


世界では、6月28日のイラク暫定政府への主権委譲によって、最大の課題である治安回復がな

るか注目を集めています。またわが国では、7月11日に年金改革問題、自衛隊のイラク多国籍軍

への参加の是非などを争点とする、参議院選挙がおこなわれました。その結果小泉政権は、自民

党が勝敗ラインに設定していた改選議席51議席を割り込みました。その反面民主党は、改選38

議席を大きく超え、50議席と躍進しました。

私たちの職域代表である脇議員は、十分な集票とはいえませんが、4位で当選されました。皆様

の支援に感謝するとともに、先生の今後ますますのご活躍を期待したいと思います。

昨年8月の支部だよりの、支部長からのご挨拶で「塩川財務相は7月9日（水）の記者会見で、04

年予算の概算要求基準について、公共投資関係費を３％以上削減すると表明しました。私はこれ

では、日本の財政はいつまで経っても回復しないと思います。まだまだ整備されていない、良質

の社会資本を整備することで、一度財政を立て直し、しかる後に改革にのぞむべきです。」と書

きました。このことは、1年経った現在でも、全く変っていません。(社)九州･山口経済連合会主催

の、天神の都久志会館で6月8日に行われた、政治評論家森田実氏の特別講演「時代を斬る」―日本

再生のために何が必要か―を聴き、むしろ我が意を強くしました。

現在アメリカの近代経済学の主流となっているフリードマンの自由放任主義経済学では、わが

国の経済回復は果たし得ないと思います。一部の輸出産業やＩＴ産業による景気回復の兆しは見

られるものの、財政投資や公共事業による雇用の拡大を図らねば、本格的景気拡大にはつながら

ないと思います。ただしその際、単なる従来型の公共投資ではなく、現在の国民のニーズに沿っ

た、国民の賛同の得られるもので無ければなりません。たとえば緊急渋滞対策や、電線の地中化

による景観対策などです。これから、05年度予算の概算要求が始まります。地方の活性化のため

には公共事業を積極的に行うべきだと訴えていこうではありませんか。

今年も去る6月30日に、恒例の建設コンサルタンツ協会と、九州地方整備局、各県および政令

市との意見交換会が成功裏に実施されました。今後は九州支部と、各県および政令市との意見交

換会がもたれます。会員皆様のご協力をおねがいします。

■支部長からのご挨拶

（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／太田 達雄〈（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／久米 雅成〈（株）東京建設コンサルタント〉 

河川・ダム技術委員会 
■委 員 長／是枝  伸和〈（株）建設技術研究所〉 
■副委員長／太郎良菊憲〈第一復建（株）〉 

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

講師派遣委員会 
■委 員 長／渡辺 英夫〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 
■副委員長／武林 和彦〈中央コンサルタンツ（株）〉 

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／千々岩浩巳〈第一復建（株）〉 

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／中 山  元〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 

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〉 
■副委員長／高野 徳義〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 

技術士対策委員会 
■委 員 長／中岡 貴夫〈（株）福山コンサルタント〉 
■副委員長／仲 澤  清〈西日本技術開発（株）〉 

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／上田 浩章〈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／今 村 幹 事 
　　 〃　　　原田（卓）幹事 
　　 〃　　　福 田 幹 事 
　　 〃　　　   木 幹 事 
　　 〃　　　大 坪 幹 事 
■委　　員／幹 事 全 員 

対外活動部会 

■部 会 長／宮 本 幹 事 
■副部会長／古 川 幹 事 
　　 〃　　／下 田 幹 事 

技術部会 

■部 会 長／宮崎（良）幹事 
■副部会長／黒川幹事 

研修部会 

■部 会 長／河 上 幹 事 
■副部会長／古 川 幹 事 

広報部会 

■委 員 長／針貝副支部長 
■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／針貝副支部長、今村副支部長、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16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

今 村 瑞 穂 ：（株）建設技術研究所九州支社

常務取締役支社長

常任幹事／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

河 野 義 憲 ：サンコーコンサルタント（株）九州支店　支店長

：新構造技術（株）九州支店　支店長

宮 崎 良 典 ：第一復建（株）取締役業務推進本部長

原 田 健 作 ：西日本技術開発（株）常務取締役土木本部長

古 川 保 和 ：日本技術開発（株）九州支社

執行役員支社長

黒 川 邦 夫 ：日本工営（株）福岡支店　支店長

河 上 泰 則 ：復建調査設計（株）福岡支社　支社長

下 田 義 文 ：八千代エンジニヤリング（株）九州支店

取締役支店長

：西日本コンサルタント（株）取締役技術部長

大 坪 邦 彦 ：（株）宮崎産業開発　代表取締役

福 田 光 一 ：大福コンサルタント（株） 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
村 上 　 健 ：千代田コンサルタント九州支店　執行役員支店長

