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様方には、ますますご清栄のこととお慶び申し

上げます。

昭和 43 年発足の九州地区協議会を前身とする当支部

は、本年 5月に、設立来 40 年を数えるに至りました。先輩

方が営々と築いてこられた活動の歴史とひとかたならぬ

ご支援・ご指導をいただいた関係各位に、心よりの敬意

と感謝の意を表するものでございます。

来し方の労を多とし、さらなる飛躍を期して、しばし祝

宴の美酒に高揚の身をゆだねたいところではあります

が、残念ながら、厳しい試練の渦中に節目の時を迎えたと

言わざるを得ません。社会環境に適合できない旧態固持

の業種・業界は淘汰されるという厳然たる事実は、類例

を挙げるまでもないことですが、淘汰の趨勢を進化によ

る隘路打開にギアチェンジしなければなりません。40 年

という歴史的時間の節目を奇貨として、「業界の進化」（ひ

いては「社会資本の進化」）をテーマに、立場の小異を捨て

た議論の場を設けることを提案いたします。その端緒と

して、以下に１つの視座をご紹介させていただきます。

約 5 億 4 千万年前のカンブリア紀のわずかな期間に、

その直前までに登場していたすべての動物グループが、

突如、複雑な外部形態を持ったことが明らかになってい

ます。生物の進化史上、最大の出来事とされており、カン

ブリア紀の大進化、爆発的進化と言われています。但し、

この原因については、これまでいろんな説が提示されて

きましたが、いずれも決め手を欠くものでした。ところ

が、10 年前にイギリスの動物学者が、決定的と思われる

新説を発表しました。要約すると≪眼を獲得することに

より、捕食するものと捕食されるものの関係が生まれて、

あらゆる動物が視覚に適応するための進化を迫られた。

これが淘汰の圧力、淘汰圧となって爆発的な進化につな

がった≫というものです。

さて、申し上げたいことは『建設コンサルタントにおい

て、進化に向けて何が淘汰圧として継承、インキュベート

されつつあるのか、逆に、将来、進化を遂げることが出来

ているとすれば、その萌芽はすでにあるはず。眼の獲得に

相当するものは何か。これを見い出すことができれば、進

化の道筋を戦略的に方向付けることも可能ではないか』

ということでございます。くだんの動物学者に習って、創

設からの “ 淘汰圧 ” の軌跡を辿って現状を検証し、そし

て将来の進化の姿を描いてみたいと思います。記念誌の

コンセプトを『建設コンサルタンツの過去、現在、未来』と

したゆえんでもあります。爆発的な進化によって、局面を

劇的に転換させようではありませんか。

雑駁なご挨拶に、伏してご海容いただくとともに、関係各

位の倍旧のご理解、ご支援を重ねてお願い申し上げます。
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40 周年の節目を『進化元年』に
局面の劇的な転換を

支部長ごあいさつ

山本 洋一
Youichi yamamoto
（社）建設コンサルタンツ協会 九州支部長

H19年 5月（社）建設コンサルタンツ協会

九州支部長就任

（株）福山コンサルタント 代表取締役社長



州支部の設立 40 周年に際しお慶びを申し上げ

るとともに、歴史の重みを感じます。ひとつの組

織が長期間にわたり継続するためには、まことに大きな

エネルギーが求められます。設立以来の諸先輩方の御努

力に併せ、その時々の困難な状況を克服された各人の知

恵に、敬服します。ひとつの節目を超えてさらに総力を結

集し、建設コンサルタントの将来展開に対し、大きな夢を

咲かせていただくように、祈念します。

さて、40 年という長い年月を振り返りますと、例えば

使う道具や手段で見ても、かつての紙と鉛筆、算盤、計算

尺、タイガー計算機などから、現代のパソコン万能に至る

変化は、まことに劇的であります。今後、さらにインター

ネット等を活用しつつ、リーンＰＣがウエアラブルにな

り、全ての情報がネットで連携されて、何時でも何処でも

誰にでも提供される社会が予見される中、我々がどのよ

うに情報を駆使するのか。

コンサルタントのように、頭の中身で勝負しながら職

業を形成し、サービスを提供して報酬を得る形態では、ビ

ジネスモデルが様々に変化すると言われます。例えば、

ａ．委託を受けてサービス提供のためにこちらから出向く

ｂ．サービス提供のために記録された映像等を送る

ｃ．サービス提供のために同時進行のテレビ会議等を活用する

などなど。サービスの提供者・非提供者の関係は様々に

想定され、あるいは、情報とサービスだけが行き来する世

界もあります。

ネットの発達で、患者と医師の接触が必須の医療の世

界においても、遠隔対応が可能になっています。いまや、

情報は特定個人の専用物ではなく、誰でも簡単に入手で

きます。接触無しでも世界中にサービス提供が可能にな

るとすれば、ますます頭の中身の質が問われることにな

ります。道具や手段の課題ひとつだけをとっても、ますま

す激しく変化を続けるグローバル社会において、さて、

我々はこの枢要な職業を、どのように発展させていくべ

きか、思いは尽きません。

九州支部のますますの御発展に向け、万感の想いで

エールをお送りします。

｜    / 会長挨拶04

九

九州支部設立 40 周年への祝辞
－その重みとこれからへの展望

この枢要な職業を、どのように発展させていくべきか

祝 辞

廣谷 彰彦
Akihiko hirotani
（社）建設コンサルタンツ協会 会長

H19年 5月（社）建設コンサルタンツ協会 会長に就任

（株）ACK グループ 代表取締役社長



州支部発足40周年、本当におめでとうござい

ます。心からお祝いを申し上げます。

ついこの間開催されたような気がしますが30周年の祝

賀会で、計らずも表彰を受けたことを思い出します。あ

れからもう10年の月日が経ちました。しかしこの間に大

きな変化がありました。9年前になりますが、それまで

は西日本技術開発株式会社の中に事務局が置かれ、事務

局の事務も職員の方が代行し、毎月の常任幹事会、各種

の委員会を開催する部屋も提供してもらう等、多大のご

支援を頂きながら運営されていました。しかし、このま

までは活動も制約され、会員も相当増えてきている中で

支部の発展を考えれば、事務室を外部に借り、専属の事

務局員を置いて独立して運営すべきではないかというこ

とになり、支部長も交代することになりました。会費は

大幅に増額にされましたが、会員は退会も無く僅かです

が増加しました。

ところで常任幹事は一部の会員会社の世襲みたいに

なっており、転勤や職場の異動によって個人は変わるが

会社は変わらないという状況に以前より疑問を持ってい

ました。そこで協会活動の活性化には先ずこのあたりを

変えようと思い、積極的に参加したいという人がいれば

数社交代しながら運営するのが良いと考えました。常任

幹事だけでなく社員も含めて委員会等の活動に積極的に

参加することが条件となります。このことがその後の委

員会活動等にもいい結果をもたらしたのではないかと

思っています。

今では皆様方のご努力により全支部の中でも活発な活

動をしている支部として評価をされていると聞いてお

り、さらに地域社会との接点ともなる「夢アイデア」の

募集とかこれが全国に広がっているそうですが喜ばしい

限りであり、これからも九州発のこういう活動が認めら

れることを期待しています。

法令順守を確実に実行し、税金の無駄遣いを無くす高

度な技術力の習得、地域社会にとけこみ、国民の信頼を得

られる集団として 50 年、60 年と発展されることを祈念

しまして 40 周年の祝辞とさせていただきます。
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祝辞
協会活動の活性化に向けて、九州支部の変遷と期待

祝 辞

伊達 安正
Yasumasa date

平成 11 年 5月～平成 13 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部長

元 ㈱福山コンサルタント 代表取締役社長



立 40 周年おめでとうございます。私は平成 13 年

から平成16年までの4年間、支部長として、また、

その前 2年間副支部長として、九州支部に関係させてい

ただき、会員の皆様のご支援により、何とか無事務めるこ

とができました。この間の主な出来事を述べることで、祝

辞に替えさせていただきます。

まず最初に取り組んだのは、公平な役員選出に関する

規約作りでした。主なものとして、それまで一社だけで支

部長を継続して行っていたものを、任期を定め、選出資格

のある会社数社で持ち回りで行い、公平を期したことで

した。

つぎに、それまで国・県への陳情や要望の場でしかな

かった打ち合わせ会を、意見交換会と位置づけ、対等に問

題点を議論し、解決へと導くため、具体的に

①企業・技術者評価に関する検討委員会

②予備設計等上流業務に関する検討委員会

③標準工期に関する検討委員会

の３検討委員会を設置し、それなりの成果が得られたと

思っています。

また、平成 14 年度から「あなたの夢、アイデアを設計図

にしてみませんか」と言うテーマで、街づくりに関する提

案の募集を行いました。これは関係者のご努力で、現在も

継続されています。良い成果が得られるよう願っていま

す。この提案制度のねらいは、公共事業に対する国民の不

信感を少しでも和らげるため、市民参加型の、国民の立場

から見た、地域に必要な社会資本整備について、個性的な

アイデアを募集し、できれば具体化することによって、地

域社会に貢献しようというものでした。

以上 3点ほど述べましたが、建設コンサルタントは、中

立性・独立性を堅持しつつ、発注者に対して事業化を支

持し、設計者としての役割を果たし、施工へも関与してい

くと言う任務を担っています。40 周年を迎えるにあた

り、これまで先輩たちの努力で確立されたその地位を、一

層の人材確保、技術力の向上に努めることによって確固

たるものとし、更なる社会貢献をされんことを願ってい

ます。
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祝辞
中立性・独立性を堅持しつつ、更なる社会貢献を

祝 辞

山口 一弘
Kazuhiro yamaguchi

平成 13 年 5月～平成 17 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部長

元 第一復建㈱ 代表取締役社長



部設立 40 周年を心からお祝い申し上げます。

昭和 43 年設立時会員数 20 社が、現在 120 社と

大きな組織となっています。これも皆様方の御支援、御協

力の賜です。今、全国的には協会会員の退会が続き、会員

数が減少しているなかで、九州支部が現状維持している

ことは喜ばしい限りです。

私は平成 17 年 5 月から 2 年間に亘り支部長を務めさ

せていただきました。企業規模、活動範囲、技術レベルな

ど異なる会員皆様に対して、平等なサービスを提供する

ことで、会員であることのほこり、満足感が得られるよう

な支部になればと願っていました。

支部活動は皆様の熱心で活発な活動により、大きな成

果を上げてきました。そのうち「夢・アイデア企画」では、

従来のまちづくりに関する提案の募集事業に加え、新し

く交流事業等を実施しました。ワークショップや発表会

など建設コンサルタントを大いに PR することが出来た

と思っています。

建設コンサルタントを取巻く環境も著しく変化してき

ました。平成 17 年 4 月の「公共工事の品質確保の促進に

関する法律」（品確法）、平成 18 年 1 月の「私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法

律」（改正独禁法）が施行されたことが拍車をかけました。

品確法の施行により公共事業の選定・調達には技術力が

何よりも優先されることになり、真に技術力を持ったも

ののみが評価されることになります。この様な発注方式

の変更は会社経営に大きな影響を与えています。私達は

この状況を的確に認識し、対応していける体制、対策を講

じておきたいものと思います。又、建設コンサルタントと

しての企業の社会的責任を果たすためにもコンプライア

ンス経営の徹底をはかっていきたいものです。

今後、会員各社が技術力を切磋琢磨し、情報交換を通し

て新しい技術を生み出し、あわせて、知恵を絞ったインフ

ラの構築を通して社会に貢献し、信頼される、そんな九州

支部になっていくことを心から念じてやみません。
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支

祝辞
状況に対応した体制、対策とコンプライアンス経営の徹底を

祝 辞

武富 一三
Kazumi taketomi

平成 17 年 5月～平成 19 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部長

元 西日本技術開発㈱ 代表取締役社長



団法人建設コンサルタンツ協会九州支部におか

れましては、創立 40 周年を迎えられ、記念事業

の一環として、記念誌を発行されるにあたり、心からお祝

い申し上げます。

私は、当協会九州支部事務局が、独立いたしました平成

11 年 7 月に初代事務局長を仰せつかり、平成 18 年 5 月

まで就任いたしました。

顧みますと当協会九州支部は、昭和 43 年 10 月に協会

業務の連絡調整をはかり、かつ地区における会員相互の

業務発展と親睦をはかるため、地区協議会として 20 社で

発足いたしております。

その後、昭和 45 年 4 月に九州支部となり、建設コンサ

ルタンツ業務に従事する者の技術の向上をはかり、広く

社会資本整備の推進に寄与することを再認識し、現在に

至っております。

この間、平成10年には、社会的に好景気であつたことも

反映し、創立30周年記念式典を盛大に執り行っております。

その後、急激な社会情勢の変化に対応すべく、平成 11

年 7 月に従来の支部長会社に事務局を置くことを改め、

事務局を独立させました。

当時の支部会員数は、110 社でありましたが、私の退任

時点では 123 社に増加いたしております。

このことは、全国的に見れば、公共事業投資縮小の中で

本部会員数をはじめ、他支部でも会員数が減少傾向にあ

ることを勘案すれば、九州支部においては、会員の若干の

出入りはあるものの漸増傾向にあり、将来的に未だ活力

が残されていることを意味すると考えられます。

私の在任期間の支部活動で特筆すべきは、第１に平成

14 年度に立ち上げました夢・アイデア企画委員会によ

る「まちづくりに関する提案募集」事業があげられます。

この事業は、時宜に叶った活動として、平成 15 年度に

協会本部より、功績賞を授与されています。次に、品質向

上委員会による「ミス防止のためのチェックリストの作

成」をあげたいと存じます。当委員会の支部内での講習会

の開催は、会員の技術の向上のみならず発注機関からも

高く評価され、これについても平成 16 年度に本部より、

功績賞を授与されております。このように支部活動には

目を見張るものがあります。これは、ひとえに支部協会会

員が一致団結して活動された成果の証と言えます。

支部会員におかれましては、今後益々過当競争が激化すると

予想される中で、技術を研鑚し、コンプライアンスを遵守され、

社会資本整備の一翼を担われることをお願いいたします。

これからは、地方の時代と言われていますが、九州地域の

社会資本整備は全国的に見て遅れていると言われており、

ライフサイクルコスト削減の検討を含め、建設コンサルタ

ントに期待されるところは多大なものがあると言えます。

しかし、社会的には認知度が低いと言われている建設

コンサルタント協会のＰＲのため、組織改革をはじめ、各

種の検討を会員が一丸となって行い、各会員会社の若い

社員が生甲斐を実感できる協会、そして 10 年後支部協会

が 50 周年を迎える時代には、自分のお子さんにお父さん

の仕事は、建設コンサルタントと胸を張って言える支部

協会へ躍進いたしますことを心から祈念いたしまして、

私の祝辞とさせていただきます。

｜    / 祝辞08

社

祝辞
これまでの特筆すべき活動と、今後期待される協会支部の役割

祝 辞

小澤 豊
Yutaka ozawa

平成 11 年 5月～平成 18 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 事務局長



JCCA九州支部のこれまで
Past  of  JCCA KYUSHU Branch 

九州支部事務局独立の経緯ー平成10年前後

支部事務所開設当時の思い出

建設コンサルタンツ協会九州支部の思い出

建設コンサルタント業雑感

時代を超えて、未来へそして若手技術者へ伝えるメッセージ

ー 田野 襄一郎

ー 山田 孝治

ー 武田 正紀

ー 江口 淳一郎

ー 清家 幸吉

社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 40 周年記念誌



｜    / 40 周年に寄せて10

九州支部の基礎を築いた多くの方々の無私の働き

40 周年に寄せて



るが、当時の年収 2,000 万円前後の支部の財務状況から

すれば、独立には困難が予想された。そこで事務局が独立

した場合の経費を積算した結果、初年度約 4,000 万円（設

立費約 800 万円、人件費約 1,100 万円、家賃・通信費ほか

約 600 万円、部会活動費約 1,300 万円、その他 200 万円）

となり、年会費、本部交付金と雑収入では事務局の運営は

初年度から不可能なことが分かった。このために、会員各

社（110 社前後）に、年会費を 15 万円増額（主として事務

局人件費引当）して 30 万円とし、併せて７万円の特別会

費（事務局設立費引当）の拠出を願う案が提案され、平成

11 年度の支部総会で承認され事務局独立の端緒が開か

れた。常任幹事会では事務局独立準備と並行して、支部規

約の見直しと、従来予算の制約から充分でなかった部会、

委員会活動等、時代の要請に応えるための組織の拡充・

強化も議論され、成案を得て支部総会の承認を得た。支部

長には建コン業務に精通した伊達安正氏（福山コンサル

タント）が選ばれた。私は平成 11 年度の総会後の平成 11

年６月に西日本技術開発を退社した。

総会の決議で組織の形は整ったが、これに実効性を持

たせるため多大な労力が払われた。当時の常任幹事会の

ご努力には感謝してもしすぎることはない。特に、財務面

を含めた新たな九州支部の在り方について支部長ともど

も精力的に論議を展開・指導し、実行に移した常任幹事

の山田孝治氏〔日本工営〕、長谷川伸一氏〔パシフィックコ

ンサルタンツ〕、松本一城氏（西鉄シー・イーコンサルタ

ント）の働きは特筆すべきものである。また、新事務局へ

の業務引継ぎと継続的なフォローアップに尽くされた服

巻啓二氏（西日本技術開発）を忘れてはならない。このよ

うな多くの方々の無私の働きが今日の九州支部の基礎を

築いたことを銘記し、併せて建設コンサルタンツ協会九

州支部の益々のご発展を祈念して昔話を終わりたい。

妄言多謝。

/ 40 周年に寄せて｜ 11

田野 襄一郎
Jouichiro tano
平成 10 年度 支部総会での筆者

平成 5年 5月～平成 11 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

元 西日本技術開発㈱ 常務取締役

九州支部事務局独立の経緯
- 平成 10 年前後
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支部運営規定の見直しにおける改革の提案

40 周年に寄せて



特別の経理ソフトを作成して頂きました。このシステムは

経理処理に加え予算計画編成に対しても素晴らしい威力

を発揮するものでした。これにより事務作業に関わる経費

は随分と節約できる見通しが立ったのです。

第３点として、それまでの総会では、事務局（総務部会

長）が一括して行事とそれに要した費用の報告がなされて

いた慣例を改めることにしました。事務局中心ではどうし

ても前例踏襲となり消極的な活動姿勢に陥る恐れがある

ためです。よって、全ての部会はそれぞれ責任を持って前

年度の事業結果と新年度の事業計画を自ら説明するよう

に改めることを提案しました。この要点は、前年度部会長・

副部会長（役員）は自ら計画した事業結果・成果を総会で

報告する義務と責任を持ち、新年度の部会長・副部会長（役

員）は自ら企画した事業計画を説明し実行することに義務

と責任を持つ、です。これにより新しく役員に選出された

方が部会長・副部会長として新しい事業アイディアを提

案し易くなるとの期待を込めた訳です。

以上の改革案は常任幹事会で様々な角度から審議して

頂きました。この間、副支部長の長谷川伸一さん（パシ

フィックコンサルタンツ）、常任幹事の武田正紀さん（八千

代エンジニヤリング）、佐竹正行さん（構造技術センター）、

中矢弘明さん（建設技術研究所）から多くの助言とサポー

トを頂きました。最後は伊達支部長の英断により平成 12

年 5月の総会に付され、無事承認されました。

私は翌年平成 13 年 3 月末に九州を離れることになりま

したが、その後、小澤 豊事務局長より折に触れ以下のご説

明を頂きました。会員会社は平成 11 年当時の 110 社から

平成 18 年には 123 社まで増え支部財政基盤が安定し、役

員会社が入れ替わり常に新しい風が吹き込まれているこ

と、その結果として、「ミス防止のためのチェックリストの

作成」（品質向上委員会）など支部独自のオリジナリティの

ある事業が展開されるようになったこと、また極め付けは

支部活動の「まちづくりに関する提案募集事業」（夢・アイ

ディア企画委員会）が一般紙にも取り上げて頂く機会が増

えたこと、以上のような九州支部の活発な活動に東京の協

会本部も目を瞠っている等々です。その都度、伊達支部長

が思い描かれていた目標が着々と実現されつつあるなと

の感慨を持った次第です。

九州は地域文化・経済、人材的にも潜在力の大きいとこ

ろと認識しております。この潜在力を開花させるためには

施設建設に加えて、安全・安心、環境保全、地域活性化、維

持管理の分野でハード、ソフトを含めた様々な社会インフ

ラが求められています。九州支部がこのリーダシップを執

られ、建設コンサルタントの存在を一層大きくして頂くこ

とを願ってやみません。

以上、思い出話をさせて頂きましたが、１0年近い前の

話です。大筋では間違いないと思いますが、部分的には記

憶違いがあるかも知れません。また紙面の都合でお世話に

なった皆様全員の名前を記してお礼を申し上げることが

できませんでした。ご容赦をお願い致します。ここで、当時

のことを懐かしく思い出しながら筆を置かせていただき

ます。有難うございました。

/ 40 周年に寄せて｜ 13

山田 孝治
Kouji yamada
平成 13 年度 支部総会での筆者（右端）

平成 11年 5月～平成13年 6月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

元 日本工営㈱ 福岡支店 支店長

支部事務所開設当時の思い出



が建設コンサルタンツ協会九州支部と係りを持つ

ようになったのは、平成 11年の 2月に八千代エン

ジニヤリングの杉野支店長の後を引き継いで常任幹事に

なったときから、平成 14 年の総会までの 3年強の期間で

した。当初は田野支部長代行の下で役目を務めさせてもら

いました。その当時までは、支部は西日本技術開発の中に

間借りした形で運営され、事務局も西日本技術開発の服巻

さんが主に対応してくれていました。その年に、事務局は

独立し、小澤事務局長、谷崎事務局員でスタートしました。

支部長は福山コンサルタントの伊達氏が就任し、私は対

外活動部会に属し、江口部会長と共に副部会長を担うこと

になりました。伊達支部長以下役員の方々の協会に対する

取り組みは非常に熱心で、コンサルタンツ協会の地位の向

上及び技術力の向上のため、各種委員会を含めて、いつも

熱き会話が飛び交いました。

私は常任幹事3年強の間、対外活動部会の、副部会長、部

会長を勤めました。対外活動部会の主な役目は、今の国土

交通省九州地方整備局との意見交換会と、その結果を基に

した九州の各県及び政令指定都市との意見交換会を実施

することでした。九州地方整備局との意見交換会は、建設

コンサルタンツ協会の本部の役員が参加する形で行われ、

その内容も本部で作成した “ 建設コンサルタントの要望

と提案 ” を議題として行われました。その為、意見交換は

九州地方整備局と建設コンサルタンツ協会本部の間で行

われ、九州支部はオブザーバー的立場でした。この事に対

して、九州支部の常任幹事各人から、九州支部主体での意

見交換に変えるべきとの意見が高まり、平成 13 年に九州

支部独自の要望と提案を付け加えると共に、この提案を議

題のメインにして意見交換を行うこととしました。

この時設けた提案は3項目で、各項目毎に検討委員会が

設けられました。それは

1. 企業・技術者評価に関する検討委員会

2.標準工期に関する検討委員会

3.予備設計等上流業務の業務内容に関する検討委員会

の 3 検討委員会です。このうち 1. 企業・技術者評価に関

する検討委員会が対外活動部会に属することになりまし

た。委員長は福山コンサルタントの柴田委員長が就任して

くれました。委員は「道路系」「構造系」「河川系」「ダム系」の

4業種別に選任しました。折りしもダンピング（低入札）が

問題になり始めた時期で、国土交通省のプロポーザル方式

での出件が多くなり始めた時期でもあり、非常にタイム

リーな検討会立ち上げでした。特に柴田委員長は熱心で、

平成13年に行った9自治体との意見交換会全てに出席し、

その後の検討委員会を高めてくれたことは、私にとって深

く印象に残ると共に、感謝しております。

対外活動部会に属していたことで、多くの自治体の方々

と意見交換が出来たこと、国土交通省との意見交換に当

たって技術管理課の 3 代にわたる補佐と親しくなれたこ

と、常任幹事会での熱き会話等、建設コンサルタンツ協会

九州支部は私にとってすばらしい思い出として残ってい

ます。これからも更なる発展を楽しみにしています。

私

建設コンサルタンツ協会九州支部の思い出
熱き会話が飛び交った日々

40 周年に寄せて
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武田 正紀
Masaki takeda
平成 13 年度 意見交換会での筆者（右から 2人目）

