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高知の未来図（高知の公共工事システムの将来像）に関するシンポジウム 

日時：平成２６年１１月１０日（月）１３：００～１６：３４ 

場所：公立学校共済組合校地宿泊所 高知会館 白鳳 

主催：公益社団法人 土木学会建設マネジメント委員会 

共催：高知工科大学、一般社団法人四国クリエイト協会、公益社

団法人土木学会四国支部 

後援：香美市、高知市、高知県、国土交通省四国地方整備局、 

一般社団法人高知県建設業協会 

プログラム: 

○主催者挨拶 建設マネジメント委員会 委員長 福本勝司 

高知工科大学 副学長 挨拶 

○基調報告「高知の公共工事システムの将来像」高知工科大学 國島正彦教授 

○高知の未来図を語る 

高知県建設業協会 常務理事 事務局長 川上 

四国地方整備局 中村河川国道事務所 所長 石田和敏 

高知県中央東土木事務所 道路建設課 課長 豊後彰彦 

高知市教育委員会 学校教育課 就学前教育班長 今西和子 

高知市 総務部 契約課 課長 谷脇探禎哉 

高知工科大学 システム工学群 准教授 五艘隆志 

○建設現場（作業服・交通誘導警備員等）国際比較（日本とスイス） 

○来場者全員参加型ブレーンストーミング（意見交換） 

○閉会挨拶 四国クリエイト協会 福田 

内容： 

13:01～13:08 主催者挨拶 建設マネジメント委員会 委員長 福本勝司            

・今年度より、委員長。高知で開催いただき、多数の方のご参加、ありがとうございます。 

・４５名の委員と８名の顧問。4つの常設委員会と５つの特別委員会と、○○の小委員会。 

・ある方々は、一部の地域の繁忙をとらえて「公共事業が戻った」といわれるが、そうではない。

東南海地震対策など、まだまだ取り組んでいかねばならない。 

・全会一致で法改正。「公共調達の将来を見据えた担い手の確保」「事業特

性や地域特性を活かした多様な契約方式」も位置づけられている。 

・６月には維持管理に関する発表を６件、８月には６つの小委員会から発

表、論文賞などの表彰も実施。 

・新しい契約約款 パブリックコメントを終え、発表できる段階に。 

・東日本大震災を契機に、「ケース・メソッド」を使って災害対応を行って

いこうと、１１のケースを整理している。今年からは「建設ケース・メソッド普及委員会」と

組織を改め、普及していく。 

・本日の会は、地域の問題を地域の中で議論し、情報交換、意見交換しながら問題解決をしよう

と、２００９年から開始し今回で７回目。 
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・５年前、今日と同じ１１月１０日に高松で第１回を開催した。 

・建設マネジメントの先駆的な四国で、今日も活発な議論で、有意義な一日を過ごせることを楽

しみにしている。 

 

13:08～13:11 高知工科大学 副学長 挨拶                         

・２６年６月より土木学会の第１０２代会長でもある。 

・本日の会は、「公共工事システムの将来像を考える」ということで、研究発表、意見交換がなさ

れる。これは、クリエイト協会からの支援により研究した成果の発表も行わせていただく。 

・土木学会では、今年が創設１００周年という事で、１１月２１日には「記念式典」「記念祝賀会」

を行う。「１００周年宣言」を行う。 

・１００周年宣言は、「持続可能な礎（いしずえ）を築く」ということ。 

・これまでの１００年、これからの１００年も、市民の方々が素晴らしい物を提供していく覚悟

をしているが、結果だけでなく、良い物を作るプロセスも大事で、このプロセスを考えるのが

今日の会であろう。 

 

13:11～13:54 基調報告 「高知の公共工事システムの将来像」                

○講師：高知工科大学 國島正彦教授 

○はじめに 

・平成２４年４月からクリエイト協会からの委託で「安全な・・・」に取

り組んできた。 

・高知では不幸なこと（談合事案）があり、排除命令や課徴金命令が来た。

これは、「競争を自主的に制限し、公共の利益に反する」とのこと。 

・しかし、いろいろな状況や理由がある。 

・将来の高知県のインフラ整備を見通せるか。システムやルールが時代に合っていないのではな

いかと、受注者、発注者、大学教員等の関係者が集まって議論してきた。 

・高知における労務賃金は、将来のことを考えるとどれぐらいが適切なのか議論、提案しよう。 

・スイス、ドイツの数万人の人口の町、大都市ではない外国の地方自治体の公共調達のシステム

との比較を行った。 

 