顧　　問／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

山 田 益 司 ：（株）オリエンタルコンサルタンツ九州支社

執行役員支社長

対 外 活 動 委 員 長／ ：第一復建（株） 技術開発室次長

企業・技術者評価検討委員長／柴 田 貴 徳：（株）福山コンサルタント　

本社事業部長

予備設計等上流業務検討委員会／上 村 俊 英：（株）建設技術研究所九州支社

河川部次長

標準工期検討委員長／金 井 秀 平：（株）建設技術研究所九州支社

技術統括部副参事

事 務 局／小 澤 　 豊 ：（社）建設コンサルタンツ協会九州支部　事務局長
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■日　時／平成16年5月18日（火）
15:00～17:30

■場　所／ホテルセントラーザ博多3F 花筐の間
■プログラム
1. 開会の辞
2. 支部長挨拶
3. 議長選出
4. 議事録署名人選出
5. 議案
第一号議案 平成15年度事業報告
第二号議案 平成15年度決算報告及び監査報告
第三号議案 平成16年度事業計画（案）審議
第四号議案 平成16年度予算（案）審議
第五号議案 役員の改選（案）審議

6. その他報告
1）部会等運営要領（案）
2）支部組織（案）と業務分掌

7. 議長退任
8. 新入会員の報告
9. 平成16年度新役員の紹介
10. 閉会の辞
懇親会　18:00から

平成16年度

通常総会
general meeting
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■日　時／平成16年6月30日（水）
15:00～17:00

■場　所／博多全日空ホテル 2Ｆ「万葉の間」
■プログラム
1. 開会
2. 挨拶
建設コンサルタンツ協会　石井弓夫　会長
九州地方整備局　　　　　岡山和生　局長

3. 出席者紹介（出席者名簿参照）
4. 意見交換
協会本部からの要望と提案主旨説明
1）多様な業務への活用
2）建設コンサルタントの選定
3）設計・報酬・積算体系の確立
4）品質の向上とエラー防止
5）経営基盤の安定とコンプライアンス経営

「中期行動計画」、パンフ「美しい国づくりをみんな　
の力で」の説明
協会支部からの要望と提案主旨説明
1）継続事項に関する要望の骨子
2）新規事項に関する意見・要望の骨子
協会（本部及び支部）からの説明に対する回答

田中慎一郎 企画部長
自由討議 田中慎一郎 企画部長
九州における社会資本整備（九地整）の方向について

田中慎一郎 企画部長
5. 閉会 山口一弘 九州支部長

■出席者名簿
国土交通省 九州地方整備局 局長岡山 和生

副局長 岩瀧 清治　　

企画部長 田中慎一郎　　

建政部長 久保田 勝　　

河川部長 川　 正彦　　

道路部長 岡本 博　　

港湾空港部長 東　 俊夫　　

総務部契約管理官 田形 平　　

企画部技術調整管理官

建政部建設産業調整官 津曲幹雄（当日欠席）

河川部河川情報管理官 是沢 毅　　

道路部道路情報管理官 石橋 彦實　　

道路部特定道路工事対策官 宮本 晴邦　　

企画部技術管理課長 久保 朝雄　　

建政部計画・建設産業課長 二橋 宏樹　　

企画部技術管理課長補佐 志賀 浩二　　

建政部計画・建設産業課長補佐 上原隆二郎　

福岡県 土木部長 廣瀬 輝　

〃　 土木部企画課技術管理係長 小路 智　

佐賀県 県土づくり本部建設技術課技術監川原 明　

長崎県 土木部理事 上野進一郎　

〃　 土木部技術情報室課長補佐田浦 峰星　

熊本県 土木部土木技術管理室長山内 稔　

大分県 土木建築部建設政策課長入江 勇三　

宮崎県 土木部技術検査課長 山田 康夫　

〃　 土木部技術検査課主幹兼土木情報係長木下 啓二　

鹿児島県 土木部技術管理課長 郡山 博昭　

北九州市 建設局長 南立 朝彦　

〃　 建設局道路部長 吉田 俊幸　

福岡市 土木局長 武政 功　

〃　 下水道局河川部技術管理課長 友納 達雄　

平成16年度

意見交換会
idea exchange meeting
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総務部会の活動内容を充実させるために、
所属各委員会は下記の事業を行います。