平成 11 年 3月～平成 14 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

元 八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店 取締役支店長



注者側に在職し、退職後は縁あってコンサルタント

業界に再就職した経験から、コンサルタント業界の

変遷と、問題点等を思い出すまま記述させて頂きます。

コンサルタント業発生の揺籃期
第二次世界大戦前から終戦後昭和 30 年代頃まで、公共

建設事業は直轄施工が殆どで、発注官庁が技術職員を直

接雇用して、計画、調査、設計、施工から維持管理にいたる

まで、官庁の職員が一貫して実施してきました。

しかし、事業量の増大と、行政改革に伴う定員削減等の影

響で業務の一部を、外注するようになりこの流れの中で、建

設コンサルタント業が民間企業に発生してきました。

この過程で、初期のコンサルタントは、設計・計算のア

シスタント的な機能が主体であったようです。当時は発

注側で活躍した技術者が業界に転身して業務に当たって

いたので発注者側の業務の内容をよく理解して業務が進

めてられていたのが実情でした。

その後、多くの業務経験の結果、民間建設コンサルタン

ト企業も、技術的に大きく発展し、大企業は発注者側の技

術を凌駕するような陣容を整え発展を遂げてきました。

現在のコンサルタント業
現在のコンサルタント業界は、建設事業の削減による

事業量の激減という難局に遭遇し、更に、対象業務内容の

複雑化により、従来の設計、積算にとどまらず、環境問題

や事業評価の問題等多岐にわたる総合的知識と見識が求

められるようになっています。

しかし、コンサルタント企業は収益悪化のためこれら

の新しい社会的要請に応えられるような企業体質に改善

されていないのが実情です。

以上のような現状を踏まえて、これから如何にあるべ

きなのでしょうか。

求められる建設コンサルタント企業の技術社員は、細

分化された専門知識のみならず、社会の要請に応えうる

広範な総合的知識、見識をもったゼネラリストです。変化

する社会の要請に応え、困難な課題を総合的に理解し、適

切に対処できるコーディネーター的な存在の技術者が必

要になってくると思われます。

また、事業実施のシステムについて、社会的に要求され

るものもあります。

まず、公共事業を実施するか否かを、妥当投資によって

のみ判断することには問題があります。公共事業は本来

資本主義の市場原理が適用されにくい分野を対象とする

ものです。勿論無駄な事業は止めるべきですが、真に国民

の福祉につながる事業や、将来展望から現在の価値判断

にはのらないものでも、今現在実施すべきである事業が

あります。これらを適正に選択する、経済的価値判断以外

の価値判断基準が確立されるべきです。

いずれにしましても、当分の間は新しいシステムが定

着するまで試行錯誤の時期が続くと思われます。40 年目

を迎えた建設コンサルタンツ協会九州支部が、世論の理

解が得られ、真に国民のための公共事業が進められるよ

うなシステムをつくる為に、リーダーシップを発揮され

るように切に願います。

発

建設コンサルタント業雑感
あるべき建設コンサルタントとは、公共事業の妥当性とは

40 周年に寄せて

江口 淳一郎
Junichiro eguchi
平成 12 年度 支部役員（前列左から 3人目が筆者）

平成 11 年 5月～平成 13 年 5月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

元 九州建設コンサルタント㈱ 取締役副社長
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徒弟関係の中で培った技術の「勘」そして「誇り」

まず、清家さんの経歴を簡単に教えてください。

清家：昭和 30 年代から建設コンサルタント業界で働き

始めました。当時、日本には高規格道路などのインフラが

ほとんど整備されておらず、私が設計担当した PC 橋や東

京モノレールは日本初の試みでした。

まだ建設技術（設計基準書）が確立されていない中で、ど

うやって設計ができたのですか？

清家：フランスで技術を学んだ先輩技術者に１から学び

ました。メタル橋や RC 橋の技術は当時日本にもありまし

たが、PC 橋については基準書となる本がなかったので、

その先輩から直接教わりました。計算ソフトもない時代

でしたから、自分で書いた図面を自分で計算し、設計通り

に施工できるかその都度現場に行ってチェックしていま

した。

今でこそ設計基準書という拠り所がありますが、１から

設計技術を習得するって大変ではなかったですか？

清家：残業時間は月 230 時間くらいでしたので、それは

大変でしたよ（笑）。昔の日本はでこぼこ道ばかりで、東名

高速・名神高速・中央高速などの高速道路の整備にも多

く関わりましたが、施工に間に合わないので先に図面だ

け書いてゼネコンへ渡していました。計算はあとでする。

昔の人は大工と同じで「勘」を重視していましたが、図面

が間違っていることは 99% なかったんです。

なぜ「勘」で図面が書けたんですか？

清家：設計基準書なんてなかったですが、先輩技術者か

ら教わったことを頭・体で覚えていったからです。当時

の先輩技術者は怖かったので、何度も聞くことはできま

せんでした。いわゆる徒弟関係のようなものですね。当時

は技術者も少なかったですが、設計を担当する技術者 1

人 1 人が自分達の技術に誇りを持っていました。頼るも

のがない反面、図面を見ればできるかできないか「勘」で

わかります。

地域住民が誇れるものを残していかねばならない

戦後はインフラの量的拡充が要請された時代ですが、少

ない技術者でどう対応していたのですか？

清家：橋梁１つ例にとると、予備・概略・詳細設計そし

て数量計算全て 1 人でやってました。長大橋となると 2

〜3 人で対応してましたが、今のような分業体制ではな

く、技術者もいなかったので残業するしかありませんで

時代を越えて、未来へそして
若手技術者へ伝えるメッセージ
社員が仕事に誇りを持ち楽しむことができれば、企業の成長は生まれる

40 周年に寄せて
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「建設コンサルタント業界では知らない人がいない」と清家さんの噂を聞き、対談前に緊張が走った。
私がまだ産まれてもいない昭和30年代から日本の建設技術の礎を１から築き、社会資本の整備そして日本の
経済発展を支えた大先輩だ。長年のキャリアを積んだ清家さんの目に建設コンサルタントの現在そして未来はどう映っているの
だろうか。時代を越えて後輩達へ伝えるべきメッセージを語っていただいた。

清家 幸吉
Koukichi seike

平成 13 年 5月～平成 14 年 12 月

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

元 ㈱長大 福岡支社 取締役支社長



した (笑 )。今の人は自分の技術に誇りがなく、技術者に

は感じません。知識はたくさんあるんですが、知恵がない

んですね。昔の技術者には知識はないけど、知恵はあった。

そうなんですね。ところで、福岡へはいつ来たんですか？

清家：昭和 40 年代前半です。福岡へ来るまでは道路橋梁

の技術者でしたが、福岡では長大橋設計センター（現：株

式会社 長大）の九州での地盤を築くため、営業として九

州中を走り回ってました。幸い、九州における橋梁の大型

物件に数多く携わることができ、橋梁部門における九州

での地位を築くことができました。当時は赤字になって

も良い構造物を創ろうと経営者・技術者達が一丸となり

誇りを持って橋梁の設計に取り組みました。自分達が設

計したものは壊れないという自信もありましたし、自慢

できるものを創ってました。今は「仕様書に書いているか

ら良い」とする姿勢が多くなってきて、ただ図面を書いて

いるだけになってしまっているような気がします。

しかし、環境配慮や地域活性化など、いま建設コンサルタ

ントに求められる期待はより大きくなっていますよね？

清家：そうです。建設コンサルタントは、発注者のために

あるのではない。環境や地域に十分配慮し、地域住民のた

めに良いものを安く提供しなければならない。今からの

建設コンサルタントには、地域の人達が喜び・誇りに思っ

てもらえるものを設計・計画することが求められる。た

だお金儲けをするために、安くすれば良いというもので

はない。

もっと積極的に自分達を売り込んで欲しい

現在の建設業界に対する『負』のイメージが大きくなって

いますが、そのことについてをどうお考えですか？

清家：建設業界を批判する報道が多く行われていますが、

この流れを変えていかねばならない。良いものを安く住

民のために提供するのが建設コンサルタントの役割だと

声を大にして訴えていきたい。会社の上層部の人たちは、

自分達の仕事を積極的にアピールして欲しいんです。

「建設コンサルタントってどんな仕事？」とよく聞かれる

んですが、一般に対するアピールもしていくべきでは？

清家：もちろん一般住民に対するアピール強化も必要で

す。これからは一般への認知度を高めていかないと、自分

達の首を絞めることになります。大分県は企業誘致と特

産品による地域ブランドに成功した地域であり、物流・

観光を強化するための道路整備を行っています。地域の

産業振興・雇用創出のためにもインフラ整備は必要だと

もっとアピールするべきです。今の建設コンサルタント

業界はおとなしすぎですし、何かやってくれると受身に

なっています。建設コンサルタンツ協会九州支部で主催

している『夢アイデア企画』のように、自らの社会貢献を

新聞や雑誌等へ PR していく姿勢が必要だと思います。

大手企業と地場企業のパートナーシップが必要

今後、建設コンサルタント業界はどのように変革してい

くことが必要だと感じていますか？

清家：発注体制がプロポーザル方式へとシフトする中、大

企業は生き残れますが、中小企業は提案すらできずに大変

ですよね。でも、中小企業にも誇りを持った社長は沢山いま

す。私はその優良な中小企業の支援策として、九州で『事業

協同組合』を組織したらどうかと考えています。中小企業と

大企業がパートナーシップを結ぶことにより、資金の足り

ない中小企業も大手並みに戦うことができ、1社では果たせ

なかったプロポーザル参加も可能になります。目的はお金

儲けではありません。協力体制をつくれば、良いものを安く

地域に提供することができ、大手企業による技術教育によ

り技術の底上げもできます。良いものを生み出すために、一

緒になってやりましょうということです。今組織化に向け

て活動中ですが、いいものづくりが実現できる組織が今後

残っていけばいいと思っています。
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時代を越えて、未来へそして
若手技術者へ伝えるメッセージ



それはつまり、技術力を持った大手企業と地域に精通し

た地場企業が協力体制をつくるということですか？

清家：そういうことです。やはり地域のことを一番よく

知っている技術者が設計すべきです。都市部の大手企業

では、地方の顧客の要求にすぐに対応することができま

せん。だから、技術力を持った大手企業と地域に精通した

地場企業による企業体を九州に創りたいと思っています。

社員が仕事に誇りを持つことが企業の成長に繋がる

現在、建設コンサルタント業界の若手不足が深刻化して

いますが、そのことについてどうお考えですか？

清家：不景気だから新入社員を取らないというのは会社

を潰してしまいます。仕事がないなら、つくればいい。コ

ンサルタントとは頭脳集団です。頭脳を使えば売るべき

ものは沢山あるはずで、いくらでも提案する部分はあり

ます。

清家さんみたいな技術力と行動力を併せ持った方のお話

をもっと若手の方に聞かせてあげてください（笑）

清家：私は若い人に誇りを持って仕事をして欲しいと

思っています。今の子達を見ていると、仕事をやるにも明

るさがなく、きついだけと思っている。自分で一生懸命、

誇りを持って仕事をやれば、きっと仕事は面白くなるは

ずです。そして、明るく楽しく仕事をすれば、良いものが

できます。

私はいま 2次製品を扱う株式会社ヤマウの顧問として

働いていますが、同じように社員に対して誇りを持てと

言っています。自分達の製品がなければ道路はできない

んだという誇りがあれば仕事も楽しくなり、会社が社会

貢献しているという意識も身につけることができます。

社員が仕事に誇りを持つことは、言い換えれば企業の強

み・成長にも繋がりますよね？

清家：その通りです。社員が仕事に誇りを持ち楽しむこ

とができれば、社員一人一人のアイデアが業務にも反映

され、企業の強みにもなります。一人ひとりの改革から、

企業の成長は生まれるのです。

本日はお忙しい中、ありがとうございました。

清家：ありがとうございました。

｜    / 40 周年に寄せて18

インタビュアー：佐藤 直之（企画部会新領域委員会研究員）
2004 年 3 月九州大学大学院都市環境システム工学専攻修了

2004 年 4 月中央コンサルタンツ㈱入社

2007 年 10 月九州大学大学院環境システム工学専攻博士後期課程入学

時代を越えて、未来へそして
若手技術者へ伝えるメッセージ



社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 40 周年記念誌

JCCA九州支部のいま
Present  of  JCCA KYUSHU Branch 

総務部会活動報告

企画部会活動報告

対外活動部会活動報告

技術部会活動報告

特別部会活動報告

ー 塚原 俊一

ー 廣實 正人

ー 正本 実

ー 薮内 一彦

ー 山本 洋一



務部会は、支部会員の事務向上と支部の円滑な

運営、事務局のバックアップを基本とした活動

を行う [ 総務委員会 ]、支部会員の健康増進の一環に資す

ることを目的とした活動を行う [ 厚生委員会 ]、RCCM

資格試験や更新講習会への支援と CPD の推進を主な活

動とする [ 資格委員会 ]、支部活動の PRや会員の情報交

換を密接に行うことを目的とした活動を行う [ 広報委員

会 ] から構成されております。

  総務部会は支部の円滑な運営のための裏方の役割が多

く、常に事務局と密接な連携をとることが特に重要な部

会です。さらに支部活動に大きく影響を及ぼす規定の改

定や細則の作成、予算立案・支出チェックなど常任幹事

会での承認事項に係る事柄を審議、提案することが多く、

非常に神経を使う部会といえます。

各委員会は委員長と副委員長のみの構成であり、委員

は不在の部会であり、そのために委員長、副委員長は時期

によってはかなり多忙となることは避けられません。

下記に総務部会の構成メンバーを紹介いたします。

｜    / 部会活動報告 総務部会20

総

総務部会活動報告 ：
：

部 会 長
副部会長

塚原 俊一
岡出 章
久田 幹夫

塚原 俊一 部会長 日本工営 ( 株 )

氏 名 委員会 役職 会社名

岡出 章 副部会長 中央コンサルタンツ ( 株 )

久田 幹夫 副部会長 西日本技術開発 ( 株 )

高崎 愛一 総務委員会 委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

徳永 淑彦 総務委員会 副委員長 第一復建 ( 株 )

秦野 長次 総務委員会 副委員長 ( 株 ) 建設技術研究所

米倉 修 厚生委員会 委員長 西鉄シー・イー・コンサルタント ( 株 )

吉田 鉄治 厚生委員会 副委員長 日本工営 ( 株 )

鶴田 益平 資格委員会 委員長 ( 株 ) 東京建設コンサルタント

高田 善三 資格委員会 副委員長 西日本技術開発 ( 株 )

木寺 佐和記 広報委員会 委員長 西日本技術開発 ( 株 )

久芳 剛 広報委員会 副委員長 ( 株 ) 長大

内田 泰 広報委員会 副委員長 第一復建 ( 株 )

北岡 大記 広報委員会 副委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

平成 19年度総務部会名簿

各委員会の具体的活動状況は各委員長からの次頁からの報告をご参照ください。



▲平成 19 年 5月 支部総会の模様

務委員会は、支部規約の立案・検討から、決算、

会員名簿の作成、総会の開催など支部運営に

関するものを中心に、事務局へのバックアップと連携

によって活動しつつ、会員会社や常任幹事会へのサ

ポート体制を敷いています。また、事務部門研修会の

実施を通じて、業界の抱えるリスクや事務的な問題の

解決に向けて活動を行っています。

支部の設立以降、総務委員会は当然に活動していま

したが、平成 11 年の事務局独立が大きな転換期とな

りました。それまで、西日本技術開発さんに頼りきり

の状態が、現ビルへの転居、小澤前事務局長と谷崎さ

んの着任もあって、まずは会計面や人材面からも独り

立ちしなければと、委員会 2 名（現在 3 名）という少数

精鋭で奮闘してきました。

経理規程や職務権限規程等を定め、事務局長や常任

幹事のルール・権限を明確にし、とりわけ、支部独自

の会計システム導入によって、電子金銭出納帳から月

次収支報告を作成し、常任幹事会への定期報告、監査

の実施を受けることで会計の透明性を高めました。

また、平成 12 年 5 月、山田元総務部会長には、会員

会社の皆様に支部活動をきっちりと理解して頂くた

め、現在の支部総会の報告書の原型を作成して頂き、

総務委員会では収支結果や予算計画を説明しました。

平成 19 年 5 月の支部総会では、パワーポイントを使っ

て活動を報告するなど、更に判りやすい総会へと展開

しています。

  

会員名簿は、会員会社を対外的にＰＲするツールと

して位置付け、平成 16 年 5 月には、内容の一新、電子

化を図ることでコストの縮減を行いました。平成 19

年 5 月の発行部数は 2,000 冊、会員会社および九州内

の官公庁約 200 ケ所余りに配布しています。内容的に

も、全国 9 支部の中で最も充実していると自負してい

ます。

平成 15 年 8 月、第 1 回事務部門研修会を開催しま

した。これまで、技術部門を主体に開催されていまし

たが、リスク、企業統治、コンプライアンス、法改正な

ど事務的に様々な問題が問われ、1 社では解決できな

総

総務委員会の活動 ：
：

委 員 長
副委員長

高崎 愛一
徳永 淑彦
秦野 長次
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い課題を支部という器の中で、解決の糸口を見つけ、

講師とのパイプを作ろうと始めたものです。

第 1 回以降、リスク管理を皮切りに、その後、瑕疵責

任、役員の責務、残業問題、会社法、内部統制とその時

の旬な話題について、弁護士、公認会計士、社会保険労

務士など専門分野の方々に講師をお願いし、研修を開

催しました。

研修終了後、「役立つテーマでしたか？」「時間はどう

でしたか？」などアンケートを行い、次回の参考とし

ています。過去 8 回、ほとんどが好評のうちに終える

ことができ、今後も継続していく所存です。

総務委員会一同、支部活動について形に拘らずに、

少数精鋭で今後ともポジティブに頑張ります。

｜    / 部会紹介 総務委員会22

▲第 7回事務部門研修会（盈先生） ▲第 8回事務部門研修会（後藤先生）

第 1回 平成 15 年 8月 26 日
リスク管理について

（危機管理）
弁護士 岡小夜子氏

第 3回 平成 16 年 11 月 10 日
役員の責務と株主代表訴訟

第三者訴訟の実態と対策

スミセイ損害保険（株）

法人統括本部担当部長 速水忠洋氏

第 4回 平成 17 年 9月 14 日
経営環境の変化と労務管理の

ポイント
社会保険労務士 後藤昭文氏

第 5回 平成 18 年 2月 8日
経営環境の変化と労務管理の

ポイント（第 2回）
社会保険労務士 後藤昭文氏

第 2回 平成 16 年 8月 4日
建設コンサルタント業務に

おける瑕疵責任について

( 株 ) アールアンドディセキュリティ社長

両角増三氏

第 6回 平成 18 年 7月 25 日 早わかり内部統制 公認会計士・税理士 柴田浩希氏

第 7回 平成 19 年 1月 25 日 会社法による経理部門の留意
みつる公認会計士事務所

公認会計士・税理士 盈 辰博氏

第 8回 平成 19 年 10 月 26 日
経営環境の変化と労務管理の

ポイント（第 3回）
社会保険労務士 後藤昭文氏

総務委員会の活動



▲平成 18 年（第 28 回）軟式野球大会優勝のアジアエンヂニアリング㈱

ども厚生委員会では会員の皆様の健康増進と

交流に資することを目的として、軟式野球大

会・ソフトボール大会・ボウリング大会などのイベ

ントを開催致しております。軟式野球大会は、毎年 6

月初旬、福津市の厚生年金スポーツセンターで二日間

にわたり実施、1 日目は各パートでリーグ戦を戦い、勝

ち残ったチームが 2 日目の決勝トーナメントへ進出

となります。毎年強豪チームが上位に進出し、熱戦が

繰り広げられています。

前年度優勝・準優勝チームに幹事になっていただ

き、開会式から閉会式までのすべての運営を依頼して

います。

 また、ソフトボール大会は、木陰の少ない雁ノ巣レ

クレーションセンターで実施し、真夏の厳しい日差し

の中、真っ黒に日焼けした選手のユニホーム姿がまた

一段と男らしく見えます。この球場はもともと雁ノ巣

飛行場跡地ということで、同時に 10 試合もの競技が

可能で、選手の皆さんには暑い中大変ですが、１日で

全試合が終了できる格好の球場でもあります。野球大

会同様、会の運営を前年度優勝・準優勝チームにお願

いしています。

私

厚生委員会の活動 ：
：

委 員 長
副委員長

米倉 修
吉田 鉄治
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年度最後の行事は、博多スターレーンでのボウリン

グ大会。これは平成 12 年度より新たに実施している

行事で、老若男女が一同に会してプレーできる唯一の

大会です。競技終了後の懇親会では一汗かいた後の

ビールが実に旨い。

これで一年を通じての厚生行事が終了します。

数年前までは、これらイベントの他に運動会を開催

し、10 人縄跳びや、百足競争、女性全員による玉取り合

戦、そして最も盛り上がったブロック対抗リレー

等々、皆さん方に大いに楽しんで頂いておりました

が、昨今のコンサルタント業界を取り巻く経営環境が

厳しくなる中、参加会社の減少が目立ちはじめ、昭和

57 年から 21 回続いた大運動会は、平成 14 年に休止と

なりました。

 現在においても各大会への参加会社が減少の一途

をたどり、厚生委員会では今後の厚生活動の参考にさ

せていただくため、会員各社にアンケートをお願い

し、委員会が実施している行事についての率直な意見

要望を取り入れながら、今後の厚生活動をさらに進め

ていきたいと思っています。

｜    / 部会紹介 厚生委員会24

▲第 19 回運動会（平成 12 年）

▲第 19 回運動会（平成 12 年）

▲平成 14 年（第 23 回）ソフトボール大会優勝の宮崎県部会

厚生委員会の活動



格委員会は、RCCM 資格試験の準備及び実施、

ならびに本部主催 RCCM 登録更新講習会の支

援、CPDの推進といった活動をしています。本委員会は、

平成 18 年度通常総会における支部組織変更に伴い、平成

17 年度まで総務部会特命委員会の分掌事項から資格関

係に特化した委員会であり、平成 18 年度から活動してい

ます。

RCCM(Registered Civil Engineering Consulting 

Manager) 資格制度は、建設コンサルタントの実務技術

者の技術力向上と質の確保の必要性をうたった建設省

（現国土交通省）の重点施策に沿って、平成 3年度に創設

されたもので、受験者数は平成 12 年度以降減少傾向にあ

りますが、登録者数は平成 3年度から一貫して増加し、技

術者の確保が図られています。RCCM 資格試験福岡会場

は、全国でも３番目に受験生が多い会場であり、北は広島

県から南は鹿児島県までの方々が受験に来られる会場で

す。毎年、支部会員会社の方々に試験監督を行ってもらう

などの協力のもと、福岡教育大学において実施しています。

また、CPD（Continuous Professional Development：継

続研鑽）については、技術者を取り巻く各種資格制度にお

いて、登録更新の要件として CPD 実績が求められるよ

うになり、協会の認定資格であるRCCM資格においても

CPD実績を資格更新の要件とする変更がなされ、協会と

して、平成 17 年 4 月に CPD制度を創設、運用を開始し

ています。

資

資格委員会の活動 ：
：

委 員 長
副委員長

鶴田 益平
高田 善三

▲平成 19 年 11 月 11 日実施 第 17 回 RCCM資格試験風景

▲RCCM資格試験の実績データを全国と福岡を表示

部会紹介
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報委員会は、平成 18 年度より現在の体制で、「土

