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㈳建設コンサルタンツ協会 
九州支部 
支 部 長 山本 洋一 

○支部長からのご挨拶（新年） 

 
 

会員の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

 

 せめて新年の冒頭くらいは「明るい話題」で飾りたいところではありますが、残念ながら昨年

来の「暗い見通し」の在庫の山の中で七転八倒、「おめでとうございます」のセリフが素直に出

てこない気分、と申し上げざるを得ません。恐らく皆さん方も同様のことと忖度いたします。 

 しかしながら、このまま手をこまねいていても誰かが「明るい話題」を与えてくれるわけでは

ありません。ここは一番自助努力、自ら作り出すしかない、と腹を決めましょう。政権が交代し

た、政策が変わったからといって、いちいち右顧左眄していても始まりません。「上が政策を打

てば、下は対策を講じる」という中国のことわざにならって、したたかに「対策を講じ」ようで

はありませんか。現下の窮状の大元は、つまるところ「パイの縮小」ということに尽きるでしょ

う。いよいよ協会活動の主力を「パイの拡大」に集約していきたいと思います。ということで、

小生からのお年玉代わりに、いくつか攻め口の例をご紹介してみます。 

 

 【例１】予定価格で受注できる仕組みを構築、提案する：予定価格が「適正に設定」されているのであれば、なぜ予定価格で

の受注が問題視されるのでしょうか。安ければ良いという競争は、いかにも馬鹿げたことです。協会がプロポーザル方式を強調

するのは、現行の契約方式の中で「予定価格で受注」できるのは、今のところこれしかないという背景もあることを再認識して

いただき、不満がある向きには、新たな「予定価格受注方式」の提案をお願いしておきます。 

 【例２】コンサルタント業務の予算措置優先順位を上げる：国から地方への権限・財源委譲の方向が明確に打ち出されていま

す。そうなれば、あらためて各地域毎に予算措置の優先順位を決めることになりますが、地域の事情如何にかかわらず、構造物

の老朽化対策、自然災害の防災・減災対策、温暖化問題を含む環境対策などは、喫緊の課題として高い優先順位が与えられるべ

きですし、子供手当も結構なことですが、彼らが育つ環境に問題はないのか、さらには彼らの将来にどのような社会基盤を用意

してあげるのかという議論も重要です。まさにコンサルタントの出番でしょう。行政当局だけでなく住民も対象に、説得力のあ

る提案・広報活動を強力に進めなければなりません。 

 【例３】夢アイデア事業で新たなマーケット創出の可能性を探る：昨年、協会活動の進化に向けた組織再編の一環として「夢

アイデア部会」を新設しました。この事業は、コンサルタントの社会貢献（ＣＳＲ）、ひいては存在価値のＰＲを主旨に立ち上

げたものですが、さらに踏み込んで、新たなマーケット創出の可能性という視点からも具体の検討に取り組みたいと思います。

あわせて、業界の将来についても「夢アイデアコンペ」を実施したいところですが・・・ 

 

 オチがついたところで、各位のますますのご健闘、ご健勝をお祈り申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。会員の力を結

集して、「騎虎の勢」で難局打開にチャレンジしましょう。 

 

平成 22 年 1 月 
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○平成２２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１８日開催の通常総会において、平成２２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。 
 建設コンサルタント業界は未曾有の転換期の渦中にありますが、このような状況に、どう対処するか。言うまでもなく、会

