


平成18年の新春にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

会員の皆さま方には、平素より支部活動に対し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。毎年、この時期、

この1年安寧であって欲しいと願っているところです。

昨年も枚挙にいとまのない程の出来事がありました。私達に関わるものとしては3月の「福岡県西方沖地震」、9

月の台風14号に伴う宮崎地方の大雨の発生がありました。

これらは私達の想定外の自然現象であり、災害でした。

コンサルタントとして災害の復旧工事、災害防止のための緊急事業、河川整備等に積極的に取組みがなされ

ており、心強いものを感じています。

又11月耐震強度偽装問題が突如浮上してきました。「建築基準法」「建築確認制度」「検査制度」がありながら

偽装がまかり通ったことは信じがたいものです。この一連の事件は単に構造計算の偽装にとどまらず、制度や

その運用のあり方、これらに係る企業のコンプライアンスの問題だと思います。報告されたものが氷山の一角

でないことを祈っていましたが、調査が進むにつれて労働災害の頻度を示すハインリッヒの法則を実証する

に類似の事件が拡がりをみせており残念です。

最近、企業の社会的責任（CSR）という観点から企業が評価されるようになってきています。私達は国民が

安全で安心して豊かな生活ができる国づくりの一翼を担っており、その役割を果たすことが私達コンサルタ

ントの責務であり使命であります。中期行動計画で改革に向けた「４つの行動」が打ち出されており、そのひ

とつが倫理の堅持であります。私達は高い倫理観を醸成し、その倫理に基づく高い技術力を提供していくこと

が発注者の信頼、そして国民の皆さんの信頼を得るものと思います。

公共事業関係費は昨今の厳しい財政状況のもとで、18年度は前年度比4％超を削減する事で調整されている。

これは平成10年度のピーク時の5割台になっており、平成年代で最低の予算となります。コンサルタント業界

をとりまく経営環境はますますきびしくなっていくものと思います。

昨年4月の品確法の制定により、今後更に公共事業の選定・調達には技術力に基づく方法の採択が加速され

るものと思います。各社におかれましては、これまで蓄積された技術に加え、更に技術力の向上を図られ各社

が切磋琢磨しながらこの苦境を乗り越え新たな発展をめざして頑張っていきたいと思います。

最後になりますが会員各社の御発展、会員ならびにご家族の皆さんの御多幸をお祈り申し上げます。

■支部長からのご挨拶
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■支部組織図 ■平成17年度 支部役員

支 部 長／武富一三：西日本技術開発（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

河野義憲：サンコーコンサルタント（株）九州支社　

取締役支社長

：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

正本　実：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）常務取締役

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／山口一弘：第一復建（株）代表取締役会長

事務局長／小澤　豊

事務局員／谷崎智美
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総務委員会活動報告
■第4回事務部門研修会
開催日：平成17年9月14日（水）
場　所：福岡朝日ビル
参加者：34名
講　師：社会保険労務士　後藤昭文氏
テーマ：「経営環境の変化と労務管理のポイント」

－最近の法律改正のポイントと労働行政の動向－
参加された方からの「第2弾を開催して
ほしい」とのご要望にお応えするため、
2月に第2弾の開催を予定しております。

厚生委員会活動報告
■第26回ソフトボール大会

開催日：平成17年10月14日（金）
場　所：雁ノ巣レクリエーションセンター
参　加：25チーム
結　果：優　勝　日鉄鉱コンサルタント（株）

準優勝（株）三洋コンサルタント
第3位 （株）技術開発コンサルタント
第3位 パシフィックコンサルタンツ（株）

ソフトボール大会については、年々参加チーム
が減少傾向にあるため、皆が楽しめる大会にす
るため実施要領の見直しを検討しています。

規約委員会活動報告
■九州支部役員選出内規について
委員会等活動特別検討委員会を組織し、社会環境
の変化に対応した活動を行うため、支部組織の改
正を行う検討を行った。平成18年4月から新組織
発足予定（表１参照）。支部組織改正にあたり、
委員となっていただける方を若干名募集してお
ります。支部活動への参加に興味のある方は、事
務局あてご連絡下さい（無報酬）。

特命委員会活動報告
■RCCM資格試験の支援
開催日　平成17年11月13日（日）
場　所　福岡教育大学
受験予定1205名、当日受験者720名

■RCCM登録更新講習会の支援
開催日　平成17年11月24日（木）
場　所　シーホーク
参加者　午前250名、午後300名

■次世代支援勉強会（けんこん＠ひよこ）
次世代支援勉強会では、愛称を「けんこん＠ひよこ」
とし、5月から12月まで毎月1回の会合を行いました。
主な活動としては、以下のとおりです。
●福岡市都市景観賞への応募
●地下鉄七隈線見学会（9月27日ユバーサルデ　　
ザイン見学、車椅子体験等）

●まちあるき（11月10日 町名の由来や町の成り立ち）
今後、これらの活動をまとめホームページ上に掲
載していく予定です。
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総務部会