木の日イベント参加」「九州建設技術フォーラム

への参加」「支部ホームページの改良」を主な活動として

います。以前は、現在の企画部会・企画委員会担当の「若

手社員交流会」の他、「支部便りの発行（現在はホームペー

ジに包含）」や支部独自の小冊子作成も手掛けておりまし

た（前副委員長の中村宏さん（（株）福山コンサルタント）

が主担当）。また、現在の支部広報活動の目玉となってい

る「夢・アイデア企画事業」へも委員として参画していま

す。以下に、現在の主な活動について紹介いたします。

1. 土木の日イベント参加
周知のとおり、11 月 18 日は土木の日であり、この日の

前後に各地では様々なイベントが開催されています。福

岡地区では、土木学会西部支部主催の「土木の日イベン

ト：土木の日ファミリーフェスタ」が例年「海の中道海浜

公園・子供の広場」で開催されており、広報委員会では、

このイベントに九州支部のコーナーを毎年出展していま

す。内容は、恒例となっている「パソコンを使用した土木

クイズと景品としてのあめのつかみ取り」です。毎年、300

〜400 組の親子連れが土木全般に関するクイズに答え、

子供さんがつかみ取りに挑戦する賑やかなイベントと

なっています。今年より、建設コンサルタンツ協会九州支

部のコーナーであることがより目立つように、協会九州

支部ののぼり旗も準備しました。

2. 九州建設技術フォーラム参加
「九州建設技術フォーラム」は、国土交通省九州地方整

備局主催「建設分野の新技術等についての情報交換等を

行うイベント」です。毎年、秋期に福岡市を初めとした主

要都市で開催されています。このフォーラムの内容は、基

調講演、パネルディスカッション、ポスターセッション、

プレゼンテーション等より構成されており、九州支部と

しては、「建設コンサルタントの役割」を広く一般の方に

認識して頂くことを主なテーマとしてパネル展示、小冊

子の配布、夢・アイデア交流会のチラシ配布等の「ポス

ターセッション」と「プレゼンテーション」に参加してい

ます。平成 19 年度のプレゼンテーションは、新領域委員

会と環境・都市等技術委員会にお願いし、「夢・アイデア

企画（発表者：白石副委員長）」と「風景デザインに関する

研究（発表者：矢ケ部委員長）」を発表して頂きました。ま

た、イベント全体の運営支援に広報委員会と事務局が参

画しています。

広

広報委員会の活動 ：
：

委 員 長
副委員長

木寺 佐和記
久芳 剛
内田 泰
北岡 大記
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▲土木の日のイベント参加風景

部会紹介



 
 
 
 

3. ホームページの改良
情報収集や広報活動において、ホームページの利活用

が当たり前になっている今日、支部内においてもホーム

ページの充実が強く求められてきました。対応が少々遅

くなった感がありますが、平成 18 年度より支部ホーム

ページの大幅な見直しを行い、その結果、現在のホーム

ページ（http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/）を一目

見て頂ければ分かりますが、見やすく、必要な情報も豊富

で、かつ最新の情報が掲載されています。これは、事務局

の努力に負うところも大きいものがあります。

4. その他
現在の広報委員会での活動成果ではありませんが、九

州支部では、建設コンサルタントという職業をまずは家

族、将来我々の職業を目指す学生達、そして社会一般に少

しでも知ってもらおうとの趣旨で小冊子を２部作成して

きました。この小冊子は、旧広報委員会の成果ですが、九

州支部独自の成果の一つであり、現在もイベント等にお

いては配布・活用しておりますので、ここにその表紙を

紹介いたします。
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▲九州建設技術フォーラム参加風景

▲建設コンサルタントを知ってもらうための冊子
▲九州支部のホームページ

広報委員会の活動



画部会は、平成 18 年度の組織変更に伴い、支部

活動における企画・提案、交流を活動方針とし

て設立されました。企画部会は、企画委員会、新領域委員

会（夢アイデア企画）、次世代委員会の３つの委員会から

構成されています。 企画委員会は、建設コンサルタンツ

協会の活動目的 (建設コンサルタントの資質と技術力の

向上を図り、公共の福祉の増進に寄与する )を踏まえ、協

会会員へのサービス向上を目指すとともに地域特性に配

慮した活動を前提として、新しい時代認識のもとに社会

環境の変動や協会運営上の課題等に関する提案などの活

動を行っています。

 新領域委員会は、発足当時「新市場展開委員会」と称さ

れていましたが、本部中期行動計画との整合を図るべく、

平成 19 年度から「新領域委員会」と変更されました。活動

の中心は、地域の「夢 アイデア」の募集および交流事業で

す。 

次世代委員会は、同委員会の小委員会として活動して

いる「けんこん＠ひよこ」と一体となり、若手技術者の活

動の支援・協力を組織的に行っています。

｜    / 部会活動報告 企画部会28

企

：
：

部 会 長
副部会長

廣實 正人
針貝 武紀
本木 正之
永田 和成

廣實 正人 部会長 パシフィックコンサルタンツ（株）

氏 名 委員会 役職 会社名

針貝 武紀 副部会長 （株）福山コンサルタント

本木 正之 副部会長 西鉄シー・イー・コンサルタント ( 株 )

永田 和成 副部会長 内外エンジニアリング ( 株 )

太田 達雄 企画委員会 委員長 ( 株 ) 建設技術研究所

中村 宏 企画委員会 副委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

黒木 修身 企画委員会 副委員長 西日本技術開発 ( 株 )

末松 正直 新領域委員会（夢アイデア企画） 委員長 サンコーコンサルタント ( 株 )

小林 博昭 新領域委員会（夢アイデア企画） 副委員長 西日本技術開発 ( 株 )

白石 悦二 新領域委員会（夢アイデア企画） 副委員長 日本工営 ( 株 )

池田 好克 次世代委員会（けんこん＠ひよこ） 委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

平成 19年度企画部会名簿

各委員会の具体的活動状況は各委員長からの次頁からの報告をご参照ください。

企画部会活動報告 

部会紹介
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企画委員会の活動

部会紹介

画委員会の活動目標
企画委員会は、平成 18 年度の改組に伴い新しく

設けられた組織で、現在、部会長及び副部会長を含め 9名

のメンバーで活動を行っています。企画委員会では、建設

コンサルタンツ協会の活動目的 ( 建設コンサルタントの

資質と技術力の向上を図り、公共の福祉の増進に寄与す

る ) を踏まえ、協会会員へのサービス向上を目指すとと

もに地域特性に配慮した活動を前提として、新しい時代

認識のもとに社会環境の変動や協会運営上の課題等に関

する提案を活動目標としています。 

企画委員会の活動概要 
①支部における各部会・委員会等の活動に対する横断的

課題及び新規施策等個別事項に関する検討 

企画委員会では、平成 18 年度の改組に伴う各部会・委

員会等の横断的課題を確認する目的で平成 19 年度に委

員長交流会を開催するとともに継続して建コンの活動範

囲等を考慮した分析・検討を行っているところです。

また、今年度は新たに提起された広報戦略のあり方に

ついて検討を開始しており、今後の建コンの戦略的な活

動についても推進していくことを目指しております。 

②会員の経営営利改善に資するための研修会等の企画・

開催 ( 会員の資質向上 ) 

企画委員会では、協会会員の共通課題に対する研修会

また人材啓発に関する研修会の開催に関する役目を担っ

ており、これまでの研修内容を紹介すると以下の通りです。 

○平成 18 年度 ( 福岡開催 ) 

1）ＣＰＤ制度説明会 

2）コンプライアンスのあり方について 

3）品確法とその取り組みについて 

○平成 19 年度 ( 福岡・鹿児島開催 ) 

1）建設コンサルタント業界をめぐる環境の変化 

2）調査・設計の瑕疵と賠償事例 

3）企業におけるメンタルヘルスケア対策について

③本部・他支部と協力して活動しなければならない課題・

検討事項等に対しての対応 

これまで、建コン会員数の拡大を目的として本部に設

置されました「組織検討特別委員会」に対して、関連事項

の整理検討を行うとともに支部における意見を収集整理

し提起してきました。また、地域コンサルタントに関する

課題を検討する目的で設置されました「地域コンサルタ

ント問題懇談会」に対しても、同様の活動を行ってきてい

ます。 企画委員会としては、今後とも九州支部の独自性

を尊重しつつ、会員の社会的地位の向上また会員の権益

確保に向けた活動を行っていきたいと考えております。 

企

▲平成 19 年度企画委員会研修会講演状況 

：
：

委 員 長
副委員長

太田 達雄
中村 宏
黒木 修身



1. 夢アイデア交流会事業：応募者による作品発表、

発表者と参加者によるアイデアの交流 

2. 夢アイデア交流調査団派遣事業：まちづくりに

熱心な地域に対し、専門家調査団を派遣 

3. 夢アイデア人材育成事業：土木系大学生が主催

する「九州デザインシャレット」への協賛

アイデア企画事業の概要 
当委員会では、平成 14 年度から一般市民・行政・

大学・協会会員・NPO 等を対象として、「まちづくりに関

する提案の募集」を行っております。この“九州発”による

事業は今年度で 6回目を迎え、社会資本整備の新しい領

域、国・地域づくりに活かされるユニークなアイデアが

毎年発掘されています（現在までの応募作品は「概要集」

にて毎年更新しています）。また、平成 17 年度からは、そ

の発信及び活用を目的として以下の 3つの事業を立ち上

げ、事業の拡充を図っています。 

１．夢アイデア募集事業

 「あなたはどんなまちに住んでみたいですか？訪ねて

みたいですか？」をキャッチコピーとし、今年度までに 5

回の募集活動を行っています。

パンフレットやポスター・IT を駆使した広報活動を

行った結果、応募総数は約 250 作品となりました．応募数

は年々減少傾向にありますが、毎年応募して頂く“ リ

ピーター”の存在も多く見られるなど、事業が徐々に定

着してきています。 
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夢

：
：

部 会 長
副部会長

末松 正直
小林 博昭
白石 悦二

 ▲平成 17 年度より拡充された新事業

 ▲応募数・応募者種別の動向

新領域委員会の活動

部会紹介

▲提案募集チラシ ▲概要集

10

10
11 7

9
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２．夢アイデア交流会事業

 ○事業概要

夢アイデア交流会は、応募された作品の発表会を開催

し，発案者と産官学からなる一般市民との交流を行い、ア

イデアが発展していくことを目的として、平成 17 年度よ

り下記の内容を開催しています。 

①夢アイデアプレゼンテーション（作品応募者による発表） 

②「まちづくりに関する提案の募集」の表彰式（審査委員会） 

③夢アイデア交流会「市民大賞」「市民賞」の表彰式（参加者投票）

④夢アイデアに関する意見交換会

また今年度からは、パン

フレットや HP 等による広

報に加え、本事業が「市民

とまちづくりの架け橋」と

なるべく、たくさんの市民

の目に触れる駅構内での

広報活動も展開していま

す。

当日の発表会では、今年度の応募作品 24 編のうち、12

名の応募者による夢アイデアプレゼンテーション（12 名

×10 分）が行われました。120 分に及ぶ発表の後、会場に

詰めかけた聴衆による「夢アイデア賞」の投票を行い、審

査委員会による入選作品も含め，表彰式を行いました（入

選作品は下表参照）。その後、応募者・聴衆による意見交

換会を開催し、夢とアイデアの実現化に向けた議論、今

後の事業継続、さらには九州の各地域での交流会開催な

ど，当事業に対する温かいお言葉を頂戴しました。

▲入選作品一覧

◆平成 19 年度の「夢アイデア交流会」 

「夢とアイデアがまちを変える！」をキャッチコピーと

し，平成 19 年 11 月 17 日（土）に福岡市博多区の八仙閣に

て交流会を開催しました。直前には、審査委員会により今

年度の応募作品（24 編）の審査が行われ、最優秀賞 1編，

優秀賞 2編，佳作 4編，特別賞 1編を選出しました。交流

会には総勢約 170 名が参加され、建設コンサルタンツ協

会会員会社が約 4割 (71 名 ) と多数を占めましたが、行

政関係者や団体、学校など広範囲の方に来場して頂きま

した。  

▲表彰式

賞 発表テーマ 発表者
最優秀賞（1編） プロジェクト あなたのまちのかお ーまちの名刺づくりー 田中 史王
優秀賞（2編） 自転車の聖地、九州 新たなる挑戦 持田 和幸

” でこぼこ道DE 観光 魅力度コンテスト 矢ヶ部 輝明
佳作（4編） パイプロードで安心安全なまちを～高齢者や障害者と環境を考えたまちづくり～ 長崎 健吾

” プレイフルな砂上のオアシス サンド・パークと砂場アカデミーのある街 笠間 浩幸
” 「カード式住民参画法」によるまちづくり ー薩摩出水つる歴史街道構想ー 梶原 宣俊
” ウチの街って素敵でしょ？ 高橋 真大

○夢アイディア賞一覧
賞 発表テーマ 発表者

市民大賞（1編） プレイフルな砂上のオアシス サンド・パークと砂場アカデミーのある街 笠間 浩幸
市民賞（2編） 自転車の聖地、九州 新たなる挑戦 矢ヶ部 輝明

” 「カード式住民参画法」によるまちづくり ー薩摩出水つる歴史街道構想ー 梶原 宣俊

▲交流会参加者の属性▲平成 19 年度 審査委員 ▲審査委員会

委員氏名 所属・役職

樗木 武 福岡アジア都市研究所理事長

大江 英夫 九州観光推進機構本部副本部長

濱砂 圭子 男女・子育て環境改善研究所理事長

中村 幸子 道守熊本会議 事務局長（熊本市）

芦田 義則 九州地方整備局企画部長

山本 洋一 建設コンサルタンツ協会九州支部支部長

▲駅構内掲載ポスター

新領域委員会の活動
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）

本事業は業界紙（建設通信新聞、日刊建設工業新聞、九建

日報）のみならず地方紙（鹿児島建設新聞）や一般紙（読

売新聞、福岡経済 1月号）にも取り上げられ、一般市民に

対する夢アイデア交流会の浸透ならびに建設コンサル

タント業界の社会的認知度向上にも役立っています。来

年度以降は、“ まちづくりの主役 ” である一般市民への

PR 及び提案された夢アイデアの実現を目指し、真の夢

アイデアの交流に向けた企画を検討する予定です。
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３. 夢アイデア交流調査団派遣事業 

本事業は、過年度応募された提案に関する地域を対象

として、学識者や専門家により構成された調査団を派遣

し、アイデアの実現化・地域振興やまちづくりへの貢献

活動を行うことを目的としています。調査団は、受け入

れ自治体や地元の協会加入企業との連携により、アイデ

アの実現化に向けた地域の現状及び課題を認識し、地域

振興に向けた技術的助言や提案を行っています。 平成

17 年度は熊本県大津町（団長：熊本大学 小林教授）と宮

崎県西米良村（団長：宮崎大学 吉武准教授）、平成 18 年

度は鹿児島県志布志市（団長：第一工業大学 石田尾教授）

と福岡県川崎町（団長：福岡大学 柴田准教授）の 4市町

村に対して調査団を派遣し、地域住民や首長との直接対

話を進めてきました。また今年度は、福岡市御供所地区と

鹿児島県薩摩川内市を対象地域とし、現地調査やヒアリ

ング調査等を通じてまちづくりの現状・課題の認識を

行っています。

４．夢アイデア人材育成事業

本事業は，九州の土木系大学生有志により企画・運営

されている九州デザインシャレットに対し、夢やアイデ

アの実現に資する若手の能力涵養に協賛しており、建設

コンサルタンツ協会会員会社からも毎年数名の若手技術

者が参加しています。

（http://www.kyushu-dc.com/ を参照）

新領域委員会の経緯 
◆平成 14 年度に総会で当企画に関する予算承認 

夢アイデア企画特別委員会の設置（常任幹事会レベルの特別委員会） 

◆平成 18 年度に「新市場展開委員会」へ名称変更 

◆平成19年度に「新領域委員会」へ名称変更（現在に至る） 

◆夢アイデア企画・審査委員会 

〈平成 14 ～ 17 年度〉委員長：渡邊明 九州工業大学名誉教授 〈平

成 18 年度～〉 委員長：樗木武 九州大学名誉教授（現在に至る） 

後援組織等 
〈平成 14 年度～〉九州地方整備局、日本技術士会九州支部

の後援 

〈平成 16 年度～〉九州建設弘済会の協賛

（公益事業として認められ助成を受ける） 

〈平成 17 年度～〉協会本部より中期行動計画の社会貢献

事業として認められ助成を受ける （現在に至る）

2005 佐賀県唐津市市街地および唐津港港湾区域 市民のためのウォーターフロントデザイン

年度 対象地域 テーマ

2006 熊本県宇城市三角町及び三角東港港湾区域 三角、港、未来

2007 福岡県北九州市門司区門司港 門司港ぐらし

▲調査団派遣事業（鹿児島県志布志市）▲調査団派遣事業（福岡県川崎町）
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部会紹介

世代委員会では、当委員会の小委員会として活

動している「けんこん＠ひよこ」と一体となり、

若手技術者の活動の支援・協力を組織的に行っています。 

平成 18,19 年度では下記の活動を行いました。

「若手社員技術向上・交流会」 

「けんこん＠ひよこ」座談会 

若手社員技術向上・交流会
テーマ：若手社員の技術力の向上を図るとともに、連携

を深めるための技術向上・交流会の開催。技術士第二次

試験の部門一般記述に関わる合同学習と懇親会を行うこ

とによる、技術力の向上、交流の促進。 

開催日と参加者数 

第１回：平成 18 年 10 月 27 日  参加者数：34 名 

第２回：平成 19 年 6 月 15 日  参加者数：24 名 

第３回：平成 19 年７月６日  参加者数：13 名

場所 八重洲博多ビル（第１回～３回）

第１回 キーワード集の作成

  予想問題の作成

  技術士合格者体験談

第２回 実力テストの実施

  ワークショップ「キーワード集」の作成

  一般論文の勉強方法

第３回 一般問題の回答作成 

  一般問題の討議 

次

▲若手社員技術交流会の様子 ▲ワークショップ「キーワード集」作成の様子

：委 員 長 池田 好克 



「けんこん＠ひよこ」座談会
・ 開催日 平成 19 年 11 月 30 日

 ・ 場所 八重洲博多ビル 10 階会議室 7 

・ けんこん＠ひよこ12名、オブザーバー３名（次世代委員） 

「今後の建設コンサルタント業界の在り方について」 

①若手技術者として、業界に感じる疑問点、不満、心配は？ 

○技術者単位、落札価格が減少し続けており、代価の妥

当性、決定根拠に疑問を感じる。 

○客先からの要求事項（事業・工法の妥当性や決定根拠）

が年々高度な精度を求められてきているとともに、無償

での対応も要求されることが多くなってきている。 

○建設コンサルタント業界の知名度が低い （橋梁やトン

ネルの銘板に建設コンサルタントの名が記されない事が

殆ど。なぜ？） （世間一般（特に家族など）に、建設コンサル

タントの仕事についてより詳しく知って欲しい） 

②若手技術者が現在この業界のために行うこととは？ 

○客先からサービス業務対応を要求された場合、対等

な関係を維持するため「ＮＯ」の態度を示す。 

○時間外における客先対応を軽減するため、以下のア

イデアが出された。 

→時間外の外部通話には、通話料金に加え「時間外技術

相談料」を設定しては？

（目的１）時間外の業務効率向上と自己啓発、自分の生

活のための時間の確保

（目的２）建設コンサルタント業界の社会知名度、認知度向上

（方策１）建コン協加盟会社が協働し、得られた利益を

協会（仮）で一元管理する。

（方策２）得られた利益の運用は、

（ⅰ）社会貢献…慈善団体への寄付金等

（ⅱ）財政難によりインフラ整備の遅れが指摘さ

れる地方自治体への資金提供等 

（課題１）客先からメールで折り返しTEL連絡を求め

られると意味を成さない。 

（課題２）客先からの課金徴収は、財源＝税金のため社

会の理解を得ることが困難 

③何にモチベーションを見いだして仕事をしているか？ 

○人の喜ぶ姿を見ること、地元の方に喜んでもらえる

仕事をすることがやる気につながる。 

○コンサルタント技術者が社会に認められ、対価が得

られるような仕組みを我々の手でつくっていかなけれ

ばならない。 

○モチベーションは上がらない。むしろ下がる一方だ。

ダムの例にあるように、風当たりの強い業界

○成果物が形にならない場合が多く、仕事に満足感を

得にくい。 

○技術者単価は年々低下している。見積書も値引きさ

れる。 

○社会的に感謝されていない。 

○建築士に比べて技術士の知名度が低い。 

④これまで仕事で上司や部下、発注者に「キレた」事があ

るか？そこから学んだことは？ 

○仕事内容に対して上司からよくキレられる。 

○発注者に対してキレた事があるが、あまり良いこと

はない。 

○仕様書にない作業を発注者に要求されるとキレる。

○社内のコミュニケーションでは、言葉の使い方が非

常に重要 

○この業界のうつ病の多発等を考えれば、ストレスを

溜めるよりはキレた方が良い。 

○深夜になって、上司から “ 女性だから帰って良い ”

と言われてキレた。 

⑤建コン業界の結婚事情および恋愛事情は？

○毎晩 20 時に会社ＰＣの電源を一斉に落とす。自分の

生活のための時間が確保できる。
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は、平成 18 年度及び平成 19 年度における対外

活動部会長を任じられている正本と申します。

日頃から、協会員各位におかれましては当協会並びに対

外活動部会の活動にご理解ご支援いただき感謝いたします。

対外活動部会は、平成 10 年度から支部構成部会の一角

として立ち上げられ、今日まで主に対外的な側面での活

動を担って参りました。平成 17 年度までは対外活動委員

会、防災委員会並びに企業・技術者評価に関する検討委

員会の３委員会で構成されていましたが、平成 18 年度か

らは企業・技術者評価に関する検討委員会を対外活動委

員会に統合し、現在、対外活動委員会と防災委員会の２つ

の委員会で構成し活動しております。

対外活動委員会は、協会本部作成の「要望と提案」を踏

まえ、九州地方の特性並びに支部協会員の意見を反映し

た九州支部バージョンの「要望と提案」を作成し、九州地

方整備局幹部と協会幹部の意見交換会を皮切りに、九州

７県と2政令指定都市（平成18年度からは沖縄県も対象）

の幹部を対象とした意見交換を実施してきました。

対外活動委員会の主流活動である意見交換会では、双

方の忌憚のない意見交換ができてきました。特に、プロ

ポーザル方式に関する意見交換時間が不足気味になるな

ど、年々意識の高まりが伺えるようになりました。

また、防災委員会では、毎年９月１日（防災の日）におい

て大規模災害発生時における会員への支援活動を行うた

め、会員相互の連絡網の整備を行い、本部と連携した防災

訓練の実施並びに実際の災害に備えた組織体制の維持を

行ってきました。

特に、平成 19 年度においては、支部独自の防災委員会

活動として、「福岡市内に存在する警固断層が活動したこ

とによる被災調査を九州地方整備局から依頼があった」

と言う仮説を立て、災害に備えた組織体制が機能するか

どうか、模擬訓練を実施しました。

以下に，対外活動部会のメンバーを紹介します。

私

：
：

部 会 長
副部会長

正本 実
内村 好
谷口 正博
原田 卓
日野 健次
村上 健一
福田 光一

正本 実 部会長 日本技術開発 ( 株 )

