台市「せんだいメディアテーク」の屋内型公開空

更した。建設費の資金繰りに配慮したからであり、入居テ

ている。また、地上13階、地下1階の高層ビルは、向かい

地を視察したことがある安谷のアイデアだった。グランド

ナントの家賃収入を担保に融資してもらう算段だった。そ

のニッセイ那覇センタービルとあざやかに対をなすランド

レベルでの内外が一体的に利用できるようになり、ここで

のような事業手法のコンサルティングとは別に、年齢の近

スケープを形成している。

開催されるイベントの幅はいっそう広がった。

い経営陣と比嘉には共通して、タイムスホールで学習発表

かつてのタイムスビルとは異なり、新社屋は上層階の沖

会をした小学生時代の懐かしい記憶があった。これが多目

縄タイムス本社のオフィス機能を中核としながらも、低層

役員階の廊下では空と緑で満たされた光庭をまっすぐに突

的ホールを中心にタイムスビルを再建したいという双方の

階では同社の文化事業の場となる多目的ホール、ギャラリ

き抜けるよう自然光を有効活用し、一方では外装ルーバー

強い情熱となっており、毎月のように開かれる山羊料理店

ー、カルチャースクールなど県民に開かれた文化施設や商

や庇で外部熱負荷を低減する。中水はトイレに、雨水は植

での企画会議ではホールをどう復活させるかで盛り上がっ

業施設を併設している。久茂地のオフィス街がにぎわいや

栽の散水に再利用し、雨水排水の時間差放流を行うことで

た。
社長の命を受けて後を引き継いだ安谷健をはじめとする
中山裕健、高良浩平、玉城大樹ら建築設計スタッフは、場
所性を把握することから手をつけた。敷地は4本の公道に
囲まれた一街区であり、四方から見られることを意識しな
ければならなかった。
「那覇市都市計画マスタープラン」の
冊子を開くと、県道42号線の御成橋通りはシンボルロード
に位置づけられていることがわかった。県庁方面を臨むこ
の軸線上のメインゲートにあたるため、門構えにふさわし
いスカイラインとしたい。また、周りをみれば国建の先輩
方が設計した建築物に囲まれており、下手は打てないとい
うプレッシャーもひしひしと感じていた。
スタッフは、タイムスビルのCG透視画と界隈街並みの
写真 沖縄タイムス新社屋が形成するスカイラインCG 弊社作図

快適で人と環境にやさしい建物とすることも課題だった。
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周辺の道路冠水が生じないように配慮した。太陽光パネル

差点という交通量の多い場所にあるため、外壁のプレキャ

構造設計の玉城康哉、設備設計の真栄城嘉高、嶽元眞志ら

を設置し、ビル内の執務室すべてでLED照明を採用し、大

ストコンクリートパネルを搬入・取付する作業は夜間に行

が関わるようになる（現場監理は仲間功だ）
。

幅なCO2排出量の削減と省エネを実現した。これら設計作

わざるをえず、中山も玉城も勤務シフトを組むのに苦労し

建物は基本的には鉄骨構造で、日本生まれの「コラム」

業では、構造設計の東江直司、砂川秀樹、設備設計（電気）

た。また、県警に近いからか緊急車両の通行が多く、伝統

という大径角型鋼管を柱に用いている。3階ホールは柱を

の瑞慶覧長信、濱本竜太らも加わって、それぞれの趣向を

芸能など生音のみの世界を表現するタイムスホールとは相

抑えてロングスパンになる。加工がしやすくて工事が捗々

凝らしている。

性が悪かった。ホールの遮音性については工事段階で音響

しいうえに、耐震性にすぐれ柱の本数が減らせるコラムは

測定を繰り返すなど難航したが、そのぶん完成したときの

うってつけだった。

満足感に浸ることができた。

新報社がとくにこだわったのは文化ホール機能である。
旧天久社屋は諸室配置の関係上、また交通アクセスの面か
らも、文化発信基地となる大ホールを設置することができ
なかった。そのことが旧琉球新報ビルで華々しく文化事業
を展開していた富田氏をして、どこか画竜点睛を欠くよう
な心持ちにさせていた。ホールは旧称を継承した「琉球新
報ホール」として3階に鎮座することになる。幅13.5㍍、高
さ6.3㍍、奥行き7.5㍍の舞台は606名を収容できる客席と対
峙するかのようで、演劇や演奏の迫力を間近に感じること
ができる。それでいて、収納式客席やせり出し舞台によっ
て、バレエ公演など大人数の舞踊にも対応できる。琉球弧
の伝統的文様をあしらったステージ緞帳の原画を描いたの
は、
沖縄を代表する画家のウエチヒロ氏だ。
「星のブランコ」
と題した幻想的な作品が、幕間を楽しませてくれる。

海駆ける琉球帆船のような外観

また、富田氏はビルを照らすライティングにもこだわっ

――琉球新報新本社ビルの設計
琉球新報社の新本社ビルの開発は、創刊120年が過ぎた

ており、照明デザイナーにはスカイツリーをてがけた戸恒

國場組など地元4社JVによる建設工事が始まると、中山

2014（平成26）年頃から水面下で進められていた。当社専

を任命した。戸恒氏は“大航海時代の琉球の帆船”をイメ

や玉城が現場に駐在するようになる。
建築面積1,561平方㍍、

務の故松山喜治がパイプ役となって、
富田詢一社長
（当時）

ージし、船首を国際通りに向けた船が沖縄の未来を切り開

延床面積17,073平方㍍に及ぶ大事業の工事監理の重責を

を筆頭とした琉球新報社の新社屋企画チームと国建の建築

くかのように照明演出することを思いついた。赤いライテ

担うためだ。地下階の造成では旧ビルの丸太杭（リュウキ

設計部が勉強会を開きながら、
コンセプトや建物デザイン、

ィングでは力強く前進する帆船を、青いライティングでは

ュウマツ）が出土したのだが、これを棹に製作した三線が

事業手法の大枠を固めていった。のちに設計業務を受託す

美しい海と空をそれぞれ想起できる仕掛けだ。電気設備を

後日タイムス社に寄贈されるなど話題になった。久茂地交

ると、意匠設計の大城剛、大嶺正志、山城清昌、周建伸、

担当した真栄城は戸恒氏の要求にみごとに応え、ホールの

写真 沖縄タイムス新社屋の外観 弊社撮影

写真 沖縄タイムス新社屋のエントランスホール 弊社撮影

浩人氏（シリウスライティングオフィス代表取締役社長）
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ホワイエ天井の照明が月夜を走る船の帆布のごとく浮かび

があり、前面の歩行空間や前庭などが一群のオープンスペ

に配置している。この緑の空間は社員の心を潤すのはもち

上がるようにデザインした。照明効果を最大限にいかすた

ースであるかのようなまとまりをみせていた。新本社ビル

ろん、周辺ビルにとっても借景としての効果がある。

め、譲れないところは建築設計部と何度も協議して完成さ

をそれらと連続させるために建物1階を開放空間であるピ

建物1階には蝶園があり、オオゴマダラが飼育展示され

せた。後日、富田氏は「外観照明の点灯式でビルに魂が吹

ロティとすることで、強すぎる軸線をやわらげ、人の往来

ている。県蝶を制定しようとする動きに乗じて社長のアイ

き込まれた」と喜び、真栄城を安堵させた。

や小規模なイベントでにぎわいを呼びこむ造りとした。も

デアを具体化したものだが、パンデミック以前は見学にき

ちろんその一画には石敢當の刻印が偉丈夫に佇んでいる。

た子どもたちの人気を集めたという。大城と周は蝶の専門
家の自宅を訪ね、飼育方法を教えていただき、設計とメン
テナンスに反映させている。オオゴマダラの幼虫が好むホ
ウライカガミは屋上庭園で栽培される自社製である。
地上11階、地下2階、建築面積1,151平方㍍、延床面積
9,551平方㍍の新本社ビルの落成を記念して、県出身歌手・
安室奈美恵さん引退に関連した企画展を開催した。建物正
面の窓一面を使って安室さんの写真を掲示し、県内外で大
きな反響を呼んだ。開発コンセプトの「感動の懸け橋＝階
（きざはし）
」が現実の世界へと昇華されたように思えた。

もうひとつ、これは一見しただけではわからないと思う
が、ピロティ部分の天井や床の模様に手を加えた。ふつう
は正面から見てシンメトリー（左右対称）になるように設
計する。けれども、CGでチェックするとなぜか美しくな
かった。おそらく完璧すぎたのだ。だからあえて微妙にア
プロジェクトリーダーで意匠設計のチーフでもあった大
城は、まず場所の特異さにたじろいだ。5車線が複雑に交

ンシンメトリー（左右非対称）にしている。これは技術と
いうより建築家の感性なのかもしれない。

叉する現場に改めて立ってみると、無粋な道路空間に対峙

設計担当の周が驚いたのは、ワークライフバランスの意

するかのような立地であることから、
「軸線が強い…」とい

識を建物に注入しようとする新報社のこだわりだった。屋

う印象が思わず言葉となってこぼれでる。沖縄ではこうし

上は単なる緑化ではなく、富田社長によって憩いの広場と

た丁字路では石敢當をおいて邪気を払うのだが、建築的に

して計画されており、芝を張ってバーベキュー設備や小舞

も策をこらさないと有象無象にからめとられる気がした。

台をコンパクトに整備した。
「植栽には在来植物を！」と要

アシストする國場幸房
両社の新社屋設計にはいくつかの類似点がある。総合設

提案したのはここでもやはり公開空地だった。建設地の

望され、荷重負荷がかかりすぎないように土量に注意しな

計制度を用いて公開空地を場所の力に変えた点しかり、文

周りには那覇市役所、パレットくもじ、アルモントホテル

がら、島バナナ、ヘゴ、クサトベラなどを屋上庭園の外周

化ホールを再建の中核に据えていた点しかりである。

写真 夜の琉球新報本社ビル
出典︓川澄・⼩林研⼆写真事務所

写真 琉球新報本社ビル１階ピロティ
出典︓川澄・⼩林研⼆写真事務所

写真 琉球新報本社ビルの⽂化ホール
出典︓川澄・⼩林研⼆写真事務所
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総合設計制度に関しては、建築基準法第59条の2に基づ

りすべるようにペンを走らせる。現れたのは建物屋上の目

く特定行政庁の許可が必要で、この場合は那覇市長であっ

隠し壁のスケッチだった。それが鏡像かのごとく対面ビル

た。タイムスビルのときは那覇市、より具体的には建築指

と釣り合っており、あたかも「門」という字をなぞってい

導課との調整を入念に行ったのだが、那覇市としては一大

るようだった。荷重が構造体に負荷を与えるため、いつの

「保育園落ちた日本死ね」の波紋
2016（平成28）年のことだった。30代前半の女性が書い

イベントの「那覇大綱挽」のメイン会場近くであり、大混

まにか安谷の頭の中から消えていた選択肢だった。その場

たという「保育園落ちた日本死ね!!!」と題した匿名ブログ

雑する現場の情景が念頭にあって、どちらかといえば厳し

にいる誰もがうなり、舌を巻いた。幸房は少年のような笑

が大きな話題になった。なかなか解消しない待機児童問題

い視点で審査にあたられていた印象である。けれども、実

みを残し、その場を去っていった。

を糾弾する内容で、ネット上では同じ境遇の人たちから共

子育ての現場を築く

際に整備された公開空地が市街地環境の改善に役立ってい

建築家としての孤高の存在感からどこか近寄りがたかっ

感の声が相次いで寄せられた。国会でも与野党が議論の応

るのを実感したからだろうか、新報ビルの審査はかなりス

た幸房だが、長い年月を経て丸みを帯び、晩年はこのよう

酬を繰り広げ、その内容に対して国会前でデモが行われる

ムーズに許可をいただいている。これは会社としての総合

な愛すべきエピソードが増えた。建築設計部のフロアには

など、ひとしきり政治を熱くした。

力が奏功したともいえるだろう。

幸房の小さな助言の逸話がまだまだ埋もれていることだろ

もうひとつの類似点はまったくの社内事情だが、どちら

う。

そもそも日本では1990年代後半から都市部での待機児
童数が急増し、2000年代半ばからは全国津々浦々で問題視

の設計にも國場幸房のさりげないアシストがあったことだ。

されるようになった。都市への人口流入、共働き家庭の増

大城は琉球大学工学部の学生の頃に幸房の建築講義を受講

加、家庭環境の多様化、受入施設整備の遅れなどが背景だ

したのが入社の動機である。だが憧れが災いしてか、これ

とされる。その一方で、保育園は騒音を生む迷惑施設だと

まで仕事でタッグを組んだことがなかった。その幸房は、

反対されて自治体が新設を断念するなど事情は複雑だ。国

先代の新報ビルの設計を本社が請け負った五十余年前には

はこの問題に対処するため、2004年の「子ども・子育て応

まだ大高建築設計事務所で働いていたので、設計には加わ

援プラン」や2008年の「新待機児童ゼロ作戦」など少子化

れずに悔しい思いをした過去があった。幸房は大城のデス

対策・子育て支援政策を打ち出し、2012年8月には「子ど

クにしばしば顔をだし、図面を眺めては柱のスパンだった

も・子育て支援法」を公布している。

り屋上庭園の緑化手法だったりにアドバイスしてくれた。

われわれ国建社員の多くが子育てを経験してきた、ある

建築作品をとおして会話するとついつい饒舌になるもので、

いは今まさに子育て中である。ゆえに子どもの保育や学童

大城にはそれが三十数年越しの至福の時間だった。

の問題には敏感だし、それらの機会から漏れてしまう失望

タイムスビル設計のときには、幸房の神出鬼没と当意即

もよくわかる。だけど、ネットに思いのたけを吐露する気

妙に救われた。安谷らはシンボルロードの玄関口という立

持ちとはちょっと違う。われわれには「設計で現状を変え

地性にこだわり、対面するビルとのスカイライン形成と景

る！」という打開策があるからだ。

観調和に悩んでいた。何パターンものCGを並べてみても
しっくりとこない。どこか屈託を抱えた気持ちのまま、比
嘉や松山、福田俊次（建築部門常務）との工程会議に臨ん
だ。すると幸房が偶然を装ってか顔を出し、図面を見るな

