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  第 ５４ 号       (令和２年 7 月１日発行) 

 

●新年度のご挨拶 

新年度早々の４月７日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、７都道府県に緊急事

態宣言が発令され、１６日に対象区域が全国に拡大されました。以降、東京都など全国的に

移動自粛が続きました。これにより、例年とは異なり、国土交通省をはじめとする発注者の

皆様へのご挨拶も自粛せざるを得ない状況でした。しかし、６月１９日に全国の移動自粛が

全面解除され、約２ヵ月半止まっていた社会経済活動を再開することが可能となりました。 
 この間、弊社は、経営環境及び業務環境への影響を最小限にするため、社内に「感染症対

策会議」を設置し、社員の健康を第一に、通勤ならびに出社を８割減少させ、在宅勤務を徹

底しました。結果として、「生産性向上」の目標であった「ICT 活用による新たな勤務の仕方」が急速に進展し、

在宅勤務や WEB 会議等、時間と場所に制約されないテレワークが、社内へ浸透しました。これら柔軟な対応が可

能となったのは、数年間にわたる経営基盤整備を進めた成果と考えています。一方で、新型コロナウイルスの感染

拡大リスクは、依然継続し、終息が見えません。今年の秋以降にも想定される感染第２波、第３波へ対応するとと

もに、今夏の発生が懸念される大規模災害に対して、質の高いインフラ整備に貢献できる人財と技術を提供するこ

とが当面の目標となります。そのため、経営環境の変化に柔軟に対処できるよう、経営基盤の充実を目指します。 
 引き続き、弊社へのご指導、ご鞭撻をお願い申し上げるとともに、皆様のますますの事業発展を祈念しまして、

新たな年度開始のご挨拶と致します。 

●新任ご挨拶 

 ６月に入社いたしました顧問の富田です。よろしくお願いします。昭和５４年に旧運輸

省に入り、久里浜の港湾技術研究所に４年間勤務しました。その際、わが社の大先輩方に

実験の実施などでご助力いただきました。その後、港湾の行政や海外技術協力などの仕事

をしてきましたが、いろいろな場面でわが社の先輩方にご支援いただきました。今回この

ようなご縁をいただき大変うれしく思っています。コロナのせいでなかなか皆様と直接お

会いできる機会が少なく残念に思っていましたが、これからこれまでのご無沙汰を一気に

取り戻せたらと思います。 

海のない岐阜で生まれ育った私が港の仕事をするに至ったのは、昭和５０年に行われた沖縄海洋博に行って沖縄

のサンゴの海を知ってしまったからです。サンゴ好きが昂じて石垣島にも勤務しました。毎週海に潜ってサンゴを

愛でながら、美しいサンゴ礁を壊して港を作らなければならない矛盾に悩み、サンゴを守りながら港を造るにはど

うしたらよいかということばかり考えていました。自分にもう少し技術力があればもっと良い仕事ができたのにと

思うこの頃です。 

前からそう思っていたのですが、入社してみて、わが社が技術力の会社だとつくづく感じています。技術は世の

中を幸せにするためにあるわけですから、下町ロケットの佃航平の「技術は嘘をつかない」というセリフを思い出

しながら、少しでもわが社の、そして世の中の役に立てるよう、もう残り少なくなった人生をまじめに歩んでゆこ

うと心に誓っています。 

どうぞよろしくお願いします。 

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 
 

顧問 富田英治 

代表取締役社長 
柴木秀之 
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●新設室のお知らせ 

近 畿 事 務 所  

西日本地域におけるサービス強化を目的に、本年度より環境分析室及び西日

本計画室を設置いたしました。既設の第二設計室を加えた全３技術室員及び営

業部員の総勢１２名体制で迅速な対応を心掛けて参ります。引き続きご愛顧の

ほどよろしくお願い申し上げます。（西日本営業部長兼近畿事務所長 木下隆司） 

❍沿岸環境部 環境分析室 

当室メンバーは全国に亘たる沿岸域の水質・底質調査、流況調査、環境生物等を手掛けてまいりました。これ
迄、近畿・中国・四国地方の発注者様へは東京・福岡から対応させて頂いておりましたが、今後は大阪を拠点に
地域に根差したサービス強化・品質向上に努めて参ります。（沿岸環境部 環境分析室長 古泉統義） 

❍沿岸計画部 西日本計画室 

西日本計画室は、西日本沿岸域（港湾・漁港・海岸等）の特性や要請を捉え、沿岸域の整備・利用計画、防災

計画、社会・経済調査など、幅広く対応致します。本社で経験を積んだスタッフ、新しい発想を持つ若いスタッ
フ総勢４名で、迅速・丁寧な対応を心がけて参ります。（沿岸計画部 西日本計画室長 宮本敏行） 

