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㈳建設コンサルタンツ協会 
九州支部 
支 部 長 武富一三 

新支部長 山本洋一 

〇支部長からのご挨拶（新年） 

 

平素より建設コンサルタンツ協会九州支部の活動に対し、格別のご理解とご高配を賜

り厚くお礼申し上げます。 

九州支部は、昨年大幅に組織を見直し、総務、企画、対外活動、技術、特別の 5 つの

部会を中心に、支部活動を活発化させ、支部会員に対する更なるサービスの向上に努め

ています。具体的には、品確法が施行されたあとの発注者とのパートナーシップを深め

るための意見交換会、会員の技術力向上等に関する研修会・講習会の開催や品質向上に

関する教育・啓発活動、改正独占禁止法に対する意識向上と啓発への取り組み、社会資

本整備の新たな展開としての「夢・アイデア企画」への取り組み、支部会員の健康増進

と交流のためのスポーツイベントの開催などを実施しています。 

私達建設コンサルタントは、国民の皆様に安全と安心、そして豊かな生活ができる美

しい国づくりの一翼を担っており、その役割を確実に果たすことが責務であり使命であ

ると考えています。そのため、産業・経済のグローバル化、ＩＴの進展等による社会や都市機能の複雑化、地球規模での

環境問題の顕在化、さらには、少子・高齢化社会への対応も視野に入れた良質なサービスを提供すべく、日々研鑽、努力

する必要があります。 

しかしながら、建設コンサルタントを取巻く状況は混沌としており、確固とした方向性がなかなか見出せずにいました。

ところがここに来て、一昨年の品確法施行、昨年の独占禁止法の大幅改正などによりある方向性が出てきていると感じて

います。今後は方向性を確認しながら建設コンサルタントの地位向上に傾注するときと考えています。 

さいわい、九州支部の会員会社はそれぞれの地域事情に精通しており、更に、中央の情報を知る機会に恵まれています。

また、昨年は九州支部ホームページの役割と機能を見直し、会員のみならず、地域の皆様にも情報を発信して行けるよう

にしました。 

これらを最大限に活用することで、協会活動を活性化し、技術力の向上だけでなく、さまざまな知見を広め、倫理観を

高めて、地域に貢献する建設コンサルタンツ協会、夢のある協会にしてゆこうと決意しているところです。皆様のご協力

とご理解をお願いします。 

平成 19 年 1 月 

 

 

〇支部長からのご挨拶（総会を終わって） 

 

皆様方には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 私こと、平成 19 年 5 月 21 日開催の九州支部総会におきまして、武富前支部長の任期

満了にともない、ご推薦を受け支部長に就任いたしました。ご高承のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 九州地区協議会を前身とする当支部は、平成 20 年に設立 40 周年の節目をひかえてお

ります。はからずも、このような時期に大役をお預かりすることとなりました。身に余る

重責ではありますが、先輩方が築いてこられた活動の歴史を継承、発展させるべく微力を

尽す所存でございます。 

 さて、今更のことではありますが、公共事業の一貫した縮減基調のもと、建設コンサル

タント業界はかつてない難局に直面しております。業界の、ひいては職種の社会的な存在

価値が問われている、と受け止めるべきかもしれません。しかしながら、公共事業の問題

（手段）と社会資本整備の問題（目的）とは、分けてとらえる必要があります。言うまでもなく、目的の議論が優先され

なければなりません。自然災害への国土の備えは果たして万全といえるのでしょうか。高度経済成長期に大量に建設され

た橋梁などの構造物が、その耐用年数を迎えつつあります。食品で言えば、賞味期限間近かということになるでしょう。

早急な対応が必要です。また、高齢化が進む中、生活基盤の崩壊によりお年寄りが一人では住めない地域が拡大しており
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ます。これらは一例にしか過ぎません。まだまだ、課題は山積しております。会員各位も同様の認識をお持ちのことと忖

度いたします。 

近年、企業の社会的責任（ＣＳＲ：Ｃorporate  Social Ｒesponsibility）の問題がクローズアップされておりますが、

上記の課題解決に高度な技術で寄与することは、建設コンサルタントに課せられた社会的責務（ＣＳＲ：Ｃonsultants Ｓ.

Ｒ ）であると同時に、職種の社会的な存在価値の基本ではないでしょうか。社会資本整備のあり方、建設コンサルタン

トが果たしている役割などについて、さらに積極的な広報活動を展開する必要があります。また、技術力の底上げも継続

的に進めなければなりません。各社単独での努力では自ずと限界のある「ＣＳＲの追求」、「広報戦略」、「技術力強化」の

３つの視点から、これまでの活動を進化させていきたいと考えております。おおいに議論を尽そうではありませんか。そ

して総力を結集して活路を開きましょう。 

 皆様方のご理解、ご支援を切にお願い申し上げます。 

平成 19 年 5 月 

 

 

〇支部長退任のご挨拶 

 

 若葉の目にしみる候 会員各位におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 私は平成 17 年 5 月から 2 年間に亘り支部長を勤めさせて頂き、去る 5 月 21 日の総会で退任いたしました。この間、

微力ながら九州支部発展に貢献したいと意を注いでまいりましが、なかなか思うようにはゆきませんでした。しかしなが

ら、各委員の皆様の献身的な活動に支えられ、他支部に劣らぬ活発な活動が出来たことは感謝にたえません。また、他支

部が会員数を大幅に減らしていくなか、2 年間で 2 社減にとどまっている事は大変有難いと思っています。支部会員 122

社には九州に本社のある会社と支社のある会社が半々で、かつ、企業規模、活動範囲、技術レベルなどが相違する様々な

会社があります。その中での委員会活動は困難を極めたと思います。あらためて業務多忙の中、優秀な委員を出して頂い

た会社に敬意を表しますとともに、会員各位のご支援に深く感謝申し上げます。 

この 2 年間を振り返りますと、政府建設投資はピーク時の約半分と厳しい状況を迎え、姉歯事件など建設産業の根底を

揺るがす事件が起こりました。また、品確法施行、独禁法改正などもありました。一方では、地震や豪雨の頻発など災害

は激化増加傾向にあり、さらに国民の環境や景観に対する意識も着実に変化しており、建設コンサルタントの必要性は増

しています。 

 この中にあって、九州支部は意見交換会のほか、「夢 アイデア企画」、「構造物のチェックポイント」作成、土木遺産

調査、ホームページのリニューアルなど様々な活動を展開しました。特に「夢 アイデア企画」では、ワークショップや

発表会などで大いに盛り上がり、建設コンサルタントを PR 出来たと思います。私は就任に際し、ロータリークラブの四

つのテストの中の「みんなに公平か？」、「みんなのためになるかどうか？」を念頭に、会員の皆様が平等なサービスを得

ることができるよう心懸けてまいりました。今後は山本新支部長のもと、建コン活動を活性化させ、技術力と地位の向上

ならびに社会貢献がなされることを確信しています。 

 最後になりますが、2 年間の会員各位のご協力に心より感謝するとともに、九州支部のますますの発展を祈念し、退任

の挨拶といたします。 

平成 19 年 5 月 武富一三 
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平成１９年度支部組織 

 

                          総務委員会  委員長１名、副委員長２名 
               委 員 長：高崎 愛一（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
           副委員長：徳永 淑彦（第一復建） 
           副委員長：秦野 長次（建設技術研究所） 

厚生委員会  委員長１名、副委員長１名  

委 員 長：米倉  修（西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
副委員長：吉田 鉄治（日本工営）                                  

資格委員会  委員長１名、副委員長１名 
委 員 長：鶴田 益平（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：高田 善三（西日本技術開発） 

広報委員会  委員長１名、副委員長３名 

委 員 長：木寺佐和記（西日本技術開発） 
副委員長：久芳  剛（長大） 

副委員長：内田  泰（第一復建㈱） 

副委員長：北岡 大記（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

                                                    企画委員会  委員長１名、副委員長２名 
                           委 員 長：太田 達雄（建設技術研究所） 
                                      副委員長：中村  宏（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
                                      副委員長：黒木 修身（西日本技術開発）  

新領域委員会（夢 アイデア企画）委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：末松 正直（ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：小林 博昭（西日本技術開発） 

副委員長：白石 悦二（日本工営） 

 次世代委員会 （けんこん＠ひよこ） 委員長 1 名、副委員長 1 名  
                                                            委 員 長：池田 好克（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

                                      副委員長：山本 和幸（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

                                                       対外活動委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：入江 達雄（建設技術研究所） 

副委員長：清原 秀紀（構造技術ｾﾝﾀｰ） 

副委員長：横矢 直道（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

  防災委員会  委員長１名、副委員長１名 
委 員 長：畠山 美久（第一復建） 

副委員長：森  慎一（構造技術ｾﾝﾀｰ） 

 

