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○支部長からのご挨拶（新年） 

 

 

会員の皆様に、謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

本年が、充実したみのり多き一年となることを心よりお祈りするものでございます。 

さて、業界の展望を語る上で、その帰趨が注目されるのは発注方式の動向でありま

すが、昨年末に、自民党の品確議連(公共工事品質確保に関する議員連盟)が、総合評

価方式導入に向けた支援策の強化等を国・自治体に求める提言(素案)を公表しました。

新聞報道によれば、その背景等は「品確法の主旨に逆行して、特に地方自治体におい

て、価格のみの一般競争入札が拡大する傾向にあるが、このことにより技術と経営に

優れた優良な企業が淘汰されるなどの問題が生じ始めており、このままでは、将来に

わたり社会資本の品質が低下し、国民の安全・安心を確保することができない恐れが

ある」と要約されます。まさに‘我が意を得たり’ではありますが、この「恐れ」が

すでに現実のものとなっていないか、遅きに失していないかを憂慮するものです。 

㈳建設コンサルタンツ協会 
九州支部 
支 部 長 山本 洋一 

また、仄聞するところでは、国においてはプロポーザルか価格競争かという２者択一ではなく、技術重視型と価格

重視型の間で、業務の内容に応じて各種の発注方式を連続的に位置付けるスキームを検討中である、とのことです。

いずれにしても、今後の発注方式については、明確に「技術」がキーワードになるという点を認識しておく必要があ

ります。そして、社会資本の品質確保優先の観点からは、各企業の立場・状況に応じてではなく、業務に求められる

品質に応じて発注方式が選択されるのが本筋、と心得ておくべきでしょう。 

ここで、技術と経営の問題について、若干触れておきたいと思います。平成元年に中村英夫先生を座長とする建設

コンサルタントビジョン研究会により、『中長期ビジョン ＡＴＩ構想』がまとめられました。同構想では、技術と

経営に言及して「技術力の確保及び向上のための企業努力⇒良質な成果の提供⇒信用の獲得⇒ふさわしい対価の獲得

⇒技術開発への再投資、という好循環が健全な企業経営を確保することとなる。そして、技術力の確保及び向上は業

界全体の適正な技術競争を通じて達成しうるものであり、建設コンサルタントは技術競争力強化を最重点とする企業

経営を行うことが肝要である」と断じています。   

今まさに悪循環の渦中で、当時の状況に想いを馳せれば、市場が拡大基調にあったことをはじめとして、『ＡＴＩ

構想』の個々については隔世の感を禁じ得ませんが、技術と経営に秀でんとする建設コンサルタントの行動理念に触

れた上記の見解は、右顧左眄の身を正すという意味においても、時代を越えて拳拳服膺に値する一文ではないでしょ

うか。 

さて、悪循環を断ち切らなければなりません。倍旧の決意と行動力でチャレンジしようではありませんか。末尾に

なりましたが、厳しい年度末に向けて、皆様方の、とりわけ現場担当の各位のご健闘、ご健勝をお祈り申し上げます。 

 

平成 20 年 1月 
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○平成２０年度のスタートにあたって 

 

