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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 

⽀部部部⻑⻑⻑かかからららののの挨挨挨拶拶拶   

た。 

○ 新年ご挨拶 

 

会員各位に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

 当九州支部では、昨年も広範多岐にわたる事業に積極的に取り組みました。支部設立４０周年

（２００８年）の節目に「進化元年」のスローガンを掲げましたが、以後、着実に活動が進化し

つつあることを実感しております。各位の熱意、ご尽力に、あらためて敬意と感謝の意を表する

ものです。 

 昨年の活動を振り返って、「壁を越える」という意味で印象に残ったものをいくつかピックア

ップしてみますと、まず１つは、「九州建設技術フォーラム２０１０」の企画運営のお手伝いを

したことです。来場者数は約１,７００人（２００９年 約８００人）を数え、望外の盛況をも

って役目を果すことができました。会員会社からの出展も全体の１割に及ぶなど、はからずも建

設関連業界における建設コンサルタントの力量、存在感をアピールする機会ともなりました。建

設関連業界にとどまらず、さらには建設にかかわる産学官の連携をリードするという気構えで、

今年も積極的に参画していきたいと思います。「業界の壁」を越える契機としても位置付けられる

でしょう。２点目としては「若手技術者交流会」が挙げられます。若手技術者が経験業務を発表

し、そしてこれにベテラン技術者が論評を加えるという形で実施しましたが、若手の皆さんへの刺激、「会社の壁」を越えた技

術者としての交流という意味で、大変意義深いイベントになりました。懇親会では、小生も若手の諸君と技術論、業界の先行き

など、意見交換させていただきましたが、彼らに活躍の舞台を用意するのはわれわれの責務であるという思いも新たにいたしま

した。今年も是非実施したいと思っております。３点目は、夢・アイデア事業の実現化活動の一環として、福岡市内３ヶ所で実

施した「思い出ＮＡＶＩ」プロジェクトです。専門紙だけでなく複数の一般紙でも記事になりましたし、ラジオ、テレビにも注

目されました。夢をアイデアに、アイデアを形に、そしてまちを変える。≪夢とアイデアでまちを変える≫演出家、あるいはプ

ロデューサーの役割りを建設コンサルタントが担当する。「技術の壁」を越える端緒の可能性をも感じさせるプロジェクトでし

た。広報戦略上も１つのメルクマールとなりまし

 「業界の壁」、「会社の壁」、「技術の壁」を軽やかに越える。キーワードは"オープン イノベーション"。業界を取り巻く環境

はいよいよ予断を許しませんが、「沈みゆくタイタニック号の船内で、客室を奪い合うという愚」は避けなければなりません。

夢とアイデアでまちも業界も変える。二兎を追うものは一兎も得ず、と申しますが、臆することなく、二兎も三兎も追いかけて、

これらをすべてモノにするという気迫で難局の打開にチャレンジしようではありませんか。 

 末筆になりましたが、各位のますますのご健闘、ご健勝を切にお祈り申し上げます。 

平成２３年 １月 
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部会会会ののの活活活動動動   
 

〇 総務・企画部会  
 

１．平成 22 年九州支部通常総会を開催しました  

総務委員会 

平成 22 年 5 月 18 日、平成 22 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。  

議案 

第一号議案 平成 21 議案年度事業報告について 

第二号議案 平成 21 年度決算報告及び監査報告について 

第三号議案 平成 22 年度事業計画（案）について 

第四号議案 平成 22 年度予算（案）について 

第五号議案 役員の改選（案）について 

第六号議案 支部規約及び支部規約細則の改定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲平成 22 年度 通常総会の様子 

 

 



２．第３２回軟式野球大会を開催しました 

 総務委員会 

イベント名 第３２回軟式野球大会 

開催日 平成 22 年 5 月 21 日（金）～5 月 22 日（土） 

場 所 雁ノ巣レクリエーションセンター 

参加者 23 チーム 

結 果 
優勝：西日本技術開発（株） 

準優勝：アジアエンヂニアリング（株） 

▲優勝の西日本技術開発㈱ 

 

準優勝のアジアエンヂニアリング㈱ ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

３．平成 22 年度 委員長交流会を開催しました 

 企画委員会 

イベント名 平成 22 年度 委員長交流会 

開催日 平成 22 年 6 月 25 日（金）15：00～17：30 

場 所 建コン九州支部会議室 

参加者 17 名 (各委員長、企画委員会) 

議 事 

平成 21 年度委員長交流会議事録について 

平成 21 年度臨時委員長交流会議事録について 

組織間の課題について 

各委員会活動計画について 

事業計画ロードマップについて 

ＨＰの改定計画について  

その他事項 

 

▲交流会の様子 
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４．平成 22 年度若手技術者交流会を開催しました 

企画委員会 

講座名 平成 22 年度若手技術者交流会（第 1 回） 

開催日 平成 22 年 9 月 17 日（金） 

場 所 ホテルセントラーザ博多 

参加者 58 名（24 社） 

内 容 
建設コンサルタント業界を背負っていく若手技術者の人的ネットワークの拡充やコンサルタントとし

ての自覚・意識を高めるために 20 代・30 代の若手技術者を対象として開催しました。  

基調講演 
「建設コンサルタントとキャリアパス」 

建設コンサルタンツ協会九州支部長  山本 洋一 

 

【若手交流会発表】  

賞 タイトル 発表者 

優秀賞 「姶良町地域活性化構想」 
㈱新日本技術コンサルタント 

 宮川 央輝 

「九州で発生した地すべり性斜面変動の調査・対策」 日本工営㈱ 小林 慶之 

優秀賞 

「既存橋に添架した側道橋の設計業務について」 
西鉄シー・イー・コンサルタント㈱ 

 砂場 寛行 

「設計における現場調査の重要性」 ㈱技術開発コンサルタント 古賀 浩 

「海岸漂着物から美しい海岸線を守るためにすべき事」 ㈱建設技術研究所 安形 仁宏 

「森のこれからを考える－ダム樹林帯の維持管理計画－」 西日本技術開発㈱ 原 愛子 

「大口径・長距離推進工法の設計」 第一復建㈱ 冨永 英彦 

「交通量推計を用いた高速道路無料化時の影響分析について」 ㈱福山コンサルタント 瀧口 佑司 

「踏切近傍における交差点の設計恵」 ㈱間瀬コンサルタント 久岡 謙悟 

 

「既設ダム常用洪水吐きの冷水放流改善対策」 西日本技術開発㈱ 竹下 哲也 

 

  

▲平成 22 年度 若手技術者交流会の様子 
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５．第３１回ソフトボール大会を開催しました 

 総務委員会 

イベント名 第３１回ソフトボール大会 

開催日 平成 22 年 10 月 1 日（金） 

場 所 雁ノ巣レクリエーションセンター 

参加者 24 チーム 

結 果 
優勝：アジアエンヂニアリング（株） 

準優勝：九州電技開発（株） 

▲優勝のアジアエンヂニアリング（株） 

 

