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 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。 

 皆様はご存じだと思いますが、建設コンサルタンツ協会は、今年 4月 1日より社団

法人から「一般社団法人」へ移行しました。その関係でこれまで 5月に開催していた

通常総会を今年から 4月に開催することになり、役員の方々や事務局にご苦労をお掛

けすることなりました。 

 また、今年は、昭和 38年に建設コンサルタンツ協会が創立されてからちょうど 50

年目に当たり、来年の5月30日には協会創立50周年記念式典が予定されております。

そのようなことで、今年は我々建設コンサルタントにとってひとつの節目の年でもあ

ります。 

 さて、九州支部では、会員会社数が増えてきており、昨年 5月 17 日の通常総会時の会員会社数は 108 社（本社会

社 58 社、支社会社 50 社）でしたが、その後 14 社が入会し、2社が退会したので、現在の会員会社数は 120 社（本

社会社 72 社、支社会社 48 社）となっております。また、九州支部では、5つの部会の下に 15 の委員会があり、大

変活発に活動しております。その中心的な活動のひとつとして、我々の意見を直接発注者に伝える意見交換会があ

ります。意見交換会には、九州地方整備局との意見交換会や実務者懇談会などがありますが、やはり、九州 8県と

政令指定都市の意見交換会が主体となります。 

 平成 23 年度は、共通テーマとして「技術力による選定」、「品質の確保と向上」、「魅力ある建設コンサルタン

トに向けて」の 3項目を挙げ、これに各自治体個別のテーマを加えて意見交換を行いました。また、平成 22 年度意

見交換会の総括を基に、より「踏み込んだ提案をしていく」ため、「業務評定点」や「納期」のアンケートによる

具体的なデータを示し、併せて、最低制限価格の設定と総合評価方式やプロポーザル方式の導入などを要望してい

きました。これにつきましては、それなりの手応えはありましたが、やはり、各自治体で取り組む姿勢に温度差を

感じました。これは、古くて新しい問題であり、すぐに効果が出る特効薬はありませんが、業務評定制度のように

具体的なデータを示して、地道に意見交換を繰り返すことが成果に繋がると思います。 

 したがって、会員各社の皆様には、データ収集等でいろいろとお手数やご面倒をお掛けすることもあるかと思い

ますが、平成 24 年度も引き続き、よろしくお願い申し上げます。 

 最初に申し上げましたとおり、4月 1日、本協会の「一般社団法人」移行に伴い、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。改めて、会員皆様のご指導、ご支

援をお願い申し上げまして、平成 24 年度のスタートにあたってのご挨拶とさせていただきます。 

平成２４年  ４月 

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部  

     支部長  
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平成24年度　支部の組織
 

 

                          総務委員会  委員長１名、副委員長５名 
              委 員 長：高田 善三（西日本技術開発） 
           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：長尾 智洋（西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：矢ヶ部輝明（建設技術研究所） 

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：池田 好克（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：橋口 清文（西日本技術開発） 

 

広報委員会  委員長１名、副委員長２名 

委 員 長：北岡 大記（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
副委員長：笠井 茂夫（長大） 

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：横矢 直道（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
副委員長：上村 俊英（建設技術研究所） 

副委員長：正岡 弘文（ｴｲﾄ日本技術開発） 

 契約制度等調査委員会  委員長１名、副委員長１名 

委 員 長：上村 俊英（建設技術研究所） 
副委員長：横矢 直道（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

 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 如水（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：二宮 雄司（綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長：勝谷 康之（千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

副委員長：西村 一朗（長大） 

副委員長：清水 洋二（橋梁ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

 環境・都市等技術委員会  委員長１名、副委員長２名 
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） 

副委員長：和泉 大作（建設技術研究所） 

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（冨士設計） 

情報委員会  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：千々岩浩巳（日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：横井 祐治（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

品質向上委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：荒木 和哉（中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

副委員長：伏婦 光一（ｴｲﾄ日本技術開発）  

副委員長: 宮崎 正和（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）        

 夢アイデア企画委員会  委員長１名、副委員長２名 
委 員 長：平野  巌（東亜建設技術） 

副委員長：中川  裕（西日本技術開発）  

 夢アイデア実行委員会 委員長１名、副委員長２名  
 委 員 長：松嶋 憲昭（西日本技術開発） 

 副委員長：白石 悦二（日本工営） 

 副委員長：荒井 和久（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ）  
 

 

 

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  必要に応じて設置 

 

 

部会長: 

植田（第一復建） 

副部会長: 

 木寺（西技）山本（建技）

部会長: 

柴田（福山） 

副部会長: 

塩足（日鉄鉱） 

山本（建技） 

大野（アジア） 

甲斐（冨士設計） 

大寺（共同技術） 

福留（久永） 

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: 

 福田（復建調査） 

副部会長:大野（ｱｼﾞｱ）

 御代川（ﾊﾟｼｺﾝ） 

 田上（基礎地盤） 

 原田（九州開発） 

事務局 

部会長: 

稲田(日本工営)

副部会長: 

木寺（西技） 

佐藤（八千代）

対外活動部会 

部会長: 

 岩上（ｵﾘｺﾝ） 

副部会長: 

 田中（第一復建）

 川瀬（玉野総合）

夢アイデア部会 

特別部会 

支部役員 

支部長 植田 薫 第一復建 

副支部長 木寺佐和記 西日本技術開発 

副支部長 山本 雅史 建設技術研究所 

常任幹事 岩上 憲一 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

常任幹事 田中  清 第一復建 

常任幹事 川瀬 浩之 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

常任幹事 稲田 義克 日本工営 

常任幹事 塩足 弘喜 日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

常任幹事 御代川 亨 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

常任幹事 柴田 貴徳 福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

常任幹事 福田 直三 復建調査設計 

常任幹事 佐藤 信雄 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 

福岡(常) 大野 博司 ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

大分(常) 甲斐 忠博 冨士設計 

宮崎(常) 大寺 重樹 共同技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

鹿児島(常) 福留 三郎 久永ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

監  事 田上  裕 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

監  事 原田  卓 九州開発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 

平成 24 年 4 月 24 日現在 

事務局長 吉田鉄治 

事務局員 谷崎智美 

事務局員 羽生徳子 

Administrator
タイプライターテキスト
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平成24年度　事業運営方針
 

 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災からはや 1 年余りが過ぎましたが、復旧・復興は思うように進まず、被災者の方々

の心情を思うと胸が締め付けられる思いがします。 

その一方で、先般公表された内閣府の検討会による「南海トラフの巨大地震」発生時の予測では、九州地方においても震度７あ

るいは津波高さが 10m を超える地域がかなり広範にあるとされています。東日本の惨事を九州で繰り返さないためには、「ハ

ード・ソフトベストミックス」による対策を早急に打ち立てていく必要があり、そこにおける建設コンサルタントの役割は非常

に大きく、責任も重いものと考えます。 

このような状況の中で、本年度の事業運営方針案では、「一般社団法人」に移行したことにも鑑み、従来から進めてきた技術

力の研鑽や社会貢献活動とともに、「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」

ことを強調しました。 

 

平成 24 年度の事業は、以下に示す方針のもとで運営に当たることを提案いたします。 

 

（１）活動基盤の充実 

①発注機関への要望と提案 

②技術力向上及び品質向上のための情報提供 

 

（２）活動領域の拡大 

①夢・アイデア 10 周年記念事業の実施と夢・アイデア事業の継続展開 

②新分野・新領域技術の提供 

 

（３）会員へのサービス拡充 

①学生及び若手技術者の交流・育成 

②セーフティネットサービス（情報セキュリティー・経営分析等）の情報提供 

 

（４）活動のオープン展開 ――安全・安心な国づくり―― 

①各地方自治体との災害協定締結 

②防災技術の情報提供と普及 

③建コンのＢＣＰ計画の策定 

 

（５）継続課題 

①支部活動のＰＤＣＡ 

②コンプライアンスの徹底 

③ノー残業デーの推進 
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平成23年度　事業報告
 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」は、死者・行方不明者が 19,272 人（平成 24 年 3 月現在、消防庁）に達

するという筆舌に尽くしがたい災禍でした。また、この震災による福島第一原子力発電所事故の影響で、現在でも多くの帰宅困

難者が居られる現実は周知のとおりです。このほか 9 月には、台風 12 号により近畿地方を中心に大規模土砂災害が発生し、

94 人の死者・行方不明者（国土交通省、平成 24 年 1 月）が出ました。安全・安心の一翼を担っている建設コンサルタント業

界にとっては無論のこと、我が国にとって、平成 23 年度は特筆すべき年度でした。 

国は、1 次、3 次等の大型補正予算を組みこれに対応中で、九州からも転勤等で多くの技術者が復興支援に尽力していますが、

災害廃棄物処理の問題等、復興は必ずしも順調ではないということです。しかし、三陸沿岸道路等復興へ向けて、本邦初めての

本格的な「事業促進 PPP 業務」が発注される等、建設コンサルタント業界にも新しい挑戦の機会が始まっています。この間、

菅内閣が退陣し、9 月 2 日には消費税増税等を唱える野田内閣が発足しました。 

九州に目を転じると、「コンクリートから人へ」のキャッチフレーズを口にする人は無くなったものの、長年の公共事業費削

減の影響で、価格競争、技術力競争とも、大変厳しい環境が継続しています。このような状況ですが、平成 23 年 4 月 28 日に

当協会入会資格審査規則が緩和されたこともあり、九州支部の会員数は、12 社増の 120 社となっています。他支部会員数には

伸びが無いことを考慮すれば、九州支部活動のこれまでの活発さも会員増の理由になっているものと推察されます。 

平成 22 年度の事業報告でも触れましたが、支部会員の活動範囲や企業規模は異なっており、調達方式に対する意見において

は会員内で意見の相違が認められます。ただし、品質の良い成果品を通じて地域へ貢献する、安全安心の一翼を担う、建設コン

サルタントの社会的地位を向上させるという大きな目標は共有しており、このための種々の活動を行っています。 

平成 23 年度は、次に示す運営方針のもと、様々な支部活動を実施してまいりました。 

 

（１） 活躍領域の拡大 

① 夢・アイデア事業の実現支援 

② 建コン技術者の新分野・新領域進出 

③ 魅力と展望ある業界への広報戦略強化 

（２） 会員へのサービス拡充 

① 学生及び若手技術者の交流・育成 

② セーフティネットワークサービス（情報セキュリティー、法律、財務等） 

（３） 活動のオープン展開 

① 各地方自治体との災害協定 

② 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） 

③ 異業種団体との交流 

（４） 継続課題 

① 支部活動の PDCA 展開 

② コンプライアンスの徹底 

 

これらの運営方針に基づくとともに、発注者動向等協会を取り巻く環境の変化も考慮しながら、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 部会が中心となり、会員会社や事務局の協力体制のもとで、次のような取組を

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。総務委員会では、会員の事務効率向上と支部の円滑な運

営、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。特に、平

成 23 年度においては、セーフティネットワークサービスの一環として、11 月 16 日に「統合リスクマネジメントへの取り組

みを基盤とする持続可能な企業へ」と題した講習会を行いました。企画委員会では、各部会・委員会等の活動に対する横断的な

課題の検討、異業種団体との交流など支部における新規施策等の検討を実施するとともに、会員技術者の意識や技術力向上の 

ための活動の具体的な取り組みとして、8 月 22 日に第 2 回目となる「若手技術者交流会」を開催しました。この中では、協

会本部の藤本副会長に基調講演をして頂くとともに、学生参加も今年度より本格的に開始しました。 
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対外活動部会は、広報委員会、対外活動委員会、防災委員会の３委員会から構成されています。広報委員会では、イベント企

