


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、アメリカ大統領も引き続きブ

ッシュということになりました。また、一昨年は年末になってフセイン元大統領の身柄拘束というビッグニュ

ースがありましたが、昨年もまた、年末になってインド洋の大津波という大災害が発生しました。国内では台

風中越地震と、内外共に自然災害の多い一年でした。

今年は穏やかで良い年であるよう願うものですが、一番関心のある経済問題についてみると、内閣府の

2005年1月19日公表の、月例経済報告によると、「先行きについては、国内民間需要の増加が続いており、

世界経済の着実な回復に伴って、景気回復は底堅く推移すると見込まれる。一方、情報化関連分野でみられる

在庫調整の動きや為替レート、原油価格の動向等には留意する必要がある。」とあります。国内需要は伸びても、

公共事業の拡大は望めず、今年も厳しい年になりそうです。

さて、わたしども建設コンサルタンツ協会は、昭和38年設立以来42年目を迎えることになります。建設コ

ンサルタントの業績が認められるようになり、ようやく経営基盤も確立されたと思われる平成元年5月、建設

コンサルタントビジョン研究会（座長中村英夫教授）から「建設コンサルタント中長期ビジョン（ATI構想）」の

答申がなされました。これは、魅力に満ち（Attractive）、技術を競う（Technologically spirited）、独立し

た（Independent）知的産業と位置付けされたものでした。

その後21世紀を迎え、社会情勢が大きく変革したため、建設コンサルタンツ協会新ビジョン特別委員会が

設けられ、平成15年5月「建設コンサルタント21世紀ビジョン改革宣言」を策定し、5つの構造改革「〇1 新し

い領域の開拓と拡大 〇2 企業配置の再編 〇3 技術競争市場の形成と技術開発 〇4 組織主体から技術主体への転換

〇5 企業倫理、技術者倫理の堅持」が必要であると示されました。また、平成16年5月には、改革に向けた中期

行動計画として「4つの行動計画」が示され、建設コンサルタント業務環境の変革の中にあって、新しいビジョ

ンに向けての行動が始まろうとしています。平成17年は、21世紀の建設コンサルタントのあるべき姿に向か

って、行動が起こされる年だと考えます。

私ども九州支部でも、新しいコンサルタントに相応しい事業に、取り組んでまいりたいと思います。引き続

き会員各位の力強い支援をおねがいします。

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。

■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／千々岩浩巳〈第一復建（株）〉 
■副委員長／金 井 秀 平〈（株）建設技術研究所〉 
■副委員長／斉 藤  浩〈（株）オリエンタルコンサルタンツ〉 

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〉 
■副委員長／小路永浩美〈（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〉 
■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 

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 

■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 

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） 代表取締役会長

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　

執行役員 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）常務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　執行役員 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

安 水 節 ：（株）建設技術コンサルタンツ　代表取締役
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総務委員会活動報告
■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
参加者／71名
講　師／（株）アールアンドディセキュリティ　　

両角増三氏
テーマ／建設コンサルタント業務における瑕疵　

責任について　
～成果物の瑕疵による損害賠償の実例と問題点～

■第3回事務部門研修会
開催日：平成16年11月10日（水）
場　所：八重洲博多ビル
参加者：31名
講　師：スミセイ損害保険（株）

法人統括本部担当部長　速水忠洋氏
テーマ：役員の責務と株主代表訴訟・第三者訴訟

の実態と対策
～増加する役員訴訟に対処するために～

厚生委員会活動報告
■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
参　加／27チーム
結　果／優　勝　アジアエンヂニアリング（株）

準優勝　宮崎県部会チーム
第3位　西日本技術開発（株）
第3位 （株）三洋コンサルタント

規約委員会活動報告
■九州支部役員選出内規について
見直し検討（Ｈ16.7～Ｈ16.12）

特命委員会活動報告
■RCCM登録更新講習会の支援

開催日　平成16年10月21日（木）
場　所　シーホーク
参加者　午前280名、午後319名

■RCCM資格試験の支援
実施日　平成16年11月14日（日）
場　所　福岡教育大学
受験予定1,337名、当日受験者804名
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優勝：アジアエンヂニアリング（株）
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■第3回九州地方整備局との
実務者意見交換会
開催日／平成16年9月14日（火）
場　所／事務局会議室
参加者／整備局側出席者　７名

建コン側出席者　10名

■第４回九州地方整備局との
実務者意見交換会
開催日／平成16年12月15日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／整備局側出席者　8名

建コン側出席者　9名

■地方自治体との意見交換会
〈大分県〉
開催日／平成16年9月30日（木）13：30～15：30
場　所／コンパルホール309会議室
参加者／県9名、支部21名
〈熊本県〉
開催日／平成16年10月22日（金）13：30～15：30
場　所／熊本県庁本館1階101会議室
参加者／県12名、支部12名
〈鹿児島県〉
開催日／平成16年11月4日（木）13：30～15：30
場　所／自治会館4F402号
参加者／県6名、支部23名
〈長崎県〉
開催日／平成16年11月10日（水）15：00～17：00
場　所／県庁本館5階A会議室
参加者／県8名、支部9名
〈宮崎県〉
開催日／平成16年11月12日（金）13：30～15：30
場　所／ホテルメリージュ3F鳳凰
参加者／県7名、支部18名
〈福岡県〉
開催日／平成16年11月18日（木）13：30～15：30
場　所／吉塚合同庁舎特5会議室
参加者／県15名、支部14名
〈佐賀県〉
開催日／平成16年11月24日（水）15：00～17：00
場　所／若楠会館
参加者／県4名、支部11名
〈福岡市〉
開催日／平成16年11月29日（月）13：30～15：30
場　所／天神ビル11階5号会議室
参加者／市6名、支部11名

