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○支部長からのご挨拶（新年） 

 

 

あけましておめでとうございます。会員の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

 

昨年、当支部は設立４０周年の節目を迎え、「進化元年」のキャッチフレーズのもと、決意

を新たにしたわけですが、残念ながら、明るい展望をサカナに、新春の旨い酒を酌み交わすと

いう状況にはありません。もっとも「酒はいつでも旨い」という豪の方もいらっしゃるでしょ

うが。 

㈳建設コンサルタンツ協会 
九州支部 
支 部 長 山本 洋一 

それはさておき、業界の歴史の扉を、未来に向かって押し開けたいのですが、手持ちのキー

では、扉はビクともしないですね。いつの間にか、取り替えられているようです。新しいキー

を用意しなければなりません。キー・ワードの１つは、やはり「発想の転換」ということにな

るでしょうか。誰も動向を見通すことができない、誰も打つ手に自信が持てない、そんな混乱、

波乱の局面にあることを奇貨として、一度、これまで当たり前としてきたことを、聖域なしで

洗い直してみるというのはいかがでしょうか。たとえば、「公共事業は永遠になくならない」、

「建設コンサルタントは無条件に社会に貢献している（してきた）」、「マーケットの維持・拡大は他力本願以外に手立てはない」

などなど。 

話題を変えましょう。皆さんと、その「可能性」を議論したいテーマをご紹介してみたいと思います。１つは「ソーシャルキ

ャピタルの視点からの役割拡大の可能性」です。これまで公共事業による社会資本整備は、いわゆる「モノづくり」が中心でし

たが、これからは加えて「ヒトづくり」やＩＴも含めたいろんな形の「ネットワークづくり」を総合的にとらえる（＝ソーシャ

ル・キャピタル）べきではないでしょうか。この視点に立てば、次に、「多様な資金調達の可能性」の検討が必要になってきま

す。PFI にならって投資利回りの算定により、民間ベースの投資案件に乗るかどうかを分析してみるというのはいかがでしょう

か。 後に、「インターネット市場開設の可能性」というのは荒唐無稽な発想でしょうか。品揃え、オークションの方法などを

含めて、どのようなやり方がありうるかを考えるだけでも面白いと思いますが。 

さて、丑年の新年。業界の存亡が「九牛の一毛(きゅうぎゅうのいちもう)」、取るに足りないこととされるのは、いかにも口

惜しいことです。将来振り返った時に、あの混乱、波乱の局面を業界飛躍のチャンスにしたといえるような１年にすべく、「火

牛の計(かぎゅうのけい)」の勢いで全面突破を図りたいものですね。末尾になりましたが、厳しい年度末に向けて、皆さんの、

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 21 年 1月 

 

注）火牛の計：牛の角に松明（たいまつ）をくくりつけて、敵中に放つ戦法。問題は、誰が牛の役割を担当するかですね。丑

年の会員さんから選抜するというのも一案ですが。 
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○平成２１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。 

 私こと、５月１９日開催の通常総会における推薦により、支部長再任の重責を拝命いたしました。気持ちを新たに微力を尽す

所存でございます。倍旧のご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 昨２０年度は、道路特定財源問題による発注の遅れ、これを契機とする価格競争の激化が、予算縮減基調の厳しい業界環境に、

