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未来を創る建設コンサルタント
会長

和夫

一般社団法人建設コンサルタンツ協会

村田

株式会社長大の関係者のみなさま、創立 周年おめでとうございます。日ごろより協
会活動にご協力、ご支援を頂き感謝申し上げます。今後ますますの御社及び建設コンサ
ルタント業界の発展を祈念いたします。
私にとって、株式会社長大は、長大橋の専門技術者集団、本四連絡橋の設計者として
活躍してきた建設コンサルタントというイメージでした。しかし、協会活動を共にする
過程で、現在では国内はもとより海外にも大きく飛躍する総合コンサルタントのイメー
ジが定着してきました。
さて、我々、建設コンサルタントは、自らの仕事の性格上、広く社会貢献をしている
集団であると自負するところでありますが、一般の人にはその仕事の内容が理解されて
いないのが現状です。
本書『人と夢を技術でつなぐ建設コンサルタント』は単なる社史ではなく、対象とす
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50

3

る読者を、社内、建設コンサルタント業界、学生や教職員などの当業界を取巻く関係者
のみならず、社会全般に建設コンサルタントを広く周知することを目的のひとつとして
います。一般社団法人建設コンサルタンツ協会会長として、本書の目的に敬意を評する
と共に、感謝する次第です。
本書の構成も工夫をしています。当然、具体の事例はこれまで株式会社長大が実施し
てきたものですが、第１章では海外の開発コンサルタントの仕事を漫画で読みやすく表
現しています。第２章では建設コンサルタントの仕事を のテーマで解説するなど、分
かりやすく業務を解説しています。第３章では、これまでの株式会社長大が取り組んで
きた代表的な の事業について紹介しています。建設コンサルタントが実行してきたプ
ロジェクトを通じて、そこでの経験や課題克服の過程など、やりがいのある仕事に従事
し達成感を得ている様子が理解できます。最後の第４章は、株式会社長大のロゴにもあ
る人・夢・技術、即ち「人と夢を技術でつなぐ建設コンサルタント」という本書のテー
マをもとに、
「未来のコンサルタント」
、
「これからのコンサルタント」の姿について、
永冶社長自らが語っています。
さて、世界の人口が増加していく中で、日本の人口は減少していきます。このように
自らの狭い環境の中だけで判断すると、全体の傾向を見失う場合があります。よく言わ
れることですが、我々の常識が世の中の非常識になる可能性は多々あります。このよう
な状態に陥らないように、我々コンサルタントは、広い視野で物事を見ていく必要があ

ります。本書でも事例を通して説明しています。特にグローバルに活躍する人には大事
なことです。
これまで建設コンサルタントが市場としてきた国内公共事業の発注環境は変化せざる
を得ないと思います。ＰＦＩの活用、ＰＰＰの対応など、これまであまり経験してこな
かった事業形態で活躍する機会が増えてくるでしょう。わが国の建設コンサルタントの
規模では、企画から建設・運営までのプロジェクト全体を一つの企業で実行する機会は
そう多くないと思いますが、そこで大事なのは４章にも書かれているコラボレーション
です。仲間を呼び集め、役割分担しながら全体をリードする「自律した建設コンサルタ
ント」です。一人の力でできることは限られています。複雑化・多様化した社会では多
くの関係者と連携する必要があります。
歩むべき道は、自らが決めていかざるを得ません。これから建設コンサルタントの道
を進もうと考えている人、現在建設コンサルタントとして活躍している人にとっても、
本書を読むことで得た知識や経験は有意義であると確信しています。
人口減少や高齢化、
気候変動などの新たな社会環境や自然環境の変化、ＡＩやＩｏＴなどの新技術の創出に
より周辺環境が大きく変化しつつある現在、本書を読んで、改めて「未来を創る建設コ
ンサルタント」について考えて頂きたいと思います。
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はじめに

建設コンサルタントは、簡単に言えば、インフラの整備や維持管理に関わる仕事をし
ています。道路や鉄道、電力や通信、港湾や空港といったインフラは、私たちの安全・
安心な生活や経済活動のために不可欠で重要なものです。ところが、私たち建設コンサ
ルタントは、一般の人々にとって馴染みのない、遠い存在になっています。