氏 名 委員会 役職 会社名

内村 好 副部会長 ( 株 ) 建設技術研究所

谷口 正博 副部会長 ( 株 ) 長大

原田 卓 副部会長 ( 株 ) 九州開発エンジニヤリング

日野 健次 副部会長 東洋技術 ( 株 )

村上 健一 副部会長 太陽技術コンサルタント ( 株 )

福田 光一 副部会長 大福コンサルタント ( 株 )

入江 達雄 対外活動委員会 委員長 ( 株 ) 建設技術研究所

清原 秀紀 対外活動委員会 副委員長 ( 株 ) 構造技術センター

横矢 直道 対外活動委員会 副委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

畠山 美久 防災委員会 委員長 第一復建 ( 株 )

森 慎一 防災委員会 副委員長 ( 株 ) 構造技術センター

平成 19年度対外活動部会名簿

各委員会の具体的活動状況は各委員長からの次頁からの報告をご参照ください。

対外活動部会活動報告
部会紹介
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対外活動委員会の活動

部会紹介

外活動委員会は、発注者とコンサルタントを繋

ぐ活動をしており、発注者である九州地方整備

局や九州７県及び沖縄県、福岡市、北九州市と対外活動部

会が行う意見交換会のサポートをしています。また、福岡

県や福岡市と行う実務者意見交換会を開催しています。

意見交換会を通して、建設コンサルタントの立場や役割

を理解してもらう一方で、発注者の意見を聞き、お互いの

相互理解を深めております。その活動内容を以下に紹介

します。

1. 「九州地方整備局＋九州７県＋２市」との意見交換会
毎年６月に建コン本部が主催し、建コン本部の「要望と提

案」と九州支部独自の「要望と提案」について意見を交換

しています。

平成 19 年度は市内のホテルニューオータニで行われ、

九州地方整備局は局長以下 20 数名、県・市からは幹部の

方が出席されました。建コンからは 20 数名の役員が出席

し、「コンサルタントの選定」、「建設コンサルタントの新た

な役割」、「品質の確保と照査」について意見交換しました。

2. 「九州７県＋福岡市・北九州市の幹部」及び「九
州地方整備局企画部」との意見交換会
10 月～12 月にかけて、九州各県を廻り県の幹部の方と

建コン九州支部の役員がテーマを決めて、２時間程度意

見交換を行います。平成 19 年度のテーマは、「技術力に基

づく企業・技術者選定」と「品質向上・ミス防止」等でした。

発注者は、品質確保や低入札防止にプロポーザルが必要

な事は理解しているが、導入に踏み込めない現状があり、

コンサルタント同様、発注者も悩んでいる事が解りました。

3. 「福岡県・福岡市」との実務者意見交換会
福岡県と福岡市について、実務者による意見交換会を

行っています。平成 19 年度は 1月に福岡市と意見交換を

行い、福岡市は主任や係長クラスの方が出席されました。

自由討議では、「品質確保とミス防止」、「三者協議」につい

て議論され、発注者が実務でどんなところに困っている

が良く解り、今後のコンサル業務に参考になりました。

対

▲

九州地方整備局企画部
との意見交換会

▲自治体との意見
交換会風景
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委 員 長
副委員長

入江 達雄
清原 秀紀
横矢 直道



災委員会の主な活動として、年に一度、防災の日

（毎年９月）に会員会社（九州・沖縄約 120 社）に

よる「災害時行動計画」に基づき、大規模災害が発生した

場合の連絡・伝達網およびその機能をチェックするため

に演習を行っています。

平成 15 年に九州支部で、「福岡市中央区警固でマグニ

チュード 7.4 の内陸直下型地震」を想定した演習訓練を

行っていましたが、奇しくも平成 17 年「福岡西方沖地震」

で想定が現実とものとなったことに衝撃を受けました。

すぐに九州支部に災害対策現地本部を設置し、会員会社

の被害状況を把握するため、訓練同様に連絡・伝達網に

て被害状況を調査した結果、幸いにも福岡県内では物理

的被害は多少あったものの、人的被害がありませんでした。

その際、伝達もスムーズに行われ会員の安否が確認でき

たことは日頃の訓練の成果が発揮されたものと思ってい

ます。

それまで九州ではあまり地震の経験が無かったので、

訓練に参加されている会員会社の方も一種のイベント的

なものに感じられていたと思いますが、地震発生以降は

訓練終了後、反省点や改善点に委員会・会員会社の意見

が活発となり防災に関する意識が非常に高くなりました。

また、支部では九州地方整備局との「災害時における九州

地方整備局所管施設に係る緊急的な災害応急対策業務に

関する協定書」に基づく災害支援組織を構成しその連絡

体制を確立させ連携を図っています。

今後もますます防災の意識が高まっていますので、こ

れからも訓練を通じて防災の啓蒙活動を行って行きたい

と思っています。

 

防

：
：

委 員 長
副委員長

畠山 美久
森 慎一防災委員会の活動

部会紹介

▲平成 18年 9月 防災訓練の模様

情報

情報

支援要請

連絡

対策本部の設置

支援活動要請

支援活動要請

支援活動要請

災害支援組織図

災害発生

国土交通省

（社）建設コンサルタンツ協会本部

統括

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部

支援活動

災害支援活動

地域支援活動

地域ブロック支援担当

連絡・支援

災害対策本部（現地）
＜（社）建設コンサルタンツ協会九州支部＞
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共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下、

「品確法」という。）が平成 17 年４月に施行され

ました。この「品確法」の施行は、建設コンサルタント業界

に今までにない変革を求めた法律です。というのも、これ

まで、契約者の選定は、会計法、地方自治法の下、価格競争

を原則としてきました。しかし、この品確法では、技術力

も考慮すべきということを初めて明記したものです。価

格は除き、技術力だけで評価すべきという声もあります

が、法律で明確になったことは、大きな前進と考えられま

す。一方で、今後、益々、激しい技術競争が求められていく

ことになります。

このような厳しい環境の中で、技術部会は、河川技術委

員会、道路技術委員会、環境・都市等技術委員会、講師派

遣委員会、CALS/EC 委員会、品質向上委員会の６委員会

から構成され、各委員会で講演会、研修会、見学会などの

多岐に渡る活動を実施しています。また、これらの委員会

とは別に、「電線共同溝・バリアフリー化工事における設

計のあり方勉強会」、「土木コンクリート構造物設計・施

工指針（案）指針改定部会」などの会議を通して、会員各社

の技術力向上に資するよう活動を行っています。建設コ

ンサルタンツ協会九州支部は、この度、創立 40 周年を迎

えますが、技術部会では、これまでと同様、会員各社の技

術力向上に資するよう活動を進めて行きたいと考えてい

ますので、今後もご支援の程よろしくお願いいたします。

公
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「

技術部会活動報告
部会紹介

薮内 一彦 部会長 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

氏 名 委員会 役職 会社名

田中 清 副部会長 第一復建 ( 株 )

才田 進 副部会長 八千代エンジニヤリング ( 株 )

市原 仁志 河川技術委員会 委員長 日本工営 ( 株 )

太郎良 菊憲 河川技術委員会 副委員長 第一復建 ( 株 )

納冨 希志夫 河川技術委員会 副委員長 パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

徳渕  祐三 道路技術委員会 委員長 ( 株 ) 橋梁コンサルタント

谷川 一智 道路技術委員会 副委員長 ( 株 ) 千代田コンサルタント

前田 勉 道路技術委員会 副委員長 ( 株 ) 長大

岩上 憲一 道路技術委員会 副委員長 ( 株 ) オリエンタルコンサルタンツ

矢ヶ部 輝明 環境・都市等技術委員会 委員長 ( 株 ) 建設技術研究所

波木 健一 環境・都市等技術委員会 副委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

今林 顕二 環境・都市等技術委員会 副委員長 パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

武林 和彦 講師派遣委員会 委員長 中央コンサルタンツ ( 株 )

森田 覚 講師派遣委員会 副委員長 八千代エンジニヤリング ( 株 )

松崎 明 講師派遣委員会 副委員長 パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

千々岩浩巳 CALS/EC委員会 委員長 第一復建 ( 株 )

金井 秀平 CALS/EC委員会 副委員長 ( 株 ) 建設技術研究所

日高 栄二郎 CALS/EC委員会 副委員長 ( 株 ) 長大

中尾 好幸 品質向上委員会 委員長 ( 株 ) 長大

上野 裕次 品質向上委員会 副委員長 ( 株 ) 千代田コンサルタント

平成 19年度技術部会名簿

各委員会の具体的活動状況は各委員長からの次頁からの報告をご参照ください。

：
：

部 会 長
副部会長

薮内 一彦
田中 清
才田 進
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委員会では、河川・ダム技術に関する会員の技

術向上、交流支援を目的とし、過年度の活動状

況、会員の要望・アンケート調査結果、道路技術委員会と

の連携を踏まえ、技術講演会、現地見学会、技術研修会、技

術情報収集・伝達等に取り組んでいます。毎年、河川技術

者を対象とした講演会（1回）、現地見学会（１回）、セミ

ナー（3回）を開催しています。毎年、延べ 200 名以上の

方々が参加しています。

（１）河川技術講演会
開催日：平成 19 年 9 月 5 日

場 所：八重洲博多ビル

テーマ・講師：【「これからの河川行政」】

国土交通省 九州地方整備局 大呑 智正 課長

【企業の社会的責任 (CSR) の現状と今後の動向】

北九州市立大学 国際環境工学研究科 二渡了教授

【土木遺産造化の妙】

八女市／立花町文化財専門委員 馬場紘一先生

参加者：82 名

（２）河川・ダム建設現場見学会
開催日：平成 19 年 10 月 18～19 日

見学地：①矢部川（八女市 /立花町文化財専門委員 馬場紘一先生の案内）

②巨勢川調整池（九州地方整備局 佐賀河川総合開発工事事務所）

③石井樋公園（さが水ものがたり館及び自主見学）

④川上頭首工（佐賀土地改良区）

⑤嘉瀬川ダム（九州地方整備局 嘉瀬川ダム工事事務所）

参加者：24 名

（３）研修会
１）第１回 社会・経済変化と流域管理

開催日：平成 19 年 10 月 30 日

講 師：福岡大学 工学部社会デザイン工学科 手計太一 助教

参加者：20 名

２）第２回 身近な地下水汚染と地下水中の物質輸送特性

開催日：平成 19 年 11 月 28 日

講 師：九州大学 工学研究院環境都市部門 広城吉成 准助教

参加者：17 名

当

河川技術委員会の活動

部会紹介

▲委員の集合写真 ▲講演会の風景 ▲セミナーの風景（1）

▲現地見学会の風景（１） ▲現地見学会の風景（２） ▲セミナーの風景（２）

：
：

委 員 長
副委員長

市原 仁志
太郎良 菊憲
納冨 希志夫



▲技術講演会（福岡市朝日ビル） 講師： 東京電機大学 安田教授 ▲現場見学会（鹿児島県 牛根大橋）

▲リカレント教育 施工計画講義（福岡市） 講師：土工協 谷野先生 ▲施工現場見学（福岡市雨水管築造現場）

路、橋梁、トンネルに関する会員の技術向上、

交流支援を目的として各講演会、見学会、研修、

研究会を毎年度、実施しております。

本年度は、技術講演会において、九州地方整備局の道路

整備、地盤の液状化について講演していただき、見学会で

は、１泊２日の日程にて、鹿児島県牛根大橋架橋現場視察

を行いました。研修においては、リカレント教育の一環と

して、ＰＣ上部工の架設講義、架設現場、積算等について

行い、また、基礎工の仮設講義、仮設現場等の施工計画研

修を行いました。

道
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道路技術委員会の活動

部会紹介

：
：

委 員 長
副委員長

徳渕  祐三
谷川 一智
前田 勉
岩上 憲一
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境・都市等技術委員会は、都市及び地方におけ

る環境・街づくり・景観等の分野における技術

的課題に対し、会員各社への技術情報の交換の場づくり

を行うと共に、官公庁等との技術交流を行い、九州におけ

る建設コンサルタントの市場拡大、地位向上を目的に、平

成18年度の組織改革により新たに設立された委員会です。

初年度は、委員会の運営方針を定め、行政との意見交換会、

外部学術組織の支援、講演会の開催等を行ってきました。

今年度 (19 年度 ) は、委員会発足 2年目であり、委員会機

能のさらなる明確化を図り、技術セミナーの開催、シンポ

ジウムの支援等を行うことで会員への還元に注力し、委

員会を運営していくものとし、現在、12 名の積極的な委

員メンバーにより、主に次の活動を実施しています。

１）風景デザインに関する講習会
JCCA の技術者等を対象に、風景デザイン研究会の先生

方等による「風景デザイン講演会」「景観デザイン研修」を開

催し、近年重要視されるデザインへの取り組みや技術につ

いて習得する場を提供しています。また、風景デザイン研究

会の各種活動（風景デザインシンポジウム、風景デザインサ

ロン等）に対し、人的、資金的支援をおこなっています。

２）街づくりに関する講習会
都市の抱える問題について、街づくり 3法等の改正に

よる新たな街づくりの動き等に対し、テーマの掘り起こ

しを行い、また、自治体との意見交換を通して街づくりに

関するコンサルタント技術者への期待等を把握し、実務

に結びつくシナリオづくり等を検討しています。

３）共助ネットワークへの取り組み
JCCAのメインイベントである「夢アイデア」に応募され

たアイデアを基に、地方活性化や住みよい国土づくりのた

めに、「共助ネットワーク」というキーワードで、都市と地方

の連携のありかたや仕組みづくりを研究し、建設コンサル

タントの役割を提言する活動をおこなっています。

環

環境・都市等技術委員会の活動

部会紹介

▲風景デザイン講演会

：
：

委 員 長
副委員長

矢ヶ部 輝明
波木 健一
今林 顕二
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研修名 派遣先

福岡県市町村職員研修 福岡県建設技術情報センター

佐賀県建設技術職員研修 佐賀県建設技術センター

長崎県土木施設設計職員研修 長崎県建設技術研究センター

建設技術センター研修 宮崎県建設技術センター

土木工事に関する講習会 福岡市役所

インターンシップ講演会 長崎大学工学部社会開発工学科

講師派遣委員会の活動
CALS/EC 委員会の活動

部会紹介

：
：

：
：

講師派遣 委員長
副 委 員 長

CALS/EC 委 員 長
副 委 員 長

武林 和彦
森田 覚
松崎 明
千々岩 浩巳
金井 秀平
日高 栄二郎

師派遣委員会
講師派遣委員会は、国土交通省・地方公共団体

等の技術職員研修会への講師派遣依頼に対する支援活動

を実施しています。

各自治体等から職員に対する研修の要望に応じて、会

員会社の最適な講師を選任し派遣しています。また、実施

済みの講習会テキストを蓄積して、講義内容の品質を確

保し迅速に研修準備ができるようにするとともに、各機

関で実施された講習会に関するアンケート結果を検討

し、講義内容、テキスト作成、プレゼンテーション方法に

ついても改善提案を行っています。

これまで、以下の自治体等に講師を派遣しました。

講

ALS/EC 委員会
ＣＡＬＳ／ＥＣ委員会は、国土交通省が中心と

なって実施しているＣＡＬＳ／ＥＣの普及活動を主体と

して、現在地方展開が進んでいる都道府県を代表とする

地方自治体に対するＣＡＬＳ／ＥＣの支援活動を実施し

ています。また、電子国土の基本となる地理情報システム

（ＧＩＳ）の普及活動にも取り組んでいます。

具体的な活動としては、電子納品の各種要領類の改訂

情報を提供すること目的とした電子納品講習会をはじめ

として、九州地区におけるＣＡＬＳ／ＥＣ展開上の問題

点を把握するためのアンケートを毎年実施し、その結果

をふまえて建コン本部を通じて国土交通省への意見・要

望活動や地方自治体の要領策定時の要望等を実施すると

ともに、ＧＩＳに関する講習会等を実施しています。

さらに、ＣＡＬＳ／ＥＣの普及を目的として創設され

た「ＣＡＬＳ／ＥＣ資格」（ＪＡＣＩＣ）の更新講習会等へ

の支援を行い、ＣＡＬＳ／ＥＣの啓蒙・普及・発展へと

協力しています。

C
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品質向上委員会の活動

部会紹介

設コンサルタンツ協会九州支部では、平成 13 年

度より技術部会に「品質向上委員会」を立ち上

げ、“成果品の品質向上 ”を目指して継続的改善施策の検

討を行なっています。

当委員会の活動成果は、九州地区の協会加盟各社に対

する教育・啓蒙活動の一環として、“ ミス事例と構造物

のチェックポイント ” をテーマとした品質セミナーを開

催すると同時に、当協会九州支部の HP に各構造物の

チェックシートを公開しています。

特に、協会加盟企業が多い鹿児島県、宮崎県、大分県で

は、平成 16 年度より “品質地域セミナー ”を開催し多数

の会員の参加を頂いていますが、平成 18 年度からは自治

体の方々にも参加を頂き、発注者の視点から成果品の品

質向上活動の一端をご覧頂いています。

具体的には下記の活動を行なっています。

① アンケート調査によるミスの原因把握と対策の検討

② 主要構造物と仮設構造物のチェックシートの作成・公開

③ 既設構造物の補修・補強や落橋防止システムのチェッ

クシートの作成（公開予定）

④ 品質地域セミナー（鹿児島・宮崎・大分）

⑤ 自治体等の職員研修セミナー

②の構造物に対するチェックシートは、効率的に活用

できるように A3 サイズ 1 枚で構成されたチェックシー

トで、橋台、橋脚、基礎工、擁壁、ボックスカルバート、樋

門・樋管の使用頻度が高い構造物を対象にしています。

また、仮設構造物では自立式土留め工、切梁式土留め

工、親杭横矢板式土留め工、アンカー式土留め工、仮桟橋

工、二重締め切り工のチェックシートを作成しています。

いずれも当協会のホームページで公開しているため、ダ

ウンロードにより入手できます。

更に、橋梁上部工（鋼桁、PC桁）や既設構造物の補修・

補強（橋梁上下部工、河川構造物）、落橋防止システムの

チェックシートも順次公開していく予定です。

建

：
：

委 員 長
副委員長

中尾 好幸
上野 裕次



特別部会活動報告
部会紹介

別部会には「独禁法に関する特別委員会」と、必

要に応じて設置、協会の活動及び会務の執行、倫

理等各部会に属さない事項について対応する「特別委員

会」の 2委員会があります。

設立 40 周年を迎えるにあたり、特別委員会として平成

18 年度に「40 周年記念事業準備委員会」を立ち上げ、平成

19 年度からは「40 周年記念事業委員会」として 40 周年記

念事業の検討を行っています。

特
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山本 洋一 部会長 ( 株 ) 福山コンサルタント

氏 名 委員会 役職 会社名

久田 幹夫 西日本技術開発 ( 株 )

内村 好 副部会長

副部会長

( 株 ) 建設技術研究所

山本 洋一 独占禁止法に関する特別委員会 委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

久田 幹夫 独占禁止法に関する特別委員会 副委員長 西日本技術開発 ( 株 )

内村 好 独占禁止法に関する特別委員会 副委員長 ( 株 ) 建設技術研究所

岡出 章 特別委員会：40 周年記念事業委員会 委員長 中央コンサルタンツ ( 株 )

廣實 正人 特別委員会：40 周年記念事業委員会 副委員長 パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

高崎 愛一 特別委員会：40 周年記念事業委員会 副委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

平成 19年度特別部会名簿

各委員会の具体的活動状況は各委員長からの次頁からの報告をご参照ください。

：
：

部 会 長
副部会長

山本 洋一
久田 幹夫
内村 好
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部会紹介

▲五団体共催「独占禁止法講習会」の様子

「独占禁止法」に関する講習会の開催

項 目 内 容

日時

場所

主催団体

講演内容

出席状況

平成 19 年 10 月 16 日（火） 13：30～16:30

（財）福岡県中小企業振興センター 2Ｆ「多目的ホール」

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部

（社）日本補償コンサルタント協会九州支部

（社）全国上下水道コンサルタント協会九州支部

（社）福岡県地質調査業協会

（社）福岡県測量設計コンサルタンツ協会

講演Ⅰ

（演 題）「最近の独占禁止法の運用について」

（講 師）公正取引委員会事務総局九州事務所

 総務課 経済係長 上田 充宏 様

講演Ⅱ（15：20～16：30）

（演 題）「建設産業政策 2007 の概要」

（講 師）国土交通省九州地方整備局 建政部

 建設産業調整官 城 素美夫 様

関係 5団体合計 249 名 ( うち建コン 88 名 ) 

：
：

委 員 長
副委員長

山本 洋一
久田 幹夫
内村 好
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：
：

委 員 長
副委員長

岡出 章
廣實 正人
高崎 愛一

岡出 章 40 周年記念事業委員会 委員長 中央コンサルタンツ（株）

氏 名 委員会 役職 会社名

廣實 正人 40 周年記念事業委員会 副委員長 パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

高崎 愛一 40 周年記念事業委員会 副委員長 ( 株 ) 福山コンサルタント

入江 達雄 40 周年記念事業委員会 委員 ( 株 ) 建設技術研究所

清原 秀紀 40 周年記念事業委員会 委員 ( 株 ) 構造技術センター

御代川 亨 40 周年記念事業委員会 委員 パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

足立 俊美 40 周年記念事業委員会 委員 西鉄シー・イー・コンサルタント ( 株 )

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部前事務局長

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部

小澤 豊 40 周年記念事業委員会 顧問

野口 秀一 事務局長

谷崎 智美 事務局員

▲座談会の様子

▲座談会参加者の皆さん（支部長を囲んで）

▲座談会参加者募集ポスター

▲ 子供絵画コンクールちらし

部会紹介



JCCA九州支部のこれから
Future of  JCCA KYUSHU Branch 

若手技術者座談会「建設コンサルタントの将来像」 ー 岡 出 章 
廣 實 正 人
針 貝 武 紀
田 中 智 行
砂 場 寛 行
柾 木 淳 子      
保 坂 健 太 郎
吉 田 友 和 
武 田 大 典
高 井 洋 志 
浜 田 晃 規

（40周年記念事業委員長）
（40周年記念事業副委員長）
（コ ー ディネ ーター ）

社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 40 周年記念誌
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若手技術者による座談会
「建設コンサルタントの将来像」
平成 19 年 10 月 15 日（月）15：30～17：00 ホテルセントラーザ博多 4Ｆ 「葵の間」

若手技術者座談会

記念誌のテーマである「過去、現在、未来」を基本コンセプトに、若手技術者の皆さんにいろいろな意見を発表していただきまし
た。その中の「未来」という位置づけで、将来このような夢のある仕事を、こういう形で私はやっていきたいんだというような将来
の夢を語っていただきました。