〈北九州市〉
開催日／平成16年12月22日（水）14：00～16：00
場　所／市役所9階91会議室
参加者／市11名、支部12名

対外活動委員会
■対外活動委員会 第1回打合せ
開催日／平成16年6月25日（金）
場　所／事務局会議室
参加者／7名
備　考／福岡県との実務者意見交換会の下協議

■対外活動委員会 第2回打合せ
開催日／平成16年8月23日（月）
場　所／福岡県庁
参加者／3名
備　考／実務者意見交換会の下協議

■対外活動委員会 第3回打合せ
開催日／平成16年9月3日（金）
場　所／事務局会議室
参加者／8名
備　考／福岡県との実務者意見交換会の下協議

■対外活動部会全体会議
開催日／平成16年12月13日（月）
場　所／事務局会議室
参加者／6名
備　考／活動報告・今後の活動予定・H17年度の

活動計画

防災委員会
■防災委員会
開催日／平成16年8月19日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／5名
備　考／H16年度防災演習のための準備

■平成16年度防災演習
開催日／平成16年9月1日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／10名、事務局
備　考／演習の実施

■対外活動部会全体会議
開催日／平成16年12月13日（月）
場　所／事務局会議室
参加者／6名
備　考／H16年度防災演習の反省会
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河川・ダム技術委員会
■技術部会 河川ダム技術委員会
開催日／平成16年5月13日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／12名
備　考／活動方針、委員長・副委員長の選任

■技術部会 河川ダム技術委員会　　　　
技術交換会意見アンケート
開催日／平成16年7月6日（火）～平成16年7月31日（土）
参加者／12名
備　考／集計取りまとめを行い、部会長へ

■技術部会 技術委員会委員長会議
開催日／平成16年12月9日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／2名
備　考／土木研究所との共催会議について

道路・橋梁技術委員会
■委員会 全体会議
開催日／平成16年6月16日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／13名
備　考／H15年事業報告・H16年活動計画

■技術支援・検討会
開催日／平成16年11月29日（月）～平成16年12月3日（金）
場　所／国土交通省 長崎河川国道事務所
参加者／11社 延べ100名
備　考／業務成果の検討

■道路構造物技術研修会
開催日／平成16年10月6日（水）～平成16年12月8日（水）
場　所／国土交通省 福岡国道事務所
参加者／講師8名・幹事3名
備　考／延べ4回

開催日／平成16年6月21日（月）～平成17年1月下旬
場　所／国土交通省 大分河川国道事務所
参加者／講師14名・幹事3名
備　考／延べ7回

開催日／平成16年9月23日（木）～平成17年2月23日（木）
場　所／国土交通省 熊本河川国道事務所

参加者／講師13名・幹事3名
備　考／延べ6回

開催日／平成16年10月6日（水）～平成16年12月16日（木）
場　所／国土交通省 延岡河川国道事務所
参加者／講師8名・幹事3名
備　考／延べ4回

■福北公社 橋梁耐震検討委員会
開催日／平成16年8月25日（水）～平成16年11月1日（月）
場　所／福岡北九州高速道路公社
参加者／委員2名
備　考／延べ2回

■合同研究会（PC建協）
開催日／平成16年5月25日（火）～平成16年11月18日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／委員7名・幹事3名
備　考／3つのワーキング・全体　述べ４回

CALS／EC委員会
■地方自治体の電子納品、電子入札の
実態調査（事前調査）
開催日／平成16年5月26日（水）
場　所／九州全県
参加者／10名(委員)

■CALS/ECに関する第1回委員会
開催日／平成16年6月10日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／10名(委員)

■福岡県電子入札に関する協議
開催日／平成16年7月1日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／田口委員長、千々岩副委員長

■GIS（地理情報システム）及び
電子納品に関する要望調査
開催日／平成16年7月12日（月）
場　所／支部参加121社
参加者／管理技術者、営業部門責任者
備　考／回答84社

技術部会

企業・技術者評価検討委員会
■メール会議
開催日／平成16年6月
備　考／1.15年度経過

2.16年度活動予定
3.平成16年度九州支部「要望と提案」に
ついてメールによる報告と意見交換

■第7回委員会
開催日／平成16年12月7日（火）
場　所／事務局会議室
参加者／5名
備　考／1.九州地方整備局、各自治体との個別

意見交換会結果
2.17年度九州支部「要望と提案」
3.今後の進め方等について報告と意見交換
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■CALS/ECに関する第2回委員会
開催日／平成16年8月5日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／9名(委員)