                                                  
                                                       河川技術委員会  委員長１名、副委員長２名 

委 員 長：市原 仁志（日本工営） 

副委員長：太郎良菊憲（第一復建） 

副委員長：納富希志夫（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

                                                       道路技術委員会  委員長１名、副委員長３名 

委 員 長：徳渕 祐三（橋梁ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長：渡辺 英夫（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ）  

副委員長：谷川 一智（千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：前田  勉（長大） 

                                                        環境・都市等技術委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：矢ケ部輝明（建設技術研究所） 

副委員長：波木 健一（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：今林 顕二（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

講師派遣委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：武林 和彦（中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ）  

副委員長：森田  覚（八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ） 

副委員長: 松崎  明（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

CALS／EC 委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：千々岩浩巳（第一復建） 

副委員長：金井 秀平（建設技術研究所） 

副委員長：日高栄二郎（長大） 

品質向上委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：中尾 好幸（長大） 

副委員長：西正 嘉夫（大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長: 上野 裕次（千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）                              
                                                      独禁法に関する特別委員会   委員 常任幹事 
                             

40 周年記念事業委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：岡出  章（中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ）  

副委員長：高崎 愛一（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長: 廣實 正人（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

部会長:正本（日技） 

副部会長: 

内村（建技）、谷口（長大） 

原田（卓）（九州開発）、 

工藤（東洋技術）、 

村上（太陽技術）、福田（大福）

総 会 常任幹事会 総務部会 

企画部会 
支 部 長 

副支部長 

常任幹事 

監   事 

特別部会 

技術部会 

部会長: 

 廣實（ﾊﾟｼｺﾝ）

副部会長: 

 針貝（福山） 

 永田（内外） 

 本木（西鉄） 

部会長: 

山本（福山）

副部会長: 

 久田（西技）

 内村（建技）

部会長: 

 崎本（ｵﾘｺﾝ） 

副部会長: 

 田中（第一復建）

 小嶋（八千代） 

事務局 

部会長: 

塚原（日本工営）

副部会長: 

岡出（中央） 

久田（西技） 

対外活動部会 

事務局長 野口秀一 

事務局員 谷崎智美 

支部役員 

支部長 山本洋一 福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

副支部長 久田幹夫 西日本技術開発 

副支部長 内村  好 建設技術研究所 

常任幹事 崎本繁治 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙ 

常任幹事 原田  卓 九州開発ｴﾝｼﾞﾆﾔ

常任幹事 田中  清 第一復建 

常任幹事 岡出  章 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

常任幹事 谷口正博 長大 

常任幹事 正本  実 日本技術開発 

常任幹事 塚原俊一 日本工営 

常任幹事 廣實正人 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙ 

常任幹事 針貝武紀 福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

常任幹事 小嶋順一 八千代ｴﾝｼﾞﾆｱ 

大分(常) 工藤真之助 東洋技術 

宮崎(常) 村上健一 太陽技術ｺﾝｻﾙ 

鹿児島(常) 福田光一 大福ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

監  事 本木正之 西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝ 

監  事 永田和成 内外ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

顧  問 武富一三 西日本技術開発 

顧  問 宮崎良典 第一復建 
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平成１９年度事業運営方針 

 

平成 19 年度のコンサルタントを取り巻く環境は、公共事業費の継続的減少、技術競争と価格競争の激化、公平

性・透明性を求められる契約方式の変革、高い品質とサービスの要求、企業に求められるコンプライアンスの遵

守など、大きく変化しつつあります。協会としても支部としてもまた企業および企業に属する職員個々にとって

も、それぞれが課題を真摯に受け止め速やかに対応する必要に迫られております。そのような背景の中で、平成

16 年５月に建設コンサルタンツ協会が策定した「中期行動計画」に示された改革へ向けた「４つの行動」①優良

な技術と知恵を提供するための行動、②新しい領域を開拓し拡大するための行動、③倫理の堅持、④専門家集団

としての社会貢献、は我々の目指すべき方向を示しております。 

 
九州支部としても本部との協調と支部会員の皆様のご協力により下記の運営方針の下、活動の充実を図って参

ります。 
１） 予算の適正な執行と効率的な運営により、支部会員へのサービスの充実・強化を図るとともに協会内外

への広報活動を積極的に実施する。 
２） コンサルタントを取り巻く内外の環境変化に伴う支部活動の横断的課題や新規施策に対し、先導的な立

場で活動を行う。 
３） 「品確法」のもと発注者との良きパートナーとしての役割をより確実なものとするために、コンサルタ

ントからの「要望と提案」をもとに国の機関及び自治体との意見交換を実施し、相互の課題の解決に向

けた努力を行う。 
４） 会員各社の社員ならびに必要に応じて発注者や非会員に対して技術力の向上、資格取得等に関する研修

会、講習会、情報提供など幅広い支援を行う。 
５） 独占禁止法を中心とした企業のコンプライアンス遵守に対して、適切な情報の提供ならびに指導を行う。 
６） 平成 20 年５月に予定されている支部設立 40 周年記念事業へ向けて必要な企画・準備を執り行う。 

 
 平成 19 年度は後ほど審議頂く通り、支部長の交代ならびに一部の常任幹事の交代が予定されております。平成

18 年度に組織の大幅な再編成を行ったことから今年度は前年同様に総務部会、企画部会、対外活動部会、技術部

会、特別部会およびその下の各委員会の構成となります。また、予算規模としては収入 4,787 万円、支出 5,259
万円と△472 万円の赤字会計としております。支出には 300 万円の 40 周年記念事業委員会への特別会計支出が含

まれております。支部会員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 
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平成１８年度事業報告 

 

平成18年度における建設コンサルタント産業市場は、引き続き公共投資が減少する中で規模が縮小しました。

全体的に公共投資が縮小する中においても、国民が安全で安心して暮らせるために必要な社会資本整備を進める

ために、九州地域においても国および地方自治体において様々な施策が実施されました。特に、いわゆる「品確

法」の趣旨に基づいた技術や価格競争性のある契約方式が大きく拡大されました。また、契約における透明性、

公正性やコンサルタントの中立性・独立性もより厳しく求められる状況となりました。 
 九州支部に属する会員には、その営業範囲が全国、九州全域、主に県単位など、活動範囲や企業規模が相違す

る様々な企業が含まれておりますが、同じ協会員としてコンサルタントの地位の社会的向上を主目的として課題

の解決に努力して参りました。 
支部の協会活動は、支部長を議長とする常任幹事会のもと平成18年度に再編成された組織と委員会活動を中心に

運営し、事務局が支援しておりますが、会員皆様のご協力により順調に推移することができました。平成18年度

は下記の運営方針のもと、様々な支部活動を実施して参りました。 

 
１） 限られた予算の中で活動の効率化・安定化を目指した運営により、支部会員へのサービスの充実・強化

に一層の努力を傾注する。 
２） 外部環境の大きな変化に対して、協会支部として取り組むべき新たな施策について、新組織体制のもと、

支部組織の横断的立場から取り組んでゆく。 
３） 「品確法」のもと発注者との良きパートナーとしての役割をより確実なものとするため、国の機関及び

地方自治体との意見交換を通じて相互の意思疎通を図る。 
４） 会員各社の社員に対して技術力の向上、資格取得等に関する研修会、講習会、情報提供など幅広い支援

を行う。 
５） 平成 17 年度の独占禁止法の強化改正に対応して、コンサルタントとしての的確な対応を展開する。 

 
 平成 18 年度会計は収入 5,041 万円、支出 5,092 万円とほぼ終始均衡した決算となりました。会員数がほぼ横ば

いで推移する中では今後も収入の伸びは期待できず、活発化する活動の一層の効率化が望まれます。 
その中で総務部会としては会員サービスとしてのスポーツ大会等の厚生活動、RCCM 試験および登録更新講習

会の支援、ホームページのリニューアルや維持管理および建設技術フォーラムへの参加などの広報活動を実施し

ました。厚生活動については行事のマンネリ化や参加者の減少が課題となっておりますが、会員からは継続を期

待する声も多く、改善しながら継続することとなります。 

  
企画部会としては、部会・委員会等の活動に対する横断的課題に対する検討、支部における新規施策等の検討、

会員の経営改善に資するための研修会、本部・他支部との連携による課題等への対応を実施しました。特に５年

目を迎えた「夢・アイデア企画」については、九州支部独自の社会貢献活動として高く評価される一方、市民へ

の浸透度不足、応募作品の減少、応募作品の実現性および今後の助成金の継続など解決しなければならない課題

があります。 
会員数の拡大を目的として本部に設置された「組織検討特別委員会」に対しても支部として積極的に意見を提
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出しました。さらに「地域コンサルタント問題懇談会」にも支部として委員２名を参画させ、全国の支部と共同