総務委員会
総務委員会は会員会社社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に以下のこと
を行います。
（1）事務部門研修会の開催
（2）事務局のバックアップ
（3）支部の月次決算・年次決算書類の作成
（4）支部総会の開催
（5）会員名簿の作成及び発行
（6）支部部会・委員会合同新年会の開催

厚生委員会
厚生委員会は会員会社社員の健康増進と文化教

養活動の一環に資することを目的として、以下のことを
行います。
（1）軟式野球大会の開催

（2）ソフトボール大会の開催
（3）ボウリング大会の開催（福岡地区、大分地区、宮

崎地区、鹿児島地区同時開催）
（4）運動会中止に伴う代替イベントの企画・検討
（5）各行事幹事の決定手続きと行事運営規定の

明文化

規約委員会
規約委員会は、引き続き以下のことを行います。

（1）役員改選適格要件の修正
（2）その他支部協会活動に必要な規定、細則、運営

要領等の整備

特命委員会
特命委員会は以下のことを行います。

（1）平成16年11月開催予定のRCCM資格試験への
支援活動

（2）RCCM登録更新講習会の支援
（3）その他総務部会が必要とする作業

平成16年度の対外活動部会及び所属する3委
員会の活動方針を下記のように実施します。

対外活動部会
■建設コンサルタンツ協会意見交換会
本部作成の「建設コンサルタントの要望と提案」

に九州支部としての意見を加えて意見交換会を行
います。
■九州支部と地方自治体との意見交換会
上記意見交換会の結果報告に加え、土木行政全般

について意見交換会を実施します。九州7県、2政令指
定都市を対象に、地元の会員も参加して行います。

対外活動委員会
平成15年度は他県との実務者意見交換会は実現

できませんでしたが、福岡県との実務者意見交換
会の実績を踏まえ、再度九州各県に対してヒアリ
ングを行い、発注者とのパートナーシップの確立
を図ることとします。この時、協会の意見交換会と
連携して問題解決を図るよう検討します。

防災委員会
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や実際の災害に備えた組
織体制の維持を行っていきます。
（1）7月～9月に委員会を開催し、本部からの情報収集

や各委員との意見交換をします。
（2）9月に全国規模の防災演習を実施します。

企業・技術者評価に関する検討委員会
（1）4月に第7回委員会を開催。今後の取り組みに

ついて意見交換するとともに、九州地方整備局
との実務者懇談会の課題を検討します。

（2）5月、9月、12月に九州地方整備局との実務者　
懇談会を行います。

（3）その間9月～11月に九州地方整備局、各自治体　
（9団体）、建コン本部等との意見交換会を行います。

（4）12月に第8回委員会を開催し、意見交換を行い
ます。

（5）2月に16年度のとりまとめを行います。

平成16年度各部会事業方針
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総務部会

対外活動部会



前年度に引続き技術部会の活動をさらに活
発にすることとし、平成16年度は下記の事
業を行います。

河川・ダム技術委員会
国土交通省との技術意見交換会、地方公共団体との
技術交流会、検討会・研修会活動への参加支援、見積
り対応、その他

道路・橋梁技術委員会
国土交通省との勉強会、技術意見交換会、技術支

援・検討会および各種検討会、地方公共団体との技術
交流会、外部学術団体との合同研究会、見積り対応、
その他

講師派遣委員会
国土交通省・地方公共団体等の技術職員研修会へ
の講師派遺依頼に対する支援活動の実施

CALS／EC委員会
建設CALS／ECに関する最新情報の収集およぴ地方
自治体を含めた制度普及に関する問題点の収集把
握・対策の情報伝達

品質向上委員会
（1）成果品の品質向上のための継続的改善施策

●日　時／適時開催する

仮設構造物チェックポイント作成および整理
（2）大分県、鹿児島県、官崎県において構造物およぴ
仮設構造物チェックポイント説明会
●日　時／平成16年5月～9月頃
●場　所／大分県、鹿児島県、官崎県のコン　