【司会】 ただいまより、建設コンサルタンツ協会九州支

部 40 周年記念事業「座談会」を開催いたします。

初めに、開会のあいさつを、40 周年記念事業委員会委

員長の岡出さん、お願いいたします。

【岡出委員長】 皆さん、こんにちは。紹介をいただきまし

た 40 周年記念事業委員会の委員長をしております岡出

でございます。

今日は、皆さんお忙しい中、また遠方からこの座談会に

出席していただいた方も見え、まことにありがとうござ

います。

既に皆さんご存知のように、平成 20 年 5 月には、建設

コンサルタンツ協会の九州支部が 40 周年を迎えます。つ

きましては、40 周年の記念事業の一環として、記念誌を

発刊することになりました。今年の 3 月ぐらいから準備

を進めておりますが、本日のこの座談会の趣旨は、この記

念誌の中に皆さんの忌憚のないいろいろな意見を発表し

ていただき、若手の技術者として、将来このような夢のあ

る仕事に、こういう形で私はやっていきたいんだという

ようなお話をしていただければと思っております。今回

の記念誌は、「過去、現在、未来」を基本コンセプトに置い

ておりますが、本日の座談会は、その中の一番夢のあると

ころ、「未来」という位置づけの中でお話を進めていきた

いと思っております。

限られた時間の中でございますが、皆さん、どんどん積

極的な意見を発表していただきまして、実のある有意義

な座談会にしていきたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

では、本日座談会のコーデネーターをお願いした、針貝

さんよろしくお願いいたします。

【針貝】 座談会のテーマは「建設コンサルタントの未

来」。副題が、社会は我々コンサルタントに何を求めてい

るか、一方、若い人が求める建設コンサルタント像とはど

ういう姿なのか、という両面から語って戴きたい。

皆様方に、事前にこの座談会への出席の動機をお伺い

したところ、この業界に対して将来が不安だ、将来の展望

が見出せない、魅力ある建設コンサルタントとするため

にみんなこういう場で語り合ってみたい、社会資本整備

についてみんなで問題意識を共有してこれからの足しに

していきたい、将来へのモチベーションをつかんでいき

たい、こういうようなご意見が多いわけで、不安があるけ

れども、魅力あるものにしたいという気持ち。建設コンサ

ルタントというのは社会的に必要な存在ではあるけれど

も、しかし、今見た限りでは斜陽化しているのではない

か、どうしたものかというような切実な意見ばかりでご

ざいました。

確かに今、この業界は不況というか苦境に立っている

と言えると思います。その構造を私なりに見てみたいの

ですが、戦後、既に 60 年、焼け野原でありましたけれど

も、その後、経済立国を目指して頑張ってきました。高度

経済成長の波に乗れましたが、インフラは極端に不足し

ておりました。

岡出 章
Akira okade

平成18年 5月～

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 常務取締役支店長

廣實 正人
Masato hirozane

平成18年 10月～

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

パシフィックコンサルタンツ（株）九州支社 取締役支社長



例えば、「工業国にしてこれほど道路を無視している国

はない」という世銀のワトキンス調査団が残した名言が

あります。昭和 30 年辺りから、特定財源制度である道路

整備緊急措置法と有料道路の根拠法である道路整備特別

措置法の 2本立てて道路整備が進んできたわけです。

ひたすら努力したお陰で今や多少の充足感があって、

今日、明日生きるために必要なインフラについて、飢餓感

からは少なくとも脱出した、また財政の逼迫もあって、公

共事業が渇望される状況にはない、公共事業縮小の傾向

にある事情が一つ。

一方、では公共事業は必要か、世論を調査しますと国民

の 3分の 2は、公共事業は必要なのだと答えているわけ

です。ただし、どうもやり方に問題があるのではないか

と。いろんな不祥事が出てくるたびに国民の不信感を増

幅させてきたように思います。

公共事業をやることについては、例えば国際競争力を身

につけるための強い国土、高速道路ネットワーク、環境にや

さしい国土、あるいは景観の整備、防災、減災事業、地球規模

では温暖化、待ったなしでやることはいくらでもある。

しかし、税金でやるとなると、先立つものがない。供給

能力は、人的資源をはじめいくらでもある。ところが需要

が潜在化して抑制されているという状態があります。

したがって、このシステムである限りは、税収が飛躍的

に伸びないという場合には、仕事はなかなか増えない。PFI

といってもなかなかプロジェクトとして結実しない。

社会資本整備需要も供給側の体制もしっかりしてい

る。しかしそれが結びつかない、ここに 1つの問題がある

のではないかと思います。

また一方、行政の透明性、説明責任が問われて、業界と

しても独立性、中立性が今厳しく求められてきた。コンプ

ライアンスも強く求められるようになってきました。こ

の視点からも入札契約制度の改革が進行中ですが、品確

法が浸透するにはまだまだだと思われます。

今、4つの破壊が危惧されています。1つは企業の破壊、

2つが品質の破壊、3つが安全の破壊、4つ目が労働環境

の破壊、これが叩き合いによる結果です。僭越ながらこれ

は誤った改革思想によると考えています。ここにも私た

ちが苦吟する原因があろうと思っています。

入札問題の混乱、公共事業費の縮小の他、他業種と我々

の領域の問題、例えばＮＰＯと我々、シンクタンクと我々

はどう違うのか。設計施工一括発注に関して施工者との

関連。それから全国展開されている企業と地方で一生懸

命頑張っておられる企業との間にどのような役割分担が

あるか、といった問題など様々な課題は 1社だけではや

れません。皆が力を合わせてやっていこうというのが協

会です。

まずは最初に私の問題意識みたいなことをお話しさせ

ていただきました。では、皆さんから今日の思いを語って

ください。

【田中】 田中智行と申します。

私が入社しましたのは平成7年で、今年で13年目です。

まず、この仕事に就いた理由ですが、私の父も建設関連

の仕事をしていまして、小さいころから鉄筋だとか、セメ

ントだとか、そういうものを見ながら育ってきたことも

あり、成長してくるうちにいつの間にかこの業界に入っ

てしまったなという感じで、ここに入りたいと考えたこ

とは一切なかったのです。小さいころにそういうのに接

していたのがこの業界に入った理由なのかなと思ってい

ます。

入社した平成 7年は、この時期で思い出すのが、阪神で

大きな地震があったことで、当時、地震が起きたのかなと

思っていましたが、時間がたつごとに死者、行方不明者が

増えていき、すごい驚きを感じました。実際、大阪出身の

同級生がいたのですが、長田地区でおばあさんが亡く

なったということで、非常に衝撃を感じました。当時、社

会人になったら耐震に対して取り組んでいかないといけ

ないのかなと思ったことを覚えています。

昨今、公共事業費が削減され、私どもの仕事も減ってく

ると思いますが、必要でなければ減ってくるのはいいと

思います。実際、近年は台風、水害、また東南海地震等が発

生する可能性が高いと言われている中で、本当に不必要

なのかなというのを感じています。

災害は起きてみないとその大変さはわからない。僕た

ちもそうなのですが、一般の人は特にそういうのがある

のかなと思います。公共事業は災害を事前に防いでいる、

あるいは減災していると思いますので、その辺のアピー

ル、あるいは、そこを数値で示せると良いのではないかと

思います。
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針貝 武紀
Takenori harikai

平成11年 5月～

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 常任幹事

（株）福山コンサルタント 取締役副社長

田中 智行
Tomoyuki tanaka

中央コンサルタンツ（株）福岡支店

設計部 所属

経験年数 12 年

若手技術者による座談会
「建設コンサルタントの将来像」



若手技術者による座談会
「建設コンサルタントの将来像」

砂場 寛行
Hiroyuki sunaba

西鉄シー・イー・コンサルタント（株）

設計第三部 所属

経験年数 7年 5ヶ月

柾木 淳子
Junko masaki

日本工営（株）福岡支店

技術部環境グループ  所属

経験年数 7年 5ヶ月
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その 1つの良い例が、スマトラ沖大地震により津波被

害を受けたモルディブの首都マレ島では、日本の資金協

力で建設されたテトラポット護岸によって守られたた

め、一人の死者も出さずにすみました。それには日本の公

共事業の技術を用いて減災したといういい事例だと思い

ます。そのあたりをうまく説明していけば、もっと公共事

業の必要性というものを示せるのではないかと思ってい

ます。

【砂場】 砂場寛行です。

私は現在、道路橋の計画設計業務に従事しています。経

験年数は 7年です。

私が土木の業界に入ろうと思ったきっかけは、高校か

ら大学の進学で、どういった専門に行こうかと考えてい

たときです。土木に行こうとしている友達がいて、土木に

対して魅力的に、「大きく言うと地球を作る分野だよ」と。

そういう彼に後押しされて入った部分があります。実際、

土木を学ぶために大学に入って感じたのは、専門的な機

械とか電気・電子とは違い、土木という分野は、その中に

さらにいろんな専門的な分野があって、ひとえに土木と

いっても広い技術の集まりの業界だと感じました。

最近、卒業した大学に行くと学生の土木離れが進んで

いることを感じます。私が卒業した大学は土木分野への

就職が減っています。学科は土木と建築が一緒であり、土

木分野が主だったのですが、今後は建築分野に力をいれ

る体制になってきているみたいです。現在の就職率はい

いそうですが、ただ、土木に限らず、いろんな分野に皆さ

ん就職されるみたいで、土木専門に行く人間が減ってい

くことに寂しく感じています。

今回の座談会に参加した動機ですが、最近は建設投資

の縮小で、建設産業の衰退が危ぶまれています。まだ、私

も 30 才ですので、今からこの業界でやっていく上で、こ

れからの仕事に対する不安があります。そしてまた、最近

の社会資本整備は「量的な生産」から「質的な向上」が求め

られていて、建設コンサルタンツのニーズは多様化、高度

化しています。それらを今からどういうふうに克服して

いくかというところを、今日話が聞ければと思って参加

しました。

【柾木】 柾木淳子です。

私の専門は、多分皆さんは設計とか土木の方々だと思

うのですが、環境分野ということで、少々毛色が違うかと

思います。

大学では、環境の浄化などを勉強していまして、実際、

環境というのは今風のキーワードのような感じで、世間

でもすごくもてはやされているような感じはするのです

が、この分野で飯を食うというのは結構難しく、お金とあ

まり結びつかないような分野です。

実際、自分が仕事を選ぶときに、環境というのは保全の

研究をする分野に行くか、あとはＮＰＯとかの方向性が

あったのですが、その中で、現場で実際の環境保全・対策

をやる建設コンサルタントという選択肢が見つかって、

この分野に入りました。

多分皆さんはお仕事されている中でも、土木と環境と

いうのはちょっと敵対のような、何かを作ったりすると

きに環境が邪魔になるとかいうイメージがあると思いま

すが、例えばダムを作るのに反対派が環境を守れと言っ

たりするというような構図が自分の中にもあって、抵抗

感もあったのですが、実際に入って思ったことは、環境を

保全するということに関して、土木の力というのはもの

すごく有効なのではないかということでした。環境とい

うのは触らないのが一番の保全ではあるのですが、人間

活動をしていく中で、当然開発とか必要になってきます

し、壊してしまったものに対して自然を再生するときに、

土木が今まで培った知識というのは非常に重要になって

くると思うようになりました。

今、建設産業が悪者みたいになっているのは、イメージ

先行のところが大きくあると思います。もっと環境保全

分野のような土木の魅力みたいなものを実際にアピール

する機会があれば、それが明るい将来像につながるので

はないかと私は考えております。

【針貝】 学校では、勉強は何だったのですか。

【柾木】 学校では微生物生態学で、遺伝子とかそういっ

たもので環境保全、浄化する微生物を探したりと、全く畑

違いの分野になります。

【保坂】 鹿児島から参加の保坂です。入社 9 年で測量を

3年、道路設計を 6年やっています。私は高卒ですが、就

職の時には施工会社に行こうと思っていました。先生か

ら設計会社に行く人間が少ないからお前は設計会社に行

けといわれて入社しました。私は、今、自分が描いた設計
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保坂 健太郎
Kentaro hosaka

大福コンサルタント（株）

道路構造部 道路計画課 所属

経験年数 9年

吉田 友和
Tomokazu yoshida

太陽技術コンサルタント（株）

技術第三部 所属

経験年数 10年
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図や思い描いていた構造物と実際に出来上がった現場と

の相違を見つけるのがすごく面白いです。例えば、道路で

土羽法面であったものが構造物になっているなどです。

そこで、自分の判断力の甘さや測量や設計段階で把握し

ていなかった状況等を実感します。

入社当時は、測量をしていると「お疲れさんです」とよ

く言われました。最近は現場に行くと「何でひとんげん

（ひとのうち）土地に勝手に入るなよ」です。仕事に対する

理解度が低いなと感じます。テレビの報道も一元的です

し、物事の根拠や結果までの道のりを知らずに話をした

り単純に人の意見に同調する構図もあります。『建設現場

は泣いている』にも述べられている目先の利益について

ですが、道路整備は必ずしも利益が出るものではありま

せん。必要なものとして何故必要かという観点から理解

してもらうようにすれば良いと思います。

【針貝】 最近、公共事業に対して住民の理解があまりな

されていないのは残念な風潮ですね･･･。

【吉田】 吉田です。今日は宮崎からやってきました。年齢

は 31 歳です。この仕事に入って 10 年目です。主に道路設

計、橋梁設計を行っています。

私が設計コンサルタントに入った理由は、福岡にある

測量学校に在学していた時に、先生から、「いずれは九州

と四国を結ぶ橋ができるだろう。それが 10 年、20 年、ま

だ先になるかもしれないけれど」といった話を聞いて、正

直私はそういった地図に残る仕事をしたいという思いで

この業界に入りました。また、普通の仕事と違って、形が

残るものですから、自分の子どもに、「この道路は、この橋

は、お父さんが設計したんだぞ」というのを言いたいがた

めに今の仕事をやっています。

今回、この座談会に参加した理由ですが、一昨年あった

耐震偽装とか、官製談合とか、悪いことばかりを報道する

ものですから、私たちがしている仕事自体のイメージが、

どうも悪いイメージを持たれているのではないかと思い

ます。これをどうすればいいかということを、今日皆さん

と一緒に話ができたらなと思いました。

土木業はなくてはならないものだと思うのです。宮崎

県も一昨年は台風で、去年は竜巻、また今年も 8月に台風

が上陸しまして、被害がものすごく、今災害復旧をやって

いるところです。だから、土木業は絶対に必要なものであ

ると思いますので、今後、こういった仕事をいかにアピー

ルできるか、また、周りの人にどううまく伝えるかを、今

日皆さんと議論したいので参加いたしました。以上です。

【武田】 武田大典です。入社して 9年目です。

なぜこの業界を目指したかと申し上げますと、学生時

代に阪神・淡路大震災があり、地学科にいた関係で活断

層の調査研究に携わる機会を得まして、そのときに、実際

に活断層の現場等に行って大地が動くんだということを

実感して、その後、コンサルの先輩から声をかけていただ

いて、コンサルタントの世界を覗かせていただく中で、こ

ういう業界につきたいなという意識が学生時代に芽生え

てきました。

入社してすぐのときに上司が、台風とか災害があると

イの一番に会社に出社して、地域の皆さんの安全･安心た

めに必死に働いている姿を見て、いい職業につけたかな

ということを実感したことを覚えています。

この業界に入って 9年になりますが、確かに今、耐える

だけ耐えて、どこまで耐えればいいんだみたいな状況、先

行きの見えない不安を感じているというのが現在私達が

思っている心境というか、近況になります。

学生さんというか、社会の目から見ると、我々の業界が

必ずしも夢のある仕事に見えていないのかなというのは

率直に感じるところです。そういうところで変われると

ころがあるのであれば、積極的に若い人たちがどんどん

入ってこられるような業界というのは多分今後、活気づ

く業界だろうと思うので、建設コンサルタンツ協会さん

等を含めて、いろいろご指導、ご支援いただければありが

たいのかなと考えています。よろしくお願いいたします。

【高井】 高井と申します。入社７年目になります。地域計

画、マスタープラン等の業務に従事しております。最近で

は道路設計における景観デザインの業務も増えています。

入社動機は、まちづくりに興味があり、ケヴィン・リン

チの本や芦原義信さんの本を読んで影響を受け、実際に

現場でコンサルタントとして、魅力あるまちづくりに携

わり、専門家、プロとしてひとり立ちしたいという思いで

この業界に入りました。

そんな動機で入社しましたが、昨今、この業界は非常に

厳しい状態だと思います。想像以上に若い人は悲鳴を上

げている気がします。今後も、こんな状態はしばらく続く
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と思います。

そこで、これから将来に向けて建設コンサルタント業

界として何が必要か。社会の人たちが批判するように、こ

の業界はイメージが非常に悪いと思います。それは真摯

に受け止める必要があると思います。社会が悪いとか、テ

レビで言っている人が悪いとか言っても何も変わらない

と思います。徹底的にまずこの業界で歩んできた道のり

を猛省する必要があると思います。反省の態度を示す事

が、社会へのアピールの 1 つに繋がると思います。そし

て、僕らに与えられた使命は、市民の方に誠意を持って説

明責任を果たし、この業界のすばらしさを徐々に広めて

いく必要があると思います。

更にもうひとつ、若い人が入ってこない業界はある意

味死んでいる業界と思います。若い人に夢を持たせるた

め、すばらしい事をしてきたアピールが重要だと思いま

す。土木では、誰が何を作ったかという顔がなかなか見え

てきません。この解決策として、業界のヒーローを奉りあ

げるとか、そういう技術者を紹介する事により、学生にこ

ういう人になりたい、この人についていきたいと思わせ

るようなプレゼンテーションをすればどうでしょうか。

【浜田】 浜田です。私は入社して 3年半ですか、一番若輩

者だと思います。

まずコンサルタント業界、この業界に入った理由です

が、高校時代までさかのぼるのですが、当時『ニュース

23』というニュース番組だったと思うのですが、多自然型

河川工法を紹介されていました。自然に対してインパク

トが少ないというような技法、工法を紹介されていて、そ

れを見て、私もそういう仕事につきたいなと思いまして

土木を選択したわけです。

それで、コンサルタント会社に夢を持って入ってきま

して、今まで、俺は正しいことをやっているということで

やってきたのですが、それが土木業界の閉塞的というか、

場当たり的な状況にちょっと今なっている気がするので

す。それが現状の問題点の 1 つではないかと私は認識し

ています。

今日ここに来た理由ですが、このコンサルタント業界

で足りないものが多分あると私は思っているのですが、

それは一般の方の認知度だと思うのです。それをコンサ

ル業界も、もうちょっと何をやっているかということを、

きっと正しいことをやっていると自負していますが、そ

れを皆さんにわかってもらって、その誇りを持ちたいな

と。情報発信をどうやっていったらいいかというのをこ

の場をかりて議論したいなと思って今日参加させていた

だきました。以上です。

【針貝】 今聞いております限り、皆さんがこのコンサル

タントに入ってきたのは前向きの動機が強かった。しか

し、我々の仕事に対する一般の理解度が足りない、という

思いが伝わって参りました。

外から見る業界像をレベルアップするにはどうすれば

いいかが今日の大きなテーマですね。さらに、外から見る

公共事業像をレベルアップするにはどうすればいいか、

ですね。それがいい循環につながっていけば私たちコン

サルタント業が、未来にむけてもっと社会貢献する道に

繋がるようにも思えます。

九州支部では「夢アイデア企画」をやっています。一般市

民との架け橋となれば、そういう思いでやっています。

これに限らないのですが、このような実践的活動が、外か

ら見る業界像、外から見る公共事業像、そのレベルアップ

につながるかもしれません。一般の理解を深めていくため

にどうすればいいか議論していただければ、と思います。

【岡出】 よろしいですか。今からそういった方向での話

になっていくと思うのですが、先ほど皆さんのお話を聞

いておりまして、要はＰＲという問題のことですが、8月

30 日だったと思いますが、ＮＨＫの『クローズアップ現

代』という番組で、アメリカのミネソタ州でミシシッピー

川に架かっている橋が 8 月 1 日に突然崩落しました。そ

のことに対して、本当に日本の橋はこの先大丈夫なのか

というような内容の放送があったのですが、ごらんに

なった方はいらっしゃいますか。あそこでも問題提起さ

れていましたが、変な話ですが、従来、今日はマスコミの

方も見えているのですが、公共事業イコール悪というよ

うな、これはやはり我々の業界としてもいろんな意味合

いで、先ほど高井さんでしたか、猛省というお話をされた

のですが、そういうことはもちろんやっていかなければ

いけないのですが、ある意味、そういった本当の業界の姿

というのが正確にマスコミを通じて報道されていないと

いうようなことも私はいろんな意味で考えます。今の『ク

ローズアップ現代』の話の中にも、いろんな話、崩落の原

高井 洋志
Hiroshi takai

（株）福山コンサルタント

本社事業部地域マネジメントグループ 所属

経験年数 6年

武田 大典
Daisuke takeda

（株） パスコ 九州事業部

技術部 国土基盤課 所属

経験年数 8年



因とか出ていたわけですが、そういうことの中で、日本の

橋というのも、現在約 14 万橋ぐらいですか、日本全体で

あるわけですが、その中の約半分の橋というのは 1970 年

から 80 年のいわゆる高度成長時代にできている橋なの

です。皆さん設計の方で構造物関係をやって見える方は

結構多いのですが、橋の寿命というのは大体 50 年から

60 年ですよね。

【田中】 今の道路橋示方書では、100 年を目安に設計さ

れています。以前は 50 年ぐらいを目標に設計されていま

した。

橋の架け替えは、老朽化よりも幾何構造的な問題で

行っている場合が多いと思います。河川改修だとか、道路

幅員が狭すぎるとかで行っている事例が多いため、橋の

寿命という話になったときに、本当に 50 年なのか、100

年なのかというのはあります。

また、米国のミネソタ州での落橋事例もありますので、

あれが本当に寿命なのかどうかというのは大いに議論が

あるところではないかと思います。

【岡出】 ありがとうございます。私が言いたかったのは、

そういった状況で、昔、いわゆる高度成長時代には、ちょう

ど私どもが会社に入って高度成長ということで、いわゆる

土木の業界というのは景気のいいときに入ってきている

わけですが、とにかく新しいものを作ろう、新しいものを

作ろうということで、非常なパワーというか、エネルギー

で来ていたわけですが、それがここへ来て、そういったこ

とが本当によかったのかどうかというような、公共事業そ

のものを再度見直しをしていかなければいけないという

ような時代に入ってきていると思うのです。ですから、メ

ンテナンスとか、社会資本をできるだけ大切に、また長生

きさせていこうというような、いわゆるメンテ、補修とか、

そういった分野も我々の新しい分野として 1 つの大きな

柱になってきていると思いますし、またそういったものに

対する取り組みが、今の若い方たち、技術屋の方にでもそ

ういうものが自分のライフワークのような形で行けると

結構面白いのかなというようなことを思います。

【廣實】 パシフィックコンサルタンツの廣實でございま

す。昭和 50 年入社ですから、この業界に 30 何年います。

私自身の入社の動機というのは、当時、建設コンサルタ

ントはもっとマイナーな世界で、パシフィックコンサル

タンツですから、海外に多少行っていたので、海外のそう

いうことをやってみたいなと、そういう思いがありまし

た。英語がうまくないので、結局一度も海外に出たことが

ないのですが、そういうからこと建設コンサルタントと

いうのはインディペンデントであるとか、プロフェッ

ショナルであるとか、そういう言葉にあこがれて入りま

した。

その当時から、社会的地位とか、社会的認知度が少ない

という議論はずっとあって、いつか自分もそういうのに

何かの機会で貢献したい、そういう思いはずっと持って

いました。それはそれで少しずつ認知度は上がってきて

いるのかなと思っていますが、まだまだというか、逆に仕

事が減ってきて、ネガティブな事件もあったりして、今の

人がつらいというか、おっしゃっていたような若い人が

悲鳴を上げているとか、そういった状況になっていると

感じています。そういう意味もあって、建コンの活動など

もしているのですが、じゃあ我々自身が今まで業界以外

に積極的にＰＲしてきたか、こういう議論が最近あって、

どうも我々自身が業界の外の人の仕事を全然知らないみ

たいなところがあるのではないかと感じています。世の

中を例えば 1ｍぐらいの世界に例えるとすると、土木の

世界はそのうちの 1mm ぐらいの中で議論しているのでは

ないかと。やはりもっと外の人たちに我々も接触しなけ

ればいけないだろうし、我々も構想を示さなければいけ

ない、そういう思いが最近強くなってきています。ぜひ若

い人たちにも、そういった外部と接触する場面で活躍し

ていただきたいし、皆さんは皆さんで、今日は 40 周年で

すから、多分 50 周年になったら、自分の過去をまた振り

返ってみなければいけない場面に何を言ったかも含め

て、次の 10 年間に向けて、ぜひ何か思いといったものを

持っていただければと思います。

【針貝】 今、まちづくりの提案を一般市民に対して募集

していますね。

【柾木】 知っています。

【針貝】 あれは市民との架け橋なのです。市民のアイデ

アを我々が公共事業に反映するということもさることな

がら、市民自身にもっと建コンを知ってくださいねとい

う大きなＰＲにもなるわけです。これは一例ですが、こう

やったらどうかというアイデアがありましたら、ぜひ出
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してみてください。