■第1回 九州地方CALS/EC推進協議会
開催日／平成16年9月8日（水）
場　所／第三博多偕成ビル4階会議室
参加者／田口委員長

■第1回 支部連絡会議
開催日／平成16年9月10日（金）
場　所／本部会議室
参加者／田口委員長、宮野委員

■CALS/ECに関する第3回委員会
開催日／平成16年9月17日（金）
場　所／事務局会議室
参加者／10名(委員)
備　考／委員長交代

■GIS講習会
開催日／平成16年10月12日（火）、13日（水）
場　所／福岡朝日ビル16号会議室
参加者／41名

■CALS/ECに関する第4回委員会
開催日／平成16年10月13日（水）
場　所／福岡朝日ビル16号会議室
参加者／10名(委員)

■CAD講習会
開催日／平成16年11月5日（金）
場　所／弘済会館4階会議室
参加者／千々岩委員長、斉藤副委員長
備　考／本部主催

■CALS/ECに関する第5回委員会
開催日／平成16年11月17日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／7名(委員)
備　考／福岡県内委員のみ

■第5回電子納品講習会
開催日／平成16年12月9日（木）
場　所／天神ビル10F会議室
参加者／71名、47社

■CALS/ECに関する第6回委員会
開催日／平成16年12月9日（木）
場　所／福岡朝日ビル16号会議室
参加者／10名(委員)

品質向上委員会
■第11回品質向上委員会
開催日／平成16年4月22日（金）
場　所／事務局会議室
参加者／14名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

■大分県品質セミナー
（題目：ミス事例および構造物のチェックポイント）
開催日／平成16年5月17日（月）
場　所／大分市内
参加者／46名
講　師／4名（杣委員長、中尾副委員長、谷川委員、

柴田委員）

■第12回品質向上委員会 全体会議
開催日／平成16年6月10日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／10名（杣委員長、委員）
備　考／福岡県技術研修事前協議

■福岡県および市町村職員技術研修
（題目：構造物と仮設構造物のミス事例およびチェックポイント）
開催日／平成16年7月28日（水）
場　所／福岡県建設技術情報センター
参加者／30名
講　師／6名（杣委員長、中尾副委員長、江口委員、

中元委員、伏婦委員、山本委員）

■第13回品質向上委員会 全体会議
開催日／平成16年8月18日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／14名（杣委員長、中尾副委員長、委員）

品質セミナー
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■鹿児島・宮崎品質セミナー
（題目：仮設構造物のミス事例およびチェックポイント）
開催日／平成16年9月27日（月）（宮崎）

平成16年9月28日（火）（鹿児島）
場　所／鹿児島・宮崎市内
参加者／鹿児島：51名、宮崎：44名

（内発注機関：8名）
講　師／5名（杣委員長、中尾副委員長、福山委員、

谷川委員、江口委員）

■大分県品質セミナー
（題目：仮設構造物のミス事例およびチェックポイント）
開催日／平成16年11月2日（火）
場　所／大分市内
参加者／29名
講　師／4名（杣委員長、谷川委員、江口委員、

福山委員）

■品質セミナー（エラー防止のために）
開催日／平成16年10月4日（月）
場　所／天神ビル10F 会議室
参加者／107名（コンサルタント：87名 発注機関：20名）

■品質・環境セミナー
（品質・環境マネジメント）
開催日／平成16年11月22日（月）
場　所／天神ビル10F 会議室
参加者／45名（コンサルタント：39名 発注機関：6名）

■第14回品質向上委員会 全体会議
開催日／平成16年12月8日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／11名（杣委員長、中尾副委員長、委員）
備　考／今年度の活動報告

予備設計等上流業務の業務内容に
関する検討委員会
■技術部会
開催日／平成16年6月4日（金）
場　所／事務局会議室
参加者／部会メンバー、上村委員長

■H16第1回 検討委員会
開催日／平成16年7月21日（水）
場　所／事務局会議室
参加者／宮本部会長、上村委員長、中山副委員長、

他委員8名
備　考／技術部会（H16.6.4）、意見交換会（H16.6.30）

の報告、H16年度の活動計画と作業分担

■H16第2回 検討委員会
開催日／平成16年10月7日（木）
場　所／事務局会議室
参加者／宮本部会長、上村委員長、中山副委員長、

帆足副委員長、他委員6名
備　考／第3回実務者懇談会報告、WG作業状況確認、

今後のスケジュール確認
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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 健也 河川計画課長）