していわゆる「地域コンサルタント」が抱える課題を議論しました。九州支部としては、立場の異なる企業の独

自性を尊重しつつコンサルタントとしての社会的地位の向上につながる方向へ向けて提案を行いました。 
 

対外活動部会では、６月の本部主催の九州地整との意見交換会を始めとして、9 月から翌年 1 月にかけて支部主

催の管内 8 県２政令指定市（平成 18 年度より沖縄県も実施）との意見交換会を実施しました。地整との意見交換

会では①技術力に基づく選定、②報酬・積算体系の現状と改善、③建設コンサルタントの新たな役割、④著作権、

著作者人格権の保護を「要望と提案」しました。このほか、九州地整および福岡県とは実務者による意見交換会

も実施し、具体的で実務的な討議が行われ、今後も拡大してゆくことが期待されています。 
 

技術部会においては、河川、道路部門に加え平成 18 年度から環境・都市部門も技術委員会としてスタートし、

それぞれ技術講演会、現地見学会等を実施しました。また、国、地方公共団体開催の技術研修会へ講師の派遣も

実施しました。さらに CALS／EC および品質向上委員会では本部から講師を招いてセミナーを開催しました。技

術者の継続的研鑽（CPD）の必要性が高まっている中で、会員はもちろんのこと適宜会員外へのサービスの提供

も実施しました。今後は福岡圏以外の会員へのサービスの拡大も検討課題となっています。 

 
独禁法に関する特別委員会は毎月常任幹事会開催時に開催し、関連する情報の収集・提供と会員に対するコン

プライアンスの徹底を図りました。また、「独占禁止法」に関する講習会を関連他団体との共催ならびに支部単独

で実施しました。 
来年、平成 20 年に控えた支部設立 40 周年にむけた「40 周年記念事業準備委員会」を特別委員会として発足さ

せ企画・準備をスタートさせました。 

 
以下に具体的な活動について報告いたします。 
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総務部会 

総務委員会 

［2007.01.25］第 7 回事務部門研修会を開催しました 

●会員会社の事務部門の向上を図るため、年 2 回、研修会を開催しています。 

平成 19 年 1 月 25 日、公認会計士を講師に招き、会員の皆様を対象に、内部 

統制について研修会を開催しました。 

日時 平成 19 年 1 月 25 日（木） 15:00～17:00

場所 
福岡朝日ビル 

福岡市博多区博多駅前 2-1-1 

講師 
みつる公認会計士事務所 

公認会計士・税理士 盈 辰博氏 

テーマ 

「会社法による経理部門の留意点」 

1.会社法改正の概要 

2.計算書類関係の留意点 

3.個別留意点 

参加人数 28 名 ▲7 回事務部門研修会の様子 

 
 

［2006.07.25］第 6 回事務部門研修会を開催しました 

●会員会社の事務部門の向上を図るため、年 2 回、研修会を開催しています。 

平成 18 年 7 月 25 日、公認会計士を講師に招き、会員の皆様を対象に、内部 

統制について研修会を開催しました。 

日時 平成 18 年 7 月 25 日（水） 15:00～17:00 

場所 
ＡＳＣビル（アスクビル） 

福岡市博多区博多駅東 1-16-25 

講師 公認会計士・税理士 柴田浩希氏 

テーマ 
「早わかり内部統制」 

－内部統制の基本を完全マスター－ 

参加人数 30 名 

▲第 6 回事務部門研修会の様子 

 

 

 

 

厚生委員会 

［2007.01.19］第 7 回福岡地区ボウリング大会を開催しました 

日時 平成 19 年 1 月 19 日（金） 

場所 博多スターレーン 

参加者 14 チーム 

結果 【チーム賞】 優 勝：第一復建  準優勝：西日本技術開発Ａ 

３ 位：建設技術研究所 九州支社 ブービー：九州支部事務局 

当日賞：復建調査設計 福岡支社 
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▲競技の様子 ▲表彰式 

 

［2006.10.06］第 27 回ソフトボール大会を開催しました 

開催日 平成 18 年 10 月 6 日（金） 

場所 雁ノ巣レクリエーションセンター 

参加者 22 チーム 

結果 

優勝：（株）三洋コンサルタント 

準優勝：宮崎県部会 

第３位：アジアエンヂニヤリング（株）、 

九州建設コンサルタント（株） ▲第 27 回ソフトボール大会優勝の(株）三洋コンサルタント 

 

 

資格委員会 

［2006.11.12］平成 18 年度 RCCM 資格試験実施を支援しました 

●ＲＣＣＭ資格は、建設コンサルタント事業を行う際、高度な技術を提供する 実施日 平成 18 年 11 月 12 日（日）

場所 福岡教育大学 

受験者 746 名（九州） 

大切な資格として位置付けられ、年１回、全国 7 会場で試験が行われています。 

●九州会場では、本部・支部資格委員会・事務局のメンバーが前日から準備を行 

い、さらに、試験当日は会員会社 36 名の試験監督員の協力のもと実施しました。 

 

 

［2006.10.24］平成 18 年度 RCCM 登録更新講習会開催を支援しました 

開催日 平成 18 年 10 月 24 日（火）

場所 シーホークホテル 

受講者 約 600 名（九州） 

●ＲＣＣＭ資格の技術を維持するため、有資格者は３年ごと、更新登録のための 

講習会受講が義務付けられています。 

●九州会場では、約 600 名が出席し、会員会社 5 社と資格委員会が運営を支援し 

ました。 

 

 

広報委員会 

［2006.11.01］ホームページをリニューアルしました。 

●建設コンサルタントのＰＲと、協会会員の皆様へのタイムリーな情報を提供するため、ホームページをリニューアルしました。

●特に、会員の皆様には、「支部だより」に記載していた情報もこのホームページで発信致します。 

 

［2006.10.22］土木の日イベントに参加しました 

●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。 
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開催日 平成 18 年 10 月 22 日（日） 

場所 海の中道海浜公園 

内容 出展内容は、パソコンを使用した土木クイズが中心。景品の「アメのつかみ取り」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す。昨年に続き、大変盛況であり、

２台のパソコンの前には終日行列が絶えませんでした。 

（長大、日本工営、西日本技術開発からの委員他が当日運営に参加しました） 

 

［2006.10.02］九州建設技術フォーラムに出展しました 

●国土交通省九州地方整備局主催「建設技術フォーラム」に出展しました。 

●内容はポスターセッションでの九州支部紹介であり、九州支部のＰＲとしてポスターを作成し、小冊子等を配布しました。 

実施日 平成 18 年 10 月 2（月）、3 日（火） 

場所 国際会議場（福岡市） 

参加者 
九州建設技術フォーラムページを参照してください。 

http://www.cag-forum.com/ 

 

  
▲九州建設技術フォーラム会場の様子 
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対外活動部会 
対外活動委員会 
[2006.12.25]自治体との意見交換会を開催しました（9 月～12 月） 

 

福岡県 

開催日 

場 所 

 

出席者 

テーマ 

平成 18 年 11 月 29 日（水） 

福岡県中小企業振興センター202 

号会議室 

県側 15 名、建コン側 11 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・設計ＶＥの導入について 

佐賀県 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

平成 18 年 10 月 18 日（水） 

若楠会館 

県側 6 名、建コン側 12 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・ 設計ＶＥの導入について 

 

 

長崎県 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

平成 18 年 10 月 13 日（金） 

コンフォートホテルＡ会議室 

県側 8 名、建コン側 11 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・施工への関与(三者技術調整会)に 

ついて 

熊本県 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

平成 18 年 10 月 27 日（金） 

熊本県庁 本館 1002 会議室 

県側 16 名、建コン側 10 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・ 設計ＶＥの導入について 

・  

大分県 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

平成 18 年 9 月 21 日（木） 

コンパルホール 3 階大会議室 

県側 13 名、建コン側 23 名 

・品確法を踏まえた企業・技術者の 

選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・委託業務の成績評定について 

・設計等業務体系と報酬・積算体系 

の改善について 
 

宮崎県

開催日 

場所 

参加者 

内容 

 

平成 18 年 9 月 4 日（月） 

宮崎県企業局 1 階県電ホール 

 

県側 7 名、建コン側 25 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取り

組みについて 

・設計ＶＥの導入について 

鹿 児 島

県 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 11 月 6 日（月） 

鹿児島県自治会館 401 号室 

県側 10 名、建コン側 28 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・施工への関与(三者技術調整会)に 

ついて 

・設計ＶＥの導入について 

沖縄県

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 12 月 1 日（金） 

県庁内会議室 

県側 5 名、建コン側 5 名 

・品確法を踏まえた企業選定の方針 

について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

 