●移転のお知らせ（令和２年４月１日付） 

 〒５３２－０００２ 大阪府大阪市淀川区東三国２－３４－１ ハイランドビル８－Ｂ棟 
 TEL０６－６４７６－９１１３ FAX０６－６４７６－９１１４ 

九 州 事 務 所 

当事務所では本年度から新たに西日本解析室が加わり、調査・解析・設計等の総

合的なコンサルティングが可能な組織となりました。従来からの調査設計部、環境

管理室、営業部とともに、九州管内を中心により一層の迅速な対応を心掛けて参り

ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。（九州事務所長 坂井隆行） 

❍環境解析部 西日本解析室 

環境解析部では、これまで数値シミュレーションやデータ解析技術を用いた沿岸域の海岸保全、航路埋没対策、
水質保全等の様々な課題解決に貢献してきました。今後は西日本解析室が福岡を拠点に、西日本を中心とする地

域に密着したさらなる社会貢献に取り組んでいきます。（環境境解析部 西日本解析室長 白木喜章） 

●役員・顧問人事  

６月３０日開催の定時株主総会及び取締役会におきまして下記のとおり役員・顧問人事が決定しましたのでお

知らせ致します。 

代表取締役社長 柴木 秀之  

専務取締役 永井 裕 管理本部長、システム管理責任者 

常務取締役 上原 教善 事業本部長 

常務取締役 (昇任) 片山 昭 技術営業担当 

取締役 杉浦 淳 管理本部営業部長 

取締役 髙橋 由浩 事業本部環境系事業部長、沖縄事務所長 

取締役 氏家 清彦 技術営業担当 

常勤監査役 冨田 浩史  

執行役員 石本 健治 事業本部構造系事業部長 

執行役員     田中 聡 事業本部防災系事業部長、国際事業部長 

執行役員  (新任) 鈴山 勝之 海象解析部長、技術研究所長 

相談役 伊坂  充  

特別顧問 加藤 一正  

顧問 児玉 理彦  

顧問 富田 英治  

顧問 永井 紀彦  
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●技術紹介 
＜Ｄ－ＧＰＳ測深成果の活用技術 任意地点の水深把握情報ツール＞ 

Ｄ－ＧＰＳ測深成果である河床コンター図を活用し、水位観測所間の任意地点の水位や水深が簡易にわかるアプ

リツールです。操作は水位観測所の水位を入力するだけで、知りたい箇所の水深がわかり、平常時及び災害時の舟

運航路等の維持管理に活用できるとともに、水面利用での安全な利用箇所等の判断材料に使えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パソコン画面上で河床コンター図を表示し、観測所水位データから任意地点の水深を把握（淀川での整備例） 

●技術紹介 
＜人工構造物へのサンゴ被覆技術等の開発：港湾空港技術研究所との共同研究＞ 

１．技術開発の背景 

「港湾の施設の技術上の基準の改訂(H30.4)」では、生物共生型構造物等の環境配慮に関する記載が拡充されまし

た。ライフサイクルマネジメントに関しては、インフラ長寿命化技術の更なる研究開発が望まれています。他方で、

沖縄の港湾に生息するサンゴを取り巻く環境は、気候変動に伴う異常な高水温(白化現象)の影響など、今後も厳し

い状況が予想されます。このような現状を踏まえ、高水温耐性が高いとされる塊状サンゴ類を対象に、新たな環境

保全方策の開発に資する試験研究を行って参ります。 
２．共同研究課題の概要 

①港湾構造物へ効率よく生物共生機能を付加する手法の確立 

サンゴが異物と接触した際、その表面を被覆する特性に着目し、サンゴにメッ

シュ状基盤を固定してサンゴ生組織にメッシュ基盤の一部を被覆させます。その

後、基盤を取り外して構造物に固定し、構造物表面へのサンゴ再被覆を図ります。 
②港湾構造物にサンゴが被覆することによる劣化防止等効果の検証 

作成したサンゴ供試体を用いて、サンゴ被覆膜による構造物表面のひび割れ防止効果の可能性を検証します。 
 
 
 
 
 

図-1 現地試験の実施イメージ（研究課題①） 

ステンレス番線 

サンゴへ固定後 1～6 ヵ月間 ブロックへ固定後 1 ヵ月以降～ 

写真-1 塊状サンゴ類の被覆状況 
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井上 綾佳  前列右から３番目 
（環境系事業部 河川・環境部） 

学生時代に研究した河川に携わる仕事
ができ、とても嬉しいです。植物の同
定能力や植生調査で培った根気強さを
活かし、環境調査から解析まで一貫し
て行える技術者を目指し日々研鑽を積
んで参ります。まだまだ未熟ですが、
ご指導のほど宜しくお願い致します。 

川口 直也  前列左から２番目 
（防災系事業部 沿岸計画部） 

大学で専攻した海洋建築の知識を活か
すことができるエコーを志望し入社致
しました。公共事業のニーズや現状の
課題などを一早く捉えた企画を提案
し、より良い社会を形成する一員とな
るよう、何事にも積極的に挑戦してい
く所存です。宜しくお願い致します。 