員各社の経営努力が基本ではありますが、業界そのものの先行きが、きわめて不安定且つ不透明な状況のもとでは、各社単独の

経営努力にも自ずから限界があることは明らかです。あらためて、協会の目的、果すべき役割は「業界としての活路・展望を開

くために、会員各社に共通する目標・メリットを追求することにある」という点を明確にした上で、従前以上に各社単独では対

応が困難な課題に活動の重点を置くこととします。 
 
 総会でも骨子をお諮りしましたが、２２年度の事業運営方針を再確認しておきたいと思います。 

 【方針１】マーケットの確保・開拓  

１．アイデア募集から実現支援へ進化しつつある夢・アイデア事業の、さらにビジネスモデルとしての展開可能性の研究。  

２．適正な価格で受注できる選定方式をめざした戦術の検討・実施（発注者との意見交換会の進め方の再検討等）。  

３．一般住民から事業ニーズを喚起させるための広報戦略強化（意見広告等）。 

 【方針２】会員へのサービス拡充  

１．情報提供の充実、活動参画機会の拡大(意見吸い上げ・反映の仕組み等)。  

２．技術者のモチベーション向上のための施策（若年層を対象とする技術発表会等）。  

３．セーフティネットサービスの検討（法律・財務の相談窓口等）。 

 【方針３】活動のオープン展開  

１．他支部との連携（共通課題への対応、夢・アイデア事業の全国展開等）。  

２．関連業界団体との連携可能性検討（意見交換会、政策機関への要望・提案活動等）。  

３．異業種団体との交流による建コン技術の可能性研究。 

 九州支部は、一昨年、設立４０周年を迎えましたが、この節目を「進化元年」と位置付けました。「進化」とは、本来、淘汰

の圧力にさらされた時に、生き残るために形態、機能を環境に適応させるプロセスを指す概念ですが、その意味で、現下の業界

はまさに「淘汰の圧力を進化によって打破」すべき状況にあると言っても過言ではないでしょう。これまで、活動目的に応じて

弾力的に体制を編成するという発想への切り替え、夢・アイデア事業の新たなビジネスチャンス研究への展開、そして広報戦略

のロードマップにもとづく実践など、それぞれ、組織、業態、及び戦略の視点から、着実に「進化に向けた布石」を打ってきて

おります。関東支部に次ぐ会員規模も大きな武器として、進化による隘路打開の戦いに臨みたいと思います。頑張りましょう。 

 

平成 22 年 5 月 
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平成２２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：秦野 長次（建設技術研究所） 
           副委員長：藤山  勤（第一復建） 

副委員長：渡口 正史（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
副委員長：筬島 聖二（日本工営）                                   
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：笠井 茂夫（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：濱本 朋久（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

副委員長：田中 秀昭（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：河内 圭司（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：二宮 雄司（綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長：愛敬 圭二（中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

副委員長：清原 秀紀（構造技術ｾﾝﾀｰ） 

                                                       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：森脇  亨（復建ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ） 

副委員長：中野 信悟（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：友光 宏実（大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：江口 清隆（橋梁ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長: 木村 隆一（いであ） 
       

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：中川  裕（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: 

大和（東京建設） 

副部会長: 

山嶋（サンコー） 

村田（建技） 

西村（技術開発） 

平川（九建設計） 

村上（太陽技術） 

上野（新日本技術） 

 

部会長: 

 福田（復建調査） 

副部会長:西村（技術開発）、

平川（九建設計）、田上（基礎

地盤）、原田（九州開発） 

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） 

 村田（建技） 

部会長: 

 森尾（千代田） 

副部会長: 

 田中（第一復建）

 田中（応用） 

部会長: 

久田（西技） 

副部会長: 

稲田（日本工営）

才田（八千代） 

対外活動部会 

事務局 

特別部会 

夢 アイデア部会 

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 村田和夫 建設技術研究所

常任幹事 田中  晃 応用地質 

常任幹事 山嶋行人 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

常任幹事 森尾  有 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 稲田義克 日本工営 

常任幹事 福田直三 復建調査設計 

常任幹事 才田  進 八千代ｴﾝｼﾞﾆｱ 

福岡(常) 西村六雄 技術開発ｺﾝｻﾙ 

大分(常) 平川昌寛 九建設計 

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 田上  裕 基礎地盤ｺﾝｻﾙ 

監  事 原田  卓 九州開発ｴﾝｼﾆﾔ

顧  問 針貝武紀 福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

顧  問 岡出  章 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

顧  問 岩上憲一 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙ 

事務局長 吉田鉄治 

事務局員 谷崎智美 

事務局員 羽生徳子 
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平成２２年度事業運営方針 

 
 