第4回事務部門研修会

まちあるき

平成17年度各部会活動報告

車椅子体験

優勝：日鉄鉱コンサルタント（株）
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表-1 組織改革（案）図



5 支部だより BRANCH OFFICE INFORMATION

■企業技術者評価に関する
個別意見交換会（第5回）
開催日／平成17年9月16日
場　所／建コン九州支部
参加者／整備局側出席者　3名

建コン側出席者　5名

対外活動委員会
■対外活動委員会第1回内部会議
開催日／平成17年5月25日
場　所／建コン九州支部
参加者／6名

■対外活動委員会第2回内部会議
開催日／平成17年8月3日
場　所／建コン九州支部
参加者／6名

■対外活動委員会第3回内部会議
開催日／平成17年9月7日
場　所／建コン九州支部
参加者／6名

■対外活動委員会第4回内部会議
開催日／平成17年9月28日
場　所／建コン九州支部
参加者／6名

■福岡県との実務者意見交換会
開催日／平成17年10月24日
場　所／吉塚合同庁舎
参加者／県　　：19名

建コン：9名

防災委員会
■防災委員会第１回防災委員会
開催日／平成17年8月23日
場　所／建コン九州支部
参加者／8名

■平成17年度防災演習
開催日／平成17年9月1日
場　所／建コン九州支部
参加者／13名

企業・技術者評価検討委員会
■第8回委員会
開催日／平成17年5月18日
場　所／建コン九州支部
参加者／6名

■第9回委員会
開催日／平成17年9月29日
場　所／建コン九州支部
参加者／6名

■地方自治体との意見交換会
〈熊本県〉
開催日／平成17年10月6日
場　所／熊本県庁
参加者／県　　：12名

建コン：15名
〈長崎県〉
開催日／平成17年11月8日
場　所／長崎県庁
参加者／県　　：10名

建コン：15名
〈佐賀県〉
開催日／平成17年11月9日
場　所／若楠会館
参加者／県　　：4名

建コン：14名
〈福岡県〉
開催日／平成17年11月11日
場　所／吉塚合同庁舎
参加者／県　　：17名

建コン：14名
〈鹿児島県〉
開催日／平成17年11月15日
場　所／市内ホテル
参加者／県　　：10名

建コン：23名
〈大分県〉
開催日／平成17年11月17日
場　所／市内ホテル
参加者／県　　：9名

建コン：22名
〈福岡市〉
開催日／平成17年11月29日
場　所／天神ビル
参加者／市　　：8名

建コン：9名
〈北九州市〉
開催日／平成17年12月14日
場　所／本庁
参加者／市　　：11名

建コン：8名
〈宮崎県〉（報告のみ）
開催日／平成17年12月5日
場　所／宮崎県庁
参加者／県　　：3名

建コン：5名

対外活動部会
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河川・ダム技術委員会
■17年度第1回幹事会
開催日／平成17年4月28日（木）15：00～
場　所／（株）建設技術研究所　九州支社
参加者／3名
備　考／委員会について

■17年度第1回委員会
開催日／平成17年5月10日（火）15：00～
場　所／建コン九州支部事務局会議室
参加者／10名
備　考／年度当初会議

■17年度第2回代表幹事会
開催日／平成17年8月29日（月）15:00～
場　所／（株）建設技術研究所　九州支社
参加者／3名
備　考／今後の活動について

■17年度第3回代表幹事会
開催日／平成17年9月7日（月）15:00～
場　所／（株）建設技術研究所　九州支社
参加者／3名
備　考／HP担当について

■17年度第4回代表幹事会
開催日／平成17年8月29日（月）15:00～
場　所／（株）建設技術研究所　九州支社
参加者／3名
備　考／対象HPの選定

道路・橋梁技術委員会
■技術支援・検討会
開催日／平成17年5月9日～平成17年9月23日
場　所／国土交通省　佐伯河川国道事務所
参加者／7名
備　考／橋梁の設計施工の手引き作成

■福北公社荒津大橋耐震検討委員会
開催日／平成17年8月19日
場　所／福岡北九州高速道路公社
参加者／委員2名
備　考／延べ1回

■合同研究会（PC建協）
開催日／平成17年6月23日～平成17年11月29日
場　所／九州支部　会議室
参加者／委員9名・幹事3名
備　考／3つのワーキングと全体会議述べ9回

■見積り対応
開催日／平成17年11月17日～平成17年11月21日
場　所／国土交通省九州地方整備局
参加者／１社
備　考／特殊車両通行許可申請書の技術照査

講師派遣委員会
■福岡県市町村職員研修
開催日／平成17年5月25日～平成17年10月6日
場　所／福岡県建設技術情報センター
参加者／約600名
備　考／図面、道路計画、河川計画、橋梁計画、
土　　　　　

質地質、公園緑地、都市計画、下水道、
区

画整理、街路

■佐賀県土木・建築技術研修
開催日／平成17年6月7日、7月28日、8月24日
場　所／佐賀県佐賀総合庁舎
参加者／約200名
備　考／河川・海岸、道路、道路構造物、橋梁下部
工

