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街づくり講演会」のご紹介

当センターでは県・市町村及び建設関連団体との連携により、建設技術者の育成や技術力向上等のた
め各種研修等を開催しています。
去る11月20日(金)には岐阜県都市計画協会との共催により、岐阜市のぎふメディアコスモス内のドキ
ドキテラスを会場とし、誰でも参加できるオープンな形式にて街づくり講演会を開催しました。
釘山健一氏（会議やプロジェクトを活性化させる手法「ファシリテーション」の第一人者）の講演で
は「人を動かすカギは和やかな雰囲気作り。まずは語り合える場を創ることが大事」と述べられました。
また、山本和彦氏（森ビル都市企画㈱社長）からは、自ら手掛けられた六本木ヒルズやアクティブＧ
等、明確なコンセプトと多様な手法による各地の開発事例や現在の情勢分析等をご紹介されました。
図書館の利用者も立ち寄って聴講される等、参加者は約130名に上り「気軽に対話できる仕組みづく
りの大切さなど、これまで気が付かなかった街づくりの極意について楽しく学ぶことができた」「先進
的な開発の進め方も面白かったが、その後の継続的な発展を目指す取り組みも大変参考になった」等と
大変好評をいただきました。

釘山健一氏

山本和彦氏

【会議ファシリテーター
普及協会代表】

【森ビル都市企画㈱
社長】

「G空間セミナー2016 in GIFU ～ビッグデータ時代のGIS活用～」の開催
岐阜県建設研究センターでは、県や市町村、民間等が共同利用できる地理空間情報プラットフォーム
である「県域統合型GIS」を提供し、県内における地理空間情報の活用拡大を支援しています。
今回、地理空間情報のさらなる活用促進を図る目的で、県内外における最新のGIS（地理情報システ
ム）活用動向や自治体における活用事例を紹介する「Ｇ空間セミナー2016 in GIFU」を、岐阜県との共
催で以下のとおり開催しますので、奮ってご参加ください。
1) 日時 平成28年2月10日(水) 13:30～16:30
2) 場所 みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール（岐阜県岐阜市司町40番地5）
3) 内容（予定）
1.基調講演
中部大学国際GISセンター長 福井弘道氏
2.事例発表 ・民間会社の先進事例：ビッグデータによる人口流動解析、UAVの活用事例、GIS最新情報等
・自治体等での活用事例：市町村政策検討への活用、自然環境保全への活用
今後の市町村土木施設維持管理スキームの提案

セミナーへの参加は無料です（混雑が予想されますので、事前登録をお勧めします）
お問い合わせは岐阜県建設研究センター内 ふるさと地理情報センター（0584-81-1357）まで
編集・発行 公益財団法人
担当：企画部 内川・荒木

岐阜県建設研究センター
TEL 0584(81)1332

http://www.gifu.crcr.or.jp
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岐阜県自然共生工法研究会 ｢植物生育環境勉強会｣｢魚類生息環境勉強会｣ 開催報告
自然共生工法研究会で毎年開催している「植物生育環境勉強会」「魚類生息環境勉強会」を紹介します。
植物生育環境勉強会は１０月１５日（木）に（一財）
自然学総合研究所所長の西條好廸氏を講師に、美濃市須
原の鶴形山で開催し、南方系植物が生育する北限種と北
方系植物が生育する南限種が混在し複雑な植生をもつ鶴
形山の樹林帯を観察し、環境条件との関係について学び
ました。（参加者：１５名）
参加者からは、「大変勉強になりました。日頃、あま
り気にしていない植物に目を向けることが出来たと思い
ます」、「岐阜県内の植物の分布や樹種の見分け方など
、分かりやすく説明していただき、とても貴重な時間と
なりました。今後の業務に活かしていきたい」などの声
をいただきました。

実習風景
（登山道入り口付近）

魚類生息環境勉強は１１月１６日（金）に飛騨生態
調査研究室代表の大森清孝氏を講師に、高山市街地を
流れる一級河川苔川で採捕及び同定調査の実習を上
流・中流・下流の３ヶ所で行い魚類調査のデータの取
り方等について学んだ後、高山市総合庁舎にて魚類等
の一般的な生態学や苔川周辺に棲む魚類等生物の生態
学及び課題等について学びました。
同定調査ではアブラハヤやタカハヤなど様々な魚類
を採ることができ、場所によって採れる魚の数が大き
く変わることがわかりました。（参加者：２０名）
参加者からは、「大森先生の話も分かりやすく、楽
しく聞けました」などの声を頂きました。