【砂場】 夢アイデアが、募集されているという話ですが、

私たちは協会にいるので知っていますが、一般の方には

どういうふうにＰＲをされているのでしょうか。

【針貝】 一般の認知度がまだまだ足りません。夢アイデ

アの応募件数が減っているのですが、これは認知が足り

ないからということが言えると思います。だから、11 月

17 日は、交流会を開いて一般の応募者によるプレゼン

テーションをやっていただきます。みなさんもぜひ参加

してほしいです。このような手法は使い方によっては非

常に有効なＰＲの手段です。まだまだ宝の持ち腐れ。これ

は全国で夢アイデアを、北海道から沖縄までやったらど

うかな、と個人的には思います。すると、建設コンサルタ

ンツが夢アイデアをやっている、俺も提案してみようか、

と。賞金も、もっとでっかくしたら、だったら俺もという

のが出てくると思います。

【高井】 昨今の世情は、公共事業イコール悪という捉え

方をされています。公共事業とは誰がするのかといった

ら行政です。その行政が悪と思われている世の中で、行政

の人が求めるサービスに対してサポートしているのが

我々の業界であると思います。

従って、住民説明会等市民を交えた場所で、私どもは行政

に対してこういう手伝いをして、こういうふうに考え判

断を下しています。その様な、コンサルタントとしての立

場を言える環境を創りたいと思います。

【針貝】 行政の裏方みたいな。

【高井】 ええ、そうです。あくまで裏方に徹しています。

【針貝】 彼らのエージェントだという。

【高井】 そうですね。行政の立場とは違い、中立の立場か

らコンサルタントとしての考え方を発言できる環境が欲

しいと思います。

【岡出】 今のは面白い話だと思います。建築の設計事務

所では、建物を作ったときに名前が残るじゃないですか。

先ほどどなたか地図に残るとか、名前が残るというお話

があったのですが、建設会社や建築設計事務所の設計者

は、名前が残りますよね。残念なことに、我々土木のコン

サルタントというのは、橋とか道路を作っても、会社名と

か個人の名前というのは出ないですよね。公共事業の性

格からして、仕方の無いことかも知れませんが、そういっ

た問題意識を自分たちが持って、ゆくゆくそういうふう

になっていけるような話とか、そういうのは、発注者との

いわゆるパートナーシップのような形の中で、働きかけ

をしていくというのも面白いし、大事だと思います。吉田

さん、どうですか。

【吉田】 確かに橋梁は、橋歴版で施工会社の名前は残り

ますが、設計をしたコンサルの名前はないですし、道路は

当たり前のようにどこが作ったか、誰が設計したかは残

らない。そういった意味で、橋梁にも設計した会社、名前

が載ると、もう少し責任を持って設計するのではないか

と。また、その設計した橋が仮に崩れた場合、名前が出て

しまうので、今以上にもっと気を使って設計をすると思

う。やるほうは大変ですが、名前が残るということであれ

ば、それもいいかなと思います。やはり若い人が夢見られ

ると思います。

【針貝】 建築家とはいっても、土木家とは言いません。丹

下健三とか黒川紀章とか、あのビルをやった、このビルを

やった。土木屋は絶対にそういうのがないのです。橋梁な

どに銘板をつけさせてくれということまでは今運動して

います。

【吉田】 資格も、建築は建築士というのがあるのですが、

土木の設計士というのはないです。単なる技術士という

資格はありますが、何の資格が判らないので、設計士とい

う資格を作ったらどうでしょうか。

【針貝】 そこら辺は我々のインセンティブになるという

ことですかね。

【柾木】 多分都市計画や環境分野は、ほかの分野の方と

比べて、直接一般の方との住民説明会という機会がすご

く多いと思うんですね。何か作るときに、こういう環境対

策をやりますよと言っても、住民の方から「行政の味方な

んだろう」とか、「本当はまずいデータを隠しているん

じゃないの」とか、本当はそうじゃないのですが、そう言

われたりということがどうしてもあると思います。

「いや、違うんですよ」と言って、確かにお金は行政の方か

らいただいているかもしれませんが、技術的には中立な

人間なんだということを理解してもらいたいといつも思

います。こういった状況になってしまう場合、私たち技術

者は公正な立場で、これを技術的に判断しているという

理解を一般の方にしてもらうという説明が足りなかった



/ 若手技術者による座談会｜ 55

のかなと。何となく一方的に行政の味方という感じで捉

えられている方が多いような感じがして、すごく残念だ

なと思います。

【保坂】 私は、まず、公共事業という一括りの呼び方は分

かりにくいので社会資本整備事業に変えて、さらに社会

資本を道路だ、川だと説明すればイメージアップの 1つ

になると思います。

次に、夢アイデアですが、固定観念のない小学生や中学

生にどんな街に住みたいですかと問えばとてつもないア

イデアが出てくると思います。更に、家庭内で話をしても

らうのもひとつと思います。年齢層を問わず募集するの

も良いと思います。

地元説明会ですが、県や市町村の業務において道路の

説明会にネームプレートをつけて出席しています。行政

は大きな計画を立てていますが、実際に使うのは地元の

人です。私たちは、決められた規格の中で地元の人が使い

やすい道路をどのように作っているかをプレゼンしてい

ます。個人的には、測量で現場に行ったときには畑作業の

人に挨拶して、問題と思われていることを聞いたりして

コミュニケーションを図ります。自分は、行政の味方と思

われたこともなくうまい具合にやれていると思います。

これは、ちゃんと説明できているという思いによるもの

なので住民説明会という良い機会にはどんどん発言した

いと思います。

【砂場】 一般の人からすると、公共事業で道路を作るの

に設計がいるのかと感じているようです。例えば、設計段

階から住民の方にも参加してもらって、それをコンサル

タントが反映していくというのがいいアピールになると

思います。また、道路事業で、このように時間が短縮され

ますよとか、ＣＯ2 が減りますよとか、設計段階からどう

いう効果があるというのをアピールしていければ、もっ

と住民の方の理解を得やすいと思います。

今、『建設現場は泣いている』の本を読ませてもらった

中で、社会資本の「ストック効果」とか、「レバレッジ効果」

という言葉が出ているのですが、その辺をうまいこと一

般の方にＰＲしていくことで、建設コンサルタント業界

のイメージアップにつながっていくのかなという気はし

ています。

【武田】 今、社会資本整備ということでお話しされてい

て、公共事業に対するご理解というのは、山間部のほうが

非常に高いものを現場に行くと感じるのですが、逆に、都

市部に行くと、当たり前という意識もある。

おそらく今後、世論は都市で作られるみたいな書き方

がいただいた本にあるのですが、逆に都市部でどういう

実感を持って、例えば道路が広がったら渋滞がないよね

とか、そういう身近に公共投資の効果がはっきりわかる

ようなアピールがなされないと、都市の住民の方々とい

うのは我々の事業に対しては、地方で僕らが使わない道

路で立派なものを作っているよねみたいな印象が当然あ

るのを感じるので、その辺をうまく、両者納得できるよう

な投資について活発に議論していく必要があるのではな

いかと感じています。

【田中】 いろいろな意見が出て、重なってくるところが

ありますが、公共事業のＰＲと、建設コンサルタントに対

して、社会は何を求めているか、社会的地位の向上という

意見がありました。私も業界に入る前は建設コンサルタ

ントって何？建設コンサルタントについてさっぱりわ

かっていませんでした。今、友人、あるいは学生に話をす

るときに、建設コンサルタントとは何ですかということ

で、皆さんもどういう説明を行っているのかなと思いま

す。簡単に言えば土木の設計をやっていますよという話

をすることはありますが、そういった認識程度しかない

というのが一番問題なのかなと思います。ですから、この

業界のアピール、何をしているのか、どういったところに

貢献しているのか。これから何をやっていきたいのかと

いうのを説明することが大事だと思います。

あと、市民と接する機会が少ないというのも問題かと

思います。私も地元説明会に参加する場合、やはり裏方と

いうのが多いです。逆に、話をするなと言われる場合もあ

ります。それは、私たちが行政側の事情をよく知っていな

い、あくまで設計の内容しか知っていないということが

あるのだと思います。そういう機会に、市民にアピールす

ることが重要なのかなと思っております。そうすること

で市民の認知度も上がっていくのかなと思います。

【浜田】 私は仕事で川を専門にやっているのですが、今、

川を地域全体で管理していこうというような動きがあっ

て、それは今後もきっと大切というか、みんなで管理して

いこうということになると思います。仕事で我々が行く

若手技術者による座談会
「建設コンサルタントの将来像」
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と、余計なことを言うなとか、やっぱり言われるかもしれ

ないのですが、私の地域の川でもありますし、そういった

ところに個人的に参加して、知識というか、こういう計算

をしていますよとか、そういった一般的な知識とかは教

えて差し上げることはできると思うのです。そうすると、

あなたは何をやっているのという話になった場合、建設

コンサルタントですみたいなことも広報的にはできるの

ではないかなと。一人一人が住民と接することは可能で

はないかと思います。

【高井】 先程のアピールで、住民参加型により構想段階

から設計に組み上げていく業務は 3年〜4年ぐらいは期

間が必要になります。従って、契約形態を住民参加型の業

務等については、契約期間を 1年単位ではなく、寛大に随

意契約を認めるとか、そういう措置を是非実現して貰い

たいと思っております。

【針貝】 時間が来てしまったのですが、何かコメントは？。

【岡出】 外から見る業界像並びに公共事業像のレベル

アップを図るためにというのは、これは永遠の課題であ

り、今日限られたこの時間で結論のつくようなことでは

ないと思います。一番大切なことは、この業界に携わる技

術者が自分の今やっている仕事に対して、プライドを持

ち、しっかりとした、人生観を作り上げていくということ

だと思います。

確かに業界を取り巻く環境というのは非常に厳しいも

のがあるわけですが、自分で選んだ、仕事ですから、常に

前向きに仕事に取り組み、社会に貢献していく姿を、一番

大切な家族に見せていくことが、大切だと思います

【針貝】 最初はもっとお先真っ暗な話が多いかと考えて

いたのですが、皆さんの前向きの姿勢にほっとしました。

いずれにしても大変貴重なご意見をたくさんいただい

て、1つに収斂するのはなかなかですが、仕事の仕方の問

題、ＰＲの問題、それも我々業界のＰＲ、そして公共事業

そのもののＰＲ、こういったことで好循環に転換してい

くような方向性がないだろうかというのが 1つの皆さん

の意見だったのかなと思います。

ということで、私自身まとめ方が下手くそで申し訳ご

ざいませんでした。

【廣實】 本当に今日は長い間、忙しいところを来ていた

だきましてありがとうございました。

我々を取り巻く環境というのは皆さん感じられている

とおり、暗いし、ネガティブ、そういうところはあるので

すが、皆さんのお話を伺って、それぞれ皆さん熱い思いを

持っておられたり、あるいは志を持っていらっしゃると

いうことで、多少なりとも安心しました。ぜひそういうこ

とをアウトプットとして、皆さん自ら外部に露出してい

ただければと思います。

私も会社に入ったときは、医者、弁護士、技術者、建設コ

ンサルタント、そのぐらいの地位の高い職業だと言われ

てきたのですが、30 年たって、まだ地べたを這っている

ところもあります。ぜひ高い志を持って、よその業界に行

かないように、ちゃんと次の若い人も育てていただけれ

ばと思います。

最後に、お子様が小学生という方はいらっしゃいます

か。この表紙を募集していまして、ごらんになった方はい

らっしゃると思いますが、先ほど職業をどう説明してい

いかわからないという話があって、我々の業界の社員の

方の子どもから「お父さんの職業」、そういう絵を書いて

応募してくださいとお願いしています。お父さんの職業

というのは、我々の業界はなかなか絵にしにくいのです

が、幼稚園の方、小学生、中学生も大丈夫です。周りの方に

そういう人がおられたら、ぜひ募集していますので、よろ

しくお願いします。

今日は長い間、どうもありがとうございました。

※日刊 建設通信新聞社撮影
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こども絵画コンクール’07
CHILD PAINTING CONTEST

40 周年記念

テーマを「はたらくお父さん、お母さん」 期間 /2007 年 8 月 1 日（水）から 10 月 31 日（水）

テーマを「はたらくお父さん、お母さん」とした「こども絵画コンクール」を行うため、2007 年 8月 1日（水）から

10月 31 日（水）まで絵を募集したところ、九州各地の子供さんから 22名の応募をいただきました。

最優秀賞

お名前：愛敬 実佳子さん

年齢：10 才（4年生）

学校：小田部小学校

お父さんの会社：中央コンサルタンツ ( 株 )

子供に仕事内容を聞かれ、橋を調べて悪いところを治すお医者さんみたいな仕事かな。と応えるとこんな絵が・・・。
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お名前：加藤 健太さん
年齢：10 才（4年生）
学校：下山門小学校
お父さんの会社：
パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

ぼくと遊ぶ時間をけずってまで仕事
をしています。いっ生けん命です。で
もあそびたいです。

佳作

こども絵画コンクール’07
CHILD PAINTING CONTEST

佳作

お名前：嘉賀 郁弥さん
年齢：11 才（5年生）
学校：合川小学校
お父さんの会社：
西鉄シー・イー・コンサル
タント（株）

いつも地図になるような大きな道路の設計をしたいと言っているお
父さんが楽しそうに設計しているところです。

佳作

お名前：北岡 馨史さん
年齢：10 才（4年生）
学校：筑紫東小学校
お父さんの会社：
( 株 ) 福山コンサルタント

しりょうがたくさん、たくさん…パパっていっぱい勉強している
のかな。でも文具をたくさん使えてうらやましいなぁ。

お名前：網野 正太郎さん
年齢：6 才
学校：幼稚園
お父さんの会社：
日本工営 ( 株 )

「お父さんは『せっけいず』を作れてす
ごいなあ」と思いながら描いたそうで
す。設計図というものを理解している
かは疑問ですが、面映ゆい限りです。

佳作

優秀賞

お名前：福井 幹人さん

年齢：11 才（6年生）

学校：石丸小学校

お父さんの会社：中央コンサルタンツ ( 株 )

父は建設コンサルタント会社勤務。母はプールのイ

ンストラクター。描き出す前の説明で、父の仕事も

ちょっとは分かってくれたかな。

優秀賞

お名前：嘉賀 雅さん

年齢：8才（2年生）

学校：合川小学校

お父さんの会社：西鉄シー・イー・コンサルタント（株）

明るい道作りを想像しているお父さんです。
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入選

お名前：飯澤 美月さん
年齢：6 才
学校：みやたけ保育園
お母さんの会社：
応用地質 ( 株 )

制服を着て、パソコン作業をしている姿を思い浮かべたそうです。
机の周りに、棚やゴミ箱も描いてくれました。

お名前：勝木 海汐さん
年齢：7 才（1年生）
学校：愛宕浜小学校
お父さんの会社：
パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

おとうさんとおにいちゃんと３人で、おと
うさんの会社にあそびに行きました。おと
うさんは、コンピューターでいっしょうけ
んめいしごとをしていました。

佳作

お名前：橋本 達輝さん
年齢：4 才
学校：幼稚園年少
お父さんの会社：
パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

お父さんがパソコンで橋の絵をみて
考えているところと、車がかっこい
い橋をびゅんびゅん走っているとこ
ろをかきました。

特別賞

入選

お名前：上園 和沙さん
年齢：11 才（5年生）
学校：草牟田小学校
お母さんの会社：
( 株 ) サタコンサルタンツ

仕事をしている所は見たことはないけど、事務でパソコンをして
いると聞いたのでパソコンをしている所を想像で書きました。

入選

お名前：上田 一輝さん
年齢：5 才
学校：観音寺保育園年長
お父さんの会社：
八千代エンジニヤリング (株 )

おとうさんは、はしをつくるおしごとです。まんなかがおとうさん
で、みんなとはしをつくっています。まいにちがんばっておしごと
してます。

入選

お名前：甲斐 眞子さん
年齢：12 才 ( 中学 1年生 )
お父さんの会社：
( 株 ) 共同技術コンサルタ
ント

おかあさんは、家の近くのチャンポン屋さんでお昼の間だけ働い
ています。

お名前：甲斐 幸祐さん
年齢：6 才
学校：幼稚園
お父さんの会社：
( 株 ) 共同技術コンサルタント

おとうさんは毎日、会社の２階でパソ
コンを使ってお仕事をしています。

入選

こども絵画コンクール’07
CHILD PAINTING CONTEST
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お母さんの会社：



社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 40 周年記念誌
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5.11

5.21

5.25

6.4-5

6.14

6.16-12.1

7.1

7.8

7.9

8.2

9.1

9.21

9.28

9.29

10.4

10.15

10.20-21

10.21-22

10.26

11.2

11.5

11.11-12

11.13-14

11.14

11.26

12.1

12.2

12.20

1.7

3.25

5.17

6.2-3

6.2-11.15

6.8

6.11

6.12

6.23

平成 11 年度通常総会

新支部長に伊達安正氏（㈱福山コンサルタント）選出

第 18 回運動会

河川・ダム研修委員会第 1回勉強会（6/25 第 2 回、8/31

第 3 回、10/27 第 4 回）

第 21 回軟式野球大会（優勝：西日本コンサルタント㈱）

RCCM資格試験受験申込書販売開始（～8.25）

福岡県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、長崎県

建設技術研究センター、佐賀県建設技術情報センター、大

分県建設技術センター、九州地方建設局へ講師派遣）

九州支部事務局開設（博多区博多駅東 1丁目 13-9）

平成 11 年度意見交換会

技術部会「技術士受験直前セミナー」

鹿児島県陳情（8/5 福岡県、福岡市、8/10 宮崎県、8/17 長

崎県、8/18 佐賀県、8/23 熊本県、8/25 大分県、9/3 日本道

路公団、9/9 水資源開発公団、10/5 北九州市）

大規模災害対応演習（本部および各支部）

河川技術講演会

RCCM資格試験講習会（本部主催）

道路・橋梁研修委員会研修会（技術講演会）

独占禁止法に関する講習会

第 20 回 ソフトボール大会（優勝：西日本技術開発㈱）

九州技術事務所「建設技術フェア '99」へブース出展

道路・橋梁部門研修会（見学会）

RCCM登録更新講習会（本部主催）

ISO14001 セミナー（本部主催）

道路・橋梁委員会第 1回勉強会（1/14 第 2 回、2/4 第 3 回、2/25 第 4 回）

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

「土木の日体験フェスタ’99」へブース出展

RCCM資格試験（3/1 合格発表）

若手社員交流会

鹿児島大学での学生懇談会（12/13 宮崎大学）

建設行政に対しての懇談会に技術部会・研修部会が出席

九州地方建設局との実務者懇談会

建設関連 5団体共催平成 12 年新年賀詞交歓会

第 1回技術士受験支援対策会

平成 12 年度通常総会

第22回軟式野球大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

福岡県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、佐賀県建

設技術情報センター、長崎県建設技術研究センター、熊本県

建設技術センター、大分県建設技術センター、福岡県土木

部、福岡県飯塚土木事務所、九州地方建設局へ講師派遣）

建設コンサルタント改訂標準財務諸表説明会（本部主催）

技術士対策模擬試験

RCCM資格試験受験申込書販売開始（～8.25）

平成 12 年度意見交換会

6.23

8.9

8.28

9.1

9.9

9.19

9.27

9.29

10.2

10.6

10.6

10.11

10.27

10.27

11.1-2

11.9-10

11.10

11.11

11.12

11.20

11.22

11.28

11.29

12.5-6

1.17

1.24

1.26

3.1

4.28

5.9-10.25

5.16

6.1-2

6.15

6.18

6.22

7.16

7.28

8.9

8.31

9.8

9.11

河川・ダム研修委員会第1回勉強会（7/12第 2回、9/8第 3回、10/6第 4回）

鋼橋技術講習会（日本橋梁建設協会との共催）

福岡県との実務者意見交換会

大規模災害対応演習（本部および各支部）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座1」（9/9、9/16、9/30、10/7、10/28全 5回）

河川技術講演会

道路・橋梁研修委員会研修会（技術講演会）

建設関連 5団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

建設省との技術意見交換会

佐賀県との懇談会（10/17宮崎県、11/6熊本県、11/10長崎

県・鹿児島県、11/15大分県、11/17福岡市、12/14北九州市）

第 19 回運動会

九州地方建設局との実務者懇談会

RCCM登録更新講習会（本部主催）

第 21 回ソフトボール大会（優勝：宮崎県部会）

道路・橋梁部門研修会（見学会）

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

若手社員交流会

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座 2」（11/11、11/25、

12/2、12/9、12/16 全 5 回）

ＲＣＣＭ資格試験（3/1 合格発表）

伊万里大橋架設見学会（日本橋梁建設協会との共催）

品質セミナー「ミス防止」（本部主催）

佐賀大学での学生懇談会（12/12 長崎大学）

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート

建設業協会との共催）

「建設技術フェア 2000」へ出展

建設関連 5団体共催平成 13 年新年賀詞交歓会

ISO14001 セミナー（本部主催）

第 1回ボウリング大会（チーム優勝：㈱長大）

電子調達（ＥＣ）講習会

技術士対策委員会受験対策ポイント指導（7/14模擬試験、11/23模擬面接）

長崎県建設技術研究センターへ講師派遣（その他、福岡県建設

技術情報センター、佐賀県建設技術情報センター、大分県建設

技術センター、福岡県土木部、九州地方整備局へ講師派遣）

平成 13 年度通常総会

新支部長に山口一弘氏（第一復建㈱）選出

第23回軟式野球大会（優勝：太陽技術コンサルタント㈱）

RCCM資格試験受験申込書販売開始（～7.25）

平成 13 年度意見交換会

河川・ダム研修委員会第 1回勉強会（7/31 第 2 回、9/25

第 3 回、10/23 第 4 回）

電子納品講習会

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座1」（8/4、8/25、9/1全4回）

鋼橋技術講習会（日本橋梁建設協会との共催）

大規模災害対応演習（本部および各支部）

道路・橋梁研修委員会勉強会特別講座

河川技術講演会

1999 年 / 平成 11 年度

2000 年 / 平成 12 年度

2001 年 / 平成 13 年度
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9.14

9.22

9.26

9.27

10.5

10.11

10.25-26

10.25-26

10.26

10.28

10.31-11.1

10.31

11.11

11.16

11.27

11.27

12.4

12.10

12.18

1.10

1.16

1.22

1.25

3.5

4.6

5.14

5.29-11.1

5.31-6.1

6.17

6.17

6.20

7.27

8.6

8.30

8.31

9.10

9.19

9.20

10.1

10.2-3

10.4

10.8

10.11

10.19

10.25

第22回ソフトボール大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座 2」（9/29、10/13、10/20 全 4 回）