幼保連携型の認定こども園の設計
国頭村幼保連携型認定こども園、通称くにがみこども園
（建築面積2,541平方㍍、延床面積2,334平方㍍）は、県内
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初の地方自治体による認定こども園であり、2019（平成31）
年の春から開園している。認定こども園とは、0歳から入
園できて長時間保育が可能など、従来の保育所と幼稚園の
特徴をもった内閣府管轄の子育て施設のことである。いく
つかのタイプがあり、幼保連携型は保育所および幼稚園が
一体的に設置・運営された単一の施設で、児童福祉法にも
学校教育法にも合致しなければならない。それだけに設計
にかかる要求事項は多くなる。
くにがみこども園の建築設計を担当したのは、
河野泰志、
山口恵子、高良あずさである。二人の女性スタッフを起用
したのは、彼女らの子育て経験を反映させるためであり、
ユーザー側である女性保育士たちと気持ちを通わせやすい
のではという配慮もあった。
とくに高良は育児真っ最中で、
公私ともに子育て漬けといえる毎日を送った。工事監理の
ピーク時は、現場まで片道2時間以上要するにもかかわら
ず、朝7時に出て延長保育が終わる夜7時までに帰宅するな
ど尋常ではない忙しさだった。だが、そんな彼女自身の子
育てから得た着想
「子どもは遊ぶことをとおして成長する」
が、完成したこども園の随所にちりばめられている。

子どもたちの一挙手一投足は常に誰かの目でみまもられて

の保育所・幼稚園を統合した施設だ。基本設計の最初の段

まず子どもたちがワクワクする面白空間を配置したこと

いる。現に小さい子の面倒をみる年長の子が増えた。兄弟

階でワークショップを開いて、教育・保育の現場で働く人

だ。
かけっこひろばで思い切り走り回ろうよ･･･ 雨が降っ

姉妹がいない子でもお姉ちゃん・お兄ちゃん意識がめばえ

たちからこれまでの施設の課題や改善に向けた意見を集め

てもおゆうぎ室でかくれんぼの続きができるさあ･･･ ひ

たと保護者にも喜ばれている。

た。
すると子育ての方針からトイレの使い方にいたるまで、

そひそコーナーでは仲良しのお友だちと内緒のお話をしよ

西日をさえぎる木製ルーバーは第一に子どもの体調を気

うね･･･ 絵本コーナーでは想像の翼を広げなさい･･･ ち

遣ってのことだ。園庭のわきの小さな畑で野菜やじゃがい

幼保連携型であるから幼稚園的機能と保育所的機能の両方

っちゃな子はよちよちひろばで遊べば安心だよ･･･ そん

もを収穫して食育が実践できるようにしたのも、給食室や

が必須とされるのだが、それを単一の施設に収めるために

な設計者の声が聞こえてきそうだ。

クッキングルームの設備を調理中の事故が少ないオール電

Ｕ字型を採用し、片方のウィングに保育所機能を、もう片

化にしたのも、考え得る最善の安全・安心な子育て環境を

方に幼稚園機能を配置したのは、こうした現場の声に寄り

提供したいというママの愛情の発露だといえる。

添ったからこそたどり着いた解決策だった。また、別棟の

保育室は年齢ごとに円環するように配し、深い庇でつな
ぐことで半屋外の広いテラス空間ができあがった。段差を
極力少なくしているため、はだしの乳児でも安心して行き
来できる。
広場と連続して内外の境目のないこの空間では、

保育所と幼稚園ではずいぶんと状況が違うことがわかった。

これら空間上の工夫は保育士や幼稚園教諭のアイデアを

くにがみ児童クラブ・地域子育て支援センターは学童のた

取り入れた結果でもある。くにがみこども園は村内の公営

めの施設であり、卒園した子どもたちが安心して放課後を

写真 テラスからかけっこひろばを⾒る 弊社撮影
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すごせるようにデザインした。

の遡上高さを考慮し、園地内で最も高い場所をEL+9㍍と

床面積12,477平方㍍の規模を持つ。なぜ統合するのかに関

なるように造成した。同時に、近隣の高台にある森林公園

しては、公立小中学校の適正規模・適正配置を進めたい文

への避難ルートも確保した。こうした努力が評価されてだ

部科学省の意向がまずあり、その考え方に沿って、恩納村

ろうか、事業途中でこども園が福祉避難所に認定されるこ

では2010年12月に教育長名で村立の幼小中学校の適正化

とになった。だから河野は、発電機や受水槽、一次避難の

について答申がなされた。それによると、3学年あわせて

際に利用できるトイレ・シャワー室を設置する仕様へと設

も数十名規模の学校が多い状況では、生徒の社会性・社交

計を変更した。

性が育めない、希望する部活動が行えない、バランスのと

「森に包まれた大家族」
という設計コンセプトにしたのは、

れた教職員の確保・配置がむずかしいなどの課題があげら

やんばるの自然を五感で感じ共生するこども園をイメージ

れていた。

したからだ。対面する森の小高い稜線を見晴らし、建物が

建設地の選定作業にあたったのは地域計画部の新嘉喜長

緑にとけこむような配置と形状を立案した。曲線的な木製

健だった。通学環境、防災、敷地条件、周辺環境、教育環

ルーバーもそれに一役買っている。土木設計部（伊敷直、

境、経済性の観点から、村が候補地にリストアップしてい

桃原健一）と連携して、敷地に隣接する辺士名川と園庭の

た4地区を比較検討し、最終的に赤間地区が建設地として

あいだに親水公園を整備して、子どもたちが安全に楽しく

選定されることになった。

川遊びができる工夫も試みた。

設計作業のバトンを渡されたのは河野と宇垣安晃である。
建設地選定でも重視されたことだが、あらゆる災害からの

当時ワークショップに参加し現在は施設の副園長となっ

安全性を担保することに関しては、河野は絶対に譲れない

た方から話を聞くと、子どもたちは休日もここに遊びに来

気持ちだった。その根底には、東日本大震災の被災地で見

るそうだ。遊ぶ場所がたくさんあって楽しいのだという。

聞きした体験があった。当時から学校設計を主業務のひと

送り迎えをする家族も一緒になって遊んでいる。村内全域

つとしていた彼は、社長の比嘉盛朋らと連れ立って、石巻

から集まるので、思いがけず保護者同士の交流もさかんに

市釜谷地区の大川小学校を訪ねた。74名の生徒が津波の犠

なった。

牲となった小学校である。避難先をめぐって意見が分かれ

どうやら「大家族」の輪は設計者の思惑以上にゆるりと

父性的設計思想を下地にして
河野の役割にもフォーカスしてみよう。基本計画での建
設地選定作業から関わっていた彼は、防災対策という意味

広がっているようだ。

たことが被害の原因のひとつであったのだが、混乱時のこ
うした齟齬を設計で回避できなかったか、学校管理下の子
どもの命をまもるためのベストな設計とは何かを、河野は
その場に立って深く黙考した。その後も宜野湾市、嘉手納

ゆえに、辺士名の山すそに広がる平地ではあったが、浸水

安全・安心な学校設計の系譜
続いて紹介するのは、2020（令和2）年4月に開校した恩
納村立うんな中学校の設計エピソードだ。これは恩納村に

被害を減じるために14,614平方㍍の敷地のかさ上げを主

5ヵ所あった中学校（小中併置校）すべてを統合した新設

大川小学校は旧校舎を存置し、全体が震災遺構という形

張した。軟弱地盤であっため盛土管理に苦労したが、津波

校で、敷地面積24,212平方㍍、建築面積4,848平方㍍、延

での安全性を意識しなければならない立場にあった。それ

写真 ⾷育の⾵景 弊社撮影

町、与那原町などで幼稚園や学校の整備計画・設計に携わ
ったが、
そのたびに同じことを同じ気持ちで反芻している。
で保存されている。
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通いたいと感じてもらえる学校づくり
建設地の赤間地区は農振農用地に指定された土地改良区

と考えたからだ。また、特別支援教室の廊下に面してコモ

恩納村は県内でも指折りのリゾート地だ。眼下の国道58

ンスペースという間仕切りのある小空間を複数配置した。

号からの校舎の見え方をリゾートに釣り合うものにしたい

で、段々状に造成されていた。沖縄科学技術大学院大学

宇垣の意図は、休み時間や放課後の談話など自由な交流を

という設計条件がプラスされていた。そのため外装は青い

（OIST）の居住エリアとして検討されたこともあるなど、

うながすだけでなく、感情が不安定になった生徒をクール

空に映えるコーラルホワイトの外壁を基調とした。ベラン

眺めは抜群にいい。5.8㍍のこの高低差をいかし、1階に車

ダウンさせるためにも使ってもらうことにあった。普通教

ダ周りの木調柄のアルミ手すりがこれにアクセントを加え

両入口と駐車場を、2階に歩行者入口を配置した。明確な

室の隣には多目的スペースや新世代型教室をおいたが、新

ている。この木調はデッキテラスの床材や吹き抜けのルー

歩車分離によって事故が起こる可能性をできるだけ遠ざけ

型コロナウイルス対策として座席の間隔を空けることに役

バー壁との景観的な調和を狙ったものである。内装のフロ

るためだ。Ｌ字型の建物の交差部には、2階にはデッキテ

立った。われわれの想像の域を超えての冗長性の発揮だっ

ーリング材にはカバ桜を用いており、
「木の学校づくり」を

ラス、3階にはトレーニングテラスがある。ここからは海

たといえよう。

進める文部科学省の木質化政策にも準じている。

を眺望でき、周辺の緑にも手が届きそうな開放感が得られ

宇垣が最も腐心したのはテラスのデザインだった。もと

る。また、普通教室は安定した採光が期待できる北側に設

もと台風後のメンテナンスを容易にするために、各階の外

けており、地元の青い海を感じながら学習できるようにと

周にはベランダをまわしたいという施主の意向があった。

いう願いをこめた。

長く続くバルコニーと連続させた空間にするために、彼は
何枚ものデッサンを描いた。最終的には「波」のイメージ
にたどり着き、あたかも谷茶前の浜に繰り返し打ち寄せる
波のように、階層ごとに曲線を変えるというずらしのテク
ニックを用いた。しかしこの凝ったテラス空間は、構造設
計の玉城康哉にとっては頭痛の種だった。柱を減らしてい
るため、梁を増やしたり床を部分的に鉄骨にしたりなどの
手法を組み合わせて構造強度を保った。曲面型枠を用いな
ければならない施工者にも技巧を要する作業を強いた格好
であり、感謝の念に堪えない。
プライバシーへの配慮と台風時の飛散物対策を考えて、

ここからは設計主任の宇垣の目線で施設を案内しよう。

プールは屋上に配置した。屋上の一画にある太陽光パネル

2階はアマハジ空間、エントランスホール、コミュニティ

は防衛庁補助を活用して整備した。非常時に水と電力を供

ホールを連続させ、
交流の場が一体的に広がるようにした。

給できるようにしたのは、学校自体を地域住民の応急的な

とくにコミュニティホールは吹き抜けの螺旋階段で上下階

避難所の役割を担うものととらえる河野の提案だった。駐

の一体性も生まれており、全校生徒が集まりたくなるよう

車場にはマンホールトイレも設置した。また、グラウンド

仕向けた。生徒数が少ないためか学年の垣根なく仲がいい

整備を担当したのは桃原（土木設計部）で、擁壁を高い垂

という旧中学校時代の話を聞き、
「この絆は継承させたい」

直盛土が可能なテールアルメ方式とした。宅地造成工事規

写真 教室から望む海と空 弊社撮影

写真上 螺旋階段がつなぐコミュニティホール
写真下 コモンスペース いずれも弊社撮影
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制区域への適用が認可されるなど地震に強いのが特徴で、
このグラウンドも被災時に避難所として利用されることを
想定している。

良質な社会基盤の創造をめざして

およびそれと関連した設計・環境影響評価が主である。こ
れらの業務はいくつかの作業がパッケージ化されており、

道路設計の再起動
道路は生活になくてはならないインフラであり、国土交

土質調査部の武田雅人、山田泰、城間保、津田治輝や、関

通省は道路政策の原点を「人々の幸せの実現」においてい

と協働し、国建土木部門の総合力を発揮する大仕事になる

る。当社でもその理念を共有し、過去には多くの道路設計

ことが多い。ありがたいことに沖縄総合事務局、北部国道

に関わってきた。だが、そこには浮き沈みもあった。リー

事務所、
南部国道事務所から優良業務や優秀業務技術者
（上

ダーとなる道路技術者が在籍しているか否かが浮沈のカギ

原剛、中村司）として幾度となく表彰されている。そして

を握っており、
ここしばらくは雌伏のときを過ごしていた。

その裏側には、なかなかシビアな施主の要求に誠意をもっ

それが2010（平成22）年に交通計画を専門とする中村司

連会社である㈱ジオテクノ国建（測量部）の花城清三郎ら

て応えるというドラマがある。

が土木設計部に赴任してから変わりはじめる。中村が管理

2021年7月31日に名護市世冨慶から数久田区間の開通が

技術者となり、在職していた技術者を主任や担当にわりふ

予定される名護東道路は、昼夜を問わない大がかりな工事

学校の先生方の意見を傾聴し、安全性、機能性、アクセ

って業務実施体制を整え、これを皮切りに受発注市場に攻

が行われており、
目にされた方も多いと思う。
事業目的は、

ス性、外観、交流、居場所づくり、眺望、維持管理の容易

勢をかける。そうしてひとつ受注し、ふたつ受注するうち

名護市街地の渋滞緩和や那覇方面からのアクセス時間の短

さ、避難機能など考えられる限りの要素を設計に反映させ

に業務実績も再びストックされるようになり、オンザジョ

縮である。
「道の駅 許田」前の信号が撤去され、沖縄自動

たうんな中学校は、生徒にとって学びたい・通いたい学校

ブを通じた技術力の習得で資格取得者も増えてきた。

車道の許田インターチェンジから名護東道路伊差川インタ

となっているだろうか。内覧のときには「ホテルみたい」

ーチェンジまでノンストップで走行できるようになる。こ

と興奮していた3年生は、コロナ禍の2021（令和3）年3月6

れにより、北部地域の農産物の物流や、海洋博記念公園、

日に巣立っていった。106名の卒業生のマスク越しの涙と

今帰仁城跡（世界文化遺産）
、やんばる国立公園（世界自然

笑顔を見る限り、われわれは従容不迫たる心境である。

遺産予定）などの観光施設への来訪が円滑になると期待さ
れている。
この名護東道路に関連した業務として、測量、事業認定
資料作成、工事用道路設計、落石対策設計、標識設計、逆
走誤進入対策設計、景観検討委員会の資料作成など多岐に
わたる業務に従事した。なかでも最も難渋だったのは、事
業認定手続きに関する作業だといえる。望月博司と赤嶺俊
宏が担当した。われわれのこれまでの経験から1年半程度
この10年でてがけた業務は、浦添北道路や名護東道路、