北 九 州

市 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 12 月 25 日（月） 

市役所庁舎会議室 

市側 11 名、建コン側 10 名 

・品確法を踏まえた企業選定の方針 

について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・設計ＶＥの導入について 

福岡市

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 11 月 8 日（水） 

エルガーラホール会議室１ 

市側 11 名、建コン側 13 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取 

り組みについて 

・設計ＶＥの導入について 

・ CALS/EC 
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自治体との意見交換会風景⇒ 

 
 
 
 
[2006.06.28]平成 18 年度意見交換会を開催しました 

開催日 平成 18 年 6 月 28 日（水） 

場所 ホテルセントラーザ博多 ３階「花筐の間」 

参加者 
九州地方整備局局長以下 20 名、自治体 13 名、 

協会本部 11 名、支部 23 名 

内容 
・本部からの要望と提案について 

・支部からの要望と提案について 

 

[2006.1.18]実務者意見交換会を開催しました（11 月 17 日、12 月 11 日、1 月 18 日） 

九州地方整

備局 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

平成 18 年 12 月 11 日(月) 

建コン九州支部事務局会議室 

九地整側 6 名、建コン側 13 名 

・品確法を踏まえた企業・技術者選定のあり方について

・ミス防止対策とチェック体制の取り組みについて 

福岡県 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

 

 

平成 18 年 11 月 17 日（金） 

吉塚合同庁舎 特 4 会議室 

県側 13 名、建コン側 9 名 

・委託業務実施マニュアルの作成について 

・委託成績評定について 

・住民参加のための専門家の登用について 

・今後の取組課題について 

福岡市 

開催日 

場 所 

出席者 

テーマ 

 

平成 19 年 1 月 18 日（木） 

エルガーラホール会議室 

市側 16 名、建コン側 13 名 

・品確法に基づく企業選定について 

・ミス防止対策とチェック体制の取り組みについて 

・CALS/EC 

▲実務者意見交換会

 
防災委員会 

[2006.09.01]平成 18 年度大規模災害時対応演習を実施しました 

●｢平成 18 年度九州支部防災演習計画｣に基づき、本部ならびに現地本部と支部との 

連絡を Web 上で行いました。 

●また、支部会員 123 社に参加いただき、ﾒｰﾙおよび Fax により、連絡網による連絡機能 

▲大規模災害時対応演習

の確認を行いました。 

開催日 平成 18 年 9 月 1 日（金） 

場所 建コン九州支部事務局会議室 

参加者 協会本部並びに全支部、支部会員 
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技術部会 

河川技術委員会 

［2006.10.26］現地見学会を開催しました 

開催日 平成 18 年 10 月 26 日（木）～27 日（金） 

場所 藤波ダム、松原ダム、竜門ダム、菊池川 SR 堰、菊池川水辺プラザ

参加者 25 名 

備考 

・藤波ダム（福岡県 藤波ダム建設事務所） 

・松原ダム（九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所） 

・竜門ダム及び SR 堰（九州地方整備局 菊池川河川事務所） 

・菊池川水辺プラザ（自主見学） ▲見学会 

 

 

［2006.09.05］河川技術講演会を開催しました 

開催日 平成 18 年 9 月 5 日（火） 

場所 八重洲博多ビル会議室 

参加者 86 名 

内容 

・これからの河川行政 

（九州地方整備局 河川計画課 大呑智正課長） 

・情報発信で築く「社会の信頼」 

（日経 BP 社 日経コンストラクション編集部 西村隆司編集長） 

・NPO の現状と課題 

（環境管理システム研究会 杉本勝事務局長） 

▲講演会の様子 

 

 

 

道路技術委員会 

［2006.11.04］設計技術者のためのリカレント教育講座を開催しました（9 月～11 月） 

講座 1 

開催日 

参加者 

内容 

 

講師 

9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 30 日の 3 日間 

19 名 

構造物の耐震設計 

～実務に活用できる原理から応用技術まで～ 

（株）千代田コンサルタント九州支店 

杣 辰雄 技術部長 

講座 2 

開催日 

参加者 

内容 

 

 

 

 

講師 

10 月 14 日、10 月 21 日、10 月 28 日の 3 日間 

23 名 

コンクリート構造物の診断と維持管理 

1.損傷の原因と劣化現象 

2.診断及び対策について 

3.診断技術・補修補強工法 

4.アセットマネージメント 

九州共立大学 牧角 龍憲 教授 ▲リカレント教育講座 
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講座 3 

開催日 

参加者 

内容 

 

 

 

講師 

11 月 4 日、11 月 11 日の 2 日間 

25 名 

構造物基礎の設計 

1.構造物基礎の歴史 2.示方書の変遷 

3.基礎の設計（直接基礎、杭基礎、ケーソン基礎、 

鋼管矢板井筒）4.Ｌ２地震動における基礎の挙動 

（株）綜合技術コンサルタント九州支店 

坂口 和雄支店長 

場所 いずれも博多ビル 

 

 

［2006.10.11］「見学会」を開催しました 

開催日 平成 18 年 10 月 11 日（水） 

場所 

〇PC 工場 

（株）安部日鋼工業所 大牟田工場 

・プレテンホロー桁、コンポ橋 PC 床版、ブロック桁等の製作現場 

〇国土交通省 福岡国道事務所 有明海沿岸道路出張所管内 

有明海沿岸道路 

矢部川橋 

中島高架 多連アーチカルバート工 

皿垣連続高架橋 

参加者 52 名 

▲見学会 

 

 

［2006.09.28］「技術講演会」を開催しました 

開催日 平成 18 年 9 月 28 日（木） 

場所 電気ビル本館地下 2 階 8 号会議室 

参加者 87 名 

内容 

・最近の道路行政 

（国土交通省九州地方整備局道路部長 吉崎 収 様） 

・土木技術者について 

（九州工業大学名誉教授 出光 隆 様） 

・道路利用者から見た意見 

（（社）日本自動車連盟(ＪＡＦ) 稲垣 昇 様） 

▲技術講演会 

 

 

環境・都市等技術委員会 

［2007.01.10］「風景デザイン講演会」を開催しました 
開催日 平成 19 年 1 月 10 日 

場所 福岡朝日ビル会議室 

参加者 50 名 

講師 小林熊本大学教授 

●風景デザインに関するコンサルタントの役割と期待について、風景デザイン 

研究会小林教授による講演を開催しました。 
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［2006.11.17］佐賀県街づくり推進課との意見交換会を開催しました 

開催日 平成 18 年 11 月 17 日 

場所 佐賀県庁会議室 

参加者 委員会メンバー 

内容 街づくり 3 法の見直しにかかる今後の状況・対応 等 

 

 

［2006.07.14］「風景デザイン研究会」の設立総会・シンポジウムを支援しました 

●大学と民間コンサルタント等の協働による風景デザイン研究会に設立総会・シンポジウムの開催に際し、当委員会が支援しま

した。 

開催日 平成 18 年 7 月 14 日～16 日 

場所 九州大学西新キャンパス 

参加者 風景デザイン研究会メンバー等 

講師 会長：小林熊本大学教授、副会長：島谷九州大学教授 

 

  

▲風景デザイン講演会 

 

 

講師派遣委員会 

［2007.02.01］各自治体へ講師を派遣しました（5 月～12 月） 

●各自治体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。 

●18 年度は、これまで以下の自治体に派遣しました。 

 

福岡県市町

村職員研修 

開催日 

場所 

研修内容 

 

 

 

 

平成 18 年 5 月 9 日～10 月 6 日 

福岡県建設技術情報センター 

1.土木初任者研修 2.公園緑地研修 3.区画整理研修 

4.都市計画研修 5.道路計画設計（初級）研修 

6.道路計画設計（中級）研修 7.下水道研修 

8.橋梁計画設計（構造計算編）研修 

9.橋梁計画設計（応用編）研修 

10.土質／地質調査研修 

佐賀県建設

技術職員研

修 

開催日 

場所 

研修内容 

平成 18 年 6 月 7 日～8 月 23 日 

佐賀県建設技術センター 

1.海岸事業の概要 2.河川計画の策定手法 
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3.河道計画の策定手法 4.親水・多自然護岸 

5.道路計画の策定 6.道路の設計手法 

7.道路構造物の設計 8.橋梁下部工の設計 

長崎県土木

施設設計職

員研修 

開催日 

場所 

研修内容 

 

 

平成 18 年 7 月 5 日～11 月 22 日 

長崎県建設技術センター 

1.コンクリート構造物の維持・管理 

2.小構造物（擁壁工）の設計 

3.構造物設計（擁壁等）のポイント 

4.道路計画・設計 

大分県専門

研修 

開催日 

場所 

研修内容 

 

 

 

