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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。 

 

 建設コンサルタンツ協会は、昭和 38 年（1963 年）に公益法人の認可を受けて設立され、今年で

50 周年を迎えます。また、昨年 4 月には一般社団法人に移行しました。 

 

 さて、昨年起こったふたつのことは、これからの国土整備を示唆する重大な出来事として、強く

脳裏に焼き付けられました。それは、九州北部豪雨の災害と笹子トンネルの天井板崩落事故です。

前者は自然災害によるものでその防災と減災を、また、後者は施設の老朽化であり、それに対する

維持補修を示唆しています。 

 

 九州北部豪雨災害では、平成 24 年 7 月 11 日から降り始めた雨は、14 日にかけて気象庁が初めて「これまで経験したことの

ないような大雨」と表現する豪雨となって、九州北部の福岡県、熊本県、大分県、を襲いました。この豪雨により、各地で河川

の氾濫や土石流が発生して、家屋の損壊や浸水、土砂災害、そして死者・行方不明者など多数の人的被害が生じました。 

 地震についても、昨年南海トラフの巨大地震、東海・東南海・南海地震の同時発生による多数の人的被害の予測が公開されま

した。 

 

 また、天井板崩落事故については、平成 24 年 12 月 2 日午前 8 時ごろ、山梨県大月市笹子町の中央自動車道・笹子トンネル

上り線で、コンクリート製の天井板が 50～60 メートルにわたって崩落し、9 名の尊い人命が失われました。原因は、天井板を

支える「アンカーボルト」の脱落だといわれています。 

 このほか、老朽化が進んでいるものに首都高速道路があります。昭和 37 年（1962 年）に開通した後、50 年を経過していま

す。こうした高度成長期（1960 年代）に急激に築造した道路、橋梁、トンネル等の交通資本のうち、開通後 30 年以上経過した

トンネルが全国に 4800 本もあります。また、橋梁の老朽化が原因で通行止めとなる箇所も増加しており、早急に効率的な維持

補修を行って、長寿命化を図ることが重要な課題となっています。 

 

 こうした防災や減災、そして、老朽化した公共施設の維持補修を行って安心・安全な国土整備を推進するためは、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。 

 しかし、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で、地元の建設産業の方々が、がれきの撤去や道路の啓開に向けて黙々

と作業を進めたにも拘わらず、こうした活動は、一般には伝わらず、自衛隊の貢献に対して、建設産業は、あまり評価されてい

ないというショッキングな報告がありました。これにはいろいろ原因があると思いますが、やはり情報の発信が不十分であった

ことも原因のひとつではないかといわれています。 

 

 震災からの復興、そして、安全・安心な国土を整備していくためには、建設産業、そして建設コンサルタントの重要性を一般

の方々に広く理解していただくことが不可欠です。そのためには、我々から積極的に情報を発信していかなければなりません。 

 協会本部でも、創立 50 周年記念事業で、ホームページによる広報やガイドブックを作成して小中学校の総合学習や社会科見

学に活用してもらうことなどを検討しています。 

 当九州支部では、「建設技術フォーラム」や「夢・アイデア」、「若手技術者交流会」など、一般の方々や学生との交流を積極

的に推進してきました。 

 

 今年もこうした活動を通じて、情報発信に努めますとともに、会員各社のメリットを一層追求してまいりますので、皆様のお

力添えを切にお願い申し上げます。 

 会員各社の皆様のご多幸とご健勝をお祈りして、新年のご挨拶といたします。  

平成２５年  元旦 

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 

     支部長  

新年のご挨拶 
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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 岩上 憲一 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ九州支店 支店長 

常任幹事 田中  清 第一復建㈱ 常務取締役技術本部長 

常任幹事 川瀬 浩之 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱福岡支店 支店長 

常任幹事 稲田 義克 日本工営㈱福岡支店 支店長 

常任幹事 塩足 弘喜 日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱九州本社 本社長 

常任幹事 御代川 亨 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱九州支社 支社長 

常任幹事 柴田 貴徳 ㈱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㈱九州支社 常務取締役支社長 

常任幹事 佐藤 信雄 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱九州支店 取締役支店長 

常任幹事 

(福岡) 
大野 博司 アジアエンヂニアリング㈱ 取締役本部長 

常任幹事 

(大分) 
甲斐 忠博 ㈱冨士設計 常務取締役 

常任幹事 

(宮崎) 
大寺 重樹 ㈱共同技術コンサルタント 総括技師長 

常任幹事 

(鹿児島) 
福留 三郎 ㈱久永コンサルタント 代表取締役 

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 針貝 武紀 （株）福山コンサルタント 顧問 

（平成 24 年 4 月 25 日現在）  

平成 24 年度 支部役員名簿 
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１．平成 24 年度若手技術者交流会開催（企画委員会） 

  イベント名：若手技術者交流会 

  開催日：平成２４年８月３１日（金） 

  場 所：ホテルセントラーザ博多 

  参加者：７２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。 

 

【若手交流会発表】 

 賞 タイトル 発表者 

最優秀賞 事業凍結路線に対する、新たな視点からの必要性再検討事例 
㈱福山コンサルタント 

中嶋 雄介 

軟弱地盤上の河川構造物におけるアセットマネジメント～詳細調査か

ら補修設計～ 

㈱地圏総合コンサルタント

勝根 郷 
優秀賞 

湾曲河道における土砂堆積要因分析と対策工検討 
西日本技術開発㈱ 

土谷 恭平 

地質技術者としての社会貢献  
八千代エンジニヤリング㈱

九州支店   前谷 孝志 

地域特性を踏まえた公園施設長寿命化計画の策 
第一復建㈱ 

福田 智子 

試験湛水における嘉瀬川ダムの安全性評価 
八千代エンジニヤリング㈱

九州支店   権神 侑貴 

Ｈ22 洪水を受けた奄美大島の治水計画の立案検討 
日本工営(㈱福岡支店 

池田 有希 

水防活動支援に役立つ洪水予測システムの開発 
㈱建設技術研究所 

九州支社   宮田 昇平 

  

市民参加型の交通まちづくり手法に関する検討 
復建調査設計㈱ 

竹隈 史明 

 

 

   
 

