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 会員各社の皆様、新年あけましておめでとうございます。 
 新年早々ではありますが、今年も東日本大震災の話題から避けて通る訳にはいきません。あれ

から 10 ヶ月が経ちました。復旧は着実に進んでいますが、この震災は、いまなお、私たちの生活

に強いインパクトを与え続けています。九州支部主催の「夢・アイデア事業」は、昨年 11 月で 9
年目を迎えましたが、「節電」あるいは「人との絆」など震災をテーマにした応募作品が目を引き、

その影響が色濃く反映されていることを痛感しました。 
 さて、東日本大震災にかかわらず、台風や大雨の被害を見るにつけ、いつも感じることですが、

我々がまず第一に取り組まねばならないのは、安心・安全な国づくりをしなければならないとい

うことです。そのためには、さまざまな自然の猛威と闘いながら同時に恵も受けて、共生してき

た先人たちの多くの知恵や経験を学ぶことが大切だと思います。これらのなかには、近代化の波のなかで忘れ去られてしまった

ものも多くありますが、しっかりと見直して国土づくりの貴重な指針として再評価することが必要です。 
 京都大学の藤井聡教授は、「列島強靱化論」で「めざすべきは災害を限りなくゼロにする強固な国でなく、どのような災害で

も致命傷を避けて、可能な限り被害を最小にし、できるだけ迅速に回復する強靱な国である。」と述べていますが、こうした考

えは、自然を畏怖するとともに共生してきた先人たちと相通ずるものと思います。 
 これに関連して、建設コンサルタンツ協会は、東日本大震災後、直ちに「東日本大震災の復興に関する緊急提言委員会」を立

ち上げ、復興に向けた新たな計画・設計思想、「ハード・ソフトベストミックス」を提言しました（HSBM 宣言）。 
 「ハード・ソフトベストミックス」とは、「防災のためのハード（基盤整備）と避難を主とするソフトの最適な組み合わせに

より、人の命だけは何としても守る」ことを目指す考え方です。 
 
１．防災施設（ハード対策） 
想定を上回る外力に対して、被害を最小限度におさえる粘り強い壊れ方をするとともに、壊れた後の機能回復を迅速かつ容易

に行えるよう配慮する。 
 
２．ソフト対策 
「避難」、「情報」、「組織」、「教育」、「法整備」を対象として、ハザードマップや通報装置の整備、避難を主とする防災教育の

徹底、避難誘導等への法的義務の裏付け等を行う。 
 
３．ハード・ソフトベストミックス（HSBM）により人命を守る。 
（１）想定する災害規模に応じてハードおよびソフトの対策を組み合わせる。 
（２）単体および連帯構造物による減災と避難地、避難路、避難ビル等の整備を行う。 
（３）災害リスクを考慮した土地利用・建築規制の一体化を図る。 
 
 こうした東日本大震災の復興に関する緊急提言も、やはり、自然を畏怖しつつ共生してきた先人たちと根っこの部分ではしっ

かりと繋がっていると思います。 
 この自然豊かで美しい日本を、自然の猛威から守り安心で安全な国づくりをするためには、我々建設コンサルタントの果たす

役割は以前にも増して重要になってきています。今こそ先人たちの知恵と経験に学び、建設技術者たちが培ってきた知識と技能

を、さらに発展させていくことが、建設産業に従事する者の使命だと思います。 
 最後になりますが、建設コンサルタンツ協会は、本年 4 月をもって、「一般社団法人」に移行します。これに伴い、九州支部

は、会員各社に共通する目標・メリットを一層追求するよう、活動をさらに進展させてまいります。今後とも会員各社のご指導、

ご支援をお願い申し上げますとともに、ますますのご多幸をお祈りして、新年のご挨拶といたします。 
 

平成２４年  １月 
社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 
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支部役職 氏名 会社名 役職 

支部長 植田 薫  第一復建（株） 代表取締役社長 

副支部長 
(常任幹事) 木寺佐和記 西日本技術開発（株） 取締役 

副支部長 
(常任幹事) 山本 雅史 （株）建設技術研究所 

九州支社 常務執行役員支社長 

常任幹事 田中  晃 応用地質（株）九州支社 執行役員支社長 

常任幹事 木下 常一 サンコーコンサルタント（株） 
九州支社 支店長 

常任幹事 森尾  有 （株）千代田コンサルタント 
西日本事業部 取締役事業部長 

常任幹事 大和 則夫 （株）東京建設コンサルタント 
九州支社 取締役常務執行役員支社長   

常任幹事 田中 清 第一復建（株） 常務取締役技術本部長 

常任幹事 稲田 義克 日本工営（株）福岡支店 支店長 

常任幹事 柴田 貴徳 （株）福山コンサルタント 専務取締役企画本部長 

常任幹事 福田 直三 復建調査設計（株） 
九州支社 常務取締役支社長 

常任幹事 佐藤 信雄 八千代エンジニヤリング（株） 
九州支店  取締役支店長 

常任幹事 
(福岡） 西村 六雄 （株）技術開発コンサルタント 専務取締役 

常任幹事 
(大分） 平川 昌寛 九建設計（株）  専務取締役 

常任幹事 
(宮崎） 大寺 重樹 共同技術コンサルタント（株） 総括技師長 

常任幹事 
（鹿児島)  上野  毅 （株）新日本技術コンサルタント 代表取締役社長   

監  事 田上  裕 基礎地盤コンサルタンツ（株） 
九州支社 取締役支社長 

監  事 原田  卓 （株）九州開発エンジニヤリング 代表取締役社長 

顧  問 山本 洋一 （株）福山コンサルタント 代表取締役社長 

顧  問 針貝 武紀 （株）福山コンサルタント 顧問 

（平成 23 年 7 月 1 日現在）  
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１．平成 23年度若手技術者交流会開催（企画委員会） 
  講座名：平成 23 年度若手技術者交流会 
  開催日：平成２３年８月２２日（月） 
  場 所：ホテルセントラーザ博多 
  参加者：66 名（21 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：「東日本大震災における協会の対応と 復旧・復興に向けた視点」 
                 建設コンサルタンツ協会 副会長 藤本貴也 
【若手交流会発表】 

