
令和３年度優良業務・若手優良技術者実施業務
（測量・地質・補償関係コンサルタント部門）

業務名：県道御熊白兎線（白兎工区）道路改良工事
「土地調査及び物件業務委託」（交付金）

受託者：アサヒコンサルタント株式会社
主任担当者：安藤 有輝 照査技術者：森 大樹 担当技術者：熊谷 毅

■委託場所：鳥取市白兎

■工 期：令和３年７月１５日～令和４年３月１日

■委託概要：本業務は、鳥取市白兎のＪＲ交差部分の

改良を含む県道改良計画区間において、
用地測量及び用地調査を実施したもの
である。

■委託金額：11,294,800円 主任担当者
安藤 有輝（３３歳）

本業務は、事業予定地に地図混乱地域が含まれていること
や、ＪＲをはじめとする関係機関が多岐にわたることから、事前
の問題提起と解決策の提示、各関係者との密な調整や迅速な
対応などに留意して実施しました。

また、山林部の境界立会においては、一部の急斜面で立会
が困難である上に事前聴取では土地所有者が境界について
不明確でした。そのため、「ＵＡＶレーザ計測による３次元デー
タに想定の境界線を示して説明会を行う」という弊社の提案に
承諾いただき、結果として地形や境界について立会者の理解
が得られ、円滑に境界立会を完了することができました。

以上のような取り組みにより、工期内に早期納品を果たすこ
とができ、さらには栄えある賞まで頂きましたこと、社内関係者
一同、大変嬉しく光栄に思います。

今後もこの受賞を励みに精進いたします。

出典：Google Earth

最先端
水陸両用UAVグリーンレーザ

想定の境界線と３次元データ

詳細な地形と境界の
位置関係を立体的に表現 境界説明風景

上空写真
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令和３年度優良業務
（測量・地質・補償関係コンサルタント部門）

業務名：新興寺地区急傾斜地崩壊対策工事外「地盤変動影響調査業務委託（事後調査）」
受託者：シンワ技研コンサルタント株式会社
【補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務】 主任担当者：内田 恵子 照査技術者：土居 佑悟
【地質調査業務】 管理技術者：新 任修 照査技術者：青原 啓詞

■委託場所：八頭郡八頭町新興寺外

■工 期：令和2年9月25日～令和3年5月31日

■委託概要：本業務は、工事完了後に建物調査、井戸の

水質調査及び水量調査等の地盤変動影響

調査（事後調査）を行ったものである。

また、調査結果をもとに費用負担算定を行った。

■委託金額：12,265,000円

主任担当者
内田 恵子

【苦労した点ほか】
業務の工程管理において苦慮した。調査時期が積雪

期であり、建物の外部（屋根、外構）の調査は建物内部
と別日に実施する必要があった。また、県外者や町営
住宅の借家人との調整も時間を要した。

建物以外に井戸や墳墓調査があり、費用負担算定を
行って、発注者と十分な打合せを行い問題なく業務遂
行できた。

【その他】
鳥取県は女性も活躍できる環境について積極的に

取り組まれており、働きやすいなと感じている。
何より、一緒に仕事をしてくれる皆さまに感謝。

クラック調査

クラック調査(接写)

調査位置図

傾斜測定

水準測量墳墓調査井戸調査（ポンプ） 井戸調査（水質調査）



概略スケジュール ９月 10月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31

契約 ●

資料作成・修正

国交省協議・資料修正 ●

申請手続き

縦覧

事業認定手続き

事業認定告示 ●

令和３年度優良業務
（測量・地質・補償関係コンサルタント部門）

業務名：ツツミ谷川通常砂防工事
「事業認定申請書作成業務委託(申請書作成)」(補助)