サルの会議室
（3）建コン本部「品質セミナー」開催支援

●日　時／平成16年10月下旬
●場　所／天神ビル11F 10号会議室
●内　容／品質セミナー（エラー防止のために）
●日　時／平成16年11月中旬
●場　所／天神ビル11F 10号会議室
●内　容／品質セミナー

「建設コンサルタントと建設マネジメント」
（4）福岡県技術研修

●日　時／平成16年7月28日

予備設計等上流業務の業務内容に
関する検討委員会
国土交通省・自治体との意見交換内容等を踏まえ
て、予備設計等上流業務における標準以外の作業（非
定型作業）について、項目・フローなどを整理し、発注
者への提案事項等をとりまとめる。
（1）非定型作業の整理
（2）予備設計等上流業務フローの整理
（2）課題等の整理（発注者への提案等）

6

技術部会
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平成16年度における研修部会の事業は、
下記の通り計画します。

河川・ダム研修委員会
過年度の活動状況、会員の要望・アンケート調査結
果や、道路・橋梁委員会との連携を踏まえ、会員の技術
向上、交流支援を目的とし、充実した効果的な活動を展
開します。活動の内容は、これまでの実績及び評価から、
過年度と同様の活動を主とし、以下の通りとします。
（1）講演会、研修会／建設事業全般に関わる行政、新　

技術、タイムリーな話題、問題点等をテーマとし
て提供する。
●名　称／河川技術講演会
●主　催／（社）建設コンサルタンツ協会

九州支部研修部会
●後　援／国土交通省九州地方整備局
●期　日／未定（例年9月頃開催）

（2）現地見学会／実際の工事現場を見学し、設計と工事の
関わりを通して、技術者としての見識の向上を図る。
●名　称／現地見学会　
●場　所／佐賀県の中木庭ダムの施工現場、及ぴ国

土交通省武雄河川事務所管内における河
川関連工事の実施例を対象とする予定。

●期　日／未定（例年11月頃実施）
（3）勉強会／専門性のある小規模な講演、意見発表、

意見交換会
●テーマ／未定（講師の選任を含む）
●場　所／未定（（株）建設技術研究所会議室での

開催予定）
●期　日／未定（年間3回程度を予定）

道路・橋梁研修委員会
過年度の活動状況、会員の要望・アンケート調査結
果や、河川・ダム委員会との連携を踏まえ、会員の技術
向上、交流支援を目的とし、充実した効果的な活動を展
開します。活動の内容はこれまでの実績及び評価から、
過年度と同様の活動を主とし、以下の通りとします。
（1）講演会、研修会／建設事業全般に関わる行政、

新技術、タイムリーな話題、問題点等をテーマ
として提供する。
●名　称／道路・橋梁技術講演会、共催技術研修会
●主　催／（社）建設コンサルタンツ協会・九州支部・研修部会
●後　援／国土交通省九州地方整備局、自治体・

土木部、社）橋建協、社）PC建協、その他
●期　日／未定（例年、主催講演会は9月、共催研

修会は7～10月頃開催）

（2）現地見学会／実際の工事現場を見学し、設計と工
事の関わりを通して、技術者としての見識の向上　
を図る。
●名　称／主催現地見学会、共催見学会
●場　所／末定（橋梁、トンネルに関連する工事中

の現場、及び実施例を対象とする。）
●期　日／未定（例年10月および11月頃実施）

（3）勉強会／リカレント教育をメインにした勉強会
●テーマ／未定（講師の選任を含む）
●場　所／未定　
●期　日／未定（年間6回程度を予定）

技術士対策委員会
会員技術者の技術士取得を目的とした受験指導活動
を下記の如く実施する予定です。なお、1次試験対策と
して九州大学との連携を視野にいれている。
・技術士受験対策案内
・過去問題等の資料配布
・添削指導
・2次試験合格者の模擬面接

