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  第 ５５ 号       (令和 2 年 9 月 18 日発行) 

 

●エコー創立４６周年記念式典 

弊社は令和２年９月３日をもちまして創立４６周年を迎え、翌日９月４日に『創立記念式典』を開催いたしま

した。コロナ禍の本年度の式典は、十分な換気を行いながら３密を避け、各地分散型での開催といたしました。

本社社員には本社会議室の他、第二会場を設営し、さらに東北、横浜、富山、近畿、九州、沖縄６事務所をZoom
で接続したWeb式典とすることで、全国の社員が親しく懇談しながら一斉に祝うことができました。 
このような日を迎えることができたのも、ひとえに皆様方の厚いご支援の賜物でございます。今後も更なる発

展に向け努めてまいる所存ですので、皆様の一層のご指導・ご支援を賜ります様、よろしくお願い申しあげます。 

 
●エコー社員表彰式 

弊社では毎年、創立記念日に合わせて『社員表彰式』を実施しています。これは、社業の発展に寄与した者、社

会的な功績や善行があった者等、１０の部門について審査し表彰するもので、今年は４４件を対象に、表彰状と

報奨金を授与いたしました。社員表彰の内、以下の２件に関し、受賞者の挨拶を紹介いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

●申請（推薦）案件表彰  優秀賞（営業部 横浜事務所長 小玉芳秀） 

東京湾大感謝祭初出展での貢献（於 横浜赤レンガ倉庫） 

東京湾大感謝祭は、東京湾再生のために官民が協働で開催する、毎年１０

万人規模を集客する一大イベントです。弊社は昨年度、(一社)水産土木建設

技術センターと共同で「サンゴ増殖技術」のブースを展示致しました。国

内外の多くの方々が興味深く説明を聞いて下さり、一般の方々にも弊社社

業を直接ご覧いただくことができた非常に意義のある出展となりました。 

●管理部門表彰  優秀賞（管理本部 吉川泰広） 

新型コロナウイルス対策：Web 会議本格運用での活躍 

新型コロナウイルス感染症対策として、従来の対面型会議の見直しが急務と

なりました。対応について検討した結果、主にZoomとYouTubeを用いた

Web会議を導入することとなり、システム担当者として円滑な会議開催に

向けシステムの導入に努めました。様々な苦労もありましたが、多くの方々

の協力もあり、予定通り全社内会議をWebで実施することができました。 

対面授与式 

Web授与式 
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●新任ご挨拶 

 令和２年７月１日に入社しました石鉢（いしのはち）と申します。宜しくお願いいた

します。以前は国交省関東地方整備局に勤め、主に河川を中心に、ダム、砂防、海岸等

の事業に携わってきました。 

主な経歴としましては、平成２８年４月、関東・東北豪雨で鬼怒川の堤防が決壊した

翌年となりますが、河川部水災害予報センター長に着任し、洪水発生時の「逃げ遅れゼ

ロ」、「社会経済被害の最小化」の実現に向けて、「想定最大規模の浸水想定区域図」

の作成・公表、スマートフォンの緊急速報メール機能を活用した「洪水・氾濫情報の発

信」環境整備、高齢者等要配慮者施設を対象とした避難計画作成支援等を行って来まし

た。また、最後の勤務先となった利根川ダム統合管理事務所では、複数のダムの運用に

より首都圏域への水補給や洪水氾濫軽減策等に努めるとともに、ダム完成後約６０年経過した周辺地域の賑わいづ

くりとして、従来は組織内部の点検であったダムゲートの開閉点検（放流点検）を誰でもが見られる見学会とし、

１日当たり１千数百人もの人々が集まる一大イベントとしました。 

近年、雨の降り方は地球温暖化や気候変動により年々集中化、激甚化し、大きな被害をもたらすようになって来

ています。また、新型コロナの影響により経済や地域活動が疲弊し始めています。立場は変わりましたが、これま

での経験、知識、そして弊社の環境等の技術力を以って、引き続き地域の安心・潤い・発展等に貢献できればと思

っておりますので、皆様のご指導、ご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。 

●港湾功労者表彰 

❖ 事業管理部 技師長 黒木 敬司 ------------◦◦❁◦◦----------------◦◦❁◦◦---------------◦◦❁◦◦----------------◦◦❁◦◦---------------◦◦❁◦◦--------------- 

