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この度、平成 6 年度の工事着手より施工中の、
宜野座改良と宜野座バイパスが平成 28 年 4月沖縄
総合事務局北部国道事務所により完成し共用開始
されました。本土復帰以来 40 数年国道 329 号線が
宜野座村の基幹
道路でした。沿
線には宜野座村
役場、宜野座高
校、宜野座中学
校、宜野座小学
校の 3 校、ガラ
マン（劇場棟・
図書館棟）中央
公民館、博物館、
プロ野球阪神球
団のキヤンプ地
にもなっている
宜野座球場や宜
野座ドーム等運
動施設が集中した総合運動公園もあり、朝夕の通
勤時や休日のとき、また阪神球団のキャンプや諸
行事の際はちょっとした交通混雑がおきることも

海外サッカー、
イングランドプレ

ミアリーグ 2015 ／ 16 シーズンにおいて、日本代
表、岡崎慎司選手所属のレスター・シティは奇跡
のリーグ初優勝を達成しました。レスター優勝の
予想は皆無に近くむしろ、最下位争いが予想され、
「世紀の大番狂わせ」となりました。
そこで何が「世紀の大番狂わせ」なのか、サッ

カー通ならご存知だと思いますが、簡単に説明し
ます。イギリスでは全ての物が賭けの対照（合法）
となるため、掛け屋、ブックメーカーという会社
が存在し、サッカー以外にも、日本では考えられ
ない色々なものに対して盛んに行われています。
例えば賭け率（オッズ）を見ると、今年ネッシ

ーが見つかる 500 倍、プレスリーが生きていた
2000 倍、イギリスのキャメロン首相がサッカーチ
ーム（プレミアリーグ）の監督に就任する 2500倍、
レスターが優勝する 5000 倍と言ったように、要す
るに「あり得ない」・「ジョークの世界」というこ
となります。
また、人件費(選手総年棒)についても、全 20 チ

ーム中 17 位の約 75 億円、トップチーム約 334 億
円の 4 分の 1 ともいわれます。参考として、日本
のプロ野球はトップチーム約 32 億円、最下位チー

宜野座村野球場・宜野座ドーム

仲程土建(株)

道の駅ぎのざ

ありました。開通後は交通混雑も解消し通勤の時
間も短縮され、また児童生徒の通学も車による交
通事故の危険から大幅に改善されました。

（旧）国道 329 号
線の当該道路は宜
野座村に移管され
村道になり、これ
は 40 数年ぶりの道
路変革の 1 ページ
となりました。
近くの道の駅「未

来ぎのざ」には、
地元でとれた野菜
類や果物がたくさ
ん並んでいます。
宜野座村の特産品

であるジャガイモを、沖縄そばの麺に練り込んだ
「じゃがめん」や、宜野座バーガーもあつあつで
食べられます。デザートには、近くの農園でイチ
ゴ狩りもできます。
北部に来られるときは、道路改良された宜野座

村をドライブしながら美味しい名産を味わってみ
たらいかがでしょうか。

ム約 13億円になります。
優勝した理由として、選手全員が豊富な運動量（ス
タミナ）があり、多くが全員守備よるボール奪取
からのスピードある高速カウンターによる攻撃で
ゴールをあげ勝利を得るものでした。しかも、敵
チームの対応をみながらデータの解析を行い、徐
々に戦術の修正を柔軟に試しています。
また、裏方の貢献もあります。チームの特徴を

生かすための選手のスカウトティングです。優勝
の主役たちは、みな数年前まで無名の低年棒選手
で、特に主役の攻撃(ファワード)の選手は 5 年前
には工場でバイトしながら末端のチーム（ほぼア
マチア）でプレイしていた経歴を持っています。
数々の眠れる才能を発掘してきたのは、優秀なス
カウト＆データアナリストたちでした。また、巧
みなコミュニケーションもあります、一例をあげ
ると監督が「相手を 0 点の抑えたらたらピザをお
ごる」といい、ピザ屋を貸し切り選手全員でピザ
作りをしたりします。
最後に我々、建設業においては、「世紀の大番狂