会員の皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

５月２０日開催の通常総会において、平成２０年度の事業計画、予算、体制が決議されました。気持ちを新たに、

新年度の活動に取り組みたいと思います。 

 １９年度は、大きく「建設コンサルタントの社会的責務(ＣＳＲ)の追求」、「技術力強化」及び「広報戦略」の３点

を基本方針に掲げましたが、「ＣＳＲ」については夢・アイデア企画事業の充実、災害時の応急対策支援、「技術力強

化」については各種のセミナー・講習会の開催などを精力的に実施しました。「広報戦略」については、まず広報マ

インドの涵養から、というスタンスで、積極的なプレスリリースなどにより、この１年間で延べ２０を越える記事が

新聞・雑誌に取り上げられました。また発注者の方々と支部との意見交換会も、予定通り８県、２政令市を対象に開

催しました。主な活動という意味では、設立４０周年に関わる盛りだくさんな作業も挙げておかねばなりません。こ

れらが、各部会・委員会メンバーの、いわば≪ボランティア≫で行われてきたということを申し添えておきたいと思

います。担当各位のご苦労にあらためて感謝の意を表するものです。 

２０年度はこれらの活動の発展的な継承を基本としますが、スタートにあたって、若干の議論の材料を提示させて

いただきます。１点目は活動成果の検証ということです。目標とする社会的地位の向上、役割(マーケット)の拡大、

企業の選定方式改善などについて、ここ数年来、一体どのような具体的成果、前進がみられたのか。ややもすれば活

動すること自体が目的化していないかという点に懸念はないでしょうか。 

２点目はパラダイムの転換ということです。５月１３日に「道路財源特例法」が再可決されましたが、一方で、２

１年度からの一般財源化の方針が閣議決定されています。公共事業が量的な一層の縮減に加えて、質的にも大きな転

換期を迎えることになりますが、協会のあり方にも看過できない影響が及ぶ可能性があります。この動向を踏まえた

活動の見直しも必要ではないかと考えます。 

最後に触れておきたいのは、社会資本整備と国民のニーズの問題です。先般の山口２区衆院補選において、民主党

は『民意である』とし、他方、自民党は『一部の民意に過ぎない』ことを強調しました。さて、民意とは？ 協会定

款では、（目的）の冒頭に『本協会は、国民の要請に的確に対応し…』と謳っております。『これ以上の社会資本整備

は必要なし』というのが国民の要請であれば、業界がこれに的確に対応するというのはどういうことになるのでしょ

うか。コンサルタントを標榜するのであれば、国民の要請そのものの適否について、堂々の論陣を張りたいものです。 

 

平成 20 年 5月 
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平成２０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：吉田 鉄治（日本工営） 
副委員長：渡口 正史（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）                            

資格委員会  委員長１名、副委員長１名 
委 員 長：高田 善三（西日本技術開発） 

副委員長：長尾 智洋（西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

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：平野  巌（東亜建設技術） 

副委員長：白石 悦二（日本工営） 

副委員長：桝谷 秀秋（国際航業） 

 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：森 隆信（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：横矢 直道（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：星  幸三（日本技術開発）  

  防災委員会  委員長１名、副委員長１名 
委 員 長：森  慎一（構造技術ｾﾝﾀｰ） 

副委員長：松尾 邦博（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

 

                                                  

                                                       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：谷川 一智（千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長：前田  勉（長大） 

副委員長：岩上 憲一（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

                                                        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：中野 卓朗（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：岩切誠一郎（長大） 

品質向上委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：上野 裕次（千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：江口 清隆（橋梁ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長: 友光 宏実（大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）                              

                                                      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:谷口（長大） 

副部会長: 

吉村（ｻﾝｺｰ）、大和（東京建設）、

松田（協和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）、 

村上（太陽技術）、 

上野（新日本技術） 

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 

総 会 

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）

事務局 

部会長: 

岡出（中央） 

副部会長: 

久田（西技） 

稲垣（千代田） 

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 谷口正博 長大 

常任幹事 

副部会長: 

 久田（西技）

 谷口（長大）

部会長: 

 薮内（ｵﾘｺﾝ） 

副部会長: 

 田中（第一復建）

 吉長（応用地質）

吉長健二 応用地質 

常任幹事 薮内一彦 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙ 

常任幹事 吉村譲幸 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

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 稲垣健一 千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

常任幹事 大和則夫 東京建設ｺﾝｻﾙ 

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 

大分(常) 松田 直 協同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

宮崎(常) 村上健一 太陽技術ｺﾝｻﾙ 

鹿児島(常) 上野  毅 新日本技術ｺﾝｻﾙ

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 正本  実 日本技術開発 

顧  問 塚原俊一 日本工営 
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平成２０年度事業運営方針 

 

平成 20 年度の建設コンサルタントを取り巻く環境は、公共投資の低迷、契約方式における総合評価方式の本格導入、経済、

技術の地域間格差のひろがり、国民のコンプライアンスや環境問題への関心の高まりなど、平成 19 年度に引き続き大きく変化

してゆくと考えられます。協会としても支部としてもこれらに敏感に反応し、それぞれの課題に速やかに対応する必要がありま

す。 

このような中、昨年度から議論されています広報戦略の検討、支部規約の改定見直し、「夢・アイデア企画」応募作品の実現

性と運営の継続性、自治体との意見交換会の進め方と「要望と提案」の内容、地方でのセミナー開催など地方会員や会員外への

サービスのあり方、コンプライアンスの遵守など継続して解決しなければならない課題が山積しています。 

九州支部は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もと、真に喜ばれる活動の充実を図ってまいりま

す。 

 