 

６．「社会資本整備を巡る 近の動向と建設コンサルタントの当面の課題」を開催しました  

講座名 「社会資本整備を巡る 近の動向と建設コンサルタントの当面の課題」 

開催日 平成２２年１１月３０日（火） 

場 所 ＡＲＫビル（アークビル） ２階大ホール 

参加者 ５７名（３６社） 

内 容 
当協会の藤本副会長を講師に、資本整備を巡る 近の動向を聞き 今後の建設コンサルタントの

課題等を勉強しました。  

  

  

▲「社会資本整備を巡る 近の動向と建設コンサルタントの当面の課題」の様子 

 

 5



○ 対外活動部会 

 

１．平成２２年度九州地方整備局、県、政令市との意見交換会を開催しました 

  対外活動委員会 

イベント名 平成２２年度意見交換会 

開催日 平成 22 年 7 月 12 日（月） 

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 22 名、自治体 10 名、 

協会本部 10 名、支部 21 名(計 63 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 
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▲意見交換会の様子 

 

２．平成 22 年度大規模災害時対応演習を実施しました  

 防災委員会 

｢平成 22 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 119 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の確認を行いました。  

イベント名 平成 22 年度大規模災害時対応演習 

開催日 平成２２年９月１日（水） 

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  

 

▲大規模災害時対応演習 
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〇 技術部会 
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１．GIS 実践講習会を開催しました 

CALS/EC 委員会 

講座名 GIS 実践講習会 

開催日 
平成 22 年 5 月 20 日（木）～

平成 22 年 5 月 21 日（金） 

場 所 天神ビル 

参加者 延べ 48 名（ 17 社） 

内 容 

ArcGIS、ArcGIS Explorer に

よる初級編、実践編の講習会を

本部情報部会 CALS/EC 委員

会 データ連携専門委員会協力

にて実施しました。  

 

 

２．「平成２２年度 第１回勉強会」を開催しました  

河川技術委員会 

講座名 河川技術委員会「平成２２年度 第１回勉強会」 

開催日 平成 22 年 7 月 8 日（木） 

場 所 建設技術研究所 AB 会議室 

参加者 48 名（23 社） 

内 容 流域を中心としたコミュニティーによる共助について

 

 

３．平成２２年度マネジネントセミナーを開催しました 

本部主催、 品質向上委員会 

講座名 平成２２年度マネジネントセミナー 

開催日 平成 22 年 7 月 30 日（金） 

場 所 天神ビル 10 号会議室 

参加者 123 名 

内 容 
システム改善、品質向上、環境配慮、PFI、PM の 5

つのマネジメントについて 新の情報を会員に提供 

▲勉強会の様子 

▲マネジネントセミナーの様子 

 



 

４．第３回 設計ＶＥ講習会を開催しました  講師派遣委員会 
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講座名 第３回 設計ＶＥ講習会 

開催日 平成 22 年 8 月 20 日（金） 

場 所 福岡朝日ビル地下１階１６番会議室 

参加者 86 名（36 社） 

内 容 

大分県におけるＶＥの取り組みを学び、道路設計ＶＥのワ

ークショップ演習を行うことにより、設計ＶＥの具体的内

容を修得する 

 

５．平成 22 年度河川技術講演会を開催しました  河川技術委員会、環境・都市等技術委員会 

講座名 平成 22 年度河川技術講演会 

開催日 平成 22 年 9 月 7 日（火） 

場 所 八重洲博多ビル 11 階会議室 

参加者 111 名（44 社） 

内 容 

河川行政の現状や多自然川づくり、沖積河川の見方など、河川

行政の普及と河川技術の向上を目的とする。 

「河川行政の現状について」国交省九地整 森川幹夫先生 

「自然の営力をデザインする多自然川づくりの試み-設計・施工

事例-」西日本科学技術研究所 代表取締役 福留脩先生 

「沖積河川の見方について」(財)河川環境管理財団 河川総合

研究所所長 山本晃一先生 

 

６．平成 22 年度設計技術者のためのリカレント教育講座 1 を開催しました 

道路技術委員会 

講座名 平成 22 年度設計技術者のためのリカレント教育講座 1 

開催日 平成 22 年 9 月 25 日（土） 

場 所 博多センタービル 4 階 3 号会議室 

参加者 48 名（25 社） 

内 容 

講座 1・斜面防災講座 

安心・安全な道路通行のために道路管理者が行う「道路のり面対策」の実施するまでの過程と対策工

法を紹介し、適切な工法選定ができるようにする。「現場条件を踏まえた道路のり面対策について」

奥園誠之 氏（高速道路調査会シニアフェロー）工法紹介 落石対策のり面吹付工、のり枠工ロープ

ネット工 

▲第３回 設計ＶＥ講習会の様子 

▲平成 22 年度河川技術講演会の様子 

▲教育講座 1 の様子



 

７．「平成 22 年度道路技術講演会」を開催しました  道路技術委員会 
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講座名 道路技術委員会「平成 22 年度技術講演会」 

開催日 平成 22 年 9 月 30 日（木） 

場 所 福岡朝日ビル 

参加者 94 名（39 社） 

内 容 

東京スカイツリー：世界一の鉄塔建設を目指して（講師：株式

会社日建設計 小西厚夫 氏） 

建設コンサルタントの市場変化（講師：日刊建設通信新聞社会

長 西山英勝 氏） 

大規模ダムに依らない新しい治水方式（講師：九州大学 教授

小松利光 氏） 

の題目により講演を行いました。 

異なる分野に関する公演内容であったことから道路関連以外の

技術者による聴講もあり盛況でした。 

スカイツリーに関しては、企画・設計・施工に関する幅広い公

演内容であり、構造解析の分野においては興味深い内容でした。

建設コンサルタントの市場変化に関しては、建設コンサルタン

に係わる公共事業の変化や発注者、受注者との関係など市場の

現状や今後の動向など多彩な内容であり今後の参考となりまし

た。 

大規模ダムに依らない新しい治水方式に関しては、現状の治水

方式に関する課題やダム建設に係わる厳しい社会環境を踏ま

え、今後の自然災害に対して小規模ダムによる新たな治水方式

の有効性について講演して頂きました。  
▲「平成 22 年技術講演会」の様子 

 

 

８．GIS 実践講習会を開催しました  CALS/EC 委員会 

講座名 GIS 実践講習会 

開催日 平成 22 年 10 月 7 日（木）～平成 22 年 10 月 8 日（金）

場 所 
10/7：福岡（天神ビル１１階 ３号会議室） 

10/8：宮崎（ホテルメリージュ） 

参加者 延べ 19 名（ 15 社） 

内 容 

ArcGIS，ArcGIS Explorer による初級編（宮崎）、実践編

（福岡）の講習会を本部情報部会 CALS/EC 委員会データ

連携専門委員会協力にて実施しました。  

 