受託者：株式会社 開発コンサルタント
主任担当者：山﨑 尚生 照査技術者：藤田 朋彦

■委託場所：八頭郡八頭町岩渕

■工 期：令和3年9月17日～令和4年3月18日

■委託概要：本業務は、ツツミ谷川通常砂防工事におけ

る事業認定申請書を作成したものである。

■委託金額：5,919,100円

1 10 20 30
●9/17着手 ●9/22初回M

作業計画の策定
9/29業務計画書提出●

10/12_中間M1● ●10/19_治山砂防課協議

指摘対応A・B 指摘対応A・Bの審査・修正 指摘対応C
10/12_A・B修正データ提出● 10/25_事業認定庁へデータ送付●

○11/1_認定庁協議　●11/8中間M2 11/29_事業認定庁から再修正指示■

指摘対応C、A・Bの再修正 事業認定庁による修正データチェック
11/12_事業認定庁へ全データ送付● 11/25_申請書、参考資料データ送付●

（申請図書に微修正⇒随時対応）

事業認定庁による修正データチェック ◎12/24_本申請
●12/1_再修正完了 ●12/8_差替え頁提出 12/22_法15条14説明会○

1/27_縦覧告示（町）◆

事業認定庁内協議等手続き
1/7_事業認定庁受付■ 1/20_事業認定庁決裁■ 1/27_縦覧開始◆

○2/18_縦覧終了報告（知事⇒認定庁）

法24条_短期縦覧 事業認定庁内決裁
2/10_短期縦覧終了◆ ◆2/14_縦覧終了報告（町⇒知事） 2/28_決裁■

○周知看板設置、パンフレット配備

認定告示手続開始 3/16_事業認定告示◎ ⇒裁決申請図書作成（別発注業務）
3/10_中間M3● ●3/17_納品

●受注者作業　　○発注者（起業者）作業　　■事業認定庁作業　　◆八頭町作業

3月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

☆当該砂防事業を開始するため
には年度内の申請が必要

①具体的な作業スケジュー
ルによる工程管理！

③作業関係者との情報共有により、
目的の明確化と手戻りを回避！

☆計画通りの事業認定告示
を達成！

☆事業認定庁からの指摘事項の
対処は11月中の完了が必須

計画通りの事業認定告示を達成。

【作業の効率化を図るための工夫】
①具体的な作業スケジュールによる工程管理
②指摘事項を難易度別にチェックリストにして作業効率をＵＰ
③上記資料を作業関係者で共有し、情報共有により目的の明確化と手戻りを回避

【【本業務での問題点】
☆当該砂防事業を開始するためには年度内に事業認定告示が必要。
☆上記遂行のためには、事業認定庁からの指摘事項の対処を11月中に完了することが必

須。⇒指摘事項が繊細多岐にわたるため、対応に工夫が必要。

備考（補
足説明

番号 頁 行 日付 類別 指　　　摘　　・　　確　　　認　　　　事　　　　項 日付 回　　　　　　　　　　　　　　答
A・B:今回
提出
C:11月提

1 6/25

※全体計画＝申請起業地計画（工事用道路を除く）とする。
（従前の指示と異なり、申し訳ありません。）

起業地表示図で、使用の着色がされている部分は、工事用道路であり「砂防指定地
外」、「残件なし」とのことであれば、起業地表示図の使用の着色を除外してください
（工事計画線の削除は不要です）。関連して、申請書の該当部分、図面修正、参考資
料の削除等の対応をお願いします。
（工事用道路を起業地とすると、ルート比較等の資料の追加および附帯工事となるた
め事業の種類へ工事用道路の記載が必要となります。）

工事用道路（及びレベルバンク部）を対象外とし図面修
正。
関連して、使用地の地番別面積、地権者数も修正して
申請書、参考資料を修正。

C

2 6/25 追加

資料１－２には、本件起業地が「砂防指定」「土砂災害特別警戒区域」に指定されてい
ます。法令制限地として取り扱うこととなりますので、法令制限地に関する行政機関の
意見書、法令の規定により制限のある土地を表示する図面が必要となります。→急傾
斜地等、他に法令制限地がないことを再確認してください。

砂防指定地、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警
戒区域の範囲等を示した法令制限地表示図を追加作
成。
※文化財保護法のほかに法令制限地はなし（3.公益性
に関する資料P1）

C

3 全般 6/25 修正
河川名、道路名等は正式名称を記載してください。また、「申請書」「事業計画書」に
は、それぞれで定義してください。（手引き【事例18】等参照）

