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ベテラン⼟⽊技術者が新規採⽤職員から⼟⽊
（施⼯、材料、構造物、建設機械、調査設計、
測量など）に関する素朴な質問にユニークに答
える。ユニークな雑談も魅力の一つ。

2020年から約2年、⼟⽊のことや九州地方整備局で働く職員のことを少しでも地域の
方に“知っていただきたい”という想いで、私たち広報委員会事務局はTwitter、
Facebook、Instagramにて発信してきました。
この本は、発信した様々な情報の中から注目度の高かった内容を中心にとりまとめ
たものであり、広報活動の一助になることを期待しています。

ソーカツ

創刊にあたって

作者紹介
本名は小椎尾優。1961年福岡県生まれ。昭和62年建設省（現：国交省）九州地方
建設局に入省。2020年4月より総括技術情報管理官（通称ソ－カツ）に着任。企
画部にも在席。主に人材育成業務、広報業務（九州地整広報委員会事務局チー
フ）に従事。その間、SNSを活⽤した広報に精力的に取り組み、「令和3年度国⼟
交通省国⼟技術研究会 アカウンタビリティ部門」最優秀賞、「⼟⽊広報大賞2021
（公益社団法人⼟⽊学会主催） 教育・教材部門」準優秀部門賞を受賞。

小・中学生向けに「どぼＱマン、どぼＱちゃ
ん」のキャラクターが⼟⽊に関するクイズを出
題。クイズ作成は、企画部⻑から担当者まで役
職にかかわらずバラエティーに富んだ内容。

なかなか知られていない九州地方整備局職員の
業務について、ある一日の仕事についてインタ
ビュー形式で紹介。

漫画 ソーカツに聞け！ p2－

ドボクイズ p24－

職員の一日 p40－
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総括技術情報管理官です。
以下「ソーカツ」が、若い⼟⽊技術者の素朴な疑問に答えます。
初回は「現場で必要な技術」とは何か？三コマ漫画でお伝えします。

タイトル／現場で必要な技術
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「コンクリートとモルタルの違いってなんですか？」
ソーカツ「簡単に言うと、石（粗骨材）の有無です。」

タイトル／コンクリートの材料
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツの好きな建設機械はなんですか？」
ソーカツ「現場でよく使うのはバックホーやクレーンだけど、一番最初に思
いつくのはブルドーザーかな。」
質 問 「あんまり現場では見ないんですか？」
ソーカツ「直轄⼯事でも大規模な盛⼟や整地は少ないからね。排⼟板と無限
軌道が特徴的で、ごり押しする印象があるけど、排⼟板の操作には繊細さが
必要です。」

タイトル／建設機械
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ！縮尺の違う平面図の測り方について教えてください」
ソーカツ「平面図を見たら、まず何分の1の縮尺かをみる。1/500、1/1000、
1/2500等サンスケを当てると実寸がわかります」
質 問 「サンスケって何ですか？」
ソーカツ「サンスケ知らんのかい－！！三角スケールの略称です。図面上の
１ｃｍが1/100だと１ｍ。1/500だと５ｍ。3面の上下だから６種類の縮尺が
測れます。」

タイトル／サンスケ
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ！サンスケを4角にすることで8種類の縮尺が測れるよう
になりませんか？」
ソーカツ「田中君ナイス。合理的だね。メーカーさんに開発を頼んでみよ
う」
質 問 「ヨンスケ、使ってみてどうですか？」
ソーカツ「残念！この形状だと図面とスケールの接する目盛りがものすごく
読みにくくなるね」
鈴⽊さん「なんでも多ければ良いという事ではないことがわかりました」
ソーカツ「でもね、発想はいいよ。物事を合理的・効率的に考えることは大
切です」