平成 18 年 8 月 2 日～12 月 1 日 

大分県建設技術センター 

1.専門研修「土質・基礎」 

2.専門研修「地すべり対策」 

3.専門研修「道路」 

4.専門研修「河川」 

5.専門研修「都市計画」 

福岡市役所 

「平成 18

年度第 1 回

土木工事に

関する講習

会」 

開催日 

場所 

研修内容 

 

平成 18 年 6 月 16 日 

福岡市役所 本庁舎 

ミス事例と土木構造物のチェックポイント 

 

長崎大学イ

ンターンシ

ップ講演会 

開催日 

場所 

研修内容 

平成 18 年 10 月 27 日 

長崎大学工学部社会開発工学科 

土木技術者の職場説明（コンサルタント業） 

 

 

CALS/EC 委員会 

［2006.12.08］CALS/EC 講習会を開催しました 

開催日 平成 18 年 12 月 8 日（金） 

場所 ＪＡ ＡＺＭホール 別館 302 研修室（宮崎市） 

参加者 36 名 

内容 CPD 認定講習会として、宮崎市内にて実施しました。協会員以外の参加もありました。 

 

 

［2006.10.05］GIS 実践講習会を開催しました 

開催日 平成 18 年 10 月 5 日（木）～6 日（金） 

場所 天神ビル 11 階 5,6 号会議室 

参加者 のべ 52 名 

内容 ArcGIS，AutodeskMap による初級編，実践編の講習会を本部主催にて実施 
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品質向上委員会 

［2006.12.20］講師を派遣しました（6 月 16 日、9 月 27 日、12 月 20 日） 

土木工事に

関する 

講習会 

（福岡市） 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 6 月 16 日（金） 

福岡市役所 15 階講堂 

141 名 

ミス事例と仮設構造物のチェックポイント 

橋梁計画 

設計 

（応用編）

研修 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 9 月 27 日（水） 

福岡県建設技術情報ｾﾝﾀｰ会議室 

9 名 

ミス事例と構造物のチェックポイント 

宮崎河川 

国道事務所

品質 

セミナー 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 12 月 20 日（水） 

宮崎河川国道会議室 

70 名 

ミス事例と構造物のチェックポイント 

 

［2006.10.24］本部主催セミナー開催を支援しました（7 月 7 日、10 月 24 日） 

マネジメン

トセミナー 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 7 月 7 日（金） 

天神ビル 11 階会議室 

69 名 

ＩＳＯマネジメントシステム、ＰＦＩ，ＰＭ等 

品質 

セミナー 

開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 10 月 24 日（火） 

天神ビル 11 階会議室 

89 名 

エラー防止 

 

［2006.12.1］地域品質セミナーを開催しました（5 月 24 日、11 月 7 日、11 月 8 日、12 月 1 日） 

宮崎県 開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 5 月 24 日（水） 

ホテルリメージュ会議室 

89 名 

ミス事例と構造物、仮設構造物のチェックポイント 

鹿児島県 開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 11 月 7 日（火） 

鹿児島県市町村自治会館 403 会議室 

46 名 

ミス事例と構造物のチェックポイント（橋梁編） 

宮崎県 開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 11 月 8 日（水） 

宮崎県建設技術センター 

47 名 

ミス事例と構造物のチェックポイント（橋梁編） 

大分県 開催日 

場所 

参加者 

内容 

平成 18 年 12 月 1 日（金） 

コンパルホール 

72 名 

ミス事例と構造物のチェックポイント（橋梁編） 
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企画部会 
企画委員会 

［2006.11.30］平成 18 年度企画委員会「研修会」を開催しました 

開催日 平成 18 年 11 月 30 日（木） 

場所 天神ビル 10 号会議室 

参加者 61 名（非会員 12 名を含む） 

講演内容 1）ＣＰＤ制度説明会 

2）コンブ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 

 

▲企画委員会「研修会」 

［2006.11.29］平成 18 年度ＣＰＤ説明会(鹿児島)を開催しました 

開催日 平成 18 年 11 月 29 日（水） 

場所 ステーションホテルニュー鹿児島 

参加者 92 名（非会員 40 名を含む） 

講演内容 
1）ＣＰＤ制度の概要、2）ＣＰＤプログラム、3）ＣＰＤプログラムの認定、4）ＣＰＤ記録の登録、5）その他

ＣＰＤ協議会 

 

 

 

新領域委員会 

第４回「まちづくりに関する提案の募集」入選作品の紹介 

●第 4回の募集は、平成 18 年 9月初めから 10 月 20 日までの期間に 34 点の応募をいただきました。 

●平成 19 年 2 月 10 日、タカクラホテル福岡にて審査委員会が開催され、下記作品が選ばれましたので報告します。 

賞 作品名 応募者 

◆最優秀賞（１編） 寄ってみよう、行ってみよう 波多江 萌 

博多の現在・過去・未来を回遊する「博多夢ロマン街道」構想 梶原 宣俊 

子どもが育つまち 高山 静子 

◆優秀賞（3編） 

まちづくりコンセプト「すんで楽しい清流のまち」 許斐 信亮 

人口が減る時代の新しいまちのかたち 赤星 文生 

「気づき」のまちづくり～「ひむか神話街道」における考察～ 崎田 恭平 

◆佳作（3編） 

夢サポートセンター ～共生と協働によるまちづくり～ 樺山 弘昭 

◆特別賞（１編） 不便な街が地球を救う！？ 有満 重徳 
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［2007.02.10］夢・アイデア交流会を開催しました 

開催日 平成 19 年 2 月 10 日（土） 

場所 タカクラホテル福岡 

参加者 164 名（九州全域、産・学・官） 

内容 

今回の交流会では、過去の応募者に発表の希望を募って 14 編の発表をいただき、その中から当日参加者が「市

民大賞」を選出する企画とし、出席者 164 名全員の投票により上位 3 編を選出しました。 

●市民大賞 緒方義幸 氏 

「千早駅におけるＪＲ線の西鉄線・地下鉄線乗り入れ提案」 

●市民賞 高山静子 氏 

「子どもが育つまち」 

●市民賞  待田和幸 氏  

「Ｆ1 が疾走する街（福岡Ｆ1 グランプリの提案）」 

交流会後の懇親会へは 120 名の方が参加され、まだ発表の余韻が残る中、夢・アイデアを話題に盛大な交流会が

なされました。 

「九州発」の情報発信を目指すこの活動のサポーターが、４年間の活動を通して拡大していることが実感できま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲受付の様子             ▲夢・アイデア交流会のメンバー         ▲プレゼンの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲多くの方が参加してくれました。           ▲授賞式の様子                ▲作品展示 
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[2006.12.21]福岡県川崎町に調査団を派遣しました 

開催日 平成 18 年 12 月 21 日（木）～22 日（金） 

場所 志布志農業歴史資料館・体験館／志布志市役所 

参加者 
志布志まちづくり委員会約 30 名、NPO6 団体約 10 名 

専門家２名、協会３名 

内容 

1999 年（平成 11 年）に市民参加で策定した「夢づくりまちづくりプラン」の実効性を高め、町のイメージアッ

プを図るための方策検討。調査団で事前に町内資源視察と評価を行い、現地調査、ヒアリング調査、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに

おいて、町が活性化に寄与できる資源の発掘、資源活用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて議論した。まちづくりの骨格的提案は

1999 年になされていることから、事業化への着手・実施状況を把握、まちづくりの推進主体（行政とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼ

ｯﾌﾟが組める団体）の設立と新戦略の構築を協議し、2007 年版プランの策定、既存施設の活性化を含め、来訪者

へのおもいやりやおもてなしの心（ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ）の醸成が計画推進の大きな要になることを助役他、町職員との最

後の討議で確認しあった。 

 

  

▲地元有志を含めたワークショップ ▲川崎町職員と調査団一行 

 

 

［2006.12.06］鹿児島県志布志市に調査団を派遣しました 

開催日 平成 18 年 12 月 6 日（水）～7 日（木） 

場所 川崎町役場 

参加者 町内各種団体代表者約 20 名、専門家４名、協会３名、他学生３名 

内容 

新市誕生から約１年、旧３町から委員各 10 名で構成されたまちづくり委員会に特別参加。専門家講演により議論

を深めるための話題提供、委員の「まちづくり夢・アイデア」交換により構想検討を行なった。「新市」に視点を

拡げ、地域・地区の特性と交流・連携することによる「特産品開発」、「名所めぐり」等の提案を行った。翌日、

市内のＮＰＯ団体活動ヒヤリングと相互の意見交換を実施した。個別団体の交流・親好、ＮＰＯ団体と今後様々

な展開が期待される「まちづくり委員会」との協働手法について提案を行った。 

  

▲まちづくり委員会でのワークショップ ▲NPO 団体ヒアリング調査 
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［2006.09.11］九州デザインシャレット 2006 に協賛しました 