画・参画やホームページを活用する等、広報活動全般に取り組みました。恒例となっている福岡地区での「土木の日イベント」

（10 月 23 日）においては、「土木クイズ＆お菓子のつかみ取り」を目玉として、数多くの親子連れを例年と同じく、協会ブー

スへ導きました。10 月 25 日開催の「九州建設技術フォーラム 2011」においては、九州支部として参加し、プレゼンテーショ

ン及びブース出展を行い支部の PR を行いました。また、当日の司会役等の運営支援も行いました。学生向けの広報として、 

夢アイデア部会と協働で、今年度も「学生さんと実務者が気軽に話ができる JOBCAFE」を 2 回開催しました。内容も充実し、

盛況ではありましたが、学生側の参加人数や専門分野の偏りという課題も残りました。対外活動委員会では、九州支部の重点活

動の一つとしての発注者との意見交換会全般を担当しました。７月 11 日の本部主催の九州地方整備局・各県幹部との意見交換

会を始めとして、10 月から翌年 2 月にかけて支部主催で 9 つの地方自治体との意見交換会を実施しました。九州地方整備局・

各県幹部との意見交換会では、①品質の確保、②技術力による選定、③魅力ある建設コンサルタントに向けて、をテーマに意 

見交換を行いました。地方自治体との意見交換会では、④各地方自治体向けの個別要望、⑤夢アイデア事業への積極的支援、を

上記テーマに加えて、意見交換を行いました。地方自治体における技術力による選定に関しては、地域への貢献度等へも配慮し

た方式を採用することを要望し、一部自治体ではその進展を確認できましたが、全般的にはその進捗は芳しくない状況にあるこ

とを再認識しました。一方、ノー残業デーの推進等、魅力ある建設コンサルタントに向けての関連項目においては、すべての自

治体から理解ある回答を頂きました。自治体との意見交換会結果の総括は、2 月 28 日に、建設専門新聞社４社に対して発表を

行い記事が掲載されました。このほか、2 月 8 日には、「品質確保」を主なテーマとして、九州地方整備局との実務者懇談会、

2 月 20 日には、平成 24 年度の「要望と提案」に関して、本部との意見交換会を行いました。防災委員会では、9 月 1 日に本

部主催の「災害時対応演習」に参画し、九州支部からは 112 社が参加しました。また、新企画として、12 月 6 日に防災シン

ポジウムを実施しました。このほか、九州建設技術フォーラム 2011 にパネル展示、本部の「災害時対応検討委員会」に出席し

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、情報委員会（旧 CALS/EC 委

員会）、品質向上委員会の 6 委員会から構成されています。河川および道路技術委員会においては、技術講演会、現地見学会、

セミナー、市民会議への参加、研修・研究会などを実施しました。環境・都市等技術委員会においては、平成 22 年度のアンケ

ート調査での会員ニーズに基づき、講習会（1 回目はエネルギー、2 回目は農村と都市の環境とエネルギー）を開催しました。

また現場見学会も実施しました。このほか当該分野に関する発注者ニーズを把握するため、3 つの自治体との意見交換会を実 

施しました。講師派遣委員会においては、国や地方公共団体等が開催する職員の技術研修会への講師派遣を 8 ヶ所、講師延べ

人数 100 名で行いました。また、第 4 回目となる「設計 VE 講習会」も開催しました。情報委員会では、GIS 講習会、CAD セ

ミナー、情報セキュリティ講習会を行いました。品質向上委員会では、本部主催のマネジメントセミナー、品質セミナーを支援

するほか、会員へのサービス提供の実施に方針に沿い、講師派遣委員会、情報委員会との合同で「エラー防止をテーマとした地

域セミナー」を、鹿児島県、宮崎県、大分県で行いました。このほか、支部会員を対象としたエラー事例アンケート調査を実施 

しました。 

夢アイデア部会は、夢アイデア企画委員会と夢アイデア実行委員会から構成されています。夢アイデア企画委員会では、今年

も夢アイデア募集を行い 42 編の応募がありました。交流事業として 11 月 26 日にプレゼンテーションおよび座談会を実施し

ました。また、広報委員会と協働で、人材育成も兼ねての前述した「JOBCAFE」を開催しました。夢アイデア実行委員会では、

過年度応募作品の「夢アイデアの実現化」をサポートするために、「ヤギ・羊 ECO プロジェクト」、「思い出 NAVI プロジェク

ト」、「自転車ネットワークプロジェクト」「九州郷づくり共助ネットワーク研究会（通称：共助研）」の４プロジェクトに取り組

みました。これらの活動の中では、「羊を活用した地域特産品の開発」「西米良村での思い出 NAVI の実施」「自転車関連団体の

協働のための基礎調査」「雲仙プロジェクトの始動」等、継続内容に加えて新たな展開も始めました。夢アイデア部会の活動は

協会本部からも社会貢献活動として高く評価されており、支部の重点活動の一つとして今後も継続していく所存です。 

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、10 月 17 日には「独占禁止法に関する

講習会」を開催しました。災害対策委員会は、大規模災害時の対応をタスクフォース方式で運営しました。3 月 11 日発生の東

日本大震災に対しては、発生翌日に災害対策支部を設置し、協会本部に報告するとともに、全会員会社に対しても災害対策支部

の設置をメールで連絡しました。なお、災害対策本部からの人員派遣等の支援要請はなく、3 月 22 日に解散しました。 

以上 
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最近の部会活動
 

 

総務企画部会 

１．平成 24 年度 委員長交流会の開催（企画委員会） 

イベント名：平成 24 年度 委員長交流会 

開催日  ：平成２４年４月４日（水）１５：００～１８：００ 

場 所  ：建コン九州支部会議室 

参加者  ：２３名 (各委員長、企画委員会) 

議 事  ：平成 23 年度委員長交流会議事録について 

平成 23 年度事業運営方針の対応結果及び平成 24 年度事業運営方針と各委員会事業計画について 

平成 24 年度の事業・行事等ならびに予算案について 

事業計画ロードマップについて 

各委員会活動計画について 

 

  
▲交流会の様子 

 

２．平成２４年通常総会の開催（総務委員会） 

平成２４年４月２４日、平成２４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」 

議案：第一号議案  平成２３年度議案事業報告について 

   第二号議案  平成２３年度決算報告及び監査報告について 

   第三号議案  平成２４年度事業計画（案）について 

   第四号議案  平成２４年度予算（案）について 

   第五号議案  役員の改選（案）について 

 

なお、総会終了後、藤本副会長による特別講演「東日本大震災復興に関する諸施策と建設コンサルタントを巡る

最近の動向」、懇親会を開催しました。  

 

 
▲総会の様子 
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３．倫理の堅持に向けた講習会の開催（総務委員会） 

  講座名：倫理の堅持に向けた講習会 

  開催日：平成２４年５月２２日（火） 

  場 所：八重洲博多ビル ホール A 

  参加者：５１名 （２８社） 

  内 容：協会本部の独禁法に関する委員会実行委員会、職業倫理啓発委員会の協力により、独占禁止法等関連 

諸法規の概要やコンプライアンス等について講演頂いた。 

・「独占禁止法及び関連諸法規について」 

  （講師：独禁法に関する委員会実行委員会 幹事長 重松 伸也 氏） 

・「建設コンサルタント業の職業倫理について」 

  （講師：職業倫理啓発委員会 委員 中村 実 氏） 

 

  
▲倫理の堅持に向けた講習会の様子 

 

 

４．第３４回軟式野球大会の開催（総務委員会） 

  イベント名：第３４回軟式野球大会 

  開催日  ：平成２４年５月２５日（金）～２６日（土） 

  場 所  ：雁ノ巣レクリエーションセンター 

  参加者  ：２１チーム 

  結 果  ：優勝：国際航業（株）九州支社、準優勝：(株)建設技術研究所 九州支社 

 

  
▲優勝の国際航業(株) ▲準優勝の(株)建設技術研究所 

 

7



対外活動部会 

１．自治体との意見交換会の実施（対外活動委員会） 

平成 23 年 10 月 12 日～平成 24 年 12 月 1 日に開催した 7 県・2 政令都市との意見交換会について、総括会見を行

いました。 

テーマ： 

建設コンサルタントの選定 

品質の確保と向上 

適正な地位の確立と健全な発展

各県への個別要望 

 

自治体名 開催日 場所 出席人数 

福岡県 平成 23 年 11 月 9 日 吉塚合同庁舎 県側 7 名、建コン側 25 名 

佐賀県 平成 23 年 11 月 1 日 佐賀県自治会館 県側 6 名、建コン側 12 名 

長崎県 平成 23 年 11 月 1 日 長崎県庁会議室 県側 10 名、建コン側 11 名 

熊本県 平成 23 年 11 月 2 日 県庁本館 11 階土木部会議室 県側 9 名、建コン側 12 名 

大分県 平成 23 年 11 月 24 日 大分県庁新館 8 階プレスセンター 県側 11 名、建コン側 12 名 

宮崎県 平成 23 年 10 月 12 日 ホテルﾒﾘｰｼﾞｭ宮崎 県側 6 名、建コン側 21 名 

鹿児島県 平成 23 年 11 月 8 日 ホテル・ウェルビュー鹿児島 県側 10 名、建コン側 17 名 

北九州市 平成 24 年 2 月 2 日 北九州市役所 15C 会議室 県側 6 名、建コン側 10 名 

北九州市(実務者) 平成 24 年 2 月 2 日 北九州市役所 15C 会議室 市側 11 名、建コン側 12 名 

福岡市 平成 23 年 12 月 1 日 エルガーラ会議室１ 市側 9 名、建コン側 22 名 

福岡市（実務者） 平成 23 年 12 月 1 日 エルガーラ会議室１ 市側 10 名、建コン側 10 名 
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技術部会 

１．各自治体へ講師派遣（講師派遣委員会） 

各自治体から職員に対する研修の要望に応じて、会員会社の最適な講師を選任し派遣しています。 

23 年度は、以下の自治体に派遣しました。 

講座名 開催日・場所・講習内容 

福岡県市町村 

職員研修 

平成 23 年 6 月 9 日～平成 23 年 10 月 14 日 

福岡県建設技術情報センター 

土質・地盤改良、建設環境、工事現場の環境研修対策、道路設計(初級/中級）、橋梁入門、橋梁

の点検・長寿命化、景観計画、橋梁計画研修、下水道研修、土質地質調査研修、橋梁設計、都

市計画研修、公園緑地研修、河川研修  

佐賀県土木建築 

技術協会研修 

平成 23 年 5 月 31 日～平成 23 年 8 月 25 日 

佐賀総合庁舎会議室 

河川計画の策定手法、河道計画の策定手法、親水・多自然護岸、道路計画の策定手法、道路計

画や防災・付属物等の基礎的な技術、ボックスカルバートの設計、コンクリート構造物の設計

長崎県建設技術 

研究センター研修 

平成 23 年 6 月 22 日～平成 23 年 10 月 28 日 

長崎県建設技術研究センター 

軟弱地盤上の盛土他、長崎県の地質、地質調査の目的と手法、事例紹介、地質情報の活用と適

用、仮設物概要、土留め工、型枠支保工、失敗事例に学ぶ、仮設構造物の施行、報告書の確認

チェックポイント、設計業務の品質確保について  

宮崎県建設技術 

センター研修 

平成 23 年 6 月 30 日～平成 23 年 9 月 1 日 

宮崎県建設技術センター 

港湾事業に係る環境影響評価、公共工事と会計検査、既設橋梁の耐震対策、道路の調査・計画

福岡市役所 

技術職研修 

平成 23 年 7 月 15 日～平成 23 年 12 月 7 日 

福岡市役所 15Ｆ講堂、職員研修センター 

交通量調査・道路計画、土質調査、擁壁の設計、仮設工、会計検査の指摘、地盤改良工法  

長崎大学インターン

シップ講演会 

平成 23 年 11 月 30 日 

長崎大学工学部社会開発工学科 

土木技術者の職場説明（コンサルタント業） 

大分県建設技術 

センター研修 

平成 23 年 6 月 17 日～平成 23 年 11 月 28 日 

大分トラック会館 

橋の設計・施工、道路の計画と設計、管路設計・積算(基礎編)、橋梁の補修・補強、アセット

マネジメント、都市計画、擁壁 

九州地方整備局道路

実地技術研修 

平成 23 年 10 月 4 日～平成 23 年 10 月 7 日 

現地踏査・調査結果とりまとめ、実技（道路概略設計）、道路計画・選定の基礎・コントロー

ルポイントと演習、現地踏査における留意事項・地質概要 
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２．平成２３年度環境技術講習会の開催（環境・都市等技術委員会） 