さらに追い打ちをかける形となりました。この結果、九州支部の会員数は、残念ながら年度当初の１２０社が１１２社に減少し

ました。言うまでもなく、会員相互の利害の調整は協会活動の本旨ではありませんが、会員間の熾烈な競合状態のもとでの協会

活動のあり方については、平成２５年を期限とする法人形態の選択（公益法人か一般法人か）の問題ともあわせて、さらに踏み

込んだ議論が必要であると認識しております。 

さて、２１年度は未曾有の経済不況への対策として、ご案内のように本予算に加えて、現在、大型の補正予算が審議されてお

ります。一部メディアでは『公共事業予算に対する潮目が変わった』とする論調も見られますが、あくまでも短期的な景気対策、

雇用対策に主眼が置かれており、景気回復の動向いかんでは、再度、予算は縮減基調に戻る可能性が大である、という点を心得

ておく必要があります。 

 いずれにしても、契約方式に係わる課題を別にすれば、２１年度は一定規模の発注量の確保が期待できる状況となりました。

受注については各社の経営努力の問題、とさせていただくとして、『潮目の変化』を確実なものにするためにも、協会としては

中長期の国土基盤の構築／地域づくりの視点からの社会資本整備のあり方／必要性及び建設コンサルタントが果たすべき役割

の検討、そして積極的な対外広報などの活動に重点を置くこととします（発注機関の方との意見交換会においても、社会資本整

備に関する問題提起／提案なども盛り込んでいきたいと考えております）。このために、夢 アイデア部会の新設（新領域委員会

を中心とする再編）、広報機能の一元化/対外発信機能の強化（広報委員会の対外活動部会への配置換え）、部会相互の連携体制

などの見直しを行うこととしました。 

 この他、会員の方から『アジア各国の建設コンサルタントとの交流』の提案もいただいております。どうでしょうか。取り組

んでみましょうか。予期せぬヒントが得られるかもしれません。『アクションの中に活路を見い出す』のスタンスで、既存の枠

組みにとらわれることなく、果敢にチャレンジしましょう。 

 

平成 21 年 5月 
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平成２１年度支部組織 

 

                          総務委員会  委員長１名、副委員長６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） 

副委員長：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）                            
副委員長：髙田 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）  
 

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：黒木 修身（西日本技術開発） 

副委員長：池田 好克（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

  

                                                    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：北岡 大記（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

                                      副委員長：八重尾恭彦（中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 
                             

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：宮原  哲（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：松田 和人（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：金井 秀平（建設技術研究所） 

副委員長：岩切誠一郎（長大）  

副委員長：石倉  昇（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ）  

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）  
       

夢 アイデア企画委員会 委員長１名、副委員長３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：青井 克志（西日本技術開発） 

副委員長：橋元 健二（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

夢 アイデア実行委員会 委員長１名、副委員長３名  
                                                            ※夢アイデア企画委員会に同じ 
                                  
                                                       独禁法に関する特別委員会   委員 常任幹事 
                             

災害対策委員会 
                                     

 
                            

部会長: 

 堀川（ﾊﾟｼｺﾝ） 

副部会長: 

福田（復建調査）、本木（西鉄）

永田（内外） 

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（協同） 

村上（太陽技術） 

上野（新日本技術） 

総 会 常任幹事会 総務・企画部会 

支 部 長 

副支部長 

常任幹事 

監   事 

技術部会 

部会長: 

山本（福山） 

副部会長: 

 田中（第一復建） 

 岡出（中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

部会長: 

 薮内（ｵﾘｺﾝ） 

副部会長: 

 田中（第一復建）

 吉長（応用） 

部会長: 

久田（西技） 

副部会長: 

岡出（中央） 

稲垣（千代田） 

対外活動部会 

事務局 

特別部会 

夢 アイデア部会 

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 田中  清 第一復建 

副支部長 岡出  章 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

常任幹事 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 谷口正博 長大 

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 久田幹夫 西日本技術開発 

常任幹事 堀川俊彦 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙ 

常任幹事 福田直三 復建調査設計 

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 針貝武紀 福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

3



平成２１年度事業運営方針 

 

 

平成 21 年度の建設コンサルタントを取り巻く環境は、経済の低迷、公共投資の縮減、競争入札の増加など未曾有の厳しい状

況になると考えられます。支部としてもこの事実を厳粛に受け止め、打開策を会員自ら考える時となります。 

このような中、昨年度から議論されています「夢・アイデア企画」応募作品の実現化、広報戦略の検討、自治体との意見交換

会のあり方、支部組織の見直しなどの課題に優先順位をつけ、会員にとって最も良い方向に一歩一歩確実に進めていかねばなり

ません。支部長が折に触れて申しているように、現状を打破するには「発想の転換」をし、「選択と集中」を進める必要があり

ます。また、本部におきましても、協会組織のあり方検討、地域コンサルタントのあり方検討、中期行動計画（2 次）の策定、

品質向上への取組みなどが行われています。 

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） 社会貢献活動の一環である「夢・アイデア企画」は、従来行ってきたアイデア募集と交流会等の活動を効率化し、