 
▲平成 24 年度 若手技術者交流会 

部会の活動【総務・企画部会、特別部会】
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２．契約のあり方講習会の開催（本部 | 契約のあり方専門委員会） 

  講座名：契約のあり方講習会 

  開催日：平成２４年９月３日（月） 

  場 所：八重洲博多ビル 11Ｆホール 

  参加者：67 名（ 43 社） 

  内 容：「土木設計契約上の問題点」  大森 文彦 弁護士 

当協会の顧問弁護士である大森文彦先生を講師として迎え、業務を進めていく過程で生じる「土木設計

契約上の問題点」について、実際のトラブル事例を基に解説していただいた。 

 

     
▲契約のあり方講習会の様子 

 

 

３．第３３回ソフトボール大会の開催（総務委員会） 

  イベント名：第３３回ソフトボール大会 

  開催日：平成２４年９月２８日（金） 

  場 所：雁ノ巣レクリエーションセンター 

  参加者：２２チーム 

  結 果：優 勝 西日本技術開発（株） 

準優勝 基礎地盤コンサルタンツ(株) 

 

 

 

４．建設関連業五団体主催「平成２４年度独占禁止法に関する会員研修会」の開催（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２４年度独占禁止法に関する会員研修会」 

主催団体：・（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部 

・（一社）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 

・（一社）全国上下水道コンサルタント協会九州支部 

  開催日：平成２４年１０月９日（火）14：00～17：00 

  場 所：（財）福岡県中小企業振興センター「大ホール」 

  参加者：240 名 （うち建コン会員 109 名） 

  内 容：リニエンシー時代における競争法リスクへの対応」 

（講 師） 弁護士 岩下 圭一 先生 

 

 

 

▲優勝の西日本技術開発 
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▲独占禁止法研修会の様子 

 

 

５．平成 24 年度 臨時委員長交流会（企画委員会） 

  イベント名：臨時委員長交流会 

  開催日：平成２５年１月２２日（火）１３：３０～１５：３０ 

  場 所：八重洲博多ビル 会議室６ 

  参加者：19 名 (各委員長、企画委員会) 

  議 事：平成 24 年度委員長交流会議事録について 

平成 24 年度事業運営方針の対応結果について 

       ※各委員長 活動状況確認 

平成 25 年度事業運営方針の対応について 

       ※各委員長 対応方針の確認 

広報戦略対応方針について 

事業計画ロードマップについて 

その他事項 

 ・平成 25 年度総会資料 活動結果・事業計画記入様式について 

 ・委員会規模等に関する調査結果について 

 ・委員の公募について 

 ・予算の縮減について 

 

    
▲交流会の様子 
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１．平成２４年度災害時対応演習開催（防災委員会） 

｢平成 24 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。 

本年は福岡県福岡市～筑紫野市にかけてマグニチュード 7.2 の大規模地震が発生、 当九州支部に災害対策現地本

部を設置する想定で災害対策現地本部を召集・設置しました。支部会員 122 社に参加いただき、メールおよび Fax

により、連絡網による災害状況報告を行いました。  

  イベント名：平成２４年度災害時対応演習 

  開催日：平成２４年８月３１日（金） 

  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 

 

   
▲平成 24 年度 平成２４年度災害時対応演習の様子 

 

２．平成２４年度意見交換会開催（対外活動委員会） 

イベント名：平成２４年度意見交換会 

  開催日：平成２４年９月１０日（月） 

  場 所：アークビル ２Ｆ大ホール 

  参加者：九州地方整備局局長以下 15 名、自治体 4 名、 協会本部 12 名、支部 22 名(計 53 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 

 

   
▲意見交換会の様子 

 

部会の活動【対外活動部会】 
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３．防災シンポジウムの開催（防災委員会） 

講座名：平成 24 年度防災シンポジウム 

  開催日：平成２４年１１月６日（火） １３：３０～１７：００ 

  場 所：アークビル 2Ｆ 大ホール 

  参加者：８９名（ ３７社） 

  内 容：■「南海トラフ沿岸域の津波堆積物から読み取る巨大南海地震の繰り返し」 

 岡村 眞 氏（高知大学特任教授） 

■「繰り返す土砂災害」 

 北園 芳人 氏（熊本大学教授） 

 

7



 
 

１．平成２４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２４年度マネジネントセミナー 

開催日：平成２４年７月２０日（金） 

場 所：天神ビル 10 号会議室 

参加者：企業：91 名(47 社)、発注者団体：15 名（5 団体）  合計：106 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．平成２４年度 第１回河川技術セミナー開催（河川技術委員会） 

講座名：第１回河川技術セミナー 

開催日：平成２４年７月２３日（月） 

場 所：福岡ビル 9F 大ホール 

参加者：79 名（ 35 社） 

内 容：テーマ 河川構造物設計に必要な土質調査と結果の解釈（地盤リスクの低減方法） 

講 師 田上 裕氏 （基礎地盤コンサルタンツ 九州支社長） 

     
▲平成 24 年度 第１回河川技術セミナーの様子 

 

３．平成２４年度河川技術講演会開催（河川技術委員会） 

講座名：河川技術講演会 

開催日：平成２４年９月７日（金） 

場 所：八重洲博多ビル 11Ｆホール 

参加者：１０４名（ ３８社） 

内 容：■ 河川行政の現状について 

（ 国土交通省九州地方整備局 河川部 植田剛史 先生） 

■ 防災対策推進検討会議の最終報告書について 

 ( 関西大学 社会安全学部長 河田惠昭 先生)  

                                                                   ▲河川技術講演会の様子 

 

部会の活動【技術部会】 

8



４．地域セミナー「品質セミナー（大分県・宮崎県・鹿児島県技術研修）」の開催（品質向上委員会） 

 

講座名 大分県技術研修 宮崎県技術研修 鹿児島県技術研修 

開催日 平成２４年９月２４日（月） 

１３：００～１７：３０ 

平成２４年９月２７日（木） 

１０：１５～１７：１５ 

平成２４年９月２８日（金） 

１３：００～１７：３０ 

場 所 コンパルホール ホテルメリージュ 宝山ホール 

参加者 ３７名（２２社） ５７名（２１社） ３８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～ 

  ①ボックスカルバート、②河川構造物、③道路橋示方書改定  

２．情報セキュリティと CALS/EC の最新動向 

３．エラー防止から優良企業へ 

４．これからの防災業務の考え方 ～防災関連業務に必要な地盤と地震の知識～（※宮崎のみ） 

 