■大分県専門研修
開催日／平成17年10月6日～平成17年10月12日
場　所／大分県建設技術センター
参加者／約200名
備　考／土質・基礎、橋梁設計、擁壁・C-BOX、耐
震

設計、法面対策、斜面安定解析

■長崎県土木部職員研修
開催日／平成17年10月20日～平成17年10月21日
場　所／長崎県建設技術センター
参加者／約120名
備　考／構造物の設計(擁壁、護岸、仮設)

■鹿児島県建設技術発表会
開催日／平成17年8月6日
場　所／鹿児島県自治会館
参加者／約300名
備　考／アセットマネジメント

CALS／EC委員会
■第1回委員会
開催日／平成17年6月9日（木）15：00～17：30
場　所／建設コンサルタンツ協会九州支部　会議室
備　考／1. 平成16年度の活動報告

2. 年度実施方針
3. 支部連絡会議報告
4. 支部アンケート基本方針の検討

■第2回委員会
開催日／平成17年8月29日（月）15：30～17：30
場　所／建設コンサルタンツ協会九州支部　会議室
備　考／1. アンケート中間報告（EC・電子納品）

2. CALS／EC支部連絡会議
3. GIS講習会アンケート（本部・支部）
4. GIS講習会実施計画（本部主催）

技術部会
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■第3回委員会
開催日／平成17年10月12日（水）10：00～12：00
場　所／建設コンサルタンツ協会九州支部　会議室
備　考／1. GIS講習会開催準備

2. JCCA九州支部組織変更について
3. CAD講習会（本部）
4. 福岡市CALS／ECへの対応について

■第4回委員会
開催日／平成17年10月21日（木）16：30～17：00
場　所／天神ビル　7号会議室
備　考／1. 福岡市CALS／ECへの対応状況（報告）

2. CAD講習会（本部）
3. GIS講習会の反省

■第1回CALS/EC支部連絡会議
開催日／平成17年9月9日（金）12：00～14：30
場　所／建設コンサルタンツ協会　7階会議室
備　考／1. 本部活動報告

（CALS/EC委員会、各専門委員会）
2. 電子入札・電子納品実態調査等の依頼
3. 支部からの話題提供本部活動状況報告
4. CALS/EC資格制度報告
5. 千々岩委員長・五十嵐委員派遣

■GIS講習会（建コン本部・支部主催）
開催日／平成17年10月20日（木）、21日（金）

9：30～16：00
場　所／天神ビル11階6、7号会議室
備　考／1. Autodesk MAP（中級編）

2. ArcGIS（中級編）
3. 19社のべ52名参加

■CAD講習会（建コン本部主催）
開催日／平成17年11月11日（金）

9：30～16：00
場　所／弘済会館4F会議室
備　考／1. 電子納品トラブル事例

2. CAD製図基準に関する
運用ガイドライン(案)の概要

3. SXF v3.0の解説
4. CADチェックソフトの実験報告
5. CAD製図の留意点
6. SXFブラウザVer3.0の機能紹介
7. 各ガイドライン（業務、工事、CAD）
制定の経緯・背景など

8. 寺澤委員　1名派遣

品質向上委員会
■第15回品質向上委員会全体会議
開催日／平成16年4月28日
場　所／九州支部事務局会議室
参加者／14名（杣委員長、中尾副委員長、各委員）
備　考／平成16年度功績賞受賞報告他

■第16回品質向上委員会全体会議
開催日／平成17年7月14日

場　所／九州支部事務局　会議室
参加者／12名（中尾委員長、谷川副委員長、各委員）
備　考／H17年度セミナー予定とチェックポイント

■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チェックポイン
ト）
開催日／平成17年9月28日
場　所／福岡県建設技術情報センター
講　師／6名（中尾委員長、谷川副委員長、枝元委員、

若松委員、山本委員、藤田委員）
備　考／受講者7名

■第17回品質向上委員会全体会議
開催日／平成17年9月21日
場　所／九州支部事務局　会議室
参加者／13名（中尾委員長、谷川副委員長、各委員）
備　考／チェックポイント・セミナー準備

■鹿児島品質セミナー
（題目：構造物と仮設構造物のチェックポイント）
開催日／平成17年10月27日
場　所／かごしま県民交流センター
講　師／6名（中尾委員長、谷川副委員長、伏婦委員、

江口委員、若松委員、木村委員）
備　考／受講者　協会員21名

県職員13名

■大分県品質セミナー
（題目：構造物と仮設構造物のチェックポイント）
開催日／平成17年11月11日
場　所／コンパルホール
講　師／6名（中尾委員長、西正委員長、中元委員、

藤田委員、山本委員、柴田委員）
備　考／受講者　協会員21名

県職員31名

■品質セミナー
（エラー防止のために）
開催日／平成17年10月5日
場　所／天神ビル10F 会議室
司　会／中尾委員長、谷川副委員長
備　考／本部主催

受講者　76名

■品質セミナー
（マネジメント/パネルディスカッション）
開催日／平成17年11月30日
場　所／天神ビル10F 会議室
司　会／中尾委員長
パネラー／中尾委員長、西正委員、枝元委員
備　考／本部主催