GIS 実践講習会の様子 ⇒ 



９．平成 22 年度設計技術者のためのリカレント教育講座 2 を開催しました  道路技術委員会 

講座名 平成 22 年度設計技術者のためのリカレント教育講座 2 

開催日 平成 22 年 10 月 16 日（土） 

場 所 博多センタービル 4 階 3 号会議室 

参加者 ４４名（２１社） 

内 容 

■講座 2・補修・補強講座 

構造物（橋梁、トンネル等）の補修補強に関する 近の動

向、補修工事の具体的な施工事例、新技術・新工法を紹介

することにより維持管理についての基礎知識、 新技術を

習得する。 

「補修に関する 近の話題」九州共立大学 牧角龍憲教授 

補修工事の施工 

・補修の施工事例及び設計・施工の留意点について 

 支承取替え・落橋防止設置工事：ショーボンド建設㈱  

 橋梁・トンネルの補修工事：㈱仲田建設 

新技術・新工法の紹介  

・塩害の補修工法（ポゾリスエマガード工法）  
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10．平成 22 年度河川技術委員会「見学会」を開催しました  

イベント名・開催日 平成 22 年度河川技術委員会「見学会」 ・平成２２年１０月２２日（金） 

場所・参加者 諌早湾干拓地、本明川の多自然川づくりの見学 ・29 名 

 

 

 

▲リカレント教育講座 2 の様子 

 

 

■諫早湾干拓地の見学 

諌早湾干拓堤防管理事務所 1F にある

資料館、北部排水門を見学し、事業計

画や施設概要を学びました（写真左）。

また、干拓堤防（潮受け堤防）中央部

にある展望所で堤防や内外水の状況な

どを見ることができました（写真右）。 

■本明川の多自然川づくりの見学 

西日本科学技術研究所の福留脩文先生

に同行していただき、多自然川づくり

施設について現地説明を受けました

（写真左）。水制の配置や種類、分散型

落差工、河川内の石の設置などについ

て考え方や計画上の留意点など、現地

施設を見学しながら学ぶことができま

した（写真右）。 



11．本部主催品質セミナー”エラー防止のために”開催を支援しました  品質向上委員会 
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講座名 品質セミナー”エラー防止のために” 

開催日 平成２２年１０月２６日（火） 

場 所 天神ビル１０号会議室 

参加者 １２８名（５４社） 

内 容 

専門技術的な観点から照査の具体的改善を目指し、「成

果品に関するエラー事例集」としてとり纏めた個々の

事例紹介とそれに基づくエラー防止の留意点・対策を

提案するセミナーを業務遂行者層を主な対象として本

部主催で開催されました。 

 

「品質セミナーエラー防止のために」の様子 ⇒ 

 

 

12．平成 22 年度道路技術委員会「見学会」を開催しました  

道路技術委員会 

イベント名 平成 22 年度道路技術委員会「見学会」 

開催日 平成２２年１０月２７日（水）～１０月２８日（木） 

場 所 山口県宇部湾岸線栄川地区栄川大橋、萩・三隅道路、新若戸道路 

参加者 ３０名 

内 容 

建設コンサルタントとして必要な技術力の 1 つとして、施工計画があります。今回の現場見学においては、

参加者が、それぞれの現場に対する知識を向上させることを目的とした。 

①.山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所 宇部湾岸線 の見学 

山口宇部小野田連絡道路の一部である都市計画街路宇部湾岸線（仮称）栄川大橋の工事状況を見学しま

した。支間割 190ｍ+主塔+53ｍ+46ｍの荷重バランスをとるため主塔の起点側を鋼製、終点側をＰＣ製

とし、平面線形がＳ字であるところが見学者の興味を集めました。 

・栄川大橋 ３径間連続複合斜張橋（主径間：鋼桁、側径間：ＰＣ桁）橋長＝２９０ｍ  

②.国土交通省山口河川国道事務所 萩・三隅道路の見学 

一般国道１９１号萩・三隅道路 玉江橋の工事状況を見学しました。 

特に支間 113ｍの 2 経間ＰＣラーメン橋（230ｍ）のスケールの大きさは見学者の興味を集めました。 

・玉江橋 鋼７径間連続合成鈑桁橋＋ＰＣ２径間連続ラーメン箱桁橋 橋長＝６３５ｍ 

③.国土交通省北九州港湾・港湾整備事務所新若戸道路の見学 

新若戸道路 沈埋トンネル部築造工事を見学しました。7 つの函体全ての沈設が完了し函内工事中の沈

理トンネルを歩いて見学できるのが見所でした。 

・陸上トンネル１２０ｍ ＋ 沈埋トンネル５５７ｍ ＋ 陸上トンネル９４．３ｍ 



「栄川大橋」▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「玉江橋」▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「沈理トンネル」▼ 
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「角島大橋」▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．「第 2 回環境技術講演会」を開催しました 環境・都市等技術委員会 

講座名 第 2 回環境技術講演会「生物多様性戦略への理解」 

開催日 平成２２年１１月１８日（木）， 平成２２年１１月２５日（木） 

場 所 アスクビル 1 階会議室 

参加者 延べ８３名（３４社） 

内 容 

■第１日目 ：テーマ「生物多様性とは、そしてその戦略は」 

「生物多様性とは」 荒谷 邦雄 九州大学 教授 

「長崎県生物多様性保全戦略について」 長崎県環境部自然環境課生物多様性保全班 田中課長補佐 

■第２日目 ：テーマ「生物多様性の方策、そして評価技術は」 

「自然環境の保全と再生 －山奥から都市まで－」日置佳之 鳥取大学 教授 

「生物生息環境の定量評価技術」 田中 章 東京都市大学 准教授 

▼「第 2 回環境技術講演会」第１日目の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼「第 2 回環境技術講演会」第２日目の様子 
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14．「品質セミナー（鹿児島技術研修）」を開催しました   品質向上委員会 

講座名・開催日 品質セミナー（鹿児島技術研修） ・平成２２年１１月１９日（金） 

場所・参加者 ホテルタイセイアネックス本館 2 階会議室 ・１６名（９社） 

内  容 

1.「ミス事例と構造物のチェックポイント」 

ボックスカルバート、河川構造物（堤防・樋門）の耐震性能照査、上部工の補修・補強 

2.「情報セキュリティーと CALS/EC の現状」  

 

15．「品質セミナー（宮崎技術研修）」を開催しました   品質向上委員会、講師派遣委員会 

講座名・開催日 品質セミナー（宮崎技術研修）・平成２２年１１月２４日（水） 

場所・参加者 ホテルメリ－ジュ 会議室・３３名（１３社） 

内  容 

1.「ミス事例と構造物のチェックポイント」 

ボックスカルバート、河川構造物（堤防・樋門）の耐震性能照査、上部工の補修・補強 

2.「情報セキュリティーと CALS/EC の現状」 

3.「構造物設計に必要な地盤の知識」  

 