   
▲大分県技術研修         ▲宮崎県技術研修         ▲鹿児島県技術研修 

 

５．「エネルギーと街づくりを考えるセミナー」開催（環境・都市等技術委員会） 

講座名：エネルギーと街づくりを考えるセミナー  ～エネルギーを賢く使う街づくりに向けて～ 

開催日：平成２４年９月２８日（金） 

場 所：アークビル 2F 会議室 B 

参加者：４５名（３１社） 

内 容：一般社団法人 日本環境アセスメント協会 九州・沖縄支部と共催でエネルギー利用の視点からみた街づ

くりの今後 のあるべき姿について、自治体の取り組みをご紹介するとともに、特別講演にて研究報告頂き

ました。 

事例紹介１「次世代エネルギーを活用したまちづくり」  

 講師：久保信治 氏 （薩摩川内市 企画政策部 新エネルギー対策課） 

事例紹介２「環境首都のまちづくりと再生可能エネルギー」 

 講師：草野徹也 氏 （水俣市 総合経済対策課） 

特別講演「持続可能な都市・地域づくりに資するエネルギー利用とは」 

 講師：松本亨 教授 （北九州市立大学 国際環境工学部 環境生命工学科 

 

   
▲環境セミナーの様子 
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６．道路・技術講演会の開催（道路技術委員会） 

講座名：平成２４年度 道路技術委員会 技術講演会 

開催日：平成２４年１０月５日（金） １３：２０～１７：００ 

場 所：八重洲博多ビル 11Ｆホール 

参加者：８０名（３６社） 

内 容：■ 北九州市の海外水ビジネス展開 

 北九州市役所 上下水道局 海外事業・下水道担当理事 田中 文彦 様 

■ 長崎県 EV＆ITS プロジェクト 

 長崎県 産業労働部 政策監［EV＆ITS（エビッツ）推進担当］（兼）東京大学生産技術研究所  

客員准教授 鈴木 高宏 様 

■「観光ナガサキを支える“道守”養成ユニット」～産学官民連携による新しい社会資本整備への挑戦～ 

 長崎大学 副学長 長崎大学大学院 教授 松田 浩 様 

 

   
▲技術講演会の様子 

 

７．リカレント教育講座１の開催（道路技術委員会） 

講座名：リカレント教育講座１ 防災関連構造物設計・施工 

開催日：平成２４年１０月１３日（土） １３：００～１７：００ 

場 所：八重洲博多ビル 3 階 第 6 会議室 

参加者：５０名（ ３２社） 

内 容：・簡単な危険度判定方法  

   講師：（財）高速道路調査会 シニアフェロー 奥園 誠之 様 

・道路防災点検について ～道路防災点検の概要～ 

   講師：（株）ダイヤコンサルタント 様 

・防災対策工法について～道路土工指針改定に伴う対策工法の見直し～ 

   講師：東京製綱(株) 様 

・防災対策工法について～防災対策工法の種類～ 

   講師：日本地研(株) 甲木 善徳 様 

 

   
▲リカレント教育講座１の様子 
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８．河川・現場見学会の開催（河川技術委員会） 

講座名：平成２４年度 河川技術委員会 現場見学会 

開催日：平成２４年１０月１６日（火） ９：００～１７：３０ 

場 所：・遠賀川飯塚地区河川環境整備 （西秋松排水機場（ゲートポンプ）及び芳雄橋周辺環境整備など） 

・遠賀川中間堰工事現場 

・遠賀川河口堰周辺の見学 （河口堰ゴミ対策施設、魚道） 

参加者：３０名（１５社） 

内 容：平成 15 年 7 月豪雨による洪水被害軽減対策事業が完了した遠賀川中流部の飯塚地区から河口堰まで、 

現在行われている主要事業を含めて現地見学を行った。 

 

     
▲河川現地見学会の様子 

 

９．道路・見学会（道路技術委員会） 

講座名：平成２４年度 道路技術委員会 見学会 

開催日：平成２４年１０月１７日（水）～平成２４年１０月１８日（木） 

場 所：宮崎県延岡市延岡河川事務所他 

参加者：２９名 （１７社） 

内 容：■ 国土交通省 八代河川国道事務所；南九州西回り自動車道 建設現場 橋梁・トンネル等の工事状況 

（湯浦川橋 橋長＝367ｍ ・湯浦トンネル 延長＝1159ｍ） 

■ 国土交通省 熊本河川国道事務所；九州横断自動車道延岡線 建設現場 橋梁・トンネル等の工事状況 

（矢形川橋 橋長＝184ｍ ・田代第一トンネル 延長＝512ｍ） 

■ ＰＣメーカー工場 の見学；プレテンション方式ＰＣ桁等の工場製作状況 

   
 

   
▲道路技術委員会 見学会の様子 
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10．本部主催品質セミナー”エラー防止のために”開催の支援（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２４年１０月１９日（金） 

場 所：天神ビル 

参加者：９５名（４９社） 

内 容：エラーの技術的分析と改善策１（道路/トンネル、橋梁）土質・地質調査の計画、実施及び結果の評価 

エラーの技術的分析と改善策２（砂防・急傾斜、河川構造物） 

エラーに対する支部の取り組み  

 

     
▲品質セミナーエラー防止のためにの様子 

 

11．GIS 実践講習会（初級編・中級編）の開催（情報委員会） 

講座名：GIS 実践講習会（初級編・中級編） 

開催日：平成２４年１０月１８日（木）～平成２４年１０月１９日（金） 

場 所：天神ビル 

参加者：18 日（初級編） 30 名（17 社) 、  19 日（中級編）： 31 名（17 社） 

内 容：本部データ連帯専門委員会の協力にて、最新の ArcGIS10 を用い基礎編（座標系など GIS の基礎等）と

中級編（実データを用いての演習）に分けて２日間連続で実施しました。 

 

   
▲GIS 実践講習会の様子 
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12．リカレント教育講座２の開催（道路技術委員会） 

