


明けましておめでとうございます。昨年は、国際的にはイラク問題で

終始し、年末にはフセイン元大統領の身柄拘束という、ビックニュース

がありました。国内では総選挙が行われましたが、たいして変りばえの

しない一年でした。一番関心のある経済問題も、財政再建や不良債権処

理も一向に進まず、バブルがはじけて久しいのに、不況のトンネルを抜

け出せません。政府は12年間に140兆円もの財政支出を行ったにもかか

わらず、平成15年末の地方を含む日本全体の長期債務残高総額は、約890

兆円で、国民一人当たり約710万円になります。世間では、非ケインズ効

果なるものがあって、公共事業の拡大など、従来のケインズ理論に基づ

く手法では、財政状況の改善は望めないと言う意見が大半です。だから

と言って、それに代わる打開策は、さっぱり見えてきません。わが国の

社会資本整備は、まだまだ十分とは言えません。従って公共事業への投

資を行い、建設業等の業績回復を図り、不良債権処理を進めるべきだと

考えます。おおもとを改善しないで、いたずらに金融機関に公的資金を

投入しても、不良債権処理は進まないと思います。

さて、私たちを取り巻く経済情勢は、大変厳しいにもかかわらず、九

州支部は活発な協会活動を展開してまいりました。とくに地方自治体と

の意見交換では、低価格入札は成果品の品質の低下、給与カット等技術

者の処遇の低下、技術開発投資を不可能にする、など知的産業である建

設コンサルタント産業に、重大な弊害をもたらすものであると訴えて参

りました。平成16年も常任幹事、および各部会ならびに各委員会の協力

を得て、活発なる活動を行ってまいりたいと考えていますので、さらな

るご協力とご支援をお願いします。ことに今年も「第2回 まちづくりに

関する提案の募集」を行います。協会員のみなさまも、奮ってご応募くださ

い。会員各社の今年一年のご多幸を祈念して新年の挨拶といたします。

新年のご挨拶

（社）建設コンサルタンツ協会
九州支部
支 部 長 山口 一弘
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事務局 

支部長 
副支部長 
常任幹事 
監 事 

総 会 総 務 委 員 会  
■委 員 長／武藤祥矩〈第一復建（株）〉 
■副委員長／高崎 愛一〈（株）福山コンサルタント〉 
■副委員長／中川隆志〈新構造技術（株）〉 

厚生委員会  
■委 員 長／仲 澤  清〈西日本技術開発（株）〉 
■副委員長／米 倉  修〈西鉄シー・イー・コンサルタント（株）〉 

規約委員会  
■委 員 長／古屋 慶一〈（株）建設技術研究所〉 
■副委員長／橋口 邦男〈西日本技術開発（株）〉 

特命委員会 
■委 員 長／是石  幸男〈東亜建設技術（株）〉 
■副委員長／重松 康生〈西日本技術開発（株）〉 

対外活動委員会 
■委 員 長／江崎  輝彦〈第一復建（株）〉 
■副委員長／清原  秀紀〈（株）構造技術センター〉 

防災委員会 
■委 員 長／畠山  美久〈第一復建（株）〉 
■副委員長／衛藤 浩一〈（株）福山コンサルタント〉 

企業・技術者評価に関する検討委員会 
■委 員 長／柴田 貴徳〈（株）福山コンサルタント〉 
■副委員長／大和 則夫〈（株）東京建設コンサルタント〉 

河川・ダム技術委員会 
■委 員 長／豊崎 貞治〈（株）東京建設コンサルタント〉 
■副委員長／是枝  伸和〈（株）建設技術研究所〉 

道路・橋梁技術委員会 
■委 員 長／村 上  健〈（株）千代田コンサルタント〉 
■副委員長／川 崎  巧〈（株）長大〉 

講師派遣委員会 
■委 員 長／森 尾  有〈（株）千代田コンサルタント〉 
■副委員長／渡辺 英夫〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 

ISO・CALS／EC委員会 
■委 員 長／田口 和久〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 
■副委員長／金 井 秀 平〈（株）建設技術研究所〉 
■副委員長／藤田　孝行〈（株）長大〉 

品質向上委員会 
■委 員 長／杣  辰 雄〈中央コンサルタンツ（株）〉 
■副委員長／中尾 好幸〈（株）長大〉 

予備設計等上流業務の業務内容に関する検討委員会 
■委 員 長／上村 俊英〈（株）建設技術研究所〉 
■副委員長／　本   繁治〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 
■副委員長／桑原  洋一〈（株）東京建設コンサルタント〉 

河川・ダム研修委員会 
■委 員 長／田 中  清〈第一復建（株）〉 
■副委員長／市原 仁志〈日本工営（株） 
■副委員長／水野  正博〈パシフィックコンサルタンツ（株）〉 
 

道路・橋梁研修委員会 
■委 員 長／桝谷 秀秋〈国際航業（株）〉 
■副委員長／徳渕 祐三〈（株）橋梁コンサルタント〉 

技術士対策委員会 
■委 員 長／神 村  定〈パシフィックコンサルタンツ（株）〉 
■副委員長／辻  治 生〈（株）構造技術センター〉 

標準工期に関する検討委員会 
■委 員 長／金井 秀平〈（株）建設技術研究所〉 
■副委員長／池辺 孝博〈（株）福山コンサルタント〉 
■副委員長／村井 洋行〈八千代エンジニヤリング（株）〉 

広報委員会  
■委 員 長／木寺佐和記〈西日本技術開発（株）〉 
■副委員長／池田 好克〈（株）福山コンサルタント〉 

編集委員会  
■委 員 長／中 村  宏〈（株）福山コンサルタント〉 
■副委員長／内 田  泰〈第一復建（株）〉 

■部 会 長／原田（健）幹事 
■副部会長／宮　（暢）幹事 

任期2年 

年1回開催 
総務部会 

■部 会 長／河 野 幹 事 
■副部会長／針 貝 幹 事 
　　 〃　　　大 坪 幹 事 
　　 〃　　　安 水 幹 事 
　　 〃　　　   木 幹 事 
　　 〃　　　原田（卓）幹事 
■委　　員／幹 事 全 員 