16．（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会「ＰＣ構造物技術説明会」を共催しました  

道路技術委員会 

講座名・開催日 ＰＣ構造物技術説明会 ・平成２２年１１月２４日（水） 

場所・参加者 天神ビル１１階１１号会議室 ・６１名 

内  容 
ＰＣ張出し架設工法、ＰＣ床板工事施工について、ＰＣ構造物の点検・調査技術及び 近のＰ

Ｃ構造物施工事例 

 

17．品質向上委員会「品質セミナー（大分技術研修）」を開催しました  品質向上技術委員会 

講座名・開催日 品質セミナー（大分技術研修） ・平成２２年１１月２６日（金） 

場所・参加者 九州建設コンサルタント㈱ 会議室 ・２０名（８社） 

内  容 

1.「ミス事例と構造物のチェックポイント 

ボックスカルバート、河川構造物（堤防・樋門）の耐震性能照査、橋梁付属物・上部工補修補

強 

 

2.「大分県での CALS/EC の取り組み」  
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18．「ＣＡＤ講習会」を開催しました  

  ＣＡＬＳ/ＥＣ委員会 

講座名 ＣＡＤ講習会 

開催日 平成２２年１１月２６日（金） 

場 所 天神ビル１１階１１号会議室 

参加者 ２１名（１３社） 

内 容 

電子納品各種基準で も改定頻度の高い CAD 

製図基準及び SXF の普及を目的として開催し

ました。 

 

「ＣＡＤ講習会」の様子 ⇒ 

 

 

 

 

 

19．「平成 22 年度 第二回勉強会」を開催しました  

  河川技術委員会 

講座名 平成２２年度 第二回勉強会 

開催日 平成２２年１２月２日（月） 

場 所 建設技術研究所ＡＢ会議室 

参加者 ５２名（２１社） 

内 容 

集中豪雨の増加等により全国各地で甚大な水害が頻発している現状において、公共事業のコスト縮減

が進められる中で、効率的、効果的に河川の整備を進めるため、多様な技術的知見を得ることを目的

とする。 

 

▼ 河川技術委員会「第二回勉強会」の様子 
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20．本部主催「情報セキュリティ講習会」開催を後援しました  

  ＣＡＬＳ/ＥＣ委員会 
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講座名 情報セキュリティ講習会 

開催日 平成２２年１２月９日（木） 

場 所 天神ビル１１階１１号会議室 

参加者 ２９名（２１社） 

内 容 

（社）建設コンサルタンツ協会 情報部会 情報委員

会 情報セキュリティ専門委員会主催の「情報セキュ

リティ講習会」開催を後援しました。 

昨今は個人情報の漏えいをはじめとするセキュリテ

ィ事故が後を絶ちません。 

情報セキュリティ専門委員会で作成中である「情報

セキュリティガイドライン」の紹介を含め、建設コ

ンサルタントとしてどの様な対策を実施すべきなの

かを考えます。 

 

 
▲「情報セキュリティ講習会」の様子

 

 

21．国土交通省九州地方整備局、(社)建設コンサルタンツ協会九州支部共催 

「ＣｏｍｍｏｎＭＰ説明会」開催しました  

 技術部会  

講座名 ＣｏｍｍｏｎＭＰ説明会 

開催日 平成２２年１２月２０日（月） 

場 所 アークビル大ホール 

参加者 会員４１名（１７社）、九地整４０名 

内 容 
水物質循環解析ソフトウェア共通プラットフォーム

CommonMP の普及・発展に向けた説明会 

 

 

 

 

 

 
▲「CommonMP の説明会」の様子

 



〇 夢 アイデア部会 

 

１．第５回風景デザインワークショップにて事例発表をしました 

九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

開催日 平成２２年６月１２日（土） 

場 所 アクロス福岡 1F 円形ホール 

内 容 
事例発表『柴北川プロジェクト 暮らしを守り風景を育てる』 

パネリストとして共助研より３名参加 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP に掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 

 

 

２．柴北川プロジェクト「事業報告会・田植えイベント」を共催しました 

九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

開催日 平成２２年６月１９日（土） 

場 所 豊後大野市犬飼町黒松 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP に掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 

 

 

３．第８回「まちづくりに関する提案」募集を開始しました 

夢アイデア部会 

この企画は、みなさまが思い描く「私たちのまち・地域」像を具体化することにより、より良いまちづくりのお役

に立てることを目指すものです。 

まちづくり、地域づくりに関する大きな夢や、個性的なアイデアを広く募集します。 

こどもさんや主婦の方からのアイデアも大歓迎です！ 

夢アイデアホットラインによる応募のサポートもいたします。 

応募締切：平成 22 年 10 月 15 日 

  

▲案内・申込書 
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４．「中山間地域支援に関する勉強会」を開催しました  九州郷づくり共助ネットワーク研究会 

イベント 「中山間地域支援に関する勉強会」 

開催日 平成２２年８月３１日（火） 

場 所 八重洲博多ビル１１階 ホールＢ 

参加者 32 名（26 社） 

内 容 

中山間地域支援に関する研究・政策提言の第１人者で

ある学識者（小川全夫教授）を招請し、中山間地域を

取り巻く社会的状況、延長過疎法による支援施策等に

ついて講習頂きました。 

その後、参加者と学識者とで建設技術者としての関わ

り方について意見交換を行いました。 

▲中山間地域支援に関する勉強会 

 

５．GIS 活用に関する自治体アンケート結果を公表しました  九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

公表日 平成２２年９月３０日（アンケート期間：平成２２年８月１１日～平成 22 年８月３１日） 

概 要 市町村を対象にした「集落支援に関する職員アンケート」調査 

対 象 配布対象者数 31 人（30 自治体）、回収数 27 人、回収率 87.1％ 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP にアンケート内容および報告書を掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 

 

６．コレジオプロジェクトのため現地調査を行いました  九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

日 時 平成２２年１０月１６ 日（土） 

場 所 雲仙市千々石町 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP に詳細を掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 

 

７．柴北川プロジェクト「稲刈りと収穫祭」を共催しました  九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

イベント名 柴北川プロジェクト「稲刈りと収穫祭」 

日 時 平成２２年 年１０ 月１７日（日） 

場 所 大分県豊後大野市犬飼町黒松 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP にアンケート内容および報告書を掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 
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８．「第 2 回中山間地域の郷づくり勉強会」を開催しました 

  九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

講座名 第 2 回中山間地域の郷づくり勉強会 

開催日 平成２２年１１ 月８ 日（月） 

場 所 八重洲博多ビル１0 階 会議室７ 

参加人数 ２５名 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP に報告書を掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 

 

 