講座名：リカレント教育講座２ 構造物補修･コンクリート品質･新道路橋示方書･道路設計に関する講習会 

開催日：平成２４年１０月２７日（土） １３：００～１７：００ 

場 所：八重洲博多ビル 3 階 第 6 会議室 

参加者：５６名（ ３３社） 

内 容：・コンクリート構造物の補修～コンクリート構造物の点検及び補修設計の基礎～ 

   講師：(株)K＆T こんさるたんと 吉田 須直 様 

・コンクリートの品質確保（耐久性の照査等）について～ 

   講師：（一社）九州建設技術管理協会 西田 耕一 様 

・新道路橋示方書での計算例(動的解析)について～旧道示と新道示での設計例比較～ 

   講師：(株)フォーラムエイト 様 

・道路設計の基本について 

   講師：（一社）建設コンサルタンツ協会 二宮 雄司 

 

   
▲リカレント教育講座２の様子 

 

13．ＣＡＤセミナー２０１２の開催（情報委員会） 

講座名：九州支部ＣＡＤセミナー２０１２ 

開催日：平成２４年１１月１６日（金） 

場 所：天神ビル 11F  ６号会議室 

参加者：17 名（11 社) 

内 容： 

・CAD に関する最新動向情報化施工、エラーCAD データ例、自治体の動き、CIM 技術検討会 

・SXF データ作成要領の紹介各項目の策定内容、アンケート意見と策定結果、本要領による効率化予想 

・OCF 会員企業の「我社 CAD ソフトの紹介」3 次元設計、情報化施工、CIM とは、CIM ツール紹介、等 

 

   
▲CAD セミナーの様子 
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14．環境都市等・見学会の開催（環境・都市等委員会） 

講座名：平成２４年度環境・都市等委員会 現地見学会 

開催日：平成２４年１１月１６日（金）～平成２４年１１月１７日（土） 

参加者：９名 （8 社） 

見学場所、内容：■ エネルギーとまちづくりに関する意見交換会、ヒアリング（一社）小浜温泉エネルギー 

■ 温泉発電実証プラント予定地見学 

■ 小浜地域の地域資源及び島原半島ジオパーク見学 

 

   
▲環境・都市等委員会 見学会 

 

15．情報セキュリティ講習会の開催（情報委員会／本部・情報部会情報委員会 情報セキュリティ専門委員会） 

講座名：情報セキュリティ講習会 

開催日：平成２４年１２月７日（金） 

場 所：八重洲博多ビル ホール B 

参加者：29 名（24 社) 

内 容：2011 年 3 月に建設コンサルタンツ協会が発刊した「情報セキュリティガイドブック」の内容、ガイド

ブックで示している情報セキュリティ対策の再確認、またガイドブック作成後に問題となっている最近

の事象の紹介等。 

 

     
▲講習会の様子 
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16．各自治体への講師派遣（講師派遣委員会） 

各自治体からの研修要望に応じて、平成２４年度は、以下の自治体に講師を派遣しました。 

福岡県市町村職員研修 

開催日：平成 24 年 6 月 26 日～平成 24 年 11 月 21 日 

場 所：福岡県建設技術情報センター 

内 容：景観計画、景観計画、道路設計(初級)、下水道、橋梁入門、橋梁の点検・

長寿命化、土質／地質調査研修、橋梁計画、道路計画設計（中級）、橋梁設計、

公園緑地研修、河川研修、福岡新技術・新工法ライブラリー技術展示会  

佐賀県土木建築技術協会研修 

開催日：平成 24 年 5 月 22 日～平成 24 年 9 月 14 日 

場 所：アバンセ（佐賀県立生涯学習センター４階研修室） 

内 容：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 

開催日：平成 24 年 6 月 12 日～平成 24 年 10 月 5 日 

場 所：長崎県建設技術研究センター 

内 容：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、地盤調査について、調査・試験結果の解釈、軟弱地盤対策の失敗例など、地

震と地盤・CBR、コスト縮減の技術、仮設構造物の概要、土留め工、型枠支保工、

失敗事例に学ぶ、報告書の確認チェックのポイント、仮設計画・エラー事例の紹

介  

宮崎県建設技術センター研修 

開催日：平成 24 年 7 月 13 日～平成 24 年 9 月 3 日 

場 所：宮崎県建設技術センター 

内 容：公共工事と会計検査、港湾事業に係る環境影響評価、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 

開催日：平成 24 年 7 月 3 日～平成 24 年 12 月 12 日 

場 所：職員研修センター 

内 容：交通量調査・道路計画、土質調査・地盤改良工法、コスト縮減、擁壁の

設計 、仮設工、会計検査の指摘事例から学ぶ設計の留意点  

長崎大学インターンシップ 

講演会 

開催日：平成 24 年 10 月 31 日 

場 所：長崎大学工学部社会開発工学科 

内 容：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 

開催日：平成 24 年 6 月 8 日～平成 24 年 11 月 22 日 

場 所：大分トラック会館 

内 容：仮設構造物の計画と施工、斜面安定対策、道路の設計（基礎編）、現場

技術者のコミュニケーション能力向上講座、トンネルの設計と施工、河川と防

災・減災、杭基礎の設計  
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１．共助研活動報告会の開催（九州郷づくり共助ネットワーク研究会） 

  イベント名：共助研・活動報告会～建設コンサルタントのもうひとつの可能性を探る～ 

  開催日：平成２４年７月１０日（火） 

  場 所：八重洲博多ビル 11 階ホールＡ 

  参加者：９９名（50 社） 

  内 容：第１部 共助研活動報告 

第２部 講演等 

 震災被災地復興現地報告・・・平井一男 ㈱東京建設コンサルタント（現在、大槌町役場内勤務） 

あるく･みる･きく、そして創る 提案から、地域と暮らしのきもいりどんへ 

第３部 パネルディスカッション 

 「建設コンサルタントのもうひとつの可能性」 

 

     
▲ 共助研・活動報告の様子 

 

２．第１０回「まちづくりに関する提案」募集［2012.7.06 付]  

 九州支部で推進している「まちづくりに関する提案」の募集が今年度で１０回目となった。 

応募締切：平成２３年９月３０日（10 月 15 日まで延長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会の活動【夢 アイデア部会】 
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３．「夢・アイデア交流会 2012」の開催（夢アイデア部会） 