タイトル／ヨンスケ
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ！掘削・切⼟・床堀の違いが良くわからないのです
が？」
ソーカツ「床堀は基礎等を造るための位置まで掘り下げる掘削⼯です。基礎
が出来れば埋め戻すので完成すると掘削面が残りません。作業⼟⼯とも呼ば
れています。切⼟は、路面等の高さまで地山を切り下げる掘削⼯です。完成
しても切った法面が残ります」
質 問 「掘削⼯でも目的や作業によって違う⼯種となるんですね」

タイトル／掘削・切土・床堀
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ！塀（へい）と擁壁（ようへき）の違いが良くわからな
いのですが？」
ソーカツ「隣の庭に塀ができたってね～」
質 問 「へー」
ソーカツ「塀は民地の境界にある仕切りのことで、防犯やプライバシー確保
のための施設です。⼟⽊施設の擁壁とは⼟留めを目的とした構造物です」
質 問 「ど・ど⼟留め？」次号に続く とーびーこんてにゅー

タイトル／塀と擁壁
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ！ど・⼟留め？ってなんですか？」
ソーカツ「切⼟や盛⼟⼯事では安定勾配で法（のり）を付けます。
漫画のとおり、⼟留め擁壁をつけることで勾配がたち⽤地や法面が少なくで
きます」
質 問 「擁壁もいろいろあるんですよね。」
ソーカツ「石積み、重力式、もたれ、Ｌ型とか。現場にあわせて選択して下
さい。」

タイトル／土留め擁壁
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「（ミルクボーイ風に）おかんが漫画で描きにくい建設機械を忘れ
たらしくて」
ソーカツ「そりゃフィニッシャーやないかい。」
質 問 「おかんが言うには毎日現場で使うらしいです。」
ソーカツ「ほなフィニッシャーちがうかー10年かけて道路造っても最後の三
日間しか使わない建機やから」
質 問 「合材を受けるホッパーがついてるらいしいです」
ソーカツ「それフィニッシャーやないかい。やたらボタンとかスウィッチ操
作機器が多く、漫画で描きにくいのよ」

タイトル／アスファルトフィニッシャー
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ、⼟⽊は⼯事だけじゃなく調査や計画もあるんですよ
ね」
ソーカツ「そうです。公共事業にかかわらず事前の計画や調査はものすごく
大切だよ」
質 問 「測量や地質調査、設計のことですか？」
ソーカツ「それ以前に⼟⽊施設の必要性検討もあります。道路で言うと需要
予測をして計画交通量を推計します」
質 問 「需要予測？計画交通量？」
ソーカツ「漫画で説明しますね。この計画交通量をもとにＢ／Ｃや設計諸元
が決まっていきます」

タイトル／計画交通量
漫画 ソーカツに聞け！
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質 問 「ソーカツ、⼟⽊の基本ってなんでしょうか？」
ソーカツ「⼟⽊の基本ねー難しいなー。でも聞かれたことに答えるのがソー
カツです。やっぱり正確な測量かな」
質 問 「えー測量ですか？」
ソーカツ「測量をまちがえると、すべてを間違えるからね。」
ソーカツ「単純にA地点の高さを求めるにしても①ベンチマークの高さ②測量
機器の点検③レベルの設置④スタッフの読み⑤足し算引き算。すべてがあっ
て正確に測られるわけです。」

タイトル／測量
漫画 ソーカツに聞け！
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田 中 「ソーカツ！あけましておめでとうございます」
鈴 ⽊ 「ソーカツ、新年を迎え⼟⽊への期待感を教えてください」
ソーカツ「うん。いろいろあるけど、まずは建設機械の進化に期待します」
鈴 ⽊ 「建設機械の進化ですか？例えばどんなことでしょう」
ソーカツ「中でも『掘る』『吊る』『均す』ができるキャノピー付きミニ
バックホーに４つを期待しています。」
ソーカツ「①自動化②遠隔操作③小型化④快適性です」
田 中 「つまりキャノピー付きだと日焼けもしないしエアコンも効いて快
適。将来は現場に行かず自宅で建機を操作できるという事ですか？」
ソーカツ「そのとおりです。さらなる小型化によって人力作業が減っていき
ます」