実習風景
（大御前神社跡別山神社跡）
実習風景(苔川)とアブラハヤ

座学風景(飛騨総合庁舎)
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いくつ見つけられたかな？

美濃の兄弟を助けて仁義を全うする
～薩摩義士の偉業を省みる～
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月 日（日）新しく改装なった「ぎ 助けてやる。これが薩摩の祖先以来伝わ
ふ清流文化プラザ長良川ホール」におい った仁義の精神ではなかろうか。人間の
て直木賞作家杉本苑子さんの「孤愁の岸 道ではなかろうか。見も知らない兄弟を
」を桑名市の劇団「すがお」が演じるの 助けて仁義を全うする、そしてできえた
を鑑賞する機会がありました。そこで改 ら薩摩を安全にしようではないか」 ＊
( )
めて薩摩義士の偉業、木曽三川のお手伝 と藩士を説得して９４７名の薩摩藩士と
い普請を振り返る機会を得ました。
万両という莫大な資金を調達して、美
お手伝い普請は今から２６０年前の江 濃の水普請のために出かけました。そし
戸時代、宝暦 年（１７５３）から４年 て 名の自害者、病死者を出しながらも
（１７５４）にかけて行われました。伊 見事に水普請を完成させます。薩摩義士
藤光好氏（１９１４～２００２）、元海 の偉業はその後明治時代に木曽川、長良
津町長は「薩摩義士の語り部」として、 川、揖斐川の完全分流という形でオラン
終生、県内外の多くの人に薩摩義士の偉 ダ人技師デ・レーケの指導による治水事
業を語り伝えられました。私も若いころ 業に引き継がれ、またそれ以降も国や県
何回もその講演をお聞きしたことがあり の営々とした治水事業により、洪水の発
ます。独特の海津弁で話される声は慈悲 生は劇的に減少しました。
にあふれ、聞く人に感動を与えました。
しかしながらそれでも自然の盛威は時
薩摩藩が幕府から美濃のお手伝い普請を に人間の努力をあざ笑うかのように強大
命じられ、鹿児島の鶴丸城内で喧々諤々 化し大きな災害を引き起こしています。
と賛否両論が戦わされているとき、平田 Ｓ 、 、 の連年災、Ｓ の ・
靭負家老は皆の前で諄々とお説きになり 豪雨災害、Ｈ の台風 号による洪水氾
ま す 。 「 皆 の も の 、 よ ー く 聞 い て ほ し い 。濫 な ど で す 。 私 た ち は こ う し た 災 害 に 対
このたび将軍家はわが薩摩に対して美濃 して、治水事業に命をかけられた先人の
の水普請を仰せ付けた。これは理屈に合 想いを最大限受け継ぎ、流域の安全確保
わない。皆のものが憤慨している。この のために懸命な努力を続けなければいけ
平田も腹が立つ。けれどもどうか皆のも ないと思います。
の、よーく味わってくれまいか。日本の
国というのは顔は知らなくても全部兄弟
同士やなかろうか。兄弟の中で水に溺れ
＊伊藤光好講演会「宝暦治水と薩摩義士」
死ぬ、そういう兄弟があるということを
から抜粋Ｓ ・ ・
聞かされたらどんなに犠牲を払ってでも
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「親子土木見学バスツアー ～自然と人の間に土木の仕事～」を開催しました！
建設研究センターでは、土木事業の重要性を啓発す
る取組みとして、「小中学生とその親御さんを対象と
した土木施設をバスで見学するツアー」を平成２２年
度より実施しています。
今年度は、「自然と人の間に土木の仕事」をテーマ
として、人の手によって自然の景観を再現した河川環
境楽園(世界淡魚園水族館 アクア・トトぎふ)と、自
然を切り開いて人々の生活を有益なものとするトンネ
ル(工事現場)や橋を見学し、生活と自然の間で果たす
土木事業の役割を学びました。

◆見学箇所２：世界淡水魚園 アクア・トトぎふ
次に、各務原市にある世界淡水魚園アクア・トト
ぎふへ行きました。様々な種類の魚を見たり、実際
に魚にエサやりや触れ合える体験など自由に見学し
て頂きました。最後に、アクア・トトの景品を賭け
たじゃんけん大会を行いました。

開催日：平成２７年１０月３１日（土）
主 催：（公財）岐阜県建設研究センター
後 援：（公社）土木学会 中部支部

ハリヨを見学

魚達へのエサやり体験

◆見学箇所３：各務原大橋
最後に、各務原市に構造が珍しく、デザイン性
に富んだ各務原大橋を車上にて見学しました。

◆見学箇所１：東海環状自動車道 三輪トンネル
最初に岐阜市のファミリーパーク付近にある、建設
中の三輪トンネルへ見学に行きました。
見学の前に、トンネルの掘削の方法などをご説明い
ただき、いざ、トンネル内部の見学へ。普段見る事の
ない現場に子ども大人も興味津々でした。

橋の構造について説明

トンネルに関する説明

各務原大橋

参加者は、１５家族４２名と昨年に比べ多くのご
参加をいただきました。参加者の方からは、「工事
現場を見学でき貴重な体験ができた」「息子には建
設業の分野に進んで欲しい」「とっても勉強になり
ました」など、ありがたいお声をいただきました。

トンネルの掘削現場

センターニューフェイスに聞く！！
今年の４月からセンターに新しい仲間が増えました。入社して約半年の感想を聞いてみました。
今回は、技術部の入野佑也さんです。
＜現在どのような仕事をしているか＞
主に橋梁点検に関する仕事に携わっています。橋梁に関する資料を作成・準備し、
実際に現地で橋梁の状況を確認し写真に収め、それらの情報を元に調書や提出資料の
作成に取り組んでいます。
＜目標、これからやりたい仕事、将来の目標＞
現在、橋梁に関する仕事に携わらせていただいているので、今の上司の指導の元で
しっかり学び、橋梁に関しての知識を十分に得ることを目標としています。
また将来的には、橋梁以外の知識もしっかり深めて、少しでも早くセンターの主戦力
となれることを目標としています。

７月に友人と行った
某テーマパークにて

＜学生時代に学んだこと、経験したことで入社以降に役に立っていること＞
学生時代のアルバイト先であいさつや電話の対応、基本的なマナーを学ばせていただいたので、社会
人１年目としては、小さな基盤が出来ているのではないかと思います。
＜趣味や休日の過ごし方＞
趣味は、料理をすることが好きです。実家にいるころから多少していましたが、入社してから一人暮
らしなので、料理をする機会が増え、夕飯をよく作ってます。最近だと、ハンバーグを作りました。夕
飯の残りを詰めて会社にお弁当を持参したりもしています。他にはワンダーコアを使って筋トレをした
り、ゲームをしたりです。休日はバイクでツーリングに行ったり、映画を見たり、読書をしています。
今は東野圭吾さんのガリレオシリーズにはまっています。
月に一回程は愛知県日進市にある実家に帰り、地元の友達と遊んだりもしています。
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