対外活動部会 

■部 会 長／山 田 幹 事 
■副部会長／宮 本 幹 事 
　　 〃　　／城 幹 事 

技術部会 

■部 会 長／宮崎（良）幹事 
■副部会長／横山幹事 

研修部会 

■部 会 長／谷 口 幹 事 
■副部会長／河 上 幹 事 

広報部会 

■委 員 長／針具副支部長 
■副委員長／木下泰二〈東亜建設技術（株）〉 

夢・アイデア企画委員会 

■委 員 長／山口支部長 
■副委員長／針具副支部長、横山副支部長、宮崎（良）幹事、原田（健）幹事 
■委　　員／幹事全員 

独禁法に関する特別委員会 

常任幹事会 
毎月1回開催 

■支部組織図

■平成15年度 支部役員紹介

支 部 長／山 口 一 弘 ：第一復建（株） 代表取締役社長

副支部長／針 貝 武 紀 ：（株）福山コンサルタント
取締役副社長（常任幹事）

横 山 照 正 ：パシフィックコンサルタンツ（株）
九州本社本社長（常任幹事）

常任幹事／山 田 益 司 ：（株）オリエンタルコンサルタンツ九州支社
執行役員九州支社長

原 田 　 卓 ：（株）九州開発エンジニヤリング

代表取締役社長

宮 本 　 修 ：（株）協和コンサルタンツ九州事業部

執行役員事業部長

城 　 秀 夫 ：（株）構造技術センター福岡支社
取締役支社長

河 野 義 憲 ：サンコーコンサルタント（株）九州支店
支店長

宮 　 暢 ：新構造技術（株）九州支店　支店長

宮 崎 良 典 ：第一復建（株）取締役企画統括本部長

谷 口 正 博 ：（株）長大福岡支社 支社長

原 田 健 作 ：西日本技術開発（株）

常務取締役土木本部長

河 上 泰 則 ：復建調査設計（株）福岡支社　支社長

（ 大 分 ）／高 木 　 茂 ：西日本コンサルタント（株）

取締役技術部長

（ 宮 崎 ）／大 坪 邦 彦 ：（株）宮崎産業開発　代表取締役

（鹿児島）／安 水 　 節 ：（株）建設技術コンサルタンツ
代表取締役

監　　事／和 田 修 二 ：（株）技術開発コンサルタント
代表取締役

稲田富士夫：国際航業（株）九州支社
支社長

顧　　問／清 家 幸 吉 ：（株）長大 福岡支社　参与

池 田 順 一 ：九州工営（株）常務取締役

事務局長／小 澤 　 豊

支部だより 2
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平成15年度

各部会の活動報告

総務委員会
■リスク管理研修会
開催日／平成15年8月26日

場　所／天神ビル11F

参加者／49社73名

備　考／講師　岡 小夜子弁護士

厚生委員会
■第24回ソフトボール大会
開催日／平成15年9月19日

場　所／雁ノ巣レクレーションセンター

参加者／30チーム（30社）

備　考／優　勝　八千代エンジニヤリング（株）

準優勝　アジアエンヂニアリング（株）

3 位　中央コンサルタンツ（株）

4 位　パシフィックコンサルタンツ（株）

特命委員会
■RCCM登録更新講習会の支援
開催日／平成15年10月28日

場　所／シーホークホテル＆リゾート

参加者／798名

■RCCM資格試験の支援
開催日／平成15年11月9日

場　所／福岡教育大学

受験予定者／1553名（出席者997名）

総務部会
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企業・技術者評価に関する
個別意見交換会
開催日／平成15年9月9日
場　所／建コン九州支部
参加者／九州地方整備局　8名

建コン協会　　　9名
（河野部会長、江崎委員長参加）

備　考／・6/20 意見交換会の発言内容確認
・企業・技術者評価に関する個別意見交換　　
会提言意見(案)に基づき、「基本的認識」
「今後のあり方（提言）」について意見交換
・長期的視点からの提言について意見交換

対外活動委員会
■第１回打合せ
開催日／平成15年6月5日
場　所／建コン九州支部
参加者／河野、江崎、清原、大塚､甲斐、込山
備　考／・活動目的の確認

・活動計画の立案

■第2回打合せ
開催日／平成15年7月12日
場　所／建コン九州支部
参加者／江崎、清原、大塚､甲斐、込山、下大迫
備　考／・自治体との意見交換会における

議事内容の追加案を討議。
・過去の福岡県との意見交換会で得られた施　
策（案）の内、早急に実施すべき項目を選定

防災委員会
■第1回防災委員会
開催日／平成15年7月24日

場　所／建コン九州支部

参加者／委員9名、他2名

備　考／防災演習計画

企業・技術者評価に関する検討委員会
■第5回委員会・意見交換用提言（案）の決定
開催日／平成15年5月15日（木）

場　所／事務局会議室　　参加者／9名（会員）

■第6回委員会・付帯事項のとりまとめ
開催日／平成15年12月8日（月）

場　所／事務局会議室　　参加者／8名

■地方自治体との意見交換会
〈鹿児島県〉

開催日／平成15年9月10日　13:30～15:30

場　所／ホテルウェルビューかごしま

参加者／県5名、支部21名

〈宮崎県〉

開催日／平成15年10月9日　13:30～15:30

場　所／宮崎県企業局　県電ホール

参加者／県7名、支部17名

〈熊本県〉

開催日／平成15年10月22日　13:30～15:30

場　所／熊本県庁　901会議室

参加者／県13名、支部11名

〈佐賀県〉

開催日／平成15年10月23日　13:30～15:30

場　所／若楠会館

参加者／県3名、支部13名

〈長崎県〉

開催日／平成15年11月5日　13:30～15:30

場　所／長崎県庁　第2別館3－B

参加者／県7名、支部14名

〈大分県〉

開催日／平成15年11月9日　13:30～15:30

場　所／大手町会館　1号室

参加者／県11名、支部20名

〈福岡県〉

開催日／平成15年11月12日　14:30～16:30

場　所／吉塚合同庁舎　7階会議室

参加者／県16名、支部14名

〈福岡市〉

開催日／平成15年11月25日　13:30～15:30

場　所／天神ビル11階　9号会議室

参加者／市5名、支部13名

〈北九州市〉

開催日／平成15年12月1日　13:30～14:45

場　所／北九州市役所　12階121会議室

参加者／市10名、支部15名

対外活動部会

■防災演習
開催日／平成15年9月1日

場　所／建コン九州支部

参加者／委員9名、他6名

備　考／防災演習
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河川・ダム技術委員会
■河川・ダム技術委員会
開催日／H15.6.18