わせ」はあり得ませんが、しかし予算をかけずに、
確実な施工計画及びデータ解析等により「低コス
ト高品質」の施工ができればと思います。

【工事部 上原 昌幸】

株式会社 高橋土建
代表取締役社長 玉城 俊夫

広々として見通しのいい道路！

（一社）日本道
路建設業協会沖
縄支部の平成 28
年度第 38 回定時
総会が 5 月 26 日
(木 )ザ・ナハテ
ラスで開催され
ました。
開催に当たり大
濵支部長は「沖
縄は外国人観光
客の増加や那覇

空港滑走路増設工事など大型工事が相次いでおり、
当面活況を呈するだろう」と見通しを述べ、適正
利潤で業界全体が発展すると挨拶しました。

本部からは、18 日に
新会長となった増永修
平会長がコンプライア
ンスの徹底を改めて表
明し、「担い手の確保･
育成が今後、重要であ
り、給与を上げるだけ
では長く就労してもら
える環境ではない。週
休 2 日を実現しよう」

と挨拶しました。
また、任期満了に伴う役員改選では、与那嶺恵

伸（しげのぶ）氏〈(株)國場組〉を新たに支部長
に選任しました。また、幹事長には奥野雅巳氏〈大
成ロテック(株)沖縄事業所〉が再任されました。
新支部長に選任された

与那嶺重伸氏は「大濵前
支部長には 11年に渡っ
て努めて頂いた。長年の
尽力に感謝する。会員の
皆様の意見に耳を傾け、
本部の協力を受けながら
支部の運営に当たりたい
ので、会員の皆様のご協
力をお願いしたい」と就
任の言葉を述べました。
総会では、平成 27年

度事業報告、平成 27年
度決算（案）及び 28年度
事業計画、28 年度予算案が審議され、全会一致で
承認されました。
また、総会に先立ち協会功労者表彰者の表彰状

の授与が行われ、技能社員表彰として多和田修氏
〈琉球開発(株)〉、比嘉信行氏〈琉球開発(株)〉の 2

与那嶺新支部長

総会で開催挨拶をする大濵支部長

増永新会長

6月 28日(火)12:00～ 13:30

④第 2回安全委員会 支部会議室
6月 29日(水)11:00～ 13:00

氏に増永会長から
表彰状と記念品が
授与されました。
総会後に沖縄総合
事務局において、
増永会長と本部役
員及び発足したば
かりの与那嶺新支
部長と新役員、で
要請活動が行われ
ました。

要請書の中
で、当協会の複数の会員が
独占禁止法違反の容疑で検
察庁から告発されたことに
遺憾の意を表明し、今後、
一層のコンプライアンス徹
底を図ると誓約しました。
衰退する地方の創生のため

交通ネットワークの強化、防災･減災対策の実施、
インフラストックの高齢化への対応等公共工事予
算の安定的な確保をお願いしました。また、平成 28
年度から「鋪装診断士」を創設し平成 29 年から資
格試験を実施するとして、鋪装の定期的な点検と
診断に活用を図って頂きたいなどと要請しました。

5 月 17 日(火)に 15 社 18 名の参加を得て第 117
回道路美化清掃活動を行いました。前日の 16 日に
は沖縄･奄美地方が梅雨に入ったと気象庁から発表
がありました。

今日も早朝から
ぽつぽつと雨が
落ちて、今にも
降り出しそうな
雲行きでしたが、
雨雲レーダーで
は近くに大きな
雲の塊はないよ
うです。雨雲の
時間経過を見て

もどうやら大きな雨はなさそうなので、活動を決
行。ときおりパラッと雨が落ちるぐらいで、活動
中何とか持ちこたえて、無事終了しました。

増永会長から表彰状の授与！

蒸し暑い中、集めたゴミの前で！

柳橋次長へ要請！