加えてマーケットの拡大を実践するため、実施可能なアイデアを取上げ、それを実行に移す検討を行います。 

（２） 広報を戦略的に行うことを試行してきましたが、今後はこの一元化をはかり、対外活動としての広報に取り組み、

建設コンサルタントを社会へ発信し続けます。 

（３） 自治体との意見交換会は、従来の延長線上では具体的な成果を上げることが困難になってきており、選択と集中

の考えから、より成果のあがる活動とする検討を行います。 

（４） 各委員会組織は常に現状に即した活動を行うため、状況の変化に弾力的に対応できる仕組みとします。その都度

目的を明確にし、必要最小限で最も効果のある組織で活動を行います。そのためには惰性で実施してきたものは思

い切って取りやめる、別の方法で実施する、休眠とするなど発想の転換により改善します。 

（５） 建設コンサルタント業界の疲弊から、支部会員も減少傾向にあります。これに歯止めをかけ、健全な支部活動を

継続するため、無駄な経費を削減し、活動費を圧縮することで、支部会費改定の検討を行います。 

（６） 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。 

 

以上、平成 21 年度の事業運営方針について示しました。また、平成 21 年度の予算は会員の減少も考慮して、昨年度よりも若干

少ない予算となっていますが、支部会員のために有効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２０年度事業報告 

 

平成 20 年度における建設コンサルタント業界を取り巻く環境は、公共投資の縮小、契約方式の変革、国民のコンプライアン

スや環境問題への関心の高まり等、大きく変化して参りました。特に道路特定財源問題の影響による事業発注の遅れ、また未曾

有の全世界的な経済危機のなかで、厳しい経営環境を余儀なくされました。 

一方、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・

沖縄地域における国および地方自治体においても様々な施策が実施されました。特に、いわゆる「品確法」の趣旨に基づいて、

コンサルタント業務での調達方式の変革や試行が実施され、国においてはプロポーザル方式や総合評価方式が拡大されました。

一方、簡易公募型競争入札における低価格入札が増加し、技術力による選定とは逆行する価格競争による選定という状況も現出

しました。 

九州支部は、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協会員で構成さ

れており、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が顕在化しているのは確かです。ただし、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おります。 

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、五つの部会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、会員皆様の献身的なご協力により順調に推移することができました。平成 20 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） 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。 

これらの運営方針に対して、総務部会・企画部会・対外活動部会・技術部会・特別部会が中心となり、会員会社や事務局の協

力体制のもとで、以下のような取り組みを行いました。今後は、会員数がほぼ横ばいで推移する中で収入の伸びは期待できず、

一方では会員各社の厳しい企業運営状況も考慮すれば、一層の効果的・効率化活動が望まれます。 

先ず、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。会員へのサービス提供については、限

られた予算の適正な執行と効率的な運営を心がけました。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、「戦略的広報」「広報の一元化」を実現するために委員の拡充による体制強化を行い他部会と連携を取りながら活動
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を行いました。 

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。新領域委員会では「夢・ア

イデア企画」の活動を中心とし、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各種プロジェクトに取り組み

ました。また、次世代委員会では、若手技術者の技術力向上に向けての交流会を実施、建設コンサルタント業界の社会貢献・認

知度向上を目的とした清掃活動等を実施しました。 

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 12 月にかけて支部主催の９自治体と

の意見交換会を実施しました。九州地整との意見交換会では、技術力に基づく選定、建設コンサルタントの新たな役割を中心に

意見交換を行いました。自治体との意見交換では、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、地域特性を考慮

した「要望と提案」の内容や意見交換会の進め方についての議論を行いました。このほか、九州地整とは実務者による懇談会も

実施し、低入札問題など具体的で実務的な討議を行いました。また、九州地整との災害協定の協議や、毎年実施している災害対

応演習や大規模津波防災総合訓練にも参加しました。 

技術部会においては、河川および道路部門において、それぞれ技術講演会、現地見学会、技術研修会等を実施しました。環境・

都市部門では、風景デザイン、街づくり・地域づくり、共助ネットワーク等の新しい活動テーマに対して、意見交換会、講習会、

研究活動に精力的に取り組みました。また、国、地方公共団体、大学等が開催する技術研修会への講師派遣も積極的に実施しま

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以外へのサービスの提供も実施するものとし、本年は沖

縄でセミナーを開催し会員等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。 

 