(2) 自然再生事業の現状とこれから（九州大学大学院
工学研究院環境都市部門流域システム工学研究室
島谷 幸宏教授）

(3) 成富兵庫水利事業について（元 久留米大学教授
「水の会」主宰者 宮地 米蔵 氏）

開催日／平成16年10月6日（水）
場　所／八重洲博多ビル
参加者／97名

■現地見学会
(1) 嘉瀬川大井手堰（石井樋）
成富兵庫の土木遺構である石井樋の復旧工事
の見学

(2) 中木庭ダム
重力式コンクリートダムの建設現場の見学

(3) アザメの瀬
自然再生事業により湿地（氾濫原）を再生した
現場の見学

(4) 名護屋城跡
石垣でみる築城の変遷について現地学習

開催日／平成16年10月28日（木）、29日（金）
場　所／佐賀県佐賀郡大和町、鹿島市、

東松浦郡相知町、東松浦郡鎮西町
参加者／25名

■研修会
(1) 魚のすみやすい川づくりに関するいくつかの検討
（九州工業大学 鬼束 幸樹助教授）

(2) 九州大学新キャンパスにおける水循環系保全
への取組み～総合的な治水対策、地下水保全
対策～（九州大学 新井田 浩助教授）

(3) 都市水害とその予測手法について（長崎大学
川池 健司助教授）

開催日／(1)6月29日（火）(2)9月10日（金）(3)11月9日（火）
場　所／建設技術研究所会議室

（中央区大名2-4-12）
参加者／(1)43名 (2)24名 (3)15名

道路・橋梁研修委員会
■道路・橋梁講演会
(1) 最近の道路行政から
（国土交通省九州地方整備局 岡本 博 道路部長）
(2) 国土交通省の新技術への取り組み
（国土交通省九州地方整備局 神田尚樹 技術企画官）
(3) あなたの夢・アイデア募集について
（夢・アイデア企画委員会 針貝武紀委員長）
(4) 道路系アセットマネジメント【資料配布】
（（株）アイ・エス・エス 中村 祐司 代表取締役）
開催日／平成16年9月29日（水）
場　所／福岡朝日ビル B1会議室
参加者／94名

■橋梁建設現場見学
開催日／平成16年10月28日（木）
場　所／長崎県下
見学地／長崎方面（女神大橋･第二西海橋）
参加者／36名

■鋼橋技術講習会
開催日／平成16年8月3日（火）
場　所／天神ビル
参加者／55名
講　師／（社）日本橋梁建設協会
内　容／・新しい鋼橋紹介

・コスト縮減について
・防錆・防食について

■リカレント教育 I
開催日／平成16年8月21日（土）～9月11日（土）
場　所／博多ビル
参加者／36名
講　師／九州大学 大塚 久哲教授
内　容／耐震設計の基礎から実践まで

■リカレント教育 II
開催日／平成16年8月28日（土）、9月18日（土）
場　所／博多ビル
参加者／37名
講　師／日本地研 佐藤様、ライト工業 和田様
内　容／切土法面の設計と施工の留意点

■リカレント教育 III
開催日／平成16年9月25日（土）、10月2日（土）
場　所／博多ビル
参加者／32名
講　師／九州大学 樋口 明彦助教授
内　容／・原風景を創る仕事

・市民主体の土木

■リカレント教育 IV
開催日／平成16年10月16日（土）～11月6日（土）
場　所／博多ビル
参加者／42名
講　師／九州共立大学 牧角 龍憲教授
内　容／コンクリート構造物の診断と維持管理

技術士対策委員会
■受講者の募集
開催日／5月
参加者／12名

■論文添削指導
開催日／5月～7月
参加者／9名の委員が指導

■模擬面接試験の実施
開催日／11月15日（月）
場　所／(株)福山コンサルタント会議室
参加者／2名。3名の委員が担当

標準工期検討委員会
■第17回標準工期委員会
開催日／平成16年7月14日（水）
内　容／Ｈ16年度意見交換会に向けて方針打合せ

をしました。
・ フローチャートと工程表の充実
・ 上流業務検討委員会とのリンク
・ 金額算定方式による工期と実工期との
実態調査

■第18回標準工期委員会
開催日／平成16年7月29日（木）
内　容／意見交換会資料と最終まとめについて　

協議しました。

研修部会
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広報部会活動報告
広報部会全体会議
■日　時／平成16年6月9日（水）
■場　所／建コン事務局会議室
■参加者／16人

編集委員会会議
■日　時／平成16年7月26日（月）
■場　所／建コン事務局 会議室
■参加者／7人

編集委員会会議
■日　時／平成16年9月2日（木）
■場　所／建コン事務局 会議室
■参加者／4人

広報委員会会議
■日　時／平成17年1月12日（水）
■場　所／建コン事務局 会議室
■参加者／7人

九州建設技術フォーラム2004ｉｎ北九州への出展報告
◎本年も国土交通省主催の「九州建設技術フォーラム
2004 in 北九州」に10月7・8日の両日、九州支部とし
て参加いたしました。

◎本フォーラムは、“『産』『学』『官』の連携と協働に向けて”
というテーマで新技術の活用、普及をよりいっそう
推進することを目的に、産学官のそれぞれにおいて　

新技術の開発・活用の取り組みに関する情報の発信
と、意見の交換を行うものです。
昨年の熊本県から場所を移して、今年は北九州市で
の開催となりました。
◎九州支部としましては、“地域づくりに貢献するコン
サルタント技術”というテーマで地域づくりにおい
て種々の場面で活用されているコンサルタント技術
をわかりやすく紹介しました。
◎両日で約3,000人の来場者があり、有効な情報交換
の場になったと思われます。

「土木の日」イベントの参画
■開催日／平成16年10月24日（日）
■場　所／海の中道海浜公園
◎例年実施されている土木学会西部支部主催の「土木
の日イベント」に協会のコーナーを出展しました。
◎出展内容は、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「アメのつかみ取り」は好　
評でした。土木等に関する質問に3問正解したなら
ば「アメのつかみ取り」をさせるという企画ですが、
小さい子供には、親や事務局からの助け船があり、
参加したほとんど全員がつかみ取りを行いました。
◎当日は、天候に恵まれていたこと、他のイベントの
お陰で海浜公園自体への入場者が多かったことで、
例年に無い盛況でした。2台のパソコンの前には終
日行列が絶えず、推定で400組（子供とその親で1
組）程度がパソコンクイズに参加しました。

