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     第５１号〈創立４５周年記念号〉    (令和元年９月 19 日発行) 

 

●ご挨拶 

株式会社エコーは、令和元年9月3日、創立45周年を迎えました。これまでの45年間、経

営をとりまく環境は大きく変化しました。昭和の経済成長の時代を経て、バブル崩壊後、平成

の経済低迷が始まり、公共事業の縮減傾向が続きました。阪神淡路大震災、東日本大震災など

の大規模災害とその復旧・復興事業が展開しました。これら激動の時代においても、時々の変

化に柔軟に対応し、事業の継続を目指しました。 

現在、コンサルタント業を含む建設業は、働き方改革（長時間労働の法的規制）、生産性革

命（ICT、IoT、AI等の情報化技術の活用）への順応や、女性、外国人、シニア世代の活躍を支援するダイ

バーシティ化などを、経営課題に位置づけています。これら課題解決のために、在宅勤務制度の創設など、

多様な働き方を支援する業務環境の改善に取組んでいます。 

当社の４つの経営目標は、これまでの45年間も、これからも変わりません。高度な技術力を基に質の高

いサービスを提供する「顧客に信頼される会社」であり、経営基盤の強化を図る「環境変化に強い会社」

であり、社会への貢献と安定した生活を両立する「社員満足度の高い会社」であり、社会の模範となり、

社会の共通価値を創造できる「優れた人財を育成する会社」であることです。これらの経営目標を達成す

るために、不断のコミュニケーションを活発にし、風通し良く、多様な価値観を許容・共有し、全員がモ

チベーション（やる気・満足度）を高めることを目指します。 

 これから10年後、20年後も変わらず、社会インフラ整備事業に貢献し、顧客の皆様に良質なサービスを

提供し、信頼される会社となる取組みを続けます。これまでと同様、皆様のご指導をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役社長 
柴木秀之 

令和元年９月４日水曜日、浅草ビューホ

テルにて、創立４５周年記念式典を開催

いたしました。 

当社のOB・OG会「水輪会」の会員を招

待し、出席者総勢１６０名の賑やかな式

典となりました。 

E n v i r o n m e n t a l  C o n s u l t a n t s  f o r  O c e a n  a n d  H u m a n  

エコー・ニュースレター 
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●創立 45 周年記念事業 

◇社章のデザイン変更 

創立45周年を迎え、さらに50周年に向け新たなスタートを切ったことを記念し、社章のデザインを

刷新することといたしました。10案の中から社員投票を行い、以下の2案が採用されました。エコーの

シンボルカラーである青を基調に水の広がりと清らかさをイメージしています。エコーの新たな顔とし

てかわいがっていただければと思います。 

   

 

 