場　所／建コン九州支部

参加者／豊崎、是枝、松尾、古賀、尾登、

中川（代：浦川）、入江、太郎良、石本、

福元、中島

備　考／・技術交流会の開催に関する討議
・プロポーザルに関する要望事項の
取りまとめ
・設計基準等の統一運用に関する意見交換

■河川部門に共通する
技術的課題への取り組み
開催日／H15.7～H15.11

場　所／建コン九州支部 他

参加者／河川・ダム技術委員会委員

備　考／・技術的課題の抽出、検討
・技術情報の交換
・委託業務成績評定の公開状況に関する
情報収集

道路・橋梁技術委員会
■委員会 全体会議
開催日／H15.6.19

場　所／九州支部　会議室

参加者／10名

備　考／・14年事業報告
・15年活動計画

■技術支援・検討会
開催日／H15.4.8～H15.5.9

場　所／国土交通省 熊本河川国道事務所

参加者／11社延べ200名

備　考／業務成果の検討

開催日／H15.12.1～H15.12.25

場　所／国土交通省 鹿児島国道事務所

参加者／9社延べ50名

備　考／業務成果の検討

開催日／H15.12.1～H15.12.25

場　所／国土交通省　福岡国道事務所

参加者／9社延べ50名

備　考／業務成果の検討

■道路構造物技術研修会
開催日／H15.6.11～H15.12.5

場　所／国土交通省　大分河川国道事務所

参加者／講師16名　幹事3名

備　考／延べ9回

開催日／H15.6.18～H15.11.19

場　所／国土交通省　福岡国道事務所

参加者／講師18名　幹事3名

備　考／延べ6回

■合同研究会（ＰＣ建協）
開催日／H15.10.8～H15.12.9

場　所／九州支部　会議室

参加者／委員7名　幹事3名

備　考／3つのワーキング・全体各2回

講師派遣委員会
■福岡県市町村職員研修
開催日／H15.6.11～H15.9.10

場　所／福岡県建設技術情報センター

参加者／派遣講師18名

備　考／講義開催日数　21日

■佐賀県土木・建築技術研修
開催日／H15.6.10～Ｈ15.9.4

場　所／佐賀県建設技術センター

参加者／派遣講師9名

備　考／講義開催日数　9日

■長崎県土木部職員研修
開催日／H15.6.10～Ｈ15.10.29

場　所／長崎県建設技術研究センター

参加者／派遣講師12名

備　考／講義開催日数　8日

■大分県専門研修
開催日／H15.5.15～H16.2.26

場　所／大分県建設技術センター

参加者／派遣講師14名

備　考／講義開催日数　14日

技術部会
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ISO・CALS／EC委員会
■建コン本部CALS/EC支部連絡会議
〈平成14年度〉

開催日／H15.4.17

場　所／建設コンサルタンツ協会2-4会議室

参加者／2名(金井副委員、大野委員）

備　考／本部主催

〈平成15年度 第1回〉

開催日／H15.7.25

場　所／弘済会館会議室(四ッ谷)

参加者／2名(藤田副委員長、富山委員)

備　考／本部主催

〈平成15年度 第2回〉

開催日／H15.10.17

場　所／建設コンサルタンツ協会7F会議室

参加者／2名(金井副委員長、濱里委員)

備　考／本部主催

■建設CALS/ECに関する委員会
〈第1回〉

開催日／H15.6.6

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／10名(委員)

〈第2回〉

開催日／H15.8.6

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／10名(委員)

〈第3回〉

開催日／H15.10.29

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／10名(委員)

〈第4回〉

開催日／H15.12.9

場　所／天神ビル10F会議室

参加者／10名(委員)

■佐賀県電子入札推進協議会準備会
開催日／H15.6.11

場　所／佐賀県庁H2号会議室

参加者／田口委員長

備　考／佐賀県

■第1回九州地方CALS/EC推進協議会
開催日／Ｈ15.8.29

場　所／第五博多偕成ビル10階会議室

参加者／田口委員長、金井副委員長

備　考／地整・技術調整管理

■CALS/ECに関する要望調査
開催日／H15.8.25

場　所／支部参加122社

対　象／管理技術者、営業部門責任者

備　考／技術回答77社158人営業回答82社

■地方自治体との意見交換会
〈佐賀県〉

開催日／H15.10.23

場　所／佐賀県

参加者／田口委員長

備　考／建コン九州支部

〈大分県〉

開催日／H15.11.7

場　所／大分県

参加者／宮野委員

備　考／建コン九州支部

〈福岡県〉

開催日／H15.11.12

場　所／福岡県

参加者／田口委員長

備　考／建コン九州支部

〈福岡市〉

開催日／H15.11.25

場　所／福岡市

参加者／田口委員長

備　考／建コン九州支部

■第4回電子納品講習会
開催日／Ｈ15.12.9

場　所／天神ビル10F会議室

参加者／参加人数109名（65社）

品質向上委員会
■第7回　品質向上委員会全体会議
開催日／H15.4.8

場　所／（株）長大会議室

参加者／15名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

■第4回　品質向上委員会幹事会
開催日／H15.5.21

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／6名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

■第5回　品質向上委員会幹事会
開催日／H15.6.23

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／7名（城副部会長、杣委員長、委員）

■福岡県　技術研修
開催日／H15.7.28

場　所／福岡県建設技術情報センター

参加者／6名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

備　考／参加人数21名

■第8回　品質向上委員会全体会議
開催日／H15.8.8

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／13名（杣委員長、中尾副委員長、委員）
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■鹿児島・宮崎品質セミナー
開催日／H15.9.25～H.15.9.26

場　所／マリンパレス鹿児島他

講　師／4名（杣委員長、中尾副委員長、谷川委員、

柴田委員）

備　考／参加人数　鹿児島：48名　宮崎：41名

■第9回　品質向上委員会全体会議
開催日／H15.10.15

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／6名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

■品質セミナー（エラー防止のために）
開催日／H15.10.20

場　所／天神ビル10F会議室

参加者／参加人数74名（30社）

■品質・環境セミナー
（品質・環境マネジメント）
開催日／H15.11.4

場　所／天神ビル10F会議室

参加者／参加人数45名（30社）

■第10回　品質向上委員会全体会議
開催日／H15.12.4

場　所／九州支部事務局会議室

参加者／15名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

予備設計等上流業務の
業務内容に関する検討委員会
■平成15年度九州支部
「要望と提案」内容の検討について
開催日／H15.4.21

場　所／九州支部会議室

参加者／桑原（副委員長）

■H15年度　第一回会議
開催日／H15.5.22

場　所／九州支部会議室

参加者／各委員

■H15年度　意見交換会
開催日／H15.6.20

場　所／都ホテル

参加者／上村（委員長）

■技術部会
平成15年度活動計画について
開催日／H15.7.4

場　所／九州支部会議室

参加者／上村（委員長）・崎本（副委員長）・桑原（副委員長）

■地方自治体との意見交換会
〈宮崎県〉

開催日／H15.10.9

場　所／宮崎県　企業局県電ホール

参加者／上村（委員長）

〈熊本県〉

開催日／H15.10.22

場　所／熊本県

参加者／崎本（副委員長）

〈佐賀県〉

開催日／H15.10.23

場　所／佐賀県　若楠会館

参加者／上村（委員長）

〈長崎県〉

開催日／H15.11.5

場　所／長崎県　県庁第2別館

参加者／上村（委員長）

〈大分県〉

開催日／H15.11.7

場　所／大分県　大手町会館

参加者／上村（委員長）

〈福岡県〉

開催日／H15.11.12

場　所／福岡県　吉塚合同庁舎

参加者／上村（委員長）

〈福岡市〉

開催日／H15.11.25

場　所／福岡市　天神ビル11F

参加者／上村（委員長）

〈北九州市〉

開催日／H15.12.1

場　所／北九州市　本庁12F

参加者／上村（委員長）

前ページのつづき
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河川・ダム研修委員会
■河川技術講演会
(1) これからの河川行政
（国土交通省九州地方整備局 宮本河川計画課長）