公共事業予算の大幅な縮減、これに伴う価格競争の激化、地方主権の推進を背景とする国から地方への財源・権限の委譲など、

政権交代により、建設コンサルタント業界はパラダイムシフトとも言うべき転換期を迎えています。このような状況に、どう対

処するか、言うまでもなく、会員各社の対応が基本ではありますが、業界そのものの先行きが、きわめて不安定且つ不透明な状

況のもとでは、各社単独の経営努力にも自ら限界があることは明らかです。あらためて、協会の目的、果すべき役割は「業界と

しての活路・展望を開くために、会員各社に共通する目標・メリットを追求することにある」という点を明確にした上で、隘路

の打開に向けて、運営方針を構築したいと思います。あわせて、会員相互の利害を調整する場ではない、という点も再確認して

おきたいと思います。 

協会活動のあり方については、現在、本部で検討を進めている法人（公益、一般）の形の結論が出た時点で、再検討を行うこ

とになりますが、平成 22 年度の事業については、前述の状況に鑑みて、以下に示す方針のもとで運営に当たります。 

 

（１）マーケットの確保・開拓 

① アイデア募集から実現支援へ進化しつつある夢・アイデア事業の、さらにビジネスモデルとしての展開可能性の研究 

② 適正な価格で受注できる選定方式をめざした戦術の検討・実施（発注機関との意見交換会の進め方の再検討等） 

③ 一般住民から事業ニーズを喚起させるための広報戦略強化（意見広告等） 

 

（２）会員へのサービス拡充 

① 情報提供の充実、活動参画機会の拡大(意見吸い上げ・反映の仕組み等) 

② 技術者のモチベーション向上のための施策（若年層を対象とする技術発表会等） 

③ セーフティネットサービスの検討（法律・財務の相談窓口等） 

 

（３）活動のオープン展開 

① 他支部との連携（共通課題への対応、夢・アイデア事業の全国展開等） 

② 関連業界団体との連携可能性検討（意見交換会、政策機関への要望・提案活動等） 

③ 異業種団体との交流による建コン技術の可能性研究 

 

（４）継続課題 

① 組織・体制及び活動の効率性・実効性のチェック 

② コンプライアンスの徹底 
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平成２１年度事業報告 

 

 

平成 21 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、極めて激動の年でした。 

9 月に民主党の鳩山政権にかわり、「コンクリートから人へ」のキャッチフレーズのもとに、公共投資の縮小が叫ばれました。

特に、八ツ場ダムを代表とした大型公共工事の凍結をはじめ、多くの公共事業で見直しが行われました。 

一方、コンサルタント業務での調達方式は、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、技術力重視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多く発生しま

した。 

九州支部の会員数は 110 社と多く、その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が統一できないのは仕方がありません。ただし、同じ協会員としてコンサルタント

の社会的地位向上を主目的として課題の解決に努力しております。なお、地域コンサルタントと広域展開コンサルタントの共存

のためには、協会本部でも委員会を設置して連携方法等を検討中であります。 

 

平成 21 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） 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。 

 

これらの運営方針を実行するために、前年度までの総務部会、企画部会、対外活動部会、技術部会、特別部会の 5 部会から、

総務・企画部会、対外活動部会、技術部会、夢アイデア部会、特別部会の 5 部会に再編し、各部会が中心となり、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。 

総務・企画部会は総務委員会と企画委員会から構成されています。総務委員会としては、会員の事務効率向上と支部の円滑な

運営、事務局へのサポート、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等を実

施しました。また、企画委員会としては、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。 

対外活動部会は、「戦略的広報」「広報の一元化」を実現するために広報委員会を編入し、従来の対外活動委員会と防災委員会

と共に 3 委員会となりました。広報委員会としては、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。対外活動委員会としては、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、10 月から翌 2 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、技術力による選定、建設コンサル

タントの新たな役割、品質の確保と照査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、主に業務評定制度や総合評

価方式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、工事連絡協議会など

具体的で実務的な討議を行いました。また、防災委員会としては、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

演習に参加しました。 

技術部会は、河川技術委員会、道路技術委員会、環境・都市等技術委員会、講師派遣委員会、CALS/EC 委員会、品質向上委員
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会の 6 委員会から構成されています。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、本年は大分、宮崎、鹿児島でセミナーを開催し地方会員等へのサービスの拡大も図りました。 