以上、平成 20 年度の支部活動の概要について示しましたが、さらに具体的な活動について次に記述いたします。 
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総務部会活動報告 

総務委員会 

●ＲＣＣＭ資格試験への支援活動（１１月９日） 

西南学院大学（今年度より） 

試験監督員２９名（２９社）を選任し対応。 

 

 

厚生委員会 

●第３０回軟式野球大会（５月２３日、２４日） 

参加２３チーム、優勝：アジアエンヂニアリング㈱ 

 

●第２９回ソフトボール大会 

開催日 平成 20 年 9 月 12 日（金） 

場所 雁ノ巣レクリエーションセンター 

参加者 26 チーム 

結果 優勝：宮崎県部会  準優勝：西鉄シー・イー・コンサルタント（株） 

第 3 位：アジアエンヂニアリング（株）、日鉄鉱コンサルタント（株） 

 

▲準優勝の西鉄シー・イー・コンサルタント（株） ▲優勝の宮崎県部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会 

●広報戦略に関する講演会 

平成 20 年 7 月 14 日、総務部会主催（担当：広報委員会）の「広報戦略に関する講演会」を実施致しました。以下は、簡単

ですがその結果報告です。なお、 

１．主催：建設コンサルタンツ協会九州支部・総務部会 

２．日時：平成 20 年 7 月 14 日（月）16 時 30 分～18 時 15 分   場所：ASC ビル会議室 

３．講師：山見インテグレーター（株）代表取締役 山見博康 氏 

４．参加者：支部三役をはじめ約 50 名 

５．講演目的：支部の広報活動方針の参考とする。会員の広報マインドの醸成を図る。 

６．内容： 

岡出総務部会長に開催の趣旨を含めた開会挨拶をして頂きました。その後、早速、山見講師の講演を開始。講演は配布された

テキストの空白欄に講師の話に基づくキーワードを入れていくというスタイルで行われ、スピーディーに質・量とも相当量のお

話を頂きました。以下、テキスト目次を紹介することで、概要を紹介致します。 

1．広報とは何か 2．メディアとの関係とは 3．ニュースとは何かとその出し方 4．ブランド化を目指そう 5．企業危機

に以下に対応するか 6．これからの経営者の在り方 

会員は、冒頭にも記載しているとおり、これらに関するテキスト全文を入手可能となっています。 

 我々、「建設コンサルタンツ協会の会員会社の業務そのものは、社会資本整備への貢献という大義ある仕事で広報のコンテン
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ツは元々豊富であること」「お知らせ広報ではなく、情熱をもった広報が重要」等々、多くに示唆を頂きました。山本支部長の

総括コメントも、「CSR を Consultants Social Responsibility とも捉えられる」等ウイットがあり会場も盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●土木の日イベント参加（１０月２６日） 

●九州建設技術フォーラム出展（１１月２６日） 

 

 

対外活動部会活動報告 

対外活動委員会 

●建設コンサルタンツ協会意見交換会（6月 25 日） 

九州地方整備局 16 名、自治体 11 名、協会本部 9名、 

支部 21 名参加 

 

●地方自治体との意見交換会 

9 月～12 月にかけて、大分県を皮切りに各県・政令指定都市と 

の意見交換会を開催 

 

●実務者意見交換会 
建設コンサルタンツ協会意見交換会

九州地方整備局（12 月 19 日）、福岡市（11 月 6日） 

 

 

 

防災委員会 

●九州地方整備局と「災害協定に基づく実施体制表提出（要請）」にもとづく協議（5月 18 日） 

 

●平成 20 年度大規模災害対応演習（9月 1 日） 

北陸支部管内で大規模地震発生を想定。 

会員 121 社参加、メール・ＦＡＸでの情報伝達。 

 