（１）会員数がほぼ横ばいで推移する中では収入の伸びは期待できず、限られた予算の適正な執行と効率的な運営によ

り、会員へのサービスの充実・強化を図ります。 

（２）社会へ発信する広報活動が求められており、「戦略的広報」「広報の一元化」を実現することで、国民に理解され

る建設コンサルタントを目指します。また、情報ツールとしてのホームページを充実し会員間の情報交換、建設

コンサルタントの PR に努めます。 

（３）社会環境の変化を先取りし、「夢・アイデア企画」を核とした社会貢献、人材育成、新しいビジネスモデルを実現

させるための活動を継続します。 

（４）発注者とのよ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、国の機関や地方自治体とテーマを絞った

意見交換会を継続します。また、地域特性を反映させるため、支部独自の「要望と提案」を作成します。 

（５）大規模災害発生時に備え、本部と連携した防災訓練や組織体制の維持を行い、会員への支援を実施します。 

（６）会員の技術力と建設コンサルタントの社会的認知度を向上させるため、技術講演会、現地見学会、技術研修会、

講師派遣等を実施します。また、品質向上を目指して、チェックポイントの作成、教育・啓蒙活動を実施します。 

（７）会員のコンプライアンス向上のため、独占禁止法を中心とした情報の提供と支援のための的確な施策を実施しま

す。 

 

平成 20 年度は役員改選期にあたり、副支部長、地方分会などの常任幹事の交代が予定されています。しかし、陣容は変わっ

ても、支部の目指す方向は変わりません。20 年度も引き続き支部の事業を継続発展させていきます。また、平成 20 年度予算は

昨年度とほぼ同等の規模となっていますが、この予算を支部会員のために有効に活用させて頂きますので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１９年度事業報告 

 

平成 19 年度の公共投資はピークの平成 10 年度の 14.9 兆円（補正含む）のほぼ半分の約 7.5 兆円（同）に縮小しました。全

体的に公共投資が縮小する中においても、将来にわたって国民が安全で安心して暮らせる社会資本整備を進めるために、九州・

沖縄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、平成 17 年 4 月に施行された、いわゆる

「品確法」の趣旨に基づいてコンサルタントにおいても調達方式の変革や試行が実施されました。国においてはプロポーザル方

式の大幅な拡大や総合評価方式が試行 

される一方、一部の地方自治体においては、契約における透明性、公正性の観点から一般競争入札の導入が進みました。 

九州支部に属する会員には、その営業範囲が全国、九州・沖縄地域、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。しかしながら、技術と価格の競争が激化する中で主として調達方式に対する意見の相違も顕在化しました。 

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 19 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）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 年度一般会計は収入 4,841 万円、支出 4,695 万円とほぼ収支均衡した決算となりました。このほか 40 周年記念事

業として特別会計への繰り入れ支出が 300 万円ありました。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

ームページの更新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。広報活動については、社会への発信

のための広報活動の重要性が求められており、企画部会と協調して平成 20 年度へ向けての広報委員会の強化と広報戦略の基本

方針が検討されました。また、支部規約の統一化ならびに改定へ向けての課題の抽出作業も進められ、平成 20 年度へ継続して

作業が進められます。 

 

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、会員の共通課

題や人材啓発に関する研修会の開催、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６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ており、平成 19 年 11 月に交流会を実施しまし

た。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運営の継続性など解決しなければならない課

題があります。 

 

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 月の鹿児島県から翌年 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。意見交換会では①技術力に基づ

く選定、②建設コンサルタントの新たな役割、③品質の確保と照査、を「要望と提案」しました。自治体との意見交換において

は、技術力による選定が極めて少ない実態と課題も明確になり、次年度以降の「要望と提案」の内容や意見交換会の進め方につ
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いての議論が必要となりました。 

このほか、九州地整とは実務者による意見交換会も実施し、低入札問題など具体的で実務的な討議が行われました。また、九州

地整との災害協定の協議や技術部会との連携による支部での防災演習を実施しました。 

 