夢アイデア部会は、平成 21 年度から新設した部会（これまでは企画部新領域委員会として活動）であり、夢アイデア企画委

員会、夢アイデア実行委員会から構成されています。 

企画委員会では、例年のように夢アイデア募集を行ない、11 月に交流会及び座談会を行いました。実行委員会は、過年度応募

作品の「夢アイデアの実現化」をサポートする目的で設立したものであり、平成 21 年度は長崎県島原振興局、島原農業高校等

の関係者と共に「ヤギ・ヒツジ ECO プロジェクト」に取り組みました。また、九州郷づくり共助ネットワーク研究会も平成 21 年

度に設立したものであり、主に地域支援モデル検討として大分県で柴北川プロジェクトを実施し、山桜資源調査や活用計画作成

等を行いました。 

特別部会は、独禁法に関する特別委員会と災害対策委員会から構成されています。独禁法に関する特別委員会は適宜開催し、

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。協会本部では、「独占禁止法コンプライアンス・プログラム事例集」を作成し、会員会社に配

布しました。災害対策委員会は、大規模災害発生時の対応をタスクフォース方式で運営するように計画したのですが、平成 21 年

度は大規模災害は発生せず、活動実績はありませんでした。 

以上、平成 21 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示します。 
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軟式野球大会優勝：㈱建設技術研究所 

総務・企画部会活動報告 
 

総務委員会 

● 第 31 回軟式野球大会（5月 29 日、30 日） 

  参加 24 チーム 

  優勝：㈱建設技術研究所 

  準優勝：アジアエンヂニアリング㈱ 

 

● 第 30 回ソフトボール大会 （9月 18 日） 

  参加 28 チーム 

  優勝：東亜建設技術㈱ 

  準優勝：西日本技術開発㈱ 

● ＲＣＣＭ資格試験への支援活動（11 月 8日） 

  西南学院大学、受験者 1,045 名 

  試験監督員 32 名（28 社）を選任し対応。 

 

 

企画委員会 

● 委員長交流会の開催（6月 24 日） 

  ・各部会・委員会等の活動に対する横断的課題検討 

 

● 臨時委員長交流会の開催（10 月 16 日） 

  ・委員会活動の集約化・効率化、活動経費の節減 

・各委員会の交流活動 

 

 

 

対外活動部会活動報告 
 

広報委員会 

平成 21 年度に広報委員会を対外活動部会に編入し、対外的な広報活動に取り組むことを目指した。 

● 土木の日への参加 

● 建設技術フォーラムへの対応 

● ホームページの管理、見直し 

● ＪＯＢ ＣＡＦＥ企画の展開 

 

 

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 30 日） 

九州地方整備局 19 名、自治体 12 名、協会本部 12 名、支部 22 名参加 

 

● 地方自治体との意見交換会 

10 月～翌 2月にかけて、鹿児島県を皮切りに各県・政令指定都市との意見交換会を開催 

（宮崎県は日程調整ができず未実施） 
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● 実務者意見交換会 

  九州地方整備局（2月 12 日） 

  九州地方整備局 8名、支部 12 名参加 

 

 

防災委員会 

● 災害時対応検討委員会 

  4 月 16 日、12 月 8日に協会本部で開催 

 

● 平成２１年度大規模災害対応演習（9月 1日） 

  四国支部管内で大規模地震発生を想定。 

  会員 111 社参加、メール・ＦＡＸでの情報伝達。 

 

 

 

技術部会活動報告 
 

河川及び道路技術委員会● 技術講演会 

 河川技術講演会（9月 8日）、参加者：103 名  

 テーマ：「これからの河川行政」、「多自然川づくりについて」他 

  道路技術講演会（9月 15 日）、参加者：86 名テーマ：「コンクリートのひび割れ照査」他 

 

● 現地見学会 

 

河川部門（10 月 22 日～23 日）              道路部門（10 月 14 日～15 日） 

  山口県貴場川、一の坂川、己斐地区他           沖縄県本部地区ワルミ大橋工事現場他 

  参加者：20 名                      参加者：22 名 
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環境・都市等技術委員会 