(2) 河川整備基本方針、整備計画策定のポイント
―白川流域を実例として―
（国土交通省熊本河川国道事務所 西調査第一課長）

(3) これからの河川整備に期待するもの
―白川流域を実例として―（光岡明氏）

開催日／9月9日

場　所／八重洲博多ビル
（博多区博多駅東2-18-30）

参加者／112名

■現地見学会
大保ダム建設現場と周辺ダム施設見学

(1)大保ダム (2)福地ダム (3)羽地ダム (4)金城ダム

開催日／11月6、7日

場　所／沖縄県名護市、那覇市

参加者／20名

■研修会
(1) 河川環境のモデル解析について　
（長崎大学社会開発工学科 西田助教授）

(2) 原風景を活かす“まち”環境デザイン
（九州大学人間環境学研究院 南教授）

(3) メダカの環境選好性の定量化他
（九州大学農学部 平松助教授）

開催日／6月20日　8月27日　10月2日

場　所／建設技術研究所会議室（中央区大名2-4-12）

参加者／43名　24名　15名

道路・橋梁研修委員会
■鋼橋技術講習会
主　催／（社）日本橋梁建設協会

共　催／（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年8月7日（木）

場　所／電気ビル本館　8号会議室

内　容／・新しい鋼橋の誕生II
・ライフサイクルコスト2001年改訂版
・設計に関するミス･トラブルの防止や
対策について
・上記に関するトラブル事例の紹介

参加者／90名

■道路・橋梁技術講演会
主　催／（社）建設コンサルタンツ協会

後　援／国土交通省　九州地方整備局

開催日／平成15年9月30日（火）

場　所／福岡国際会議場　国際会議室

内　容／・九州における道路整備の課題
（九地整 岡本道路部長）

･九州新幹線計画（鉄建公団 光木次長）

･人にやさしい交通施設
（九州芸工大 佐藤優教授）

･まちづくり･みちづくりと住民参加
（福山コンサルタント 波木部長）

･まちづくりに関する提案
（建コン九州支部 針貝夢・アイディア企画委員長）

参加者／会　員=  52名 官公庁=  41名
その他=  21名 合　計=114名

■勉強会　講座1
〈リカレント教育〉

主　催／（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成１5年8月2日、8月23日、8月30日、11月1日

場　所／博多ビル

内　容／地盤の基礎の理論と実際

（九州共立大学 前田教授）

参加者／50名　

■勉強会　講座2
〈リカレント教育〉

主　催／（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年9月20日、9月27日、10月4日、10月11日

場　所／博多ビル

内　容／コンクリート構造の基礎と理論

（九州共立大学 牧角教授）

参加者／48名　

■勉強会　講座3
〈リカレント教育〉

主　催／（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年10月18日、10月27日

場　所／博多ビル

内　容／構造解析の基礎＜九州大学 日野助教授＞

参加者／45名

■現場見学会
主　催／（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年10月24日(金）

場　所／熊本県内

内　容／･国道3号熊本北バイパス　西合志高架橋　　　　
・国道208号玉名バイパス　新玉名大橋
・九州新幹線　玉名トンネル（南工区）

参加者／32名

■橋建協　現場見学会
主　催／（社）日本橋梁建設協会

共 催／（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年11月20日（木）

場　所／大分県内

内　容／･県道糸原杵築線　志村1号橋
・国道10号　新犬飼橋

参加者／23名

研修部会
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■PC構造物技術説明会
主催:（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会