賞 タイトル 発表者 

最優秀賞 「再開発ダムの耐震性について」 ㈱建設技術研究所 九州支社 
藤塚 佳晃 

優秀賞 「地域高規格道路事業において投資効率を高める設計方針

および優先順位付け」 
日本工営㈱福岡支店 
神谷 翔 

「箱根スマイル 2000万人プロジェクト ～日本有数の観光

地での渋滞対策～」 
八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 九州支店 
大竹 政慶 

 「鋼鈑桁橋の桁端部補修事例」 ㈱綜合技術コンサルタント九州

支店  岡本 亮二 

「RC中空床版橋の含浸材塗布工法による予防保全策の効果

について」 
第一復建㈱ 
園田 耕平 

「豪雨災害に伴う斜面崩壊箇所の調査と対策」 西日本技術開発㈱ 
山田 周作 

「市民参加による景観まちづくり計画」 ㈱福山コンサルタント 
吉田 郁美 

 

           

       

▲平成 23 年度 若手技術者交流会の様子 
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２．第３２回ソフトボール大会開催（総務委員会） 
  イベント名：第３２回ソフトボール大会 
  開催日：平成２３年９月 1６日（金） 
  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：日鉄鉱コンサルタント（株）九州支社 

   準優勝：宮崎県部会 

     
▲優勝の日鉄鉱コンサルタント         ▲準優勝の宮崎県部会 

 
 
３．建設コンサルタントの社会的責任（CSR）ガイドブック講習会開催（本部 企画委員会 CSR 専門委員会） 
  イベント名：「建設コンサルタントの社会的責任（CSR）－考え方と取り組み方－」ガイドブック講習会 
  開催日：平成２３年９月２８日（水） 
  場 所：ＪＲ博多シティ会議室 
  参加者：約 70 名 
  内 容：企画委員会 CSR 専門委員会で作成した、建設コンサルタントの CSR についての考え方と取り組み方

を示したガイドブックの内容説明会。建設コンサルタンツの社会的責任を理解し、ＣＳＲシステム構築

方法を理解する。 

     
▲CSR講習会の様子 
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４．建設関連業五団体主催「平成 23年度独占禁止法に関する会員研修会」開催 

（特別部会 独禁法に関する特別委員会） 
  講座名：建設関連業五団体主催「平成２３年度独占禁止法に関する会員研修会」 
  開催日：平成２３年１０月１７日（月） 
  場 所：（財）福岡県中小企業振興センター「大ホール」 
  参加者：269 名 （うち建コン会員 108 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：「独占禁止法の概要と最近の違反事例について」 
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 

「建設産業の再生と発展のための方策２０１１」 
国土交通省九州地方整備局 計画・建設産業課 課長補佐 大園一光 氏 

     
▲平成 23 年独占禁止法に関する会員研修会の様子 

 
 
５．リスクマネジメント講習会開催（総務委員会） 
  講座名：リスクマネジメント講習会 
  開催日：平成２３年１１月１６日（水） 
  場 所：朝日ビル 
  参加者：３３名（１８社） 
  内 容：リスクマネジメントと BCP（事業継続計画）の重要性について理解を深め、事例紹介等で具体的な指針

と有効情報を提供しました。 
講義タイトル：「BCP 環境下における新たなワークスタイルへの挑戦」 

     
▲平成 23 年 リスクマネジメント講習会の様子 
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１．平成２３年度意見交換会開催（対外活動委員会） 
  イベント名：平成２３年度意見交換会 
  開催日：平成２３年７月１１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 21 名、自治体 11 名、協会本部 13 名、支部 22 名(計 67 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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２．平成 23年度大規模災害時対応演習実施（防災委員会） 
  イベント名：平成 23 年度大規模災害時対応演習 
  開催日：平成２３年９月１日（木） 
  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 
  内 容：｢平成 23 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災害伝言ダイ

ヤル、メール、Fax で行いました。また、支部会員 112 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。 

     
▲大規模災害時対応演習 

 
 
３．防災シンポジウム開催（防災委員会） 
  イベント名：防災シンポジウム 
  開催日：平成２３年１２月６日（火） 
  場 所：八重洲博多ビル ホールＡ 
  参加者：８６名（３８社） 
  内 容：今年は 3 月の東日本大震災、9 月の台風 12 号に伴う紀伊半島の水害、土砂災害等が発生しており、会

員の皆様に防災や災害対応の情報を紹介し、危機管理能力の向上を目的とした講演を行った。 
講演１：東日本大震災から何を学ぶか（荒牧軍司先生/佐賀大学名誉教授） 
講演２：防災と気象情報 （松島憲昭氏/西日本技術開発㈱顧問、気象予報士） 

     
▲平成 23 年 防災シンポジウムの様子 
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１．平成２３年度マネジネントセミナー開催（品質向上委員会） 

講座名：平成２３年度マネジネントセミナー 
開催日：平成２３年７月１５日（金） 
場 所：天神ビル 10 号会議室 
参加者：企業：100 名(50 社)、発注者団体：18 名（3 団体）  合計：118 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最新情報を会員に提供 

     
▲マネジネントセミナーの様子 

 
 
２．河川技術委員会「平成２３年度 第１回勉強会」開催 

講座名：河川技術委員会「平成２３年度 第１回勉強会」 
開催日：平成２３年７月２７日（木） 
場 所：建設技術研究所 AB 会議室 
参加者：39 名（18 社） 
内 容：ゲリラ豪雨の早期探知・予測のための基礎的な取り組みと最新型観測システムについて 