写真 うんな中学校全景 弊社撮影

の期間を要すると見積もったのだが、名護東道路の場合は

恩納バイパス・恩納南バイパスなど道路の設計業務と、法

供用時期が決まっていたため、申請書類をわずか4ヵ月で

にもとづいて土地収用を行うための認定を受ける事業認定

作成しなければならなかった。国が土地収用法にしたがっ

写真 国道58号恩納南バイパス 弊社撮影
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て買い上げることができるのは必要最小限の道路用地であ
り、その面積の根拠に疑問が生じないように、徹頭徹尾論
理的であらねばならない。そうでないと全線開通が水泡に
帰す場合さえある。そういう緊張感と背中合わせで仕事を
する毎日だった。申請書類提出直前の1ヵ月間で約270件の
認定庁からの質疑に回答したうえで申請書類を提出し、そ
の1ヵ月半後に告示されたときには肩の荷がやっとおりた
気持ちだった。

取り込み、道路と建物が一体となった3次元モデルを作成

目的として、県都那覇の玄関口にふさわしい顔づくりと交

したところ、設計内容の説明に大きな効果をもたらした。

通結節点機能の強化があがる。

海側にも駐車場を擁したゆとりある断面へと大きく姿を変

この「交通結節点の強化」に関しては、モノレールとバ

信号撤去にともなう「道の駅 許田」のリニューアル設計

えており、沖縄海岸国定公園の景観を楽しめる展望テラス

スターミナルの相互利用の利便性を高めるという命題があ

は、道路・パーキングエリア・上空通路に関する土木設計

を新設し、赤瓦を用いて沖縄らしさを創出した。行きも帰

った。さらに各街区のビルには業務、商業、宿泊と多様な

と、道路情報ターミナル・トイレの改築設計がセットとな

りも立ち寄れるやんばるドライブのマストスポットとして、

都市機能が展開されていたため、安全で快適な歩行者空間

っており、当社の建築設計部と連携して取り組んだ。本業

きっと魅力ある道の駅となるはずである。

の整備が求められていた。そこで各街区の2階レベルでペ

務ではリニューアル検討委員会や関係者協議など設計説明
の際に、模型や3Dのコンピュータ・グラフィックスを活用

デストリアン・デッキをつなぎ、これらの都市活動を連続
させることが計画されたのだった。1号デッキから6号デッ

Modeling）やCIM（Construction Information Modeling）

歩行者デッキで回遊をうながす
那覇市のモノレール旭橋駅周辺の再開発には、当社は共
同企業体（松田平田設計・アールアイエー・国建）の一員

である。土木設計のCIMは扱うソフトの高額なライセンス

として参画し、この地区が抱える課題をどう解決していく

当社の土木部門に課せられたJV内の役割としてはデッキ

料、動かすコンピュータの高いスペックが求められ、ベー

かに長年向き合ってきた。この市街地再開発事業は第1種

歩道橋の構造設計が主であり、1~2号は末村渉が、4~6号は

スとなる精度の高い地形データが必要なため、業務で活用

として都市計画決定されており、土地の高度利用によって

前泊史（デッキ屋根や防風柵の意匠設計は建築設計部の渡

できる場面が限られていた。
だが発注者からの要望もあり、

生みだされる保留床を処分して事業費を捻出する権利変換

嘉敷芽衣子）が担当した。

土木設計部の望月、赤嶺が作成した道路や地形データに、

方式である。事業主体となるのは、地権者や地元企業・団

4号デッキ歩道橋は、沖縄県立図書館や那覇オーパ、バ

建築設計部の周建伸、中村友美が作成した建築物データを

体などが出資して設立した旭橋都市再開発㈱だ。主な事業

スターミナルなどが入居するカフーナ旭橋A街区と、南部

図 BIM・CIMで作成した海側駐⾞場のCG 弊社作図

図 道の駅許⽥ 道路・駐⾞場設計図 弊社作図

した。このとき活躍したのがBIM（Building Information

キまで工区・工期が区切られ、各街区の整備状況や事業費
をにらみながら、
段階的に設計・施工が進められていった。
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合同庁舎や市町村自治会館、那覇東急REIホテルなどのC

かったからだ。国際通り方面のエレベーターシャフトの位

議したりしなければならなかった。なにしろ整備工事の入

街区を連結する。国道330号をまたいでおり、躯体を支え

置は動かせない、その真正面のA街区側はバスの出入口に

札をかけても、施工側との金額の折り合いがつかずに不調

る基礎が道路にかかるため、道路法に準拠して設計する必

あたっているという現場の状況をみて、前泊がひねりだし

になるケースが多発した。十分な予算が確保できないため

要がある。雨よけがアーチを描くような屋根は、先行整備

た苦肉の策だった。このため歩道橋の桁をねじりに対する

上部工と下部工を分割発注したりもしたが、事態はそう好

されている1号デッキと景観的に調和させるため同じデザ

抵抗が強い箱桁とし、斜めに配置された躯体間に箱桁を渡

転しなかった。このあおりをまともに受けた4号デッキはA

インを採用することが決まっており、建築基準法に則って

して、コンクリートブロックで左右の荷重バランスをとる

街区の開業に施工が間に合わず、当座は仮設橋でしのぎ、

風荷重を計算して構造部材を決め、設計に反映させた。

形にした。もちろん工事費は増えるし、断面ごとにウェイ

およそ2年遅れで開通するなど紆余曲折もあった。

4号デッキでは基礎工が一番の難関であり、交通量の多

トが異なるため部材加工の手間もかかる。けれども安全性

そんな山あり谷ありの推移を経て、当社がてがけた歩行

い国道330号を通行止めにはできないため、大口径ボーリ

のためにゆずれない処方であることを、施主にも施工業者

者デッキはいま旭橋再開発地区の2階レベルをぐるりと周

ングによる掘削はあきらめざるを得なかった。そこで市街

にも理解してもらった。

回し、人々を安全に歩車分離させながら、沖縄は那覇なら

地ではあまり用いられない深礎杭工を採用することとし、

ではの駅前空間となるべく県民・観光客の自由闊達な利用

小型機械で掘削して道路交通への影響を最小限にとどめた。

を待っている。

北明治橋の予防保全としての橋面工
旭橋駅からゆいレールに乗り、那覇空港方面に一駅進む
と壺川駅である。今度は壺川駅の目の前にかかる北明治橋
に話を移そう。
北明治橋は2003（平成15）年8月に竣工した比較的新し
い歩行者専用橋で、壺川駅方面から沖縄県立奥武山公園へ
のアプローチ動線として整備された。長さ93㍍、幅12.8㍍
で、戦前の木橋（現在とは場所が異なる）の再現がデザイ
A街区とモノレール旭橋駅自由通路をつなぐ5号デッキ

ンモチーフだった。このため親柱、高欄、桟木、幕板、一

歩道橋は、2018（平成30）年10月のA街区の開業に間に合

また、国際通り方面の階段昇降口について、住民説明会

わせたオンタイム整備が必須だった。一方、2020年10月に

で直階段への反対意見が出たため、施工発注後のことでは

開通したのが6号デッキ歩道橋で、A街区を国際通り方面に

あったが、折り返し階段へと設計変更して対応した。

つなげる役割を担っていた。

4~6号デッキの整備期間は、ちょうど東日本大震災の復

部の床部などに木を用い、往時をしのばせる風景の創出を
狙った。これにより第13回那覇市景観賞を受賞している。
だが好事魔多しで、この木製部を中心に腐食や劣化が著
しくなったことから、
早期の改修にふみきることとなった。

この6号デッキは、重心から離れた位置に荷重がかかっ

興、東京五輪の特需が重なり、建設資材は高騰し、県内か

2014年度業務として発注された改修設計を請け負うのは

たとき反対方向に逆荷重をかけるカウンターウェイトを設

らも熟練した現場職人が流出していた頃だった。前泊は出

当社の土木設計部で、城間啓が担当した。城間はこの北明

計に組み込んだ。なぜこの措置が必要だったかというと、

資者である沖縄県や那覇市の補助金・起債の窓口となる部

治橋の前回の修景設計を担った新垣允啓のもとで勤務した

橋脚の基礎工ができる場所が起点と終点でまっすぐではな

署と予算調整したり、不調が生じないように発注内容を協

時間も長く、当時の修景の考え方もよく聞かされていた。

写真 4号デッキ 弊社撮影

写真 6号デッキ 弊社撮影
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それゆえに景観性と長寿命化を両立させるむずかしさも理

剥離が激しく、雨水もたまりやすくなっているなど整備当

すアッパーライトの組合せ案が選定されたが、後者の光が

解しており、いかにしたら失地回復できるかを比較検証を

初の体裁をなしていなかった。これも比較検証の結果、歩

歩行者にとってまぶしいおそれがあると指摘され、その対

駆使してとことん考えつめた。

道舗装にも近年用いられることが増えている脱色アスファ

処策を急いで考えなければならなくなった。城間は照明メ

まず木部劣化の原因究明のため点検調査からとりかかっ

ルト舗装に変えた。アスファルトの代わりとなる透明な樹

ーカーの協力のもと、実際の照明器具と濃淡の違うすりガ

た。目視・打診が中心ではあったが、あやしい箇所では天

脂を天然砂利などの骨材と混ぜるので、骨材の色が舗装面

ラスを県南部土木事務所の会議室に持ち込み、明るさや視

板を取り外して内部の腐朽やシロアリ被害の状況を詳しく

の色となり、景観に調和させやすいことを評価した。読谷

角、歩行時のまぶしさを確認してもらった。最終的にはラ

把握したり、ドリル穿孔や応力波測定の機器を用いて健全

村のやちむんの里など先行事例を現場で確認すると、剥離

ンプ外側キャップにルーバーを入れた特注品を製作するこ

度をデータ化したりもした。また、橋梁点検車をレンタル

やひび割れもなく、耐久性も及第点だった。

とで、発注者のゴーサインを得ることができた。

し、橋梁点検業者に依頼してオペレーターを供出してもら
い、側面部の木化粧部も8ヵ所でサンプリング調査した。

予防的な保全や長寿命化改修というのは、国土強靭化を

結果は「惨憺たる」という表現に近いもので、部分的に補

めざすわが国にあって今後は主流化する業務だと考えられ

修・改修したとしても延命効果しか得られないだろうと結

る。のみならず、設計・施工時の入力データに不具合など

論せざるを得なかった。

メンテナンスデータなどを蓄積していけば、劣化・損傷の

そこで改修整備では、長寿命化×安全性×デザイン継承

予兆をデータでつかめるようになり、予知保全の実現につ

という方程式で最適案を導くことにした。橋梁を構成する

なげることもできる。沖縄のインフラ長寿命化においても

部材のうち、健全度が基準を満たさないものは更新対象と

信頼される企業となるべく、新技術の導入、ビッグデータ

し、耐久性、維持管理の容易さ、施工の容易さ、LCC（ラ

の利活用などにも貪欲であり続けようというのがわれわれ

イフサイクルコスト）
、景観性の視点で数値化し、候補を選

の自己啓発のかけ声である。

りすぐっていった。たとえば高欄の部材は5案のなかから、
耐久性が高くメンテナンスフリーであるGRP（ガラス繊維
強化プラスティック）を推奨案として選定した。縦格子と
してステンレス製のワイヤーを張ることにしたのは、高欄
の隙間から子どもが落下することを防ぐために形状を比較
した結果である。以前は強化合わせガラスで、これは汚れ
がつきやすく川面への眺望がさえぎられていたが、CGを
用いたイメージパースの比較検討の結果、ワイヤーであれ
ば視線の透過性が高いことから採用した。おそらく橋梁に
用いるのは県内初ではないだろうか。
人が歩く路面部分は、旧橋では両端の木製床部以外は石

夜間のライティングは照明パターンを検討した。最終的

粉風舗装を基本としていた。しかし、この舗装材は石粉の

にはイメージバルコニーのフットライトと高欄支柱を照ら
写真上下 北明治橋の近景 弊社撮影
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して雇用される者であり、取締役にあった者が取締役退任

され、労働時間の長さを自慢さえしてきたが、その一方で

後も引き続き雇用される者を役員退任者とした。また、継

過労死やうつ病などの精神疾患が徐々に問題化していった。

続雇用終了後、
引き続き雇用される者を特別再雇用者とし、

2015（平成27）年の電通社員の過労自死は、日本型の労働

人生100年時代と定年延長
わが国は老いている。
超高齢社会とは、65歳以上の割合が全人口の21％を占め

特別な事情がない限り週32時間以内の短縮勤務としてい

文化を是としてきた社会全体に猛省をうながす転換点とな

る。これらの社員の身分は嘱託となる。

った。

現状では、
「特別再雇用の期間期限は原則として68歳に

政府は1988年に一人当たりの年間労働時間を1,800時間

ている社会のことだ。1970年の高齢化社会、1994年の高齢

達した月の末日とする」としているが、これも人口の年齢

程度とする目標を定め、1992年に「労働時間の短縮の促進

社会を経て、日本は2007年に早々と超高齢社会へと突入し

構成に応じて変わる可能性がある。周知のとおり、建設業

に関する臨時措置法」
（時短促進法）を施行した。1994年

た。高齢者率は2060年には約40％に達すると予想されてい

界は高齢化する一方で若い技術者が育たず、人材不足が顕

には労働基準法が改正され、法定労働時間が原則週40時間

る。

著だ。担い手確保に四苦八苦するなかで、技術や経験が豊

に短縮された。時短促進法は2度の改正で期限が延長され、

富なベテラン社員を有効にいかす方策として、定年延長は

年間総実労働時間は減少したが、サービス残業の増加、正

しくなること、ひとつ、年金や医療・介護費の支出が増大

魅力的な選択肢となっている。
当社でも同様な傾向はあり、

社員からパート・アルバイト人員への切替えなどで実態は

して国家財政に負担をかけること、である。そこで被雇用

しかも高度経済成長期の余韻を生きた年代の社員は、概し

地下に潜ったとも考えられている。

者の定年延長の議論がかまびすしくなった。定年を伸ばせ

て仕事が生きがいである。

働き方改革からCOVID-19への対応まで

老いた国家の何が問題か？ ひとつ、労働者の確保が難

話を端折るが、2019年4月に働き方改革関連法が施行さ

ば、上のふたつの課題解決に貢献できる。のみならず、健

情状酌量すべき事情もある。晩婚化や青年期の引き伸ば

れ、労働基準法が改正された。これによって、36協定（労

康寿命が伸びて高まる高齢者の就労意欲・社会貢献意欲を

しの影響もあり、近年は60歳を過ぎても子育てから解放さ

働基準法36条に基づく労使協定）で定めた時間外労働に罰

満たすことができるし、厚生年金の支給開始年齢が引き上

れないケースも増えている。まだまだ親世代が働いて子ど

則付きの上限が定められた（月45時間、年360時間以内が

げられたことで生まれた「収入の空白期間」を防ぐ効果も

もを経済的に養う必要性に迫られているというわけだ。
「老

原則）
。また、年休が10日以上付与されている従業員を対

ある。一石何鳥にもなると皮算用された。

骨に鞭打つ」というにはまだ早いが、個人的には悠々自適

象に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務と

のセカンドライフを夢見てきただけに、働きアリを延命さ

なった。違反すると「30万円以下の罰金」が科される。

政府は2013（平成25）年に「高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律」
（高年齢者雇用安定法）を改定し、定年を