共催:（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年12月2日（火）

場　所／アクロス福岡（国際会議場）

内　容／・PC建協の取り組み

・PC橋の施工

・コンクリート構造の補修補強

・最近のPC構造物施工事例の紹介

参加者／155名（建コン=112名 一般=43名）

■講習会　土木コンクリート構造物に　
ついての最近の話題
主催:  九州橋梁･構造工学研究会

共催:（社）建設コンサルタンツ協会

開催日／平成15年12月25日（木）

場　所／福岡国際会議場

内　容／・ＩＴ活用による橋梁の維持管理システム

・最近のアルカリ骨材反応に関する現象と対策

・三陸南地震によるコンクリート構造物の

被害と耐震補強

技術士対策委員会
■受験対策申込募集
開催日／5月　　参加者／15名

■資料の配布
開催日／6月～7月　　

■論文添削指導
開催日／6月～8月

■模擬面接
開催日／11月29日　

場　所／建コン事務局

参加者／受講生2名　面接官3名

標準工期に関する検討委員会
■標準工期委員会
第1回 委員会開催
開催日／平成15年4月23日

場　所／建設コンサルタンツ協会　九州支部事務局

参加者／委員長、副委員長、委員　10名

備　考／今年度の活動方針

■標準工期委員会
第2回 委員会開催
開催日／平成15年6月9日

場　所／建設コンサルタンツ協会　九州支部事務局

参加者／委員長、副委員長　3名

備　考／活動中間報告

■標準工期委員会
第3回 委員会開催
開催日／平成15年10月24日

場　所／建設コンサルタンツ協会　九州支部事務局

参加者／委員長、副委員長、委員　7名

備　考／活動中間報告

■九州地方整備局、
自治体との意見交換会
開催日／平成15年6月20日

場　所／博多都ホテル

参加者／九州地方整備局　各自治体
（社）建設コンサルタンツ協会

■地方自治体との意見交換会
〈宮崎県〉

開催日／平成15年10月9日

場　所／宮崎県企業局県電ホール

参加者／宮崎県土木部幹部
副支部長、常任幹事、委員長（金井委員長）

〈熊本県〉

開催日／平成15年10月22日

場　所／熊本県庁本館901会議室

参加者／熊本県土木部幹部
副支部長、常任幹事、委員長（金井委員長）

〈佐賀県〉

開催日／平成15年10月23日

場　所／佐賀県若楠会館

参加者／佐賀県土木部幹部
副支部長、常任幹事、各委員長（金井委員長）

〈長崎県〉

開催日／平成15年11月5日

場　所／長崎県庁第2別館3-B

参加者／長崎県土木部幹部　支部長、
副支部長、常任幹事、各委員長（金井委員長）

〈大分県〉

開催日／平成15年11月7日

場　所／大分県大手町会館

参加者／大分県土木部幹部　支部長、
副支部長、常任幹事、各委員長（金井委員長）

〈福岡県〉

開催日／平成15年11月12日

場　所／福岡県吉塚合同庁舎

参加者／福岡県土木部幹部　支部長、
副支部長、常任幹事、各委員長（金井委員長）

〈福岡市〉

開催日／平成15年11月25日

場　所／天神ビル11階9号会議室

参加者／福岡市土木局、下水道局幹部　支部長、
副支部長、常任幹事、各委員長（金井委員長）

〈北九州市〉

開催日／平成15年10月22日

場　所／北九州市本庁12階会議室

参加者／北九州市土木局、下水道局幹部　支部長、
副支部長、常任幹事、各委員長（池辺副委員長）

注：自治体との意見交換会の参加者の（ ）は

当委員会の出席者
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■広報部会全体会議
日　時／平成15年6月9日

場　所／建コン事務局会議室

参加者／14人

日　時／平成15年12月8日

場　所／（株）長大 福岡支社 会議室

参加者／13人

■建設技術フェア会議
日　時／平成15年9月17日

場　所／建コン事務局 会議室

参加者／6人

■編集委員会会議
日　時／平成15年10月31日

場　所／建コン事務局 会議室

参加者／5人

広報部会

本年も国土交通省主催の「建設技術フェア」に10月16・17日の両日、九州支部
として参加いたしました。フェアの概要は下記のとおりで、建設分野の新しい技術
や優れた技術についての情報交換、及び建設分野の取り組みについて広報を行うも
のです。昨年の北九州から場所を移して、今年は熊本県での
開催となりました。
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

の方々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、ビデオ放映等のブースを出展いたしました。ま
た、今回は新たな試みとして建コン協加盟会社11社と連携し
てスタンプラリーを実施し好評を博しました。
両日で約6,900人の来場者があり、そのうち約5,700人は官公庁、建設関係の

方々で、有効な情報交換の場になったと思われます。また、高校生、大学生、一般の
方々も数多く来場され、建設技術を広く知ってもらうことに役立ったと思われます。

九州建設技術フェア
2003 in 熊本への出展報告
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■参加論文集
(1)参加論文集の編集