  イベント名：夢・アイデア交流会 2012 

  開催日：平成２４年１２月１日（土） 

  場 所：西日本新聞会館１６階 

  内 容：第１０回「まちづくりに関する提案の募集」応募 32 編のうちから、提案者 7 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 

  参加者：１５４ 名 

 

【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 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 植田 薫 氏 / 建設コンサルタンツ協会九州支部支部長 

  審査方法：7 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」4 編の各賞が選ばれました。 

 

【受賞作品（発表作品）】 

賞 作品名 応募者 

最優秀賞 ママだって○○したい！ 清田美彩子 

放置自転車で魅力アップ ～熊本の新たな交通ネットワーク～ 荒木 雅弘 優秀賞 

（2 編） 育つ森 学生が作る街 伊藤 杏里 

佐伯 瑞恵 

大都市における地下鉄網を利用した省エネルギー冷暖房システムの提案 奥山 秀二 

地域特産物のブランド化と 海外展開を進める組織の設立 

～サツマブランドを広めて地域経済を活性化する～ 

緒方 祥之 

きっず日本庭園～日本庭園で遊ぼう～ 宮川 央輝 

 

佳作 

（4 編） 

バスをより身近な交通手段に～ソフト面の強化～ 大羽 咲穂 

 

 

   
▲夢アイデア交流会 2012 の様子 
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子育て環境を考える会/仮称 

 

子育て環境を考える会（仮称）とは 

今年で 10 回目となる建設コンサルタンツ協会九州支部主催の「まち づくりに関する提案の募集」にも、子育て中の様々な

問題に関するア イデイアが提案されています。 

そこで、建設コンサルタンツ協会九州支部活動の一環である「夢アイデア部会」に所属している子育て世代（育ジイ含む）が

中心となり「子育て環境を考える会（仮称）」を発足いたしました。 

この会では「子育てに良い環境とは?」「親が育てやすい環境とは？」という二つのテーマで、子育て環境について考えてみた

いと思います。  

 

現在の子育て環境に対する不満 

・ 現在は一人っ子が多く、自由に遊ペる相手

が少ない。 

・ 国民の総サラリーマン化が進み、農林漁業

従事者が減っている。 

・ 子供と十分に遊ペる大人が減っているの

ではないか。 

・ 都市化により、遊び場が減少している。 

・ 子供は自由に何かをしようとすると怒ら

れる状況下にある。(親の都合に合わさぜ

られている。)  

 

 

子育て環境を考える会（仮称）当面の目標 

・ こどもの立場、親の立場から、子育てに良いものを見つける。 

 1.場所 2.場所に行く為の行程等 

・ 2～3年継続してみて(モニタリング)、面白くない公園(公園に 限らず遁び場)を変え、モデル公園をつくる。 

・ 活動状況、結果について、マスコミを通じて PR する。 

・ 夢アイデア交流会で発表する。 

 

子育て環境を考える会（仮称）最終目標 

・ 行政に対して、子育て環境に望ましいものを提案する。 

 

実現化・これまでの活動 

 

日付 内容 

2012.6.8 子育て環境を考える（仮称）会発足、第一回会議。  以降、月 1 回会議開催。 

2012.9.23 「篠栗九大の森」にてイベント実施。 

 

（平成 24 年 11 月 12 日掲載） 

新しい夢 アイデア実現化事業の紹介
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奇跡の一本松  再生へ、みんなの力をーはかた夢松原の会が募金活動（第 8回） 

 

「奇跡の一本松」と呼ばれる樹齢２００年を超える松が、岩手県・陸前高田の高田松原にある。東日本大震災の大津波に７万

本と言われた高田松原が流される中、ただ一本だけ奇跡的に生き残った。正確には「生き残っていた」と言うべきかもしれない。

間もなく、潮水が根を浸し、枯死したことが分かった。 

明治２９年、昭和８年の三陸大津波、昭和３５年のチリ地震津波にも耐えてきた松だった。津波をかぶった松原、市街地、田

畑は荒野のごとく、その中で１本だけ、大空に向かって雄々しく立つ「１本松」は、人々が津波の被災にも負けず立ち上がるよ

う励ましているかのようで、復興のシンボルともなっていた。 

しかし、その一本松は９月１２日切り倒された。幹にはカミキリムシなどの幼虫が食べた穴が無数にあり、樹皮もボロボロ。

力尽きての枯死だった。防虫・防腐処理をして、保存、復興シンボルとして現地に再現するのだという。勿論、生きた松ではな

い。 

高田松原を守る会の鈴木善久会長は「切られるときは、わが身に鋸を入れられるようにつらかった」と目を潤ませた。保存再

現には１億５０００万円もかかるという。「保存はうれしいが、そんなにお金がかかるのなら、他の復興に役立てることができ

ないものかとも思いました」と鈴木さんはつぶやいた。 

鈴木さんたちが考えている「再生」は、一本松の松かさの種を発芽させ、高田松原全体を再生させること。 

再生の手本として考えているのは、はかた夢松原の会の活動だ。今から２５年前、はかた夢松原の川口道子さん（９１）たち

は、博多っ子の「原風景」ともいうべき百道浜が埋め立てによって消えていく運命にあった時、新しい百道浜と松原を創り出そ

うと活動を始めた。募金運動として「株券」を販売（千円）、「配当」は松ぼっくり。大きな反響を呼び、現在の福岡ドーム、福

岡タワー沿いの海岸に松を植え始めた。最初の植樹は４本だったが、今は４万本を越えて、市民の憩いの浜辺となっている。 

はかた夢松原は、高田松原の再生のための募金を呼びかけている。松は栄養の少ない荒れた土地に育つ。砂の中に芽を出し、

育ち、長寿を保つ。響灘―玄界灘の海岸の松原は、一時は滅びつつあったが、はかた夢松原の会の活動が刺激になって、各地で

「松原を守る」活動が展開され、現在では多くの松原が「再生」している。玄界灘風景街道の売り物の景観は「白砂青松」のつ

ながりだ。 

夢松原の松の種が、遠く陸前高田の松原に飛び、高田の松原を蘇らせること、それは「博多っ子」みんなの願いとなっている。 

 

高田松原再生の募金活動の（問い合わせ先） 

「はかた夢松原の会」  福岡市中央区大名１丁目２―１５、坂田ビル４階。 電話０９２―４０６―２３６９。 

 