●「大規模津波防災総合訓練」への参加（10 月 19 日、宮崎県） 

九州地方整備局主催 

パネル展示、建コンの防災活動についてアピール。 
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技術部会活動報告 

河川技術委員会 

[2008.9.5]河川技術講演会を開催しました 

開催日 平成 20 年 9月 5日（金） 

場所 八重洲博多ビル会議室 

参加者 88 名 

内容 

・これからの河川行政 

（九州地方整備局 河川部 田上敏博地域河川調整官） 

・昭和 28 年筑後川大水害の人々の記憶と市民活動 

（筑後川まるごと博物館 運営委員会 鍋田康成事務局長） 

・温暖化時代の地域防災 

（崇城大学 工学部 森山聡之准教授） 

 

 

 

[2008.7.22]第 1 回勉強会を開催しました 

開催日 平成 20 年 7月 22 日（火） 

場所 建設技術研究所 会議室 

参加者 45 名 

内容 

水害に対する地域防災力の向上を目指すために、ワークショップや想

定水害シナリオを用いた避難行動実験（社会実験）などを水害リスク

コミュニケーションの一環として実施する手法についてご後援いただ

いた。本勉強会では、講演のみならず、活発な議論がなされ、有意義

なものであった。 

 

 

 

道路技術委員会 

[2008.11.1]平成２０年度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 

徳渕委員長の開会挨拶 
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講座１ 

開催日：９／２７、１０／４、１０／１８の全３回 

講 師：（第１回、第２回）基礎地盤コンサルタンツ（株） 九州支社長 田上 裕 氏 

    （第３回）（株）福山コンサルタント 山本 芳裕 氏 

参加者：第１回目 ３０名、第２回目 ２９名、第３回目 ２４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座２ 

開催日：１１／１ 

内 容：国道２０２号外環状道路における西鉄部分のアンダーパス工事の現地研修 

参加者：２９名 

 

 

[2008.10.21～22]平成 20 年度道路技術委員会「見学会」を開催しました 

開催日 平成 20 年 10 月 21 日（火）～22 日（水） 

場所 
一般県道伊王島香焼線道路改良工事見学 

鋼橋梁メーカー工場見学 

参加者 23 名 

内容 長崎の伊王島大橋（設置ケーソン）、名村造船所（鋼橋工場）の見学会 

 

 

▲伊王島大橋  

 

▲名村造船    
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●共助ネットワークの研究活動 

1）「共助ネットワーク」に関する研究 

島根県中山間地センター視察（7月 22 日～23 日） 

（地域支援活動の先進事例） 

2）研究会設立に向けての活動 

「九州郷づくり共助ネットワーク研究会」設立総会（11 月 28 日） 

シンポジウム・映画会開催、参加者 61 名と盛会！ 

 

 

●講師派遣 

九地整スキルアップ講習会、福岡県市町村職員研修、佐賀県建設技術職員研修、宮崎県建設技術センター研修、 

長崎大学インターンシップ講演会などへ講師を派遣 

 

●設計ＶＥ講習会（12 月 2 日） 

参加者：80 名 

テーマ：設計ＶＥ実施要領の概要、設計ＶＥ実施事例 

 

●沖縄県品質セミナー（11 月 21 日） 

参加者：42 名 

テーマ：「擁壁」「ボックスカルバート」「基礎工」「土留工」「仮桟橋」「既設構造物」のミス事例、 

チェックシート・チェックポイント 

 

●ＧＩＳ実践講習会（10 月 23 日～24 日） 

参加者：50 名 

 

●電子納品（ＣＡＤセミナー）講習会（11 月 27 日） 

参加者：46 名 
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企画部会活動報告 

企画委員会 

●平成 20 年度企画委員会「研修会」 

開催日 平成 20 年 11 月 5 日（水） 

場所 八重洲博多ビル ホール A [福岡市博多区博多駅東 2丁目 18-30] 

参加者 40 名（非会員 1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「道路を活用した日韓の交流活性化に関する調査」「建設コン