  講座名：～農村と都市の環境とエネルギーについて考える～ 

―地球環境時代における建設コンサルタントの役割－ 

  開催日：平成２４年１月１２日（木） 

  場 所：八重洲博多ビル３Ｆ 会議室６ 

  参加者：３８名（３０社） 

  内 容：農村と都市の環境づくりについて再生可能なエネルギー問題をテーマに、行政・学識経験者の講演を 

行った。 

■ 講演 1・環境モデル都市と再生エネルギーについて 

 草野 徹也氏（水俣市産業建設部 総合経済対策課） 

■ 講演 2・都市近郊及び農山村地域における環境保全について 

 朝廣和夫准教授（九州大学芸術工学部 環境・遺産デザイン部門/緑地保全学） 

■ 発表・環境モデル都市の現状について（自治体意見交換会の報告） 

 

 

▲環境技術講習会の様子 

 

 

３．GIS 実践講習会の開催（情報委員会） 

  講座名：GIS 実践講習会 

  開催日：平成２４年５月１７日（木）～平成２４年５月１８日（金） 

  場 所：天神ビル 

  参加者：22 名（17 社) 

  内 容：GIS を使った事が無い技術者を対象に、基礎から主題図作成までを、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 2 日間に渡って実施しました。 

 

  
▲GIS 講習会の様子 
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４．平成２４年度技術講習会の開催（道路技術委員会） 

  イベント名：平成２４年度技術講習会 

  開催日  ：平成２４年６月１３日（水） 

  場 所  ：八重洲博多ビル 11 階ホールＡ 

  参加者  ：１２７名（60 社） 

  内 容  ： 「道路整備の現状と設計品質向上」 

  講師：九州地方整備局 道路部 道路工事課長 楠本 敦 様 

「施工段階における設計業務の現状と対応」 

  講師：九州地方整備局 企画部 総括技術検査官 下山 道秋 様 

「新技術活用の取り組みについて」 

  講師：九州地方整備局 企画部 施工企画課課長補佐 徳田 浩一郎 様 

「小水力発電への取り組みについて」 

  講師：NTC コンサルタンツ㈱技術顧問 久田 幹夫 様 

 

  
▲ 平成 24 年度技術講習会の様子 
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夢 アイデア コラム  

今回も新鮮！ 第１回募集、応募１番の提案者の想い（第７回） 

私たち夢アイデア委員会事務局は、期待と不安を胸に、首を長くして待っていました。夢アイデアの第１回公募を

開始した平成 14 年の暮れのこと。はたしてどれほどの応募があるものか……。年の瀬も押し迫ったある日、朗報第

１号が飛び込んできました。 

 今回のコラムは、この記念すべき第１号の応募者・上野 毅さん（新日本技術コンサルタント代表取締役）にご登

場いただいて、夢とアイデアが湧きいずる源流に迫っていただきました。 

（注：題名「みんなで遊ぼうよ 階段公園」 分類＝夢アイデア一覧「公共空間」→公園・広場・駅前空間の欄参照） 

●「なぜその発想が生まれたのか。なぜ階段公園なのか？」 

 雄大な桜島と対峙する城山。西郷隆盛の最期を遂げたあの城山を想っての発想だったのです。漠然と階段公園を頭

に浮かべていたとき、夢アイデアの募集を知って、アイデアの形にしてみたのがこの作品です、そう彼は語ります。 

●「階段公園の思いつき」～ その源流 

 鹿児島市には市の中心部に、市街地・桜島を眺望できる

「城山」という小高い丘（標高 107m）がある。この城山

は西南戦争最後の激戦地となった歴史的背景があり、国の

史跡・天然記念物に指定され、市内屈指の眺望や夜景でも

有名な観光スポットでもある。 

 そんな城山に、眼下に市街地、錦江湾・桜島を一望しな

がら思い思いの気持ちで歩いて登る楽しみを味わえたら

いかがだろう？ そんなイメージを漠然と持っていたと

ころに振って沸いたのが、夢アイデアの募集だった。そこ

で、その想いのイメージ膨らませてみると、山の地形に応

じた横長の、等高線に沿った開放感ある階段が浮かんできた。 

 城山は台形型の山であり、山頂部は平らになって自然公園化されており、ホテルや観光バス等が停車できる広い駐

車場も整備されている。 

 山頂への遊歩道もあるのだが、一部の同好会の人たちが使うだけで、市民にさえも広く知られておらず、もっぱら

車で頂上まで一気に登ってしまう。もっと楽しく、もっとゆったりと、そんな登り方はないものだろうか。そこで、

提案は、 

 「地形に沿った横長の階段は視界が広く開放的で健脚を競うコース」。 

 緩やかな地形で広い階段には、茶店や売店、休憩所、ﾍﾞﾝﾁ等を設け、弁当食べたり、お茶したり、一休みして・・・。

また、アスリート達には ロッククライミングができる急峻な横道コースも作り、力を競うこともいかがであろう？ 

 そのような階段を老若男女が自分の足で夫々の思いに浸りながら、山頂を目指し「そこに山があるから・・・・」

有名なイギリスの登山家ジョージ・マロリーの名言のように・・・・・ 

 あなたも聞かれたら、そのように答えて下さい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・ ・・・・・・・「そこに階段があるから・・・・・と」(笑) 

 このように地理、地形的条件が一致するようなところに、是非 階段公園を・・・・・・その想いは今も健全で、

夢の実現を願っています。 

文：上野 毅 建設コンサルタンツ協会九州支部常任幹事 
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１. 「竹活用デモ（竹炭づくり・竹粉化）」「懇親会」「竹林除伐確認

（松厳寺裏）」「意見交換会」を開催  

師走始めの週末、天気予報では雨で、走行する車のハンドル

が取られそうになるほどの木

枯らしが吹きすさぶ中、長谷

地区天ヶ瀬の山ふところにあ

る渡邊事務局長さんの所有

林を主会場に以下のスケジ

ュールで「竹活用デモ」その

他の行事が開催されました。  
 
●スケジュール  
12 月 3 日（土）  

13:30 現地集合  
13:30～16:00 竹活用デモ（竹炭づくり・竹粉化）  
18:30～合同懇親会  

12 月 4 日（日）  
9:00 旧小学校集合  
9:30～11:30 竹林除伐確認（松厳寺裏）  
11:30～12:30 昼食  
12:30～14:30 意見交換会・共助研反省会等  
14:30 解散  

 
２. 「竹活用デモ（竹粉化・竹炭づくり）」（３日 13:30～16:00）  

【竹炭づくり】  
天気予報は雨にもかかわらず、竹活用デモが始まるころには

雨もやみ、青空が雲間から顔を出し、雨上がりで足下はぬかるん

でいましたが、まずまずの天気になり作業が開始されました。  
竹炭づくりは当初、無煙炭化器と野焼きによる炭化を予定してい

ましたが、火災の心配から無煙炭化器による炭化のみを行いま

した。  

  
炭移し（炭化器→ドラム缶）        ドラム缶の密封化 

 
２９日の三浦隊長（大野川ネットワーキング）とご息女による竹

の切り出しの事前準備もあり、集合時間前の 11 時から炭化器に

火が入れられ三浦隊長の指導のもと竹炭化が行われました。炭

化は簡単で、炭化器にどんどん竹を投げ込むだけで勢いよく燃え

ます。しくみは下記の【無煙炭化器について】を参照下さい。問題

は炭化をさせるために炭化器からドラム缶に炭を移し替える作業

です。炭による熱のため、大変な作業になります。それでもドラム

缶 4 個分の竹炭を製造することが出来ました。手順は以下のと

おりです。  
 
「竹炭化の手順」  
１．無煙炭化器を設置し、下から空気が入らないように設置しま

す。  
２．竹を次々に投入し燃やします。  
３．炭が一杯になったらドラム缶に移します。  
４．ドラム缶の蓋をし、空気が入らないように土を盛り、重しを乗

せます。  
５．２～３日して冷えたら炭を取り出して完了。  
 
「荒行となる窯出しや日の盛り」（葺石鈴代）という備長炭の窯出

しを歌った句がありますが、まさに荒行の炭移しです。  

炭移し担当のみなさん、本当におつかれさまでした。  

  
無煙炭化器          無煙炭化器の燃焼イメージ図 

 
【無煙炭化器について】  

モキ製作所［http://moki-ss.co.jp/］（長野県千曲市内川・茂木

国豊社長）の製品。  
炭化器はステンレス製（寿命は 10 年）。丼の下半分を切った

ような簡単な構造で底は抜けている。地面に置き、枯れ枝、葉、

竹などを入れて火をつけると、上部は酸素が供給されるので燃え、

空気が入らない下方は燃焼しないが、上部からの熱で炭化が促

進されるしくみ。（図参照）同社によると、ドラム缶を輪切りにした

ものではよく燃えず、45 度程度の角度で上方に開いているのがミ

ソ。  
野焼きで苦情が多い煙をほとんど出さずに燃焼させ、炭も作る

ことができる。 【出典：(株)モキ製作所 HP、信濃毎日新聞】  
 
【チェーンソー操作】  

１月の本番の竹伐採に

備えて共助研メンバーへの

チェーンソー操作の講習会

が行われました。渡邊事務

局長さんの自宅前で甲斐

克彦さんによるチェーンソ

ー説明のあと、現場で以下

の講習がありました。  
 
１．チェーンソーの起動  

スイッチの場所、チョークの引き方、起動時に土をかまないよう

にチェーンを浮かして起動するなど、丁寧な指導がありました。  
２．竹の伐採  

次に伐採練習です。まず竹を倒す方向に受け口を切ってから

反対側から切り込んで伐採することになりますが、受け口の切り

込みが深く入り、竹の倒れる重みでチェーンソーが噛んで抜けな

くなったり、密集している竹を山側から切ったために、谷側の竹が

邪魔して倒れなかったりといろいろなハプニングはありましたが、

怪我もなく一応操作をマスターしたつもりになりました。１月の伐

採では大きな戦力になることでしょう。  
また、大きなチェーンソーは外国産、小さなチェーンソーは国内

産が優れている、機械は高価だけどプロ用の機械を購入すべき、

燃料の混合油は比率を統一する方が管理が楽など、いろいろな

ノウハウを教えて頂きチョッピリチェーンソーの“ツウ”になりました。 

  
チェーンソー実習               伐採後  

 
竹林伐採後の状況です。日が入り、来春のたけのこの豊作が

期待されます。  
【竹粉づくり】 竹粉機械は森林組合からオペレーター付きでレン

タルされた「竹・樹木粉砕機 CK340」（キャタピラー九州(株)製）を

使用しました。竹木などの昀大処理径は 12cm です。 機械の処

理時間を計ったところ直径約φ10cm、長さ約 2m のものを約 

名残の紅葉（運動場横） 

チェーンソー説明 
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30 秒で粉砕していました。おそるべし粉砕能力です。 粉砕した