標準工期に関する検討委員会
平成13年度より3ヶ年で検討してきました標準工期

（案）は、平成15年にひととおり完成することができ
ました。内容は道路、構造物、水工河川の各部門のう
ち履行頻度が高く標準的な歩掛りが適用できる業務
について10ケースを選定し、標準フローチャート、工
程、工期算定式の3点セットで構成されております。
この結果を基に10月から12月には、九州各県や政
令指定都市との意見交換会をおこないました。その結
果、適正な工期の設定は発注者も強く要望するところ
で改善するための提案を望む声とともに標準工期（案）
や支部会員の意見に賛同して頂くことができました。
しかし、平成14年に国土交通省から発注金額をベ
ースにした工期算定式が公開されております。当委
員会が提案する算定式は、業務フローチャート・標準
工程表・工期算定式と一体となっており業務の流れ
に沿った今回の算定式が採用されることを望みます。
今後は九州地方整備局への説明と協議をおこない
ながら、この工期に関する活動を全国レベルに広めて
いきたいと考えています。
研修部会の4委員会は、平成16年度において、以上
の活動を実施致します。

研修部会
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平成16年度夢・アイデア企画委員会は、以
下の事業を計画します。

平成16年度の事業目標
平成16年度の夢・アイデア企画委員会事業目標は、
過去2年の実績をもとに、シンポジュームなどの開催
に向けた活動を積極的に展開し、産・官・学・市民が
一体となった活動を通して、建設コンサルタンツ協会
が新しい発想で社会資本整備に貢献していることを、
一般市民にアピールしていきたいと考えています。

委員会運営方針
平成16年度、夢・アイデア企画委員会は、以下の事
業を計画します。
（1）審査委員会

平成16年4月14日に、本審査会を開催。
（2）表彰
1.表彰式
平成16年5月18日の支部総会において表彰。

（3）応募作品の公表
1.論文集の作成
平成15年度と同様な論文集（VOI.2）を作成し、関

係機関、協会員、応募者等に配布します。製本部数は、
約2,000部程度を計画しています。

2.その他
・シンポジウム又は座談会の開催に関する検討を
行います。
・機関誌および業界紙等への掲載に関する検討を行います。
・応募作品の概要をまとめた小冊子の編纂を検討します。

（4）優秀作品の具体化
1.アイデアの具体化
優秀作品に関しては、図化あるいは企画書のかた
ちにして、建コン技術部会との連携により実現に向
けた検討を行います。
2.国や地方自治体等に対するはたらきかけ
実現化の可能性があるアイデアに対しては、国や
地方自治体等に対して実現化に向けたはたらきか
けを行います。

（5）平成16年度の募集活動
過去2年の活動実績をもとに平成16年度のテーマ
を決定し、募集活動を行います。新しい取り組みに
関しても検討を行います。

平成16年度も前年度に引続き、独占禁止法の主旨徹底と会員への支援のために以下の項
目を実行します。
（1）独占禁止法遵守のための講習会を年1回以上開催すること。
（2）毎月特別委員会を開催し、必要な情報交換と重要課題に対する取組み方について審議すること。
（3）会員会社の独占禁止法に関する相談に応じること。
（4）独禁法遵守の環境整備に関する検討を進めること。

夢・アイデア
企画委員会

独占禁止法に
関する
特別委員会

平成16年度広報部会は以下の事業を計画します。

広報委員会
（1）若手社員交流会の開催

テーマは広報委員会の中で議論し、極力若手社
員のニーズや啓蒙に寄与できるものとします。

（2）土木の日への参加
土木学会西部支部主催の土木の日イベントヘ建
設コンサルタンツ協会九州支部のブースを出展し
協会のPR活動に努めます。

（3）建設技術フェアの対応
毎秋、国土交通省により開催されているフェア
について、16年度よりシンポジウム形式（建設技
術フォーラム）に変更される予定とのことである
が、協会としての参加を計画します。

（4）その他行事等への参加
要請があるイベントについてその意義を検討し
た上で参加します。

編集委員会
（1）広報用小冊子作成

広報用小冊子「お父さんは建設コンサルタント」
の第2弾として新たな小冊子を発行します。
対象を一般住民、学生、小中学生とし、建設コンサ
ルタントの役割、現状等をわかりやすく説明する
ものとします。

（2）広報誌（支部だより）の発行
年2回の発行により、協会活動報告、地域の状況
報告等を行います。

（3）ホームページの管理
協会組織図の更新、支部だよりのバックナンバ
ー掲載等内容更新を行います。また会員間の情報
交換の場としての活用を図ります。

その他
夢・アイデア委員会等、他部会・委員会との情報交換
を活発にし、協会の広報活動のあるべき姿を検討します。

広報部会



対外活動委員会
■対外活動委員会の過去3年間の総括
（福岡県との過去2回の実務者意見交換会における成果）
1.発注者・コンサルタント両者の意向を明確にした。
2.両者が一体となって実施する主な施策と対応策
について方向性をしめした。