● 九州圏広域地方計画勉強会を開催 

開催日 平成 21 年 6 月 23 日（火） 

場所 第五博多偕成ビル 

参加者 45 名 

内容 九州圏広域地方計画に関連して国土交通省講師による勉強会 

 

  

 

● 「風景デザイン研究会」設立と活動 

 平成 18 年に設立し、平成 21 年度も研究会シンポジウム、 

講習会、意見交換会を開催 

●「九州郷づくり共助ネットワーク研究会」設立と活動支援 

 平成 20 年に設立し、夢アイデア部会と共に活動、 

講演会、意見交換会開催 

  ＊平成 22 年度の本部表彰において功績賞を受賞 

 

 

【九州郷づくり共助ネットワーク研究会】 

● 平成 21 年度に設立 

 「事例研究」、「ＧＩＳ分析」、「地域支援モデル検討」を 

活動の柱として、地域づくりに関するネットワーク作成等を検討 

 

● 主な活動内容 

 ①勉強会、シンポジウムの開催 

  ・広域地方計画に関する勉強会 

  ・シンポジウム「農村漁村の郷づくり」 

 ②地域支援モデルの検討 

  大分県で「柴北川プロジェクト」を実施 

  地元の活動団体と共に、山桜資源調査、 

活用計画作成等を実施 

 

 

山桜調査 

住民ワークショップ 
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マネジメントセミナー 

 

講師派遣委員会 

● 第 2 回設計 VE 講習会を開催 

開催日 平成 21 年 7 月 3 日（金） 

場所 天神ビル 11 号会議室 

参加者 ４６名（２３社） 

講師 ＶＥに関する基礎的な講義、ＶＥの実践 

 

  
 

● 講師を派遣 

九地整スキルアップ講習会、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 

 

 

ＣＡＬＳ/ＥＣ委員会 

● ＧＩＳ実践講習会（10 月 9日） 

参加者：49 名  

● ＣＡＤセミナー（10 月 27 日） 

    参加者：26 名 

 

● 情報セキュリテイ講習会（12 月 8日） 

    参加者：30 名 

 

品質向上委員会 

● マネジメントセミナー（7月 17 日） 

    参加者：121 名  

● 品質セミナー（エラー防止のために）（10 月 27 日） 

    参加者：87 名 

● 地域セミナーの開催 

宮崎、鹿児島、大分で開催 
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今日感テレビ出演後 

夢アイデア交流会 

夢 アイデア部会活動報告 
 

夢アイデア企画委員会  

●夢アイデア募集事業（第７回「まちづくりに関する提案」募集） 募集方法の拡大、従来のポスター・チラシ配布

＋メール、ＨＰ、新聞、ＴＶ、雑誌掲載   → 応募 52 編（作品は多様化） 

 

応募期間：平成 21 年 7 月 20 日～9 月 30 日 

 

 【RKB“今日感テレビ＝伝言板＝”で、夢アイデア広報】 

 ９月２日（水）、１６時５０分頃、RKB“今日感テレビ＝

伝言板＝”のコーナーで、夢アイデア募集と九州デザイン

シャレットの PR を生放送で実施してきました。ポスター合

計５枚を５人がそれぞれ持ち、お知らせ文を読み上げての

紹介です。また、テロップで、「問い合わせ先は、建設コ

ンサルタンツ協会で検索」等を流してもらいました。 

時間が３０秒間と限られていましたので、まちづくりの

提案の募集中ということに重点を置きました。出演者は、

平野夢アイデア委員長、柘植広報委員、福永さん（福大学

生）、竹森さん（福大学生）、木寺（広報委員長）の５名

で、桝谷夢アイデア委員には全体のバックアップをしても 

らいました。 

 

● 地域の夢アイデア交流事業 

 『夢アイデア交流会』（11 月 21 日）、参加者 200 名 

 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夢アイデア友の会の設立（夢アイデア提案者・交流会 

  参加者等のネットワーク化、部会活動への参加・支援 

 等を目的） 

 

 

 

《第７回「まちづくりに関する提案」の審査（応募 52 編）》 

【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 清水 亨 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 
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【受賞作品】 