竹は、試験的にマルチに使用するものと、発酵させてから使用す

るためにビニールに入れて密閉したものを作りました。11 時から 
16時の約 5時間で約 2ｔ程度の竹粉を作ることができました。 今

回は機械操作に慣れることと、どの程度の処理能力があるのか

を知るためのデモでしたので、次回はもっと多くの竹を処理できる

ではないかと思います。 発酵させるためのビニールについて、今

回は 0.05mm と 0.03mm の厚さのものを使用しましたが、

0.03mm は袋がすぐに破けるために、昀低でも 0.05mm 以上の

厚さの袋を使用した方が良いことがわかりました。 密閉した竹粉

は約１ヶ月発酵させて使用してみることになっています。 

 
竹・樹木粉砕機 CK340         竹粉製造 

 
３．合同懇親会（３日 18:30～ ） 

気持ちの良い汗を流した後はお待ちかねの懇親会です。ぐぐっ

と一杯のはやる気持ちを抑えて、大塚会長の挨拶、木寺班長の

挨拶、三浦隊長の東北ボランティア活動の報告、木寺班長の東

北視察報告、安藤米作り班長の報告、若杉そば班長の報告と盛

りだくさんの報告のあと「愛する会」で一番若い得丸拓実さんのご

発声で懇親会に移りました。  
 

  
東北視察報告（木寺班長：共助

研） 
 

三浦隊長の報告では、テレビで流れた光景が映し出されました

が、若いボランティアとの木机製作、U 字溝を利用したかまど製

作、ローテクの滑車を利用した墓石の復旧、また、寒さ対策として

炭を届けたいこと、そのためもあり、今回の竹炭づくりのお手伝い

をさせて頂いたこと、再度２月頃ボランティアに出かける予定など

の報告がありました。  
木寺班長からは堤防の破壊の状況、今後の堤防対策の方向

性などの報告がありました。  
米の報告では源流米が地域の中で色、つや、かおりなどの品質

面でよく出来ていたとの報告がありました。今回の竹炭や竹粉を

たんぼに入れる予定とのことです。よりおいしいお米が出来ること

が期待されます。  
そばの報告では、今回は鑑賞用のピンクのそばの種を取るこ

とを目的に植えましたが、食用としては収穫量が少ないので、来

年は別の場所で収穫量の多い白いそばを植える計画の報告が

ありました。来年はより一層広がったピンクのそば畑を鑑賞し、お

いしいそばが食べられることを期待しましょう。 
懇親会には大分高専の高見准教授と３人の学生さんが参加さ

れ、懇親会途中で 3 人の学生さんによる、8 月に実施した「柴北

川の調査」報告がありました。柴北川を通した輪の広がりが感じ

られました。  
懇親会の食材は三浦さん（愛する会）が柴北川で捕獲した川ガ

ニやレディースのみなさんのこころのこもった手作り料理が並び、

なごやかな忘年会となりました。「愛する会のみなさん」「レディー

スのみなさん」大変お世話になりました。  

  
柴北川調査報告（大分高専）      懇親会のごちそう 
 
４．竹林除伐確認（4 日 9:00～11:30）  

 前日とは打って変わり雲一

つ無い晴天に恵まれ、日付

が変わるまで懇親会を続け

た方も皆元気で、一路松厳

寺裏の昨年の竹林整備箇

所にでかけました。  
 尾根伝いに歩き、急傾斜

に足を取られながらようやく

昨年の伐採地にたどりつき

ました。昨年の伐採で一部

の山桜の周囲は開けていますが、まだまだ竹の量が多く、かなり

の本数を伐採する必要があります。伐採位置や方法などを確認

し山を下りました。  

  
昨年の伐採状況       昨年の伐採地確認 

 
次回の伐採では昨日のチェーンソー講習会の成果が存分に発

揮できることと思います。  
山を下りて、「愛する会」の高木広記さんより「つる」についてお

話を伺いました。木の上に延びているものより、地上を這っている

ものの方が、細長く、しなやかで丈夫であり、カゴなどには地上に

這ったものを使用して作ります。とノウハウを教えて頂きました。

こうした人生の先達の隠れた知恵を、次の世代に伝えていくしく

みが必要であると思いました。 
 
５．昼食（4 日 12:00～12:４0）  

昼食は今年収穫の、色、つや、かおり良しと３拍子揃った「柴北

川源流米」とレディースの皆さんの愛情一杯カレーです。お代わ

りもして満足なひとときでした。  

  
昼食の愛情一杯カレー            意見交換会 

 
６．意見交換会・共助研反省会等（4 日 12:４0～1４:30）  

後は締めの意見交換会です。本年の活動と、そば収穫作業

の報告があり、来年 1 月 28 日・29 日には竹林整備と竹炭や竹

粉の製造を実施することが決定しました。  
竹粉の発酵期間や使用量、炭の使用例について、共助研より資

料配付が行われました。  
（文責：濱田、写真：波多野・濱田） 

東北ボランティア報告（三浦隊長：

大野川流域ネットワーキング） 

旧小学校集合 
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１．はじめに（いざ桜狩り
．．．

へ） 

 桜狩り
．．．

という言葉は、花見
．．

という言葉があるためか紅葉狩り
．．．．

ほ

ど一般には聞かないように思われます。しかし昔から使われてい

た言葉のようで、例えば、芭蕉の句には「桜狩りきどくや日々に 
五里六里」というものがあります。「山桜が咲いているのを追いか

けていると、奇特なことに一日の内に 5 里も 6 里も歩きまわって

しまった」というようなことのようですが、共助研メンバーによる、4
月 7（土）～8 日（日）の第 3 回目となる「長谷地区（柴北川流域）

の開花時調査」は、この芭蕉の句と同じように「奇特なこと」とも言

えるかも知れません。桜を追いかけての夢中な時間を過ごさせて

頂きました。今風に言えば、「山桜ハンターズ顛末」というところで

す。  
また、2 日目には、長谷地区の方々から、「年配世帯主グルー

プ」「奥様グループ」「子育てグループ」に分かれての、地域の課

題や将来像に関するご意見を聴かせて頂いた「グループヒアリン

グ」を行い、この地域の課題について認識を新たに致しました。  
 

２．長谷到着まで（途中でも山桜の群生エリアに驚き）  
平成 24 年の 4 月 7 日（土）は、気温はやや低かったものの

快晴でかつ空気がとても澄んでいました。そのおかげで、福岡か

ら大分自動車道、国道 10号と走った長谷地区までの間、周辺の

景色がいつも以上に良く見えました（写真―１参照）。  

 
写真―１ 国道３２６号バス停「山奥」から見えた山桜群 

 
植物の専門家や山桜への関心の高い方にとっては周知のこと

かも知れませんが、福岡市近郊の山々では、比較的山桜を見る

ことができます。しかし、大分自動車道から観る限りにおいては、

日田市を過ぎた辺りからは、中々発見することができません。こ

の空白域は、別府湾が見えてくる地点くらいまで続きます。別府

湾が見える地点まで来ると、すなわち九州の東側までたどり着け

ば、急に山々の斜面に山桜を多く目にすることができます。  
特に、大分 IC.を過ぎた辺りからは、大分市市街部背面の

山々には、点々というよりは、まるで植林したかのような山桜の群

生を見ることができます。地図で確認した限りにおいては、大分

大学の裏山辺り、本宮山や霊山の北東斜面、大分川流域から大

野側流域へ入った辺りがその場所ではと推測されます。 
大分米良 IC.で降りて国道 10 号と走ると、山桜の群生を道路

沿いの左右の山々に間近に見ることができます。昼食に立ち寄っ

たバス亭「山奥」傍にあるうどん屋さん（国道 326 号沿い）から見

た景色が、既に示した写真―１です。なお、長谷地区への入り口

となる長谷トンネルの真上にある一本桜の満開も、1 年前と同じ

ように確認することができました（写真―２）。  
開花時調査に初めて参加された「金尾会員」と「西尾会員」の

お二人は、長谷地区へ到着する前までに、このエリア一帯の山

桜の見事さにしきりに感心されていました。  
 

 
写真―２ 長谷地区入口のトンネル真上の一本桜と山桜ハンターズ 

 
３．長谷到着後回遊（山桜を堪能）  

福岡からは、森脇会員、濱田会員、金尾会員、西尾会員、木寺

と連れ合いの 6 名が参加していましたが、松巌寺橋で、波木事

務局長、玉田会員、波多野会員と合流しました。松巌寺橋やその

袂の松巌寺さくら公園からは、おなじみの山桜群を見ることがで

きました。  
山桜群の中でも一番麓近くにある大きな一群が目立っていまし

たが（写真―３）、これらが私たちの調査ずみ（マーキング、位置

把握、幹回り、高さ等）のものかが判明せず、時間があれば山の

中へ入り確認してみようと話し合いました。  
松巌寺さくら公園は、渡邊さんらの「柴北川を愛する会」や豊後

大野土木事務所の方々の協働で花壇整備や飛び石設置を行い

（写真―４）、立派なポケットパークになっています。飛び石渡りに

挑戦してみましたが、 後の一歩は距離があり、対岸までは渡れ

ませんでした。いずれ調整するとのことでした。 
合流後、全員で渡邊さんらが既に焼いていた炭の「炭出し作

業」を行っている現場（渡邊さん宅裏山）を訪ねました。炭出し作

業とともに竹の子の収穫もされていましたので、竹林整備後の竹

の子も見ることができました。  
大塚会長を始め、皆様方へご挨拶した後、我々だけでお目当

ての山桜群を、栗ヶ畑～奥の院（通称）～落合～成瀬谷～松巌

寺裏林道～展望台と探訪させて頂きました。今年も奥の院の山

桜群は見事でした（写真―５）。落合の鉄塔下の巨大桜も満開で

した。成瀬谷は今年もやや早すぎたようでしたが、展望台からは

いつものように長谷地区の全貌を見ることができました。  
奥の院では、そこにお住まいになっておられる方とご挨拶もでき

ました。また、昨年も報告させて頂いた桜屋敷の女性主（柴北川

プロジェクト通信 16 号参照）とも話をすることができ、庭先までお

じゃまをさせて頂きました。  

 
写真―３ おなじみの松巖寺裏の山桜群（2012） 

 
写真―４ 新たに設置された飛び石  
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写真―５ 今年も見事だった奥の院（通称） 

 
４．グループヒアリング（地域の課題を再認識）  

グループヒアリングの目的は、柴北川プロジェクトを開始してか 
3 年の歳月が過ぎたことから、自分達の活動の成果や課題の見

直しも含め、長谷地区の将来に関する課題について再考しようと

いう目的で、波木事務局長のリードの下で行いました。  
旧長谷小学校体育官を会場として、10 時 30 分より「年配世帯

主グループ」「奥様グループ」「子育てグループ」に分かれて意見・

感想を聴かせて頂きました。  
事前に配布させて頂いていた「アンケート」に沿う形での進行を

行いました。この詳しい内容は、プロジェクト通信とは別途に報告

しておりますが、以下のような感想を持ちました。  
① 年配の方々は、若者の地区外への流出等での地域の衰退

傾向に大きな危機感を持っておられ、その原因としては、働く

場所の不足、子供の教育の場の縮小が大きいと考えておられ

る。  
② 長谷地区は、昔より地域の纏まりが良い地区であり、何かを

しなければとの意識は大変高い。  
③ よそ者である「共助研」と「柴北川を愛する会」との協働作業

については、地域外からの刺激があるということで、一定の評

価をして頂いている。  
④ 子育てグループの多くの皆さんは、この長谷地区が子供を育

てていくには、大変良い環境であると思っておられる。  
⑤ 地域外との交流促進は、地区の衰退傾向の抜本的な解決に

はならないかも知れないが、衰退傾向の歯止めには大変有効

と考えておられる。  
⑥ 共助研には、この地区へ貢献できそうなことが未だ多く残さ

れている。  
 

特に、大分市からそう遠くは離れていないこの地区でも、高齢

化、若者の流出等の全国的に起きている問題が顕著になってき

ているということはショックで、認識を新たにさせられました。 

 
写真―６ グループヒアリングの様子 

 