サルタントの著作権」の２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。 

●「道路を活用した日韓の交流活性化に関する調査」について 

～建設コンサルタントの役割～ 

九州産業大学 准教授  辰巳 浩 氏 

●「建設コンサルタントの著作権」について 

いであ株式会社   井川  泉 氏  

（元建設コンサルタンツ協会 知的所有権研究委員） 

 

  

▲部会長挨拶 ▲辰巳浩氏の講演 

  

▲井川泉氏の講演 ▲閉会挨拶 
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次世代委員会 

●「若手社員技術向上・交流会」（６月２７日） 

参加者：３２名 

合同学習と懇親会の開催→ 若手社員の技術力向上と交流の促進 

●「清掃活動」（柳川） 

 建コン業界の社会貢献・認知度向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新領域委員会 

●夢アイデア募集事業 

①募集期間の拡大②マスコミへの広報強化③訴求ターゲットの拡大（小中高生、女性等）→ 応募６３編（前年比約２倍以上！） 

●地域の夢アイデア交流事業 

『夢アイデア交流会』（11 月 29 日（土）、八仙閣において開催） 

①夢アイデアプレゼンテーション（参加者投票による「市民賞」） 

②夢アイデア座談会（夢アイデア作品の実現化にむけて） 

③夢アイデア懇親会（活発な交流、ネットワークの広がり） 

→ 交流会参加者約２００名（前年比 20％増！） 

 

○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、第 6回 

応募作品の審査を行い、最優秀賞作品他 8編を選出しました。 

【審査委員会メンバー】 

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 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 / NPO 法人 Hand to Land 理事長 

審査委員 森北 佳昭 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 

 

13



【受賞作品】 

賞 作品名 応募者 

◆最優秀賞（1編） ヤギ・羊ＥＣＯ大作戦から見えてきたもの 井手  哲 

元気な鹿児島県を目指して 松崎 竹友 

思い出ＮＡＶＩ ～昔の街の風景を見て、街を身近に感じたい～ 清角 知子 ◆優秀賞（3編） 

食べられる公園 片山 海里 

肥薩おれんじ鉄道ミュージアム構想 鮫島 利夫 

住んでいる地域の「宝」を誇りに 緒方 義幸 

九州まちづくり移動大学構想 梶原 宣俊 

夢の病院 花村  茜 

◆佳作（5編） 

ＥＣＯポイントで環境にやさしい未来へ！ 福田 真也 

 

○交流会には総勢 190 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。 

【発表作品（12 編）と受賞作品】 

賞 作品名 応募者 

市民大賞（1編） 食べられる公園 片山 海里 

住んでいる地域の「宝」を誇りに 緒方 義幸 市民賞（2編） 

思い出ＮＡＶＩ ～昔の街の風景を見て、街を身近に感じたい～ 清角 知子 

シェア・チャリのすすめ ～レンタル自転車でエコロジー～ 磯貝 健哉 

九州を元気にするハブ＆スポーク・ネットワーク 赤星 文生 

路地裏がつなぐ、まちの未来 宮崎  大 

モビリティこそ地域の力の源 

 ワゴン車のシェアリングによるもやいのまちづくり事業 
田川 正道 

環境にやさしい街から健全な地域コミュニティの再生へ 堀江 研二 

元気な鹿児島県を目指して 松崎 竹友 

マチカートの開発と導入で楽しいお買い物商店街を 中村  宏 

ミールステーション 三浦 英恵 

 

実際にエコ通勤をしてみたら・・・ 
園田 勝徳 

有満 重徳 
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発表者の皆さん 

 

市民大賞の片山さん 

 

●「Ｊｏｂ Ｃａｆｅ」 

・12 月 4 日（木）、福岡市博多区の Colabo Cafe HAKATA において、「Job Cafe～風景をつくること、まちをつくることを目指

す学生のための１日限りの cafe～」を開催しました。 

・就職し社会に出てから、どう風景やまちづくりに関わっていくのか、設計やまちづくりのプロ集団として、若手人材をどう

確保し育てていくのか・・・ＫＬ２（Kyusyu Landscape League）と建設コンサルタンツ協会が協同し、学生と社会人の皆

さんが気軽に話せる場をつくりました。 
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九州最大級の「三瀬ループ橋」 