     
▲勉強会の様子 

 
 
３．第４回 設計ＶＥ講習会開催（講師派遣委員会） 

講座名：第４回 設計ＶＥ講習会 
開催日：平成２３年８月１９日（金） 
場 所：福岡朝日ビル地下１階会議室 
参加者：50 名（26 社） 
内 容：ＶＥワークショップセミナー（ＶＥ概論、ＶＥ演習） 
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▲第３回 設計ＶＥ講習会の様子 

 
 
４．平成２３年度河川技術講演会開催（河川技術委員会） 

講座名：平成２３年度河川技術講演会 
開催日：平成２３年９月１５日（木） 
場 所：八重洲博多ビル 11 階会議室 
参加者：８２名（４３社） 
内 容：■講演  

国土交通省九州地方整備局 河川部 河川部長 植田 剛史 先生河川行政の現状について 
(財)リバーフロント整備センター 理事長 竹村 公太郎 先生河川行政の変遷 －江戸から未来ヘ－ 

■結果 
河川行政の普及と河川技術の向上を目的として講演会を実施しましたところ、東日本大震災に関する

タイムリーな話題、津波対策についての検討状況、流域社会という考え方、海岸線の後退の原因など

内容豊富なものとなり、当日のアンケート調査結果を見ても好評だったことが伺えました。 

           
      ▲河川技術講演会の様子           ▲技術部会 田中副部会長による挨拶 

           
      ▲ 植田河川部長による講演          ▲竹村理事長による講演 
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５．道路技術委員会「平成 23年度技術講演会」開催 

講座名：道路技術委員会「平成 23 年度技術講演会」 
開催日：平成２３年９月３０日（金） 
場 所：福岡朝日ビル 
参加者：９５名（４０社） 
内 容：建設コンサルタンツ協会に加盟する技術者等を対象に、東日本大震災を教訓とした地震防災のあり方、

津波により被災した橋梁の事例と対策、及び建設コンサルタントの現状と課題についての講演会を開催

し、実務に役立てることを目的とする。 
『 東日本大震災を教訓とした地震防災のあり方 』九州大学大学院 教授 大塚 久哲 氏 
『 津波によって被災した橋梁の事例と対策 』九州工業大学 教授 幸左 賢二 氏 
『 建設コンサルタントの現状と課題 』日経ＢＰ社 日経コンストラクション編集長 畠中 克弘 氏  

           

           
▲道路技術委員会「平成 23 年技術講演会」の様子 

 
 
６．環境・都市等技術委員会共催「エネルギーを考えるセミナー」開催 

講座名：～エネルギーコスト削減・地球温暖化対策～エネルギーを考えるセミナー 
開催日：平成２３年９月３０日（金） 
場 所：アスクビル 1 階会議室 
参加者：２０名（１３社） 
内 容：社団法人 日本環境アセスメント協会と共催で、東日本大震災に伴う福島第一原発事故により転換期を

迎えた我が国のエネルギー政策について、官民の取り組みをご紹介し、今後のエネルギー問題を考えて

いく一環とする。 
講演 1 福岡市における「事業所ソフト ESCO 事業」について 

 福岡市 環境局 温暖化対策課主査 馬場 章弘 氏 
講演 2 北九州市の環境産業政策～エネルギー分野の取り組み～ 

 北九州市 環境局 環境未来都市推進室 環境産業担当課長 池上 修 氏 
講演 3 未来型エネルギー社会創出福岡地域協議会の取り組みについて 

 会長 蓼原 典明 氏（NPO 法人 えふネット福岡 専務理事兼事務局長） 
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講演 4 (社）エネルギーマネージメント協会の取り組みについて 

 代表理事 庄司 洋一郎 氏（株式会社プロテクノエンジ 代表取締役） 
講演 5 国内クレジット制度の事例について 

 環境テクノス株式会社 企画開発部 武下 明義 氏 

           

           
▲「エネルギーを考えるセミナー」の様子 

 
 
７．平成 23年度設計技術者のためのリカレント教育講座 1開催（道路技術委員会） 

講座名：平成 23 年度設計技術者のためのリカレント教育講座 1 「コンクリート構造物設計・施工」 
開催日：平成２３年１０月１日（土） 
場 所：TKP 博多駅前会議室第２会議室 
参加者：45 名（29 社） 
内 容：設計段階からの必要性が高まっている温度ひび割れ照査に関しての留意点や事例の紹介から、コンクリ

ート構造物の初期欠陥や補修に関して学び、建設コンサルタントとしての知識向上を図る。 
■温度ひび割れの概要，照査の留意点および事例紹介 講師：佐川康貴 九州大学大学院 准教授 
■コンクリート構造物の初期欠陥および補修に対する留意点 講師：松下博通 福岡建設専門学校 校長 
■既設構造物の補修設計施工 講師：添田政司 福岡大学大学院 教授  

 
 
８．平成 23年度河川技術委員会 見学会開催 

イベント名：平成２３年度河川技術委員会 見学会 
開催日：平成２３年１０月１４日（金） 
場 所：鹿児島県川内 
参加者：23 名（14 社） 
内 容：川内市街部（向田地区、右岸引堤）、五社下地先（岩切川：閘門）、虎居地区（分水路他）、大願寺地先

（輪中堤）(車窓から)、鶴田ダムの見学、曽木地区の見学 
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▲平成 23 年河川技術委員会見学会の様子 

 
 
９．平成 23年度設計技術者のためのリカレント教育講座 2開催（道路技術委員会） 

講座名：平成２３年度設計技術者のためのリカレント教育講座 2 「設計品質向上」 
開催日：平成２３年１０月１５日（土） 
場 所：TKP 博多駅前会議室第２会議室 
参加者：37 名（25 社） 
内 容：設計品質向上 鋼橋編 ＰＣ橋編  