○高知の新たな公共工事システム研究会 

・ 初は「東京にお願いすればいいのでは」、「研究なんかする必要はない」と言われた。 

・半年ほどかけて論点の整理、高知県板の「調達（試案）」を作成。 

・平成２６年３月には「第一次原案」を公表。 

 

○手紙 

・（調査相手国の）役場の人に、勤務時間内にヒアリングしたことは、効果があったと思う。 

・勤務時間内に職員が対応しているという事は、トップにも伝わる。 
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○スイスベルン州マイリンゲン市の現場で 

◇見習い工 

・週３日現場で働き、１日は座学。そうやって人を育成していく。 

 

○高知ハ策（２次案） 

１．数百万から数億円の土木工事は、「元請け会社の自前施工を原則」とする。 

 

２．地域活性化できる基本賃金 

・標準の年間総労働時間 ２，１１２時間 

  建設労働者（土木作業員） ３０歳 年収３００万円 

               ４０歳 年収４００万円 

               ５０歳 年収５００万円 

 

３．加算方式の総合評価落札方式 

・その会社の営業所がその地域にあるだけで評価が高くなるのは、説明しづらい。 

・災害対応など、具体に地域貢献していることを評価する。 →地域親和力 

 

４．総価単価契約 

・目的：適正な価格で適正な工事を行う 

・ 低制限価格や、上限拘束等だけでは、労働者の適切な賃金につながるとは限らない。 

・発注者が行うべき積算を、受注者が発注者の考えている予定値を当てるために積算している。 

← こんな事はやめたい。 

 

５．出来高部分払い 

 

６．基礎自治体の"建設管理者"責任 

・基礎自治体職員に、"建設技術者"は必要ない。しかし、"建設管理者"は必須。 

 

７．民間技術者の信頼と活用 

・公共技術者の公正性や中立性は信頼できるが、民間技術者の公正性や中立性は信頼できない。 

 

８．透明性のある公正な競争 

・落札者の決定のプロセスだけが透明、公正であるだけではだめ。 

・工事中の材料や施工や段取りなどが、透明、公正であること。 

  → 長期指名候補者に選定された自前施工の建設会社による制限付き一般入札方式の検討 

 

○ 後に 

・６ヶ月にわたりいろいろな方から話を聞くと、二つに分かれる。高知由来の方の意見と、高知
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外由来の方の意見に分かれる。 

・これから、高知の経済社会、将来の建設業がどうあるべきか、高知由来のモノだと考える７人

の方に話していただく。 

・一人６分間で、発言いただきたい。 

・ここで発言する内容は、その方の肩書きや組織を代表する意見ではない。個人の立場で、ノビ

ノビとお話しいただきたい。 

 

13:54～14:38 高知の未来図を語る                             

○発言者 

高知県建設業協会 常務理事 事務局長 川上 

四国地方整備局 中村河川国道事務所 所長 石田和敏 

高知県中央東土木事務所 道路建設課 課長 豊後彰彦 

高知市教育委員会 学校教育課 就学前教育班長 今西和子 

高知市 総務部 契約課 課長 谷脇探禎哉 

高知工科大学 システム工学群 准教授 五艘隆志 

＜高知県建設業協会 常務理事 事務局長 川上＞ 

○はじめに 

・関西の銀行で９年勤めた。平成８年から建設業協会で勤務。 

・銀行時代には建設業の方と関わることがなかった。協会に来て経営審査など始めて知った。 

・「 近、重機のリース屋が充実して、安く調達できるようになった。これは大変なことである。

これからは設計単価が安く積算されてしまう」という言葉に、驚いた。 

・受注者が価格を決められない業種は他にもある。 

 

○談合 

・日本における建設の受注は、談合を基本に作られている。 

・独禁法違反の事案では、一方的なペナルティが課せられているのに「違和感」を感じた。 

・談合を前提とした公共入札契約制度そのものを見直すべきである。 

・品確法なども出たが、マイナーチェンジであり、根本解決にならない。 

・今年の見直しには、「理念の大変革」も含まれており、大きく期待している。 

 

＜四国地方整備局 中村河川国道事務所 所長 石田和敏＞ 

・発注契約事務と地域マネージメントについて話す。 

 