広報部会

九州建設技術フォーラム2004 in 北九州
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夢・アイデア企画委員会
◎平成16年1月31日（土）
「平成15年度 まちづくりに関する提案の募集」
締め切り
◎平成16年2月17日（火）～3月8日（月）
夢・アイデア企画委員による応募作品の審査
◎平成16年4月14日（水）
「平成15年度 まちづくりに関する提案」審査委員会
◎平成16年5月18日（火）
建設コンサルタンツ協会九州支部総会にて優秀作品
の表彰式
◎平成16年5月25日（火）
「夢・アイデア企画委員会」が建コン協本部表彰を受賞
◎ 平成16年10月
「まちづくりに関する提案の募集」参加論文集Vol.2  
作成
◎平成16年12月2日（木）
「まちづくりに関する提案の募集」事業座談会の実施

「まちづくりに関する提案の募集」
事業座談会
平成14年度より、「まちづくりに関する提案の募集」
事業を推進してきましたが、この事業のより発展的な
進め方、提案の活かし方、さらに「社会資本整備」推
進への貢献のあり方等について、学識経験者のご意
見・ご提案をいただくため座談会を実施しました。

開催日／平成16年12月2日（木）15：00～17：00

場　所／ホテルセントラーザ博多4階 千鳥の間

参加者／32名

夢・アイデア
企画委員会

「まちづくりに関する提案の募集」事業座談会

懇親会

■出席者名簿
熊谷恒一郎　様 （社）九州建設弘済会 理事長
長野　紘一　様　技術士会九州支部 第２部部会長
樋口　明彦　様　九州大学 工学部助教授（景観設計工学）
帆足　建八　様　元建設省九州地方建設局長、環境カウンセラー
森本　茂雄　様 （社）九州地方計画協会 理事長
山中　　修　様　NPO法人 PFI推進事業体 代表

【夢・アイデア審査委員会】
渡邊　　明　様　委員長、九州共立大学長
田中慎一郎　様　委員、国土交通省九州地方整備局 企画部長
堤　八恵子　様　委員、技術士会九州支部
土井　裕子　様　委員、NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク理事長

藤野　　忠　　（社）建設コンサルタンツ協会 参与
山口　一弘　　（社）建設コンサルタンツ協会

九州支部 支部長、夢・アイデア審査委員

【夢・アイデア企画委員会】
委 員 長　針貝　武紀　　　
副委員長　木下　泰二　　　　　

他18名



■独占禁止法に関する研修会の開催
開催日／平成16年10月6日（水）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　師／弁護士　岩下 圭一氏
(小林・藤堂法律特許事務所）

内　容／独占禁止法と危機管理
出席状況／関係五団体合計245名

（うち建コン58社90名うち役員22名）

■独占禁止法に関する特別委員会の開催
第1回　平成16年4月20日（火）
・平成15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16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16年5月18日（火）
・平成15年度独占禁止法遵守のための行動計画
実施状況報告
未報告会社に対する再提出要請
・入札参加者に対する勧告について
山形県が発注する測量、土木コンサルタント　

業務の入札参加者に対し、公取委からの勧告
があったことについて針貝副委員長より解説が　
あり、各会員の独占禁止法遵守を確認

第3回　平成16年6月30日（水）
・本部独占禁止法に関する特別委員会開催
（H16.5.18）報告

第4回　平成16年7月20日（火）
・建設関連五団体共催独占禁止法に関する研修会
の開催について　　
開催確認及びテーマについて討議

第5回　平成16年8月17日（火）
・平成16年度独占禁止法研修会について
日　時／平成16年10月6日（水）
場　所／福岡県中小企業振興センター2Ｆ

多目的ホール
講　師／弁護士　岩下 圭一氏

第6回　平成16年9月30日（木）
・建設関連五団体共催独占禁止法に関する研修会　
の開催について最終決定

第7回　平成16年10月19日（火）
・建設関連五団体共催独占禁止法に関する研修会　
開催(H16.10.6)報告
昨年より、参加会社、参加者の減が危惧される。
一方役員の参加者は増加し、演題への関心の　
高さが伺えた

・平成15年度「独占禁止法遵守のための行動計画」
実施状況報告
コンプライアンス・プログラム策定状況
全国：既策定会員数505社中437（86.5％）
九州：既策定会員数（九州本社のみ）

56社中52社（92.5％）
第8回　平成16年11月16日（火）
・「業務等の低価格受注に関する調査」の概要等に　
ついて
国交省九州地方整備局企画部技術開発調整官　
松石 忠俊氏、及び技術管理課基準第二係長　
藤丸 勲氏が来局し、説明があり、質疑、応答を　
行った

独占禁止法に
関する
特別委員会
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地
域
の話
題

Local Topics
【宮　崎】宮崎県の特産材『杉』を利用した木造構造物

（株）西田技術開発コンサルタント 常務取締役 三浦　功

【福　岡】柳川の歴史と堀割文化
（株）建設技術センター 代表取締役社長 大津　茂

【鹿児島】社会資本整備や公共事業の更なる必要性
（株）大進 代表取締役 山内 康功

宮崎県全天候型運動施設『このはなドーム』
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宮崎
宮崎県の特産材『杉』を
利用した木造構造物
（株）西田技術開発コンサルタント