道路・橋梁研修委員会「技術講演会」

建設関連五団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

第20回運動会（初の試みとして、競技終了後に懇親会を実施）

宮崎県との意見交換会（10/12 佐賀県、10/16 大分県、10/23 福岡県、

11/5鹿児島県、11/6熊本県、11/8北九州市、11/26長崎県、12/5福岡市）

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

道路・橋梁部門研修会（見学会）

RCCM登録更新講習会（本部主催）

「土木の日体験フェスタ 2001」へ出展

「建設技術フェア 2001 in 関門」へ出展

建設技術フェア視察バスツアー

ＲＣＣＭ資格試験（3/1 合格発表）

ＩＳＯ14001 セミナー（本部主催）

響大橋架設現場・新日鉄若松鉄構海洋センター見学会

（日本橋梁建設協会との共催）

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート

建設業協会との共催）

福岡県との実務者意見交換会

第 2回電子納品講習会

品質セミナー（本部主催）

建設関連５団体共催平成 14 年新年賀詞交歓会

若手社員交流会

長崎大学インターンシップ講演会へ講師派遣

ボウリング大会（福岡・宮崎・鹿児島）（チーム優勝：㈱

国土開発コンサルタント）

ジオファイバー工法技術講習会（福岡県ジオファイバー協会との共催）

技術士受験対策会（7/13 模擬試験、11/30 模擬面接）

平成 14 年度通常総会

長崎県建設技術研究センターへ講師派遣（その他、福岡県建設技術情報セ

ンター、佐賀県建設技術情報センター、大分県建設技術センター、福岡県土

木部、宮崎県建設技術センター、鹿児島県土木部へ講師派遣）

第24回軟式野球大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

平成 14 年度意見交換会

ＲＣＣＭ資格試験受験申込書販売開始（～7/25）

河川・ダム研修委員会第 1回勉強会（7/18 第 2 回、9/19

第 3 回、10/24 第 4 回）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座1」（7/27、8/3、9/7、9/21全 4回）

鋼橋技術講習会（日本橋梁建設協会との共催）

大規模災害対応演習（本部および各支部）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座2」（8/31、9/14、10/5全 3回）

河川技術講演会

道路・橋梁研修委員会「技術講演会」

第 23 回ソフトボール大会（優勝：宮崎県部会）

建設関連 5団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

「九州建設技術フェア 2002 in 北九州」へ出展

加盟会社の経営分析説明会（本部主催）

宮崎県との意見交換会（10/18佐賀県、10/24熊本県、11/1長崎県、11/7大

分県、11/20福岡県、11/21鹿児島県、11/25北九州市、11/27福岡市）

第21回運動会（参加会社の減少により、これを最後に休止）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座3」（10/19、10/26全 2回）

道路・橋梁部門研修会（見学会）

10.28

10.29

11.7-8

11.10

11.15

11.16

11.18

11.19

11.29

12.3

1.10

1.22

1.24

2.3

4.9

5.13

6.6-6.7

6.10-9.4

6.16

6.20

6.20

8.7

8.2

8.26

9.1

9.9

9.9

9.10

9.19

9.20

9.25

9.30

10.3

10/16-17

10.18

10.20

10.24

10.26

10.26

10.28

11.4

11.6-7

11.9

11.20

11.29

12.2

品質セミナー「エラー防止のために」（本部主催）

RCCM登録更新講習会（本部主催）

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

ＲＣＣＭ資格試験（2/28 合格発表）

第1回「まちづくりに関する提案」募集開始（～2/28。応募総数75編）

「土木の日体験フェスタ 2002」に出展

品質セミナー「建設コンサルタントと品質マネジメント」（本部主催）

鋼橋現場見学会（日本橋梁建設協会との共催）

第 2回電子入札講習会・第 3回電子納品講習会

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート

建設業協会との共催）

建設関連 5団体共催平成１５年新年賀詞交歓会

長崎大学インターンシップ講演会に講師を派遣

第 3回福岡地区ボウリング大会（チーム優勝：㈱千代田

コンサルタント）

若手社員交流会

「まちづくりに関する提案の募集」審査委員会

平成 15 年度通常総会

第 1回まちづくりに関する提案表彰式

第25回軟式野球大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

佐賀県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、福岡県建

設技術情報センター、長崎県建設技術研究センター、大分県

建設技術センター、九州地方整備局へ講師派遣）

ＲＣＣＭ資格試験受験申込書販売開始（～6/25）

平成 15 年度意見交換会

河川・ダム研修委員会第1回勉強会（8/27第 2回、10/2第 3回）

鋼橋技術講習会（日本橋梁建設協会との共催）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座1」（8/2、8/23、8/30、11/1全4回）

第 1回事務部門研修会（リスク管理研修会）

大規模災害対応演習（本部および各支部）

九州地方整備局との第1回実務者懇談会（12/16第 2回）

河川技術講演会

鹿児島県との意見交換会（10/9宮崎県、10/22熊本県、10/23佐賀県、11/5

長崎県、11/7大分県、11/12福岡県、11/25福岡市、12/1北九州市））

第24回ソフトボール大会（優勝：八千代エンジニヤリング㈱）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座2」（9/20、9/27、10/4、10/11全 4回）

鹿児島県品質セミナー（9/26 宮崎県）

道路・橋梁研修委員会「技術講演会」

建設関連５団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

「九州建設技術フェア 2003 in 熊本」に出展

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座3」（10/18、10/25全 2回）

品質セミナー「エラー防止のために」（本部主催）

道路・橋梁部門研修会（見学会）

第2回「まちづくりに関する提案」募集開始（～1/31。応募総数64編）

「土木の日ファミリーフェスタ 2003」に出展

RCCM登録更新講習会 ( 本部主催 )

品質・環境セミナー「建設コンサルタントと品質・環境

マネジメント」（本部主催）

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

RCCM資格試験（3/1 合格発表）

鋼橋架設見学会（日本橋梁建設協会との共催）

技術士対策模擬面接

PC構造物技術説明会（プレストレストコンクリート建設業協会との共催）

2002 年 / 平成 14 年度

2003 年 / 平成 15 年度

活動年表
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12.9

1.9

1.23

2.16

2.23

4.14

5.17

5.18

6.11-9.10

5.25

5.28-29

6.14

6.29

6.30

8.3

8.4

8.21

8.28

9.1

9.3

9.14

9.25

9.29

9.30

10.6

10.6

10.7-8

10.12-13

10.15

10.16

10.21

10.24

10.28

10.28-29

10.28

11.14

11.15

11.22

11.24

12.2

12.9

1.11

1.14

1.26

2.1

2.2

2.14

2.24

第 4回電子納品講習会

建設関連五団体共催平成 16 年新年賀詞交歓会

第4回福岡地区ボウリング大会（チーム優勝：㈱東京建設コンサルタント）

本部との意見交換会

若手社員交流会

夢・アイデア審査委員会

大分県品質セミナー（9/27宮崎県、9/28鹿児島県、11/2大分県）

平成 16 年度通常総会

第 2回まちづくりに関する提案表彰式

福岡県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、佐賀県建設技術情報

センター、長崎県建設技術研究センター、大分県建設技術センター、鹿

児島県建設技術発表会へ講師派遣）

夢・アイデア企画委員会が本部功績賞を受賞

第26回軟式野球大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

ＲＣＣＭ資格試験受験願書販売開始（～7/23）

河川・ダム研修委員会第1回勉強会（9/10第 2回、11/9第 3回）

平成 16 年度意見交換会

鋼橋技術講習会（日本橋梁建設協会との共催）

第 2回事務部門研修会（11/10 第 3 回）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座1」（8/21、9/4、9/11全 3回）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座2」（8/28、9/18全2回）

大規模災害対応演習（本部および各支部）

「中期行動計画」説明会（本部主催）

第 3回九地整との実務者意見交換会

（12/15 第 4 回）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座3」（9/25、10/2全2回）

道路・橋梁研修委員会「技術講演会」

大分県との意見交換会（10/22熊本県、11/4鹿児島県、11/10長崎県、11/12

宮崎県、11/18福岡県、11/24佐賀県、11/29福岡市、12/22北九州市）

建設関連５団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

河川技術講演会

「九州建設技術フォーラム 2004in 北九州」に出展

ＧＩＳ講習会（本部主催）

第 25回ソフトボール大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座4」（10/16、10/23、10/30、11/6全 4回）

RCCM登録更新講習会（本部主催）

「土木の日ファミリーフェスタ 2004」に出展

品質セミナー「エラー防止のために」（本部主催）

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

道路・橋梁部門研修会（見学会）

ＲＣＣＭ資格試験（3/1 合格発表）

技術士対策模擬面接

品質セミナー「マネジメントシステム」（本部主催）

新潟県災害対策本部に災害義援金 10 万円送金

「まちづくりに関する提案の募集」事業座談会

第５回電子納品講習会

建設関連５団体共催平成 17 年新年賀詞交歓会

第5回福岡地区ボウリング大会（チーム優勝：㈱日本港湾コンサルタント）

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート

建設業協会との共催）

福岡県との実務者意見交換会

土研新技術ショーケース（独立行政法人土木研究所との共催）

本部との意見交換会

3.22

5.17

5.25～10.6

5.30

5.30

6.10、7.16

6.15

6.20

7.8

8.8

9.1

9.2

9.3

9.13

9.14

9.27

9.29

10.3

10.5

10.6

10.14

10.15

10.19

10.20

10.20-21

10.23

10.24

10.26-27

10.27-28

10.27

10.29

11.1

11.13

11.18

11.24

11.28

11.30

12.1

12.5

12.9

12.16

1.10

1.19

1.24

1.28

2.24

福岡県西方沖地震により、災害対策現地本部設置

平成 17 年度通常総会

新支部長に武富一三氏（西日本技術開発㈱）選出

福岡県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、佐賀県建

設技術センター、長崎県建設技術研究センター、大分県建設

技術センター、鹿児島県建設技術発表会へ講師派遣）

品質向上委員会が本部功績賞を受賞

福岡市災害対策本部へ災害義援金 50 万円送金

第 27 回軟式野球大会（優勝：㈱三洋コンサルタント）

ＲＣＣＭ資格試験受験申込書販売開始（～7/22）

第 3回まちづくりに関する提案募集開始（～9/20。応募総数 46 編）

河川・ダム研修委員会第 1回勉強会（9/28 第 2 回、11/15 第 3 回）

平成 17 年度意見交換会

大規模災害対応演習（本部および各支部）

加盟会社の経営分析説明会（本部主催）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座 1」（9/3、9/17、10/1 全 3 回）

河川技術講演会

第 4回事務部門研修会（2/8 第 5 回）

次世代支援勉強会（地下鉄七隈線ユニバーサルデザイン

見学）（11/10 まちあるき）

道路・橋梁研修委員会「技術講演会」

建設関連５団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

品質セミナー「エラー防止のために」（本部主催）

熊本県との意見交換会（11/8 長崎県、11/9 佐賀県、11/11

福岡県、11/15 鹿児島県、11/17 大分県、11/29 福岡市、12/14 北九州市）

第26回ソフトボール大会（優勝：日鉄鉱コンサルタント㈱）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座 2」（10/15、10/22 全 2 回）

第 32 回技術士会全国大会へ出展

道路・橋梁部門研修会（見学会）

ＧＩＳ講習会（本部主催）

「土木の日ファミリーフェスタ 2005」へ出展

福岡県との実務者意見交換会

「九州建設技術フォーラム 2005in 福岡」へ出展

河川・ダム研修委員会「現地見学会」

鹿児島県品質セミナー（11/11 大分県）

道路・橋梁研修委員会勉強会「講座3」（10/29、11/5、11/12、11/19全 4回）

第 5回九地整との実務者意見交換会

ＲＣＣＭ資格試験（3/1 合格発表）

「建設コンサルタントと著作権」勉強会（本部主催）

ＲＣＣＭ登録更新講習会（本部主催）

技術士受験対策模擬面接

品質セミナー「マネジメント」（本部主催）

夢・アイデア審査委員会

宮崎県へ他自治体との意見交換会実施状況報告

若手社員交流会

夢・アイデア交流調査団派遣（熊本県大津町）（12/20 宮崎県西米良村）

建設関連５団体共催平成 18 年新年賀詞交歓会

第 6回福岡地区ボウリング大会（チーム優勝：新構造技術㈱）

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート

建設業協会との共催）

夢・アイデア交流会

第 3回まちづくりに関する提案表彰式

本部との意見交換会

2004 年 / 平成 16 年度

2005 年 / 平成 17 年度

活動年表
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5.9-10.6

5.16

5.24

6.2-3

6.15

6.28

7.6

7.7

7.20

7.25

8.2

8.10

8.24

9.1

9.2

9.4

9.5

9.8

9.28

10.2-3

10.4

10.5-6

10.6

10.11

10.14

10.17

10.22

10.24

10.24

10.24

10.26-27

10.27

10.27

11.4

11.12

11.17

11.17

11.28

11.29

11.30

12.6-7

12.8

12.11

12.20

1.10

1.10

1.19

福岡県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、佐賀

県建設技術センター、長崎県建設技術研究センター、大

分県建設技術センター、福岡市へ講師派遣）

平成 18 年度通常総会

支部組織改定（総務部会、企画部会、対外活動部会、技術部会、特別部会）

宮崎県品質セミナー（11/7鹿児島県、11/8宮崎県、12/1大分県）

第28回軟式野球大会（優勝：アジアエンヂニアリング㈱）

ＲＣＣＭ資格試験願書販売開始（～7/21 まで）

平成 18 年度意見交換会

河川技術委員会第1回勉強会（8/4第 2回、11/27第 3回）

「マネジメントセミナー」（本部主催）

第4回まちづくりに関する提案募集開始（～10/20。応募総数46編）

第 6回事務部門研修会（1/25 第 7 回）

博多湾「水上交通実験」参加

鋼管杭・鋼管矢板に関する技術説明会（鋼管杭協会との共催）

長崎県との公共工事の諸問題に関する意見交換会

大規模災害対応演習（本部および各支部）

設計技術者のためのリカレント教育講座「講座1」（9/2、9/9、9/30全 3回）

宮崎県との意見交換会（9/21大分県、10/13長崎県、10/18佐賀県、10/27熊本

県、11/6鹿児島県、11/8福岡市、11/29福岡県、12/1沖縄県、12/25北九州市）

河川技術講演会

CALS/EC 登録更新講習会（本部主催）

道路技術委員会「技術講演会」

「九州建設技術フォーラム 2006 in 福岡」に出展

建設関連５団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

GIS 講習会（本部主催）

第27回ソフトボール大会（優勝：㈱三洋コンサルタント）

道路技術委員会「見学会」

設計技術者のためのリカレント教育講座「講座 2」

（10/14、10/21、10/28 全 3 回）

公共事業の最近の状況に関する勉強会

「土木の日ファミリーフェスタ 2006」へ出展

品質セミナー「エラー防止のために」（本部主催）

RCCM登録更新講習会（本部主催）

鋼橋技術講習会（日本橋梁建設協会との共催）

河川技術委員会「現地見学会」

第 1回若手社員技術向上・交流会

長崎大学インターンシップ講演会へ講師派遣

設計技術者のためのリカレント教育講座「講座3」（11/4、11/11全 2回）

RCCM資格試験（3/1 合格発表）

福岡県との実務者意見交換会（1/18 福岡市）

佐賀県街づくり推進課との「街づくり」意見交換会

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート

建設業協会との共催）

CPD制度説明会（鹿児島）

企画委員会「研修会」

夢・アイデア交流調査団派遣（鹿児島県志布志市）（12/21福岡県川崎町）

宮崎県電子納品講習会

第 6回九地整との実務者意見交換会

宮崎河川国道事務所品質セミナー

建設関連五団体共催平成 19 年新年賀詞交歓会

風景デザイン講演会

第7回福岡地区ボウリング大会（チーム優勝：第一復建㈱）

2.9

2.10

5.13-9.21

5.17-19

5.21

6.1-2

6.15

6.15

6.26

7.20

7.20

8.1

8.1

8.31

9.5

9.6

9.7

9.14

9.20-21

9.28

10.3

10.15

10.16

10.18-19

10.19

10.20

10.21

10.26

10.30

10.31

11.1-2

11.11

11.15

11.17

11.17

11.19

11.28

11.22

11.30

12/5

12.6

12.18

12.18

1.9

1.18

2.18

本部との意見交換会

夢・アイデア交流会

第 4回まちづくりに関する提案表彰式

福岡県建設技術情報センターへ講師派遣（その他、佐賀県建設技術

センター、長崎県建設技術研究センター、宮崎県建設技術セン

ター、熊本県建設技術センター、福岡市へ講師派遣）

社会人景観トレーニング（風景デザイン研究会との共催）

平成 19 年度通常総会

新支部長に山本洋一氏（㈱福山コンサルタント）選出

第 29 回軟式野球大会（優勝：西日本技術開発㈱）

RCCM資格試験受験願書販売開始（～7/20）

第 2回若手社員技術向上・交流会（7/6 第 3 回）

平成 19 年度意見交換会

「マネジメントセミナー」（本部主催）

第5回まちづくりに関する提案募集開始（～9/30。応募総数 24 編）

40周年記念事業「こども絵画コンクール」募集開始（～10/31。応募総数22編）

40周年記念事業「先輩技術者からの投稿」募集開始（～10/1。応募総数5編）

大規模災害対応演習（本部および各支部）

河川技術講演会

鹿児島県との意見交換会（10/4宮崎県、10/18長崎県、11/2佐賀県、11/6熊本県、

11/15福岡市、11/21大分県、11/30福岡県、12/7沖縄県、1/29北九州市）

企画委員会「研修会」（福岡会場）（11/16 鹿児島会場）

CALS/EC 登録更新講習（本部主催）

道路技術委員会「見学会」

第 28 回ソフトボール大会（優勝：宮崎県部会）

道路技術委員会「技術講演会」

40 周年記念事業「座談会」

建設関連５団体共催「独占禁止法」に関する会員研修会

河川技術委員会「現地見学会」

RCCM登録更新講習会（本部主催）

設計技術者のためのリカレント教育講座「講座 1」

（10/20、10/27、11/10 全 3 回）

「土木の日ファミリーフェスタ 2007」に出展

第 8回事務部門研修会

河川技術委員会第 1回勉強会（11/28 第 2 回）

品質セミナー「エラー防止のために」（本部主催）

「九州建設技術フォーラム 2007in 北九州」に出展

RCCM資格試験（2/29 合格発表）

鹿児島県品質セミナー（11/16 宮崎県、11/30 大分県、12/7 沖縄県）

設計技術者のためのリカレント教育講座「講座 2」

夢・アイデア交流会

第 5回まちづくりに関する提案表彰式

災害支援模擬訓練

ＰＣ構造物技術説明会（プレストレスト・コンクリート建設業協会との共催）

電子納品講習会（ＣＡＤセミナー）

「けんこん＠ひよこ」座談会

長崎大学インターンシップ講演会に講師派遣

第8回福岡地区ボウリング大会（チーム優勝：西日本技術開発（株））

第 7回九地整との実務者意見交換会

選定・契約方式の最近の動向に関する勉強会

建設関連 5団体共催平成 20 年新年賀詞交歓会

福岡市との実務者意見交換会

本部との意見交換会
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総務委員会

厚生委員会

資格委員会

広報委員会

企画委員会

新領域委員会（夢 アイデア企画）

次世代委員会（けんこん@ひよこ）

対外活動委員会

防災委員会

河川技術委員会

道路技術委員会

環境・都市等技術委員会

講師派遣委員会

ＣＡＬＳ／ＥＣ委員会

品質向上委員会

独禁法に関する特別委員会

特別委員会：40周年記念事業委員会

総 会 常任幹事会

事務局

総務部会

支部長

副支部長

常任幹事

監事

企画部会

対外活動部会

技術部会

特別部会

九州支部組織図（平成 20年度）



支部役員一覧
九州支部資料

支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

監事

監事

伊達 安正

松本 一城

長谷川伸一

池田 順一

江口淳一郎

佐竹 正行

佐藤洋二郎

静 純一

武田 正紀

田野襄一郎

中矢 弘明

針貝 武紀

東 正

宮原 諄

山田 孝治

安水 節

小山 滋

㈱福山コンサルタント

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

九州工営㈱

九州建設コンサルタント㈱

㈱構造技術センター 福岡支社

第一復建㈱

㈱マエダ

八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店

西日本技術開発㈱

㈱建設技術研究所 福岡支社

㈱福山コンサルタント

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱東京建設コンサルタント 九州支店

日本工営㈱ 福岡支店

㈱建設技術コンサルタンツ

国際航業㈱ 九州事業本部

代表取締役社長

代表取締役社長

九州本社長

常務取締役

取締役副社長兼福岡支店長

取締役福岡副支社長

技術本部部長

理事

取締役九州支店長

常務取締役

常務取締役福岡支社長

常務取締役営業本部長

取締役九州支社長

取締役九州支店長

福岡支店長

代表取締役

取締役九州事業本部長

○平成 11年度

支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

監事

監事

伊達 安正

松本 一城

長谷川伸一

池田 順一

江口淳一郎

佐竹 正行

佐藤洋二郎

武田 正紀

境 邦誓

中矢 弘明

針貝 武紀

東 正

宮原 諄

山田 孝治

安水 節

小山 滋

㈱福山コンサルタント

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

九州工営㈱

九州建設コンサルタント㈱

㈱構造技術センター 福岡支社

第一復建㈱

八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店

西日本技術開発㈱

㈱建設技術研究所 九州支社

㈱福山コンサルタント

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱東京建設コンサルタント 九州支店

日本工営㈱ 福岡支店

㈱建設技術コンサルタンツ

国際航業㈱ 九州事業本部

代表取締役社長

代表取締役社長

九州本社長

常務取締役

取締役副社長

取締役福岡支社長

技術本部部長

取締役九州支店長

常務取締役

常務取締役九州支社長

常務取締役営業本部長

常務役員九州支社長

九州支店長

福岡支店長

代表取締役

取締役九州事業本部長

○平成 12年度

支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

山口 一弘

長谷川伸一

針貝 武紀

佐竹 正行

清家 幸吉

武田 正紀

中矢 弘明

原田 健作

東 正

第一復建㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

㈱福山コンサルタント

㈱構造技術センター 福岡支社

㈱長大 福岡支社

八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店

㈱建設技術研究所 九州支社

西日本技術開発㈱

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

代表取締役社長

取締役本社長

常務取締役営業本部長

取締役支社長

取締役支社長

取締役支店長

常務取締役九州支社長

常務取締役

常務役員九州支社長

○平成 13年度
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支部役員一覧

支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

顧問

顧問

山口 一弘

針貝 武紀

横山 照正

山田 益司

原田 卓

宮本 修

城 秀夫

河野 義憲

宮﨑 暢隆

宮崎 良典

美馬 宏視

原田 健作

河上 泰則

木 茂

大坪 邦彦

安水 節

和田 修二

有本 優治

清家 幸吉

池田 順一

第一復建㈱

㈱福山コンサルタント

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱九州開発エンジニヤリング

㈱協和コンサルタンツ九州事業部

㈱構造技術センター 福岡支社

サンコーコンサルタンツ㈱ 九州支店

新構造技術㈱ 九州支店

第一復建㈱

㈱長大 福岡支社

西日本技術開発㈱

復建調査設計㈱ 福岡支社

西日本コンサルタント㈱

㈱宮崎産業開発

㈱建設技術コンサルタンツ

㈱技術開発コンサルタント

国際航業㈱ 九州支社

㈱長大 福岡支社

九州工営㈱

代表取締役社長

取締役副社長

本社長

執行役員九州支社長

代表取締役社長

執行役員事業部長

取締役支社長

支店長

支店長

取締役企画統括本部長

支社長

常務取締役土木本部長

支社長

取締役技術部長

代表取締役

代表取締役

代表取締役

執行役員支社長

参与

常務取締役

○平成 15年度
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支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