○ひとつめ 

・人口減少化において、建設業、 

・より良い品質のものを作ってくれる業者を選定し、良い仕事をしてくれた業者に次の受注につ

ながるように監督、評価してきた。 

・「工夫をし、新工法で安全で長持ちさせる工事」、「一般的な工法で施工する工事」もある。工事
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の発注特性や地域の特性を加味した発注方式があってもいいと思う。 

・「地域特性」とは、地域経済への波及、地域雇用の確保など、これらに公共事業が支援策となる。 

・より良い品質とは、より良い建設業とは、どうやって評価すればいいのか。 

・「中長期的な育成」、「企業が適正な利潤が得られること」・・・ 

・そのためには、発注者はもとより、受注者を巻き込んで、様々な議論をしていく必要がある。 

 

○ふたつめ 

・前向きな経営者がいたときに、チャレンジできる業界であって欲しい。 

・がんばった企業が評価される業界であれば、「新卒を就職させよう」と思える業界になれると考

える。 

 

＜高知県中央東土木事務所 道路建設課 課長 豊後彰彦＞ 

○子供の頃の３つの壮大な夢 

①どんぶり１杯の巨大プリンを食べる 

②手羽を２本食べる 

③たこ焼きを腹一杯食べる 

・昭和４０年代の夢は、食べることだった。家族に腹一杯食べさせることが夢の時代であった。 

・そのためにはたくさんの物を生産し、消費することが求められ、分業化、効率化が進められた。 

 

○社会の変化と弊害 

・分業が進みすぎたことによる、行政の縦割り 

・土木技術者の尊厳も置き忘れてきたのでは。 

 

○当時の先輩の言葉 

・「土建業者は、社会の表舞台に出るものではない」 自分の思いとは違う選択肢を選ぶ必要があ

ったのでしょう。 

・土木業界は３Ｋと言われ、不適切に利益を上げている業界と思われ、言われていたのでしょう。 

 

○未来を語る 

・「未来を語る」とは、「理想を語る」こと。 

・人の体を守る医者、社会インフラを守る土木技術者として、ヨーロッパで土木技術者とは、お

医者さんや弁護士と同じような尊敬を受けている。 

・全ての土木技術者が家族や孫に尊敬される高知県であるように。 

 

＜高知市教育委員会 学校教育課 就学前教育班長 今西和子＞ 

○ピンチをチャンスに 

○子供たちは物作りが大好きです 

・幼稚園の遊び時間に、ダムを作り、山を作り、子ども同士で話し合って折り合いをつけること
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も学んでいる。 

・幼児期に物作りに興味を持ち、土木技術者になる子もいるでしょう。 

 

○ピンチと思えること 

・全校生徒数が３０人を下回る学校が１割を越える。 

・若年層の県外への流出 

・南海トラフ巨大地震 

 

○先陣の進取・自立の気風を学ぶ 

・商店街活性化の取組 小学校 

・防災について地域に発信 中学生 

・ラオスに学校建設 高校生 

 

・人から教えられるだけではなく、自分達の力を 大限使い、問題解決すること、地域の人たち

との共同をすることの大切さ。 

 

○「地域親和力」 

・高知県民から信頼され、経営力、技術力、地域親和力 身近に生き生きと働く若者のモデルが

いることは、子供たちの魅力となる。 

・体験を通した実体を伴った経験をさせることが大切。 

 

○志を果たしに、いつの日にか帰らん 

・高知が、志を果たす場になるには、分野を越えた意見交換の場が大事と感じる。 

 

＜高知市 総務部 契約課 課長 谷脇探禎哉＞ 

○効率的な調達とは 

・自治体の契約事務のよりどころになっている法  公平で透明であること。 

・談合という不透明、不公平を取り除くための取組が続けられてきた。しかし、効率的な調達が

出来るか？ 

・効率化は、技術の高度化、効率化により果たされるべきもので、労働者の雇用調整などで調整

されるものではない。 

・平成２４年４月から公共事業調達の条例を制定。今回改定し、労働者に支払うべき賃金を別途

定めた。 

 

○新たな評価方法 

・競争の質を変えるという観点から、総合評価方式のような、新たな評価を加味。 

・地方自治体には、「地元建設業を維持、育成すること」も大事。しかし、競争性の除外になって

しまうことも。 
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・競争性がなくなることは、建設事業者にとっても悪いこと。施工現場において施工の効率化を

図り、競争性を働かせるべき。 

 

＜高知工科大学 システム工学群 准教授 五艘隆志＞ 

・千葉県出身。高知に来て１３年。コンサルタンツについて話す。 

 