せるようなこの状況が若干うらめしく思えてしまう。

60歳から65歳に引き上げた 。改正高年齢者雇用安定法は、
注３

継続雇用制度の経過措置が終了する2025年4月からすべて

われわれもホモ・ワーカホリック（仕事中毒の人）など
とうそぶいていられなくなった･････
労働基準法に違反してしまうと雇用者には罰則が科され

の企業に適用され、
「定年制の廃止」
「定年の引き上げ」
「継

本格化する労働時間短縮の流れ
私たち人類はホモ・サピエンスという種だが、そのホモ

る。中小企業に分類されるわれわれは2020年4月までに「時

続雇用制度や再雇用制度等の導入」のいずれかを導入しな

属の系統樹にはホモ・エルガステルなる種が位置する（独

間外労働の上限規定」
、2023年4月までには「時間外労働の

ければならなくなった。さらに厚生労働省は、被雇用者の

立した種と認めない説も根強いが…）
。
生息年代は140~190

割増賃金の変更」に対応しなければならない。

希望があれば最長70歳まで定年を延長することを企業の

万年前で、背が高く足が長い。語意は「働く人」である。

このタイムリミットを前に、まず残業時間の管理を徹底

つまり働くことは、生物学的なヒトを進化・繁栄させた

することにした。
「当月残業45時間以下」および「直近6ヶ

2017年12月、当社の総務部は継続雇用、特別再雇用の考

重要なファクターだと言えよう。しかしながら働きすぎは

月平均残業時間40時間以下」という基準を設け、月単位で

え方を明らかにした。継続雇用者とは、定年退職後も継続

よくない。とりわけ日本人は長らく勤労精神に富むとみな

【残業時間集計表】というメッセージを部長以上の管理職

努力目標に設定した。2021年度から実施される。

注３ 正確には、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は定年制を廃⽌
し、65歳まで定年年齢を引き上げるか、65歳までの継続雇⽤制度を
導⼊するかのいずれかの措置を講じることを企業に義務づけた。

社史51-60年紀（2011-2020年）｜ 43

が共有し、部署の職員が該当しないをチェックできるよう

的な運用ができているとはいえないが、少なくとも上地が

これは直接的には、同年6月に職場におけるハラスメン

にした。有給休暇に関しても同様に、管理職が【行使状況】

感じていた賃金体系への不透明感は払しょくされ、実際こ

ト対策が強化されたことを受けての対応だが、人財重視型

を確認できるように定期の連絡体制を築いている。

の10年間の離職率も改善している。

経営の当社にとっては、よりよい職場環境をつくるという
命題とも相関してくる。建築・土木の世界は長らく男社会

部署によってはノー残業デーを徹底しているところもあ
る。また、コロナ危機における暫定措置ではあるが、在宅

将来、経営幹部となり得る社員の能力を開発するための

だったが、今や当社では女性社員が4分の1を占めている。

勤務時は残業禁止という措置をとり、子どもの送り迎えな

人材育成規定も定められている。自己啓発、国内研修、海

ミレニアル世代やZ世代の行動様式や対人関係、労働観は、

ど就業時間内に所用ができた場合には時間をスライドして

外研修、海外留学が対象となる。勤続5年以上、35歳以上

それ以前の世代とはまったく違うことを前提にコミュニケ

も可とし、1日8時間勤務をフレキシブルに運用してもらっ

50歳未満の者、課長以上という条件はあるが、研修にかか

ーションをとらなくてはならない。このようなジェンダー

ている。これもまた労働時間短縮に向けた総務部の試みの

る費用の会社負担が会社選抜の場合は全額、本人申請の場

や世代間のギャップから生じる問題を予防し、社員誰もが

ひとつである。

合でも半額認められるなど家計への負担も考慮された制度

働きがいを感じる企業文化をそれぞれが育てなければなら

設計である。2012年5月から施行されているわりには活用

ない時代なのである。

働く“質”を高める
当社が現行の人事考課制度を導入したのは2002（平成14）
年である。従業員の業務成績や能力、業務への意欲を評価
するためであり、そこからさらに評価結果を昇格や昇給、
異動、能力開発、ときには降格などさまざまに活用する意
図があった。いくつかの評価方法のなかから現在も続くフ
ォーマットを選んだのは、現取締役（総務部付）の上地由
次である。人事・給与制度改革委員会を動かして、情意考
課・能力考課・業績考課の調査票を考え、運用のガイドラ
インを作成し、考課者に対する説明会を開くという役目を
担った。
上地の問題意識はいかに社員を定着させるかにあった。
当時はせっかく確保した若い人材の早期退職が目立つなど
採用担当として頭を痛めていたのだが、その原因を、賞与
の不確実性が社員の家計の不安につながり、会社に対する
不信感を助長させているのではないかと分析した。そのた
め賃金制度と連動させることができる人事考課の導入に執
心したのだった。実際の昇格・昇給の判断の際に考課以外
の心理的偏向が混じるのは避けられないため、完全に合理

されているとはいいがたいので、志ある社員の皆様方にこ
こで改めて告知するとしよう。
パワハラやセクハラ対策もこの話題に加えたい。2020年
8月、社長名で次のような社内メッセージが流された。
パワーハラスメント（セクシャルハラスメント含む）は、⼈権にかかわ
るものであり、相⼿の名誉や尊厳を傷つけるばかりか、職場環境も悪
化させます。職場で働く⼀⼈ひとりが、相⼿の⽴場に⽴って、普段の⾔
動を振り返り、⼈として許される⾔動であったかを⾃問⾃答し是正する
こと、そしてパワーハラスメントを発⽣させないために、管理職を始めとす
る全従業員は、パワーハラスメントに関する知識や対応能⼒を向上さ
せてください。
当社は職場におけるハラスメント解決のための相談窓⼝を設けてい
ます。実際にハラスメントが⽣じている場合だけでなく、⽣じる可能性が
ある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合、ハラスメ
ントに当たるかどうか判断に迷う場合なども含め、広く相談に対応し、事
案に対処します。相談には公平に、相談者だけでなく⾏為者について
も、プライバシーを守って対応しますので、安⼼して相談してください。
パワーハラスメントを発⽣させない、許さない職場⾵⼟を全員が⼒を
合わせて作っていきましょう。

ボランティア活動のひとコマ
当社が行うボランティアや寄付など社会貢献活動はいく
つもあるが、ここでは「道路ボランティア」を紹介してお
こう。沖縄県には、住民と行政の協働による「美しい道路
環境づくり」を推進するため、県が管理する道路において
維持管理に貢献する団体を募集する制度がある（窓口は公
益社団法人 沖縄県緑化推進委員会）
。当社の土木部門（土
木設計部、土質調査部、測量部＝ジオテクノ国建）は2017
（平成29）年度からこれに登録しており、毎年4回、道路
植栽の伐採・除草や清掃などを実施している。場所はスタ
ートから現在まで那覇市古波蔵交差点にある斜面になった
交通島である。広い範囲を限られた人数で作業するので、
毎回おそろいのポロシャツが汗びっしょりになる。梅雨や
台風の季節は順延になったりすることも多く、幹事は社員
の出欠やレンタル機材などスケジュール調整に頭を悩ませ
ることになる。炎天下の熱中症に気をつけながら、ときに
は蜂に刺されたりはするが大きな事故はなく、街の美化に
微力ながら寄与している。
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もすこぶる評判だ。社内の会議室予約システムでいつも真
っ先に予定が埋まるほど社員にも愛されている。
企画したのは故松山喜治専務。当社ではJVなど他社との

こだわりは随所にみられる。
マルニ木工のHIROSHIMA
アームチェアは高良のセレクトだ。ル・コルビュジェやフ
ランク・ロイド・ライトが自ら椅子をデザインしたように、

協働が多いことから、終業以降もJV先や協力会社が時間を

「いい建築家は椅子にはこだわるものだ」という通念が単

気にせずミーティングや作業ができる多目的な空間がほし

価の高いこの椅子の購入を可能にした。現下においてオン

いと松山は考えていた。そこで社長である比嘉盛朋に相談

ライン会議にひっぱりだこのオーディオスピーカーは、業

する。比嘉には予定していた事務所拡張の際に本格的なラ

務上の付き合いのあったヤマハ㈱のご厚意で試作品を提供

ウンジを設ける青写真があったのだが、時期が未定だった

いただいた。松山たっての希望だったワインセラーは、石

こともあり、その提案に賛同した。愛飲家、というより酒

嶺がYAHOOオークションで試行錯誤しながら見出した良

を介してのコミュニケーションが大好きな二人であるから、

品で、あまりに出来がいいので家庭でも愛用している。壁

また、
環境設計国建は2004（平成16）
年の分社独立以来、

話は当然、スペースの夜の活用方法へと広がる。
「カウンタ

にかけられたチョークアートは城間の娘が高校の同級生2

毎年10月の創立記念日前後に、ボランティアでの清掃活動

ーが必要だね」
、
「ワインセラーも置きたいなあ」などと夢

名と描きあげた力作であり、
“Relaxation Room”という文

に取り組んでいる。きっかけには分社後の社員の結束を高

は汲めども尽きない。

字と白を基調とした背景のグラデーションが美しく内装に

める目的があったが、今では地域への感謝の気持ちを示す

その夢物語を引き継いだのは、松山の特命チームである

恒例行事として定着しており、福祉関係の事務所などで活

企画推進室（第2次）だ。室長（兼任）の石嶺一は、同じ

動する。樹木の伐採や草刈り、落ち葉の掃除が主で、高所

く兼任スタッフだった建築設計部の高良浩平、小沢拓也、

作業車などの機材はリースしている。家族を含めると毎年

土木設計部の城間啓に声をかけ、まずコンセプトを固める

50名ほどが参加しており、終わったあとは社員と施設職員

ためのブレスト会議をもった。勤務の各場面やランチタイ

とでバーベキューを囲むのが常で、これが楽しみで参加す

ム、終業後などいくつかのシチュエーションごとに利用イ

る人もいる。長く活動を続けていると、とりわけ大きな感

メージを出し合い、
共通する要素を言葉に変換していった。

謝状をもらったり前回の事務所から「今年も来てね」と電

そうすると「リラックスしながらも仕事に集中できる、遊

話を受けたりなど、充実感をおぼえることもときにある。

び心満載のワークスペース」
というコンセプトが紡がれた。

贔屓目でみるなら、ワークライフバランスにも多少なりと

言葉をスケッチや図面に差し戻していくのは、高良・小

も役立っているということだろう。

沢の建築スタッフの役目だった。それまでの商店建築の経

とけこんでいる。

あれは完成披露の前日だったか、K'sに國場幸房が訪れた。

験に自らのテイストも少しプラスして、内装材、家具や什

ひとしきり室内を回り、所在なげにカウンターに座る名誉

K's誕生の話
国和プラザの9階にK’sという当社のフリースペースがあ
る。手前味噌で恐縮だが、これがなかなかいい。ウッディ

器備品にこだわりの逸品をリストアップし、CGに落とし

会長だったが、うれしそうな様子は高良にも伝わった。

込んでみる。すると、思いどおりのスタイリッシュモダン

「やっとだね」

な空間が立ち現れた。それらを携えて松山と比嘉にプレゼ

聞くと、幸房は東京で活動していた若い頃、有名設計事

な風合いが親しみやすさを演出しており、リラックスして

ンし、予算の関係から若干の修正を加えながらも実現した

務所などに出向くたびに内部にしつらえられた談論風発な

会議（そしてその後の交流会）ができると外部の利用者に

のが、今あるK'sというわけだ。

サロン空間に啓発されたという。ようやく国建もそういう

写真 道路ボランティアの様⼦ 弊社撮影

写真 Kʼsでの会議⾵景 弊社撮影
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ラウンジを持つことができた――幸房はそう悦に浸ってい