     

 
 
 
 

▲平成 23 年リカレント教育講座 2 の様子 
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１０．平成 23年度道路技術委員会 見学会開催 

イベント名：平成２３年度道路技術委員会 見学会 
開催日：平成２３年１０月１９日（木）～２０日（金） 
場 所：宮崎県延岡市延岡河川事務所他 
参加者：３１名（１７社） 
内 容：ＰＣメーカー工場 の見学 

熊本県熊本土木事務所 熊本西環状線 建設現場（一般県道 砂原四方寄線 熊本西環状道路 下硯川高架

橋の下部工工事） 
国土交通省 延岡河川国道事務所 東九州自動車 建設現場 （東九州自動車道 橋梁・トンネル・補強土

等の工事） 

     

     
▲平成 23 年 道路見学会の様子 

 
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（品質向上委員会） 

講座名：技術委員会/品質セミナー”エラー防止のために” 
開催日：平成２３年１０月２８日（金） 
場 所：天神ビル 
参加者：１２０名（５６社） 
内 容：エラーの技術的分析と改善策 ・道路トンネル・橋梁・河川構造物・防砂急斜面・鉄道 

土質・地質調査の計画、実施及び結果の評価 
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１２．GIS講習会を開催（情報委員会） 

講座名：GIS 講習会 
開催日：平成２３年１１月１０日（木）１１日（金） 
場 所：CTI ビル 
参加者：２１名(１１社) 
内 容：最新の ArcGIS10 を用いて座標系など GIS の基礎から主題図作成までを２日間連続で行いました。 

     
▲平成 23 年 ＧＩＳ講習会の様子 

 
 
１３．環境・都市等技術委員会 現地見学会開催 

イベント名：環境・都市等技術委員会 現地見学会 
開催日：平成２３年１１月１８日（金）～１９日（土） 
場 所：広島県福山市 
参加者：５名（５社） 
内 容：広島県福山市における環境問題の取り組み現状を福山市環境総務課にヒアリングし、エコ事業の視察及

び歴史的街並み景観の保全と交通利便性向上のための道路整備に直面した鞆の浦地区を見学した。 
 
 
１４．地域セミナー「品質セミナー（鹿児島県技術研修）」開催（品質向上委員会） 

講座名：地域セミナー「品質セミナー（鹿児島県技術研修）」 
開催日：平成２３年１１月１８日（金） 
場 所：ホテルタイセイアネックス 本館２Ｆ会議室 
参加者：18 名（6 社） 
内 容：①「エラー防止のために～エラーの技術的分析と改善策～：道路設計全般、道路環境対策、橋梁補修補

強、河川・砂防・港湾他」 ②「情報セキュリティと CALS/EC の最新動向」 
 

▲平成 23 年品質セミナー”エラー防止のために”の様子 
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１５．ＣＡＤセミナー２０１１開催（情報委員会） 

講座名：ＣＡＤセミナー２０１１ 
開催日：平成２３年１１月２２日（火） 
場 所：ＣＴＩ福岡ビルＡＢ会議室 
参加者：２０名（１２社） 
内 容：ＣＡＤ製図基準及びＳＸＦの普及を目的として、ＣＡＤに関する最新動向・ＣＡＤ製図基準見直しの動

向と方向性について学んだ。 

     
▲平成 23 年 ＣＡＤセミナー２０１１の様子 

 
 
１６．地域セミナー「品質セミナー（宮崎県技術研修）」開催（品質向上委員会） 

講座名：地域セミナー「品質セミナー（宮崎県技術研修）」 
開催日：平成２３年１１月２２日（火） 
場 所：ホテルメリージュ２Ｆ 会議室「翡翠」 
参加者：34 名（13 社） 
内 容：①「エラー防止のために～エラーの技術的分析と改善策～：道路設計全般、道路環境対策、橋梁補修補

強、河川・砂防・港湾他」 ②「橋梁設計に必要な（地盤と）地震の知識」 ③「情報セキュリティと

CALS/EC の最新動向」 
 
 
１７．地域セミナー「品質セミナー（大分県技術研修）」開催（品質向上委員会） 

講座名：地域セミナー「品質セミナー（大分県技術研修）」 
開催日：平成２３年１１月２５日（金） 
場 所：九州建設コンサルタント㈱ 会議室 
参加者：28 名（15 社） 
内 容：①「エラー防止のために～エラーの技術的分析と改善策～：道路設計全般、道路環境対策、橋梁補修補

強、河川・砂防・港湾他」 ②「情報セキュリティと CALS/EC の最新動向」 
 
 
１８．情報セキュリティ講習会開催（情報委員会） 

講座名：情報セキュリティ講習会 
開催日：平成２３年１２月２日（金） 
場 所：天神ビル１１号会議室 
参加者：４７名（２８社） 
内 容：本部情報部会 情報委員会と共催で開催しました。東日本大震災は、当業界にとっても BCP 対策を考え

直す機会となりました。 
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情報システムの BCP 対策として何ができるのか、情報システムが復旧の足を引っ張らないためにど

うするのか、建設コンサルタント各社での対策事例をもとに考えました。 

     
▲平成 23 年 情報セキュリティ講習会の様子 

 
 
１９．河川技術委員会第２回勉強会開催 

講座名：第２回勉強会 
開催日：平成２３年１２月９日（金） 
場 所：建設技術研究所ＡＢ会議室 
参加者：５２名（３０社） 
内 容：「河川構造物の耐震性能照査について」上村 俊英氏（建設技術研究所 支社次長） 