○コンサルタント 

・工事は予定価があり調査基準価格があり、その幅の中での競争。 

・コンサル業務には下限価がないので、価格競争が厳しいと思って調べたが、そうではなかった。 

 

○市町村へのヒアリング 

・地元にコンサルタントがいないので、地域業者を守る工夫は不要。 

・庁舎設計など職員の使い勝手の部門では、プロポーザルの必要さを感じているが、その他で要

らない。 

 

＜第一コンサルタンツ 役員 明坂宣行＞ 

・これまでの技術者は、入社し経験を積みながら、３０代に必要な資格を取得。 

・同級生は県内外の建設業に多く就職。その多くは転職、解雇、倒産などの状況。 

 

○３点述べたい 

①社会資本、地場産業の重要性 

 

②技術者の社会的評価 

・待遇改善 ← 人の健康を診る医者は高給 町のインフラの健康を見る建設業は薄給 

 マスコミ認識改善 ← 国民の評価のベースとなり、影響大 

 

③仕事で重要な円滑性 

・現場での仕事が円滑に進められることが重要 

・関係者の力量と熱意が → 出来高部分払いや改正品確法などは追い風に 

 

14:38～14:55 建設現場（作業服・交通誘導警備員等）国際比較（日本とスイス）        

○：国島教授 

◇：建設会社関係者 

 

＜ユニホーム＞ 

○サッカーや野球もユニホームで、目立つべき。 

◇建設機械は目立つけれど、日本の作業着は紺か白

色で目立たない。 



H26.11.10 高知の未来図（高知の公共工事システムの将来像）に関するシンポジウム 

 ８

○現場で作業者の安全のため、反射テープがついている作業着。３歳の子供も、オレンジのカッ

コいいユニホームの方があこがれるのでは。 

○海外では、５～６年前までは作業着の１／３は自前だったが、今は全額会社が払い、２着支給

する。反射板の機能が劣化している作業着を来ていると、会社が処罰されるので、会社が更新

する。 

 

＜交通誘導警備員等＞ 

○海外の現場では、交通誘導警備員が一人もいない。日本も、交通誘導警備員が要るのか。 

◇海外の現場では、誘導員がいないし、看板は無いし、現道上で鋼材をつり上げた作業をバンバ

ンしている。安全基準が大きく異なり、工事費は安くすむだろう。 

 

＜クレーン＞ 

○スイスの社長と行政の部長に日本の現場を見てもらった。 低基準価格で数社が並んでいるの

に、驚かれ、契約者をクジで決めることに、さらに驚かれた。また、現場にクレーンが無いの

に驚かれた。建設現場では、いつ作業員が重たいものを運ぶかもしれないので、片手なら○キ

ロ以下、両手なら○キロ以下との制限があり、必ずクレーンは据えて置くものだ。 

 

○現場の作業をしている方のことを主体に考えるべきではないか。 

◇誘導員が１０人居るのに、作業員が３人なんて現場もあり、無駄、効率性を考えた設計、施工

方法を考えたら良いものが効率的に出来ると思った。 

 

○こんなユニホームにしませんか 

◇日本では、派手なのはだめとの考えがある。 

 

14:55～15:15 休憩 

 

15:22～16:31 来場者全員参加型ブレーンストーミング（意見交換）              

高知県土木部長 奥谷： 

・毎年のように入札契約制度などの見直しをしている。 

・地域に信頼される地元企業を評価できるようにしたい。 

 総価単価契約 検討しているところ。 

 出来高部分払い 維持修繕の領域で、キャッシュフローの観点からも、支払わねばならない。 

・インハウスの技術 ＣＭ 大きな災害が起きたときには、発注者側の技術者もパワー不足をき

たし、練習しようとしている。 

 

杉本副会長： 

・幡多地区の意見交換会に参加した。 

・４～６月の仕事が少ない。繰り越しがあれば、雇用の連続性が確保できる。高知県は６０億円
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の繰り越しを認めてもらった。国、市町村も繰り越しを増やしてくれたら。 

 

国島教授： 

・２次案はまだ完成ではない。「工事成績をやめてしまえ」とか「民間技術者を信頼して使え」と

か・・ 

・透明性 納税者から見てもつまびやかにする → 「役所の５人の積算のところを、工夫して

３人でやって利益を出しているのだから、公開して欲しくない」との意見も 

 

四国地整 松本： 

・ユニホームについて。国交省はこれまでのグレーの作業服を、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが着ている