河川名、道路名を正式名称に修正し、申請書・計画書そ
れぞれで定義。
例）一級河川千代川水系ツツミ谷川（以下、本渓流とい
う）

A

4 P1 6/25 質問
堤谷は「ツツミダニ」、「ツツミタニ」どちらですか？
参考資料４－７で字が潰れて確認できません。

正解は「ツツミダニ」
申請書P1のルビを修正。
参考資料4-7は拡大したものを添付

A

5 P2 6/25 修正
平成１９年に尾谷川及び大谷川で土砂災害が発生、また、若桜町でも８渓流で土砂災
害が発生とありますが、発生箇所（位置図）を参考資料に添付してください。また、参考
資３－３に８渓流の位置図を追加添付お願いします。

参考資料3-3表紙の次ページに、被災渓流の位置図を
追加。

B

6
P2～
P3

6/25 修正
土石流の流出量の表現が箇所により、「P2移動可能土砂量」、「P3計画流出量」、「P3
予測される土石流」と異なります。言葉の統一をお願いします。
※「●事業計画書（番号１０）」と同様

「計画流出量」に統一。 A

7 P4 6/25 追加
「第２次八頭町総合計画」を参考資料に添付してください。
参考資料4-2-6が該当資料（何の基本計画かわからない）であれば、鑑（計画の表紙
等）を添付すること。

参考資料4-2-6以降を差し替え A

8 6/25 修正
管理用道路のルート比較について、「●参考資料（番号６９）」で作成をお願いする
ルート比較の資料をベースに、本文への追加をお願いします。

現計画含め2案で比較。 C

9 P7,8 6/25 修正 広域位置図、位置図、概要図などに方位を記載してください。 方位記載。 A

事業の種類

法令制限地

　●申請書　

●事業計画書

件　　　名 一級河川千代川水系ツツミ谷川通常砂防事業

　●全　般　

修
正
区
分

②指摘事項を難易度別にチェックリス
トにして作業順序・効率をＵＰ！



令和３年度優良業務
（測量・地質・補償関係コンサルタント部門）

業務名：県道岩美八東線道路災害防除工事（明辺・富枝工区）
「用地測量業務委託」（交付金防災）（ゼロ県債）

受託者：サイトウコンサルタント株式会社
主任技術者：藤原裕人 照査技術者：井上達也 現場代理人：三谷友紀

■委託場所：八頭郡八頭町明辺、富枝

■工 期：令和3年3月5日～令和3年11月5日

■委託概要：本業務は、岩美八東線（八頭町明辺、富

枝）において道路災害防除工事を目的に

用地測量及び立竹木調査を実施したも

のである。

■委託金額：8,333,600円

（図、写真、図面などビジュアル的な資料）

（顔写真）

【任意】

現場代理人
三谷友紀（46歳）

本業務は岩美八東線道路災害防除工事の内、
用地測量・立竹木調査を実施した。用地境界立
会に際し、現地は急峻な山地であり、且つ地権
者が高齢で現地確認が困難なこと、更にコロナ
禍であり、地籍調査済みなため、書類上の境界
立会を協議にて提案、境界確認の資料（航空写
真等（直上、鳥瞰）に境界を記載）を作成した。
作成にあたり各地権者が理解し易い資料作成を
心掛け、円滑な境界確認を実施出来るよう工夫
した。