うち本社への異動を希望したのは、営業部の大城修、建築

になるはずだったが、現実はコロナ一色の暗くよどんだ一

たのだった。

設計部の時田雄造、島袋仁奈、土木設計部の坂元美津雄だ

年だった。全世界が感染症の危機に晒され、大規模かつ長

2015（平成27）年12月1日が幕開けの日付だ。K'sという

った。幸いこれまでUR都市機構の仕事に一緒に取り組ん

期に及ぶロックダウンや緊急事態宣言、入国制限、学校閉

名称は社内公募で選ばれた。関口絢美と下地和枝の同一作

できた設計事務所や施工会社が引受け手として名乗りをあ

鎖で、外食、観光、イベント興行、交通等を中心に経済活

品で、シンプルでおぼえやすく、国建らしさも伝わること

げてくれた。渡部も同様に付き合いのあった協力先に迎え

動が大幅に縮小した。社会的・経済的な孤立や閉塞感から

が評価された。人気の秘訣はその耳あたりのよさにもある

られた。東京都千代田区東神田の事務所は、3月末が工期

女性や子どもの自殺が増加し、国民的お笑いタレントの志

のだろうと思う。

の業務を完了させるまで松原栄助らが出社したのち、名残

村けんさんら有名人の感染死も社会に影を落とした。

惜しくも赤と白の看板を下ろしたのだった。

コロナウイルスは咳やくしゃみ、大声での会話などの飛

東京事務所の閉鎖
当社の東京事務所が45年間の歴史に幕を引き、2014（平

われわれ本社の人間は、東京出張の際に時間があるとき

沫を介して、またはドアノブやつり革、自販機のボタンな

など東京事務所に足を運んだものだが、そういう機会がな

どの接触を介してヒト－ヒト感染する。潜伏期間は1~14

成26）年3月に閉鎖した。東京事務所は設立以来、日本住

くなって改めて淋しさを感じる。かつての同僚たちはとき

日間とされる。ウイルスに感染していても病気の症状が現

宅公団～住宅・都市整備公団～都市基盤整備公団から数々

どき沖縄を訪れて旧交を温めているようだが、だんだんと

れない者＝無症状病原体保有者が多く、知らないうちに他

の委託業務をいただいており、それは文字どおりの屋台骨

それも減っていくことを想像するともの悲しい。だけど前

人に感染させているおそれがある点が厄介だ。基本的な感

であった。2004年7月に都市基盤整備公団と地域振興整備

を向こう。当社に東京事務所があって中央省庁やその外郭

染対策はマスクと手指のアルコール消毒である。日本人は

公団の地方都市開発整備部門がひとつになり、独立行政法

団体、大手の建設関連企業との仲介役を果たし、本土に沖

こまめな消毒やマスク着用を自らに課したため、人口規模

人 都市再生機構（以下ではUR都市機構）として新生した

縄の技術者魂の足跡を刻んできたことは、われわれの誇り

などに比して被害は少ないほうだったが、それでも感染者

のだが、受注競争で苦戦するようになったことに加え、折

としていつまでも記憶し続けていたい。

（検査陽性者）約454千人、死亡者約8.8千人という大きな

からの建設不況が追い打ちをかける形で閉所を余儀なくさ
れた。

犠牲を払わざるを得なかった（2021年3月20日時点）
。世界

新型コロナウイルス感染症というカタストロフィ
それは青天の霹靂とも呼べる予期せぬ出来事だった。
2019（令和元）年11月22日、中華人民共和国湖北省武漢

全体では感染者約116百万人、死亡者約2.58百万人となり
（2021年3月7日時点）
、戦争犠牲者の数と比較されるなど
した。

市において、原因不明の肺炎患者が初めて報告された。そ

ステイホーム、ソーシャル・ディスタンスなどの新しい

の後、のちに新型コロナウイルス、正式にはSARS-CoV-2

外来語が生活に根づいていったのは、人との接触を避ける

（SARSコロナウイルス2）と命名される致死性のウイルス

ことがこの感染症の拡大を抑える効果があるためだ。密

が検出された。この感染によって引き起こされる急性呼吸

閉・密集・密接の三つの密が重なる場面ではとくに感染リ

器疾患をCOVID-19という。

スクが高まるとして、
「３密を避ける」も人々の行動のスロ

年が明けた3月11日、ときのWHO（世界保健機関）テド

ーガンとなった。換気を頻繁に行う、4人以上での会食を

ロス・アダノム事務局長はパンデミック相当との認識を示

避ける、アクリル板で仕切るなどはこれらを反映した行動

事務所をたたむことが決まってからは、所長の渡部精は

し、実際にCOVID-19は世界中で猛威を振るった。2020年

様式である。高齢者や基礎疾患のある人は重症化するリス

社員の再就職先の確保に奔走した。当時の所員は約19名。

は当初は東京オリンピック・パラリンピックの輝かしい年

クが高いことから、自宅でもマスクをつけたり盆・正月の

写真 東京事務所のオフィス空間 弊社撮影
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帰省が避けられたりした。こうした行動の制限、自粛ムー
ドの蔓延に加え、感染への不安、情報過多による疲労がコ
ロナ禍での閉塞感の正体である。

会の自粛などの規制が追加されていった。

からの飛沫の侵入防止としたこともそのひとつだ。感染拡

4月になり新型コロナウイルスの感染者が県内で急増し

大期にオンライン会議の需要が増大してインターネット回

た。4月20日には感染者が121人となり、玉城デニー県知事

線速度が遅くなったことから、状況に合わせた会議サービ

は沖縄県独自の緊急事態宣言を発表した。この報を受けた

スの選択を社員に呼びかけた。タスク管理アプリや電子印

比嘉社長の号令により、われわれも直ちに本格的な在宅勤

鑑システムを試行してみる部署もみられた。このように各

務（テレワーク）へと突入した。具体的な実施方法は各部

部で自発的な業務改善が進んだことは、コロナ禍での数少

署で最適解を見出すこととなったため、ある部署ではロー

ない肯定的な側面だったといえよう。

テーション制とし、またある部署では在宅での執務条件が
整っている人から優先的にテレワークした。

COVID-19の世界的大流行の業務への影響は当初はそれ
ほど実感できなかったが、徐々にほころびが目立つように

しかし、CAD等の製図ソフトやライセンス契約ソフトは

なった。建設業界ではコロナ危機の長期化に影響を受けた

自宅のパソコンにはインストールされておらず、リモート

倒産が増えた。主として内装工事や電気工事を手がける中

操作を行おうにも通信環境が不安定だったり自宅パソコン

小・零細規模の建設会社であり、飲食店やホテル、アパレ

COVID-19のパンデミックを収束させるワクチン開発が

が低スペックだったりという問題が生じた。また、経験の

ル小売店の定期的な新設・改修需要がなくなったことに連

急がれた。通常は人体の安全性を担保するため数十年以上

浅い若手社員は、上司からの指示やチェックがないと業務

動して経営が悪化した。当社が監理する建設現場でも、海

の期間が必要だが、各国とも1年未満での開発をめざした。

が進められないという場面がどうしてもある。ベテラン社

外からの物流を中心としてサプライチェーンが影響を受け、

2020年12月2日、英国の医薬品・医療製品規制庁が、mRNA

員にしても、図面をプリントアウトして紙に直接マーカー

建設資材が届かずに工期が遅れるケースが出てきた。施工

と呼ばれる天然化学物質の人工複製物を使用して免疫反応

で朱を入れるという作業に慣れているため、ノートパソコ

監理者は、待機を余儀なくされる下請け・孫請けの企業を

を起こさせるコロナワクチンを史上初めて承認した。各国

ンの小さな画面で製図の全工程を完結させることにストレ

含めたスケジュール管理に頭を悩ますことが増えた。
また、

でワクチン接種が始められ、ようやくこの騒動は収束への

スを感じてしまう。建築や土木など部署をまたいだプロジ

県外からの建設技術者の移動が制限されたこともマネジメ

一歩を踏み出した。

ェクトの場合はこみいった課題も多く、オンラインでのコ

ントを難しくした。コロナが完全に終息するまでは、この

ミュニケーションには限界を感じずにはいられなかった。

ような事態を想定した工程管理を続けなければならない。

けれど立ち止まっている暇はない。総務部はとまどいの

コロナ禍でアップデートされた当社の働き方
国建の新型コロナ対策の最初は、厚生労働省が通達した
感染症対策の徹底からであり、2020（令和2）年2月17日に

声を拾い集めながら、
少しずつ運用改善につなげていった。
たとえば、同時期に全県で休校措置がとられたため、小さ

言の解除に伴う人の往来の増加、GoToトラベルやGoToイ

手洗い、マスク着用、咳エチケットが呼びかけられた。2

い子どもがいる家庭では作業に集中できないという報告が

ートなど景気回復策の乱れ打ちで、イタチごっこのように

月25日には不要不急の出張の自粛、大人数の社内会議の自

あった。これには休校に伴う特別有給休暇を付与しただけ

増えたり減ったりを繰り返している。在宅勤務も緊急事態

粛、37.5℃以上の発熱があれば自宅待機などの非常時の行

でなく、子育てやリフレッシュの時間を仕事の合間にとっ

宣言に合わせて都度発動されたが、当初のようにまごつく

動様式が追加された。このときにはすでに市場にはマスク

てもらうフレキシブルな勤務を認めた。感染リスクを減ら

ただ、
他の業種や職種と比べて、
ことなく実施できている。

が品薄となり、会社としてのマスク確保にも水面下で取り

すため、時差出勤を取り入れたりマイカー通勤に補助した

出社する者の比率は高いように思える。それはwithコロナ

組んでいた。その後も状況は悪化し、出張の回避、歓送迎

りもした。アクリル・パーテーションを設置して、隣の席

の予防行動の型を身につけたからなのか、単に各自の会社

写真 外出⾃粛の呼びかけ
出典︓photoAC

沖縄におけるコロナ感染者数は、自粛疲れや緊急事態宣
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愛が強いからなのかわからないが、
弊社からクラスター
（感

いた社員も、目標と結果が可視化されたことによりISOを

染者集団）を発生させることなく現在（2021年5月末時点）

ようやく自分ゴトにできるようになった。

に至っている。

がしかし、一度加速した変化への流れはそれだけでは止
まらない。管理責任者の根間永仁、事務局長の翁長徹一郎
らの次期体制下では、両ISOを部門別経営計画と一体化さ

国建版ISO宣言、高らかに
当社では従来、ISO9001（品質）
、ISO14001（環境）の

せることが提言された。それまでは各部署で経営計画書を

システムに則って業務を進めてきた。前者の認証登録が

会社の会計年度初めに提出していたのだが、様式が各部で

2001（平成13）年、後者の認証登録が2006年であった。

バラバラだったため横並びの比較にも手間どり、なにより

目的は、前者が業務工程を管理し、設計品質を高め、顧客

ISOの品質目標・環境目標との関連性があったりなかった

満足度を向上させるためであり、後者が知らぬ間に環境に

りした。ISOと部門別経営計画の一体化はいうなれば、ISO

悪影響を与えることを避けるためである。

を手段として方針～経営戦略～各部署の経営目標という会

ところが、運用を続けていくとしっくりこないと感じる

社の指揮系統を統一することである。これによりトップマ

ことが増えてきた。たとえばISO文書の様式だと、もとも

ネジメントがしやすくなった。と同時に、ボトムアップの

とが製造業の生産管理目的の書類を書き換えて代用してき

意見が会社の上層部にも伝わりやすくなった。例をあげる

たため、設計やコンサルタント業務の要求事項と合わず、

なら、
「SDGsへの貢献」というのは現場レベルで出てきた

妙に冗長になったりしていた。また、品質と環境で別々の

意見を社長が採用し、年頭挨拶や新聞紙上の新春インタビ

目標を設定するよりも、
二つを統合したほうが効率的だし、

ューで発信することで全社に周知させ、各部署長が経営計

行動指針としての有効性にも勝ることが腑に落ちるように

画書において各部なりの対応策を位置づけるという構造に

なってきた。

なっている。

当時のISO事務局の管理責任者の平良啓、事務局長の赤

また、現体制では内部監査のあり方も改善した。内部監

嶺謙二から上記のような報告を受けた社長の比嘉は、総合

査員に各部の役職者をあて、ささいな疑問でもきちんと指

建設コンサルタントに合ったISOへの再構築を現場に指示

摘し、
改善点を見える化することに重きをおくようにした。

し、それを矜持をもって「国建版ISO」と呼んだ。

その結果、指摘事項は格段に増えてしまったが、外部審査

国建版ISO化のシナリオは平良・赤嶺体制でつくられた。

時の不適合ケースはめっきりと減った。審査員から「自分

ちょうどマニュアルを見直す時期であったため、
「わかりや

たちでISOを自立運用できている稀なケース」とお褒めい

すく使いやすい」をモットーに各書類のフォーマットの改

ただいたことが、事務局長・翁長のひそかな自慢である。

訂作業もあわせて進めた（外部コンサルとの協働だった）
。
それが外部審査を通過し、認証登録を更新することができ

情報セキュリティの底上げ――ISMS認証取得
ISMSとは情報セキュリティを管理するシステムのこと
で、
「Information Security Management System」の略称

た。現場からは使い勝手がよくなったと評判であり、かつ
て「体裁を整えるだけの書類づくり」とISOを煙たがって
写真 2017年1⽉1⽇沖縄タイムス紙上での社⻑インタビュー記事
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である。組織が自社で保護すべき情報資産を洗い出し、各

していただいたとはいえ地味で手探りだった。リスクアセ

情報資産に対して機密性、完全性、可用性をバランスよく

スメントの項目出しや無償ソフトの是非の判断などはシス

維持し改善する仕組みを構築することを目的とする。
「機密

テム管理者とも内容の調整を重ねた。その一人である東江

性、完全性、可用性」の部分をかみ砕くと、必要のない人

は、2015（平成27）年に社内でパソコンウィルス感染が発

間にはデータアクセスを許可せず、
データがいつも正しく、

見されたことがあって以来、情報セキュリティの強化に腐

いつでも利用できる状態を維持することだといえる。

心している。サイバー攻撃やランサムウェアによる被害な

当社では業務をとおして個人情報を扱うことがある。と

どのニュースには人一倍敏感だし、不審メールであっても

くに調査・計画部門の仕事がそうで、会議出席者に対して

チェックと報告を忘れないようにしている。東江の並外れ

住所や電話番号、謝金支払いのための口座番号を尋ねる必

た危機管理意識とITリテラシーは、この作業を進めるにお

要がある。以前は市民アンケートの対象者への郵送に必要

いて欠かすことのできないものだった。

な情報を市町村から預かることもあった。こういうときは

まちづくり計画部のISMSへの挑戦は、内部監査、マネ

情報セキュリティに万全を期し、決して社外に洩らすこと

ジメントレビュー、外部審査を経て、2020年2月6日に新規

があってはならない。その決意を新たにし、システマティ

認証登録が認められた。しかし、舟越がそれをより実感し

ックに機密情報保護を進めるために登用したのがISMSだ

たのは、その後に訪れたコロナ危機においてだった。緊急

った。また、認証取得が公募の参加条件や入札条件として

事態宣言発動で在宅勤務を余儀なくされたとき、きちんと

今後一般化するだろうという経営的な先読みがあったこと

情報管理できているかを確認するチェックシートをつくろ

も、包み隠さず申し上げておきたい。

うという議論がスタッフから自然とまきおこった。ISMS

したがってISMSへの取組は全社いっせいにではなく、
まず調査・計画部門のまちづくり計画部からスタートした。

によって情報を守秘する行動様式が根づいているとわかり、
努力の甲斐を感じた瞬間だった。

石嶺を代表者とし、舟越義人が管理責任者となり、前田栄

2020年9月に懸案だった調査・計画部門の2部署の統合が

明、山城一斗、國吉眞悟でISMS認証取得チームを構成し

決定した。そして2021年7月の統合までに、もう一方の地

た。それにISO事務局長の翁長と、総務部で情報システム

域計画部もISMS認証を取得するよう社命が発令された。

を担当する東江龍生の二人がシステム管理者として参加し

地域計画部ではまちづくり計画部が作成した書類を上書き

ている。

する形で短期間のうちに準備を整え、従業員の教育訓練を

ISMS認証登録に向けては、まず必要な書類作成からと

実施し、同様の手順によりほぼ1年遅れでISMS認証を取得

りかからなくてはならない。通常業務と並行しながら、ま

することができた。新部署はまち・しまデザイン部という

ちづくり計画部では2019（令和元）年5月からこれに取り

名称になるが、この部署が先導して当社の情報セキュリテ

組んだ。基本／実施マニュアルはじめ、ひとつひとつの書

ィ対策をさらなる高みへと引き上げていくことになる。

類の内容を確かめ、自分たちの業務に即した様式に改めた

さてさて、お手並みを拝見しようではないか。

り記載内容を作文したりする作業は、外部の専門家に協力
写真 ISMS登録証（部署統合前）
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不安な時代の岐路に立つ
首里城、焼尽す――悪夢の10.31
2019（令和元）年10月31日、首里城が焼け落ちた･････
この日未明に首里城正殿から出火し、北殿、南殿へと燃
え広がり、約11時間も燃え続けた結果、正殿、北殿、南殿・
さ す の ま