受講者　50名

■第18回品質向上委員会全体会議
開催日／平成17年11月22日
場　所／九州支部事務局　会議室
参加者／12名

（中尾委員長、谷川副委員長、各委員）

■自治体及び政令指定都市との意見交換会
開催日／平成17年10月～12月
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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
（九州地方整備局河川計画課宮本健也課長）
(2) 河川防災への取組み
（西日本新聞社地域報道センター武井良範氏）
(3) 河川整備と城郭石垣について
（佐賀県立名護屋城博物館学芸課高瀬哲郎課長）

開催日／平成17年9月13日（水）
場　所／八重洲博多ビル会議室
参加者／71名

■現地見学会
(1) 太刀洗水門・排水機場
（九州地方整備局　筑後川河川事務所）

(2) 稲葉ダム
（大分県竹田ダム建設事務所）

(3) 椎田海岸CCZ事業
（福岡県椎田町：自主見学）

(4) 曽根干潟
（北九州市：自主見学）

（5）紫川マイタウン・マイリバー事業
（北九州市）

開催日／平成17年10月27日、28日
場　所／太刀洗水門、稲葉ダム、椎田海岸

曽根干潟、紫川
参加者／17名

■第1回勉強会
(1) 防災無線インターネットの構築について
（崇城大学工学部環境建設工学科森山聡之助教授）
開催日／平成17年9月7日、8日
場　所／CTI福岡ビル会議室
参加者／22名

■第2回勉強会
(1) インフラストラクチュアのデザイン
～場所に組み込むための景観設計
（九州工業大学工学部社会建設工学科仲間浩一助教授）
開催日／平成17年9月28日
場　所／CTI福岡ビル会議室
参加者／29名

■第3回勉強会
(1) 新海岸法に即した海岸保全工法とは
（九州共立大学工学部都市システム工学科小島治幸教授）
開催日／平成17年11月15日
場　所／CTI福岡ビル会議室
参加者／22名

道路・橋梁研修委員会
■技術講演会
開催日／平成17年9月29日（木）
場　所／（福岡市）天神ビル
参加者／85名

■現場見学会
開催日／平成17年10月20日（木）
場　所／熊本県内
見学地／九州新幹線　氷川橋梁日奈久芦北道路
参加者／27名

■勉強会（講座I、II、III）
開催日／講座 I：平成17年9月3日、17日、10月1日

講座II：10月15日、22日
講座III：10月29日、11月5日、12日、19日

場　所／（福岡市）博多ビル
参加者／講座 I：46名

講座II：47名
講座III：51名

技術士対策委員会
■受講者の募集及び指導
開催日／平成7年5月～7月
参加者／9名。9名の委員が指導

■模擬面接試験の実施
開催日／平成11月28日
場　所／建コン事務局
参加者／1名。2名の委員が担当

標準工期検討委員会
■第１回標準工期員会
開催日／平成17年6月29日
備　考／昨年度の活動報告と今年度の活動予定

の報告をした。

■第２回標準工期員会
開催日／平成17年12月22日
備　考／今年度の活動報告と来年度の予定

■国交省・県・政令指定都市との意見交換
開催日／平成17年8月8日
備　考／国交省・県・政令指定都市合同

平成17年10月 6日（熊本県）
平成17年11月 8日（長崎県）
平成17年11月 9日（佐賀県）
平成17年11月11日（福岡県）
平成17年11月15日（鹿児島県）
平成17年11月17日（大分県）
平成17年11月29日（福岡市）
平成17年12月14日（北九州市）

研修部会
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広報委員会
■「土木の日」イベント参加
開催日／平成17年10月23日（日）
活動成果／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
ーを出展した。場所は海の中道海浜公園。
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
メつかみ取り」は好評。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、子供達が喜ぶ企画で
あるが、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
つかみ取りを行った。

■若手社員交流会
開催日／平成17年12月9日（金）
場　所／福岡ガーデンパレス
参加者／35名
備　考／下記の講演会の実施。その後懇親会。

●講　演／～浜辺に愛を植える女たち～
●講演者／川口道子（NPO法人）はかた夢

松原の会

編集委員会
■建設技術フォーラム出展
備　考／九州建設技術フォーラム実行委員会主催

「九州建設技術フォーラム2005 in 福岡」
に10月26（水）、27（木）の両日、九州支部
として参加した。出展内容はポスターセ
ッションでの九州支部の紹介であり、九州
支部のPRに向けたポスターを作成すると
ともに、期間中セッションの管理運営を
行った。

■広報部会の開催
第１回　平成17年6月7日（火）

広報部会（広報、編集）開催
第２回　平成17年7月19日（火）

編集委員会開催
第３回　平成17年10月11日（火）

編集委員会開催
第４回　平成17年10月17日（月）

広報委員会開催
第５回　平成17年12月19日（月）

編集委員会開催

広報部会
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夢・アイデア企画委員会
「地域の夢・アイデア発掘・活用事業」
従来の「まちづくりに関する提案の募集」事業に対