９．「思い出 NAVI」を開催しました 

  夢アイデア実行委員会 

イベント名 思い出 NAVI 

開催日 

平成 22 年 10 月 23 日（御供所地区） 

平成 22 年 11 月 20 日（博多地区） 

平成 22 年 11 月 26 日（渡辺通地区） 

内 容 

第６回「まちづくりに関する提案の募集」

優秀賞受賞作「思い出 NAVI」を、 

夢アイデア実現プロジェクトとして開催

いたしました。  

詳 細 夢アイデアホームページに掲載しました 

記 事 

日本経済新聞、西日本新聞、 

LOVE FM（番組名：The TIMES ・11

月 24 日放送）、 

RKB テレビ、九建日報 

 

 

10．柴北川での山桜調査、清川での地域づくりのキーパーソンにヒアリングを行いました 

 九州 郷づくり共助ネットワーク研究会 

実行日 平成２２年１２月４日（土） 

場 所 豊後大野市清川地区（大野川流域） 

詳 細 
「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」HP に報告書を掲載 

http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/q-sato/index.html 
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11．「夢・アイデア交流会」を開催しました  夢アイデア部会 

イベント名 夢・アイデア交流会 2010 

開催日 平成２２年１２月１１日（土） 

場 所 西日本新聞会館１６階（福岡国際ホール） 

内 容 

第８回「まちづくりに関する提案の募集」応募 67 編のうちから、提案者 10 名によるプレゼ

ンテーション 

「夢アイデア」実現者の座談会 

表彰式・懇親会  

審査方法 

●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と審査委員会の審査

により「 優秀賞」1 編、「優秀賞」2 編、「佳作」2 編、「特別賞」1 編の各賞が選ばれました。 

●高校生以下の部「 優秀賞」・「優秀賞」は該当なし、「奨励賞」2 編となりました。  

参加者 １７９名 

記 事 

西日本新聞・九建日報・建設通信新聞・建設工業新聞・TVQ 九州放送 

※TVQ で放映された「TXN ニュース」の録画が事務局にございます。閲覧希望の方は事務局

までお願いします。 

【審査委員会メンバー】  

審査委員長 玉川 孝道 氏 / 西日本新聞会館 取締役相談役 

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 大江 英夫 氏 /九州観光推進機構 事業本部長 

審査委員 松本 由利 氏 / TEAM GEAR 代表 

審査委員 松岡 恭子 氏 / 建築家,スピングラス・アーキテクツ主宰，東京電機大学准教授 

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】 ※作品名をクリックしてご覧になれます。  

賞 作品名 応募者 

優秀賞（1 編） 屋根のネットワーク 平山 広孝 

エコと環境教育と低炭素のまちづくり（水車のあるまちづくり）  野瀬 秀拓 
優秀賞（2 編） 

つながる無人販売所と大きな屋根 味園 将矢 

福岡都市高速道路環状線を利用した公共交通「バス網」の提案 藤原 祐太 
佳 作（2 編） 

五つ星「夕陽」☆☆☆☆☆ 緒方 義幸 

特別賞（1 編） 
日本初の「カーフリーリゾートＵＮＺＥＮ」がもたらす「まちじゅ

う感幸（かんこう）」プロジェクト 
田浦  元 

【発表作品】 

作品名 応募者 

ものづくりから考えるまちづくり ～フォリー

による未利用空間の仮設公園化～  

共同応募 

草野 直斗 

エコと環境教育と低炭素のまちづくり（水車の

あるまちづくり） 
野瀬 秀拓 

夢の楽園でまちはヒート愛ランド現象！？  山本 啓理 

まちの自慢プロジェクト「歌が結ぶゆめとまち」

～カンモーレプロジェクト市場 DE ライブを通

して～  

共同応募 

井上 真吾 

日本初の「カーフリーリゾートＵＮＺＥＮ」が

もたらす「まちじゅう感幸（かんこう）」プロジ

ェクト 

田浦  元 

イノシシエコレザー※プロジェクト（I T M 計

画）  

セイガクユタカ 

つながる無人販売所と大きな屋根  味園 将矢 

福岡都市高速道路環状線を利用した公共交通

「バス網」の提案 
藤原 祐太 

屋根のネットワーク 平山 広孝 

五つ星「夕陽」☆☆☆☆☆ 緒方 義幸 
▲「夢アイデア交流会」の様子 

 

※夢アイデアホームページでは、これまでに頂いたアイデアをカテゴリー別にご紹介しています。
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○ 特別部会 

 

１．建設関連業五団体共催独禁法に関する会員研修会を開催しました  

 独禁法に関する特別委員会 
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講座名 建設関連業五団体共催独禁法に関する会員研修会 

開催日 平成 22 年 10 月 5 日（火） 

場 所 （財）福岡県中小企業振興センター「大ホール」 

参加者 243 名（うち建コン会員 103 名） 

主催団体 

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部 

（社）福岡県測量設計コンサルタンツ協会 

（社）福岡県地質調査業協会 

（社）日本補償コンサルタント協会九州支部 

（社）全国上下水道コンサルタント協会九州支部 

講演内容 

「独占禁止法とコンプライアンス」 

弁護士 岩下 圭一 先生 

（小林・藤堂法律特許事務所） 
▲研修会の様子 
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委委委員員員会会会紹紹紹介介介   
 

 夢アイデア部会の「夢アイデア実行委員会」を紹介します。 

 この委員会は、寄せられた夢アイデアの具現化・実現化を行うことで九州支部の社会貢献活動に大きく寄与してい

ます。 

現在、3つのプロジェクトを実施・支援しています。 

 プロジェクト名     ① ヤギ・羊 ECO プロジェクト 

             ② 思い出 NAVI プロジェクト 

             ③ 九州郷づくり共助ネットワーク研究会 

 

■ヤギ・羊 eco プロジェクト（夢 アイデア実現化事業）とは 

 

ヤギ・羊 eco プロジェクトとは                                  

建設コンサルタンツ協会が主催する第 6 回夢アイデアの募集に応募された「ヤギ・羊ＥＣＯ大作戦から見えてきたもの」

を地元 NPO 等との連携により実現するため、基礎調査、実証実験、持続的実施体制の構築に向けた支援体制づくりを行

なっています。2009 年度は、プロジェクトの体制づくりや、市場ニーズを調査し、地域活性化の展開方策を検討して

行きます。ヤギ・羊 eco プロジェクトで目指す４つの目標 

 

荒廃地の除草 

雑草が繁茂する公共用地が増えているように、乏しい維持管理予算の

ため、荒廃する場所が増えています。社会資本の維持管理・更新の新

たな手法が求められています。そこで、食欲旺盛なヤギや羊を利用し

て雑草問題の解決へ取り組みます。 



 

ヤギと羊とのふれあいの場の確保 

 

昔は身近にあった動物とのふれあいの場も今では少なくなっていま

す。ヤギや羊を放牧した公園を、地域の子供たちが動物に触れながら

学べる総合学習の場としても再生できます。 

 