●昨年度に続き九州デザインシャレットへの支援を行う

と同時に、当イベントを人材育成事業に位置づけ、会員

企業に所属する若手社員の参加枠を特別に設けていた

だきました。 

開催日 平成 18 年 9 月 11 日（月）～9 月 18 日（月）（8 日間）

場所 熊本県宇城市三角町 三角東港周辺 

参加者 講師、学生、コンサルタント若手技術者等約 40 名 

 

 

 

次世代委員会 

［2006.10.27］平成 18 年度「若手社員技術向上・交流会」を開催しました 

●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

を開催しました。 
日時 平成 18 年 10 月 27 日（金）

場所 八重洲博多ビル 

参加者 34 名 
●年 3 回程度開催し、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

を行うこととしています。次回（第 2 回）は平成 19 年 5 月頃開催予定です。 

 

  

▲若手社員技術向上・交流会  

 

 

［2006.08.02］博多湾調査クルーズに参加しました 

●次世代を担う若手社員（けんこん＠ひよこ）8 名が、NPO 法人タウン・コンパスが主催する「水上交通実験」に参加しました。 

●「福岡市におけるまちづくり、交通のあり方」について、次世代委員会としてとりまとめを行いました。 

開催日 平成 18 年 8 月 2 日（水） 

場所 天神水上公園～博多湾周遊～天神水上公園（1 時間程度） 

参加者 委員 8 名、事務局 3 名 
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天空に架ける日本一『九重“夢”大吊橋』 

 

協同エンジニアリング株式会社 

第二設計部 長岡 聡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長さ 390m(日本一)、高さ 173m（日本一） 

 

 

1.各界からでっかい期待 

 

 大分県九重町 が二十億円もの巨費を投じて建設した、歩道専用橋としては日本一の「九重“夢”大吊橋」が昨年 10 月にオープンし、観

光の町に新たな魅力が加わった。 

 雄大なくじゅう連山や湿原の大自然、「九重九湯」と呼ばれるバラエティーに富んだ温泉、スキー場。これらを有機的に結び付け、どのよ

うに観光浮場を図るか。町民は大きな期待を抱いて見守っている。「建設前は『そげー金を掛けて造ってどうするのか』と反対の声もあっ

たが素晴しい橋ができた。先のことを心配してもしょうがない。造った以上は成功してもらわんと」が町民のいつわらざる気持。一般開放

前の町民見学会には町民の七割近い約八千人が詰め掛け、期待の大きさを物語った。渡った人々は皆「最高の景色」と絶賛。長さ三百

九十メートル、高さ 173 メートル。ともに日本一。世界一の可能性もあり、ギネスブックへの登録準備も進む。 

 標高は 777 メートル。つり橋の上から見ると、眼下に日本の滝百選に選ばれた震動の滝と女滝、子滝が、遠くに星生山、三俣山、泉水

山などのくじゅう連山の山並みが横たわる。周辺の鳴子川渓谷には大樹の原生林が広がり、新緑や紅葉の名所として知られる。まさに

360°のパノラマで、文句なしの絶景である。“夢”大吊橋管理センターにはオープン前から問い合わせの電話が殺到。多い日は 300 件以

上も。新聞やテレビ、雑誌からの取材依頼も多く休みを取れないほどに忙しい。当初は年間 30 万人の観光客を見込んでいたが予想をは

るかに超える観光客であった。 

 

年・月 日数 入場者（人） 平均（人/日） 累計（人） 

H18.10 3 16,350 5,450 16,350 

H18.11 30 371,270 12,375 387,620 

H18.12 30 121,118 4,037 508,738 

H19.01 30 105,909 3,530 614,647 

H19.02 28 132,308 4,725 746,955 

合計 121 746,955 6,173 746,955 
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2.建設の道のり「山あり谷あり」 

 

 計画が実際に動き出したのは 1993 年。町が策定した第二次総合計画に「観光リゾートづくりのための観光振興計画の策定」がうたわ

れた。 翌年 2 月には観光振興計画を策定、観光の再生、創造として「スキー場」「ゴルフ場」と並ぶ三つの柱の一つに掲げられた。「観光

再生」の位置付けを得たことで夢物語は急展開。 

 地元や観光関係者らの強い要望を受け、99 年度に設計コンペを実施してプランを策定。2000 年には過疎化の歯止め、若者の定住を

目的とした「鳴子川渓谷および周辺計画書」を策定。02 年度に地形、路線測量、地質調査を実施。04 年に工事に着手した。しかし、建設

は平坦な道のりではなかったはず。同年には隣接の 玖珠町 との合併協議にからみ、合併のネックとなる大型事業の一つに挙げられた。

05 年には「合併しないペネルティー」と揶揄された県の過疎債却下問題も。さらに、当初は事業費約 15 億円の計画が急峻な地盤の補強

工事が必要となり、約 20 億円まで膨れ上がった。町の関係者は当時を振り返り「つり橋がやり玉にあげられ、眠れない日々が続いた」と。

さらに「問題を乗り越えオープンにこぎつけほっとしている。必ず予想を超える観光客の出足で当分は毎日が充実の日々になりそう」と。 

 年間 30 万人。 九重町 は大吊橋を訪れる観光客を当初はこう見積った。「町内には年間 465 万人の観光客が訪れるが、宿泊客は約

40 万人と一割にも満たない。何としてでも通過型から滞在型への体質改善が求められる」町観光課長は力を込める。宿泊客が隣接する

由布市の湯布院温泉や 熊本県小国町 の黒川温泉に流れることは以前から指摘されていた。町内の有志には「橋だけではなく、昨年

11 月にラムサール条約に登録されたタデ原湿原や日本一の地熱発電、温泉などをセットで売り出すべき」と力説する。町は観光客の周

遊性、回遊性を増すため外部に委託し、町外者の視点で考えたモデルコースを策定中であり、本年度中にまとめる予定とのこと。「橋に

は一度行けば十分。何度も行かない。」「橋自体が展望台。四季折々や天候によって景色が違ったりする感動を覚えられるはず。」さまざ

まな声が聞かれる中、地元としてはリピーター確保が大きな問題である。また、アクセス道路の整備も緊急の課題である。昨年の７月に

集中豪雨で被害を受けた、国道 210 号から九酔渓を通ってつり橋に至る県道飯田高原中村線は現在も片側通行の工事箇所が残る。県

土木事務所では抜本的改良も考えて検討中だが用地交渉が難行し苦慮している。工事をしていなくても紅葉シーズンは渋滞する箇所。

ことしはどうなることかと危惧。一日も早い全面的な復旧や抜本改良等が望まれる。 

 また、右岸の北方側についても、アクセス道路に農林道を使用しているが周遊性を増すためには抜本的改良が必要であり、駐車場等

の確保も考えなければならない。町が命運をかけた“夢”の橋。失敗に終わらせる訳にはいかない。大吊橋を最大限活用し、地域活性化

に向けて行政と地域住民の一体となった取り組みが求められる。 

 

 

パイロットロープ工（2005.09） 

 

主塔架設工（2005.10） 

 

主索架設工（2006.04） 

 

床桁架設工（2006.05） 

2007 年 7 月 17 日 HP 掲載 
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▲九州国立博物館

▲太宰府天満宮 

2 つの大宰府と九州国立博物館 

 

西日本技術開発（株） 

久田 幹夫 

 

 入場者が 300 万人を超えた。2005 年 10 月 16 日開館から 14 ヶ月余経

った 2007 年 3 月 2 日である。九州人 100 年の悲願が叶って建設された

九州国立博物館は、予想をはるかに上回る入館者で溢れかえっている。 

 100 年以上の歴史を誇る東京、京都、奈良についで 4 番目となるこの国

立博物館は、他の 3 つが美術系なのに対し、歴史系博物館となっている。

九州が古くから日本の外交拠点であった歴史的、地理的背景から、「日本

文化の形成をアジア史的観点から捉える」というコンセプトを持っているの

である。また、アジア地方各地との文化交流を推進する拠点としての役割

も持って建設された。敷地面積 16万平方メートル、建築面積 14,623平方

メートル、延床面積 30,085 平方メートル、地上 5 階（S 造）地下 2 階（SRC

造）、最高高 36ｍは日本の国立博物館中最大の大きさを持っている。 

 なぜ、太宰府に博物館が建てられたのか、その意味を探ってみた。太宰府というと若い人は学問の神様、歴史の好きな人は遠の朝廷

大宰府を思い浮かべるであろう。前者は天神さんのお社、後者は日本国初期の地方最大の役所である。 

 