して、本部からの「中期行動計画」地域貢献活動の一
環として助成をいただき、平成14年度より収集され
た「まちづくりに関する提案（夢・アイデア）」を活用・発
展させるための拡充策を実施することといたしました。

既提案につきましては「普及及び活用の促進」及び
「アイデアの深化及び具体化」を図ります。一方で、
新たな「夢・アイデアの発掘」を進め、また、「地域づ
くり等の創造的業務の人材育成」の取組を行い、も
って、本企画の理念「“輝く地域”創造への貢献」を
着実に果たすものです。
具体的な施策としては、次のとおりです。

（1）「まちづくりに関する提案」の募集事業→従来事業
夢アイデア企画委員会からの提案9編を含めて46

編の応募がありました。各地域の会員の皆様には募
集に当たりまして大変お世話になりました。
●12月1日、審査委員会開催
●平成18年1月28日　表彰

（2）地域の夢・アイデア人材育成事業　 →新規事業
17年度は大学が計画した「九州シャレット」（風景デ

ザインの合宿訓練（唐津市で9月12日～18日実施済み）
に協賛し、併せて協会会員の職員4名が参加されまし
た。これは、景観法実施のノウハウとなっていくと
ともに、後輩たる学生にも建設コンサルタントの理
解や進路への支援となるものです。

（3）地域の夢・アイデア交流事業　　　 →新規事業
平成18年1月28日、福岡市博多区博多駅南の八仙閣

にて開催の予定です。ふるってご参加ください。

（4）地域の夢・アイデア交流調査団派遣事業→新規事業　
宮崎県西米良村、熊本県大津町に派遣しました。

・西米良村につきましては、山間地の極端な過疎の
村で、都市との交流人口の増加をもくろみ、ワーキ
ングホリディを全国に先駆けて実施中です。村の将
来構想や台風14号の際の斜面崩壊、村道整備などに
ついて意見交換を実施します。
・大津町につきましては、景観整備の一環で模型を
作成し、住民との対話を進めつつ実現を図ろうとす
るものです。

夢・アイデア
企画委員会



■独占禁止法に関する研修会の開催
開催日／平成17年10月3日（月）13：30～16：30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

内　容／講演 I . 独占禁止法の遵守について
～改正法のあらまし・最近の運用状況～
講師：宮崎紀男氏
（財団法人建設業適正取引推進機構　
相談指導部長）

講演 II . 建設関連業の現状について
講師：森山哲弘氏

（国土交通省九州地方整備局建政部計画・
建設産業課課長補佐）
内　容／独占禁止法と危機管理

出席状況／関係五団体合計206名（72名）
（うち建コン66社、72名、内役員23名）

■独占禁止法に関する特別委員会の開
催
●第1回　平成17年4月19日（火）
・平成16年度独占禁止法遵守のための会員行動　
計画報告書提出依頼について
4／5発信、4／22締切り

（注）コンプライアンス・プログラムの作成状
況　

については、九州支部は全国平均を上回っている。
・平成17年度独占禁止法に関する特別委員会活
動計画（案）の確認について

・「品質確保法検討委員会」の設置に関する検討
発注機関の動向を見極めながら継続的に検討
する。

●第2回　平成17年5月17日（火）
・平成16年度独占禁止法遵守のための会員行動

計画報告書提出状況について122社中、90数社
提出済み。

・独占禁止法の改正について
針貝副委員長より、「課徴金制度の見直し」「課

徴　　
金減免制度の導入」「犯則調査権限の導入等」
「審査手続等の見直し」について、概要説明。

●第3回　平成17年7月8日（金）
・平成17年度五団体共催独占禁止法会員研修会につい
て共催合意
開催日時／平成17年10月3日
場所／（財）福岡県中小企業振興センター

●第4回　平成17年8月8日（月）
・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（当日は、九　
地整・各県・政令都市との意見交換会が予定さ　
れており、時間調整がつかず討議を中止）

●第5回　平成17年9月20日（火）
・平成17年度五団体共催独占禁止法会員研修会
開催について
日　時／平成17年10月3日（月）13:30～
場　所／福岡県中小企業振興センター2Ｆ多目的ホール

・公共工事品質確保の促進に関する基本方針について
平成17年8月26日（金）閣議決定

・福岡県土木部の取り組みに対するご協力の
お願いについて
（福岡県職員倫理条例の厳格運用に対する協力依頼）

●第6回　平成17年10月6日（木）
・平成17年度五団体共催独占禁止法会員研修会
(H17.10.3) 開催報告

●第7回　平成17年11月16日（水）
・平成16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・プログラム作成状況／
全国88.4％（九州支部87.9％）
講習会への参加状況／
全国66.3％（九州支部47.5％）

独占禁止法に
関する

特別委員会
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平成17年度　独禁法研修会



地
域
の話
題

Local Topics
【佐　賀】佐賀平野と干拓

（株）精工コンサルタント　代表取締役社長　渡邉　潔

【大　分】歩道は歴史・文化・技術のギャラリー
東洋技術株式会社　技術管理室　　仁木孟伯

【福　岡】九州大学移転事業
（株）福山コンサコンサルタント　 山下　賢一郎
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佐賀
佐賀平野と干拓