 

賞 作品名 受賞者 

最優秀賞（1編） アジア村を作ろう 針貝 ケイ 

エコポイントの次は観光ポイント制度を導入してはいかがだろう 有満 重徳 
優秀賞（2編） 

理想の公園で、こどもも大人もリフレッシュ！！ 中川 夏希 

解りやすく、乗りやすい - 地域と人を結ぶバス案内 鶴丸 康二 

てんとう虫たちのリゾートアイランド クローバーランド すごろく 大塚 裕二 佳作（3編） 

「阿蘇菜の花プロジェクト」から「緑と太陽の島九州」へ 高濱 一昭 

特別賞（1編） 
エッ 自閉症の僕が スポットライトに・・・ 

*「安全安心 オーケストラ」の地域づくり* 
中野 美次 

 

 

 

●交流会には総勢 190 名の方が参加され、10 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（10 編）と受賞作品】 

賞 作品名 応募者 

市民大賞（1編） スメの寄合所 富山 晃一 

エコポイントの次は観光ポイント制度を導入してはいかがだろう 有満 重徳 
市民賞(2 編) 

商店街の空店舗を、勉強したい学生・社会人に！ 大沢 志津江 

理想の公園で、こどもも大人もリフレッシュ！！ 中川 夏希 

快適な自転車社会を夢みて  

～福岡都心部におけるレンタサイクル運用の提案～ 
鷹羽 誠 

アジア村を作ろう 針貝 ケイ 

「阿蘇菜の花プロジェクト」から「緑と太陽の島九州」へ 高濱 一昭 

熊本城下桜町を歩こう ～トランジットモール化構想～ 森 麻衣子 

Baba Project お母さんが助かるコンパクトタウン 

 こんなショッピングセンターがあったらいいな！ 
馬場 光江 

 

「神秘」の小半時を楽しむ！ － 太陽・月の出入り予測で 緒方 義幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表者の皆さん                     市民大賞の富山さん 
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夢アイデア実行委員会   

● 夢アイデアの実現化をサポート 

 過年度の応募作品の中からサポートするプロジェクトを決定 

 平成 21 年度は「ヤギ・ヒツジＥＣＯプロジェクト」 

 

● 以下の方向性について、基礎調査、実証実験等を実施 

 ①ヤギ・羊を活用した緑地の維持管理 

 ②ヤギ・羊とのふれあいの場の確保 

 ③アオサを活用したヤギ・羊の飼料開発 

 ④羊を活用した地域特産品の開発 

 

 

 

 

 

 

特別部会活動報告 
 

独禁法に関する特別委員会 

● 「独占禁止法」に関する講習会（10 月 13 日） 

 参加者：234 名（内、建コン 92 名）  

 内容１：「独占禁止法改正法の概要と最近の違反事例について」 

 講師：公正取引委員会事務総局九州事務所 

     経済取引指導官 伊藤 雅弘 氏 

 内容２：「入札制度の概要と最近の動向」 

 講師：国土交通省九州地方整備局 

     総務部契約課長 今村 一朗 氏 
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宮崎産業開発青年隊による切原川通常砂防直営工事の施工時代の思い出  

 

【月間メディア砂防（モノクロームの時代 第 41 回）】平成 14 年 8 月号掲載の改訂版 

 

(株)共同技術コンサルタント 会長 松浦 義貴 

（大正 12 年 3 月 31 日生） 

 

宮崎県産業開発青年隊は本県が全国に誇り得る建設技術者の養成機関である。 

青年隊は歴史が古く、来年の平成 23 年５月で創立６０周年を迎える事になる。 

この青年隊は当初、終戦後の混乱期における農村の二・三男対策として発足したもので、「働きながら学ぶ」ことを基本として、自活し

ながら建設技術を体得し、技術者としての可能性に挑戦することを目的としている。 

 

 

 