編集会議

開催日／平成15年6月18日
平成15年7月3日
平成15年7月22日
平成15年7月30日

場　所／建コン九州支部

参加者／委員会委員

九地整との打合せ

開催日／平成15年7月10日

場　所／九地整企画部

(2)参加論文集の発行

発行日／平成15年8月31日

参加者／委員会委員

備　考／2,000部作成

(3)参加論文集の配布

（応募者、国、地方自治体、建コン会員、新聞社、

大学、九経連、九電、西鉄他）

期　間／平成15年9月1日～現在

参加者／委員会委員、常任幹事

(4)入選作品を建コンのホームページに掲載

掲載日／平成15年9月17日

参加者／広報部会

■入選作品の実現に向けての取り組み
(1)志免町への参加論文集の持参と説明

開催日／平成15年9月10日

場　所／志免町役場

参加者／委員会委員

備　考／町長、総務課、地域振興課へ配布　　　　　　

■平成15年度の募集活動
(1)会議及び募集要項の作成

開催日／平成15年9月12日
平成15年11月12日

場　所／建コン九州支部

参加者／委員会委員　

備　考／活動方針の決定　広報活動の方針

(2)後援団体及び審査委員の就任依頼

期　間／平成15年9月13日～10月15日

参加者／委員会委員

備　考／本年から、毎日新聞西部本社、

RKB毎日放送が後援に参加

(3)ポスター作成及び配布の開始

開始日／平成15年10月24日

参加者／委員会委員　常任幹事

備　考／2,000枚作成

(4)土木の日イベント会場で

ポスター掲示・募集要項配布

開催日／平成15年10月26日

場　所／海の中道海浜公園

参加者／広報部会

(5)募集要項を建コンホームページに掲載

掲載日／平成15年11月11日

参加者／広報部会

(6)講習会での紹介

・河川講演会

開催日／平成15年9月9日　　　　　

参加者／ 82名

・道路講演会

開催日／平成15年9月30日

参加者／参加114名

夢・アイデア企画委員会



独占禁止法に関する特別委員会
■独占禁止法に関する研修会の開催
日　時／平成15年10月3日（金）13:30～

場　所／（財）福岡県中小企業振興センター2Ｆ

多目的ホール

主　催／（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）福岡県測量設計業協会

講演内容／独占禁止法遵守と危機管理

講師 弁護士　岩下　圭一氏

（小林・藤堂法律特許事務所）

出席状況／関係五団体合計303名

（うち建コン79社124名うち役員19名）

■独占禁止法に関する特別委員会の開催
第1回　平成15年4月15日（火）

・平成14年度独占禁止法遵守のための行動計画報告

書提出依頼

・平成15年度独占禁止法に関する特別委員会活動計

画（案）の確認

第2回　平成15年5月13日（火）

・平成14年度「建設コンサルタントにおける独占禁　　

止法遵守のための行動計画」実施状況報告（4／25

締切で121社中76社報告あり）未報告会社には5月

末本部報告までに再度提出要請

第3回　平成15年6月20日（金）

・平成14年度「建設コンサルタントにおける独占禁

止法遵守のための行動計画」実施状況本部報告を

開示　会員会社122社（本社会社56社、支社会社

66社）中未策定会社（本社会社13社、支店・支社1

社）について引き続き策定依頼

第4回　平成15年7月15日（火）

・建設関連業五団体共催の独占禁止法に関する研修

会の開催について建コン九州支部として、

日　時／平成15年10月3日（金）

場　所／福岡県中小企業振興センター

講　師／岩下　圭一弁護士（内定）

第5回　平成15年8月19日（火）

・建設関連業五団体共催の独占禁止法に関する研修

会開催（五団体で内定）について五団体として、

日　時／平成15年10月3日（金）

場　所／福岡県中小企業振興センター

講　師／岩下　圭一弁護士（内定）

・独占禁止法改正に対応する小検討委員会発足につ

いて（今回見合す）

第6回　平成15年9月10日（水）

・建設関連業五団体共催の独占禁止法に関する研修

会開催最終決定　　

第7回　平成15年10月21日（火）

・本部独占禁止法に関する特別委員会実行委員会開

催（Ｈ15.9.10）報告

・独占禁止法遵守マニュアル改訂の検討等について

・平成14年度「独占禁止法遵守のための行動計画」

実施状況本部報告

・九州支部のコンプライアンスプログラム作成状況

について

第8回　平成15年11月18日（火）

・公正取引委員会の説明会「独占禁止法措置体系等

の見直しについて」紹介

・独占禁止法コンプライアンスプログラム未策定会

社への作成依頼報告

独占禁止法に関する特別委員会
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北九州市に官営八幡製鐵所が国内初
の本格的近代溶鉱炉を建設し、操業を
開始したのが1901年でした。今から約
100年前に操業を開始したその官営八
幡製鐵所を柱に、北九州工業地帯は、
四大工業地帯の一つとして日本の高度
成長を支えてきました。それを象徴す
るかのように1960年代の北九州市を代
表する写真には、黒い煙におおわれた
空と、茶色に汚れた洞海湾が写ってい
ます。いずれも工場からの排煙と廃水
によるもので、深刻な産業公害をもた
らしました。この公害問題に対し、市
民、行政、産学界が一丸となって取り
組んだ結果、かつては「死の海」と呼
ばれた洞海湾には、100種類以上の魚
介類が戻ってきました。「七色の煙」と
呼ばれた、日本一の降下煤塵を記録し
た空は、国から「星空の街」に選定さ
れるまでに改善され、私たちは美しい
海と空を取り戻しました。
北九州市では、この公害を克服した
過程で得た、環境に関するノウハウ、
技術、人材を活かした街づくりや環境
国際協力に取り組んでいます。その一
環として、環境未来都市の形成に向け
て「資源環境型経済社会の構築をめざ
して」と題し「北九州エコタウン事業」
を推進しています。私たちの生活は豊
かで便利なものとなりました。しかし、
一方では資源やエネルギーなどを大量
に消費するために、ゴミ等の環境問題
に直面しています。この問題解決のた

めには、生活様式や産業構造を根本か
ら見直すことはもとより、廃棄物はリ
サイクルし資源として再利用し環境に
やさしいリサイクル製品を率先して使
わなければなりません。北九州市では
「資源環境型経済社会を構築」するため
に、公害を克服した貴重な経験を活か
し、「ゼロ・ミッション構想」を推進す
るため「北九州エコタウンプラン」を
策定しました。そして、この「北九州
エコタウンプラン」は、平成9年7月に
国からの承認を受けました。
「ゼロ・ミッション構想」とは、市民
生活や産業活動から出る廃棄物を他の
産業分野の原料として利用することに
より、廃棄物をゼロにすることをめざ
す構想です。「北九州エコタウンプラン」
とは、地域の独自性を踏まえた廃棄物
の発生抑制・リサイクルの推進を通し
た資源環境型経済社会をめざした計画
です。言い換えれば環境と調和した街
づくり計画です。北九州市では、これ
らのことが21世紀の社会を担う産業と
して確立するために、北九州北部の若
松区響灘地区を中心にエコタウンプロ
ジェクトや環境関連の事業などを展開
しています。少し紹介しますと、若松
区響灘地区には「実証研究エリヤ」と
「総合環境コンビナート」があります。
「実証研究エリヤ」は、企業、行政、大
学の連携で最先端の廃棄物処理技術や
リサイクル技術を実証的に研究する機
関を集積し、環境関連技術開発拠点を

題 話 
地 域 

九州各地域の深い歴史や

文化にまつわる興味深いお話を

協会会員の皆様よりお聞きします。

私たち建設業界の過去、現在、

そして未来に重ね合わせて

ご紹介致します。

K  I  T  A  K  Y  U  S  H  U

（株）松尾設計 代表取締役　松尾喜生
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相当します。
この「風力発電事業」が運転開始さ
れた直後、全国に先駆けて、北九州市
の国際物流特区の認定書が、平成15年
4月21日、小泉純一郎首相から末吉興
一北九州市長に渡されました。
北九州市は次に挙げる３つの規制緩
和に実効性を持たせ、最終的に目指す
企業立地、雇用拡大に結びつけたいと
考えています。一つ目は、通関・検疫
の24時間化です。税関職員を常駐させ
て税関の執務時間外の臨時開庁に伴う
手数料を２分の１に軽減するものです。
釜山など海外の主要港はすでに24時間
化が常識でコストも安いため、これら
の港との差を縮めて、国内港との競争
力も高めることです。二つ目は、電力
関係の規制緩和です。特定供給制度を
利用して電気を供給する場合の要件を
緩和し、資本関係などによらずに安価
な電力供給を可能にするものです。企
業が発電した安価な電力を、関連会社
など密接な関係がある企業だけではな
く、それ以外の企業にも供給できるも
のです。これによって、北九州市内に

数多くある大企業の工場遊休地などへ
の企業誘致に大きな武器としたいから
です。三つ目は、産学連携に関する規
制緩和です。国の試験研究施設を使用
する際の手続きを簡素化するものです。
学術研究都市内の国立九州工業大大学
院の研究施設などを民間企業が安く手
軽に利用できるようにして、共同研究
や産学連携が進み、ベンチャー企業の
誕生などを期待していることです。北
九州市としては、これら規制緩和の有
機的な組み合わせによって、例えば
「学研都市(北九州西部)で生まれたベン
チャー企業が電力の安い響灘地区など
に進出して、税関の規制緩和を輸出入
に生かして付加価値の高い製品をつく
りだし、成長していく」というような
将来像を描いています。北九州市によ
る特区の波及効果は「10年間で35件の
企業立地」、「約1万1千人の雇用」、「年
間4070億円の経済効果」を想定してい
ます。わが社の社員に釣りキチがいま
して、アジやアジゴをはじめクロダイ、
メジナ、キス、ヒラメなど、いろいろ
な魚が釣れると、自慢話を聞かされて
います。あの大腸菌さえも棲めない
「死の海」といわれたことが、まるでど
こか別世界のような感じがします。私
は仕事の関係上、時々、ひびきの埋立
地に行き、風力発電機のタワーを見上
げます。晴れた日に、約100mの高さの
タワーを地上から見上げていますと、
あの「七色の煙」はどこに行ったのか、
改めて市民、行政、産学界の公害克服
に尽力された皆さんに、感謝の念をい
だいております。これを読まれた方は、
一度、北九州市若松区響灘地区を見学
に来て見ませんか、壮観なものですよ。