舟山 凌太  後列右端 
（環境系事業部 沖縄環境部 環境事業室） 
自然との触れ合いが好きで、大学では
主に藻場と蝟集する魚類の食性につい
て研究しました。豊かな自然と社会資
本の整備を両立させる仕事がしたいと
思い、エコーへの入社を希望しまし
た。社会に貢献できるよう努力しま
す。どうぞよろしくお願い致します。 

本田 文成  前列右から２番目 
（防災系事業部 環境解析部） 

大学、大学院の研究では、地震波エネ
ルギーに関する数値計算を行っていま
した。今後は仕事を通して部署の方々
と協力・連携しながら，より良い社会
活動に貢献できるよう努力していく次
第です。そのためにも日頃から学習す
る姿勢を持ち続けていくつもりです。 

米山 裕一  後列右から２番目 
（防災系事業部 防災解析部） 

東京海洋大学大学院で海岸工学を学び
ました。沿岸域の公共インフラ事業に
おいて高度な技術を提供するエコーに
魅力を感じ、入社致しました。未熟で
至らない点も多々ございますが、幅広
い知識と多角的な視点を持った技術者
を目指して日々精進して参ります。 

宗本 金吾  前列右端 
（構造系事業部 構造設計部 第一設計室） 

大学時代から前職まで一貫して海岸工
学分野に携わってきました。これから
は、沿岸域での計画・調査・解析・設
計のスペシャリストが集まるエコーの
一員として、社会資本整備に役立てる
よう真剣に仕事に取り組みながら成⻑
していきたいと考えています。 

Pailin Chatanantavet  前列左端 
（防災系事業部 環境解析部） 

私はタイ出身ですが、15 年間のアメリ
カ滞在中に博士課程を取得し、多くの
研究プロジェクトに従事しました。専
門分野は河川・河口域の土砂移動です
が、今後は沿岸域にも拡張していきた
いと思います。エコーに入社すること
ができ、本当にうれしいです。 

志柿 友基  後列左から３番目 
（構造系事業部 構造設計部 第一設計室） 

学生時代に海と建築の関係性について
学んだことで、島国である日本にとっ
て大変重要な港湾施設の構造設計はや
りがいのある仕事と思いました。エコ
ーに入社し港湾構造設計のプロジェク
トに携わることができ、将来は一人前
の設計士になりたいと思っています。 

鈴木 一帆  後列右から３番目 
（防災系事業部 沿岸計画部 西日本計画室） 

物資の輸送や人の流れを生み出す場と
して重要な役割を持つ港湾に興味を持
ち、エコーに入社しました。人と人のつ
ながりを大切にすることを忘れず仕事
に励み、一日でも早く発注者の皆様のお
役に立てるよう、精一杯頑張ります。何
卒、よろしくお願い致します。 

●入社社員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染防止対策 

 「ウィズコロナ」という新たな環境の中、弊社では、ウイルス感染防止と事業継続の両立を図るために、三密環

境の回避、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、検温・手洗い・うがい・換気の励行等を徹底しなが

ら、在宅勤務、サテライトオフィス及びＷＥＢ会議等の活用を常態化し、一層の業務拡大に努めております。 

●ノー残業デーの徹底 

 「働き方改革関連法」を順守し、第7 次中期経営計画にある「生産性および社員満足度向上と業務改善」を実

現するために、弊社では、令和２年７月１日より「ノー残業デー（水曜日）」の就業時間を９ 時から１６ 時まで

に短縮し、社員が幅広く自由に使える時間を増やすことといたしました。 

 

 

 

網田 全  後列左端 
（環境系事業部 沿岸環境部 環境分析室） 
琉球大学院でイカの形態的特徴と生態
的特性の関連について研究しました。こ
れまで培った科学的な解析技術を業務
に活かせれば幸いです。未熟なためご迷
惑をおかけすることも多いと思います
が、打たれ強く頑張りますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。 

𠮷田 光寿  前列左から３番目 
（環境系事業部 沿岸環境部 環境管理室） 

エコーの社員として海のために仕事が
でき大変嬉しく思います。まだ新社会
人としての生活や会社に慣れることで
精一杯ですが、一日も早く仕事を覚
え、一人前の技術者として人と海が共
生する社会の実現に貢献したいと思い
ます。よろしくお願い申し上げます。 

金城 圭太  後列左から２番目 
（環境系事業部 沖縄環境部 環境調査室） 

大学では保全生態学や空間情報学を学
び、卒業研究では潮汐湿地の植生変遷
について研究しました。優れた技術者
を目指すだけでなく、人間としても信
頼されるよう、自分に厳しく、一日一
日着実に成⻑していきたいと思いま
す。どうぞ宜しくお願い致します。 

https://www.ecoh.co.jp