常務取締役 三 浦 　 功
現在大半の土木構造物は鋼とコンクリートで
作られています。これは、長大化、高耐久化、
高耐荷性の実現を目指したことによるもので
す。しかしながら、環境との共生が求められ
ている昨今では、社会資本整備を行う場合に
おいても環境への配慮が強く求められていま
す。強度、耐久性が重要視されてきた土木構
造物においても例外ではなく、環境への負荷
が少ない、自然の素材である木材を用いた土
木構造物、なかでも特に「木橋」があらためて
熱い注目を集め始めています。これまでにも
小規模な橋梁には木材が使われてきてはいま
すが、循環型建設資材である木材の利用が地
球環境に与える効果等が見直されてきた結果

です。すなわち、素材を製造する上でエネル
ギーを必要とせず環境との共生が可能である
こと、デザイン上自由度が高いこと、軽量で
強度に富むこと等、木材が有する多くの優れ
た特徴が活かされてのことです。加えて、構
造用集成材の製造技術の飛躍的な発展がその
背景にあります。くるいや割れが少なく、均
質、均一で品質管理が容易な長大な部材を大
量に製造する技術に裏打ちされて、歩道橋の
みならず車道橋にも用いられてきています。
構造用集成材を用いた、いわゆる「近代木

橋」としての「坊川林道2号橋」が1987年に
秋田県で建設されて以来、これまでの近代木
橋の施工数は車道橋で25以上、歩道橋も含
めると700以上にも達するまでになっていま
す。しかし、この数はわが国全体で道路橋が
64万、橋長15ｍ以上の主要なものに限って
も13万ほどあるのに比べれば圧倒的に少数
です。近代木橋の歴史は十数年という浅いこ
とからして、やむを得ない少なさではありま
すが、同時に解決すべき問題点を数多く抱え
ていることも否めません。現在、解決すべき
問題点として、木材が有する特性としての変
形、磨耗、腐朽、虫害、火災への対応に加え
て、設計基準の未整備や木橋の安全性、耐久
性への不安、維持・管理技術の未確立、割高
な建設コストの縮減等が挙げられます。これ

らの諸問題を解決すべく、近年では産・官・学
が積極的な取り組みを展開しており、技術的
な克服も図られています。近い将来、木橋が
今以上に普及・発展していくことは疑いない
ものと思われます。
宮崎県の杉生産量はここ13年間全国一で

すが、曲げ弾性係数や強度が米マツに比べて
20～30％低いため、構造材料としての有効
利用が進んでいない現状にあります。原木は
強度の変動が大きく、変形しやすい等の欠点
を有しているのに対して、スギ集成材の製造
技術や大断面部材の接合技術が開発され、強
度のばらつきも少なく、大断面部材の製造も
可能となってきたことから構造材として次第
に用いられるようになってきています。近年、
木橋への集成材の適用例が増えてきており、
これに伴ってこれらの木橋の力学特性の解明
に関する調査研究が進められています。
2003年4月に宮崎県西米良村に完成したわ
が国最大の支間長48.2mを誇る車道橋とし
て誕生した「かりこぼうず大橋」にも集成材
が適用されています。この橋は、それほど強
度の強くない木材から作製された集成材を採
用した大スパンの車道橋として極めて象徴的
な橋梁であり、今後の木橋の発展の試金石と
なる橋梁です。部材の強度特性や橋梁本体の
構造特性の一部を紹介し、これからの設計・
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施工技術、維持管理技術の確立に役立てるよ
う、概要を紹介いたします。
かりこぼうず大橋に用いられた集成材の材

料性状や力学特性の詳細については、宮崎大
学と宮崎県木材利用技術センターが明らかに
した論文１）を参考にしていただきたい。
■かりこぼうず大橋の概要

かりこぼうず大橋（写真－1）の概要を図－
1および図－2に示しています。支間14.3m
の単純桁橋、支間48.2mのキングポスト橋2
連および支間23.2mのキングポスト橋の4径
間からなる橋長140mのわが国最大の木造道
路橋です。各木部材の断面諸元を表－1に、
また、下弦材の断面を図－3に示しています。
下弦材は下フランジがないチャンネル断面で
あり、トラス組み立て時の死荷重を負担する
ために4本のPC鋼棒（φ23）が断面内部の中
空部に配置されています。本PC鋼棒は活荷重

写真ー1

作用時には木下弦材とともに抵抗する、活荷
重合成の考え方を採用しています。キングポ
ストにはPC鋼棒（φ32）が用いられています。
なお、かりこぼうず大橋の耐久性検証のた

め完成直後および1年経過後において静的・
動的力学特性試験試験を行い、解析結果と比
較して検討したところ、次の通りでした。
(1)試験から得られた大支間トラスおよび小

支間トラスの静的たわみは、解析結果と
ほぼ一致しているとともに、1年経過後で
も当初のたわみ量と差異のないものであ
った。

(2)固有振動数についても、試験から得られた
値は解析結果と比較的良好な一致が認め
られた。

(3)大支間トラスの減衰定数はおよそ0.0024
～0.009の範囲にあり、比較的小さな値
であった。

(4)動的増幅率の検討結果から、本橋の設計に
用いられた衝撃係数は妥当であると判断
できる。

(5)完成後1年が経過したばかりであるが、
静的・動的特性には特に変化は認められな
かった。

このように現時点では、杉を使用した木造
橋として立派に役目を果たしており、今後も
経年変化を観測していくこととなっています。
このほか集成材を利用した木造構造物とし