目指す地域です。ここには、「福岡大学
資源循環・環境制御システム研究所」、
「オカラ・食品残渣リサイクル事業」、
「都市ゴミの生分解性プラスチック化技
術実証研究施設」などがあります。一
方「総合環境コンビナート」は、環境
産業の事業化を展開し、各事業が相互
に連携することで、ゼロ・ミッション
型の環境産業コンビナート化を図り、
資源環境拠点を目指すものです。ここ
には、「ペットボトルリサイクル事業」、
「自動車リサイクル事業」、「医療用具リ
サイクル事業」などがあり事業化され
ています。このエコタウン事業などの
環境施設と合致して「響灘風力発電事
業」が、平成15年3月に運転開始され、
環境にやさしいクリーンエネルギーと
して貢献できるものと期待されていま
す。タワーの高さは地上からハブまで
65m、3枚のブレード(羽根)の直径が約
70m、したがって、ブレードが頂点に
達したら、地上から約100mとなります。
１基の出力1,500kwが10基、総出力
15,000kw、年間供給予定量3,500万ｋ
ｗｈは約1万世帯分の年間電力消費量に

汚れた洞海湾（1960年代） 

煙におおわれた空（1960年代） 青色をとりもどした空（現在） 

よみがえった洞海湾（現在） 
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街中の騒音を隔てた静かな自然環境
にあって、春は城郭一杯に咲き競う桜、
初夏はビロード色に鮮やかに萌ゆる楠
若葉、秋は一斉に黄葉する銀杏の巨木
などに覆われ、黒白の色調も豊かに、
凛として聳え立つ「天下の名城熊本城」
は、まさに観光都市熊本市のシンボル
であり、別名を「ぎんなん城」と名付
けて、多くの県・市民に親しまれてい
ます。この我が国を代表する歴史的文
化遺産を、昔日の難攻不落の雄姿に復
元すべく、いま熊本市によって復元整
備計画が立案され、着々と復元工事が
進められています。この壮大な「平成
の大普請」は平成10年に始まり、短期
の取組として築城400年にあたる平成
19年の完成を目指しています。そこで、
このまたとない機会に、一人でも多く
の皆様に、「熊本城」の「城主」になっ
て頂きたいと思いながら、地域の話題
を紹介します。
九州を平定した豊臣秀吉は、天正16
年（1588年）に肥後国の北半分を、子
飼いの武将であった27歳の加藤清正と、
南半分（球磨・天草を除く）を小西行
長に与えたが、行長は関ヶ原の合戦で
敗れて斬罪となり、慶長5年（1600年）
に清正は、今度は徳川家康から関ヶ原
の功を認められて、小西領をそっくり
拝領することになり、齢40にして一躍
54万石の大々名となって、「肥後の守」

と称するようになった。大々名となっ
た清正は、それまでの居城であった
「隈本城」に隣接する茶臼山に、慶長6
年（1601年）幕府の許可を得て新城の
築城に着手し、筑前名護屋城や数多く
の築城経験に実戦で得た知識を加味し
て、7年の歳月と心血を注いで、難攻不
落な天下の名城を築城した。熊本城は
標高約50ｍ、面積約98ha、城郭の周囲
長5.3km、周囲を歩くだけで優に１時
間はかかる広大さで、城郭の北側は断
崖絶壁、東側と南側は坪井川に沿うな
ど、天然の地形・地質を巧みに利用し、
城は大小二つの天守閣・櫓49、櫓門18、
城門29などを持つ、壮大な規模の大要
塞である。さらに、現代の土木技術者
をして驚嘆させるものの一つは、割石
積の築設技術である。隅石を除いて決
して大きくもない厖大な数の割石を巧
みに組み合わせて、基礎部は30度・立
ち上がり部は55度・天端部は75度と、
緩やかな反りを付けた、所謂「武者返
し」と呼ばれる築設法は、実戦上の効
果もさることながら、1600年代に「示
力線」と「アーチアクション」の理論
を実証していて、清正とその技術集団
の偉大さには、石積を見る度に頭を垂
れさせられる思いがする。400年を経
た今日、城郭の何処を見て回っても、
石積には寸分の狂いもないのだから尚
更である。その他熊本城は、建築技術
上からも戦略技術上からも、知略・策
略を駆使して他の追従を許さない真の
名城である。加藤家2代45年、細川家
11代240年の居城として栄えた熊本城
は、明治10年（1877年）の西南の役に、
難攻不落の城としての真価を発揮する
ことになったが、現存する宇土櫓と一
部の建造物を残して、その殆どを焼失
してしまった。
恒久平和と文化・学術の発展を希求

（株）水野建設コンサルタント 技術顧問 光江静雄
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K  U  M  A  M  O  T  O

する熊本市は、昭和35年の熊本国体を
機に、西南の役で焼失した大小二つの
天守閣を、鉄骨・鉄筋コンクリート造3
層・6階建で再建した。その後は現存す
る文化遺産を必要に応じて修復し維持
管理をしてきたが、平成19年の築城
400年を目の前にして、熊本城を本格
的に復元し整備して、昔日の偉容を再
現しようと云う気運が高まり、長・
中・短期に分けた復元整備計画が立案
され、短期の計画では主として次のよ
うな建造物を復元することになった。A
戌亥櫓、B 元太鼓櫓、C 未申櫓、D
南大手櫓門、E 飯田丸五階櫓、H 本
丸御殿大広間（記号・名称は復元構想
全景図参照）しかしながら、この復元

整備事業には89億円という莫大な資金
を必要とするため、市は公費の外に、
広く国内外の個人・法人・団体などか
ら右記の要領で募金をお願いすること
にしている。
平成15年10月現在における「城主」
は、国内外から約1万700人、募金総額
は約6億8000万円と聞いている。熊本
城総合事務所では復元工事推進の傍ら、
募金目標達成のための「城主」探しに
懸命になっておられることを見聞する
に及んで、本紙を利用して申し訳ない
気もするが、地域に住む市民の一人と
して、身近な話題を紹介させて頂いた
次第である。（参考文献等：熊本城総合
事務所の資料による）

A. 

B.  

C. 

D.

■復元予定の建造物 

 す  き　や まる 
 

ほんまるごてんおおひろま  

戌 亥 櫓  

元 太 鼓 櫓  

未 申 櫓  

南 大 手 門 

E. 

F. 

G. 

H.

飯 田 丸 五 階 櫓  

百 間 櫓  

竹 の 丸 五 階 櫓  

本丸御殿大広間  

I. 

J. 

K. 

L.