タイトル／バックホウ
漫画 ソーカツに聞け！
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タイトル／交差点改良（1/2）
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）ソーカツ、⼟⽊って新しくモノを造る⼯事のイメージが強いのです
が既存の施設を改良し、より良いモノにすることもあるんですよね？
ソーカツ）もちろんです
どちらかというと、⼯事の件数は既存施設の維持・修繕・補修・改良・復旧
の方が多いかもしれません
鈴⽊さん）既存の施設をより良いモノする事例を教えてください
ソーカツ）例えば公共施設で代表的な道路は、物流・人流を安全かつ円滑に
流すことが目的です
既存施設で「交通渋滞」している箇所を探し、原因を調査・対策案を検討し
ます
今回は渋滞している「平面交差点」を事例にしましょう
田中君）うちの近くにも通勤時間帯に渋滞している道路があります
右折車が直進阻害して渋滞を発生させているので、右折レーンを設置する
ということですね
ソーカツ）交差点改良をすることで、新しい道路を造らなくても安全で円滑
に交通が流れるようになりました

タイトル／交差点改良（2/2）
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）ソーカツ！構造物紹介の第二弾は「若戸大橋」ですね
ソーカツ）ソーカツの生まれ故郷若松といえば「若戸大橋」です
まずは若松区の地図を描いてみました
名前の由来は「若」松と「戸」畑をつないでいるからです
鈴⽊さん）北九州⼯業団地の中心にある洞海湾を跨いでいます
ソーカツ）吊り橋部が６８０ｍあり１９６２年架設当時東洋一の吊り橋でし
た
ソーカツが小倉に通勤していたとき、ＪＲ鹿児島本線の戸畑駅に着くと車窓
から眺めていました

タイトル／北九州市若松地区のイラストマップ
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）ソーカツ！前回からの続きで、構造物紹介の第二弾「若戸大橋」で
すね
ソーカツ）夕暮れ時に戸畑から若松方向をみた「若戸大橋」のイラストです
鈴⽊さん）橋脚のすぐ横に市営渡船乗り場があります
ソーカツ）若戸大橋が自動車専⽤道路になって渡船も復活しました
通勤・通学・買い物目的など日常の足になっています
若戸大橋を下から仰ぎ見ることができるので３分の船旅ですが、一度乗船を
体験してみてください

タイトル／深紅の吊り橋「若戸大橋」
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）ソーカツ！今回も建設機械の紹介ですね。
ソーカツ）はい、ソーカツが勤務する九州技術事務所の無人バックホウです。
鈴⽊さん）無人って、人が搭乗しないでどうやって操作するのですか？
ソーカツ）通信機能が付いたリモコンで遠隔操作します。
鈴⽊さん）将来は現場に行かず自宅で建機を操作できるという事ですか？
ソーカツ）その可能性はあります。
５G以上の高速通信網と４Kカメラ・モニターが整備されれば
実現可能な未来だと思っています。

タイトル／無人バックホウの紹介
漫画 ソーカツに聞け！

18



質 問 「ソーカツ、今回は質問コーナーじゃなく情報提供ですね」
ソーカツ「そうです。球磨川の八の字堰が2020年度グッドデザイン賞をとっ
たので紹介させてください」
質 問 「なんか水彩画っぽいですね」
ソーカツ「そうです。自分が八代勤務の時に描いた球磨川の水彩画です。当
時はまだスケッチブックに手描きしてました」