技術部会においては、河川、道路、環境・都市部門において、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。特に本年は沖縄、鹿児島、宮崎、大分でもセミナーを開催し会員へのサービスの拡大も図り

ました。 

 

独禁法に関する特別委員会は毎月常任幹事会後に開催し、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で実施しました。しかしながら、一部の会員企業に

おいて排除勧告を受けるなど遺憾な事態を招き、あらためて協会としてコンプライアンス遵守へ襟を正すこととしました。 

 

「40 周年記念事業」特別委員会では、記念誌の編集、座談会の開催、記念誌表紙の児童画の募集などの事業を実施しました。 

 

以上、平成 19 年度の支部活動の概要について報告しましたが、それぞれの活動の詳細については次に紹介しています。 
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総務部会活動報告 

総務委員会 

2007.05.21］平成 19 年度通常総会を開催しました 

●平成 19 年 5 月 21 日、平成 19 年度通常総会を開催し、下記のとおり報告ならびに決議されました。 

場所：ホテル「セントラーザ博多」3 階「花筐の間」   なお、総会終了後、懇親会を開催しました。 

第 1 号議案 

平成 18 年度事業報告 

支部及び各部会の 18 年度の活動状況について、担当部会長から報

告を行いました。 

第 2 号議案 

平成 18 年度決算報告及び監査報告 

17 年度決算について報告と監事から監査報告があり、原案のとお

り承認可決されました。 

第 3 号議案 

平成 19 年度事業計画（案）審議 

支部及び各部会の 19 年度事業計画について、担当部会長から提案

があり、審議の結果、原案のとおり承認可決されました。 

第 4 号議案 

平成 19 年度予算（案）審議 

19 年度予算案について提案があり、審議の結果、原案のとおり承

認可決されました。 

第 5 号議案 

役員の改選（案）審議 

現行支部長の任期満了に伴い、原案のとおり、新支部長に山本洋

一氏が選任され、就任いたしました。 

また、現行の顧問 2 名は退任し、新たに今村瑞穂氏および河野義

憲氏を顧問として委嘱した旨報告しました。 

▲通常総会の様子 

 

 

 

 

 

厚生委員会 

［2007.06.01］第 29 回軟式野球大会を開催しました 

開催日 平成 19 年 6 月 1 日（金）、2 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 

参加者 23 チーム 

結果 優勝：西日本技術開発（株） 

準優勝：太陽技術コンサルタント（株） 

第 3 位：第一復建（株） 

第 4 位：基礎地盤コンサルタンツ（株） 

▲優勝の西日本技術開発（株） 

 

 

 

 

 

 
▲準優勝の太陽技術コンサルタント（株） 
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対外活動部会活動報告 

対外活動委員会 

[2007.06.26]平成 19 年度意見交換会を開催しました 

開催日 平成 19 年 6 月 26 日（火） 

場所 ホテルニューオータニ博多 ４階「鶴の間 

参加者 九州地方整備局局長以下 20 名、自治体 12 名、協会本部 10 名、支部 20 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 

 

▲意見交換会の様子 
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技術部会活動報告 

河川技術委員会 

[2007.11.28]勉強会を開催しました（10 月 30 日，11 月 28 日） 

第 1 回 

開催日 

参加者 

内容 

講師 

平成 19 年 10 月 30 日（火） 

20 名 

社会・経済変化と流域管理 

福岡大学工学部社会デザイン工学科 

手計太一助教 

第 2 回 

開催日 

参加者 

内容 

講師 

平成 19 年 11 月 28 日（水） 

17 名 

身近な地下水汚染と地下水中の物質輸送特性 

九州大学工学研究院環境都市部門 

広城吉成准助教 

場所 いずれも CTI 福岡ビル会議室 

 

 

[2007.10.19]現地見学会を開催しました（10 月 18 日～10 月 19 日） 

開催日 平成 19 年 10 月 18 日（木）～19 日（金） 

場所 
矢部川（矢部川花宗堰・眼鏡橋・廻水路等）， 

巨勢川調整池，石井樋公園，川上頭首工，嘉瀬川ダム 

参加者 24 名 

内容 

矢部川（八女市／立花町文化財専門委員 馬場浩一先生の案内）

巨勢川調整池（九州地方整備局 佐賀河川総合開発工事事務所）

石井樋公園（さが水ものがたり館及び自主見学） 

川上頭首工（佐賀土地改良区） 

嘉瀬川ダム（九州地方整備局 嘉瀬川ダム工事事務所） 

 