平成 19 年 3 月に「河川構造物耐震性能照査指針（案）」が国土交通省河川局より示され、河川構造物

においても大規模地震に対する一定の性能保持へ向けた計画、設計が求められるようになっていますが、

まだ十分に浸透しきれていない現状です。 
本勉強会では、軟弱地盤上の河川構造物や耐震などについては幅広い経験をお持ちの講師を迎え、河

川構造物の耐震性能照査に関する基礎的理解を今以上に深めることを目的としました。 

     
▲第２回勉強会の様子 
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１．第９回「まちづくりに関する提案」募集開始［2011.7.06] 
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２３年９月３０日 

  
▲案内・申込書（表・裏） 

 
 
２．第 9回「夢・アイデア交流会」開催 

  イベント名：夢・アイデア交流会 2011 
  開催日：平成２３年１１月２６日（土） 
  場 所：西日本新聞会館１４階 
  内 容：第９回「まちづくりに関する提案の募集」応募 42 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「最

優秀賞」1 編、「優秀賞」2 編、「佳作」3 編、「特別賞」1 編、「奨励賞」1 編の各賞が選ばれました。 
  参加者：１５３名 
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【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 塚原 浩一 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 植田 薫 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） 

エコガーデン ～図書館改革プロジェクト～ 
後藤 霞 

優秀賞 
（2 編） 

夢黄金農園プロジェクト 
冨田 則行 
石井 健治 

次は三陽高校前♪「僕たちが作ったバス停です。」 
 

松尾 恒 

佳作 
（3 編） 

河川の景観を守るコミュニティネットの立ち上げ （美しい川コミュニティ） 
山元 祐貴 
緒方 祥之 

石窯のあるキャンプ場 
森口 明彦 
神崎 史享 

玄界海道＆唐津街道コラボプロジェクト 
吉田郁美 

石島 遼行 

特別賞 
（1 編） 

「私たちは、あの町並みを忘れない～震災メモリアルパーク」プロジェクト 
中村 宏 

河口 真紀 

奨励賞 
（1 編） 

ファミリー・トリップ（ファミトリ）のススメ 
磯貝 健哉 

 
【発表作品】 

作品名 発表者 

歩道上の変圧器をデザインの工夫によって都市景観の向上を図る 藤原 正教 

～福岡市博多区『屋台村』 藤原 祐太 

河川の景観を守るコミュニティネットの立ち上げ （美しい川コミュニティ） 山元 祐貴 

石窯のあるキャンプ場 森口 明彦 

「奥豊後」浮揚策～「絆」という夢を乗せた奥豊後バスツアー～ 玉田 孝二 

エコガーデン ～図書館改革プロジェクト～ 後藤 霞 

ゆめ黄金農園プロジェクト 冨田 則行 

玄界海道＆唐津街道コラボプロジェクト 吉田郁美 

次は三陽高校前♪「僕たちが作ったバス停です。」 松尾 恒 

まちづくりのために、"まち歩きＭＡＰ・まちづくりＭＡＰ"を作ろう 増田 元邦 
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３．九州郷づくり共助ネットワーク研究会 

 ①柴北川プロジェクト 
 

実施日 内 容 通 信 

6 月 19 日 第 3 回花いっぱい長谷まつり（雨中での田植え、東北地方物産販売、神

楽鑑賞他） 
通信 17 号  

7 月 30 日 サクラそば種まき 通信 18 号  
7 月 31 日 長谷小学校跡地整備  

9 月 17 日～18 日 雲仙の千の物語・吾妻の巻に参加、柴北川プロジェクトを紹介  

10 月 22 日 稲刈り・収穫祭 通信 19 号  
11 月 12 日 サクラそば刈り入れ 通信 20 号  
12 月 3 日～4 日 竹林伐採・竹活用（竹粉・竹炭）デモ  

 
 
 ②雲仙プロジェクト 
 

実施日 内 容 通 信 

6 月 18 日～19 日 雲仙の千の物語事業「瑞穂の巻」（雲仙市瑞穂・千々石） 通信 03 号  
7 月 16 日～17 日 雲仙の千の物語事業「雲仙の巻」（雲仙市雲仙温泉・小浜・千々石） 通信 04 号  
8 月 20 日～21 日 雲仙の千の物語事業「国見の巻」（雲仙市国見・千々石） 通信 05 号  
9 月 17 日～18 日 雲仙の千の物語事業「吾妻の巻」（雲仙市吾妻・千々石） 通信 06 号  
10 月 15 日～16 日 雲仙の千の物語事業「愛野の巻」（雲仙市愛野・千々石） 通信 07 号  
11 月 19 日～20 日 雲仙の千の物語事業「南串山の巻」（雲仙市南串山・千々石） 通信 08 号  
12 月 17 日～18 日 雲仙の千の物語事業「商品企画会議」  
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関門国道トンネルの住友彰さん、９９歳で永眠。土木技術者の誇り高く （第 4回）  
 住友彰さんが亡くなった。８月１６日。明治４５年生まれ、９９歳であった。 