文：玉川 孝道（西日本新聞会館 顧問） 

（平成 24 年 11 月 19 日掲載） 

 

 

 

 

夢 アイデア コラム
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共感を呼んだ応募作品たち １０回を迎えた「夢アイデア」提案（第 9回） 

 

 建設コンサルタンツ協会九州支部が進めている一般からの「夢・アイデア」募集事業が今年で１０年を迎えた。その記念集会

ともいえる「交流会」が平成２４年１２月１日、福岡市内で開かれた。１０年間で応募した総数は５１１件にも上り、年々、応

募作品の質も上がり、今回も審査員をうならせ、優秀作品の選び出しに頭を悩ませた応募作品が勢ぞろいした。 

 最終選考に至るまで、事前審査が重ねられただけに、プレゼンテーションの機会を勝ち取った７作品は、発案者の「暮らし」

や「地域社会」に係る生活や生き方に根差した発想から生まれた「夢とアイデア」ばかり。建設コンサルタンツ協会という専門

家集団が「一般市民」発想を刺激し、耳を傾け、同時に何かを得ようとする事業の意図は十分に実現していると言えよう。 

 応募作品を見て、まず伝わってきたものはそれぞれの「暮らしの夢アイデア」に込められた「切実感」であった。すでに経済

大国となり、どこの国よりも社会資本が充実して、逆に「コンクリートから人へ」が政治的キャッチフレーズにまでなっている。

にもかかわらず「生活の視点」から見直すと、そこに現れてくるものは、今暮らしている社会が「もっと、こうあってほしい」

という溢れるほどの切実な願いの数々であった。それを、ただ願いや批判にだけに終わらせず、一歩進めて「私だったらこうす

る」「こう変えたらどうだろう」と夢とアイデアを創り、提案することに、この事業の今日的意味の大きさが感じられる。 

 それを象徴するような提案作品「ママだって〇〇したい！」が最優秀賞に選ばれた。一人のシングルマザーが友人と語り合い、

子育てに追われる母親の目線から、図書館や映画館の在り方、資格講座の新設まで「切実な」夢とアイデアをまとめたものだ。

巨額の公共投資が必要なわけでもない。社会のシステムをほんの少し変えて、子育ての母親の立場に立って「子連れの時間、日」

を新設してほしい、身近な、ただそれだけの願いを提案にまとめたものだったが、交流会参加者の投票でも圧倒的な支持を得た、

文句なし最優秀賞であった。 

 それにしても、素晴らしい「プレゼンテーション力」だった。ある審査委員は、どのようにすぐれた事柄も立派な施設も、情

報発信力がなければ、その価値は伝わらないと講評された。情報化社会では、発信力がなければ「無に等しい」と言われるが、

まして「夢アイデア」の提案においてのプレゼンテーション、つまり「共感を勝ち取る力量」は作品評価の大きなポイントにな

ることを示した。聞いてみると、「発表前、家族を聴衆としで幾度も練習しました」。はっきりとプレゼンテーションの重要さを

認識されていたのである。 

 続く優秀作品２点はいずれも学生の「夢アイデア」だったが、そのプレゼンテーションも際立っていた。九州大学工学部建築

学科の二人の女子学生の提案「育つ森・学生が作る街」は新しく建設が進む九大キャンパスに通う学生の「暮らしと学び」の実

感―「都心部から遠く交通が不便」「周りに店がない」「誰かと教え合いながら勉強したい」など、これもまた学生生活の、日常

的で切実な願いから生まれた提案だった。 

 キャンパスまでバスで２０分、その起点である地下鉄・学研都市前駅に「お金がなくとも立ち寄れる学生の居場所」を創ろう

という提案であった。自習室、談話室、資料室、シャワールームなどの部屋のユニットをずらしながら重ね、テラスには緑を植

え「未来と重ねて、育つ森」と名付けた。一時、郊外に脱出した京都や東京の大学キャンパスの都心回帰が進んでいるが、この

提案は「街なかに学生が集える場」を創ろうというものだ。九大・伊都新キャンパスは高層ビル群と豊かな自然、歴史遺産で構

成され数々の賞を得ているが、学生の日々の暮らしの視点からのキャンパスづくりが充分かどうか、鋭く問いかけているように

も思えた。熊本大学学生の放置自転車活用の提案も、身近な事柄への問題意識から発想して、都市的活用にまで発展させようと

いう提案であり、細かなバックデータをそろえて説得力があった。 

 １０年という節目での「夢・アイデア事業」はこうして、若い世代の発想と発信力が高く評価される結果となった。同時に、

身近だが、切実な願いから出発した「夢アイデア」提案は、巨大な社会システムから見れば、あるいはささやかな変革の提案か

もしれない。しかし、いずれの提案も現在の日本社会の在り様の、痛部を鋭く突いていた。「真実は細部に存在する」という言

葉が新鮮によみがえった夢・アイデア交流会の時間であった。（了） 

文：玉川 孝道（西日本新聞会館 顧問） 

（平成 24 年 12 月 7 日掲載） 

 

20



 

 
平成 24 年度収穫祭が行われました。 

 

３回目の稲刈り・収穫祭が行われました。 
深まりゆく秋、気持ち良く晴れ渡った空の中を、共助研の福岡

組（木寺リーダーご夫妻、矢ケ部さん、濱田さん、吉田さん、森

脇）の６人はまだ眼がさめやらぬ午前 7 時に建コンビル前を出発。

紅葉には少し早い緑の多い大分道を走り、午前 9 時半に旧長谷

小学校体育館へ到着。しばらくすると波木事務局長、波多野さん

が到着。共助研からは全員で８名の参加です。着替えを済ませ

10 時前に今日の目的地である松巖寺田んぼに集合。今年は天

気の心配なしに晴れ渡った秋空の下での稲刈りです。 

今年は柴北川を愛する会（以下、愛する会）、共助研に加え、

波多野さんの紹介の大分市西の台小学校の「おやじの会」のみ

なさんが参加されました。（昨年雨のため不参加）子供約 25 名、

大人約３０名の総勢 50～60 人の参加です。また、地元のケーブ

ルテレビ局からも取材に来ていました。 

 