５．松巌寺裏山桜群の特定（桜狩り
．．．

のつづき） 
2 日目の帰り際に時間が少しできましたので、松巌寺裏の目立

った一群が、調査ずみかどうかの確認をすることになりました。  
目視で見当を付けた後、車を降りて林道を歩き、斜面を登り山の

中へ入って行きました。山の中へ入ると木々が邪魔をして視界が

開けず、中々見つかりません。しかし、足元を見ると、桜の花びら

が散乱している場所がありました。そこには、幹回りも大きく、すっ

と立ち上がっている５～６本程度の山桜の大木があり、見上げる

と満開のものやこれからというものがあることが分かりました。マ

ーキングが無い一群でしたので、未調査のものと判明致しました

（写真―７）。  

これこそが本当の桜狩り
．．．

ではと勝手に思いました。  

 
写真―７ 今回新たに発見した松巖寺裏の山桜の大木群 

 
６．さいごに（日本一の里山・山桜群へお別れ）  

さいごに、渡邊さんより「この地域の加工所の一つ」へ案内して

頂きました。この加工所は、以前、農産物の加工食品生産のため

に建設されたものの、 近では利用されなくなっているとのことで

したが、この度、再使用できる環境が整ったとのことでした。竹の

子の水煮、こんにゃくづくり、饅頭づくり等、地域特産品製造の夢

が広がりました。  
また、帰り道に、あの長谷トンネル真上の一本桜のすぐ近くま

で案内してもらい（写真―８）、私達も、この桜がソメイヨシノでは

なく山桜であることを確認しました。会員のどなたかが「山桜に酔

ってしまった」と言われていましたが、まさにそのような体験の 2
日間でした。  

山桜の名所は、吉野山を筆頭に日本には数々ありますが、長

谷の山桜群は、「日本一の里山・山桜群」と呼んでも良いのでは

と思いました。  
何故、このエリアには山桜群が多いかの疑問は、いずれどな

たかが解説して頂けるのではと思いますが、椎茸用のホダギとし

ての活用が盛んであった、薪炭活用が盛んであった、伐採の際

に山桜を意識して残した、地質・地形が山桜生育へ適している、

種子を運ぶ鳥類・哺乳類が多い１）、比較的スギ・ヒノキの植林が

小規模であった等々の理由が考えられます。  
いずれにしても、この地域の過去・現在の生活と結びついてい

るような気がしてなりません。  
楽しくも有意義な 2 日間を過ごさせて頂きました。  
地域の皆様方、共助研メンバーそしてこの地区の自然へ感謝

です。                             （文責：木寺）  

 
写真―８ 長谷トンネル真上の山桜の正体（右上）とハンターズ 

 
 参考文献  
１）小池伸介：緑化植物 ど・こ・ま・で・き・わ・め・る・ ヤマザクラ（ネット検

索より）  
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１.さて、いよいよお仕事の始まりです！！！ 
 
3 月 19 日、恐らく、いや間違いなく、若いメンバーの方々

は、年度末納期に追われ、必死でパソコンと闘っているであ

ろう、まさにそのような日、おじさん 3 人組（波木事務局長、

木寺さん、矢ヶ部）は、雲仙の魅力を満喫すべく、チームギ

アの松本さんが待つ「竹添ハウス」へ、のんびりと向かって

いるのでした。・・・・と、書き綴ったのが、昨年の 3 月 19 日から 
20 日の雲仙プロジェクト準備会に参加したプロジェクト通信の書

き出しでした。 
それからはや 10 ヶ月。平成 23 年 6 月 17 日の「瑞穂の巻」

をスタートに、「雲仙の巻」「国見の巻」「吾妻の巻」「愛野の巻」そ

して「南串山の巻」と、興味を散々くすぐられ、どれもがおいしく、

かつ、楽しかった 6 回の雲仙視察のたびも終わり、さあ、本領発

揮のお仕事の時間となりました。今回は、竹添ハウスに缶詰？と

なり、2 日間の「雲仙の千の物語モニターセミナー企画会議」で

す。 
今回の福岡からの参加者は、針貝会長、岑さん、山下さん、金

尾さん、私(矢ヶ部)、プラス、後便で、波木事務局長の６名です。

途中、定番の「長崎ちゃんぽん」を食べ、一路竹添ハウスへ。 
竹添ハウスには、松本さんご夫婦、秋元さん、それと竹蔵＋１ﾆｬ

ﾝに迎えられ、さっそく、お仕事お仕事！！！松本さんより、今回

の進行説明があり、また、これまでの経緯を振り返るための資料

説明がありましたが、体験・経験・感動してきたいくつもの現場を、

しっかりと思い出しました。 
まずは、ひとりづづ「商品企画」のアイデアだし。 

そのあとは２班に別れ、岑・山下・矢ヶ部チームは、足元班として

現状からの考察を、針貝会長・金尾・秋山チームは、未来班とし

て 50 年後の雲仙・島原を見通した考察を行いました。 
ごらんください、結構まじめにやっている証拠？を次にご披露しま

す）。 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
初日 17 日の商品企画会議風景です 

 
さて、初日の企画会議で出てきた成果は、まず、次の 2 つのプ

ロジェクトです。 
 

「生産活動を消費するプロジェクト」 
「50 年後に島原共和国を創ろうプロジェクト」 

 
「生産活動を消費するプロジェクト」というのは、こんなことを考

えた結果です。こんなこととは、本来、ほしいものを買うような消

費活動は個人的な活動として捉えられ、一方の生産活動は共同

で行う成果として捉えられるものであるとものの本にあったので

すが、エコツーリズムのように、単なる消費の活動ではないもの

に、お金を払ってでも参加するという「やりがい」「生きがい」を求

める活動のなかには、今後、街づくりを支援する活動も、仕掛け

や魅力が備わるのであれば、同じように都市の人々が参加料を

払ってもやってみたいと思いのではと考えました（6 行にわたる長

文。すみません）。ここ、雲仙には、これまでの視察調査の成果と

して、多くの地元でがんばっておられる活動があり、そのすべて

が、活動している方の魅力と、地域の資源の魅力、そして、雲仙

という場の魅力が十分にあるものと思われました。あとは、いか

に、その魅力を「地域づくり参加」という商品化するかという点に

あると考えた次第で、これが、「生産活動を消費するプロジェクト」

の言わんとしているところです。そして、この活動は、現在の状況
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を見ることから始まるものであると位置づけました。 
 
その対極？にあるのが、「50 年後に島原共和国を創ろうプロジ

ェクト」です。針貝会長が提案されたこのアイデアは、エネルギー

問題や人口問題を抱える将来の日本のあるべき姿のモデルとし

て、雲仙・島原をひとつの共和国とみなし、周囲と当然関連は持

ちつつ、自給自足的な地域の 50 年後の地域モデルとして設定し、

それにむけて雲仙の資源を最大限生かした取り組みを考えようと

いうものです（と、おもいました。ずれていたら申し訳ありませ

ん）。 
この現在と未来の 2 つの起点（スタート点）を考えることによっ

て、地に足をしっかりつけた未来志向の取り組みができるというこ

とですが、なんと壮大なアイデアとなってしまったことか！！ 
2 日目の 18 日には、強力な助っ人小松さんも参加され、さら

に盛り上がった議論となりました。 
さあ、今からが、大変なことになりそうなワクワクした予感があ

ります。 
さらに、この活動のキャッチフレーズも次のように決まりました。 
 

 
 

都市から雲仙に来た人がふと声に出す『いいね！雲仙』と、雲

仙の魅力を知り尽くしている地元の方が街の人によびかける『よ

んなんせ雲仙』が、ひとつの言葉になったすばらしいキャッチフレ

ーズだと思います。（このキャッチフレーズを生み出したことで、十

分に満足した人も大勢いらっしゃる？） 
 

 
 

さて、会議以外の話題ですが、今回の活動には、現地視察が

なく、ちょっとさびしい気もしましたが、そこは、松本さんや事務局

波木事務局長の心遣いは、さすが！！とうならせた忘年会会場

で宿泊先の「旅館松栄」の話を一言。忘年会には、前回、お世話

になった松尾農園の松尾ご夫妻と、地元菊田さんも参加され、盛

大、かつ、にぎやか爆発で行われました。 
 

 
 

恐らく、今回のプロジェクト通信をいつものような書き方で埋め

ていくと、半分以上が、この「松栄」の忘年会のことばかりになりそ

うですので、そのあたりは、旅館の外観写真を見て想像していた

だく事でお願いしたいと思います（それは無理？）。なお、そのいく

つかをご紹介すると・・・・・・ 

 
その１。岑サンが福岡から持ってこられた「エイガンチョ（？）」を

風呂上りに食べた。うまかったああああああああああああああ。 
 
その２。夕食の豪華さは、筆舌に尽くしがたく、また、心づくしの

おもてなしにも大感動！！！女将さん、赤字覚悟の大サービスあ

りがとうございました。 
 
その３。旅館自家製の「野菜プリン」。ぜひとも、みなさんご賞味く

ださい。 
 

その４。地元で取れた殻つきの焼き牡蠣と、・・・（以下省略） 
 
18 日の昼は、以前もいただいた「小春」で、てんぷら定食をいた

だき、また、ちょっぴりのビールで景気づけをおこなってしっかりと

満喫し、島原を後にしました。 
 

 
 

さて、来年、平成 24 年 1 月 21 日、22 日には、その皮切りと

して「雲仙モニターセミナー」がスタートします。プロジェクトの本番

めざして、がんばろ！！！ 
 
【松栄さんの連絡先】 

旅館松栄 
住所：雲仙市国見町神代乙３４９ 
女将さんは、中川美和さんです 
電話番号： 0957-78-2719  http://www.syouei923.com 

 
「松栄」の女将さん、お姐さんありがとうございました！！！ 
 

 
「旅館松栄」前にて記念写真 
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雲仙プロジェクト通信も、いよいよ 2 ケタの 10 号となりました。