て、巨人軍の春季キャンプで知られている宮
崎県運動公園にも、写真－2にあるようなソ
フトボールの公式試合が可能なドーム型の屋

内運動場も建設されています。

■参考論文
1)今井富士夫、飯村豊、入江達雄、中澤隆雄：かりこぼ
うず大橋の材料および力学性状、構造工学論文集、
Vol.50A、pp.865～872、2004

写真ー2
宮崎県全天候型運動施設『このはなドーム』
木造一部RC造2階建て、延床面積11,463m2、建築面
積10,966m2、観客人員800名、長辺122m、短辺
102m、最高高さ38mの卵形ドーム
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福岡
柳川の歴史と堀割文化
（株）建設技術センター

代表取締役社長 大 津 茂
季節は晩秋、毎年白秋の命日の前日11月1日
から3日まで、「白秋祭」が開催されています。
ホウズキ提灯やアンドンで飾られた百数十隻
のどんこ舟に乗った人々、白秋作詞の童謡の
コーラスや演奏、そして川岸のかがり火、仕
掛け花火など、私はこのどんこ舟に乗るたび
に、先人達のすさまじい土木事業に対する情
熱に敬服し、同時にこの水郷柳川というまち
のもつエネルギーに魅了されます。私の故郷
である福岡県南部の有明海に面した水郷柳川
をここに紹介致します。
有明海沿岸に人が住み始めたのは、今から

約2000年前の弥生時代。初めてこの土地に
堀割ができたのもちょうどそのころといわれ
ています。柳川は、有明海の潮の満ち引きが

つくった低くてじめじめした土地だったの
で、農作物を作ることができませんでした。
そこで、人々は大地に溝（堀）を掘って土地
を乾かし、その溝（堀）に溜まった雨水を利
用して農作物を育てるようになったのです。
このようにして出来ていった堀には、やがて
魚類が生息し、堀にたまった泥土は掘りあげ
ては肥料とし、水路としての舟の運行にも利
用されました。

堀割が広く深くつくられていくにつれて、
人々の暮らしはどんどん豊かにもなっていき

北原白秋

ました。現在の堀割の形になるまでには気の
遠くなるような年月を経て、先人たちが風土
の悪条件と闘い、試行錯誤を繰り返しながら
独特な「水の制御システム」をつくり、このシ
ステムを生活の中でとりいれ、常に水と共生
していく精神のなかで形成されたものです。
今日では総延長470kmにも及ぶ大小の堀

割が網の目のように巡り、独自な水郷風景を
形成しています。この堀割は現代に残された
歴史的文化遺産といえるものであり、それが
もつ独特な情緒は詩聖・北原白秋の詩歌の母
体にもなっています。
ところが昭和30年代以降、それまで絶や

したことのなかった川や堀との付き合いを捨
て去ってしまい、急激な堀の荒廃が進みまし
た。その結果、市民の生活を支え、やすらぎ
や潤いをもたらしてくれた川や堀は、一転し
て生活環境を阻害するようになりました。
そこで柳川市では故広松伝氏を中心に、昭

和52年から住民参加で河川浄化運動に着手
し、川や堀とのつき合いを再開しました。市
民と行政の二人三脚で取り組んだ結果、昭和
40年代のみじめだった柳川の堀がよみがえ
ったのです。この住民を巻き込んだ活動は、
ドキュメンタリー映画「柳川堀割物語（宮崎
駿制作）」でも広く紹介されていますので、
機会があればぜひご覧ください。
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近年の柳川市は、この歴史的文化遺産とも
いえる堀割を利用し、どんこ舟の旅「川下り」
を中心とした観光産業に特に力を入れていま
す。しかし、「川下り」の生命ともいえる水質
については、まだ往時とは程遠く、この堀割
を守っていくために平成11年に「水の憲法」
（条例）ができました。この条例では、〇1 水質
保全〇2 親水性の確保〇3 緑・景観の保全〇4 環境
教育の振興等を基本としています。そしてこ
の「水の憲法」を中心にした街づくりや堀割

十数年前の掘
ゴミ捨て場と化し、悪臭や蚊・ハエが大発生していた。

と水の大切さを見直そうと「堀割の日」（4月
第3日曜日）も設定し、この日はみんなで堀
割の大掃除や講演会の計画、あるいは大人か
ら子供まで家族みんなで参加できる楽しい行
事等も盛んに行われています。
この柳川の地で、人の歴史とともに歩み続

けてきたこの貴重な財産を再びきれいなもの
にして、後生に引き継いでいくこと－土木技
術者として微力ながら貢献していきたいと思
いつつ、有明海の珍味を肴に、故郷が柳川で
あったことを幸せに懐うこの頃です。

水と親しむ「掘ンピック」

掘清掃活動風景

「白秋祭」のどんこ舟

「
水
の
構
図
」
よ
り
抜
粋
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社会資本整備や公共事業
の更なる必要性
（株）大進