3.対応策の実行には至らなかった。（他県との実
務者意見交換会は実施に至らなかった。）

防災委員会
※前号（Vol.17）で報告済。

企業・技術者評価に関する検討委員会
※前号（Vol.17）で報告済。

9 支部だより BRANCH OFFICE INFORMATION

対外活動部会

総務委員会
■事務局のバックアップ
毎月月次決算の照査を行い、15年4月に年次決算書類
を作成し、監査後、支部総会への提案・説明を行った。
■その他
平成16年1月20日、支部部会・委員会合同新年会を開催。

厚生委員会
■第25回軟式野球大会
●日　時／平成16年6月6日（金）、7日（土）
●場　所／福岡厚生年金スポーツセンター

なまずの郷総合運動公園
前年度準優勝である日鉄鉱コンサルタント

（株）に幹事を務めて頂き、33社の参加を得て
実施した。結果は以下の通り。

優　勝／アジアエンヂニアリング（株）
準優勝／日鉄鉱コンサルタント（株）
3 位／西日本コンサルタント（株）
4 位／基礎地盤コンサルタンツ（株）

■ボウリング大会
平成16年1月23日（金）に開催。今年度は、福

岡地区のみでの実施。参加者数は22チーム88名
でした。結果は次の通り。

優　勝／（株）東京建設コンサルタントB
準優勝／福山コンサルタント（株）
3 位／西日本技術開発（株）A
当日賞／（株）東京建設コンサルタントA
ブービー賞／（株）総合エンジニアリングB
個人賞
優　勝（男性）／重松 栄児 氏

（（株）東京建設コンサルタント）
優　勝（女性）／許山 淳子 氏

（西日本技術開発（株）・事務局）
その他個人賞は省略。

規約委員会
■常任幹事改選に伴う資料作成
■組織規定（部会、委員会）等、現規定の修正
■役員改選の適格要件の検討

特命委員会
■平成15年度RCCM資格試験の支援
■平成15年度RCCM登録更新講習会の支援
■支援体制の定着

平成15年度各部会活動報告（半期の活動を報告します。）

総務部会
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河川・ダム技術委員会
※前号（Vol.17）で報告済。

道路・橋梁技術委員会
■国土交通省事務所における技術支援・検討会
●北九州国道事務所（開催期間 l月～2月）

講師派遣委員会
■国土交通省九州地方整備局技術職員研修
●日　時／平成15年9月10日
●場　所／九州技術事務所研修所
●派遣講師人数／1名

IS0.CALS／EC委員会
■建コン本部CALS／EC支部連絡会議
（H15年度第3回）
●日　時／平成16年2月19日
●場　所／建設コンサルタンツ協会7F会議室
●参　加／2名（委員長、委員）

品質向上委員会
※前号（Vol.17）で報告済。

予備設計等上流業務の
業務内容に関する検討委員会
※前号（Vol.17）で報告済。

技術部会



広報委員会
■「土木の日」イベント参画
●日　時／平成15年10月26日
●場　所／海の中道海浜公園。
●出展内容／パソコンを使用した土木クイズが中心。

その他パネル展示。景品の「あめのつ
かみ取り」は好評。天候にも恵まれた。

■建設技術フェア出展
●日　時／平成15年10月16日、10月17日
「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、ビデオ放映のブースを出展。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た。

■若手社員交流会
●日　時／平成15年2月23日
●出席者／54名
下記の講演会の実施。その後懇親会。

●講　演／「人間関係に必要なエッセンスとコ
ミュニケーション」～双方にとって気
持ちのよい対応や心豊かな話し方～

●講演者／野村 ひとみ氏（教育コンサルタント）講
演の後、参加者を含めて討論を行った。

編集委員会
■広報誌（支部だより）の発行

年2回支部だよりを発行し、協会活動の報告、
新規会員の紹介を行うとともに、会員より提供さ
れた地域の話題を掲載した。

■ホームページ（H.P）の更新、維持
HPの内容更新（会員名簿、組織図、活動記録
等）を行った。また支部だより、広報用小冊子
を新たに内容として付け加えた。

■広報用小冊子作成準備
次年度発行予定の小冊子の内容、発行スタイ
ル等について検討を行った。

■独占禁止法に関する特別委員会の開催
※第1回～8回は前号（Vol.17）で報告済。
第9回　平成15年12月16日（火）
九州支部会員のコンプライアンスプログラム作
成状況報告。
第10回　平成16年1月20日（火）
常任幹事会討議時間の延長により当委員会の