 

[2007.9.5]河川技術講演会を開催しました（9 月 5 日） 

開催日 平成 19 年 9 月 5 日（水） 

場所 八重洲博多ビル会議室 

参加者 82 名 

内容 

・今後の河川行政 

（九州地方整備局 河川計画課 大呑智正課長） 

・企業の社会的責任(CSR)の現状と今後の動向 

（北九州市立大学 国際環境工学研究科 二渡了教授） 

・土木遺産造化の妙 

（八女市／立花町文化財専門委員 馬場浩一先生） 
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環境・都市等技術委員会 

[2007.05.15]社会人景観トレーニングを開催しました 

開催日 平成 19 年 5月 17（木）～19（土） 

場所 直方市遠賀川（現地）、九州大学伊都キャンパス 

参加者 ○講師陣：熊本大学、九州大学、福岡大学の景観に精通した先生方 

○受講者：コンサルタント 30 代中堅技術者 12 名 

○事務局：建設技術研究所、西日本技術開発、福山コンサルタント 

結果 本研修では、公共事業の景観デザインに関する技術とセンスを身につけるために、２泊３日の合宿形式で現地調査

（遠賀川河川事務所の前）から、図面作成、模型制作までデザイン検討の全ての流れについて学ぶことを目的とし

ました。 

１日目～２日目前半については、九州大学の樋口研究室で現地調査から工事施工までを行った遠賀川の高水敷の整

備についてコンセプトを推定し、新規提案や改善点についてワークショップを行いました。 

２日目後半からは、九州大学に場所を移して樋口研究室でこれまで制作された模型やコンセプトについて学び、最

後にはグループ毎の改良案についてパースを描いたり粘土模型を作成し、プレゼンテーションにより締めくくるこ

とが出来ました。 

3 日間の全てにわたり講師を引き受けてくださった熊本大学 星野先生にはこの場をお借りしてお礼を申し上げ

ます。 
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企画部会活動報告 

企画委員会 

[2007.11.16]平成 19 年度企画委員会「研修会（鹿児島会場）」を開催しました 

開催日 平成 19 年 11 月 16 日（金） 

場所 鹿児島県建設センター[鹿児島県鴨池新町 6-10] 

参加者 65 名（非会員 5 名含む） 

講演内容 今回の研修会では、協会会員の要望を踏まえまして、「受注環境変化への対応」「調査・設計の瑕疵と賠償事例」

「技術者の健康管理」の３つのテーマを取り上げて、下記の通り研修会を開催いたしました。 

●「建設コンサルタント業界をめぐる環境の変化」 

株式会社 日刊建設通信新聞社 

取締役社長  西山 英勝 氏 

●「企業におけるメンタルヘルスケア対策について」 

(財) 福岡労働衛生研究所  

産業医  森 朋子 氏 

●「調査・設計の瑕疵と賠償事例」 

元建設コンサルタンツ賠償責任保険審査会鑑定人 

貞升 文槌 氏 

 

 

▲西山英勝氏の講演 

 

▲森 朋子氏の講演 

 

▲貞升文槌氏の講演 

 

▲質疑応答の様子 
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[2007.9.7]平成 19 年度企画委員会「研修会」を開催しました。 

開催日 平成 19 年 9 月 7 日（金） 

場所 アスクビル会議室 [福岡市博多区博多駅東 1 丁目 16-25] 

参加者 66 名（非会員 6 名含む） 

講演内容 今回の研修会では、協会会員の要望を踏まえまして、「受注環境変化への対応」「調査・設計の瑕疵と賠償事例」「技術

者の健康管理」の３つのテーマを取り上げて、下記の通り研修会を開催いたしました。 

 

●「建設コンサルタント業界をめぐる環境の変化」 

株式会社 日刊建設通信新聞社 

取締役社長  西山 英勝 氏 

●「調査・設計の瑕疵と賠償事例」 

元建設コンサルタンツ賠償責任保険審査会 

鑑定人  貞升 文槌 氏 

●「企業におけるメンタルヘルスケア対策について」 

(財) 福岡労働衛生研究所 

産業医  川波 由紀子 氏 

 