有明海のアオサの飼料化 

 

今日、国内外問わず、海岸に流れ着き堆積、異臭を放つアオサの被害

が大きな問題となっています。撤去費用も決して安くなく、問題解決

への取り組みも根本的な解決となるものはありません。そこで、アオ

サを飼料化し、ヤギや羊を利用して循環型の取り組みへとつなげてい

きます。 

 

羊を活用した地域特産品の開発 

 

多くの問題を解決してくれる羊やヤギですが、さらに循環型の取り組

みへと発展させるために、羊のウールを利用して地域特産品の開発を

目指します。またウール刈りなどのイベントの開催や、ラムやマトン

の食肉ルートを開拓など、観光化・商品化に向けて取り組みます。 

 

実現化までの活動                                         

日付 内容 メディア 

2008.7 
建設コンサルタンツ協会九州支部 第 6 回まちづくり夢アイデア

募集開始 

読売新聞・毎日新聞・西日本新聞・ 

鹿児島建設新聞・九建日報・ 

建設通信新聞 

 

「ヤギ・羊ＥＣＯ大作戦から見えてきたもの」 

建設コンサルタンツ協会九州支部 第 6 回まちづくり夢アイデア

に応募  

 

2008.11 2008 年夢アイデア交流会にて「第 6回夢アイデア最優秀賞」受賞西日本新聞 

2009.4～ 実現化に向けプロジェクト始動 予備調査   

2009.7.16 島原半島ヤギ・羊 ECO 大作戦企画会議開催  

2009.09.20 ヒツジ・ヤギに係わる街頭アンケートの実施 
毎日新聞、読売新聞、ＮＢＣ（長崎放

送） 

2010.01.31 モッツァレラチーズ・バター作り  

2010.11.07 ヤギ・羊テイスティング大会 島原新聞、長﨑新聞、 
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■思い出ＮＡＶＩ（夢 アイデア実現化事業）とは 

 

 

 

 

 

 

思い出 NAVI の特徴 

 
歴史・風景の発掘を通じた魅力再発見（温故知新） 

地域には、目には見えない歴史や文化があります。普段、見ようとしなければ見えない地域の歴史や文化

を「思い出 NAVI」を通して可視化することで、地域の新たな魅力を再発見することができます。 

 

 

変わりゆく町並みの記録（デジタルアーカイブ） 

 

まちの写真を集め、場所別・年代別に整理することで、今後観光・まちづくりの取り組みや地域学習での

使用ができるよ うな、デジタルアーカイブとして写真を残していくことができます。また、「思い出 NAVI」

の中で写真収集を呼びかけ ることで、家庭に眠る写真も集めていくことができます。 

 

 

「訪れてよし」「住んでよし」のまちづくり（仕掛け・仕組みづくり） 

 

地域の歴史を知ることは観光客だけでなく、移り住んで間もない人にもまちに愛着が湧くきっかけになり

ます。まちなか で、日常生活の中で、自然に地域の歴史に触れることができる仕掛けをつくります。 
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思い出 NAVI 実施（予定）箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢アイデア「思い出 NAVI」提案者からのメッセージ 

「思い出 NAVI」プロジェクトは、地域のみんなが一体化するための心の拠り所として機能してくれれば、機材

は何でもよいのだ。「思い出 NAVI」をきっかけにみんなが結束して、まちづくりの機運を高めることにつながれ

ば・・・。 

今、通っている道は、江戸時代からある道だった、あの建物は明治時代からある古いものなんだ、この橋は昔、

木の橋だったんだ・・・など、まちの小さな発見、驚きがそこかしこに散らばるとまちを歩くことが楽しくなる

だろう。 

地域の歴史や物語は、様々な世代の感情に訴える力があるに違いない。 

これにより、その場所を通った人たちが「そこに居た、そこで暮らした??ある人の思い出」を共有化し、今より

ももっとまちが好きになるきっかけづくりができればと思う。 

  （清角知子氏：夢アイデア企画「第 6回まちづくりに関する提案の募集」より） 

実現化までの活動 

日付 内容 メディア 

2008.7 建設コンサルタンツ協会九州支部 第 6 回まちづくり夢アイ

デア募集開始 

読売新聞・毎日新聞・西日本新聞・

鹿児島建設新聞・九建日報・建設通

信新聞 

 「思い出ＮＡＶＩ～昔の街の風景を見て、街を身近に感じたい

～」 

建設コンサルタンツ協会九州支部 第 6 回まちづくり夢アイ

デアに応募 

 

2008.11 2008 年夢アイデア交流会にて「第 6回夢アイデア優秀賞」受

賞 

西日本新聞 

2010.4～ 実現化に向けプロジェクト始動 、（実現化活動と実証効果検

証） 

リーフレット作成、PR活動 

 

2010.10.23 御供所地区(博多高等学園)にて「思い出 NAVI」実施  

2010.11.20 博多地区(JR 博多駅)にて「思い出 NAVI」実施 日本経済新聞・西日本新聞 

2010.10.26 

 

渡辺通地区(サンセルコ広場)にて「思い出 NAVI」実施、リー

フレット作成 

LOVE FM（番組名：The TIMES ・11 月

24 日放送）、RKB テレビ、九建日報 

 27
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■九州郷づくり共助ネットワーク研究会（共助研）とは 

 

九州内の農山漁村部と都市部とが、連携し相互に助け合う「共助のネットワークづくり」に向けて、地域づくり事

例の研究、地域分析ツールの開発・普及、技術者派遣による地域支援の実践などの活動を行い、人口減少時代におけ

る新たな農山漁村の創造を支援します。 

さらに、これらの活動を通して、行政と共に地域の生活サービスを提供する主体としての「新たな公」の実現に向

けて、地域住民の方々や地域で活動する NPO 法人など活動団体の方々とともに検討していきたいと考えています。 

 

過疎・高齢化による地域の衰退が進んでいます。 

国土面積の約７割を占める中山間地域は、農業による食糧供給をはじめとして、国土保全、水源かん養、景観形成、

文化伝承などの様々な機能によって、下流平野部の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守っています。

しかしながらこの中山間地域においては、人口減少や高齢化が進み、集落内での暮らしの支えあいができなくなった

り、また担い手不足による耕作放棄地の増加や森林の荒廃などが進み、その役割が果たせなくなりつつあります。 

私たちが暮らす九州でも、高齢化が進んだ集落が全集落の 7.7%（2,163 集落）を占め、さらに集落としての機能維

持が困難となっている集落が 2.2%（610 集落）あり、今後さらに増加していくことが予想されるなか、中山間地域に

おける農山漁村集落の維持・活性化が重要な課題となっています。（数字は、国土交通省九州地方整備局集計による） 

 

「農山漁村部と都市部との連携」の新たな地域創造の提案がありました。 

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部では、九州内における地域づくり・まちづくりのアイデアを 圏域内の住民