本業務の実施に各課員の努力や工夫を含めた
チーム力が評価されたと考えます。引き続き、
質の高い成果作成に努めてまいります。

（図、写真、図面などビジュアル的な資料）

業務位置 業務位置

© 2021 Google © 2021 Google



令和３年度優良業務
（測量・地質・補償関係コンサルタント部門）

■委託場所：倉吉市八屋～山根

■工 期：令和3年5月25日～令和4年3月25日

■委託概要：主要地方道倉吉青谷線のうち、倉吉市八屋～山根地内では、

暴風に伴う電柱倒壊による被害防止や景観の向上を目的に、

無電柱化が計画されています。

この業務は、地下空間に既に埋設されている水路や配管の

位置・深度を地中レーダー探査などの調査によって把握し、

電線共同溝（電線類を地下空間に収容する施設）の設計に必

要な地中の情報を整理したものです。

■委託金額：7,859,500円

現場代理人
中井 貴彬（33歳）

【地中レーダー探査実施状況】

アンテナ350Hs➣

200Hs➣

模式断面図【地中レーダー探査波形記録の例】

⇩
⇩

鋼管
FEPアンテナ

データ収録装置
↙

業務名：県道倉吉青谷線（八屋～山根工区）
電線共同溝工事「埋設物調査業務委託」（交付金）

受託者：西谷技術コンサルタント株式会社
管理技術者：木谷 啓二 照査技術者：岩本 志信 現場代理人：中井 貴彬

業務の目的は、電線共同溝の設計に必要となる地下埋
設物の線形や埋設深度を把握することでした。

地下埋設物の存在は、地中レーダー探査だけでは推定
しきれないことも多く、既存資料の収集、追加調査として
電磁誘導法による非破壊探査、目視可能な地下埋設物
の実測を行うなど多面的に検討し分析しました。

地質調査業務では地中の不可視の情報を対象とし、専
門技術をもって地盤情報を解明します。今回の埋設物調
査業務を通して地中レーダー探査をはじめ物理探査の有
効性を改めて理解することができました。

今後も活用機会が増えることを期待し、調査技術・解析
技術の向上に努め、もって業界の技術発展、魅力向上に
貢献したいと思います。ありがとうございました。

歩道車道

電線共同溝イメージ(出典：国土交通省HP)



孝霊山デイサイト類

弥山溶岩ドーム

沖積層
新期扇状地
Ⅰ面堆積物

旧淀江湖
堆積物

砂丘・砂州堆
積物

壺瓶山安山岩

中期～古期
大山噴出物

安山岩質火砕岩
（塊状部）

高井谷溶岩

溝口凝灰角礫岩

未区分火砕岩類

大山寺デブリアバランチ堆
積物

新期火砕流堆積物

新期扇状地Ⅱ面堆積物

海浜堆積物

最新期扇状地面堆積物

段丘堆積物

槇原火砕流堆積物

中期扇状地面
堆積物

古期扇状地
Ⅱ面堆積物

古期扇状地
Ⅰ面堆積物

花崗岩

令和３年度優良業務
（県外コンサルタント部門）

業務名：鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地周辺地質総合解析
及び三次元地下水シミュレーション解析業務

受託者：建設技術研究所・地圏環境テクノロジー共同企業体
管理技術者：和田卓也 照査技術者：大栗 究

■委託場所：米子市淀江町
■工 期：令和3年1月29日～令和4年3月30日
■委託概要：本業務では、産業廃棄物処理施設計画地周

辺の地下水の流れの状況を把握することを
目的に、調査会※の議論を踏まえながら、広
範囲で詳細な水理地質総合解析、三次元地
下水シミュレーション等を実施することにより、
帯水層ごとの地下水の流れの状況を明らか
にすることができた。

※鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会

■委託金額：95,527,300円

管理技術者
和田卓也（５６歳）

・ 対象地は火山山麓の複雑な地形・地質で地質解析が難しい地域。

・ 地質調査（地表地質踏査、ボーリング、観測井戸設置、テフラ分

析・透水試験等含む）結果に、水文・水質等のデータを加えて水理

地質総合解析を行い、三次元の水理地質モデルを構築した。

・広範囲（大山山頂から日本海までの流域全体：面積約140km2）の

表流水と地下水の水循環を、高機能の三次元統合型水循環シ

ミュレータを用いて詳細に解析し、地下水位や河川流量の変動等

の各観測データに対しても、再現性の高い解析結果を得た。

・ これまで詳しく知られていなかった対象地域の地下水の分布や地

下水流動状況を、高い解析精度で明らかにすることが出来た。

・ 私どもが携わった業務が、地域の水資源の保全と、地域住民の

皆様の安全安心に繋がる成果を残せたことに、総合建設コンサル

タントのエンジニアとして、この上ない喜びを感じます。

地質三次元モデル 大山山頂

日本海

処分施設計画地

拡大図
壷瓶山

淀江平野

米子平野

精進川

淀江平野

（水道水源地）

大山山頂

日本海

地下水流線図

拡大範囲

地形データ出典：国土地理院 基盤地図情報数値標高モデル（10mメッシュ）

地形データ出典：国土地理院
   基盤地図情報数値標高モデル（10mメッシュ）