＜今回のスケジュール＞ 

7：00 出発 

10：00～11：30 稲刈り 

12：00～13：30 収穫祭 

（昼食、物産販売、竹トンボ教室） 

13：30～14：00 意見交換会 

 

１．稲刈りの開催 

■稲刈りの開会 
10 時過ぎに愛する会の穴見

会長から開会の挨拶があり、子

供たちを中心に安藤班長から上

手な稲刈の方法の講習会があ

りました。今年で３回目となり参

加者も多かったことから安藤班

長の説明も熱が入っていまし

た。 

①稲を根元から鎌で切り５束程度にまとめる。 

②昨年取れた藁を５本程度取り刈り取った稲の束に巻く。 

③両手でわらを巻きつけ左右を合わせて輪の中にくぐらせる。 

④縛った稲は竹で作ったハザに掛ける。（7：3 くらいに稲束を 

割り１束づつ交互に掛けていく。稲は天日で干すのが一番 

おいしく、ハザ掛けするそうです。） 

 

  
安藤班長の説明を熱心に聞き入る子供たち 

 

■稲刈りが始まりました 
子供たちは安藤班長の説明

を熱心に聞き、さあ実践です。

今年は数日前から晴天に恵ま

れ田んぼの水もすっかり引い

ていたので運動靴でも十分でし

た。稲を刈る人、束ねる人、ハ

ザにかける人に分かれ作業を

進めていきました。 

初めて体験する子供もいてとても楽しそうに歓声を上げていま

した。 近増えてきたとは言え稲刈りの体験はなかなかできるも

のではありません、子供だけでなく大人も新鮮な思いを感じなが

ら熱心に稲刈りをしていました。 初は要領を得なかった子供達

も徐々に慣れ、しばらくすると小さな子供でも十分に戦力になって

いました。 

初めに入ったとき意外と広く感じられた田んぼもこの人数で稲

刈りをするとあっという間でした。稲の面積が徐々に減ってきて、

ハザが徐々に増えてきました。１時間経った頃飲み物を飲みなが

ら休憩、あと少し頑張れとみんなで言い聞かせながら 後の一束

を刈り取りしました。11 時過ぎには終了しハザ掛けが刈り取られ

た田んぼにきれいに並びました 

  
徐々に増えていくハザ 

終わった後子供たちはこの場を立ち去るのを惜しむように川遊

びに興じていました。集合写真を撮った後、体育館で収穫祭で

す。 

 
稲刈り終了の集合写真 

 

２．収穫祭の開催 

■今年の豪華バイキング料理 
体育館に行くと今年も柴北レディースによる豪華ランチバイキ

ングと採りたて野菜や東北の酒などの即売準備が整っていました。

豪華ランチバイキングは年々充実してくるようです。見た目も味も

ホテルのバイキングより立派です。これがワンコインで食べ放題

ですからたまりません。（お酒が飲めたら 高ですが…） 

  
並べられた豪華ランチバイキング 手作りパッケージとバイキング料理 

 

■ランチタイム 
ランチタイムではさながら大型レストランのような盛況ぶりでし

た。早めに食べ終えた矢ケ部さんがギター演奏を開始。 

  
盛況の大型レストラン        矢ケ部さんのギター演奏 

穴見会長挨拶 

刈り取り前の金色に輝く松巖寺田んぼ 

楽しそうに作業するみんな 

共助研 
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今年は残念なことにピアノが体育館からなくなっていたので矢

ケ部さんの独奏となりましたが、ギターの演奏を聴きながらの楽

しいランチタイムを過ごしました。 

 

■竹とんぼ教室 
収穫祭のイベントのひとつとして今年は竹とんぼ教室が開催さ

れました。講師は三浦さんを中心とする愛する会のメンバーと共

助研の濱田さんです。竹で作った羽根と軸は数日かけて三浦さ

んに準備していただきました。羽根の大きさや軸の丸さの正確さ

はプロの技です。子供たちに羽根と軸とナイフのセットを一人ず

つに配り、濱田さんが削り方の説明を行ったあと三浦さんが指導

していきました。羽根を片面の半分づつ削っていきますが、日頃

ナイフを使わない子供たちにとっては大変な作業です。集中しな

いとケガをするのでみんな真剣そのもので作製していきました。

小さな子供は大人に手伝ってもらい 30 分くらいで完成。ステージ

の上からみんなで作った竹トンボの飛ばしっこ大会が始まりまし

た。竹とんぼに満足した頃予定時間となり、参加された「おやじの

会」会長、木寺リーダー、 後に穴見会長の挨拶があり今年の収

穫祭は終了です。充実した１日を過ごしました。 

  
竹とんぼ教室          竹とんぼ飛ばしっこ大会 

 

３．意見交換会の開催 
収穫祭の片づけを終え愛す

る会と共助研の意見交換会を

開催しました。 

・竹活用の今後の進め方 

・長谷の特産品を本格的 

に販売する検討を行う。 

・忘年会の日程など 

について話し合いました。 

午後２時過ぎに解散しました。 

 

４．満開のさくらソバ観賞 
共助研メンバーのみで帰る

途中９月上旬に種まきしたさく

らソバを観賞しました。ピンクよ

りも赤に近い満開のさくらソバ

と青空のコントラストが見事で

した。花びらが一つひとつが日

の光に輝いていて思わず見と

れました。種まきをしたメンバー 

はより一層感動したことでしょう。一部育っていないところもありま

したが、だれが種を播いたかは伏せておきましよう。 

あまりの美しさに集合写真を撮りました。朝早かったことも忘れ

充実感いっぱいで帰路に着きました。       （文責：森脇） 

 
 