港湾功労者表彰を頂きましてありがとうございます。昭和５６年に入社以来素晴らし

い先輩・上司に恵まれ、主として海岸域の地形変化解析にかかわる業務に携わることが

できましたことについて、感謝するとともに誇りに思っております。大学と異なり、企

業では技術者育成と、その後の組織内連携が殊更重要です。昨今のように営業環境が厳

しい中では、個人の技術力向上と連携強化が生き残りへの無二の道であると確信してお

ります。新潟西・能代・鹿島・志布志等の各地で得た知見と、その過程での技術面での

研鑽結果を、次世代の技術者に受け継いでいく年齢になったと自覚しております。過去の人脈を生かした業務運営

や、計測・ファイリング・現地評価等の技術側面で微力ながらお手伝いできれば幸いです。 

❖ 営業部 北陸事務所 部長 和泉田 芳和 ～～～～～～～ 🐟〟～～～～～～～～～ 🐟〟～～～～～～～～～～ 🐟〟～～～～～～～～～ 🐟〟～～～～～～～～～                

この度、港湾功労者表彰を賜り誠に有難うございました。港湾業務に携わり、早いも

ので４４年を迎えました。この間、港湾整備を中心に色々な経験をさせて頂きました。

その中でも私が住んでいる新潟市は、昨年(2019年)新潟開港１５０周年を迎え、色々な

記念イベントが開催され大いに盛り上がりました。信濃川河口に位置する新潟港は、安

政５年日米修好通商条約締結により開港５港の１つとして日本海側で唯一選ばれまし

た。他港と比べて違うことは、古くから港から川へ、川から街へと「モノ・コト・歴

史・情報」が運ばれ「川湊」として発展してきました。その反面、信濃川からの流下土砂による港内埋没が生じて

おり、今もなお航路水深の維持が課題となっています。これからは、新潟港の魅力の発信や、皆さんから利用して

もらえる“みなとづくり”を目指して微力ながら努めて行く所存です。 

事業本部技術部長 
石鉢盛一郎 
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❖ 営業部 四国事務所 部長 槇山 正 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 🍂🍊 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 🍂🍊 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 🍂🍊 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 🍂🍊 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿               

 港湾功労者表彰をいただきました。ありがとうございました。昭和５４年の入省から

公務員生活３６年を経て、弊社勤務６年目となります。公務員生活を顧みますと高知空

港４年を振り出しに、波浪統計４年、事務所係長として海洋環境４年、松山空港２年、

松山港２年、上川口港３年、高知空港２年、事務所課長として技術開発２年、徳島空港

２年、河川２年を担当し、それぞれで貴重な経験をさせていただきました。特に下線部

は出張所勤務の現場担当でしたが、さまざまなトラブルに対して受注業者の方々ととも

に応対し、「対人関係は鏡」であることを痛感しました。組織内外の皆様に支えられて

のこの度の受賞かと思います。あらためて感謝いたします。これまでの経験を活かしつつ、今後も微力ながら業界

の発展に寄与できるよう努めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

❖ 営業部 九州事務所 部長 久保 龍造 ＿＿＿＿＿＿＿ 🌷🌷🌷 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 🌷🌷🌷 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 🌷🌷🌷 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 🌷🌷🌷 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

この度は、輝かしい賞を頂戴し光栄に思います。受賞の知らせを頂き改めてその歳月

を実感いたしました。ここまでやって来られたのも、諸先輩方や良き同僚、関係各位の

ご指導とご支援の賜物と感謝申し上げます。今後とも微力ながら弊社事業及び港湾・海

岸分野の発展に寄与して参りたいと思うところですが、新型コロナウイルスの猛威がい

つ終わるか定かではありませんので、祝杯はぐっと我慢して、ソーシャルディスタンス

をはじめとする新しい生活様式や急激に進む働き方改革にしぶとく対応して参りたいと

思っています。 

受賞のお知らせと同時期にめでたく初孫にも会えましたことから、ここで一句、 

功労者 孫から見れば 高齢者 

失礼いたしました。 

❖ 事業本部 部長 林 輝幸 ------------◦◦💎◦◦-----------------◦◦💎◦◦-----------------◦◦💎◦◦------------------◦◦💎◦◦------------------◦◦💎◦◦-----------------               