号を重ねる毎に、雲仙地域とのつながりが深まるような喜びを感

じます。 今回は、はじめて地域の一般の方々との直接的な交流

の場となった１月 21・22 日の「モニターセミナー」の顛末を報告し

ます。活動の広がりに合わせて、当会からの参加者の年齢層も

広がり、今回は妙齢のヤングレディ二人の参加もあって大変盛り

上がり（？）ました。  
 
１．普賢岳を望む快晴の下、交流の輪が広がり、新たなエネルギ

ーの発揚が  
今回は、セミナー準備に向けて少し早目の千々石到着を、と、

いつもより 30 分繰り上げて福岡を出発するも、鳥栖ＪＣＴ付近で

の事故渋滞に巻き込まれ、基山ＰＡでの中川ファミリーとの合流

後、法定スピードを少し（？）超過気味でレンタカーを転がして、

千々石に到着したのは 12 時半近く。  
会場の下峰公民館では、松本さん夫妻をはじめとする「雲仙の

千の物語実行委員会」（少し長い名前なので、以後「雲千委」と、

愛情を込めて呼ばせて頂きます。）の方々により、既に会場設営

が終了していました。  
昨年 6 月からのプロジェクトを通して「雨男」の汚名を冠せられ

続けた筆者が参加したにも関わらず、何と今回に限って雲ひとつ

ない快晴の天気となり、その影響か、千々石のまちの背後にそび

える普賢岳の雄姿の如き泰然とした笑顔で、松本さん夫妻が遅

刻の我々を迎えてくれました。（少し噴煙を吐いていましたか？）  
雲仙プロジェクトとして 8 回目を迎えた今回は、都市と農村の

絆づくりとして、“いいね！❤雲仙❤よんなんせ”と題するモニター

セミナーを開催することとなり、その初日の会場がここ下峰児童

館。  
会場が児童館だからというわけではないのですが、今回は中

川夏希さんとその愛娘二人（こころちゃん 5 歳・ゆいちゃん 3 歳）

が参加し、さらにいつもの顔ぶれである岑さん、山下さん、西尾さ

ん、波木と、「国見の巻」に参加していただいた清角さんを加えて

の総勢 8 名の参加です。（２日目には東京から駆けつけた金尾

さんも加わりました。）  
 
●先ずは、当会参加者による雲仙巡りの感想報告から  

13 時からのセミナー開始に向けて続々と地元の方々が参集さ

れる中、これまでの活動でお世話になった方々の顔もちらほら散

見されるも、大半は初めてお会いする方々ばかりで、会場は 60
余名の参加者で熱気むんむん。扇形にかつランダムに据えられ

た席の配置が、自由な雰囲気と楽しい出会いへの期待感を募り

ます。  
いつもは“素”の装いで

お会いしている松本由

利さんが、今回はさすが

にショートカットの髪型と

ドレッシーな装いでバッ

チリきめられ、進行役と

していつも通りの軽快な

語り口で開会を宣言。  
松本正彦委員長から

“マチと地域の交流の時

間を楽しんでください”と
のごあいさつに続いて、

アドバイザーの久保圭樹さん（ネットビジネスエージェント代表取

締役）の紹介があり、いよいよ当会参加者による事例報告として

の地域巡りの活動紹介がスタート。  
一人持ち時間 5 分の制限をモノともせず、瑞穂の巻（波木報

告）、雲仙の巻（岑報告）、国見の巻（清角報告）、吾妻の巻（中川

報告）及び愛野の巻と南串山の巻（山下報告）のバトンリレーで、

かなり時間超過しながらも、それぞれの語り口で「雲仙の素晴ら

しさ」を地元の方々に語りかけました。  
なかには、ご当地の報告以前に筑紫野・太宰部での活動報告

に熱が入ったメンバーもおり、思わず松本進行役から“雲仙のこと

も話してね！”とイエローカードを出される一場面も。（ご当人はそ

のことに気づいていなかったようす。）  
また、プロジェクトを通して我々と一緒に活動された、諫早の秋

元さんからも感想のコメントが報告されました。  
 

 
清角さんの報告に聞き入る地元の方々 

 
●地元参加者からも多くの意見が 

事例発表に続いて、会場の参加者から自分達のまちについて

話を伺うコーナーとなり、様々な思いを聞かせていただく中で、多

くの方々から異口同音で“地域の良さの気付きが大事”と聞きまし

た。 
 

 
 
●アドバイザーの久保さん

からは、評価社会という切

り口の紹介が 
続いて、このような地域の

良さを確かめる手段として、

最近普及の著しいフェース

ブック等のＳＮＳの活用が

重要であるという観点から、

アドバイザーの久保さんか

ら面白い紹介がありまし

た。  
 それは、今回のセミナー

の様子を、久保さんがフェー

 
○昔は地元が嫌いでした。マチの人の目が入って客観的に地

元の良さを教えてもらい、今はもったいないことをしていた、

というのが実感です。（国際化推進市民の会会長）  
○自然や歴史の宝庫で、良いところに住んでいると自負して

います。私たちの話を聞いてくれる人がいることがうれしい。

（千々石の住民）  
○国見町に住んでいますが、残念ながら他の町のことをあま

り知りません。岩戸神社などは素晴らしいと思います。家族

とまた行きたい。（国見の住民）  
○以前、日本にマイナスイメージを持っていましたが、外国で

暮らしてみて日本のすごさ、島原半島のすごさがわかりまし

た。（島原の住民）  
○南串山の国崎半島はすばらしいところですよ。国家破綻し

て食料危機になったら、都会から田舎に疎開するのでしょう

か。心配です。（有家の住民）  
○先週結婚して南島原に嫁ぎました。半島が一つになって、

千のまちづくりが万のまちづくりになったら素晴らしいです

ね。（小浜温泉観光協会職員）  
○我々は地域の良さに対してマンネリ感を持っています。都

市から見た雲仙の良さに気付くことが大事です。小田山集落

の地域づくりに参加していますが、田舎を見て何故過疎にな

ったのかを探ることが大事です。（小浜の住民）       など 

松本さんの進行で開会 

ＳＮＳの効力を語る久保さん 
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スブックを使ってリアルタイムで仲間に報告し、その反響をそのま

まセミナーの現場で紹介する試みです。我々の事例紹介が写真

とあわせてフェースブックで紹介され、早速多くの評価メールが帰

って来ていたのです。  
プロジェクターにより映像として紹介されたフェースブックの画

面に、会場の全員が驚きの表情で見入り、情報発信の速さとあ

わせてそれに対する評価を交えた反応の多さに会場がどよめき

ました。 さらに、ＳＮＳが大きな社会変革のうねりとなった「2011
エジプト革命」の立役者であるワエルゴエム氏の講演の様子（ユ

ーチューブ）が紹介されました。その内容は、我々はじめ地元の

方々にも少し難解なところもありましたが、ＳＮＳが今や世界の政

治局面を左右するほどのパワーを有するという事実（「評価社会」

というキーワード）は、多くの参加者に印象深く受け入れられたよ

うです。  
 
●副市長のサプライズスピーチに続いて、地元産のお菓子を囲

んで茶話会を。 
最後に、サプラ

イズゲストとして

雲仙市の町田副

市長が紹介され、

松本さん達の活

動に対する激励

と、セミナーの盛

会を称賛する暖

かいスピーチをい

ただきました。（本

当はサプライズの

はずが、当会の某

会員が事例紹介で思わず口をすべらしてしまい、松本さん大いに

苦笑い。）  
会場脇のテーブルには、ずらっと雲仙市内各町特産のお菓子の

箱が並べられていましたが、これらを試食しながらお茶をいただく

「茶話会タイム」が 15 時から始まり、会場はそれまでの少し緊張

した雰囲気から、一気に和やかな歓談の場へと変わりました。  
当会からの参加者も、これまでの活動で知り合った馬場さん（翌

日のＮＨＫ全国放送で“こぶ高菜” 
と一緒に出演）、中川さん（瑞穂町の瑞穂さん）、大町さん（島原

四郎会のイケ面青年）、竹下さんご夫 
妻（天洋丸の素敵な夫婦）、川尻さん（千々石の語り部）などの顔

を見つけ、大いに旧交を温めさせて 
いただきました。（長田製茶の長田さんが所用のため遅れて駆け

つけられ、日本茶インストラクターに 
よる直々のお茶は残念ながら間に合いませんでした。）  
また、清角さんが早速「思い出ナビ」のデモを開始し、地元の方々

も興味深くセピア色の画面に見入っていました。 そろそろ陽が傾

き始めた１６時にセミナーの終了が告げられ、地元の方々の歓談

の余韻と、セミナーの成功に対する雲千委の方々の興奮を感じ

ながら、我々も上峰児童館を後にしました。  
過去７回の活動で雲仙の素晴らしさを実感しながらも、本来期待

していた地元の方々との交流が少ないことに物足りなさを感じつ

つあった当会のメンバーも、今回は一気に多くの方々との知己を

得、さらにその方々の前向きの姿勢をみさせていただき、これか

らの活動に楽しい予感を覚えた次第です。 
 
２．白濁の温泉につかり、湖畔の宿で一足早い節分を・・・・・  
 
●小地獄温泉と橘湾の夕陽に、１日の疲れも抜けて・・・  

21 日の宿は当初、南串山の松尾農園の再訪を予定していまし

たが、諸般の事情で雲仙温泉に変更となり、松本さんの手配で民

宿「関荘」を紹介していただきました。（松尾さん、又の機会にはよ

ろしくお願いします。） 
当然のことながらこの民宿にも温泉があるのですが、これまでの

活動で数々の温泉を体験した一行を満足させ、かつ初日の労を

ねぎらおうとする松本さんの嬉しいご配慮で、我々は先ず雲仙小

地獄温泉に向かいました。この小地獄温泉に向かう途上でみた

橘湾の夕景は、これまで眺めた雲仙の夕景の中でも最高と言っ

てよいほどの素晴らしいものでした。（「雨男」にも、たまにはご褒

美が） 
雲仙温泉街の国道から少し山あいに下りた谷筋に、八角形のロ

グハウス風湯屋が２つ並ぶ独特な形の小地獄温泉館があり、一

行は早速、少し硫黄臭のする白濁の湯に入浴。源泉掛け流しの

贅沢な硫黄泉は適度の熱さで心地よく、ゆったりとした気分で初

日の疲れをすっかり落とすことが出来ました。 
雲仙市の豊かさ、素晴らしさのひとつに、このような温泉が暮らし

の場のごくごく近くにたくさん分布していることがあるな、と改めて

再確認した次第です。 
 
●湖畔の宿「関荘」は貸し切り状態で、鬼退治の豆と涙が入り乱

れ・・・ 
雲仙温泉街の北側に「鴛鴦（おしどり）ノ池」というため池があり

ます。三方を山に囲まれ秀麗な水をたたえたこの池の湖畔にあ

る民宿「関荘」が、この日の宿です。１月のオフ期とあって、その

日の泊り客は我々の一行（当会参加者と久保さん、秋元さん）だ

け、全くの貸し切り状態でした。 
ビールでのどを潤し、宿自慢の地元食材をふんだんに使った夕

食を堪能した一行は、ヤングレディ達（中川家の姉妹２人）が途中

のスーパーで見つけた節分豆と鬼の面を使って、早速、豆まき大

会の開催。（貸し切り状態ならではの狼藉で、宿のおかみさん達

には本当にご迷惑をおかけしました。）  
 

    
号泣のゆいちゃん            福面の鬼？ 

 
「関荘」の看板娘りんちゃん（6 歳）と意気投合した姉妹は三人で、

鬼の面をかぶった大人達を勇ましく豆で退治する、はずだったの

ですが、妹のゆいちゃんが、何故か「福の面」をかぶったＹさんに

極度におびえ、“ごめんなさい、ごめんなさい”と大号泣！中川母

さんも、“ゆいの口から初めて「ごめんなさい」という言葉を聞い

た”と、あきれ顔。周りの大人たちも、“Ｙさんは、お面を取った方が

よほど怖いのに、ねえ”とこれまたあきれ顔。子供たちの思いのほ

かの反応に、ひとりおろおろするＹさんではありました。  
翌朝、朝湯と朝食で前夜の酔いも抜けた一行は、宿のおかみさ

んを交えて玄関前に揃い記念撮影を、とふと２階を見上げると、

窓脇の外付けエアコン機の上に宿に内緒で持ち込んだ缶ビール 
6 本が並んでいるのを発見。（気温の下がった室外で冷やしたま

ま、忘れてしまったもの。）“しまった”というみんなの顔を横目にし

て、“あ、忘れ物！取ってきましょう。 ”と急いで２階にかけあがる

おかみさんに、一同恐縮至極。夜は騒々しく騒ぎ、勝手に飲み

物・食べ物の持ち込みまでしても、にこやかに応対していただい

た「関荘」のおかみさん、本当にお世話になりました。（ちなみに、

残ったビールは竹添ハウスに寄贈。松本さん、いわくつきのビー

ルです。心して飲んでください。）  
宿のおかみさんとりんちゃんに送られて、一行は県道を一気に

千々石まで降りましたが、下り坂の途中で眺めた岳の棚田や橘

湾のパノラマ景は、息を飲むほどのダイナミックな風景でした。  
 
 

会話がはずむ茶話会の様子 
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３．ＪＡ千々石マダムスによるクッキングスクールで、郷土料理に