 

 

 第一復建株式会社 

構造部 西田 恒義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域間交流の期待の架け橋 

 福岡市と佐賀県を結ぶ一般国道２６３号は、地域間の交通ネットワークを 

構成する主要な幹線道路である。 

しかし、三瀬トンネルより福岡市側の現道は、幅員が狭く、急勾配と急カー 

ブの連続のため大型車同士の離合が難しく、また、冬期では積雪や凍結 

による交通規制で、走行障害が起き、早急な改良が望まれていた。 

 昨年の８月１２日に開通した「三瀬ループ橋」は、このような問題を一掃 

し、安全の確保、時間の短縮および渋滞の緩和に大きな改善効果を発揮 

した。 

 また、地域間交流の架け橋として、物流の効率化、地域の活性化および 

交通ネットワークの充実化などの間接的な効果についても大きな期待を寄 

せられている。 

 設計に参画することができた弊社としても、その期待に応えられることを 

切に願うものである。 

 

 

 

写真上：佐賀側  写真下：福岡側  
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２．ループ橋の形式概要 

1.平面線形 

地盤の高低差等を考慮した半径約 100ｍのループ形状 

2.上部工形式 

佐賀県側から次のとおりである。 

○ ３号橋：鋼７径間連続非合成箱桁橋（橋長 398ｍ） 

○ ４号橋：鋼４径間連続非合成 I 桁橋（橋長 121ｍ） 

○ ５号橋：ＰＣ４径間連続箱桁橋  （橋長 201ｍ） 

3.下部工形式 

○ 橋台：全て逆Ｔ式の深礎杭 

○ 橋脚：全て円柱張出式の大口径深礎杭 

4.コスト縮減対策 

○ 橋脚：３Ｈ工法の採用（最大橋脚高さ約６４ｍ） 

○ 斜面上基礎：竹割り工法の採用 

 

 

３．おわりに 

 余談ではあるが、先に示した三瀬ループ橋の航空写真の下端で道路の左側に見える「縄文屋」といううどん屋がある。店舗の駐車場か

らは、国道を走る車を気にすることなく、九州最大級の美しいこのループ橋をゆっくりと眺めることができる。 

 また、このうどん屋の自然食材にこだわった自慢の地鶏出し汁は実に美味い。店主の話によると、天然素材だけで作った出し汁は、午

後になると味が落ちていくそうである。 

 出張などで国道２６３号を通る機会があれば、昼食時にタイミングを合わせて、ぜひ立ち寄られることをお勧めする。 

 

  

 

 

2009 年 4 月 8 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 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

4 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

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

6 （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

7 （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

8 （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

9 NTCコンサルタンツ（株）　福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-27 092-441-8837

10 （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

11 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

12 （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

13 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

14 （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

15 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

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

17 （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

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

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

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

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

22 （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

23 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

24 （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

25 （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

26 （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

27 （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

28 （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

29 （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

30 （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

31 （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

32 （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

33 （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

34 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

35 （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

36 （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

37 （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

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

39 （株）サザンテック 〒876-0802 佐伯市日の出町2-10 0972-23-2616

40 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

41 （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

42 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

43 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

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

45 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

46 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

47 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

48 （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

49 精巧エンジニアリング（株） 〒879-5103 由布市由布院町川南11-3 0977-85-3344

50 （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

51 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

52 （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

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

54 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

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

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

57 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

58 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

59 （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

60 （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

平成21年度　九州支部会員名簿（2009）
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会員企業名 所在地 電話

61 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

62 （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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 （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

68 （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

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

70 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

71 （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

72 （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

73 （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

74 （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

75 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

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

77 （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

78 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

79 （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

80 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

81 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

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

83 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

84 （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

85 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

86 （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

87 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

88 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

89 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

90 （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

91 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

92 （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

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

94 （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

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

96 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

97 （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

98 （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

99 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

100 （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

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

102 （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

103 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

104 （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

105 （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

106 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

107 （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

108 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

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

110 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

111 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

112 （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

　　（平成21年6月1日現在112社） 　 　
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