く が に う ど ぅ ん

ゆいんち

にーけーうどぅん

避難警報の声や消防車のけたたましいサイレンに目を覚

輻射熱により離れたところの木材も温度が上がり自然発火

ました那覇市民、友人からのSNSで火災を知った沖縄県民

するなども想定外の現象も起こった。なお、南殿や寄満の

は多かったであろう。首里城が炎上している写真や動画が

特別収蔵庫の内部には火は及ばなかったが、収蔵資料の一

いくつも投稿された。とりあえず近くまで駆けつけてはみ

部は火災の熱や消火の際の水による劣化がみられるという。

たものの、オレンジの火の手があがる首里城をみつめただ

スプリンクラーが設置されていなかったことにも疑問の

ただ涙する市民の映像なども流された。私の周りでも、怖

声が集まった。正殿は、那覇市建築審査会の同意を得て建

くて眠れなくなったという声をたくさん聞いた。

築物の耐火性能や防火区画といった建築基準法の規定適用

県民の悲しみの声が続々と寄せられた。悲しくて言葉が

が除外されている。加えて、国宝や国指定文化財を管轄す

6施設が全焼、奉神門、女官居室の2施設が一部焼失した。
建物だけでなく、調度品、展示していた美術工芸品や複製

ない／夢かと思った／泣きながら登校する子どももいた／

る文化庁は、伝統的な木造建築にスプリンクラーを設置す

独立国だった象徴が燃えて残念でならない／ふだん行かな

ることを火災の直前まで推奨してはおらず、文化財保護法

品なども灰となった。

いのに、なくなると胸に穴が開いたようだ 等々。沖縄出

にも設置基準は記載されていない。その理由のひとつは、

午前2時34分に人感センサーが発報し、確認に向かった

身の有名人・芸能人らも県民と悲痛な気持ちを分かち合う

文化財としての美観を損なうためである。配水管を張り巡

警備員が正殿内で黒煙を目視したため、警備会社が119番

かのように次々とツイートした。悲しみと喪失感は静かな

らすために見栄えがよくないし、設置の際に文化財を傷つ

通報した。那覇市消防局は、
「沖縄県消防相互応援協定」に

炎のように沖縄中に広がっていった。

けるおそれがあるというものだ。もうひとつは、誤作動に

番所、書院・鎖之間、黄金御殿・寄満・奥書院、二階御殿の
ほうしんもん

よる損害を危惧するためである。誤って消火の放水をはじ

基づき県内8消防本部にも応援を要請し、消防車両53台、
消防士・消防団員171人が出動した。にもかかわらず鎮火
は遅れた。理由として次の四点があげられる。
①城郭内部に多数の⾨や階段等があり、かつ扉の施錠状況について
の情報が不⾜していため、消防⾞等が国営有料区域の中央部へ進
⼊しにくい状況だったこと。

火災の原因究明
なぜ首里城は全焼するまで燃え広がったのか？――あま
りの衝撃の大きさに、多くの県民がこの疑念を抱くことと

めれば木材や展示物が水損してしまうのは避けられない。

なった。

が整備されている施設は762棟と、重要文化財全体の約17

出火原因について沖縄県警は、出火元とみられる正殿北

②正殿内に⽴ち込める煙のため、警備員らが屋内消⽕栓の設置場所
まで辿り着くことができず、消防隊が到着したときはすでに⽕災が拡
⼤しており、内部侵⼊し初期消⽕できる状態でなかったこと。

東部から焼けただれた配線などを採取し、電気系統のトラ

③ホースの延⻑など放⽔準備に時間を要した、屋外消化栓を使ったも
のの⽔圧の低下が早かった、放⽔銃の蓋が開かなかった（そもそも
放⽔銃は外部から正殿への延焼を防⽌する設備）、御庭が狭く輻
射熱やイベント⽤舞台装置が消防活動の障害となったなど、正殿付
近における消防の設備や環境が限定的だったこと。

し、当直の警備員からも聞き取りしたが、放火の可能性は

④炎が渦巻き状に⽴ち上がる⽕災旋⾵が発⽣し、猛烈な輻射熱の影
響で何度も⼀時避難を強いられ、またホースが焼損する事態も発⽣
するなど⽕の勢いが尋常でなかったこと。

であった。また、当時北寄りの風が吹いていたため南側に

2019年4月にノートルダム大聖堂で大火災が起きたあとに
文化庁が緊急調査した結果、屋内に消火器以外の消火設備
㌫しかなかった。

ブルの可能性があるとして鑑定したものの、出火原因は杳
としてわからなかった。68台もの防犯カメラの映像を点検
なかったと判断するにとどまった。
火の勢いが強かったのは、構造材だけでなく、外壁、軒
裏、内部の床、内壁、天井などに木材が使われていたため
大きく延焼しているが、棟々の間隔が狭く屋根が連続し、
かつ防火対策ができない開口部が多かったことも災いした。
写真 ⽕災後の⾸⾥城
出典︓photoAC
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ただし、一般的に理解されている、いわゆる“首里城”

日々は永遠に続くようにも感じられたが、やんばるの木々

は文化財ではない。戦前に首里城正殿、歓会門、瑞泉門、

復旧・復興に向けた準備
首里城焼失の報以降、県内外のみならず国外からも寄付

白銀門、守礼門が国宝として指定されたが、現在、文化財

が相次いだ。2020（令和2）年3月末時点で、沖縄県、那覇

欲が日を追うごとに呼びさまされてきた。幸い、前回の復

として指定されているのは首里城正殿基壇の遺構（国指定

市、マスコミ各社などが募集した支援金の総額が約37.4億

元時に設計部隊の主力として粉骨砕身した平良啓が常務と

史跡）
、書院・鎖之間（国指定名勝）などの場所が対象であ

円に達した。寄付の方法も多様で、募金箱や口座振込のよ

して在籍していた。

り、城郭内の復元建築物は文化財に該当しない。世界文化

うな旧来の方法に加えて、クラウドファンディング、ふる

遺産に登録されているのもこの遺構であり、それがため大

さと納税なども活用された。寄付には、
「寄付金は首里城の

火災は首里城の世界遺産としての評価にほとんど影響しな

復元に充ててほしい」とか「県民主体で再建を！」という

かった。

声も添えられていた。

が毎年春になると薄緑色に芽吹くように、再建に向けた意

平良と正殿復元後に育った後継者たちの奮闘の模様は、
次の十年紀に記すこととしよう。

夜間の火災を想定した防火訓練が不足していたという指

焼失したのは国営公園区域であり、政府は「国営公園事

國場兄弟の永逝
生ある者は必ず死あり――前漢の儒学者・揚雄が作『法

摘もある。警備員間の役割分担、警備員と監視員との連携

業として責任を持って取り組む」としたため、県内で集め

言』の一節である。誰もがいつかは死を迎えることは頭で

も不十分であり、
実質的な初期消火活動には至らなかった。

た寄付金は正殿など首里城本体の再建資金として使えない

は理解してはいるが、日常で死にふれることが少なくなっ

ともあれ、文化財保護と防災の両立が再建の際の大きな

という悩ましい問題が当初はあった。だが国と県との協議

た現代社会では、死はいつも突然やってくる招かれざる客

の結果、正殿の木材や赤瓦の調達、大龍柱など屋外彫刻の

のような気がしてしまう。

命題となった。

復元、扁額など室内装飾の復元などに首里城復興基金を充

2016（平成28）年12月24日14時24分、わが社の名誉会

てることが知事決裁され、浄財を首里城再建に直接的にい

長である國場幸房が逝去した。享年77歳。容体が悪化して

かすよう帰結した。

いたことから薄々は予見されてはいたが、いざその報にふ

「首里城復元に向けた基本的な方針」を2019年12月11

図 ⾸⾥城公園内の焼失した施設 弊社作図

れると、社員は誰しも無力感に包まれ打ちひしがれた。

日に政府が、
「首里城復興の基本的な考え方」を同26日に

幸房が設計したホテルムーンビーチが、2017年に「日本

沖縄県が公表した。首里城正殿の復元の時代設定について

におけるモダン・ムーブメントの建築」に選定された。主

は、1712年に再建され1925年に国宝指定されたもの、すな

催者であるDOCOMOMO（ドコモモ）はイギリスに本部

わち焼失した首里城を原則とし、前回復元後に確認された

があり、International Working Party for Documentation

資料や材料調達の状況の変化等を反映すること、今般の火
災を踏まえた防火対策の強化等を行うことが位置づけられ

and Conservation of buildings, sites and neighborhoods
of the Modern Movementという長い正式名称を持つ。

た。また、2026年までの復元がめざされることになった。

1988年に設立された近代建築の記録と保存を目的とする

社史『国建の半世紀――創業50周年記念誌』でみたよう

国際学術組織である。選定を記念し、2018年2月10~25日

に、われわれは昭和から平成にかけての首里城の復元事業

の期間、
「國場幸房＋国建展」がホテルムーンビーチにて開

に私を滅して謹厳実直に携わってきた。2019年10月31日、

催された。それに先立つ2017年5月27日に、公益社団法人

この復元事業に関わった社員、その後の首里城関連業務に

日本建築家協会沖縄支部の主催により、那覇市の沖縄タイ

関わった社員みなが驚き、哀しみ、傷心していた。失意の

ムスビルで「國場幸房をしのぶ会」が開催されている。
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死後、このようなセレモニーの機会や座談会などで幸房

階で品質の作り込みを綿密に行うという意味であり、これ

の仕事や人となりが語られてきた。それらの意見を概観す

功労者の相次ぐ他界
前後して、大濱博貞 ――元社長・元会長、2013（平成

るに、
幸房は社外でもたいへん魅力的な人物だったようだ。

25）年1月6日死去。平良隆 ――元専務（土木）
、2013年1

建築設計ではとくにそうだが、近年は施主から事業の構想

一般社団法人 日本建築学会のウェブマガジンとして
『建築

月7日死去。高木紀夫 ――元常務（土木）
、2016年2月13

段階で相談を受けることが増えている。
「施設の建設にどれ

討論』があるが、その特集に「沖縄戦後建築史ノート」が

日死去。神山芳和 ――初代専務・元会長、2019年12月13

くらいの予算が必要で･･･」
「そのための資金繰りにはこう
、

組まれたことがある。このなかに親泊仲眞氏の印象的な幸

日死去と、望まざる訃報は相次いだ。

した手段があって…」というような施主が知らない建設知

によってスケジュールの前倒しとコスト低減が可能になる。

2020年6月27日、現役の専務だった松山喜治もまた69歳

識を解き明かし、施主の頭のなかにあるイメージをパース

いつも⾔っていたのは「ガジュマル建築」ということで、ガジュマルっていう
照葉樹の強い葉っぱの⽊陰に⼊ると、強い光はカットされて、⾵が吹
いてきて・・・僕はいつでもそれを意識していると。＜中略＞ その⽊陰
に誰でもが集っていて、⾵が吹いて、海が⾒える。これはやっぱりすご
いですね、⼀貫していましたね。それ以外は枝葉であるというように彼
は考えていた。＜中略＞ 幸房さんは⼈柄の魅⼒があった。それはも
う別格でしたね。⼈を惹き付ける。⾔葉は何⾔っているのか分からな
いのにね（笑）。＜中略＞ あの⼈がガジュマルだったのかもしれな
いね。

と若くして不帰の客となってしまった。厳しいところもあ

図や3次元のコンピュータ・グラフィックスなどで形にす

ったが、ふだんは飄々とした立ち居振る舞いで、人間関係

る。このようなコンサルティングによって事業診断を前も

を円滑にするユーモアを持った人だった。敬愛した司馬遷

って行い、最適解を見出すことが以前にも増して求められ

の言葉「士は己を知る者のために死す」――その意である

ている。

国建社員だった奥様とはおしどり夫婦として知られ、引

真摯に向き合うためにも、スクラップ＆ビルドからストッ

仏陀は沙羅双樹の下で入滅したというが、幸房はガジュ

退後は気兼ねなく夫婦旅行を楽しむ予定だったと聞く。亡

ク活用へと、事後保全から予防保全へと発想を転換し、長

くなる前に念願の中国は敦煌への旅行ができたことはせめ

寿命化や省エネ、リノベーションなどの市場開拓を進める

幸房の功績は言葉では書き尽くせない。
「先祖に討ち死に

てもの救いだったといえよう。世界文化遺産の莫高窟はじ

べきだ――比嘉はそう考える。

させて高枕」とならないように、われわれは技術を、思想

め旅の風景を切り取ったたくさんの写真を映写し、仏教建

そして、その手段として期待を寄せているのがBIMや

を磨き続けなければいけない。

築の魅力だけでなく、休むことの大切さや旅から得られる

CIMという、設計や構造計算だけではなく、建材の選定、

気づきについても若い社員にレクチャーしてくださった。

施工計画、コストなども含めて総合的に管理するコンピュ

いつもの旅行明けのように･････

ータシステムである。BIM/CIMは線で図面を書くだけで

房評がある。引いてみよう。

マルの樹に抱かれながら永眠しているのだと思う。

2019年4月11日、今度は國場幸一郎の逝去の報が届いた。
享年86歳。国建の創業者にして初代社長であり、㈱國場組
の顔として沖縄の建設業界や経済界を牽引してきた。2003