挑戦。  
一行は、約束の 9 時丁度に、竹添ハウス裏の国道沿いにある

ＪＡ島原雲仙千々石支店に到着。今日も遅刻するのではとやきも

きしていた松本夫妻が、やっと着いたねと、少し口元をひきつらせ

た笑顔でお出迎え。（ちなみに、当日の天気は曇りで昼前には霧

雨も。「雨男」の面目躍如？）  
 
●ＪＡマダムスは、やさしくてしっかり者の奥さま達 

２階建でがっちりとした建物の千々石支店の２階に上がると、Ｊ

Ａ女性部千々石地区（通称、ＪＡマダムス）の皆さん 10 名と、地

元の奥さん達 3 名の総勢 13 名がお待ちかねでした。 
早速、松本さんのリードで互いの自己紹介を行い、昼までのス

ケジュールを確認。 
 

 
ＪＡ千々石マダムスの皆さん 

 
マダムスの皆さんからは、一人一人のお名前と住んでいる場

所の紹介は勿論として、作っている作物や取り組んでいる活動に

ついて紹介があり、米、ミカン、野菜類だけでなく、ブルーベリー

の栽培や、ゴキブリ饅頭（ゴキブリをいただくのではなく、ゴキブリ

にいただいていただくための饅頭です。勿論、駆除用。）の製造、

さらに農作業用の帽子等の裁縫等と、多様な取り組みをされてい

ることをお聞きしました。 
 

●「いぶくろ」で材料を仕込み、協働で郷土料理に挑戦！ 
本日取り組む料理は、「六兵衛」と「じゃがいものだご汁」。だご

汁とは、だんごの汁ものと理解するものの、「六兵衛」て何？？ 
人の名前？？？ 

大きな疑問符を頭に浮かべながら、当会メンバーは、マダムス

とともに料理材料の買い出しのために、ＪＡ横にあるセブンイレブ

ンへ。と言っても、我々が出向いたのは、コンビニに併設された農

産物直売所で、その名も「いぶくろ」。セブンイレブンに併設された

直売所は全国的にも珍しいらしく、店内は、時間がくればシャッタ

ーで仕切られる構造となっていました。 
では、何故「いぶくろ」か？ マダムスの皆さんの説明では、島

原半島全体のかたちが胃袋の形に似ていることから命名したと

のこと。「それでは、千々石は十二指腸あたりですか。」と返して

皆さんの笑いを取ったのは筆者ですが、よくよく考えてみると十二

指腸ではなく食道側の噴門部というのが正解か、と後になって反

省。 
「いぶくろ」で、じゃがいも、さつまいもを始めとする根菜類やそ

の他の野菜などをたっぷり買い込んで、再度ＪＡ２階に戻った一

行は、マダムスの皆さんの手ほどきを受けながら調理に挑戦。 
日頃、料理とは縁遠い当会メンバーも、マダムスの笑顔と時々

のつっこみにほだされながら、果敢に、料理に（と言っても材料の

皮むきや乱切り等が主ですが）取り組みました。 
中川姉妹はさすがに女の子、日頃おままごとで鍛えた腕の見

せ所と、姉のこころちゃんはあちこちの料理現場に顔を出し大人

に交じって大張りきり。妹のゆいちゃんも、初めての庖丁使いで

人参の輪切りに挑戦し、大いに満足の様子でした。 
じゃがいもの団子を手分けして作り、大きな鍋に他の野菜とと

もに味噌仕立てで煮込んで「じゃがいものだご汁」ができあがり、

本日のメインディッシュのひとつがこれで判明しました。 

 
「いぷくろ」での食材選び 

 
だご汁に入れる団子の仕込み 

 
さつまいも粉を捏ねる 

 
さつまいも粉の団子を手押しで、麺に 

 
一方、もうひとつの「六兵衛は？」、と眺めると、マダムス達が

大きなボールに薄茶色の粉を入れて少しずつ水と捏ねている様

子。この粉はさつまいもの粉で、捏ね上がった状態で茶色の野球

ボール大の団子にします。ここからが技術のいる作業となり、大

きな鍋にたっぷりと湯をわかし、その鍋の縁に、多くの小さな穴の

あいた羽子板状の大きな板をかけ、さつまいもの団子をその板に

押しつけていくと、板の穴から麺状となったさつまいもがそのまま

鍋の湯に落ち込み、まるでソバ麺のような麺がゆで上がります。

この麺を醤油味でいただくのが、何と「六兵衛」の正体でした。 
この麺をつくる工程がなかなか難しく、マダムスの中でもこの作

業の得意な方がもっぱら麺づくりを担当されていました。我々にも

やってみろとのことで、秋元さんと筆者が麺作りに挑戦。日頃から

料理自慢の秋元さんはさすがに手際よく麺を作っていましたが、

恐る恐る取り組む筆者のやり方ではなかなか麺ができあがらず、

さっさと交代させられた次第。この製麺技術の難しさを、体験でき

ただけでもよしとしましょう。（一人だけで納得。） 
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●最後は、みなさんの胃袋を満たして 
あれこれと取り組むうちに、いつのまにか時計も 12 時を打ち、

いよいよ出来上がった料理をいただく時間が到来。20 人がいっ

しょにいただくためにと並べたテーブルには、マダムスの皆さんが

持参されたつけものやトマト、こんにゃく、ブロッコリーに加えて、

高菜を巻いたおにぎりなどがずらっと並び、メインディッシュの「だ

ご汁」と「六兵衛」が一人一人に配られて、本当に贅沢な千々石

郷土料理御膳が揃いました。 
味付けや配膳等のほとんどはマダムスの方々が担当されたも

のの、少しでも手伝ったぞという満足感で当会メンバーもテーブ

ルに付き、千々石の美味を堪能しました。 
具だくさんの「だご汁」は団子のもちもち感が楽しく、また見た目

は茹でたソバかと見間違う「さつまいもの六兵衛」に舌鼓を打った

次第です。 
 

 
ＪＡの課長さんも加わって 

 
六兵衛（左）とだご汁（右） 

 
食後の歓談は、マダムスと当会メンバー達との交歓の場となり

ましたが、沖縄出身の秋元さんの周りに多くのマダムスが集まり、

沖縄話に花を咲かせていました。皆さんが沖縄にはいろいろとご

興味をお持ちの様子で、なかには“孫娘を秋元さんに”と目論ん

だ方も一人か二人はおられるかも？ 
秋元さん、期待しましょう！ 

 
４．雲仙プロジェクトも、やっとスタートラインに 
 

昼食と歓談の至福の時間の後、参加者一同で一斉に片づけを

して、ＪＡマダムスの皆さんによるクッキングスクールは幕を閉じ

ました。 
松本さんからは、次回の会議を 2/18・19 に竹添ハウスで行う

ことが予告され、また来期以降の島原や千々石での活動に向け

た取り組み姿勢を聞かせていただきました。 
 

一昨年秋にはじめて雲仙を訪れ、巧みな松本さんのリードに乗

って雲仙地域の魅力にのめり込んできたこの１年間と半年でした

が、思えば今回初めて地域の方々との率直な交流を体験できま

した。返して言えば、地元の方々との交流の機会を得るために、

１年半を費やしたということです。 
そこには、既に 8 年余りを地元の方々との接点探しに費やし

てこられた松本さんの、深謀遠慮の準備があり、我々が突然入り

込んだだけでは到底達成できない地道な取り組みがあってこそ

の到達点だと、痛感します。 
我々共助研の活動は、都市側に住む我々と地域で暮らしを営

まれる方々とが、対等に互いの価値を認め合い共助の絆を確か

め合うことではじめて成り立つ活動であり、そこにはかなり質の高

い信頼感が求められます。 
したがって、地域に入る際の我々の活動は、決して一方的な思

い入れだけでは成り立たず、常に地域の方々の我々に対する反

応や姿勢を確認しながらの、時間をかけた作業を必要とします。 
その意味で、今回のセミナーにおける皆さんと我々との交流は、

まさにスタートラインに立って第一歩を踏み出した段階であり、こ

れからが本番です。 
そのような思いを持って振り返ってみると、今回お会いした

方々の瞳には、しっかりと先を見据えた視線と、我々を受け入れ

ても良いかなと感じさせる微笑みが、少しばかりは浮かんでいた

ように思いました。そして、長崎や諫早と一定の距離を保ちつつ、

半島の辺境性を逆手にとって頑張ろうとするしたたかさが垣間見

えます。 
そんな地元の皆さんが、地域を守っていくために本当に困って

いること、そしてその解決のために描こうとされている少し先の雲

仙の姿について、これからも松本さんのリードを受けながら、いっ

しょに話し合える機会を作っていければ素晴らしいな、という楽し

い夢想に浸りながら福岡への帰途につきました。 
（文責：波木） 

 
 

 
 

民宿「関荘」玄関で集合写真（右端がおかみさんとりんちゃん） 
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地域の話題  

「えひめあやめ」について 

株式会社 精工コンサルタント 

佐々木 義文 

 「国指定天然記念物」として、日本国内に六ヶ所現存する『えひめあやめ自生地』の内、佐賀県佐賀市帯隈山山麓に自生する『えひめ

あやめ』とそれを保存する為の活動をなされている、地域の方々についてご紹介させていただきます。 

1. 『えひめあやめ』とは 

 『えひめあやめ』は、大陸系の植物で、中国・朝鮮半島を始め日本では、中国・四国と九州の一部に限って自生しています。 

 はるか昔、十数万年前から何回か襲った氷河期に、日本列島は大陸と陸続きになり、動植物は南下しました。 

 『えひめあやめ』は、その中の一つで「大陸系遺存植物」の南限にあたるとされ、学術上貴重な植物です。 

 茎の長さ（高さ）は７センチから１０センチと短く、紫色の可憐な花を咲かせる希少植物で、和名は「誰故草（たれゆえそう）」と呼ばれて

おります。 

 

写真１『えひめあやめの自生状況』 

 

写真２ 『えひめあやめ』の近景 

  

 

写真３ 『えひめあやめ』の近景 

 

写真４ 『えひめあやめ』の近景 
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2. 『えひめあやめ』を保存する活動 

 

 この稀少植物の自生地である、佐賀市帯隈山山麓の『えひめあやめ』保護を目的とし、地域の各種団体が協力し、「久保泉町天然記

念物えひめあやめ自生南限地帯自然環境保全会」を組織され、株際の草刈等ボランティア活動による保全活動はもとより、『えひめあや

め』の可憐な花の開花時期に合わせて『えひめあやめまつり』を開催されております。 

 また、同会においては、来場者向けのパンフレット「えひめあやめのお話」を作成されると共に、案内マニュアルも作成されながら、『え

ひめあやめ』に対する広報と保存に努められております。 

 同会が作成され、来場者に配布されておりますパンフレット「えひめあやめのお話」の一部を、ご紹介させていただきます。 

 

 

えひめあやめのお話 ようこそ えひめあやめまつりへ 

 

 この山野辺の緑豊かな帯隈山の自生地にようこそお越しいただきありがとうございます。「えひめあやめ」も、皆さんとの出会い

を、さぞや喜んでいることでしょう。 

 昔、勅撰玉葉和歌集(1312 年)撰者であった大納言藤原為兼という方が、たまたま、この花がところせましと咲き乱れた山ふとこ

ろ(広島東部)を訪れて、つくづくとご覧になりながら「人けのないこんな谷あいに、誰れ故にかくも麗しい色の可憐な花が咲くのだろ

うか」と何度も口ずさまれ、誉めそやされたとか。(芸藩通志 訳文より) 

 以来、この花を「誰故草＝たれゆえそう」と呼ぶようになったと伝えられています。 

 

誰故に乱れそめきし花なれや 

みちのしりへの里ならなくに （西備名区） 

（へき地）   （ではないのに） 

 

 ここ久保泉では、大正時代まで「雛あやめ」「姫あやめ」「一寸あやめ」と呼び、ワラビを採りに来てはこの花で花遊びをしたもの

です。 

 前の湖には、鴨の群れやオシドリも見かけます。山のウグイスも上手に鳴くようになって、皆さんを歓迎してくれているようです。

 

ふるさとの帯隈山のうぐひすは 

いまも鳴くなりそのたかむらに（中島哀浪） 

 

 皆さんも今日一日、ごゆっくりとこの自然の中で、「えひめあやめ」を眺め、この花と語り、この花を描き、心にこの花を宿し、この

花を守り育ててきた久保泉の方々と心を温めあってください。 

 

「えひめあやめ」とはどんな植物なのでしょう？ 

 