（株）精工コンサルタント

代表取締役社長 渡邉　潔
日本とオランダは干拓の先進国である。

我々の祖先は有明海の干潟部の少し高い所を
選んで、小さな土堤を築き、中を干陸して小
規模ながらも新しい耕地を築造してきたので
ある。有明海の干拓は児島湾や伊勢湾と並ん
で干拓の最も進んだ地域といわれている。佐
賀平野5万ヘクタールのうち実に1万7千ヘク
タールは人工的に造成された干拓地である。
■有明海の干潟
有明海は九州のほぼ中央に位置し、島原半

島、天草諸島、宇土半島に囲まれた1700km2

の広大な浅海である。この内海には佐賀県の
背振・天山・多良山系及び熊本県の阿蘇久住
山系から、多くの河川が風化した花崗岩、玄
武岩、安山岩などの土砂や火山灰を河口に向

かって運搬し土砂の中の微粒子は浮泥と
なって退げ潮時に沖合いに運ばれ、上げ潮
に乗って再び海岸近くに押し戻され、海底
にヘドロ状となって堆積する。これの繰
返しで平野部の軟弱地盤は沖に向かって
形成されていくのである。また、有明海奥
部の住ノ江港は日本一の干満差、約5mを
もち、干潮時には沖合いに向かって広大な
干潟が露出し、その面積は大潮時で約
240km2、小潮時で約110km2といわれる。
九州一の大河川である筑後川河口周辺海
域が最も広く、沖合約7kmまで干潟は広が
っている。
■有明海開発の歴史
沖積世初期の佐賀平野の海は標高5.0m

の等高線であると考えられている。この
線は神崎町横

よこ

武
たけ

、佐賀市金立
きんりゅう

町下九郎
し も く ろ う

、高
木瀬町東高木

ひがしたかぎ

、鍋島町森田
も り た

、三日月町四条
しじょう

、
牛津町生立

うりゅう

ヶ里
り

、下江良
し も え ら

を結ぶ線でJR長
崎本線の北側の山麓部に相当し、現在の海
岸線よりも約20kmも北になっている。縄
文海進（標高4.0ｍ）以降は海退傾向となり、
沖積平野は次第にその姿を現わし、弥生期
（2000年前）の貝塚線を結ぶ線を海岸線と
すれば、その標高は3.0ｍ前後の等高線と
なる。これは現在、佐賀市と久留米市を結
ぶ県道に相当し、貝塚が当時の平均満潮位

線にあったとすれば、現在の有明海の平均
満潮位が標高2.82ｍであり、当時の海水準
は現在より、いくらか高かったことを示し
ている。干拓が人工的に行われるようにな
った平安初期（800年頃）の海岸線は佐賀市
付近では標高2.6ｍ前後であり、この時代の
海水準は現在の平均満潮位より低かったと
考えられる。戦国時代末期（1600年頃）に
描かれた「肥前国絵図」によれば図-1に示す
鹿
か

ノ江
え

－飯盛
いざかい

を結ぶ線以南には陸地はな
く、それから約100年後の「元禄絵図」によ
れば川副町犬井道

い ぬ い ど う

と太詫間
お お だ く ま

の三角州が描か
れている。従って当時の海岸線は犬井道

い ぬ い ど う

、
小々森
こ ご も り

、大野
お お の

、丸目
ま る め

、久富
ひさとみ

、道免
ど う め

、永田
な が た

及び
廻里
め ぐ り

を結ぶ線となる。その後明治、大正、昭
和時代となり技術的にも堤防の外側に石積
工法が取入れられたり、コンクリートの使
用等によって、急速に干拓面積が拡大され
るようになった。現在は軟弱地盤上にオラ
ンダ式の底幅の広い、緩傾斜型堤防が築造
されるようになった。
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図-2 明治36年

図-3 大正6年

図-4 昭和16年

図-5 昭和34年
図-6 昭和43年

図-1 海岸線の今と昔



大分
歩道は歴史・文化・技術

のギャラリー
東洋技術株式会社　技術管理室

仁木孟伯
関東からＪターンし、5年前に別府市の住

民となった。以来、別大国道を利用し大分市
に車通勤している。別大国道の拡幅工事は、
通勤を始めた時とほぼ時を同じくし開始され
たと記憶している。今は延長7kmのおよそ3/4
が完成した状態であるが､通勤時間が短縮さ
れたことはもとより、快適な走行性のお陰で、
別府湾の素晴らしい景観を楽しむゆとりも出
てきた。また、道路の整備は単に通行の利便
性の向上だけでなく､周辺の環境や施設の整
備も伴うので､景観は見違えるように変貌し
た。田ノ浦ビーチの整備と大分マリーンパレ
ス水族館「うみたまご」のリニューアルオー