◇会社ホームページの内容変更 

平成17年（2005年）10月31日から約14年

間、会社情報をご案内してまいりましたホーム

ページ画面を、創立45周年を契機にリニュー

アルいたします。スマートフォンからの参照に

も対応し、引き続き技術情報の更新や要員の採

用、本紙ニュースレターに関する情報等、内容

の充実に取り組んでまいりますのでご承知お

き下さい。 

リニューアル後のホームページアドレスは

これまでと同様です。https://www.ecoh.co.jp 

●トピックス 

  ＜エコー野球部３位入賞（建設コンサルタンツ協会関東支部大会）＞ 

エコー野球部が5月12日より開催された一般社団

法人建設コンサルタンツ協会関東支部主催第52回野

球大会にて３位入賞を果たしました。本大会には2011

年の第44回大会から毎年参加していたにもかかわら

ず早期敗退が続いていましたが、今回初めて上位入賞

を果たし、社内の衝撃的ニュースとなりました。 

今回のトーナメントは2回戦から開始の枠をくじ

運よく当てることができました。しかし、毎試合とも

日曜日に行われたために、主力メンバーが揃わないな

どの団体競技ならではの問題や、日頃の運動不足によ

り試合中に負傷者が続出するなど、人数の確保が一番

の不安要素となっていました。このような状態で勝ち

上がっていく中、各部員（平均年齢42歳）が満身創痍の状態となりつつもそれぞれが役割を担い、試合ご

とに新たなヒーローが現れるといった全員野球で、3位決定戦も含めた4試合を戦い抜くことができました。 

準決勝では過去にも大敗を喫したＪＲ東日本さんに再び敗れましたが、いつかは常勝チームを倒して下

克上を果たしたいと考えています。高齢化が進むエコー野球部ですが、野球経験のある若手社員の入部に

よりここ数年は戦力も上がってきています。「夢は大きく！ 夢は叶う！」がキャッチフレーズのエコー野

球部は、次なる目標を準優勝、優勝と照準に合わせ、来年以降もベテランと若手の協力により頑張ります。 

新HPのトップ画面イメージ 

３位入賞を果たした野球部 

https://www.ecoh.co.jp
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●入社のご挨拶 

 ◈◇◆ 事業本部 技術部長 松渕知 ◆◇◈ ――――――――――――――――――                 

この度ご縁を頂き、令和元年7月1日付けで入社致しました松渕と申します。東北事

務所管内を担当する事になりますので、お見知り置き下さい。前職は東北地方整備局秋

田港湾事務所長をしておりました。公務員としての経歴は、旧運輸省の第一港湾建設局

（管轄が秋田～福井の日本海側と長野県）から始まり、平成13年の省庁統合で勤務地

が現在の東北地方整備局管内に移行、最後は出身県でもある秋田で公務員人生を終えております。好きな

ものは、釣り(海・山)、時代小説、ＳＦ、我が家の犬猫＆奥様です。時間を作っては海や山に出向き、釣

り糸を垂れてその釣果を肴に夫婦で酒を飲むのが目下の楽しみになっています。今後、皆様には様々お世

話になると思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

◈◇◆ 事業本部 技術部長 林輝幸 ◆◇◈ ―――――――――――――――――― 

本年3月、沖縄総合事務局平良港湾事務所長を最後に退職し、7月1日付けで(株)エ

コーに入社しました林と申します。勤務地は沖縄です。旧運輸省第四港湾建設局に採用

後、港湾局計画課、新潟調査設計事務所、沖縄総合事務局、(独)港湾空港技術研究所、

(独)鉄道運輸機構国鉄清算事業本部等に勤務し、多くの貴重な経験をすることができま

した。沖縄での勤務は約20年となります。在職中は、泊大橋、沈埋トンネル等の大型プロジェクトやサン

ゴ等海域環境の保全対策等に関する様々な業務に携わらせて頂きました。今後は、これまでの経験等を活

かし、微力ではありますが、弊社事業の発展と沖縄振興に少しでも貢献できればと考えています。今後と

も皆様のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

●港湾功労者表彰 

◍○● 事業管理部 技師長 森田整 ●○◍ ―――――――――――――――――― 

港湾功労者表彰を拝受しましたことを光栄に存じます。私は、昭和57年の入社から

37年、建設コンサルタント技術者として、主に港湾計画や公有水面埋立に伴う環境影響

評価関連業務を担当してきました。港湾事業における主要な技術分野は土木工学である

と思いますが、環境分野の技術者に着目いただきましたことを深く感謝いたします。工

学部の出身ではありませんでしたので、どうしても不足しがちな技術分野に対して、優れた土木技術者で

ある同僚からの継続的な指導をいただきながら業務に取り組んできました。これらの皆様にも深く感謝し

たいと思います。今までの経験を活かしつつ、今後も建設コンサルタント技術者として日々の業務に取り

組むとともに、習得した技術を若手技術者に継承していくよう努めていく所存です。 

◍○● 営業部 鹿児島事務所長 川井田幸一 ●○◍ ――――――――――――――                

この度は、港湾功労者表彰を賜り誠に有難うございました。公務員生活37年、民間

コンサル（弊社）8年の45年に亘り港湾・漁港業務に従事して参りました。記憶に残る

主な業務は、志布志湾国家石油備蓄基地整備事業や鹿児島港（中央港区）の観光船ふ頭

整備事業（マリンポートかごしま）で御座います。何れも貴重な公有水面の埋め立てを

伴う工事であったことから、環境保護団体や一部地元住民等の強い反対運動がありましたが、県の将来に

必要なインフラであるとの信念の元、スタッフ一丸となって事業の遂行に努めました。なお、この度の受

賞は、諸先輩方や同僚及び関係各位等のご指導とご支援の賜物と感謝申し上げます。今後とも微力では御

座いますが港湾分野の発展に寄与して参りたいと思います。  
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https://www.ecoh.co.jp   編集・発行 企画部 