 この植物は、中国・朝鮮半島を始めわが国では、西日本に限って自生しています。 

 はるか昔、十数万年前から何回か襲った氷河期に、日本列島は大陸と陸続きになり、動植物は南下しました。この植物はその

中の一つで「大陸系遺存植物」の南限にあたるとされ、学術上貴重な植物です。 

 明治 32 年、日本随一の植物学者 牧野富太郎博士は愛媛県の報告を認め、地名をとって「エヒメアヤメ」と命名されました。と

ころが既に、世界植物学会では洋名の登録があり、我が国でも「誰故草」という優雅な呼び名がある事を知られ、明治 38 年に「誰

故草（別名エヒメアヤメ）」と改名されました。それ以来、学術書も辞書もそのように改名されたのです。 

 しかし、大正 14 年当時の内務省は、国内の自生地 5 ヶ所を「えひめあやめ自生南限地帯」として、国の天然記念物に指定した

ため、「えひめあやめ」の名が広く使われています。 

 この花の自生地は、人家に程遠くない「里山」で、春先の草は刈り取られて牛馬の飼料に、夏草は稲田の狭み肥に、そして秋草
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は小積みして堆肥にと、たびたび刈り取られる山の麓の丘陵地に限られています。刈り取りが少なくて、笹や?、葛に覆われだすと

次第に小さくなり、やがて消滅します。すぐ隣の日の隈山や大分県の杵築・大熊山の自生指定地が昭和３７年、昭和 46 年に解除

になったのも、雑草や小潅木が繁り風通しが悪くなり日が当らなくなったためです。ここ久保泉でも一時 10 数株に減少しましたが、

いろんな方が 60 年間、調査研究され守り育ててくださり、ご覧のとおりたくさんの花を咲かせるようになりました。 

 小さくてかわいい上に、貴重植物で数少ない珍しい花だと聞き、掘り取って庭先に植える人がいますが 3 年目には必ず枯れて

しまいます。この植物は乾燥に適応しその根を深く深く延ばしています。そして根の先端は『貯留嚢(のう)』と言う小豆の 4 分の 1 く

らいの粒々をつけ、水分や養分を蓄えているのです。その大切な根を断ち切られるので枯れてしまいます。一年目はよくても 2 年

目・3 年目に必ず枯れてしまうのです。 

 それよりも、この山を訪れ小鳥の鳴き声を聞きながら自然の空気を味わい、みんなで眺め花と語り、守り育ててきた久保泉の

人々と心を温め合いましょう。この花も、年に 1 度のみなさまとの出会いを喜んで待っています。 

 

開催場所 佐賀市久保泉町川久保（帯隈山山麓エヒメアヤメ自生地）川久保交差点から東へ 600 ㍍、そこから北へ１キロ㍍。※土

日は大変混み合います。バスなどをご利用ください。 

交通 佐賀市営バス、佐賀駅バスセンター1 番乗場「伊賀屋・清友病院」行。期間中は「えひめあやめ入口」臨時バス停下車、徒歩

10 分 

 

※（注）えひめあやめパンフレットより転記 

 

 こんな素敵な説明パンフレットと、地域の方々の心温まるボランティアによる現地の案内がなされる、『えひめあやめまつり』が、今年も

4 月 6 日（金）～15 日（日）までの 10 日間、桜（ソメイヨシノ）の開花時期に合わせ開催されました。 

 

写真 5 『えひめあやめまつり』の風景 

 

写真 6 『えひめあやめまつり』の風景 

 

 今年の『えひめあやめまつり』は、終わりましたが、小さくて可憐な、青紫色の花『えひめあやめ』に逢いに来ていただき、地域の方々

の保全活動を見て、感じていただければ幸いと思い、今回「地域の話題」としてご紹介させていただきました。 

 

 今回の寄稿に際し、「久保泉町天然記念物えひめあやめ自生南限地帯自然環境保全会」の関係者より、貴重な資料と写真を提供し

て頂きました事を、改めてお礼申し上げます。 

（平成２４年５月１１日掲載） 
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会員企業名 所在地   電話

1 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

2 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

3 （株）アジア建設コンサルタント 〒815-0082 福岡市南区大楠2-8-13 092-521-5931

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

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 （株）エム・ケー・コンサルタント 〒812-0882 福岡市博多区麦野6-14-19 092-573-2777

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）オービット 〒812-0894 福岡市博多区諸岡1-22-9 092-589-3418

13 （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

14 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

15 （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

16 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

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

18 （株）九州開発エンジニヤリング 〒862-0912 熊本市東区錦ヶ丘33-17 096-367-2133

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

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

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

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

23 （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

24 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

25 （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

26 （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

27 （株）協和コンサルタンツ 九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神3丁目11-20 092-733-1241

28 （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

29 （株）建設環境研究所九州支社 〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町2-1 092-271-6600

30 （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

31 （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

32 （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

33 （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

34 （株）晃和コンサルタント 〒880-0926 宮崎市月見ヶ丘7-14-2 0985-51-5818

35 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

36 （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

37 （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

38 （株）五省コンサルタント 〒812-0027 福岡市博多区下川端町9-12-4F 092-281-4210

39 （株）コンサルハマダ 〒861-8034 熊本市東区八反田1丁目1-15 096-385-1171

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

41 （株）サン建コンサルタント 〒879-5502 由布市挾間町向原1298-1 097-583-4218

42 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

43 （株）三洋コンサルタント 九州支店 〒800-0031 北九州市門司区高田1-3-1 093-342-8240

44 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

45 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1-14 092-413-1021

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

47 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3-4-8 092-471-7105

48 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

49 （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

50 （株）スリーエヌ技術コンサルタント 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4-24-14 092-482-7800

51 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

52 （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

53 （株）西部技建コンサルタント 〒886-0004 小林市細野4158 0984-24-0511

54 （株）西部技術コンサルタント 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-18-12 092-437-5711

55 セントラルコンサルタント（株）九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目11-28 092-432-5385

56 （株）綜合技術コンサルタント九州支店 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10-29 092-712-0624

57 （株）第一技術コンサルタント 〒815-0036 福岡市南区筑紫丘2丁目6-11 092-554-0773

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

59 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

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

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

平成２４年度　九州支部会員名簿（2012）
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会員企業名 所在地   電話

62 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2-10-35 JT 博多ビル8F 092-441-0433

63 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

64 （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

65 （株）ダイヤコンサルタント九州支社 〒812-0044 福岡市博多区千代5丁目3-19 092-645-1280

66 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

67 大洋測量設計㈱ 〒879-0444 宇佐市大字石田44 0978-32-4234

68 （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

69 玉野総合コンサルタント（株) 福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵1丁目2-12-4F 092-451-6141

70 （株)地圏総合コンサルタント 九州支店 〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-12 092-406-3711

71 中央開発（株）　九州支社 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼6丁目3-27 092-831-3111

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

73 中央復建コンサルタンツ（株） 九州支社 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2-4 092-282-0441

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

75 （株）千代田コンサルタント九州支店 〒812-0018 福岡市博多区住吉2-2-1-3F 092-262-0770

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

77 ㈱テクノコンサルタント 〒870-0108 大分市三佐1-5-14 097-527-5111

78 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

79 東亜コンサルタント㈱　 〒870-0132 大分市大字千歳371-1 097-558-4884

80 （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

81 （株）東京建設コンサルタント九州支社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 092-432-8000

82 （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

83 （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丁目6-10 092-686-7300

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

85 東洋測量設計㈱ 〒879-2421 津久見市大字津久見515 0972-82-5646

86 （株）トキワ・シビル 〒812-0882 福岡市博多区麦野1-22-3 092-571-3737

87 （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

88 豊福設計（株） 〒857-0136 長崎県佐世保市田原町9-15 0956-41-4333

89 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

90 （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

91 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

92 西日本技術開発（株） 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1 092-781-2831

93 西日本建技（株） 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6-3F 092-441-7676

94 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

95 ㈱日建コンサルタント 〒870-0018 大分市豊海3-7-7 097-534-0313

96 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

97 （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

98 日鉄鉱コンサルタント（株） 九州本社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目10-35 092-451-6467

99 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

100 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

101 （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丁目13-28 092-482-0345

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

103 （株）ニュージェック　九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8-30 092-715-3301

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

105 パシフィックコンサルタンツ（株）九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-24 092-409-3011

106 （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

107 （株）東九州コンサルタント 〒882-0861 延岡市別府町4209-2 0982-33-1120

108 （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

109 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番地 0985-39-2914

110 （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

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

112 （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

113 復建調査設計（株）　九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17-19 092-471-8324

114 （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

115 （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

116 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

117 （株）水野建設コンサルタント 〒862-0933 熊本市東区小峯2丁目6-26 096-365-6565

118 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

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

120 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

121 八洲開発（株） 〒862-0920 熊本市東区月出1-1-52 096-384-3225

122 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

（平成２４年６月１日現在１２２社）

平成２４年度　九州支部会員名簿（2012）
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入 退 会 

 

＜入会＞ １７社 

○平成２３年７月１日付 

・(株)オービット 

代表取締役 佐々木健一 

〒８１２－０８９４ 福岡市博多区諸岡１－２２－９ 

・(株)晃和コンサルタント 

代表取締役 野尻 周男 

〒８８０－０９２６ 宮崎市月見ヶ丘７－１４－２ 

○平成２３年８月１日付 

・(株)西部技建コンサルタント 

代表取締役社長 前原 敏朗 

〒８８６－０００４ 小林市細野４１５８ 

・(株)東九州コンサルタント 

代表取締役 小田 幸男 

〒８８２－０８６１ 延岡市別府町４２０９－２ 

○平成２３年１０月１日付 

・(株)テクノコンサルタント 

代表取締役 伊東 修 

〒８７０－０１０８ 大分市三佐１－５－１４ 

・東亜コンサルタント(株) 

代表取締役 梶原 宏一郎 

〒８７０－０１３２ 大分市大字千歳３７１－１ 

・東洋測量設計(株) 

代表取締役 馬原 錦 

〒８７９－２４２１ 津久見市大字津久見５１５ 

・(株)日建コンサルタント 

代表取締役 吉田 靖 

〒８７０－００１８ 大分市豊海３－７－７ 

○平成２３年１１月１日付 

・八洲開発(株) 

代表取締役 田北 廣 

〒８６２－０９２０ 熊本市月出１－１－５２ 

 

 

○平成２３年１２月１日付 

・(株)トキワ・シビル 

代表取締役 山﨑 雅文 

〒８１２－０８８２ 福岡市博多区麦野１－２２－３ 

○平成２４年１月１日付 

・(株)アジア建設コンサルタント 

代表取締役 山本  

〒８１５－００８２ 福岡市南区大楠２－８－１３ 

○平成２４年２月１日付 

・(株)サン建コンサルタント 

代表取締役 古澤 廣信 

〒８７９－５５０２ 由布市挾間町向原１２９８－１ 

・豊福設計(株) 

代表取締役 豊福 修四 

〒８５７－０１３６ 佐世保市田原町９－１５ 

・大洋測量設計(株) 

代表取締役 川野 亮一 

〒８７９－０４４４ 宇佐市大字石田４４ 

○平成２４年５月２２日付 

・㈱地圏総合コンサルタント 九州支店 

・支店長 佐渡 耕一郎 

〒８１０－００４１ 福岡市中央区大名 2-4-12 

○平成２４年６月１日付 

・㈱西部技術コンサルタント 

代表取締役 松尾 涼二 

〒８１２－００１６ 福岡市博多区博多駅南４－１８－１２ 

・㈱第一技術コンサルタント 

代表取締役 鳥飼 宣裕 

〒８１５－００３６ 福岡市南区筑紫丘２丁目６-１１ 

 

＜退会＞ ３社 

・（株）横浜コンサルティングセンター 福岡支店 （平成 24 年 3 月 31 日付） 

・(株) クレアリア 九州支店 （平成 24 年 4 月 1 日付） 

・新構造技術(株) 九州支店 （平成 24 年 5 月 21 日付） 

 

 

（平成 24 年 6 月 1 日現在 122 社） 
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