 この度、港湾功労者表彰を賜りました。これまで皆様から頂いたご支援の賜物と感謝

申し上げます。海とは無縁の地に育った私は、海に携わる仕事がしたいと旧運輸省第四

港湾建設局に入局したのが港湾との出会いでした。仕事を通じて港湾が果たす役割や魅

力を肌に感じつつ、より深く港湾を知りたいとの気持ちで様々な業務を経験させて頂き

ました。港湾局計画課では港湾行政を俯瞰して見ることができました。整備局等では企

画・調査から工事に至る業務全般を、港空研では研究開発の支援業務などに従事してき

ました。最後の勤務地である沖縄県宮古島市では、平良港のみなとまちづくり協議会を

地元と協働して立ち上げ、国際クル－ズと連携した地域振興に直接的に携われたことは幸運でした。最後に、本表

彰に恥じぬよう微力ですが、港湾の整備・振興のために貢献できれば幸いと存じます。 

❖ 営業部 中部事務所 部長 佐野 一三 、、、、、、、🐓🐓🐓、、、、、、、🐓🐓🐓、、、、、、、、🐓🐓🐓、、、、、、、、🐓🐓🐓、、、、、、、、、 

 
 
今回佐野部長のご挨拶につきましては、都合により写真だけの掲載とさせて頂きました。 
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●表彰 
１．令和元年度優良業務表彰 

受 賞 業 務 表 彰 者 
浜田港福井地区防波堤（新北）基本設計 国土交通省中国地方整備局長 

徳島小松島港中期整備計画検討業務 国土交通省四国地方整備局長 

令和元年度関門航路埋没対策検討業務 国土交通省九州地方整備局長 

輪島港港内静穏度検討業務 国土交通省北陸地方整備局金沢港湾・空港整備事務所長 

平成30年度津松阪港津地区（栗真）堤防基本設計 国土交通省中部地方整備局名古屋港湾空港技術調査事務所長 

大阪湾港湾等における高潮解析検討等業務 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部長 

四国における内貿ユニットロード輸送の高度化構想検討業務 国土交通省四国地方整備局港湾空港部長 

宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）断面検討業務 国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所長 

東予港中央地区等深浅測量 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所長 

平成31年度唐津港港湾施設改良基本検討業務外１件 国土交通省九州地方整備局唐津港湾事務所長 

平成31年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)災害復旧ケーソン細部設計 国土交通省九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所長 

２．令和元年度優秀技術者表彰 

受賞者 業 務 名 表 彰 者 

安田将人 平成30年度津松阪港津地区（栗真）堤防基本設計 国土交通省中部地方整備局長 

團村肇 浜田港福井地区防波堤（新北）基本設計 国土交通省中国地方整備局長 

白井英一 徳島小松島港中期整備計画検討業務 国土交通省四国地方整備局長 

森伊佐男 令和元年度大淀川下流部河道管理検討業務 国土交通省九州地方整備局長 

白井英一 四国における内貿ユニットロード輸送の高度化構想検討業務 国土交通省四国地方整備局港湾空港部長 

安田将人 宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）断面検討業務 国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所長 

田中聡 東予港中央地区等深浅測量 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所長 

團村肇 平成31年度唐津港港湾施設改良基本検討業務外１件 国土交通省九州地方整備局唐津港湾事務所長 

安田将人 平成31年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)災害復旧ケーソン細部設計 国土交通省九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所長 

●発表論文紹介（執筆者欄は共著であっても当社役職員のみを記載） 
●土木学会論文集B3（海洋開発）vol.76 [2020.6] 

(1)Analysis of hydrodynamic conditions in Tone river estuary with sea level rise scenarios 
：M.A.C. Niroshinie, Yoshiaki Shiraki, Katsuyuki Suzuyama 

(2) Typhoon-Induced Storm Surge Analysis with COAWST on Different Modelled Forcing 
：Mangala AMUNUGAMA, Katsuyuki SUZUYAMA,  Chathura, MANAWASEKARA, Yoji TANAKA, Yiqing XIA 

(3) 全国沿岸における波浪と風の特異日：仲井圭二、額田恭史 
(4) 港湾外郭施設設計のための数値計算の精度とコスト：長谷川巌 

●第４４回土木学会海洋開発シンポジウム講演集[CD-ROM] [2020.9] 
(1) わが国における洋上風力発電の可能性 −北九州港響灘地区の取り組み−：永井紀彦 

●土木学会令和２年度全国大会 第75回年次学術講演会講演概要集 [2020.9] 
(1) 重力式岸壁の地震応答解析に対する特異値分解による線形次元削減と代替モデルの活用：住岡直樹 

●Society for Ecological Restoration （OPEN ACCESS） Restoration Ecology [2020.6] 
(1)Enhancing coral larval supply and seedling production using a special bundle collection system “coral 

larval cradle” for large-scale coral restoration：岡田 亘、安武陽子 

●Marine Geology (Elsevier) [2020.9] 
(1) Numerical simulation of sedimentation and erosion caused by the 2011 Tohoku Tsunami in Oarai Port, 

Japan：Yoshiyuki Uno 
 

 

 

 

 

https://www.ecoh.co.jp