本 社 〒110-0014  東京都台東区北上野 2-6-4 上野竹内ﾋﾞﾙ  TEL03-5828-2181  FAX03-5828-2175 

事務所 / 北海道 東北 北陸 富山 茨城 東京 横浜 中部 近畿 鳥取 中国 四国 高知 九州 福岡 大分 鹿児島 沖縄 
  ソウル マダガスカル 

●表彰 
１．令和元年度優良業務表彰 

受 賞 業 務 表 彰 者 
八戸港深浅測量 国土交通省東北地方整備局長 

平成３０年度海岸構造物影響把握調査 国土交通省九州地方整備局長 

日高港塩屋地区静穏検討等整備方策検討業務 国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所長 

水島港環境調査 国土交通省中国地方整備局宇野港湾事務所長 

東予港中央地区航路施工方法検討業務 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港事務所長 

平成３０年度苅田港施設現況調査 国土交通省九州地方整備局苅田港湾事務所 

平成３０年度細島港の中長期的なあり方検討業務 国土交通省九州地方整備局宮崎港湾・空港整備事務所 

２．令和元年度優秀技術者表彰 

受賞者 業 務 名 表 彰 者 

黒木敬司 八戸港深浅測量 国土交通省東北地方整備局長 

片野明良 平成３０年度海岸構造物影響把握調査 国土交通省九州地方整備局長 

中村隆志 日高港塩屋地区静穏検討等整備方策検討業務 国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所長 

三宅崇智 水島港環境調査 国土交通省中国地方整備局宇野港湾事務所長 

倉持雅彦 平成３０年度苅田港施設現況調査 国土交通省九州地方整備局苅田港湾事務所 

白井英一 平成３０年度細島港の中長期的なあり方検討業務 国土交通省九州地方整備局宮崎港湾・空港整備事務所

高橋由浩 石垣港(新港地区)岸壁(-12m)公有水面埋立願書作成業務 内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 

●発表論文紹介 
１．土木学会論文集B3（海洋開発）vol.75 [2019.7] 

日本海側の洋上風車に対応した風と波の長期結合確率分布モデル 田中陽二、仲井圭二、永井紀彦 
発電中の洋上風車の高波浪時海況条件に関する研究 田中陽二、仲井圭二、永井紀彦 
陸奥湾と仙台湾における周期数時間の副振動 仲井圭二、額田恭史 
近年における模型実験施設の変遷 長谷川巌 
Analysis of Wind-Waves with SWAN on Structured Mesh 
and Unstructured Mesh During The Arrival of Typhoon 

Mangala AMUNUGAMA, Katsuyuki SUZUYAMA 
Chathura MANAWASEKARA, Yoji TANAKA, Yiqing XIA 

Analysis of wave characteristics in Osaka Bay for three 
major typhoons using WAVEWATCH III 

Chathura Manawasekara, Yiqing Xia, 
Mangala Amunugama, Yoji Tanaka, 
Katsuyuki Suzuyama 

２．土木学会河川技術論文集vol.25 [2019.6] 
動物の巣穴・掘り起こしに関する種ごとの特徴と影響度を考慮
した河川堤防の点検・評価手法 田島憲一(河川財団)、平田真二、倉島慶太 
汽水域及び河川下流域における環境ＤＮＡの空間分布把握と
サンプリング法の検討 平田真二、白尾豪宏、飯田岳 

３．日本港湾協会情報誌「港湾」第96巻第7号 [2019.7] 

海象観測の歩みと今後の展望 永井紀彦 
（執筆者欄は共著であっても当社役職員のみを記載） 
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