そこで青年隊は働くための工事現場近くに飯場形式の宿舎を建て、それに食堂兼学習小屋を付設し、昼は現場で土木作業に従事し、

夜は学習小屋で測量・土木施工法・コンクリート工学等の講義を受ける。さらに雨天・休日等も測量器械の取り扱いや調整法の実習をす

る等寸暇を惜しんで一年を過ごすこととなる。 

切原川通常砂防直営工事（流路工）は昭和３３年度から昭和３９年度までの７年間、この青年隊の修練の場となって施工されたので

ある。 

宮崎県の砂防事業については、本県の初代砂防課長であり最後は建設省初代砂防部長となられた故矢野義男先生の追悼著作選

「砂防のこころ」に「宮崎県の砂防について」を書いておられるのでその一部分を引用すると、「毎年のように襲来する台風のため荒廃の

まま広い河積を持つ原始河川の形態をとるものが多かった。人々はここに竹林を仕立てて洪水の時の河川から耕地へ土砂の流入する

のをこの竹のフィルターで防いできた。河川敷に長く形成されたコサンチクの竹藪は、日向の河川の一つの特色ある景観であった。」と言

っておられる。 

切原川は県中央部を貫流する一級河川の小丸川の左支川で引用文の通りの竹藪や柳等の雑木の繁茂した荒廃した原始河川であっ

た。 

切原川の直営工事は高鍋土木事務所長のもとで現場担当の技師が工程を組み、直接工事に従事する熟練した世話役・土工・石工・

機械工等を雇用し、現場施工態勢を整え、毎年約８０名の青年隊員を受入れ出来るよう万全の態勢をとった。 
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この多数の隊員を効率よく働かせるためには、まさに人海戦術しかなかった。そこで現場内の比較的長い運搬にはレールを付設した