太宰府天満宮 
 

 天神様で親しまれ、年間 700 万人の参拝客のある太宰府天満宮は、

菅原道真（菅公）縁の社である。901 年 1 月 25 日、右大臣（従二位）兼

右近衛大将・菅原道真は藤原時平の謀略により、大宰権師に左遷され、

謫居の日々を送ること 2 年、903 年 2 月 25 日に 59 歳の生涯を閉じた。

遺体は大宰府近辺の安楽寺に葬られ、905 年祠廟が建立、919 年左大

臣藤原仲平が勅を奉じて社殿が造営された。社殿はたびたび兵火にか

かったが、1,591 年小早川隆景により造営されたものが現存している。 

 道真の没後、各地で疫病や天変地異などの凶変が続き、「菅公の怨

霊のなせる業」と恐れられた。これを鎮めるため 923 年道真を元の右大

臣に復すとともに、正二位に叙し、993 年には左大臣・正一位、さらに同

年太政大臣を追贈している。この間、平安時代盛んであった「怨霊信

仰」、「農耕神としての天神様」と結びついて、菅公が神格化されたと考えられている。道真の怨霊に対する恐れも少なくなってきた中世

（没後約 200 年）頃から、生前優れた学者であったことにより学問の神として信仰されるようになった。祟りの神様から、文道の神様へと

変化したのである。 

 

大宰府 
 

 大宰府は、律令制下、すなわち、天皇を頂点とする貴族・官僚支配体制下で地方の役所としては最大のものであった。当初の大宰府

の大は大で、最初に太の太宰府が見えるのは平安時代末期（1,167 年）である。それ以降、固有名詞としての太宰府が定着したと考えら

れ、歴史的なもの以外では太宰府が使われている。大宰府は、663 年日本が百済を救援して唐・新羅軍と朝鮮半島西岸で戦った白村江

の戦いの敗戦直後、現在の政庁跡に造営されたとされている。名前が「大宰府」となったのは大宝律令の制定された 701 年で、その後約

400 年の間、この地に政庁があったと考えられている。その後も、13 世紀の元寇が大宰府を目指したことを考えると、外国に対する玄関

口としての機能を維持し続けていたと思われる。 
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▲大宰府周辺図 

 大宰府は風水を考慮して造られたと言われている。広辞苑によると、風水とは「山川・水流などの様子を考え合わせて、都城、住宅、墳

墓の位置などを定める術。特に、中国や李朝朝鮮では墓地の選定などに重視され、現在も普及」とある。また、「日本書紀」によれば、水

城や山城の造営に力を貸したのは、百済からの亡命官人であったという。彼らは土木技術のみでなく、風水も熟知していた。また、日本

風水即ち陰陽道が天武天皇（673 年即位）により創唱された時期とも重なり大宰府が風水の影響を受けているのは間違いない。 

 風水は東洋の環境学とも言われる。空気の流れ（風）、水の流れを恰も生き物の如く捉える発想は、自然のなかに人間が共存できる場

所を探すという東洋思想であり、自然を人間と対立するものとみる西洋思想とは相反するものである。 では、なぜこの地を西の拠点と決

めたのか。筑紫の地は日本列島の中で最も東アジアに近い。筑紫のどの位置に政庁を設けるのか。当時、正確な地図はなく、文字通り、

この周辺をくまなく歩き回り決めたと考えられる。自分の位置を確認するには、見晴らしの良い高い所に登る。筑紫で高い山と言えば、役

の行者（701 年没？）伝説のある背振山（1,055m）、心蓮上人（683 年没）の墓祠のある仏頂山（旧宝満山 869m）であろう。これらの山に

登り、見当をつけ、周囲の山に登り、地点を絞っていったと考えられる。 

 

▲大宰府政庁跡 

 

▲竈門神社 
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▲大野城跡百間石垣 

 

▲基肄城跡 

 地図を広げてみると、これがよく分かるような気がする。大宰府の東に大根地山（652m）、西に油山（597m）、南に基山（405m）、北に

大城山（四王寺山最高峰、410m）がある。この山を結んだ交点に大宰府政庁があるのである。さらに南には三笠川が流れ、二日市温泉

がある。表の鬼門、北東方向に宝満山（竈門神社）、裏の鬼門、南西方向に背振山が聳えている。正に、風水都市なのである。もちろん、

白村江の敗戦後であるから、追手を阻むための防衛都市としての機能も持っている。北の玄武・四王寺山には大野城を築き、北西方向

（博多湾）を監視し、南の朱雀・三笠川、二日市の延長線上、基山には基肄城を配して南東方向の監視をしている。さらに、東の青龍には

宝満川が流れ、西の白虎に四王寺山から背振山に向けて水城が造られている。正に要塞の地となっている。 

 大宰府政庁と大根地山を結ぶ線上に九州博物館があるのは、偶然であろうか。九州国立博物館もまた、地勢的な恩恵を受けているよ

うに思えてならないのである。 

 

百年の夢 
 

 九州博物館が、九州人 100 年の夢とされるのは、1,899 年、岡倉天心が「九州博物館設置の必要」を提唱してから 100 年ということらし

い。しかし、これだけにとどまらず、いろんな誘致運動があったことは、森弘子氏の「大宰府発見」にも経緯が記されている。いずれにして

も、粘り強い誘致活動と大宰府の歴史が結びつき、さらに、アジアとの交流の再認識が九州国立博物館を現実のものとした。 

 大宰府が設置された頃の日本の人口は 600～700 万人といわれている。現在の大宰府天満宮に 1 年間でお参りする人の数は、当時

の日本国の人口と同じである。さらに、その半分の人が 1 年半で訪れようとしている九州国立博物館は、最新科学技術の粋を集めて造

られ、現代人を魅了してやまないのである。 

 最近、土木設計においても風土工学や自然環境を取り入れる風潮にあるが、その意味するところは、正に、西洋思想と東洋思想の融

合ではないかと考えている。歴史を学ぶことは、先人の知恵を学ぶことに他ならないと改めて思う。 

 

 

（参考文献） 

・清水憲二 わかりやすい天神信仰－学問の神さま 鎌倉新書 

・森 弘子 大宰府発見 歴史と万葉の旅  海鳥社 

2007 年 5 月 18 日 HP 掲載 

 

 

                                       ▲水城跡（右岸より背振山を望む） 
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会員企業名 所在地 電話

1 （株）アイ・エヌ・エー　九州支店 〒816-0964 大野城市南ヶ丘1丁目1-15 092-595-2220

2 朝日開発コンサルタンツ（株） 〒892-0847 鹿児島市西千石町5－1 099-226-6800

3 朝日航洋（株）　九州空情支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-12-1 092-437-5905

4 アジアエンヂニアリング（株） 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目14-8 092-553-2800

5 （株）アジア技術コンサルタンツ 〒890-0069 鹿児島市南郡元町25番1号 099-251-2160

6 アジア航測（株）　福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-25 092-441-1480

7 （株）荒谷建設コンサルタント　九州支社 〒812-0008 福岡市博多区東光2-9-19 092-441-5463

8 いであ（株）　九州支店 〒812-0055 福岡市東区東浜1-5-12 092-641-7878

9 （株）ウエスコ　九州支社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-4-11 092-483-3291

10 （株）エイトコンサルタント　福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21 092-473-6671

11 （株）エスケイエンジニアリング 〒818-0072 筑紫野市二日市中央1丁目1-50 092-925-4880

12 （株）オオバ　九州支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-１-12 092-714-7521

13 応用地質（株）　九州支社 〒811-1302 福岡市南区井尻2丁目21-36 092-591-1840

14 （株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 092-411-6209

15 鹿児島土木設計（株） 〒891-0115 鹿児島市東開町12-10 099-260-6262

16 （株）片平エンジニアリング　福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22-5Ｆ 092-473-5855

17 （株）技術開発コンサルタント 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目2-4 092-712-2518

18 基礎地盤コンサルタンツ（株）　九州支社 〒814-0022 福岡市早良区原2丁目16-7 092-831-2511

19 九建設計（株） 〒879-0822 佐伯市西浜3-43 0972-22-4126

20 （株）九州開発エンジニヤリング 〒862-0912 熊本市錦ヶ丘33-17 096-367-2133

21 九州技術開発（株） 〒849-0937 佐賀市鍋島5丁目7-23 0952-32-1112

22 九州建設コンサルタント（株） 〒870-0911 大分市新貝12-51 097-551-6211

23 九州工営（株） 〒880-0015 宮崎市大工2丁目117 0985-28-1122

24 九州電技開発（株） 〒810-0005 福岡市中央区清川2-13-6 092-533-5177

25 （株）九州土木設計コンサルタント 〒880-0123 宮崎市大字芳士3701-59 0985-39-3330

26 協同エンジニアリング（株） 〒870-0876 大分市大字三芳1239-1 097-545-2111

27 （株）共同技術コンサルタント 〒880-0824 宮崎市大島町山田ヶ窪1926-1 0985-29-0240

28 （株）橋梁コンサルタント　福岡支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 092-461-2011