プンは、その中心的存在であり、レジャー
や憩いの場を提供してくれている。
このような中で､別大国道に続く別府市

街地の国道10号線の整備を含め、地域住
民として特に紹介したいものに歩道があ
る。その歩道には新しい技術が駆使され､
地域住民や設計者の様々な思いや狙いが
込められている。別大国道の6車線化と共
に、海側にはカラー舗装の幅広歩道（6.5ｍ）
が設置された。車窓からの眺望を損なわ
ない程度の植樹帯で分離された歩道には、
明るい健康的な海岸のイメージを湧かせる
幾何学模様の色彩区分がある。

人と自転車の通行帯を区分すると共に､
一見しただけでは分からないが､その模様
に更なる大きな意味を求めている。「別府
市役所と大分市役所を結ぶ線の中央に点を

おき、その地点から発生する波紋の広がり
により柄を決定した」とのことで､地域の
連携を具象化したものと思われる。また、
素晴らしい眺望が自慢の田ノ浦ビーチ内歩
道には､大分市内の小学生が描いた絵画の
平板が埋め込まれており､訪れる人の気持
ちを足元から和ませてくれる。
別府北浜地区の景観整備では、国道10号線
の歩道の改修が平成16年度に行われた。従
来の老朽化した平板舗装に替え､全国で初
めての「多色カラー保水性舗装」が採用され
た。温度上昇を抑制する機能があり､別府
湾の波と湯煙を表現したカラー舗装であ
る。また平板舗装に比べ､車椅子やベビーカ

温泉マーク平板
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ーの通行に優しいアスファルト舗装である。
このように、景観と環境に充分に配慮した
ものとなっている。この北浜地区の歩道で
は、別府の歴史をアピールする「デザイン
平板」を設置している。その平板について
二三紹介する。まず第一には､別府を温泉

観光地として開発・宣伝した油屋熊八が考
案したと伝えられている､温泉マークと宣
伝文句“山は富士・海は瀬戸内・湯は別府”
の平板が目に付く。また、熊八は地獄めぐ
りを考案すると同時に、日本初のバスガイ
ドを登場させたこと、さらには自身が大き
な手の持ち主であったことから､手の大き

掘清掃活動風景

さを競うコンテストを主催したことなど
を示す平板がある。熊八の偉大な業績を
風化させまいとする、別府市民の気持ち
が伝わってくる。
この他､古くは明治時代に別府大分間に

開通した“チンチン電車”、大正時代の
“別府港と船”、昭和に入ってからの“水上
飛行機”、“日本ではじめての大型バス”な
どのデザイン平板が、およそ20m間隔で歩
道に埋め込まれている。散策する人に、
次はどんなものがあるのか期待を持たせ
ながら､別府の歴史をアピールする仕掛け
となっている。更に続く歩道には､従前か

ら別府八湯の紹介平板もあり、八湯それぞ
れの特徴を窺がうことができる。
最近整備された別大国道と別府北浜地区を
紹介したが､記述した部分はその一部であ
り､また筆者の主観を主体としたものであ
るので､興味のある方は是非とも自分の目
で確かめられることをお勧めしたい。その
際は､別府に宿泊し温泉を楽しむことは勿
論だが､歩道散策で腹を減らした後に､大分
の豊かな海の幸､山の幸を楽しんでもらい
たい。そして翌日は､別府湾の素晴らしい
眺望を楽しみながらの別大ウォーキング
（うみたまご－田ノ浦ビーチ－西大分）の健
康増進プランはいかがでしょう。
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九州大学移転事業
（株）福山コンサルタント

山下 賢一郎
「九州大学学術研究都市」の核、
「九州大学伊都キャンパス」誕
生！
昨年の2005年10月1日、九州大学伊都キャン
パスが開校を迎えた。「知の拠点」を核とした
産・学・官連携による「九州大学学術研究都
市」（以下、九大学研都市）づくりが本格的に稼

働し始めたのである。
開校の模様

伊都キャンパスは、福岡の中心、天神から
西へ約15km、糸島半島のほぼ中心に位置し、
福岡市西区元岡・桑原地区、前原市、志摩町
に跨る東西約3km、南北約2.5km、総敷地面積
約275haの広大な敷地に、計画人口約16,000人、
延べ床面積約50万m2の施設を計画している。
本キャンパスは、センターゾーンを中心とし
て、ウエストゾーン及びイーストゾーンの3つ
のゾーンで構成されており、とりわけ、セン
ターゾーンについては、九大学研都市との接
点として重要なゾーンといえる。ここは、「大
学の顔」となるメイン・エントランスとして
の機能、及び学生・教職員が集うキャンパス
の重心としての機能を備え、周辺地域と連携
した大学の中心的エリア、「タウン・オン・キ
ャンパス」を形成する。ここには、産学連携
施設やサービス施設等を集積させ、「楽しみを