年へと続く低成長期に移行しました。この間、急速に進む少子高齢化と、それに

我が国は戦後、高度経済成長期と安定成長期を経て、バブル崩壊を経験した後、失わ
れた
伴う社会保障費の増加等が影響し、国・地方の財政状況はますます悪化しています。ま
た、気候変動により、自然災害はより頻繁に、そして甚大化して発生するようになりま
した。
限られた予算とリソースの中、どのように我が国のインフラを持続性のあるものとす
るか――建設コンサルタントには今、難しい課題が投げ掛けられています。そんなチャ
レンジングな問いに応えるべく、従来の国内外での事業に加えて、建設コンサルタント
によるこれまでの常識を超える新たな取り組みを紹介しているのが、本書の特徴です。
この本は、２０１８年に 周年を迎えた株式会社長大が企画・制作したものです。本

書では、こうした建設コンサルタントの多岐にわたる仕事の内容や役割を、図や写真、
そして漫画も交えて分かりやすく説明しています。本書を通じて、一人でも多くの方に、
建設コンサルタントへの理解を深めていただければ幸いです。

２０１８年 月
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長期的な視点から地方を創生する

建設コンサルタントのやりがい

これからの建設コンサルタント

人と夢を技術でつなぐ の事例
国内編

―
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［学校給食センター］ 北海道伊達市

東日本大震災の被害から普段の生活を取り戻す
［三陸沿岸道路／内海橋］ 岩手県陸前高田市／宮城県石巻市
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長期的な視点から地方を創生する

建設コンサルタントのやりがい

これからの建設コンサルタント

人と夢を技術でつなぐ の事例
国内編

―

―
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市民の健康増進・地場産食材PRの総合食育拠点
［学校給食センター］ 北海道伊達市

東日本大震災の被害から普段の生活を取り戻す
［三陸沿岸道路／内海橋］ 岩手県陸前高田市／宮城県石巻市
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地元の木でつくった子どもの施設
［中条すこやかこども園］ 新潟県胎内市

すばやくわかりやすい情報提供
［道路交通情報WEBサービス］ 首都圏

―

―
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2020東京五輪に向けたわかりやすい道案内
［ナンバリング］ 首都圏

森林維持と地方創生
［再生可能エネルギー］ 山梨県南巨摩郡南部町

地元企業とつくる「伊豆の玄関口」
［道の駅・伊豆ゲートウェイ函南］ 静岡県田方郡函南町

―

―
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

IT技術を活用したインフラ管理
［PDCAサイクル］ 中部地方

観光のシンボル
［箱根西麓・三島大吊橋］ 静岡県三島市

環境にやさしい道路づくり

―

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［第二京阪道路］ 京都府久世郡久御山町―大阪府門真市

賑わいを持続させる街づくり
［八木駅南市有地］ 奈良県橿原市

本州と四国をつなぐ夢の架け橋

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［南北備讃瀬戸大橋・明石海峡大橋］ 岡山県倉敷市

希少動植物を護る

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［尾道松江自動車道］ 広島県三次市―庄原市

復活した東洋一の吊橋
［三好橋］ 徳島県三好市
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地元の木でつくった子どもの施設
［中条すこやかこども園］ 新潟県胎内市

すばやくわかりやすい情報提供
［道路交通情報WEBサービス］ 首都圏
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2020東京五輪に向けたわかりやすい道案内
［ナンバリング］ 首都圏

森林維持と地方創生
［再生可能エネルギー］ 山梨県南巨摩郡南部町

地元企業とつくる「伊豆の玄関口」
［道の駅・伊豆ゲートウェイ函南］ 静岡県田方郡函南町
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IT技術を活用したインフラ管理
［PDCAサイクル］ 中部地方

観光のシンボル
［箱根西麓・三島大吊橋］ 静岡県三島市

環境にやさしい道路づくり

―

―
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［第二京阪道路］ 京都府久世郡久御山町―大阪府門真市

賑わいを持続させる街づくり
［八木駅南市有地］ 奈良県橿原市

本州と四国をつなぐ夢の架け橋
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［南北備讃瀬戸大橋・明石海峡大橋］ 岡山県倉敷市