の方々から募り、その発表及び実現に向けた支援を行う「夢・アイデア提案事業」を続け ています。この事業では、

毎回多数の有用かつユニークな提案が寄せられていますが、平成１８年度に 寄せられた「農山漁村を対象とする共

助ネットワークづくり」の提案は、まさに中山間地域などの地域 支援に新しい発想を吹き込む提案として注目を集

めました。 この提案では、新たな農山漁村を創造していくために、『農山漁村の目指す方向を、国民のライフステ ー

ジで理解してもらうことが必要条件と考える。そのためには、都市住民を含むビジターに未熟なフィ ールドを公開

提供し、そのプロセスで、ともに成熟させる工夫やアイデアをどう引き出すかである。』と し、新しい地域づくりの

重要なポイントとして農山漁村部（中山間地域等）と都市部との連携の必要性 が主張されました。 
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共助ネットワークの構築により、元気な地域づくりを支援します。 

（社）建設コンサルタンツ協会九州支部は、この提案に共鳴し、九州の農山漁村部と都市部とを結ぶ共助のネットワ

ークづくりに向けて具体的な活動をすべく、平成 20 年 11 月に「九州 郷づくり共助ネットワーク研究会」（略称、「共

助研」）を発足しました。当会は、地方分権の進展下にあって「九州はひとつ」を展望しつつ、共助のネットワーク

づくりに向けた情報収集、地域研究、地域サポートなどの活動を通して、地域づくりに関心を持っておられる方々、

さらには活動されている方々と共に、九州における元気な地域づくりを実現していきたいと考えています。 

 

主な活動履歴は以下の通り 

2007 年 8月 共助ネットワークづくり研究会準備会発足 

2008 年 7月 島根県内現地視察（NPO ひろしまね・島根県中山間地域研究センター） 

11月 宮崎県庁ヒアリング・現地視察（綾町） 

九州 郷づくり共助ネットワーク研究会発足 

「都市と農山漁村の共助をめざして」シネマ映写会・意見交換会開催 

2009 年 5月 大野川流域ネットワーキングシンポジウム参加 

6月 九州圏広域地方計画勉強会開催 

島根県中山間地域研究センターヒアリング（ＧＩＳ研究） 

9月 山村再生プランの優良プランとして選定（豊後大野市柴北川地域の支援） 

「柴北川を愛する会」・「共助研」合同会議開催 

10 月 長谷小学校調査 

ＤＭＣ（デトロイト・メタル・シティ）ロケ見学ツアー参加 

山桜事前調査 

11 月 第 1回 山桜調査開催 

第１回「長谷小学校の跡地を話し合う会」開催 

12 月 第２回山桜調査開催 

第２回「長谷小学校の跡地を話し合う会」開催 

2010 年 1月 共助研シンポジウム「農山漁村の郷づくり」開催（記録 1、記録２） 

山桜の視点場整備実施 

3 月 柴北川山桜調査結果マップの公開 

5 月 柴北川プロジェクト全体会議 

6 月 風研シンポジウムで活動報告（福岡アクロス） 

柴北川プロジェクト「現地報告会・田植えイベント」共催 

8 月 「中山間地域支援に関する勉強会」開催 ・(報告) 

地域づくり・GIS 活用に関する自治体アンケート実施・（結果） 

10 月 コレジオプロジェクト現地調査（報告） 

柴北川プロジェクト「稲刈りと収穫祭」開催 ・（柴北川通信 13 で報告） 

11 月 「第 2回中山間地域の郷づくり勉強会」開催 

12 月 地域づくり現地視察/清川（報告） 

2011 年 1月 「第 3回中山間地域の郷づくり勉強会」開催 

 



地地
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地域域域ののの話話話題題題   
■平成 21 年中国・北部九州豪雨による土砂災害 

 

株式会社 技術開発コンサルタント 

  吉田 恵 

 

 

1．はじめに 

平成 21 年 7月の中国・北部九州豪雨では、福岡県でも、下記に示す土砂災害が発生し、尊い人命が多数失われた。 

又、九州縦貫道も数週間にわたり全面通行止めとなった。 

 

 

2．一の滝川での災害復旧事業 

（１）災害関連緊急砂防事業 

 糟屋郡篠栗町の多々良川水系一の滝川左支川では、死者 2 名,家屋全壊 2 戸,

一部損壊 1戸の甚大な被害が生じた。 

"災害関連緊急砂防事業"が採択され、現在、災害対策工事が施工中である。 

 

○ 気象状況 

・ 大時間雨量=101mm/h 

・ 大継続雨量=328mm/h 

 

○ 砂防えん堤（施工中） 

・ 透過型（J型スリット） 

・ H=10m、L=43m 



 

 

（２）特定緊急砂防事業  

 本川(一の滝川)においても、建物一部損壊 2 戸,床上浸水 2 戸,護岸

破堤 1箇所等の被害が生じた。 

"特定緊急砂防事業"が採択され、現在、事業推進中である。 

 

○渓流保全工（事業中） 

・ 延長 L=1,150m 

・ 断面 W=4.8～2.3m, H=1.3～1.8m 

・ 橋梁 7 橋,架替 

 

3．土砂災害防止法 

平成 11 年の広島県における土砂災害を契機に、平成 13 年 4月に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律」(土砂災害防止法)に基づき、基礎調査を実施し、"土砂災害警戒区域"及び"土砂災害特別警戒区域"の指定

が進められているのは、周知のことであるが、福岡県でも鋭意推進中である。 

 今後、地球温暖化の影響と言われている豪雨の頻発により、増え続ける土砂災害に対して、土砂災害防止法の主旨が、住民に

理解され、事前の避難等が容易に行われ、人的被害の防止が確実に行われることを望んでやまない。  

 

4．おわりに 

余談ではあるが、来年３月の九州新幹線鹿児島ルート全線開通に向けて、博多駅の改修も 終段

階 と な っ て き て い る 。 九 州 新 幹 線 全 線 開 通 記 念 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.kyushu-shinkansen.jp)も開設され、福岡県内の地域の情報が満載されている。 

皆さんのおいでをお待ちしています。 

 

（平成２２年１０月１５日掲載） 
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■爆発更新を続ける桜島火山への想い 

 

(株)国土技術コンサルタンツ 

照査室長 福田 俊仁 

 

  