 告別式は福岡市内の斎場で行われ、関門トンネル建設工事などで、指導を受けた後輩たちが、弔辞を述べた。後輩といっても、

もう７０歳を超えている。  

 昭和１２年、関門海峡の海底を貫く国道トンネルが着工され、完成した同３３年まで、実に２１年間、住友さんは、戦前、戦

中、戦後の混乱期、この歴史的なトンネル工事の先頭に立ち続けた土木技師であった。 

 最後にお会いできたのは、昨年春だったように記憶する。関門国道トンネルの建設についてのインタビューだった。１００歳

に、あと１年という白寿に達しながら、あの小さな体のどこから、ほとばしり出るのかと思わせるような力強い声で、エンジニ

アらしく、メモを繰り、正確に年月、数字を確かめながら、その「記憶と記録」をたどる。 

 九州大学工学部土木学科を卒業と共に、内務省技師として、下関工事事務所勤務を命じられた。並行して、関門鉄道トンネル

が工事中で、国道と鉄道の競争のようになった。 

 しかし、国道トンネルは次第に鉄道トンネルに水をあけられ、まるで鶴と亀の競争のようだった。その差は、軍部の応援であ

った。太平洋戦争をすでに意識していた日本軍部は鉄道による輸送力強化を最優先したのだ。資材、人員、すべてを鉄道トンネ

ルに優先的に供給、戦時下の物不足、人不足のもとでは決定的な格差であった。 

 関門鉄道トンネルは敗戦１年前の同１９年に完成したが、国道トンネルはまだまだ開通には程遠い距離を残していた。軍部が

敗戦間際に、「工事を急げ」と伝えてきた。多分、本土本決戦に備えて、戦車を走らせようという意図だったのだろう、と推察

された。 

 もともと国道トンネルは「関門橋」だった。トンネルでなく、橋で関門海峡を渡る構想はすでに設計図もできていたが「橋で

は敵の攻撃さらされる」という理由で潰され、トンネルになった。住友さんは「関門橋」に携われると意気込んでいたが、その

志は玉砕させられたのである。 

 しかし、技術者としては、幸せな面もあった。水没の危機感を抱きながらの海底トンネル掘削そのものもだが、道路トンネル

には独自の技術が必要となる。換気装置である。自動車が吐き出す排気ガスの処理には欠かせない。その後、自動車時代を迎え

て、ほとんどの長大トンネルには換気装置が必須条件となり、関門トンネルはその技術的基盤となったのである。 

 住友さんは、関門国道トンネルの完成５０年記念誌でも中心になって筆を執り、土木技師への「技術の継承」に情熱を傾けた。

現在も関門国道トンネルは３万台を超える車両が毎日利用する、重要な社会資本だ。ＮＥＸＣＯの維持管理者は、現在でも、質

が高い堅牢なトンネル技術の結晶の驚かされるという。「宝物のような工事だった」と振り返ったトンネル男、住友さんの言葉

が今も耳に残る。 

文：玉川 孝道  西日本新聞会館 顧問、夢アイデア審査委員会委員長（平成 22年～) 

（平成 23 年 8 月 29 日掲載） 

 

 

 

「原発事故と心の疼き（うずき）」―ある技術者の小さな行動 （第 5回）  

 東日本大震災と福島第１原発事故は、日本および日本人に深い傷を残した。その傷は事故から半年がたとうとしている今日で

も、癒えることなく、いや、むしろ激痛が続いている。 

 阪神淡路大震災で、高速道路の橋梁が崩壊したときの土木技術者であれ、今回の惨状を防ぎきれなかった原発技術者であれ、

最先端技術と世界一の安全技術を心中、ひそかに誇ってきたはずなのに、また、その水準の高さに誇りを持って生きてきたはず

なのに、心の中の柱のようなものが、ポキリと折れてしまったような、空しさを抱いている技術者は多いのではないだろうか。

誠実に生きてきた技術者ほど、口にはしないが、心の芯の「疼き（うずき）」、痛みに耐えかねているのだと思う。  

 そんな時、1 通の手紙を受け取った。荒川文生さん（７１）。ワシントン勤務当時からの、３０年来の友人で、テニス仲間で

もある。長崎県松浦の発電所など九州に出張の時は、新聞社に顔を出し、楽しく、ひと時の雑談を交わして、飄々と東京に帰っ

ていく。御尊父は、荒川文六氏で、九州帝国大学総長を務め、電気工学者である。文生さんも電気工学を学び、日本電源開発に

勤め、現在は技術史を研究している。  
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 原発事故とその後遺症に直面し、自分が電気技術者として、この惨状とどう向き合えばよいのかを文生さんは考えた。勿論、

福島の原発事故に直接関与しているわけではない。しかし、電気技術者として、何か自分は責任をとる行動を取らなければなら

ないのではないか。特に、技術者倫理を口してきた以上―。勿論、こんなに明確に意識したわけではないだろう。一種の「ぼん

やりとした気持ち」として心の中にであったろうか。 

 ふと、自分が属している電気学会の「倫理綱領と行動規範」が目に入った。 

 「会員は、電気技術が公衆の安全や環境を損なうことにより健康及び福祉を阻害する可能性があることを強く認識し、技術が

暴走し破滅的な結果を招かないよう、安全の確保と環境保全のため常に最大限の努力を払うとともに、安全と環境管理に対する

責任体制を確立する」 

 今回の事故は、学会も会員である自分も、明らかにこの条項に違反している。学会を脱退するわけにはいかないが「資格停止」

を申請しよう。「心のけじめ」がつくかもしれない、そう考えた文生さんは実行した。珍奇な行動と笑われるのを覚悟してであ

る。受け取った学会事務局は取扱いに困惑した様子で、現在「処分保留中」であるという。 

 今日の日本の経済大国、技術大国を築いた技術者たちの「誉れ」が瓦解しそうな、福島の原発事故。現場で悪戦苦闘している

技術者たちの日々の苦悩と、文生さんの「小さな行い」は比ぶべくもないけれど、一技術者のやむにやまれぬ気持はよく伝わっ

てきた。我々は、誠実で、本当にいい技術者を持っている。技術には「門外漢」の私の心にも、東日本大震災と原発事故で重い

気分の毎日だが、一通の手紙が涼風を運んできてくれた（了） 

文：玉川 孝道  西日本新聞会館 顧問、夢アイデア審査委員会委員長（平成 22年～) 

（平成 23 年 10 月 5 日掲載） 

 

 

 