29 （株）協和コンサルタンツ　九州支社 〒810-0001 福岡市中央区天神3丁目11-20 092-733-1241

30 （株）国 建 〒900-0015 那覇市久茂地1-2-20 098-862-1106

31 （株）ケー・シー・エス　九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目4-4 092-472-4521

32 （株）建設環境研究所　九州支社 〒812-0022 福岡市博多区神屋町4-5 092-271-6600

33 （株）建設技術研究所　九州支社 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4-12 092-714-2211

34 （株）建設技術コンサルタンツ 〒890-0007 鹿児島市伊敷台1丁目22-1 099-229-2800

35 （株）建設技術センター 〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町1-1 092-283-6610

36 （株）建設コンサルタントサニー 〒870-0952 大分市下郡北3-18-43 097-567-8600

37 （株）構造技研　九州支社 〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-2 092-713-8156

38 （株）構造技術センター　福岡支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目5-7 092-471-1655

39 国際航業（株）　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目6-3 092-451-5001

40 （株）国土開発コンサルタント 〒880-0015 宮崎市大工3丁目155 0985-24-6487

41 （株）国土技術コンサルタンツ 〒890-0008 鹿児島市伊敷2-14-10 099-229-0030

42 （株）五省コンサルタント 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1 092-281-4210

43 （株）コンサルハマダ 〒861-8034 熊本市八反田1丁目1-15 096-385-1171

44 （株）サタコンサルタンツ 〒890-0043 鹿児島市鷹師2-3-2 099-250-7360

45 サンコーコンサルタント（株）　九州支店 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町2-3-6F 092-271-2903

46 三州技術コンサルタント（株） 〒890-0042 鹿児島市薬師1丁目6番7号 099-285-0039

47 （株）三洋コンサルタント　九州支店 〒802-8534 北九州市小倉北区京町3丁目14-17 093-511-0241

48 ジーアンドエスエンジニアリング（株） 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目24-9 092-481-3100

49 ジェイアール九州コンサルタンツ（株） 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目13-6 092-413-1021

50 （株）新栄設計事務所 〒857-0051 佐世保市浜田町2-27 0956-25-1549

51 新構造技術（株）　九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-36 092-451-4281

52 新日本開発工業（株）　九州事務所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-9-1 092-471-7105

53 新日本技研（株）　福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 092-413-0912

54 （株）新日本技術コンサルタント 〒890-0034 鹿児島市田上8丁目24-21 099-281-9143

55 （株）杉田測量設計コンサルタント 〒880-0121 宮崎市大字島之内6711-5 0985-39-2284

56 （株）精工コンサルタント 〒847-1211 唐津市北波多岸山611番地16 0955-64-2237

57 セントラルコンサルタント（株）　九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目11-28 092-432-5385

58 （株）綜合技術コンサルタント　九州支店 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10-29 092-712-0624

59 第一復建（株） 〒812-0094 福岡市博多区諸岡1-7-25 092-575-1515

60 ダイエーコンサルタント（株） 〒879-0311 宇佐市大字森山1813-5 0978-32-0584

61 （株）大 進 〒890-0016 鹿児島市新照院町21番7号 099-239-2800
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会員企業名 所在地 電話

62 大成エンジニアリング（株）大阪支店福岡事務所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11 092-452-2771

63 大成ジオテック（株） 〒830-0038 久留米市西町1174-10 0942-34-5622

64 （株）大東エンジニヤリング 〒901-2122 浦添市勢理客4丁目16-9 098-878-1381

65 大日本コンサルタント（株）　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目5-19 092-441-0433

66 大福コンサルタント（株） 〒890-0068 鹿児島市東郡元町17番15号 099-251-7075

67 （株）太平設計 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野1丁目6-21 093-551-1413

68 （株）ダイヤコンサルタント　九州支社 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 092-473-7090

69 太陽技術コンサルタント（株） 〒882-0062 延岡市松山町1170-1 0982-33-2107

70 太陽コンサルタンツ（株）　九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-27 092-441-8837

71 （株）高崎総合コンサルタント 〒839-0809 久留米市東合川3丁目7-5 0942-44-8333

72 玉野総合コンサルタント（株）　福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 092-451-6141

73 中央開発（株）　九州支社 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼6丁目3-27 092-831-3111

74 中央コンサルタンツ（株）　福岡支店 〒810-0062 福岡市中央区荒戸1丁目1-6 092-722-2541

75 中央復建コンサルタンツ（株）　九州支社 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2-4 092-282-0441

76 （株）長 大　福岡支社 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1-6Ｆ 092-737-8360

77 （株）千代田コンサルタント　九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-2-10 092-433-0770

78 （株）テクノ 〒839-0809 久留米市東合川3丁目1-21 0942-44-8700

79 東亜建設技術（株） 〒819-0046 福岡市西区西の丘1丁目7-1 092-892-7710

80 （株）東亜コンサルタント 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目28-10 092-415-1313

81 （株）東京建設コンサルタント　九州支店 〒810-0801 福岡市博多区中洲5-6-20 092-262-7311

82 （株）東光コンサルタンツ　九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-3-3 092-472-3323

83 （株）トーニチコンサルタント　九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4-26 092-761-6978

84 東武計画（株）　九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目12-1 092-476-3712

85 東洋技術（株） 〒870-0856 大分市大字畑中433 097-554-5330

86 （株）都市開発コンサルタント 〒804-0012 北九州市戸畑区中原東1-7-11 093-871-5621

87 内外エンジニアリング（株）　福岡支社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-20-3 092-431-2851

88 （株）西田技術開発コンサルタント 〒880-0911 宮崎市大字田吉6186-5 0985-52-1227

89 西鉄シー・イー・コンサルタント（株） 〒815-0033 福岡市南区大橋2丁目8-1 092-511-2441

90 西日本技術開発（株） 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1丁目1-1 092-781-2831

91 西日本コンサルタント（株） 〒870-0852 大分市大字奥田646-1 097-543-1818

92 （株）日建技術コンサルタント　九州支社 〒810-0801 福岡市博多区中州5-6-20 092-263-5250

93 日進コンサルタント（株） 〒871-0025 中津市大字万田602番地2 0979-24-5436

94 （株）日水コン　九州支所 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目10-24 092-741-5664

95 日鉄鉱コンサルタント（株）　九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目10-35 092-451-6467

96 日本技術開発（株）　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目13-21 092-441-4344

97 日本工営（株）　福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵1-2-12 092-475-7131

98 （株）日本構造橋梁研究所　九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-12-9 092-472-7363

99 日本交通技術（株）　九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 092-433-3070

100 （株）日本港湾コンサルタント　九州支社 〒812-0014 福岡市博多区比恵町1-1 092-482-0345

101 （株）ニュージェック　九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目1-29 092-715-3301

102 （株）萩原技研 〒892-0816 鹿児島市山下町15番27号 099-222-8700

103 パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社 〒819-0007 福岡市西区愛宕南1-1-7 092-885-5005

104 （株）パスコ　九州事業部 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-5-2 092-451-3522

105 （株）久永コンサルタント 〒890-0007 鹿児島市伊敷台1丁目22-2 099-228-6600

106 フェニックスコンサルタント（株） 〒880-0121 宮崎市大字島之内字境田6652 0985-39-2914

107 （株）福山コンサルタント 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目6-18 092-471-0211

108 （株）冨士設計 〒870-0045 大分市城崎町2-4-13 097-536-1479

109 （株）復建エンジニヤリング　福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目14-16 092-716-6262

110 復建調査設計（株）　福岡支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17-19 092-471-8324

111 （株）ブレック研究所　九州事務所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 092-771-5211

112 （株）間瀬コンサルタント　福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-28 092-471-6610

113 （株）松尾設計 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町2丁目5-5 093-661-4970

114 松本技術コンサルタント（株） 〒871-0161 中津市大字上池永1285-10 0979-23-3636

115 （株）水野建設コンサルタント 〒862-0933 熊本市小峯2丁目6-26 096-365-6565

116 三井共同建設コンサルタント（株）　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目17-5 092-441-3872

117 （株）みともコンサルタント 〒890-0066 鹿児島市真砂町37番10号 099-263-8837

118 （株）宮崎産業開発 〒880-0022 宮崎市大橋3丁目225 0985-27-7103

119 明治コンサルタント（株）　九州支店 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目16-21 092-415-2500

120 八千代エンジニヤリング（株）　九州支店 〒810-0062 福岡市中央区荒戸2丁目1-5 092-751-1431

121 （株）横浜コンサルティングセンター　福岡支店 〒812-0042 福岡市博多区豊2丁目2-26 092-475-1318

122 （株）ラ　ン　コ　ム 〒890-0006 鹿児島市若葉町16-1 099-220-1850

　　（平成19年6月1日現在122社） 　 　
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