 鹿児島市の東方４ｋｍに位置する桜島は、約 13000 年ほど前に姶良カルデラの南縁部に出現したと言われている。鹿児島県本

土中心部にあった姶良火山が、今から 2 万 5000 年ほど前、大爆発を起こし、多量の火山灰や火砕流を放出した。巨大噴火に伴

って火山周辺は陥没し姶良カルデラとなり、鹿児島湾奥部ができたと言われている。この時の火砕流（入戸火砕流と言われてい

ます）により、県内本土の大部分と、宮崎・熊本両県の一部までに広がる壮大なシラス台地が形成された。又、大量の火山灰は

偏西風に乗り、遠く関東地方丹沢までも運ばれ、ＡＴ層（姶良Ｔｎ火山灰層）と呼ばれる地層の年代決定を決める鍵層（考古学

では後期石器時代の前半と後半の区分の指標としている。）になっている。 

 姶良カルデラに誕生した桜島は、今から 6000 年ほど前まで北岳の噴火により成長を続け、休止期に入り、4000 年ほど前から

南岳によって、再び活動が始まり現在に至っている。桜島火山は有史以後 4回の大噴火を起こしている。噴出した溶岩は文明溶

岩（1471 年～1476 年）、安永溶岩（1779 年）、大正溶岩（1779 年）、昭和溶岩（1946 年）と呼ばれ、それぞれの噴火で噴出され

た溶岩流や火砕流などによる多くの人的被害や家屋などの被害が記録されている。この時の大噴火による軽石や火山灰は風に運

ばれ遠く広く分布堆積した。 

 中でも大量の溶岩や火砕流で 8 つの集落を消失し、死傷者 170 名、消失家屋 2268 戸の大災害を起こした大正の大噴火では、

桜島は大隅半島と陸続きになり、１万人以上の住民が島外移住を余儀なくされた。 

鹿児島気象台の記録によると桜島の活動状態は、静穏化と活発化を繰返している（1995 年～2010 年の 56 年間の内、爆発回数

50 回未満／年が 13 年、200 回以上／年が 16 年）。 
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(※鹿児島気象台調べ) 

 21 世紀以降は 2000 年の 169 回以後、次第に爆発が減少し 2008 年には、年 29 回になった。南岳の活動が静穏化する中で、昭

和大噴火火口近くの南岳山腹に新しい火口（2006 年 6 月）が開き、ここでの活動が顕著になってきている。2009 年 4 月 9 日に

中規模の爆発的噴火では、噴煙高度 4000ｍ以上に達し、火砕流が１ｋｍ流下した。今年の爆発回数は 8 月 2 日現在で 679 回に

達し過去 高を記録し、その殆どが昭和火口での噴火になっている。 桜島は霧島、桜島、指宿、開聞岳、トカラ列島へと続く

火山フロントの中心部にあって、今尚活発な噴火活動を続けていることや、目前に広がる穏やかな錦江湾や周囲を取り巻く地形

と調和した秀麗・勇壮な容姿により、観光鹿児島のシンボルになっている。夏場の錦江湾遊覧船観光や、四季折々変化する景観、

ここで開催されるイベントなどが貴重な観光資源としての役割も担っている。又、観光客や、地元で育った人の郷愁の対象とし

ての桜島の存在も大きい。「大河ドラマ、篤姫」の輿入れの思い出の屏風絵は桜島をモチーフにしたものであり、福岡藩士平野

国臣は尊皇攘夷にかける胸中を桜島の噴煙に託して和歌を詠んでいる。維新の英雄・西郷は安政の大獄で追われた僧月照と伴に

桜島の目前の海に投身し、蘇生した。桜島噴火がもたらす火山灰は、生活面では不便で不快なものであるが、鹿児島県下の農地

に鉄などの有用で豊富なミネラルを供給することで土壌を肥沃化する効果ももたらしている。桜島では、ビワや桜島ミカン、桜

島大根など、他地域に類を見ない農産物が生産され、経済浮揚の一翼も担っている。 

 桜島には、観光資源や生産資源としての安定した存在や、大規模噴火が発生した場合の安全な防災対策や緊急避難対策などが

求められているところである。営農面における活動火山周辺地域火山防災営農対策事業や、国においての火山防災をソフト・ハ

ード両面から対策する火山砂防事業による取り組みが鋭意推進されている。 

 景観や観光を増進する為の程ほどの爆発と噴煙が、地域内外の人々の誰もが、桜島に希求している思いであると思料する。 

※参考文献： 

・鹿児島気象台桜島の月別爆発回数について 

  （http://www.fukuoka-jma.go.jp/kagoshima/vol/data/skr_exp_num.html） 

・「大隅河川国道事務所」桜島の歴史   (http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/sabo/rekishi/aramashi.htm)  

（平成２２年８月３１日掲載） 
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表表表彰彰彰   
 

今までの活動が認められて、平成 22 年 6 月 2日建設コンサルタンツ協会本部総会で表彰されました。 

 

表彰の種類 功 績 賞 

名   称 技術部会 環境・都市等技術委員会 

表彰理由 

平成 18 年度に新設の委員会として技術部会に設置された。当初から、

活動の主目的を、「建設コンサルタントの活動領域の拡大」とし、これま

で培ってきた技術や人材、実績、および社会的信頼をもとに、時代が要請

する新領域への開拓として、委員メンバー全員参加を基本に活動をおこな

ってきた。 

特に、JCCA 活動に伴って、産学官の連携の「研究会」組織を立ち上げ、

活動を行っていることに特徴がある。これまでの活動において、公共事業

のデザイン面での市場・領域拡大をねらった「風景デザイン研究会」、中

山間地が抱える地域問題への取り組みにより第 3 の公の役割を研究する

「九州郷づくり共助ネットワーク研究会」を立ち上げ、積極的な活動を展

開している。 

１．「風景デザイン研究会」設立と関連する活動 

平成 18 年 7月に九州大学・熊本大学等の景観デザインの学識者と JCCA 九

州支部の技術者等とが連携した「風景デザイン研究会」を当委員会のメン

バーの尽力で設立、中心的活動を担っている。 

関連する具体的な活動は、①研究会シンポジウムの開催、②会員獲得活動、

③JCCA 会員の研修、④風景デザインサロン、景観シリーズ講習会、⑤九

州整備局との意見交換会、⑥研究会事務局としての活動支援等である。 

２．「九州郷づくり共助ネットワーク研究会」設立と関連する活動 

九州支部恒例の「夢アイデア事業」において行政担当者より地方と都市

を結ぶ「共助ネットワーク」のアイデアが提示された。当委員会において、

夢アイデアの実現と JCCA としての役割を担うべく、事例収集・現地視察・

行政との意見交換会等を重ね、平成 20 年 11 月「九州郷づくり共助ネット

ワーク研究会」を、行政や NPO 関係者からの賛助会員を加え発足させた。

 

 

表彰の種類 功労賞 

名   称 九州支部事務局 朝重事務局員 

表彰理由 

建設コンサルタンツ協会九州支部の独立以前から、西日本技術開発㈱の

総務部に所属しながら建コン九州支部の運営に献身的に従事され、平成 11

年 7 月の事務局独立後も小澤事務局長、野口事務局長のもとで永年建コン

九州支部の運営に携わっていただきました。事務局独立以来 10年が経過し、

今までのご苦労に敬意を表するものである。 
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