「自分のことを認めてくれる人には、命を捨てることもい

よりよいアドバイスのためには、初期投資だけでなく、

とわずに尽くす」という義侠心を、会社に対しても顧客に

運用～維持管理～解体処分まで含めたライフサイクルコス

対しても持ち続けた。

トの知見を磨かなければならない。地球温暖化やSDGsに

鬼籍に入られた皆様のご冥福を社員一同心よりお祈りい
たします。

年に黄綬褒章、2010年に沖縄県功労者表彰（産業経済部門）

なく、建蔽率や容積率の計算、日影計算や天空率計算、環
境計算、コスト計算等の情報を部材や空間構成要素のそれ
ぞれにインプットすることができる。コンピュータ上に仮
想モデルをつくり、特定部分の関係を画面上で詳細に再現

しく、戦後復興から高度経済成長期の象徴を失ったわれわ

マネジメントの強化で未来を拓く
いささか重苦しい話題が続いたので気分を一新し、十年
紀の締めくくりは現代表取締役社長である比嘉盛朋が考え

れ関係者は、ひとつの時代が終わったことを痛感させられ

る未来への展望を記そう。

者、所有者がこの仮想モデルを共有することで情報の欠落

を受けた。晩年はがんに苦しめられ、闘病生活も長引いて
いた。その最後はまさに「巨星墜つ」という表現がふさわ

たのだった。

キーワードは「フロントローディング」である。初期段

したり多面的な情報を閲覧・比較したりもできる。建築物
や土木構造物の設計者、測量技術者、構造設計者、施工業
が防がれ、設計や施工の各工程におけるミスや手戻りを大
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幅に減らせる。
実は比嘉のBIM/CIMへの言及はもう何年も前からであ
り、なかなか時代が追いつかないことにいらだちをおぼえ
るほどである。進まない理由は多々あり、どれもそれなり
に納得できることであるが、世界を見渡せばシンガポール
やエストニアなど小国でもBIM導入に先んじている。日本
で独自に発展した建築3次元CADにいつまでも固執すると、
ガラパゴス化と再び揶揄されるだろう。多様化・複合化す
る施主の意向を可視化し、フロントローディングで業務を
進めるためには、BIM/CIMを用いてPM（プロジェクトマ
ネジメント）
、CM（コンストラクションマネジメント）を
効率化することが近道だと考えている。建築設計部の高江
洲尚をリーダーとしたBIM特化チームを先陣に、わが社は
波涛を越えていく。
※ ※ ※
国建は総合建設コンサルタントのその総合力を鍛え、ワ
ンストップでさまざまなニーズに対応していきたいと考え
ます。われわれ技術者よりも建築物・構造物は長く残るた
め、その責任を個人として・会社として受け継いでいく組
織であり続けます。沖縄にフィードバックできる経験や知
識は拒みませんが、あくまで沖縄にこだわり、沖縄に軸足
をおく地元企業です。豊かな創造と確かな技術で引き続き
地域社会に貢献していきますので、これからもどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

〔2021年6月30日脱稿〕

当社の出来事

2011年

平成23年

2012年

平成24年

世間の出来事
主な業務実績

創業50周年を記念して、那覇市緑化センター隣にガジュマルを植樹

企画推進室が発⾜。室⻑は宮城榮治取締役地域計画部⻑が兼任
地域計画部が北部事務所を開設し、照屋忠彦が所⻑に就任
沖縄タイムス社新社屋が照明普及賞を受賞
サイボウズOffice9(グループウエアソフト)を導⼊(5.16)
H23北部国道管内測量設計(その2)業務が沖縄総合事務局⻑から表彰される(7.24)
当社会⻑(当時)新城安雄が⻩綬褒章を受章(11.3)

アラブ世界で⺠主化運動の波(アラブの春)が巻き起こる
⼀時１ドル＝75円32銭となるほどの歴史的円⾼
東京電⼒福島第１原発事故の影響で、各地で電⼒供給不⾜が深刻化
宮城県沖で国内最⼤M9.0の巨⼤地震 東⽇本⼤震災が発⽣(3.11)
パキスタンで⽶国が軍事作戦を決⾏し、ウサマ・ビンラディン容疑者を殺害(5.2)
FIFA⼥⼦Ｗ杯でなしこジャパンが世界⼀(7.17)
北朝鮮の⾦正⽇総書記が死亡(12.17)

東京スカイツリーが電波塔・観光施設として開業
ロンドン五輪で⽇本勢史上最多38個のメダル獲得
オスプレイが沖縄に配備
iPS細胞を開発した⼭中伸弥京都⼤教授にノーベル医学⽣理学賞授与
中国トップの総書記に習近平⽒が選出(11.15)
韓国⼤統領に朴槿恵⽒が当選(12.19)
安倍晋三⾃⺠党総裁が第96代⾸相に選出(12.29)

建築部門

建築部門

ブセナテラスウェルネスクラブ設計・監理業務/テラスホテルズ㈱
OIST講堂設計・監理業務(JV)
OIST宿舎設計・監理業務Ⅰ期(JV)
トヨタカローラ浦添本店設計・監理業務

土木部門

海岸護岸等⽼朽化点検及び⽼朽化対策計画作成業務委託/沖縄県
海岸保全基本計画基礎調査業務/沖縄県
沖縄県津波被害想定調査業務委託JV-B/沖縄県
H23北部国道管内測量設計(その２)業務/沖縄総合事務局
⻄平橋調査設計委託業務/国頭村
中城湾港(泡瀬地区)アクセス道路橋梁予備設計業務委託/沖縄県
H23浦添⼤公園園路広場設計業務委託/沖縄県
H23園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所
H23道路緑化基本計画策定業務委託/沖縄県
H23円覚寺跡三⾨基礎地盤耐⼒調査業務/沖縄県
沖縄県⽔産海洋研究センター取⽔管設置設計委託業務/沖縄県
新本社ビル建設予定地⼟質調査/沖縄セルラー電話㈱

調査・計画部門

奥武⼭公園全体整備基本構想策定業務/沖縄県
空⼿道会館(仮称)整備基本計画等策定事業JV-A/沖縄県
⼤宜味村結の浜公園・スポーツ拠点整備計画策定業務/⼤宜味村
第3次与那原町国⼟利⽤計画策定委託業務/与那原町
読⾕村墓地整備基本計画改定業務委託/読⾕村
⼋重瀬町景観計画(案)策定業務/⼋重瀬町

※建築部門は竣工年度で分類（以下同）

新⽯垣航空基地設計・監理業務(JV)/沖縄総合事務局
⺟⼦未来センター設計・監理業務/⼀般社団法⼈ 沖縄県助産師会
那覇市新庁舎設計・監理業務
サンエー宜野湾コンベンションシティ設計・監理業務
沖縄県⽔産海洋研究センター本所設計・監理業務
沖縄タイムス本社ビル設計・監理業務
御菓⼦御殿名護店設計・監理業務

土木部門

松⽥潟原海岸調査測量設計業務委託/沖縄県
H24鉄軌道を含む新たな公共交通システム導⼊促進検討業務JV-C/沖縄県
沖縄市東部海浜開発地区公共施設基本計画策定調査業務/沖縄市
武⽥原橋梁改築⼯事施⼯管理業務委託(5号橋)/⾦武町
⻄原町運動公園陸上競技場測量実施設計業務委託/⻄原町
今帰仁村総合運動公園施設機能強化調査計画委託業務/今帰仁村
我如古ヒージャーガー落⽯対策等実施設計業務委託/宜野湾市
豊崎総合公園修景設計委託業務/豊⾒城市
⿓潭線修景設計業務委託(H24-1)/沖縄県
H24園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所

調査・計画部門

瀬⻑島観光拠点整備計画策定業務/豊⾒城市
Jリーグ規格スタジアム整備基本構想策定事業JV-A/沖縄県
H24県営公園費⽤対効果分析検討業務/沖縄県
伊是名村景観計画検討業務/伊是名村
臨港地区変更申請資料作成業務/那覇港管理組合
⽯垣市新庁舎建設基本構想策定業務/⽯垣市

当社の出来事

2013年

平成25年

2014年

平成26年

世間の出来事
主な業務実績

国建が那覇ハーリーに出漕し、グループ⾸位になる
第⼆代社⻑ ⼤濱博貞が逝去(1.6)

本社6階トイレを改修
東京事務所の閉鎖(3.31)
H25北部国道管内測量設計(その1)業務が沖縄総合事務局⻑から表彰される(7.16)
優秀技術者として上原剛が北部国道事務所⻑から表彰される(7.23)

アベノミクスで円安・株⾼が進⾏し、景気回復ムードが⾼まる
琉球⼤学名誉教授 ⾼良倉吉先⽣が沖縄県副知事に就任(4.1)
富⼠⼭が世界⽂化遺産に登録(6.26)
2020年夏季五輪・パラリンピックの東京開催が決定(9.7)
伊⾖⼤島で⼤規模な⼟⽯流災害が発⽣(10.16)
中国が尖閣諸島の上空に防空識別圏を設定(11.23)
特定秘密保護法が成⽴(12.6)

STAP細胞論⽂に捏造やデータ改ざん疑惑
「イスラム国」が勢⼒拡⼤し、有志連合が空爆
⻘⾊発光ダイオード(LED)開発により⽇本⼈3⼈にノーベル物理学賞授与
集団的⾃衛権⾏使を容認を閣議決定(7.1)
広島市北部で豪⾬に伴う⼟⽯流が発⽣(8.20)
御嶽⼭が噴⽕し57⼈死亡6⼈⾏⽅不明(9.27)
沖縄県知事選挙が⾏われ、前那覇市⻑の翁⻑雄志⽒が当選(11.16)

建築部門

建築部門

ホテルオリオン本部リゾート設計・監理業務(JV)/オリオンビール㈱
北⼤東村定住型住宅設計・監理業務

土木部門

辺⼟名川多⾃然川づくり基本設計委託業務/国頭村
農地海岸⻑寿命化計画基礎調査業務/沖縄県
⽯垣港⻑期構想・港湾計画策定調査業務委託/⽯垣市
本部港(本部地区)防波堤(沖)設計業務委託/沖縄県
H25北部国道管内測量設計(その1)業務/沖縄総合事務局
浦添⻄原線(翁⻑〜嘉⼿苅)橋梁(１号橋)調査設計業務委託(H25-1)/沖縄県
H25歴史の道環境整備実施設計業務委託/浦添市
⾚間総合運動公園ウォーキングロード⼟⽊設計委託業務/恩納村
本部港(本部地区)⽔道管敷設設計業務委託(H25-2)/沖縄県
H25園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所

調査・計画部門

宮古圏域広域公園基本構想検討業務/沖縄県
H25豊⾒城市景観計画策定委託業務/豊⾒城市
万座⽑周辺整備実施計画策定業務/恩納村
うるま市住⽣活基本計画策定業務/うるま市
那覇市密集住宅市街地再⽣⽅針案策定業務委託/那覇市
与那原町⽴学校適正規模等検討業務/与那原町

港町冷蔵・冷凍倉庫設計・監理業務/具志堅たばこ㈲
⾸⾥観⾳堂増築設計・監理業務/慈眼院
沖縄県国際物流拠点施設設計・監理業務
宜野湾市⽴はごろも⼩学校設計・監理業務
琉球⽇産豊崎営業所設計・監理業務
沖縄⽇⽴社屋設計・監理業務
沖縄マツダ板⾦塗装⼯場設計・監理業務
コザ信⽤⾦庫本店設計・監理業務
嘉⼿納町屋良町営住宅設計・監理業務
琉薬本社設計・監理業務
トヨタカローラ池原店設計・監理業務
OIST第3研究棟監理業務

土木部門

沖縄県設計津波⽔位(L1津波)検討業務委託JV-B/沖縄県
伊平屋空港基本設計業務委託/沖縄県
本部〜伊江海底送⽔管調査業務委託(H26)/沖縄県
H26⼩浜・⿊島港航路調査設計業務委託/沖縄県
H26南部国道管内交通対策設計(その1)業務/沖縄総合事務局
佐敷海岸道路概略設計委託業務/南城市
H26(繰越)慶良間諸島国⽴公園⾒花⼤⾒座線道路(歩道)測量設計業務/環境省
内間御殿保存修理⼯事設計・監理業務委託/⻄原町
奥武⼭公園北明治橋改修設計業務(H26-1)/沖縄県
H26園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所

調査・計画部門

第⼀牧志公設市場再整備合意形成推進事業/那覇市
沖縄市⽴図書館整備基本計画策定業務/沖縄市
⾦武町⼈⼝ビジョン及び地⽅版総合戦略策定⽀援業務/⾦武町
那覇市屋外広告物協定地区等指定調査業務/那覇市
沖縄県駐留軍⽤地跡地スマートシティ検討業務/沖縄県
都市計画区域マスタープラン作成等検討業務(その2)/沖縄県

当社の出来事

2015年

平成27年

2016年

平成28年

世間の出来事
主な業務実績

会社事務所の照明をLEDに交換
本社9階に多⽬的会議室K's(ケーズ)を設置
H26南部国道管内交通対策設計(その1業務)が南部国道事務所⻑から表彰される(7.22)

沖縄タイムス社新社屋が第2回沖縄建築賞(⼀般建築部⾨奨励賞)を受賞
鮫島拓・宮⾥睦⼦デザインの緑ヶ丘公園エントランススペース公衆便所が2016年グッドデザイン賞を受賞
元常務 ⾼⽊紀夫が逝去(2.13)
名誉会⻑ 國場幸房が第60回沖縄タイムス正賞(⽂化賞)を受賞(7.1)
毎年１回「ストレスチェック」の実施を制度化(10.5)
名誉会⻑ 國場幸房が逝去(12.24)

世界各地でイスラム過激派のテロが勃発し、過激派組織「イスラム国」(IS)が邦⼈⼈質を殺害
⼤村智・北⾥⼤特別栄誉教授がノーベル医学⽣理学賞を受賞
梶⽥隆章・東京⼤宇宙線研究所⻑がノーベル物理学賞を受賞
国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)でパリ協定採択
外国⼈観光客が激増し1796万⼈に到達
⽶軍普天間⾶⾏場の辺野古移設の⼯事着⼯(10.29)