 

▲西山英勝氏の講演 

 

▲川波由紀子氏の講演 

 

▲貞升文槌氏の講演 

 

▲質疑応答の様子 
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新領域委員会（夢 アイデア企画） 

「夢・アイデア交流会」を開催しました 

●平成 19 年 11 月 17 日（土）、八仙閣において「夢アイデア交流会」を開催しました。 

●交流会に先立ち、下記メンバーで構成する審査委員会を開催、平成 19 年度応募作品の審査を行い、最優秀賞作品他７編を選

出しました。 

【審査委員】 

審査委員長 樗木 武 氏 / 福岡アジア都市研究所理事長 

審査委員 大江 英夫 氏 / 九州観光推進機構 本部 副本部長 

審査委員 濱砂 圭子 氏 / 男女・子育て環境改善研究所理事長 

審査委員 中村 幸子 氏 / 道守熊本会議 事務局長 

審査委員 芦田 義則 氏 / 国土交通省九州地方整備局企画部長 

審査委員 山本 洋一 氏 / 建設コンサルタンツ協会九州支部支部長 

 

【受賞作品】  

賞 作品名 応募者 

◆最優秀賞（1編） プロジェクト あなたもまちのかお 

－まちの名刺づくり－ 
田中 史王 

でこぼこ道 ＤＥ 観光 魅力度コンテスト 矢ヶ部輝明 ◆優秀賞（2編） 

自転車の聖地、九州 新たなる挑戦 待田 和幸 

パイプロードで安心安全なまちを～高齢者や障害者と環境を考えたまちづくり～ 長崎 健吾 

プレイフルな砂上のオアシス サンド・パークと砂場アカデミーのある街 笠間 浩幸 

「カード式住民参画法」によるまちづくり－薩摩出水つる歴史街道構想－ 梶原 宣俊 

◆佳作（4編） 

ウチの街って素敵でしょ？ 高橋 真大 

◆特別賞（1編） 井手を走る 唐崎 陽司 

 

●交流会には総勢１６６名の方が参加され、１２名の応募者による夢アイデア発表を行い、参加された皆さんの投票により「市

民大賞」「市民賞」の各賞が選ばれました。 
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ＮＨＫ２００８年大河ドラマ「 篤
あ つ

姫
ひ め

 」放映に向けて！ 

 

 株式会社 久永コンサルタント 

代表取締役社長 福留 三郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＮＨＫの大河ドラマは、2006 年の「功名が辻」、2007 年の「風林火山」に続いて、2008 年に