人力で押すトロッコを使用した。小運搬には畚（もっこ）による人肩運搬をした。床堀等の掘削には鶴嘴・鋤簾(じょれん)・スコップ・金梃・ハ

ンマー・ハンドブレーカー・チエンブロック等を現場の状況に応じ使用させた。また湧水のある床堀ではバーチカルポンプを、床止工等広

範囲の床堀には動力使用の揚水ポンプを使用させた。そして、床堀が深い時には土砂を簡易ベルトコンベアで揚げさせた。また構造物

の型枠組立方の要領を教え、コンクリート打設は大量の時には動力ミキサーを、少量の時にはハンドミキサーを、時には鉄鈑上で手練を

させた。これは世話役をはじめ雇用した熟練工達がまず手本を示し、隊員の指導をしながらだんだんと熟成度をあげさせた。 

青年隊員約８０名は数班に分かれているので、現場に応じて班毎に仕事を割り当てた。夜の講義が進む数ヶ月後には丁張掛けや高

さチェック等の測量も実習を兼ねてやらせた。 

青年隊の宿舎における教育訓練は県土木部管理課の青年教育のベテラン堀之内砂男氏が責任者となり、その下に同じ青年隊を以

前に終了したものから選んで雇用した指導員及び同助手を配し、隊員と起居を共にさせながら訓練にあたらせた。 

隊員は早朝５時半に起床し点呼を取り、準備体操をして掛声をかけながら遠距離集団駆け足訓練を行う。これによって隊員の精神面

の訓練をし、合せて土木作業に耐えうる体力の養成をした。一日の現場作業が終わり帰隊し、入浴・夕食が終わると余り休む暇なく夜の

専門教育が始まる。一日の労働の疲労で睡魔におそわれると自ら席を立って、そのままの姿勢で講義をきく。ともすると挫けそうになる

が宿舎のいたるところに張ってある「ファイト無き者は去れ」の隊是が目に入り、涙しながらまた思い直して我慢しそれに耐えた。 

青年隊員が一番困ったのは雨続きで工事現場で働けない日が続くことである。 

隊員は自活のための食費が不足してくる。このような時、管轄する所長はその心配をしてやらなければならない。当時、高鍋地区の

国道１０号線は砂利道であったので、雨の日に隊員を使って補修をさせたり、道路敷の草刈りをさせたりして不足賃金を補うこととなっ

た。 

また、青年隊はこれから到来する機械化時代に即応するため、大型特殊免許を全員に取らせた。それは班毎に工事現場に行かず隊

に居残り、モーターグレーダーの運転実習をして取得したものである。なお県市町村公務員試験にも毎年合格者がでたが、それは夜の

講義が終了し点呼を受けた９時半過ぎから寝る時間を割愛して勉強した結果であり、その努力には感服させられた。同時にゆったりと勉

学に励める時間のあった学校時代には合格できず、ぎりぎりの生活を強いられるなかで合格する、人間の不可思議さに深く感動を覚え

たものだ。こうして一年経過した時の隊員はたくましく頼もしい青年となって修了していった。 
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切原川は７年間の直営工事で約１.３キロメートルの流路工とそれに付随した床止工・帯工を完成した。ここで教育訓練を受けた青年

技術者は実に５５０名の多さである。しかも現在、年齢的には一番会社の中心となる年代で幹部公務員、建設会社の社長や幹部職員が

多く輩出している。 

【月間メディア砂防（モノクロームの時代 第 41 回）】平成 14 年 8 月号より 

 

 

 

この投稿は、宮崎県砂防ボランティア協会に入会していたので、砂防課から依頼を受け書いたものである。編集後記で望外のお褒め

を頂き感激している。 

しかしこれは、モノクローム時代のことであり、それ以降、建設機械が急速に発展し、日本列島改造論に後押しされ、建設業の全盛期

が到来したのである。でも終戦直後はこのような時代があったことを心に留めてもらいたい。 

時代は変わり、公共事業批判が始まり、またインフラの劣悪化が著しい時代となり、アセットマネジメントの時代となった。宮崎県産業

開発青年隊も今年は２０名程度の募集となっており寂しい限りであるが、これまでにこの難行苦行に耐えて修了された青年は、実に 

４,５８０名とのことである。 

 

 

2010 年 2 月 17 日 HP 掲載 

16



会員企業名 所在地 電話

<東京>　44社

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 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

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

4 （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

5 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

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

7 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

8 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

9 （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

10 （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

11 （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

12 （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

13 （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

14 （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

15 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

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

17 （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

18 新構造技術（株）　九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26 092-451-4281

19 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

20 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

21 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

22 （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

23 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

24 （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

25 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

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

27 （株）千代田コンサルタント　西日本事業部 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-2-10 092-433-0770

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

29 （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

30 （株）トーニチコンサルタント　九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-6-10 092-686-7300

31 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

32 （株）日水コン　九州支所 〒812-0038 福岡市博多区祇園町7-20 092-282-1354

33 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

34 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

35 （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2-17-19 092-472-7363

36 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

37 （株）日本港湾コンサルタント　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-28 092-482-0345

38 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

39 （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

40 （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

41 （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

42 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

43 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

44 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

<神奈川>　1社

45 （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

<名古屋>　2社

46 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

47 中央コンサルタンツ（株）　福岡支店 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番1号 092-271-2541

<京都>　1社

48 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

<大阪>　3社

49 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

50 （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

51 （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

<岡山>　2社

52 （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

53 （株）エイト日本技術開発　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-16-14 092-441-4344

<広島>　1社

54 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

平成22年度　九州支部会員名簿（2010-本社所在地別）
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会員企業名 所在地 電話

<福岡>　22社

55 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

56 （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

57 （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

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

59 （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

60 （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

61 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

62 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

63 第一復建（株） 〒815-0031 福岡市南区清水4-2-8 092-557-1300

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

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）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

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

68 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

69 （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

70 （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

71 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

72 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

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

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

75 （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

76 （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

<佐賀>　2社

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

78 （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

<長崎>　1社

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

<熊本>　3社

80 （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

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

82 （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

<大分>　12社

83 九建設計（株） 〒876-0822 佐伯市西浜3-43 0972-22-4126

84 九州建設コンサルタント（株） 〒870-0946 大分市大字曲936番地1 097-569-9595

85 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

86 （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

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

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

89 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

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

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

94 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

<宮崎>　8社

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

96 （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

97 （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

98 （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

99 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

100 （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

101 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

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

<鹿児島>　8社

103 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

104 （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

105 （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

106 （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

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

108 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

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

110 （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

　　（平成22年6月1日現在110社） 　 　
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