紺色の防災服に変えようとしている。東日本大震災への支援の際、背中に四国地方整備局の文

字の入った紺色の防災服を着て飛行機や新幹線に乗るのが恥ずかしかった。しかし、東北で活

動をし、「俺は、東北のためにがんばってきた」との思いがあると、同じ防災服を着て飛行機に

乗るのも、恥ずかしくなく、誇りを感じた。ユニホームを着る我々自身の意識の改革も大事。 

・次は、幡多地域の建設業協会の青年部が開催した意見交換会。建設業以外の他業種の方も参加

した会。「建設業は３Ｋできつい、長時間労働だと言うが、パン屋も朝の３時から仕込みをし、

長時間労働である。道路工事の現場を見ていると、１０時、１２時、１５時に休憩を取り、自

分達よりも職場環境は良い」との、パン屋さんの意見。農業や生き物を相手にしている職業で

は、土日も休むことは出来ない。建設業を自分達で卑下する必要はない。 

・夜の意見交換の場で建設業の方が言われた言葉。「私の給料は○○です。子どもが二人居るが、

この給料では二人の子どもを私立大学に通わせられるとは思えない」と。子どもを私立大学に

通わせることが出来る、次世代につなげていけるだけの賃金の確保が必要。 

 

国島教授： 

・３０代で３００万、４０代で４００万 高知で聞くと「良いですね」、広島などで聞くと「安い」

との評価。地方自治体の公務員の給料ぐらいは必要。 

・高知では、家族で支え合うシステムがあり、安い給料でも、やっていけている。 

 

東京大学 おざわ： 

・応援団として感想と質問。 

・高知県の入札契約制度を見直すという事で、建設業のおっちゃんらに公開で委員会。議論して

いた大きなテーマは、高知県の建設業の将来を考える。 

・女性の弁護士の方の意見 「県のためにがんばっている業者の人たちを優遇するのは、何が悪

いのか」と、一般の方々の意見があった。 

・今日の提案に、違和感はない。やろうと思えば出来る事ばかり。 

・未来とは、自分達が生きている間に実現したいことを目指している。実現するにあたって、細

かいことを詰めていくより、出来ることから前に進めていくことではないかな。委員会の関係

者は、どう考えているのか。 
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国島教授：透明性 現場では、「こう働いている」ということを公表することに、いろいろな方に

反対されている。 

 

東京大学 おざわ： 

・東北地方では、全国規模のゼネコンと、地元ゼネコンが一緒に仕事をするために、「オープン・

ブック」でやっている。どこにいくら払っているかを明らかにする。コストを下げる努力をす

ると、その半分がもらえる。 

・やりながら考えるのも、一つの方法。 

国島教授：高知の場合、自前施工ができる。 

 

東京大学 おざわ： 

・第１事案を見たときに、「調達」と「産業振興」のことが含まれていると感じた。 

・高知版の新しい経営審査を作ればいい。 

国島教授：今年中には経営審査の案を作りたいと思っている。 

 

東京大学 おざわ： 

・若い方たちが「将来どうあるべきか」自分で提案していく。そのために高知工科大に社会人コ

ースを造った。 

四国クリエイト協会 福田： 

・社会人コースで彼らが学んだことと現実のギャップ、それに自分がどう考えるか、やって欲し

い。 

・ユニホーム 「若いおまえたちからやれ」というと、「いろいろな下請けが入り、バラバラな色

になる」と。なら、元請けがユニホームを支給し、朝着替えればいい。 

・やる気になれば、やれることがある。どうやって、広げていくか。提案３、４、５とか。 

・６ 基礎自治体に"建設技術者"がいないなんて事はない、あってはいけない。 

・経営審査 大手のルールを中小にまで当てはめている。改めるのは、地方からである。 

 

国島教授：私は、もともと民間ゼネコン。一人当たり１億円の売り上げ。 

 

３２歳、建設会社３代目の社長： 

・「儲からなくなった」 低基準価格で仕事を請け負っている。４歳の子供に引継をしたいと思

っているが、今のままでは２～３年で会社はだめになると思っている。 

・県で１３億請け負っているが、粗利が３～５％の状況。 

・みなさんが適正と思われる粗利益は何％か？ 

 

国島教授： 

・純利益を３％ぐらいに出来るような積算体系にしろと提案している。粗利でいうなら１２～１

５％ぐらいになる。これは企業の規模の大小で変わってくる。 
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・純利益が出るならありがたい。ボーナスも払える。 