タイトル／八の字堰
漫画 ソーカツに聞け！
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タイトル／交通結節点博多駅（1/2）
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）ソーカツ、僕らが生活をする上で一番重要な社会インフラはなんで
しょうか
ソーカツ）うーん、まず朝起きて使う「水道」とか、玄関出たら「道路」と
かあるけどあえて「駅」と答えます
「駅」は多くのインフラが接続される重要な交通結節点であり、生活の利便
性に大きく関与するからです
鈴⽊さん）交通結節点ってなんですか？⼟⽊と関係あるのかな
ソーカツ）交通結節点とは、複数の交通手段の接続が行われる場所で、ター
ミナルやハブという呼称もあります
「駅」以外では、空港、トラックターミナル、バスターミナル、港インター
チェンジなどがあります
イラストの博多駅地図をみてください
田中君）新幹線、在来線、地下鉄、バスセンター、福岡都市高速など様々な
交通手段が集まっていますね
福岡の場合、博多駅から地下鉄２駅で空港だし、博多港も近い
都市高経由で高速自動車道にもつながっていて、交通結節機能が充実してい
るという事ですね
九州地方整備局も歩いて１０分足らず、便利です
ソーカツ）⼟⽊技術者が新たな交通網を計画する場合、交通結節機能を強化
することが重要な要素となります

タイトル／交通結節点博多駅（2/2）
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）今回は、九州地方整備局⻑崎河川国道事務所の紹介です
ソーカツ）昔描いたイラストですが、鳥瞰図になっています
鈴⽊さん）鳥瞰図って、鳥が見た図面という意味ですか？
ソーカツ）立体的にイメージしやすい図面で、坂と階段の⻑崎を描くには最
適です
田中君）⻑崎河川国道事務所は卸団地の中にあって大曲のバス停から２２０
段も階段を上るんですね
ソーカツ）宿町から日見峠まで、大曲の国道を上っていきます

タイトル／長崎河川国道事務所の紹介
漫画 ソーカツに聞け！
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田中君）ソーカツ、今日は施⼯管理についてですか？
ソーカツ）はい。「ソーカツに聞け」初号で、図面から４次元を予想する話
をしました
今回はもう少し具体的に、皆さんが作る設計書と受注者が作る施⼯計画書か
ら実際の現場でモノがどうできていくかを想像してほしいのです。
鈴⽊さん）想像する、イメージするということですね。
ソーカツ）将来、ＣＩＭが本格導入されればもっと容易にイメージできるよ
うになります。
いまは、文字と図面から想像するしかありません。
施⼯の流れの中で、どのタイミングで施⼯管理が必要か考えて下さい。

タイトル／設計書から施工を想像する
漫画 ソーカツに聞け！
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構造物のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ１

Q２
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構造物のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ３
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川のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ４

Q５
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川のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ６
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道のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ７

Q８
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海・港のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ９

Q10
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海・港のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ11

Q12
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災害のクイズ
ドボクイズ

（クイズの答えはページ後半に掲載）

Ｑ13
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構造物のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ１の答え

Ｑ２の答え
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構造物のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ３の答え
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川のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ４の答え

Ｑ５の答え
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川のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ６の答え
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道のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ７の答え

Ｑ８の答え
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海・港のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ９の答え

Ｑ10の答え
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海・港のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ11の答え

Ｑ12の答え
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災害のクイズの答え
ドボクイズ

Ｑ13の答え

39



建設監督官
職員の一日

職種：技術職
内容：国道や河川などの工事の施工又は調査の実施を監督する
年齢：40代半ば

次へ
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建設監督官
職員の一日
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工務課 工務係長
職員の一日

職種：技術職
内容：出先事務所で国道や河川などの工事や調査のための予算を管理する
年齢：40代前半
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道路管理課 管理係
職員の一日

職種：事務職、技術職
内容：出先事務所で国道を管理（行政以外の工事申請受付など）する
年齢：入省～20代後半
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防災情報課 防災情報係
職員の一日

職種：技術職（電気）
内容：出先事務所で電気通信設備を整備・管理（災害時は通信網の確保）する
年齢：入省～20代後半
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国土交通省九州地方整備局

＜Official web site＞http://www.qsr.mlit.go.jp/

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2 丁目10 番7 号 福岡第二合同庁舎
Tel：092-471-6331（代）
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