数奇屋丸五階櫓  

御 裏 五 階 櫓

櫨 方 三 階 櫓

北 大 手 門

いぬ　　　       　い  　　　　やぐら 
 

もと　  　たい　 　　こ　　やぐら 
 

ひつじ　　   　さる 　　　　やぐら 

みなみ    　おお       て       もん 

いい  だ   まる 
 

ひゃっ　　     　けん おん 　 うら 

はば  　かた 

本丸御殿大広間完成予想図
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■募金実施期間／平成10年4月～19年3月31日 

■募金目標額／15億円　 

■募金の対象／国内外の個人・法人・団体など。 

■1万円以上寄付の方／ 

　「城主」として「城主証（写真）」を渡すとともに、　 

　お名前を「城主芳名板」に記載して、天守閣に永久 

　に掲示する。 

■募金の方法／　 

　振り込みの場合：所定の振り込み用紙を準備して    

   いるので、下記へご連絡下さい。 

　直接持参の場合：熊本市役所及び熊本城総合事務所。

■特　典／　 

　1.寄付金は損金算入（または寄付金控除）の対象になる。

　2.毎年１回発行の「城主だより」を送付する。　 

　3.毎年10月中旬から11月初めにかけて開催され  

      る「お城まつり」の「登城券（期間限定無料優待券）」

　　3枚を送付する。 

■その他お問い合せ先／ 

〒860-0007 熊本市古京町1番1号 

熊本市役所熊本城総合事務所 整備振興課　 

TEL096-359-6475  FAX096-322-3023

募金掲載の確認 

 



平成15年8月10日、那覇に沖縄の新交
通システム「ゆいレール」が誕生した。
これは先の大戦で沖縄の鉄道が失われ
てから約60年、また「沖縄振興開発計画
（昭和47年策定）」にその構想が提案さ
れてから約31年を経てのものである。
これまで沖縄県では陸上交通のすべ
てを道路に依存し、移動手段の約8割を
自動車に頼ってきた。このため3次に及
ぶ沖縄振興開発計画に基づいて道路整
備が鋭意行われた。これにより国・県
道の実延長及び改良延長は復帰時（昭
和47年）の1.3倍、2.2倍と大幅に伸びた。
しかし、自動車の保有台数はこれを大き
く上回る4.1倍、約82万台（平成11年度）
に増えている。その結果、那覇市内のピ
ーク時の平均旅行速度は約15km/ｈと
全国平均の35.0km/ｈを大幅に下回る
モビリティの低い地域となっている（平
成11年道路交通センサス）。また、交通
渋滞に伴う交通事故の増加や沿道環境
（道路騒音等）悪化が発生しているとと

もに路線バスにあっては定時性を損な
われて利用者が大きく減少しており、本
島バス4社の平均乗車密度は6.3人（平
成10年度）にまで低下している。
「ゆいレール」は沖縄県の交通が、自
家用車からモノレールを中心としたマ
ストラフィックを中心としたものに転
換することで交通渋滞の緩和、交通事
故の減少及び沿道の環境改善さらには

公共交通ネットワークが確立すること
を期待して計画されたものである。
「ゆいレール」は、那覇空港から首里汀
良町までの12.9キロ（所要時間27分）、
15駅で営業運転している。車両は2両編
成定員165名でピーク時には2,123人/
時の利用と6.5分間隔の運転を想定して
いる。事業費は約1,100億円で支柱や軌
道桁、駅舎などのインフラ部で約700億
円、車両や信号・保安施設などインフラ
部以外で約400億円となっている。こ
のうちインフラ部には道路特定財源が
活用された。またこれに合わせて関連道
路の整備や駅周辺の再開発・駅前広場
の整備、或いはゆいレールとの連結を図
ったバス路線の再編成等が計画され、駅
前広場などは相当整備が進展している。
開業以降の利用者数は100万人を越
え（平成15年8月末現在）、1日の利用者
数を平均3万1千人とした当初の予想を
上回るペースで推移していることから
事業者はひとまず安心している。しかし、
バス路線の再編が進んでいないため、今
後のモノレール事業の採算性が悪化す
る可能性が指摘されるとともに本来の
目的である道路混雑の解消及び道路混
雑に起因する様々な問題解決が達成で
きない懸念もある。特に市内交通の渋滞
緩和に関してはまだ顕著な効果は現れ
ていない。バスをモノレール駅につなぎ、
モノレールとの連携を図ることで両者
の共存を目指すとともに交通渋滞が緩
和されるものと県民は期待している。
他方、「ゆいレール」の開業に合わせた
民間のビジネスは活発に展開している。
すでに東横インなどの比較的低廉な利
用料金のバジェット型ホテル（駅前ホ
テル）建設がモノレールの沿線で進ん
でおり、個人の観光客やビジネス客を
取り込んでいる。また、大型スーパーが

「ゆいレール」の開業に合わせて「パー
クアンドライド」を実施している。こ
れは同店の駐車場1,800台分を有効活
用しようというもので、「ゆいレール」の
定期券を持っている顧客が同店の発行
する1万円分の商品券を購入すると、平
日限定で駐車場を1カ月間自由に使用で
きるものであり、顧客の拡大をねらった
ものである。さらに那覇市は「ゆいレ
ール」からの景観を整備するため、モ
ノレール駅のプラットホーム及び運行
車両から屋上が見える建物の屋上緑化
にかかる防水工事・植栽工事やプラン
ター類設置工事に助成金を支出してい
る。このように「ゆいレール」は道路
交通渋滞の緩和だけではなく、沿道の街
作りや観光振興或いは新しいビジネス
チャンスの創出など新たな地域開発に
大きな役割を果たすものと期待され、す
でにその一部が具体化しつつある。
沖縄県では平成14年に策定した「沖
縄振興計画」及び「沖縄県総合交通体
系基本計画」においてモノレール駅周
辺の交通結節点の整備の推進及び新た
な軌道系交通システムの導入やモノレ
ールの延伸・パークアンドライド導入に
向けた駐車場整備の検討等を図るもの
としており、沖縄に60年ぶりに復活し
た鉄道が市民の足として定着するとと
もに今後さらに発展し、沖縄の街作りに
大きく貢献することが期待されている。

（株）国建 土木設計部
松苗良幸

O  K  I  N  A  W  A
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平成16年

五団体共催新年賀詞交歓会開催
■開催日／平成１６年１月９日（金）
■場　所／博多全日空ホテル2Ｆ　万葉の間

平成15年度

ボウリング大会開催
■開催日／平成１６年１月２３日（金）
■場　所／福岡会場　博多スターレーン

平成15年度

RCCM資格試験合格者発表
■発表日／平成１６年３月１日（月）

■発表方法／本部ホームページに掲載、支部事務局に掲示

事務局からのお知らせ

行事報告＆予定

I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N
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谷崎 小澤 岡田
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