代表取締役 山 内 康 功
会員の皆様、新しい年を健やかに迎えられた

こととお慶び申し上げます。私達を取り巻く社
会情勢はまだまだ大変厳しいものがあります
が、この時代こそそれぞれの会員の皆様が知恵
を出し工夫しがいがあるのではないでしょう
か。2004年は皆様にとりましてどんな年であ
ったでしょうか。
わが街鹿児島県では、待望であった鹿児島市

から福岡市まで総延長257ｋｍを結ぶ新幹線計
画のうち、鹿児島中央駅（旧西鹿児島駅）～新
八代駅を結ぶ127ｋｍが完成いたし開通しまし
た。それにより今までは鹿児島～八代間は2時
間10分かかっていたのが時速260ｋｍというス
ピードにより、わずか34分で結ぶことになり、
1時間30分短縮されました。新八代駅～福岡
（博多駅）までは在来線の特急リレーつばめを新
八代駅で乗り継ぎ（新幹線がホームに着くと同
じホームに在来のリレーつばめが待っていて、
お客がそれに移動して乗り移るという方式）ち
ょっとお客にとっては不便です。しかし、鹿児
島～熊本間は2時間30分かかっていたのが1時
間となり、福岡まで3時間40分かかっていたの
が2時間10分で行けるようになり、鹿児島から
熊本、福岡がぐんと近くなりました。2004年
12月には利用者数も予想を大幅に上回り200万
人を突破し順調な滑り出しを見せております。
鹿児島県民は今後の経済効果と残りの新八代～
福岡までの130ｋｍの開通を期待しておりま

鹿児島
ンが集まり、中には東京から会場までチャリン
コで来た2組の学生さんもおりニュースになり
ました。その夜は、桜島から5ｋｍ離れた鹿児
島市内でもコンサートの音響で眠れないという
苦情が出たほどでした。このコンサートによる
経済効果は、40億とも50億ともいわれ、鹿児
島県内の活性化におおいに貢献したものであり
ました。
昨年日本では韓国ブームで、韓国ドラマや映

画など大人気で、特に「冬のソナタ」「ヨン様
（ぺ・ヨンジュンさん）」という言葉が耳に馴染
んでしまったほどでした。そんな中、12月17
日・18日に鹿児島の観光名所である指宿市で日
韓首脳会談が開かれ今後の両国との関係、世界
との関係と色々話され、両首脳がくつろいでい
る姿などもテレビで放映されていました。日韓
の首脳会談とあって、警備体制も県外の警察官
の応援もいただき4,700名という動員がなされ、
厳戒態勢の中に無事終了いたしました。会談に
合わせ、韓国俳優のパク・ヨンハさんも来鹿さ
れ、鹿児島中央駅でイベントが開催され8,000
人ものファンが集まり、鹿児島でも韓国ブーム
を見せつけられるイベントとなりました。
全国的には、新潟・中越地震や10個の台風上

陸とたいへんな被災を受けました。被災された
皆様には謹んでお見舞い申しあげます。災害国
日本、これで社会資本整備は大丈夫か?と、不安
になる一年でした。安全な住みよい日本を造る
ため、社会資本整備・公共事業の必要性を技術
者として強く感じました。会員の皆さん、地域
を通じて町・市・県・国に提案して行きましょう。
会員の皆様方の2005年の益々のご健勝をお

祈りいたします。

す。計画予定では2010年度には全線開通の見
通しで県民の期待も大きいです。
旧西鹿児島駅も新しく鹿児島中央駅を抱き込

んだ鹿児島中央駅ビルとして完成し、名称も
「アミュプラザ鹿児島」となり、衣食料品店、大
型書店、スポーツジム、映画館、レコード店、
レストラン等、九州初出店を十数店含む百店以
上が出店しており若者に大人気です。また、屋
上には直径60ｍにも及ぶ大型展望観覧車が完成
し連日、老・若者・子供連れの長蛇の列が出来、
賑わっております。ビルの中には、県内産焼酎
を常時200種類揃えてあるバーもあり県内外の
焼酎ファンに大人気です。焼酎といいますと、
近年鹿児島県産焼酎（特に芋焼酎）の人気が全
国的に広がっていて、原料となるさつま芋が足
りず農家と契約・栽培をしている醸造会社もあ
るようです。また、人気銘柄によっては、偽造
品がインターネットオークションで出回るほど
の過熱ぶりをみせています。焼酎は、他のアル
コールと比べてヘルシーということで、マスコ
ミ等にも取り上げられ若い女性ファンも多く更
なる拍車を掛けているようです。また黒字にあ
やかり、わが県では「鹿児島黒豚」「鹿児島黒毛
和牛」「黒酢」「黒砂糖」がございます。これは長
年の地道な努力と生産品質管理体制がしっかり
したものであった事が「安全でおいしい」とい
う鹿児島ブランドとしての定着、県内外の人々
への信用として実を結んだのだろうと思いま
す。皆様方もどうぞご賞味されてはいかがでし
ょうか。本当においしいですよ！
2004年8月には、鹿児島県出身である歌手の

長渕剛さんが、火の山桜島の10万m2に及ぶ屋
外広場でオールナイトコンサートを行い、全国
各地から7万人もの老若男女問わず大勢のファ
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