山口 一弘

長谷川伸一

針貝 武紀

山田 益司

原田 卓

宮本 修

城 秀夫

松本 泰輔

宮﨑 暢隆

宮崎 良典

清家 幸吉

原田 健作

丸居 實

木 茂

池田 順一

安水 節

和田 修二

有本 優治

第一復建㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

㈱福山コンサルタント

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱九州開発エンジニヤリング

㈱協和コンサルタンツ九州事業部

㈱構造技術センター 福岡支社

サンコーコンサルタント㈱ 九州支店

新構造技術㈱ 九州支店

第一復建㈱

㈱長大 福岡支社

西日本技術開発㈱

復建調査設計㈱ 福岡支社

西日本コンサルタント㈱

九州工営㈱

㈱建設技術コンサルタンツ

㈱技術開発コンサルタント

国際航業㈱ 九州支社

代表取締役社長

取締役本社長

専務取締役総務本部長

執行役員九州支社長

代表取締役社長

執行役員事業部長

取締役支社長

取締役支店長

支店長

取締役企画統括本部長

参与

常務取締役土木本部長

取締役福岡支社長

取締役技術部長

常務取締役

代表取締役

代表取締役

執行役員支社長

○平成 14年度

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

宮崎 良典

宮原 諄

山田 孝治

宮野 和幸

池田 順一

安水 節

有本 優治

松本 一城

取締役企画統括本部長

執行役員九州支店長

福岡支店長

技術管理室室長

常務取締役

代表取締役

執行役員九州事業部長

代表取締役

第一復建㈱

㈱東京建設コンサルタント 九州支店

日本工営㈱ 福岡支店

九州建設コンサルタント㈱

九州工営㈱

㈱建設技術コンサルタンツ

国際航業㈱ 九州事業部

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱



支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

顧問

武富 一三

針貝 武紀

今村 瑞穂

原田 卓

宮本 修

河野 義憲

宮﨑 暢隆

宮崎 良典

原田 健作

古川 保和

黒川 邦夫

河上 泰則

下田 義文

高木 茂

大坪 邦彦

福田 光一

和田 修二

村上 健

山口 一弘

西日本技術開発㈱

㈱福山コンサルタント

㈱建設技術研究所 九州支社

㈱九州開発エンジニヤリング

㈱協和コンサルタンツ九州事業部

サンコーコンサルタント㈱ 九州支店

新構造技術㈱ 九州支店

第一復建㈱

西日本技術開発㈱

日本技術開発㈱ 九州支社

日本工営㈱ 福岡支店

復建調査設計㈱ 福岡支社

八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店

西日本コンサルタント㈱

㈱宮崎産業開発

大福コンサルタント㈱

㈱技術開発コンサルタント

㈱千代田コンサルタント 九州支店

第一復建㈱

代表取締役社長

取締役副社長

常務取締役支社長

代表取締役社長

常務執行役員事業部長

執行役員支店長

支店長

常務取締役業務推進本部長

常務取締役土木本部長

執行役員支社長

支店長

執行役員支社長

取締役支店長

常務取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

執行役員支店長

代表取締役会長

○平成 17年度

支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

武富 一三

針貝 武紀

内村 好

山田 益司

原田 卓

宮崎 良典

岡出 章

谷口 正博

西日本技術開発㈱

㈱福山コンサルタント

㈱建設技術研究所 九州支社

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱九州開発エンジニヤリング

第一復建㈱

中央コンサルタンツ㈱ 福岡支店

㈱長大 福岡支社

代表取締役社長

取締役副社長

常務取締役支社長

執行役員支社長

代表取締役社長

常務取締役業務推進本部長

常務取締役支店長

支社長

○平成 18年度
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支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

顧問

顧問

顧問

山口 一弘

針貝 武紀

今村 瑞穂

原田 卓

宮本 修

河野 義憲

宮﨑 暢隆

宮崎 良典

原田 健作

奥 英雄

黒川 邦夫

河上 泰則

下田 義文

高木 茂

大坪 邦彦

福田 光一

和田 修二

村上 健

横山 照正

山田 益司

安水 節

第一復建㈱

㈱福山コンサルタント

㈱建設技術研究所 九州支社

㈱九州開発エンジニヤリング

㈱協和コンサルタンツ 九州事業部

サンコーコンサルタント㈱ 九州支店

新構造技術㈱ 九州支店

第一復建㈱

西日本技術開発㈱

日本技術開発㈱ 九州支社

日本工営㈱ 福岡支店

復建調査設計㈱ 福岡支社

八千代エンジニヤリングﾞ㈱ 九州支店

西日本コンサルタント㈱

㈱宮崎産業開発

大福コンサルタント㈱

㈱技術開発コンサルタント

㈱千代田コンサルタント 九州支店

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱建設技術コンサルタンツ

代表取締役社長

取締役副社長

常務取締役九州支社長

代表取締役社長

執行役員事業部長

執行役員支店長

支店長

取締役企画統括本部長

常務取締役土木本部長

取締役常務執行役員九州支社長

支店長

支社長

取締役支店長

取締役技術部長

代表取締役

代表取締役

代表取締役

執行役員支店長

本社長

執行役員九州支社長

代表取締役

○平成 16年度

支部役員一覧



支部役員一覧

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

顧問

顧問

原田 健作

正本 実

塚原 俊一

横山 照正

小嶋 順一

仁木 孟伯

大坪 邦彦

福田 光一

高橋 健治

永田 和成

今村 瑞穂

河野 義憲

西日本技術開発㈱

日本技術開発㈱ 九州支社

日本工営㈱ 福岡支店

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州本社

八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店

東洋技術㈱

㈱宮崎産業開発

大福コンサルタント㈱

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱

内外エンジニアリング㈱ 福岡支社

㈱建設技術研究所

サンコーコンサルタント㈱ 九州支社

常務取締役土木本部長

執行役員支社長

支店長

本社長

取締役支店長

取締役技師長

代表取締役

代表取締役

代表取締役

取締役副支社長

顧問

取締役支社長

支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

山本 洋一

久田 幹夫

谷口 正博

吉長 健二

薮内 一彦

吉村 譲幸

田中 清

岡出 章

稲垣 健一

大和 則夫

廣實 正人

針貝 武紀

松田 直

村上 健一

上野 毅

本木 正之

永田 和成

㈱福山コンサルタント

西日本技術開発㈱

㈱長大 福岡支社

応用地質㈱ 九州支社

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支店

サンコーコンサルタント㈱ 九州支社

第一復建㈱

中央コンサルタンツ㈱ 福岡支店

㈱千代田コンサルタント 九州支店

㈱東京建設コンサルタント 九州支店

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州支社

㈱福山コンサルタント

協同エンジニアリング㈱

太陽技術コンサルタント㈱

㈱新日本技術コンサルタント

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱

内外エンジニアリング㈱ 福岡支社

代表取締役社長

取締役土木副本部長

執行役員支社長

執行役員支社長

執行役員支店長

支社長

取締役執行役員技術本部長

常務取締役支店長

取締役支店長

取締役常務執行役員支店長

取締役支社長

取締役副社長

専務取締役

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役

取締役副支社長

○平成 20年度
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支部長

副支部長

副支部長

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事（大分）

常任幹事（宮崎）

常任幹事（鹿児島）

監事

監事

顧問

顧問

山本 洋一

久田 幹夫

内村 好

﨑本 繁治

原田 卓

田中 清

岡出 章

谷口 正博

正本 実

塚原 俊一

廣實 正人

針貝 武紀

小嶋 順一

工藤真之助

村上 健一

福田 光一

本木 正之

永田 和成

武富 一三

宮崎 良典

㈱福山コンサルタント

西日本技術開発㈱

㈱建設技術研究所 九州支社

㈱オリエンタルコンサルタンツ 九州支社

㈱九州開発エンジニヤリング

第一復建㈱

中央コンサルタンツ㈱ 福岡支店

㈱長大 福岡支社

日本技術開発㈱ 九州支社

日本工営㈱ 福岡支店

パシフィックコンサルタンツ㈱ 九州支社

㈱福山コンサルタント

八千代エンジニヤリング㈱ 九州支店

東洋技術㈱

太陽技術コンサルタント㈱

大福コンサルタント㈱

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱

内外エンジニアリング㈱ 福岡支社

西日本技術開発㈱

第一復建㈱

代表取締役社長

取締役土木副本部長

常務取締役支社長

執行役員支社長

代表取締役社長

取締役執行役員技術本部長

常務取締役支店長

支社長

執行役員支社長

支店長

取締役支社長

取締役副社長

取締役支店長

取締役技師長

代表取締役社長

代表取締役

代表取締役

取締役副支社長

代表取締役社長

常務取締役常務執行役員

○平成 19年度

※支部会員名簿による



会員一覧
九州支部資料

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

㈱アイ・エヌ・エー
朝日開発コンサルタンツ㈱
朝日航洋㈱
アジアエンヂニアリング㈱
㈱アジア技術コンサルタンツ
アジア航測㈱
いであ㈱
㈱ウエスコ
㈱エイトコンサルタント
㈱エスケイエンジニアリング
㈱オオバ
応用地質㈱
㈱オリエンタルコンサルタンツ
鹿児島土木設計㈱
㈱片平エンジニアリング
㈱技術開発コンサルタント
基礎地盤コンサルタンツ㈱
九建設計㈱
㈱九州開発エンジニヤリング
九州技術開発㈱
九州建設コンサルタント㈱
九州工営㈱
九州電技開発㈱
㈱九州土木設計コンサルタント
協同エンジニアリング㈱
㈱共同技術コンサルタント
㈱橋梁コンサルタント
㈱協和コンサルタンツ
㈱国建
㈱ケー・シー・エス
㈱建設環境研究所
㈱建設技術研究所
㈱建設技術コンサルタンツ
㈱建設技術センター
㈱建設コンサルタントサニー
㈱構造技術センター
国際航業㈱
㈱国土開発コンサルタント
㈱国土技術コンサルタンツ
㈱五省コンサルタント
㈱コンサルハマダ
サンコーコンサルタント㈱
三州技術コンサルタント㈱
㈱三洋コンサルタント
ジーアンドエスエンジニアリング㈱
ジェイアール九州コンサルタンツ㈱
㈱新栄設計事務所
新構造技術㈱
新日本開発工業㈱
新日本技研㈱
㈱新日本技術コンサルタント
㈱杉田測量設計コンサルタント
㈱精工コンサルタント
セントラルラルコンサルタント㈱
㈱綜合技術コンサルタント
第一復建㈱
ダイエーコンサルタント㈱
㈱大進
大成エンジニアリング㈱
大成ジオテック㈱
㈱大東エンジニヤリング

九州支店

九州空情支社

福岡支店
九州支店
九州支社
福岡支店

九州支店
九州支社
九州支店

福岡支店

九州支社

福岡支社
九州支社

九州支社
九州支社
九州支社

福岡支社
九州支社

九州支社

九州支店

九州支店
九州事務所
福岡支店

九州支店
九州支店

大阪支店 福岡事務所

816-0964
892-0847
812-0013
815-0031
890-0069
812-0016
812-0055
812-0016
812-0013
818-0072
810-0074
811-1302
812-0011
891-0115
812-0016
810-0001
814-0022
876-0822
862-0912
849-0937
870-0911
880-0015
810-0005
880-0123
870-0876
880-0824
812-0013
810-0001
900-0015
812-0011
812-0022
810-0041
890-0007
812-0023
870-0952
812-0011
812-0013
880-0015
890-0008
812-0029
861-8034
810-0802
890-0042
802-8534
812-0007
812-0013
857-0051
812-0012
812-0011
812-0011
890-0034
880-0121
847-1211
812-0013
810-0041
812-0894
879-0311
890-0016
812-0016
830-0038
901-2122

大野城市南ｹ丘 1-1-15
鹿児島市西千石町 5-1
福岡市博多区博多駅東 3-12-1
福岡市南区清水 1-14-8
鹿児島市南郡元町 25-1
福岡市博多区博多駅南 3-3-25
福岡市東区東浜 1-5-12
福岡市博多区博多駅南 2-4-11
福岡市博多区博多駅東 3-13-21
筑紫野市二日市中央 1-1-50
福岡市中央区大手門 1-１-12
福岡市南区井尻 2-21-36
福岡市博多区博多駅前 3-2-8
鹿児島市東開町 12-10
福岡市博多区博多駅南 1-7-22
福岡市中央区天神 1-2-4
福岡市早良区原 2-16-7
佐伯市西浜 3-43
熊本市錦ｹ丘 33-17
佐賀市鍋島 5-7-23
大分市新貝 12-51
宮崎市大工 2-117
福岡市中央区清川 2-13-6
宮崎市大字芳士 3701-59
大分市大字三芳 1239-1
宮崎市大島町山田ｹ窪 1926-1
福岡市博多区博多駅東 1-9-11
福岡市中央区天神 3-11-20
那覇市久茂地 1-2-20
福岡市博多区博多駅前 1-4-4
福岡市博多区神屋町 4-5
福岡市中央区大名 2-4-12
鹿児島市伊敷台１-22-1
福岡市博多区奈良屋町 1-1
大分市下郡北 3-18-43
福岡市博多区博多駅前 3-5-7
福岡市博多区博多駅東 3-6-3
宮崎市大工 3-155
鹿児島市伊敷 2-14-10
福岡市博多区古門戸町 1-1
熊本市八反田 1-1-15
福岡市博多区中洲中島町 2-3
鹿児島市薬師 1-6-7
北九州市小倉北区京町 3-14-17
福岡市博多区東比恵 3-24-9
福岡市博多区博多駅東 1-13-6
佐世保市浜田町 2-27
福岡市博多区博多駅中央街 8-36
福岡市博多区博多駅前 3-9-1
福岡市博多区博多駅前 4-9-2
鹿児島市田上 8-24-21
宮崎市大字島之内 6711-5
唐津市北波多岸山 611 番地 16
福岡市博多区博多駅東 3-11-28
福岡市中央区大名 2-10-29
福岡市博多区諸岡 1-7-25
宇佐市大字森山 1813-5
鹿児島市新照院町 21-7
福岡市博多区博多駅南 1-3-11
久留米市西町 1174-10
浦添市勢理客 4-16-9

092-595-2220
099-226-6800
092-437-5905
092-553-2800
099-251-2160
092-441-1480
092-641-7878
092-483-3291
092-473-6671
092-925-4880
092-714-7521
092-591-1840
092-411-6209
099-260-6262
092-473-5855
092-712-2518
092-831-2511
0972-22-4126
096-367-2133
0952-32-1112
097-551-6211
0985-28-1122
092-533-5177
0985-39-3330
097-545-2111
0985-29-0240
092-461-2011
092-733-1241
098-862-1106
092-472-4521
092-271-6600
092-714-2211
099-229-2800
092-283-6610
097-567-8600
092-471-1655
092-451-5001
0985-24-6487
099-229-0030
092-281-4210
096-385-1171
092-271-2903
099-285-0039
093-511-0241
092-481-3100
092-413-1021
0956-25-1549
092-451-4281
092-471-7105
092-413-0912
099-281-9143
0985-39-2284
0955-64-2237
092-432-5385
092-712-0624
092-575-1515
0978-32-0584
099-239-2800
092-452-2771
0942-34-5622
098-878-1381

092-595-2221
099-226-6090
092-437-5907
092-553-8221
099-251-2126
092-481-0469
092-651-3324
092-483-3292
092-473-6672
092-925-4870
092-714-6730
092-573-0240
092-411-3086
099-260-7456
092-473-5857
092-714-6149
092-822-2393
0979-24-2966
096-367-2158
0952-32-1116
097-551-3876
0985-28-1105
092-533-5181
0985-39-4098
097-545-3870
0985-24-8584
092-461-2012
092-733-1240
098-868-3882
092-472-4542
092-271-6565
092-711-8316
099-229-2828
092-283-6630
097-567-8611
092-481-0318
092-481-2594
0985-20-4722
099-229-0474
092-281-4274
096-387-2066
092-271-2906
099-285-0002
093-522-0258
092-481-3130
092-413-1028
0956-25-2603
092-451-5789
092-471-7051
092-413-0942
099-281-2417
0985-37-0215
0955-64-3627
092-432-5386
092-751-8279
092-575-5557
0978-33-1884
099-239-2801
092-452-2773
0942-33-1771
098-876-0793
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

大日本コンサルタント㈱
大福コンサルタント㈱
㈱太平設計
㈱ダイヤコンサルタント
太陽技術コンサルタント㈱
太陽コンサルタンツ㈱
㈱高崎総合コンサルタント
玉野総合コンサルタント㈱
中央開発㈱
中央コンサルタンツ㈱
中央復建コンサルタンツ㈱
㈱長大
㈱千代田コンサルタント
㈱テクノ
東亜建設技術㈱
㈱東亜コンサルタント
㈱東京建設コンサルタント
㈱東光コンサルタンツ
㈱トーニチコンサルタント
東武計画㈱
東洋技術㈱
㈱都市開発コンサルタント
内外エンジニアリング㈱
㈱西田技術開発コンサルタント
西鉄シー・イー・コンサルタント㈱
西日本技術開発㈱
西日本建技㈱
西日本コンサルタント㈱
㈱日建技術コンサルタント
日進コンサルタント㈱
㈱日水コン
日鉄鉱コンサルタント㈱
日本技術開発㈱
日本工営㈱
㈱日本構造橋梁研究所
日本交通技術㈱
㈱日本港湾コンサルタント
日本地研㈱
㈱ニュージェック
㈱萩原技研
パシフィックコンサルタンツ㈱
㈱パスコ
㈱久永コンサルタント
フェニックスコンサルタント㈱
㈱福山コンサルタント
㈱冨士設計
㈱復建エンジニヤリング
復建調査設計㈱
㈱間瀬コンサルタント
㈱松尾設計
松本技術コンサルタント㈱
㈱水野建設コンサルタント
三井共同建設コンサルタント㈱
㈱みともコンサルタント
㈱宮崎産業開発
明治コンサルタント㈱
八千代エンジニヤリング㈱
㈱横浜コンサルティングセンター
㈱ランコム

九州支社

九州支社

九州支社

福岡支店
九州支社
福岡支店
九州支社
福岡支社
九州支店

九州支店
福岡支店
九州支店
九州支店

福岡支社

九州支社

九州支所
九州支店
九州支社
福岡支店
九州支社
九州支店
九州支社

九州支店

九州支社
九州事業部

福岡支社
福岡支社
福岡支店

九州支社

九州支店
九州支店
福岡支店

812-0013
890-0068
802-0023
812-0018
882-0062
812-0011
839-0809
812-0011
814-0103
810-0062
812-0029
810-0004
812-0016
839-0809
819-0046
812-0007
810-0801
810-0022
810-0001
812-0013
870-0856
804-0012
812-0016
880-0911
815-0033
810-0004
812-0016
870-0852
810-0801
871-0025
810-0001
812-0013
812-0013
812-0007
812-0011
812-0012
812-0014
812-0894
810-0001
892-0816
819-0007
812-0007
890-0007
880-0121
812-0013
870-0045
810-0001
812-0011
812-0013
805-0061
871-0161
862-0933
812-0013
890-0066
880-0022
812-0043
810-0062
812-0042
890-0006

福岡市博多区博多駅東 2-5-19
鹿児島市東郡元町 17-15
北九州市小倉北区下富野 1-6-21
福岡市博多区住吉 4-3-2
延岡市松山町 1170-1
福岡市博多区博多駅前 2-19-27
久留米市東合川 3-7-5
福岡市博多区博多駅前 4-9-2
福岡市城南区鳥飼 6-3-27
福岡市中央区荒戸 1-1-6
福岡市博多区古門戸町 2-4
福岡市中央区渡辺通 1-1-1
福岡市博多区博多駅南 4-2-10
久留米市東合川 3-1-21
福岡市西区西の丘 1-7-1
福岡市博多区東比恵 3-28-10
福岡市博多区中洲 5-6-20
福岡市中央区薬院 4-18-33
福岡市中央区天神 4-4-26
福岡市博多区博多駅東 3-12-1
大分市大字畑中 433
北九州市戸畑区中原東 1-7-11
福岡市博多区博多駅南 3-20-3
宮崎市大字田吉 6186-5
福岡市南区大橋 2-8-1
福岡市中央区渡辺通 1-1-1
福岡市博多区博多駅南 1-4-5
大分市大字奥田 646-1
福岡市博多区中洲 5-6-20
中津市万田 602-2
福岡市中央区天神 1-10-24
福岡市博多区博多駅東 1-10-35
福岡市博多区博多駅東 3-13-21
福岡市博多区東比恵 1-2-12
福岡市博多区博多駅前 2-12-9
福岡市博多区博多駅中央街 8-20
福岡市博多区比恵町 1-1
福岡市博多区諸岡 5-25-25
福岡市中央区天神 4-1-29
鹿児島市山下町 15-27
福岡市西区愛宕南 1-1-7
福岡市博多区東比恵 3-5-2
鹿児島市伊敷台 1-22-2
宮崎市大字島之内字境田 6652 番地
福岡市博多区博多駅東 3-6-18
大分市城崎町 2-4-13
福岡市中央区天神 1-14-16
福岡市博多区博多駅前 2-17-19
福岡市博多区博多駅東 2-6-28
北九州市八幡東区西本町 2-5-5
中津市大字上池永 1285-10
熊本市小峯 2-6-26
福岡市博多区博多駅東 2-17-5
鹿児島市真砂町 37-10
宮崎市大橋 3-225
福岡市博多区堅粕 4-16-21
福岡市中央区荒戸 2-1-5
福岡市博多区豊 2-2-26
鹿児島市若葉町 16-1

092-441-0433
099-251-7075
093-551-1413
092-473-7090
0982-33-2107
092-441-8837
0942-44-8333
092-451-6141
092-831-3111
092-722-2541
092-282-0441
092-737-8360
092-433-0770
0942-44-8700
092-892-7710
092-415-1313
092-262-7311
092-524-3401
092-761-6978
092-476-3712
097-554-5330
093-871-5621
092-431-2851
0985-52-1227
092-511-2441
092-781-2831
092-441-7676
097-543-1818
092-263-5250
0979-24-5436
092-741-5664
092-451-6467
092-441-4344
092-475-7131
092-472-7363
092-433-3070
092-482-0345
092-571-2764
092-715-3301
099-222-8700
092-885-5005
092-451-3522
099- 228-6600
0985-39-2914
092-471-0211
097-536-1479
092-716-6262
092-471-8324
092-471-6610
093-661-4970
0979-23-3636
096-365-6565
092-441-3872
099-263-8837
0985-27-7103
092-415-2500
092-751-1431
092-475-1318
099-220-1850

092-482-4033
099-256-8534
093-551-9100
092-473-7097
0982-22-3070
092-441-8841
0942-44-8838
092-481-3514
092-821-5700
092-721-0893
092-282-0364
092-737-8371
092-433-0775
0942-44-9070
092-892-7730
092-431-5331
092-262-7317
092-524-3404
092-712-8758
092-476-3719
097-554-5327
093-871-7147
092-451-5027
0985-53-4848
092-511-2499
092-781-1419
092-441-1005
097-543-1897
092-263-5257
0979-22-3448
092-712-8275
092-414-2826
092-441-4341
092-475-7135
092-472-7364
092-433-3073
092-482-0425
092-574-2072
092-715-3300
099-222-6100
092-884-2818
092-472-5328
099-228-6601
0985-39-2194
092-471-0333
097-536-1830
092-716-6361
092-415-3751
092-471-6627
092-661-8962
0979-23-4139
096-367-6290
092-473-7789
099-263-8838
0985-20-3887
092-414-5015
092-725-0581
092-481-2248
099-220-7464
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中央コンサルタンツ（株）

パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

( 株 ) 福山コンサルタント

( 株 ) 建設技術研究所

( 株 ) 構造技術センター

パシフィックコンサルタンツ ( 株 )

西鉄シー・イー・コンサルタント ( 株 )

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 前事務局長

岡出 章

廣實 正人

高崎 愛一

入江 達雄

清原 秀紀

御代川 亨

足立 俊美

小澤 豊

委 員 長

副 委 員 長

副 委 員 長

委 員

委 員

委 員

委 員

顧 問

40 周年記念事業委員会

社団法人 建設コンサルタンツ協会九州支部 40周年記念誌

野口 秀一

谷崎 智美

事 務 局 長

事 務 局 員

愛敬 実佳子さん（こども絵画コンクール 最優秀賞）

事務局

デザイン

表紙の絵
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