夢、アイデア、そして志 （第 6回）  

 「国家の品格」の著者、数学者の藤原 正彦先生は本の中で、"偉大な数学者を多く輩出する土地があるので、なぜなのかを探

ってみると、そこには「美の存在」「跪く心」「精神性を尊ぶ風土（金銭や世俗的なことを低く見る）」、の三つの要素が共通して

いるようだ"と述べておられる。 

 夢アイデアプロジェクトと直結する話ではないが、先生の指摘でふと思いついたことがある。それは、"志"というはどのよう

な契機や条件があれば育まれるのだろうか、ということである。 

 志といっても様々で、貧乏な人が金持ちになろうと努力するのも、病弱な人が健康になろうと精進するのも、どぶに落ちた人

が這いあがろうとするのも志である。千差万別の志の中で、特に考えてみたい"志"というのは、自らを捨てて国家に殉じる覚悟、

たとえば西郷隆盛や吉田松陰のような人物の場合である。何が共通する要素かを考えているうちに、山路愛山（1865 年－1917

年）の詩に出会った。 

 "日本人は、古より美しき自然に育てられて、美しくやさしき詩人たるべく養われたりき" 

 風土が人を、風土に似せて創るというのである。そう考えた時、大人物は、幼少のころ"美しいふる里"に恵まれているのでは？ 

と思えてきた。この場合、厳しさも温かかさも、ウサギを追い、小鮒を釣って遊び呆ける楽しさも、「美しい」風土に含まれて

いるとしよう。西郷隆盛の薩摩は、錦江湾の海と桜島山、それに厳しい郷中教育が、吉田松陰の萩にも笠山の海や椿の群生地、

美しい街並みや熱い師弟教育があった。そのようなふる里に育てば長じた後、ふる里をこよなく愛せずにはおられないだろうし、

その愛はかならず祖国愛へと通じているだろう。愛するものが危急存亡の機に遭遇するとき、立つ志が生まれるのは必然で、そ

れがために殉じることは苦にならない。今日の諸々を鑑みるまでもなく"美しいふる里づくり"は喫緊にして永遠の課題である。 

 ところで、物質界では"無"の存在にすぎない夢やアイデアが、"有"への運動を始めるには"志"がなければならない。ここ２，

３年来"実現化"が夢アイデアプロジェクトの大きな課題なのだが、実現してほしい案件に限れば、提案者がその志を秘めている

かどうか、あるいは志が結集しやすいか、という視点も欠かせない。交流会での発表を、実現への一里塚として捉える提案者も

おられるように推察されるからだ。かかる案件には温かい支援の輪が広がるよう願わずにはおられない。 

 その一方で、実現にはほど遠くても"九州を丸ごとデッサン"するような壮大な夢、真夏、湧きあがる入道雲のようなおおらか

な夢も、今日ほど切望される時代はない。応募者諸氏よ、新年こそ心に太陽を描いて奮起しましょう！  

文：針貝 武紀 初代夢アイデア企画委員長（現顧問） 

（平成 24 年 1 月 1 日掲載） 
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▲さつま百縁祭の心得 

 

 
 
 
 

「百縁祭」で商店街を盛り上げよう！！ 

 

株式会社 大進 

山内 隆弘 

 

 

商店街といえば一昔前であれば、地域住民にはなくてはならない生活の一部であった。しかし近年では、大型商業施設や郊外

のショッピングモールなどの進出で、かつて賑わっていた商店街から人影が少なくなってきた。 

 

鹿児島県薩摩郡さつま町も、その問題を抱えている町の一つである。さつま町は、平成 17 年に宮之城町、鶴田町、薩摩町が

合併して誕生した。人口約 24,000 人の、北薩地域随一の紫尾山（標高 1,067ｍ）を拝み、南九州最大の川内川流域にある町で

あり、多くの湯どころがあることから、温泉の町としても知られている。あおし柿や竹工芸、ガラス工芸などの特産がある。 

 

   
さつま町 HP より 

 

 

 さつま町の商店街も、かつては人通りも多く活気にあふれていた。しかし商店街

の賑わいは一昔前と比べるとだいぶ寂しくなってきた。そこで、さつま町商工会は

何とか商店街を盛り上げようと、変わったイベントを始めた。それが「百縁祭「で

ある。 

 

 「百縁祭」とは、お客様と百の縁が結べますようにという願いが込められている。

各商店の店頭に 100 円の商品を並べて、買ってくれるお客さんは代金を店先で支払

うのでは無く、店内のレジで支払ってもらう。そうすることにより普段商店の中ま

で入ってこないお客さんも、店内の様子や他の商品を見てもらうことができるとい

う仕組みである。しかし、ただこのルールの通りに行っていてもお客さんは増えない。やはり、お客さんへの声掛けや、おもて

なしなど店主がお客さんに来てもらえるようなアイデアを出さなければ、お客さんとの縁は結ばれない。 
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▲百縁祭の様子  (写真提供：さつま町商工会) 

 

商工会の方からのお話では「当初は参加店舗も少なく、参加店主の方も戸惑いながらの参加であった。開催前には夜遅くまで

何回も勉強会や会議を行い、回数を重ねるごとに店主同士の結束が固くなったように思える。今では参加店舗も増え、店主の方々

も楽しみながら参加してくれるようになった。100 円の商品で利益を出そうと考えていた店主も、100 円の商品で縁を結んで、

またお客さんが店に来てもらえるようにするにはどうすればよいかを考えるようになった。こんな風に考えると百縁祭に参加す

るのが楽しくなる。現在さつま町では百縁祭の開催を年 5 回と予定しており、今までに 15 回開催している。最近では道路をキ

ャンパスにチョークでの落書きや、ちんどん屋の練り歩き、バナナの叩き売り、警察の協力で白バイとパトカーの展示・乗車な

ど、他の企画を組み合わせて開催している。そうすることでお客さんがもっと集まるようになった。さつま町商工会では今後も

工夫を凝らして、商店街の賑わいを取戻すために奮闘していきたい。」と語ってくれた。 

 

開催の日には商店街にも活気があり、百縁祭の効果が徐々に現れてきているようだ。 

 