希少動植物を護る

―
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［尾道松江自動車道］ 広島県三次市―庄原市

復活した東洋一の吊橋
［三好橋］ 徳島県三好市

2018/12/13 19:19
chodai50_20181213re.indd 12-13

108
114
121
126
129
136
145
152
158
165
171
179

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

観光地への「自動運転車」の導入

―

―
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［実社会への導入に向けて］ 徳島県三好市

島民の想いの詰まった架け橋
［生名橋・岩城橋］ 愛媛県越智郡上島町

―
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全社の技術を結集した災害支援への取り組み
［熊本地震復興支援］ 熊本県

―

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［ラウンドアバウト］ 日本全国

将来の交差点

海外編

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最適経路情報で渋滞緩和と排出ガス削減をめざす

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［新交通情報システムモデル事業］ 中華人民共和国

電力の安定供給で経済発展に貢献
［小水力発電事業］ フィリピン共和国

―

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

将来にわたる上水の安定供給を実現
［上水供給事業］ フィリピン共和国

鉄道とバイオトイレ
［環境配慮型トイレ］ ベトナム社会主義共和国

―
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東南アジアの大動脈を支える橋
［つばさ橋］ カンボジア王国

2018/12/13 19:19
chodai50_20181213re.indd 14-15

186
193
199
205
212
213
220
224
227
234

15
16
17
18
19
20
21
22
23

観光地への「自動運転車」の導入
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［実社会への導入に向けて］ 徳島県三好市

島民の想いの詰まった架け橋
［生名橋・岩城橋］ 愛媛県越智郡上島町
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全社の技術を結集した災害支援への取り組み
［熊本地震復興支援］ 熊本県
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［ラウンドアバウト］ 日本全国

将来の交差点

海外編
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最適経路情報で渋滞緩和と排出ガス削減をめざす
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［新交通情報システムモデル事業］ 中華人民共和国

電力の安定供給で経済発展に貢献
［小水力発電事業］ フィリピン共和国
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将来にわたる上水の安定供給を実現
［上水供給事業］ フィリピン共和国

鉄道とバイオトイレ
［環境配慮型トイレ］ ベトナム社会主義共和国
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東南アジアの大動脈を支える橋
［つばさ橋］ カンボジア王国
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日本の顔がみえる援助
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［バンガバンドゥ・シェイク・ムジブ鉄道専用橋］ バングラデシュ人民共和国

災害復興のシンボル
［マンムナイ橋梁］ スリランカ民主社会主義共和国

不可能を可能にした長大吊橋

塩釜浩之
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［ヤブス・スルタン・セリム橋／オスマンガーズィ橋］ トルコ共和国

よりよい社会を実現するために
株式会社長大代表取締役社長 永冶泰司

安全・安心を実現する建設コンサルタント
未来を見据えた“建設的”コンサルタント
「人・夢・技術」で、よりよい社会を迎える
インフラは貧富の差をなくし、平和な世界の実現に貢献する
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株式会社長大取締役上席執行役員経営企画本部長

海外での地域経済開発の経験は、日本の地方創生につながる

あとがきに代えて

章執筆担当者プロフィール一覧
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日本の顔がみえる援助
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［バンガバンドゥ・シェイク・ムジブ鉄道専用橋］ バングラデシュ人民共和国

災害復興のシンボル
［マンムナイ橋梁］ スリランカ民主社会主義共和国

不可能を可能にした長大吊橋

塩釜浩之

―

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

［ヤブス・スルタン・セリム橋／オスマンガーズィ橋］ トルコ共和国

よりよい社会を実現するために
株式会社長大代表取締役社長 永冶泰司

安全・安心を実現する建設コンサルタント
未来を見据えた“建設的”コンサルタント
「人・夢・技術」で、よりよい社会を迎える
インフラは貧富の差をなくし、平和な世界の実現に貢献する
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株式会社長大取締役上席執行役員経営企画本部長

海外での地域経済開発の経験は、日本の地方創生につながる

あとがきに代えて

章執筆担当者プロフィール一覧
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