福岡

研究都市構想」として取りまとめられている。
この「九州大学学術研究都市構想」では、≪
共生社会の実現≫≪世界・アジアとの交流≫
≪創造性の発揮≫≪新産業の展開≫という4
つの理念のもと、≪知の交流・創造活動を促
進する地域科学システムの構築≫≪知・住・
悠の舞台となる快適空間の形成≫という2つ
の戦略を基本として、学研都市の具体化を図
ることとしている。
学研都市の具体化に向けての手法として提
案されているのが、田園ゾーンの保全及び、
分散型地域核“ほたる”の開発である。田園
ゾーンは、優良な農業資源、田園環境を有す

感じながら学び住むことができる、広く社会
に開かれたキャンパス」実現することが期待
される。
開校と共に、工学系の学生及び教職員約

2,000人が移転を行い、九大学研都市での活動
を開始した。来年10月には、残りの工学系
2,400人が移転することになっており、更なる
賑わいを見せることとなる。その後、平成25
年度までに用地取得を完了させる。また、平
成23年度より、理学系、文系、全学教育、農学
系等の建物の建築が再開し、平成26年度から
この順序で移転が行われ、平成31年度中に移
転が完了する予定である。

「知の拠点」づくりを目指す
「九州大学学術研究都市」誕生！
前述した「九大学研都市」とはいかなるもの
か。
そもそも、「九大学研都市」の歩みは、1998
年、大野茂九州山口経済連合会会長を会長と
する九大学研都市推進協議会が発足したこと
に始まる。21世紀を「知の時代」として捉え、
アジアそして世界へと羽ばたく自然豊かな知
の創造空間を創出し、九州大学という「知の
拠点」を核とした産・学・官・地域の連携に
よる21世紀型まちづくりの実現を目指した。
実現に向けた構想は、2001年、「九州大学学術
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る、九大新キャンパスの南側、国道202号とJR
筑肥線に挟まれるエリア及びその南側であ
り、原則として資源や環境の保全を行ってい
こうとする地域である。一方、学研都市の形
成上必要となる研究・開発、住居、サービス
等の機能については、国道202号とJR筑肥線沿
線に直線的に伸びる市街地形成ゾーンと、田
園ゾーン以外のエリアを「分散型地域核“ほた
る”」として、周辺の自然環境との共生・調和
を図りつつ整備を行う予定である。

歴史・自然・芸術にあふれた地、
「糸島」
さて、九大学研都市の舞台となる「糸島」とは
どのような地域であろうか。また、どのよう
な舞台づくりがなされているのだろうか。
糸島半島は、福岡市西区、前原市、志摩町、
二丈町の2市2町に跨り、福岡市という機能性、
利便性に優れた大都市に近接しながら、美し
い海岸線とほどよい高さの山地・丘陵を有
し、幣の松原、芥屋大門、夫婦岩、野北海岸
の絶壁と見所も多い。また、この地域は、「魏
志倭人伝」に出てくる「伊都国」にあたり、昔
から大陸交流の要であったため、雷山の神篭
石、怡土城跡など古代王国をしのばせる遺蹟
も多く存在する。その他にもカフェやレスト
ラン、芸術家の工房なども多く、歴史や自然、
芸術の宝庫ともいえる地域である。
このように多様な魅力を備えた「糸島」では、
「九大学研都市」を支える基盤整備や前述した
分散型地域核“ほたる”開発が急ピッチで進
められている。福岡市が進める「伊都土地区
画整理事業」（130ha～福岡Yahoo! Japanドーム
約19個分）では、JR筑肥線「九大学研都市駅」
が昨年9月に開業し、新西警察署（仮称）及び

れる学研都市づくりを目指し、現在も互いに
手を取り合い、日々様々な活動を行っている。
しかし、九大学研都市が真に21世紀社会にお
いて「知の拠点」としての機能を果たし、世界
に認知されるまでには、相当な期間と関係者
の一層の努力が必要となるだろう。それでも、
「九大学研都市」は我が国の将来を担う“輝け
る都市”として、また、“先進的モデルプロジ
ェクト”として、国内だけではなく世界各国
からも大きな期待を寄せられている。

大型ショッピングセンター（イオン）等の整備
や、地域交流センター等の計画が進められて
いる。その他、住宅地としての「田尻土地区
画整理事業」（40ha）や、九州大学へのアクセ
ス道路「学園通線」、及び学生住宅などの整備
も進んでいる。

「九大学研都市」の実現に向けて
このように、大学や地域、企業は、世界に誇
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センターゾーン

九大学研都市構想
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五団体共催新年賀詞交歓会
開催日： 平成18年1月10日（火）
場　所： 博多全日空ホテル
共　催：（社）日本補償コンサルタント協会九州支部

（社）全国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

ボウリング大会
開催日：平成18年1月19日（木）
場　所：博多スターレーン

PC構造物技術説明会
開催日：平成18年1月24日（木）
場　所：福岡ガーデンパレス
共　催：（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会九州支部

夢・アイデア交流会
開催日：平成18年1月28日（土）
場　所：八仙閣

本部・支部意見交換会
開催日：平成18年2月24日（金）
場　所：ホテルセントラーザ博多

平成17年度RCCM資格試験合格者発表
発 表 日：平成18年3月1日（水）
発表方法：本部ホームページに掲載、支部事務局に掲示

※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・予定