今後、ますます少子高齢化や過疎化が進んで、地方においては特に地域活性化に向けた取組みが重要となる。地域活性化を図

るための一翼を担う我々建設コンサルタントも、まちの活性化や商店街の賑わいを取戻すために、地域住民の方々と一緒になっ

てまちづくりを行っていく必要があるのだと思う。 

 

さつま町の百縁祭に、皆様おじゃったもんせ！ 

 

（平成２３年８月１１日掲載） 
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▲山本作兵衛炭坑記録画 

（田川市石炭・歴史博物館所蔵） 

 

 
 

ヤマの記憶 

 

アジアエンヂニアリング株式会社 

永尾 聖一 

 

 

2011 年 5 月ユネスコ「世界記憶遺産」に、国内ではじめて炭鉱記録画家・山本作兵衛（１８９２～１９８４）の絵画や日記

などが登録された。当時の炭坑や日々の暮らしを細々とつづった記録を残し、郷土の記憶を現代の私たちに共有させてくれた「山

本作兵衛」と、ユネスコ「世界記憶遺産」事業を紹介したい。 

 

１． 作兵衛の生い立ち 

 

 明治 25年(1892)5 月 17日、福岡県嘉穂郡笠松村鶴三緒(現飯塚市)

に生まれる。 

7 歳のころより父親につれられ兄弟と共に坑内に下り、炭車押しな

どを手伝いながら小学校を卒業後、明治 39年、15歳より山内炭坑(現

飯塚市)で坑夫として働き出す。その後、筑豊地区の各炭坑で採掘員

や鍛冶工として働きながら、手帳に日々の記録やスケッチ等を残して

いく。 

昭和 30 年の位登炭坑(田川市)の閉山まで炭坑で働き、福岡県田川

市にある長尾本事務所に夜警宿直員として勤務する 60 代半ば頃より、

「子や孫に炭坑(ヤマ)の生活や人情を残したい。」と絵筆をとり、1000

点以上の作品を残した。 

昭和 59年(1984)12月 19日、老衰のため 92歳で死去した。 

 

２．世界の記憶とは？ 

 

世界の記憶/世界記録遺産(Memory of the World)は、ユネスコ

(United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization)が主催する、不動産遺産である「世界遺産」(World 

Heritage)、無形文化遺産である「人類口伝及び無形遺産傑作」

(Masterpiece of the Oral and Intangible of Humanity)と並ぶ、三

大遺産事業の一つである。 

歴史的文書などの記録遺産は、人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺

産であるにもかかわらず、毀損されたり、永遠に消滅する危機に瀕し

ている場合が多い。このため人類が長い間記憶して後世に伝える価値

があるとされる書物などの記録物(動産)を、最新のデジタル技術を駆

使して保全し、研究者や一般人に広く公開することを目的とした事業

である。 

過去に「アンネの日記」のオリジナルや「ベートーベンの直筆楽譜」などが登録されている。 

 

▲山本作兵衛（1892～1984） 

橋本正勝さん撮影 
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▲山本作兵衛炭坑記録画 

（田川市石炭・歴史博物館所蔵） 

 

３． 記録遺産登録までの経緯 

 

 田川市は当初、市内に残る旧三井田川鉱業所伊田竪坑櫓など炭鉱遺

産について「九州・山口の近代化産業遺産群」の一環として世界遺産

登録を目指していた。 

2009 年 10月に選考から漏れたが、関連資料として紹介した作兵衛

作品の記録画は、現地調査した海外の専門家らから高く評価された。 

このため、作兵衛作品を保管する田川市と福岡県立大学は、世界の

記憶（世界記録遺産）登録を目指すこととし、田川市が所蔵する福岡

県指定有形民俗文化財 584 点を含む絵画 585 点と関連資料（日記 6

点、雑記帳や原稿など 36 点）と、山本家が所有し同大学が保管する

絵画 4 点と関連資料（日記 59 点、原稿など 7 点）を合わせた計 697

点について、市と大学共同で 2010 年 3 月、ユネスコ本部（パリ）に

推薦書を送付した。そして 2011年 5月 25日に国内初の登録を受けることが決まった。 

 

４． 作品の特徴 

 

 作兵衛の作品は、一人の元炭坑夫が自らの体験をもとに、明治・大正から昭和初期にかけての炭坑の姿を、驚くべき正確さで

克明に描かれている。 

人物の表情などは簡素で平板ながらも、そこには炭坑労働経験者でしか描くことの出来ない日常や心構えなどを墨画や水彩画

などで情緒豊かに描かれており、1枚の絵として驚くべき生々しさを有している。 

 

５． 作品を見るには 

 

 平成 23 年 9 月 17 日より平成 24 年 1 月 9 日までの期間、田川市石

炭・歴史博物館の第 2展示室にて、世界記憶遺産登録記念原画特別公

開 『山本作兵衛コレクション展』が開催されている。 

その他、飯塚市の旧伊藤伝右衛門邸や飯塚市歴史資料館、北九州市

の長崎街道木屋瀬宿記念館 みちの郷土史料館などでも見ることが

できる。 

 

 

 

参考文献： 

・ 炭坑(ヤマ)の文化 - ヤマの文化を見つめた画家 田川市 HP 

(http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/tankoubunka/page_327.html) 

・ 施設紹介 [ 文化施設 ] ＞ 田川市石炭・歴史博物館 田川市 HP 

(http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bunkashisetu/page_150.html) 

・ 山本作兵衛 Wikipedia 

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E4%BD%9C%E5%85%B5%E8%A1%9B) 

・ 世界の記憶 Wikipedia 

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E8%A8%98%E6%86%B6) 

 

（平成２３年１２月１６日掲載） 

▲田川市石炭・歴史博物館 

(田川市石炭・歴史博物館提供) 
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