・粗利益と純利益の関係を、この工事ではどうだったか、赤字も含めて示していきたい。 

・建設会社がどれほどの利益を出しているか調査して欲しい。 

・ある調査が来たときに「８６％で取っているという事は、１４％を国に寄付しているというこ

と」といった。 

・予定価の１００％～１０５％の間で入札をすべき。 

 

高知県建設業協会 山中会長： 

・予定価の１００％で受注して初めて社員に適切な待遇、社会貢献が出来ると考える。 

・適正基準について 現場の処遇が悪い。制度そのものも見直すべきところがあると思う。現場

の退職金は、建退協 ３１０円 ３／１０００ 出てきた日について積み上げ、よく支払われ

ても退職金は３００万円あれば良い方。 

・建退協を３倍つける。さすれば、１千万円の退職金が払える。退職後の農業や林業などにも影

響する。 

 

国島教授： 

・総価以外の項目 それを審査して、落札者を決める。そのためには、工事の実体を・・・ 

・今回の提案には 低基準価格がない。積算の内容を審査し、施工が出来るかを評価する。 

 

建設業協会 尾崎委員長： 

・高知市でも千社の入札参加企業がいて、２％が大きな企業、９８％は小さな企業。 

・小さな工事の歩掛かりを良くしたら、良くなる。 

国島教授：「単価を提示しろ？ 儲けにもならない山のような仕事をしろというのか」そんな反応。 

 

山中会長： 

・建退協 ３／１０００の話しではなく、利益を１４％切って仕事をしているということ。 

 

国島教授：コンサルの方も来ている。感想、お考えを聞きたい。 

明坂：もともと人手不足の業界。積極的に、有能で、やりたいという事なら、前向きに行くが、そ

うでないときには、うまくいかない。技術者を育てるには、時間を要する。 

 

国島教授：ＯＢの方がいる。年金をもらっていたとしても、何時間かは活用するとか・・ 

明坂：若い方をと考えると・・・ 

 

東京大学 おざわ： 

・私は、国島先生を清水建設から引き込んだ張本人です。 

・高知八策 私には何を言っているのかわからない。小学生に説明できますか？ この言葉、内

容がわからない。分野外の方、教育委員会の今西さん、どうですか？ 



H26.11.10 高知の未来図（高知の公共工事システムの将来像）に関するシンポジウム 

 １２

・事前に資料をいただいて、５回ぐらい読んで半分ぐらい・・・（今西さん回答） 

 

・同業者以外に理解していただかなければいけない。一般の人に理解してもらい、味方になって

もらわないといけない。 

・そうなるように注文していたが、今日の提案は「落第」。 

 

若い方： 

・幡多地域で若手の建設業者と建設業者以外の人で意見交換を持とうと、事前の議論。開けっぴ

ろげに、自分達のことを表に出せない。出しても「わかってもらえるかな」と、建設業界での

倫理や価値観が出過ぎてしまって、思い切ったことが出来ない。 

・談合のことを聞かれたらどうするの？ 言えること、言えないことを仕切れば・・ 

・地域活性化できる基本賃金 地域活性化できる賃金か、イメージか？ 

・イメージをどう改善していこうかというのが、一つ大事だと思う。 

・地域の活性化で考えていくと、若手で話しをすると、過疎が進んでいく、地域に若者がいなく

なる。自分ら若いものが、地域でどんな役割を担っているのか、仕事の面で加算してもらって

いるが、建設会社という営利企業で必要なことか？ 

・「地域から求められている期待とか役割」と、「行政から求められていること」、「会社の利益」

がグチャグチャで整理できていない。 

・入札契約制度だけではなく、中央と地方の役割、そんな中で地方の建設業がどんな役割を担う

のか。それをどうまとめて、どうアプローチすればいいのか、今日参加させてもらった。 

 

国島教授： 

・清水建設の時に、イメージアップに構造物を出すな。人を出して女性を出して。 

・ゼネコンとコントラクターは違う。 

・清水建設 「掘れと言われれば、地球を掘って見せます」 

 

16:31～16:34 閉会挨拶 四国クリエイト協会 福田                     

・我々の世界は、「市民権」がない。意志の疎通に欠けるところ。 

・「地方は、自前施工原則でいこう」 今日は、この議論とならなかった。自前で施工する体制を

どう作ればいいか、議論を。 

・建退協 雇用関係さえしっかりしていれば、建退協のシールの話しなんかしなくてすむ。 

・熱心な議論、ありがとうございました。 

 

－ 以上 － 