開催を中止した。
第11回　平成16年2月17日（火）
独禁法コンプライアンスプログラムについて

本社会社1社追加策定のあったことを報告。
第12回　平成16年3月16日（火）
独禁法改正の最終案を踏まえた支部会員の取り
組みについて討議
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広報部会

独占禁止法に
関する

特別委員会



■応募論文のまとめ、企画委員会評価、独　
自性の確認

1月31日 : 応募締め切り（応募件数：64件）
公益事業申請（平成16年度事業として）審査委員
会に向けての準備（審査委員会：4月14日）
3月10日 : 渡邊審査委員長と審査方法に関する打合せ
●活動時期／平成16年2月1日～平成16年3月31日

12

◆最優秀賞
最優秀賞の尾方さんと渡邊審査委員長

建コン本部表彰を受けた夢アイデア企画委員会（&事務局）

◆優秀賞
「自転車にもっと乗りたい!」
柴田さん家族

夢・アイデア
企画委員会
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レクリエーション

平成16年度（社）建設コンサルタンツ協会 九州支部

2 6 æ fi æ
●大会結果（参加29チーム）

優　勝／アジアエンヂニアリング（株）
準優勝／国際航業（株）
第三位／（株）三洋コンサルタント
第四位／西日本技術開発（株）

優　勝／アジアエンヂニアリング（株）
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新技術開発 株式会社
■代表者／代表取締役

井之口 政次郎
■所在地／〒890-0006

鹿児島市若葉町16-1
TEL 099-220-1850
FAX 099-220-7476

■役職員数／技術/25名
（内技術士 1名、RCCM 13名）
事務/2名　計27名

■本　社／〒890-0006
鹿児島市若葉町16-1
TEL 099-220-1850
FAX 099-220-7476

■設　立／昭和57年12月17日
■資本金／10,000千円
■役職員数／技術/26名

事務2名 合計28名

第2回事務部門研修会
開催日：平成16年8月4日（水）

場　所：福岡朝日ビル会議室

平成16年度大規模災害対応演習
開催日：平成16年9月1日（水）

「中期行動計画」説明会
開催日：平成16年9月3日（金）
場　所：天神ビル会議室

河川技術講演会
開催日：平成16年9月7日（火）
場　所：八重洲博多ビル会議室

道路橋梁技術講演会
開催日：平成16年9月29日（水）
場　所：福岡朝日ビル会議室

平成16年度独占禁止法研修会
開催日：平成16年10月6日（水）
場　所：福岡県中小企業振興センター

第25回ソフトボール大会
開催日：平成16年10月15日（金）
場　所：雁ノ巣レクリエーションセンター

品質セミナー「エラー防止のために」
開催日：平成16年10月28日（木）
場　所：天神ビル１０号会議室

品質セミナー「マネジメントシステム」
開催日：平成16年11月22日（月）
場　所：天神ビル10号会議室

道路・橋梁研修委員会勉強会
講座１：8月21日（土）、9月4日（土）、9月11日（土）

講座２：8月28日（土）、9月18日（土）
講座３：9月25日（土）、10月2日（土）
講座４：10月16日（土）、10月23日（土）、

10月30日（土）、11月6日（土）
場　所：博多ビル会議室

九州建設技術フォーラム2004 in 北九州
ポスターセッションに出展
開催日：平成16年10月7日（木）～8日（金）
場　所：北九州国際会議場

RCCM登録更新講習会（福岡）
開催日：平成16年10月21日（木）
場　所：シーホーク

平成16年度RCCM資格試験実施
開催日：平成16年11月14日（日）
場　所：福岡教育大学

九州各県および政令指定都市と
の意見交換会
大分県との意見交換会
開催日：平成16年9月30日（木）
場　所：大分県内
備　考：11月下旬までに各県および政令指定

都市と順次開催予定

その他（日時未定）
河川・ダム勉強会（第２回、第３回）

※日程は変更する場合があります。また、行事
のご案内は、随時お知らせいたします。

事務局からのお知らせ（報告・予定）

Report
報 告

Plan
予 定

News
協会新入会員の

紹介
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