Pokémon GO(ポケモン ゴー)がリリースされ、世界的⼤ヒットとなる
ブラジル・リオ五輪で過去最多41メダルの獲得
国⺠的アイドルグループのSMAPが12⽉に解散
熊本地震で約8300棟が全壊(4.14)
オバマ⽶⼤統領が歴史的な広島訪問(5.27)
天皇陛下が退位の意向を⽰唆(8.8)
韓国の朴槿恵⼤統領の弾劾案が可決(12.9)

建築部門

建築部門

ハイアットリージェンシー那覇・沖縄設計・監理業務/㈱ケン・コーポレーション
沖縄クラウドデータセンター設計・監理業務/沖縄県
トリイ(23)管理棟設計・監理業務/沖縄防衛局
海邦銀⾏本店設計・監理業務(JV)
北⼤東村⽂化的景観施設設計・監理業務

土木部門

H27⾦武湾港ギンバル海岸調査設計業務委託/沖縄県
H27北部連携物流調査業務/本部町
港湾の事業継続計画策定業務委託/沖縄県
H27南部国道管内交通対策関係測量設計(その1)業務/沖縄総合事務局
浦添⻄原線(翁⻑〜嘉⼿苅)調査設計業務(H27-1)/沖縄県
屋良城跡公園総合再整備基本設計委託業務/嘉⼿納町
国頭⽅⻄海道保存修復調査測量設計委託業務/恩納村
平和祈念公園遊戯施設整備調査設計業務委託(H27-1)/沖縄県
⽯垣空港線修景設計業務委託/沖縄県
琉球新報設計業務に伴う⼟質調査/㈱琉球新報社
H27園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務

調査・計画部門

第5次東村総合計画基本構想・基本計画策定業務/東村
⻄原町歴史⽂化基本構想策定業務/⻄原町
普天間⾶⾏場跡地(仮称)普天間公園等検討調査業務JV-B/沖縄県
本部町⼈⼝ビジョン・総合戦略策定業務/本部町
H27沿道景観向上に係る技術研究開発/沖縄県
浦添市来ワ来ワ推進事業業務委託/浦添市

auネットワークセンター豊⾒城設計・監理業務/沖縄セルラー電話㈱
特別養護⽼⼈ホーム茶寿苑設計・監理業務/綾⽻福祉会
宜野湾市営伊佐・伊利原住宅設計・意図伝達業務
OIST臨海実験施設設計・監理業務
沖縄映像センター本社ビル設計・監理業務
那覇ミート繁殖育成豚舎設計・監理業務
宮古島市スポーツ観光交流拠点施設設計・監理業務

土木部門

H28海岸護岸等⻑寿命化計画策定業務委託(その1)/沖縄県
⾦武湾港海岸(ギンバル地区)測量設計業務委託/沖縄県
H28離島利便施設整備検討業務委託/沖縄県
那覇港輸出貨物増⼤促進事業検討業務(H28)/那覇港管理組合
H28沖縄⻄海岸道路関係測量設計業務/沖縄総合事務局

H28ﾓﾉﾚｰﾙ旭橋駅周辺地区第⼀種市街地再開発事業(北⼯区)4号デッキ予備設計業務JV-C/旭橋都市再開発㈱

H28中城湾港(泡瀬地区)緑地基本計画策定業務委託/沖縄県
史跡⾸⾥城城壁調査設計業務委託/沖縄県
伊礼原遺跡基盤整備⼯事等実施設計業務委託/北⾕町
H28園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所

調査・計画部門

国頭村新庁舎建設基本構想策定業務/国頭村
H28やんばる観光連携推進調査業務/北部広域市町村圏事務組合
モータースポーツ多⽬的広場整備計画調査業務/沖縄市
中南部都市圏駐留軍⽤地跡地利⽤及び周辺整備検討調査業務委託/沖縄県
H28今帰仁村⾵景づくり推進事業委託業務/今帰仁村
沖縄県広域緑地計画策定業務/沖縄県

当社の出来事

2017年

平成29年

2018年

平成30年

世間の出来事
主な業務実績

ISOの2015年版への移⾏に伴い、移⾏審査を受ける
JIA沖縄⽀部の主催により國場幸房をしのぶ会が開催(5.27)
当社設計 「ホテルムーンビーチ」がDOCOMOMO建築208選に選定(7.6)

当社が関わった「北⼤東島の燐鉱⼭由来の⽂化的景観」が沖縄県初の国の重要⽂化的景観に選定
ホテルムーンビーチで「國場幸房＋国建展」を開催(2.10-25)
当社が関わった「沖縄⻄海岸道路 ⼀般国道58号浦添北道路」が開通(3.18)
当社が関わった「国道58号恩納南バイパス(南恩納〜⾕茶区間)」が開通(3.8)
H29北部国道調査設計業務が優良業務として、また中村司が優秀技術者として北部国道事
務所⻑から表彰される(7.19)

森友・加計問題が安倍政権を揺るがす
九州北部豪⾬で⼤規模な⼟砂崩れや河川の氾濫
ドナルド・トランプ⽒が第45代アメリカ合衆国⼤統領に就任(1.20)
マレーシア空港で北朝鮮の⾦正男⽒が暗殺(2.13)
韓国⼤統領が罷免され、⽂在寅政権発⾜(5.9)
最年少棋⼠の藤井聡太四段が29連勝を達成(6.26)
陸上男⼦100mで、桐⽣祥秀が⽇本⼈初の9秒98を記録(9.9)

⽇産⾃動⾞のカルロス・ゴーン会⻑が⾦融商品取引法違反で逮捕・解任
⽶朝⾸脳会談が史上初めて実現(6.12)
オウム真理教の松本元死刑囚らの刑執⾏(7.6)
「平成の歌姫」安室奈美恵(県出⾝)が引退(9.16)
⻄⽇本豪⾬、台⾵21号、北海道地震など災害が相次ぐ
翁⻑雄志県知事が逝去し、⽟城デニー⽒が新たに就任(10.4)
韓国最⾼裁が徴⽤⼯への賠償を命じる(10.30)

建築部門

建築部門

ホテルサンシャイン増築設計・監理業務/㈱サンシャイン
OTM⻄崎⼯場設計・監理業務/㈱OTM

土木部門

H29船浦港(上原地区)測量設計業務委託/沖縄県
沖縄県農地海岸⻑寿命化計画作成業務(北・中部圏域)/沖縄県
海岸保全施設に係る耐震性能調査検討業務委託/沖縄県
⽯垣港新港地区⼈⼯海浜砂留堤設計業務委託/⽯垣市
H29平良港⻑期構想・港湾計画策定調査委託業務/宮古島市
H29北部国道調査設計業務/沖縄総合事務局
(仮)⻄原町農⽔産物流通・加⼯・観光拠点施設⼟⽊実施設計業務委託/⻄原町
H29園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所

調査・計画部門

那覇市緑の基本計画改定業務/那覇市
北部振興事業に関する事業評価・検証業務/北部広域市町村圏事務組合
H29⾸⾥城正殿三御飾道具等調査業務/沖縄美ら島財団
沖縄都市モノレールビジュアルデザイン計画業務/沖縄都市モノレール㈱
那覇市都市計画マスタープラン改定・⽴地適正化画策定業務/那覇市
北⼤東島⽂化的景観展実施委託業務/北⼤東村

吉本興業アカデミースクール設計・監理業務
南城市新庁舎設計・監理業務
サンエー⼤湾東シティ設計・監理業務

土木部門

H30宮城海岸災害査定資料作成業務/北⾕町
H30津波海岸(津波地区)概略検討業務委託/沖縄県
那覇港港湾施設使⽤料改定検討業務委託(H30)/那覇港管理組合
H30北部国道改築設計(その１)業務/沖縄総合事務局
勢⾼2号線道路整備実施設計業務委託/恩納村

ﾓﾉﾚｰﾙ旭橋駅周辺地区第⼀種市街地再開発事業4・6号ﾃﾞｯｷ整備⼯事監理業務JV-C/旭橋都市再開発㈱

H30モータースポーツ多⽬的広場整備基本・実施設計業務委託JV-A/沖縄市
「親川」広場整備事業基本設計及び管理棟基本計画策定委託業務/与那原町
勝連城跡保存修理⼯事実施設計委託業務/うるま市
H30⾸⾥城地区園内測量設計業務/国営沖縄記念公園事務所

調査・計画部門

H30⽷数城跡保存活⽤計画策定業務/南城市
粟国村空家等対策計画策定⽀援業務/粟国村
新県⽴農業⼤学校整備基本計画策定⽀援業務/沖縄県
H30都市計画基礎調査業務(その1)/沖縄県
沖縄県都市計画運⽤指針等作成業務委託(H30)/沖縄県
嘉⼿納町⾶⾏場周辺まちづくり構想策定委託業務/嘉⼿納町

当社の出来事

2019年

平成31年/令和1年

2020年

令和2年

世間の出来事
主な業務実績

初代社⻑（創業者） 國場幸⼀郎が逝去(4.11)
当社設計「JTAドーム宮古島」が沖縄建築賞(⼀般建築部⾨奨励賞)を受賞(5.24)
当社JV設計「カフーナ旭橋A街区」がCFT構造賞を受賞(6.20)
当社設計のサンエー浦添⻄海岸パルコシティがオープン(6.27)
当社設計「琉球銀⾏本部⽀店」がJCD OKINAWA空間デザイン賞を受賞(11.13)
初代専務 神⼭芳和が逝去(12.13)

新型コロナウィルス感染症対策で在宅勤務を期間運⽤
まちづくり計画部がISMSの認証登録(2.6)
当社設計「北⼤東村りんこう交流館」が公共建築賞・優秀賞を受賞(4.10)
当時専務 松⼭喜治が逝去(6.27)
H30北部国道調査設計(その2)業務が北部国道事務所⻑から表彰される(7.22)
当社JV設計「沖縄県公⽂書館」が第20回JIA25年賞を受賞(12.21)

⽇⽶通算4,367安打のイチローが引退を表明(3.21)
徳仁天皇陛下が即位され、元号が「令和」へ(5.1)
京都市伏⾒区のアニメ制作会社で放⽕殺⼈、36⼈死亡(7.18)
ラグビーＷ杯⽇本⼤会で列島が熱狂
消費税10%に引き上げられ、軽減税率が導⼊(10.1)
⾸⾥城で出⽕し、正殿など焼失(10.31)
ローマ教皇が38年ぶりに来⽇(11.23)

中国・武漢で発⽣した新型コロナウイルスの世界的パンデミックにより国際社会が未曽有の危機に
ジョージ・フロイド⽒殺害の抗議デモ(Black Lives Matter)が⽶国各地に広がる
⽶国⼤統領選で混迷、トランプ⼤統領が惨めな敗者に
東京オリンピック・パラリンピックの延期が正式決定(3.24)
⾹港国家安全維持法が施⾏(6.30)
安倍⾸相が退陣し、菅義偉⾸相の新政権がスタート(9.28)

建築部門

建築部門

ひらまつホテル設計・監理業務/㈱ひらまつ
サンエー浦添⻄海岸PARCO CITY設計・監理業務(JV)
国頭村幼保連携型総合施設設計・監理業務
名護市⾷⿃処理施設設計・監理業務
琉球銀⾏本部⽀店設計・監理業務

土木部門

R1平良港下崎地区⼩型船だまり基本設計業務委託/宮古島市
国場川河川浚渫⼯事施⼯⼯法検討業務委託(H30)/沖縄県
久⽶島空港滑⾛路端安全区域対策検討業務委託JV-B/沖縄県
H31北部国道改築設計(その２)業務/沖縄総合事務局
町道⾦武251号線整備⼯事実施設計業務委託/⾦武町

ﾓﾉﾚｰﾙ旭橋駅周辺地区第⼀種市街地再開発事業に係る再開発コンサルタント業務JV-C/旭橋都市再開発㈱

R1浦添⻄原線道路改良⼯事に伴う物件調査業務委託(その2)/中部⼟⽊事務所
北⼤東村観光交流施設敷地造成⼯事測量設計管理業務/北⼤東村
親川拝所管理棟基本計画及び基本設計変更業務/⾦武町
R1中城湾港港湾計画調査業務(その１)/沖縄県

調査・計画部門

⽷満市次期総合計画等策定業務/⽷満市
伊江村⻘少年旅⾏村リニューアル基本構想策定委託業務/伊江村
南城市公園・緑地再整備基本計画策定委託業務/南城市
多良間村農村環境計画策定委託業務/多良間村
⽯垣市都市計画グランドデザイン策定業務委託/⽯垣市
北⼤東中学校副読本作成委託業務/北⼤東村

グアムホテル設計・監理業務/㈱ケン・コーポレーション
ハイアットリージェンシー横浜設計・監理業務/㈱ケン・コーポレーション
アラマハイナオキナワンビレッジ設計・監理業務/㈱ゆがふホールディングス
松⼭ホテル(OMO5)設計・監理業務(JV)/㈱リサ・パートナーズ
⻄原町農⽔産物流通・加⼯・観光拠点施設設計・監理業務
琉球銀⾏新ポート⽀店ビル設計・監理業務(JV)
サンエー⽯川シティ設計・監理業務
南⻄PC⼯場設計・監理業務
恩納村⽴統合中学校設計・監理業務
OIST第4研究棟監理業務(JV)
国頭村新庁舎設計・監理業務(JV)
宮古島市総合庁舎設計・監理業務(JV)

土木部門

平良港(トゥリバー地区)くし型浮桟橋調査設計委託業務/宮古島市
中部管内海岸巡視点検業務委託(R2)/中部⼟⽊事務所
第三保育所建設⼯事基本設計委託業務/嘉⼿納町
R2南部国道管内電線共同溝詳細設計(その2)業務/沖縄総合事務局
R2北部国道改築設計(その1)業務/沖縄総合事務局
真栄原54号(55号)道路実施設計業務/宜野湾市
(仮称)⽷満市社員寮計画⼟質・測量調査業務/沖縄リゾート㈱
R2⾸⾥城復元関連施設等設計業務
屋良城跡公園整備⼯事実施設計委託業務/嘉⼿納町
本部港本⼟航路開設⽀援業務/本部町

調査・計画部門

R2⾸⾥城復興基本計画策定⽀援業務/沖縄県
R2琉球王国⽂化遺産集積・再興事業製作委託業務JV-B/沖縄県⽴博物館
新たな振興計画策定に向けた社会資本整備検討業務/沖縄県

第2次久⽶島町総合計画後期基本計画及び第2次久⽶島町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略策定⽀援業務/久⽶島町

豊⾒城市保育施設等⻑寿命化計画策定業務/豊⾒城市
東海岸サンライズベルト構想策定等⽀援業務/沖縄県