は「篤姫」の放映が決定した。この「 天璋院篤姫 
てんしょういんあつひめ 

」のゆかりの地、郷土鹿児島では、来年

のドラマ放送予定の「篤姫効果」に観光浮揚の期待が一層高まってきている。 

 13 代将軍徳川 家定 
いえさだ 

の 御台所 
みだいどころ 

（夫人）天璋院篤姫は、天保 6（1835）年 12 月に、鹿児島

の今和泉家島津 忠剛 
ただたけ 

の娘「 於一 
お か つ  

」として鹿児島城下の、鹿児島（鶴丸）城の東北に位置

する、大龍寺の西隣にある今和泉島津家屋敷で生まれる。現在、屋敷自体はないが当時を

偲ばせる石垣が通りに面して残っている。 今和泉島津家屋敷跡 

 領地の今和泉郷は、現在の指宿市で、領地仮屋跡は現在今和泉小学校となっている。 

 「篤姫」という名には、嘉永 6（1853）年に薩摩藩主島津 斉彬 
なりあきら 

の養女となって改めたものらしい。さらに、安政

3（1856）年に右大臣 近衛忠ひろ 
こ の え た だ ひ ろ  

の養女となった時に 敬子 
す み こ  

と改名し、同年近衛家の娘として徳川家定のもと

へ嫁いだ。まさに薩摩から大奥への初めての輿入れであった。 

 病弱の夫、家定との夫婦としての交わりのない生活でも仲むつまじく夫をいたわりながら、家督相続の中で養

父斉彬の推す一橋家の朝廷工作など行ったりしている。夫家定が死亡後は、24 歳で未亡人となり仏門に入り

「天璋院」と改め、生活習慣の違う14代将軍 家茂 
いえもち 

の御台所となった 和宮 
かずのみや 

との嫁姑との確執を越えた中

で「公武合体」にお互い尽力する。 

島津斉彬 

 将軍の跡継ぎをめぐる幕府内の混乱と反幕府運動の激化する中で、江戸城

に迫り来る西郷隆盛ら薩摩藩を中心とした新政府軍に働きかけ、無血開城の

実現にも大きな役割を果たしている。江戸明け渡しの後は、日本が混乱を極め

ていた時代に郷土薩摩に帰らず、徳川家の人間として最後まで「誇り」と「覚

悟」を失わず、感受性豊かに生きた姿は宮尾登美子の歴史小説、「天璋院篤

姫」の中で細やかに描かれている。 

 徳川家と島津家は、関ヶ原の合戦や戊辰戦争で敵対していたため、江戸時
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代を通じて交流もないようなイメージである。しかし島津家は、

御台所（夫人）は皇族または摂家の娘を迎えるという慣例を破

り、将軍家に御台所を送り込んだ唯一の大名で、両家の結び

つきは他の大名家と比較にならぬほど強固なものであった。 

 勝海舟の維新の頃の思い出記「海舟座談」では、天璋院篤

姫のことにふれていて、天璋院が命をかけて徳川家存続に尽

力したことや、後年には海舟の姉と言うことにして市内散策を

楽しんだり、手作りの羽織などを篤姫よりもらったりしたような

交流があったこと等を伝えている。 

 こうして天璋院篤姫は、西郷隆盛や勝海舟、坂本龍馬、島津

斉彬などと同じく、時代に翻弄されながらも、自らの運命を前

向きに力強く生きた「薩摩おごじょ」としての一生を、薩摩に戻ることなく明治 16 年に、49 年にわたる波乱と苦難に富んだ人生に終止符を

打っている。 

 

 現在鹿児島では、温泉・焼酎・桜島や農水産物が全国的に有名であるが、今回「天璋院篤姫」がＮＨＫの大河ドラマで放送されることで、

県や市も合同して「篤姫」ゆかりの地を整備するとともに、甲突川河畔に「大型ドラマ館」の設置計画を具体化して、これを追い風とした観

光浮揚を図る計画が進められている。 

 この「篤姫」の放映と九州新幹線の全線開業に向け、鹿児島県が持つ豊かな地域資源を活用するとともに、観光客のニーズを的確に

捉えた事業を展開し、今まで以上の魅力ある観光かごしまの振興を図っているところである。 

 

 

天璋院(篤姫（尚古集成館所蔵） 

 

領地今和泉島津家屋敷跡（現指宿市） 

 

篤姫が 2 ヶ月余り過ごした鹿児島（鶴丸）城 

 

西郷隆盛銅像 

 

2007 年 10 月 22 日 HP 掲載 
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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 いであ（株）　九州支店 〒812-0055 福岡市東区東浜1-5-12 092-641-7878

8 （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

9 （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

10 （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

11 （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

12 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

13 （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

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

15 （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

16 川崎地質（株）九州支社 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40 092-271-9200

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

38 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

39 （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

40 （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

41 （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

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

43 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

44 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

45 （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

46 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

47 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

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

49 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

50 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

51 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

52 （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

53 （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

54 （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

55 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

56 （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

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

58 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

59 （株）大 進 〒890-0016 鹿児島市新照院町21番7号 099-239-2800

60 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

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

平成20年度　九州支部会員名簿（2008）

18



会員企業名 所在地 電話

62 （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

63 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

64 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

65 （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

66 （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

67 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

68 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

69 （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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 （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

75 （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

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

77 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

78 （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

79 （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

80 （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

81 （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

82 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

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

84 （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

85 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

86 （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

87 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

88 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

89 西日本建技（株） 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-4-5 092-441-7676

90 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

91 （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

92 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

93 （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

94 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

95 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

96 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

97 （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

98 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

99 （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

100 日本地研（株） 〒812-0894 福岡市博多区諸岡5-25-25 092-571-2764

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）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

112 （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

113 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

114 （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

115 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

116 （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

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

118 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

119 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

120 （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

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

　　（平成20年6月1日現在121社） 　 　
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