共助研 

 
【新 雲仙プロジェクト NPO 奥雲仙の自然を守る会との初会合】 

昨年平成 23 年度は、チームギアの松本さんのプロジェクト

「雲仙 千の物語事業」で毎月 1 回は通っていた雲仙でしたが、

今年度は、本当にご無沙汰となってしまいました。チームリーダー

として、これじゃあいけないと奮起？し、松本さんからも紹介のあ

った「NPO 奥雲仙の自然を守る会」の中田代表にお会いすべく、

再度、雲仙に向かったのが、11 月 17 日(土)です。 
中田代表より、午前中に雲仙の自然に関する講演があるので、

ぜひとも聞いてくださいとのこともあり、寺井先生（もと島原高校の

地学？の先生で、現在は、長崎県教育センター主任指導主事）

の話をお伺いしてきました。場所は、奥雲仙の田代原トレイルセ

ンターという自然観察の拠点施設。共助研からのメンバーは、波

木事務局長、岑さん、山下さん、金尾さんと矢ヶ部の 5 名。 
寺井先生の話は、雲仙地域が日本初のジオパークに指定を受

けたいきさつ等からはじまり、雲仙の地形の面白さ、その地形を

形作っている断層の話、ついでにということで、福岡の警固断層

の話まで、約 1 時間半、先生の話しっぷりのうまさと内容の濃密

さで、聞き込んでしまいました。少人数で聞くのがもったいないよ

うな面白く、かつためになるお話でした。 
午後は場所を寿妙院（中田代表が住職を務めるお寺さん）に

移し、ＮＰＯの中田代表をはじめＮＰＯメンバーの方々（木田さん、

松崎さん、柴田さん、入口さん）と共助研メンバーとの打ち合わせ

を行いました。それぞれの団体の活動状況の紹介をはじめ、共

助研としてどのような支援ができるのかがメインのテーマです。 

  
その中で出てきたのが、牧草地の隣縁部に生息しているミヤマ

キリシマが、近年の管理が十分にできないことが原因で、どんど

んと姿が見えなくなってきているという話です。場所が、雲仙国立

公園の第 2 種特別地区に指定されていること、土地利用が牧草

地であること等、国立公園内の規制との関連で、なかなか草刈も

勝手にできない状況にあること等の問題が、地域を良くしたいと

いう中田代表をはじめＮＰＯ皆さんがジレンマのような状況に陥っ

ているというようなお話しだったかと思います。 
共助研メンバーとしては、環境の保全のために、あるいは、魅

力的な景観を保全・再生することで地域が元気になることについ

ては、得意とするところ！！私たちにお任せなさい！！とまでの

啖呵は切ってはいませんが、いろいろ

と支援はできそうだということで、次に

つなげることとしました。 
今回は、日帰りでしたが、本当に寒

い中、昼食は、地元で取れた食材によ

る暖かいなべが振舞われました。冷え

た体に、地元の方のあたたかい気持ち

のこもった暖かい食事をいただくことができました。 
 
【新 雲仙プロジェクト活動開始】 

12 月に入って、ＮＰＯ木田さんより連絡が入り、牧草地の草刈

をするので手伝ってもらえませんかとの話をいただき、さっそく、

本格的な始動を開始することとなりました。メンバーから、せっか

く行くのであれば、民泊体験をということで、お寺の本堂で寝るこ

とになりますから寒いですよ！！と散々脅されつつ、1 泊 2 日で、

再度、奥雲仙へ向かうこととなりました。 
12 月 15 日(土）13:00 あいにくの天気の中、今回は、木寺さ

ん、山下さん、金尾さん、私の 4 名で、一路雲仙へ向かいました。

途中、金尾さんが体調不良で、引き返されましたが、木寺さん、

愛する会と共助研の意見交換会

満開のさくらソバの花 

満開のさくらソバ畑での集合写真 

22



山下さんと私でしっかりと参加してきました。 
2 度目ということでしたが、再度迷ってしまい現地の到着は、

17:00 過ぎとなってしまいました（へたにＧＰＳに頼るとだめという

ことを再認識しました）。 
中田代表、木田さんに、そし

て、体操教師でもある松崎さん

の方々の出迎え受け、さっそく

座禅体験を。ご指導していただ

くのは松崎さんで、呼吸法など

を短い時間の中で教えていただ

きました。そのあと、NPO 奥雲仙の自然を守る会の方々との交

流懇親会をおこないました。私達 3 名と NPO 中田代表、木田

事務局長、会員の方々と奥さんがたの 10 数名の楽しい会となり

ました。 
 

  
翌朝 12 月 16 日は、朝のお勤め（お寺泊のため）のあと、環

境省の滝藤自然保護官(若い女性職員）も参加され、「奥雲仙の

勉強会 」が 開 催されま した。

NPO からの参加者は、中田代

表、木田さん、柴田さん、山口さ

ん、荒木さん、松崎さん。また、

途中飛び入り？で昨年もたいへ

んお世話になった田浦さんも参

加され、忌憚のない活発な意見

交換がなされました。 
滝藤自然保護官から国立公園内の規制の概要等の話をいた

だき、具体的な今回の牧草地における植生管理の話については、

地域の景観を守ることは、自然公園の目的でもあるということで、

積極的な支援・協力が得られそうな話でした。ただ、やはり人力

の手当ては難しいようで、ここにも体を張って貢献する共助研とし

ての活躍の場があるようです。 
国立公園内で、かつ牧草地という特殊な環境において、管理

不足が影響し、ミヤマキリシマが潅木や雑草の繁茂の影響で大

きく衰退しており、いかに、ミヤマキリシマをまもるかがテーマとな

るということで、木寺さんはじめ共助研から、少し専門的な視点で

の意見交換もできたので、共助研の存在価値も大いに PR でき

たかと思います。 
午後、牧草地の状況視察を行いましたが、とりあえずは、牧草

地との隣縁からミヤマキリシマの生息を妨害している雑木を取り

除くことではじめましょうとの、作業方針もおおむね見えてきまし

た。 
その後の牧草地の除草作業は、木寺さん、山下さん、私は、鎌

を持って、さくさくといばら刈を行い、わずかですが、地域貢献が

できたかなと自己満足してきました。作業には、地元の方 10 名

参加もあり、なかなかいいムードで無事終了しました。 
今後のやるべきことも少しずつ見えてきたこともあり、来年も積

極的にお手伝いしますということで、2 回目の奥雲仙訪問は無事

終了しました。今回は、波木事務局長が不在ということもあり、す

こぶるいい天気に恵まれたこと

を申し添えておきます（というも

のの次回はご参加ください。波

木事務局長殿）。 
 (右)ミヤマキリシマを残すために 

どれを切る？ 
今後、雲仙プロジェクトとして、

心機一転、ミヤマキリシマの保全、地域の元気作りのために、少

しでも共助研が地域の役に立てればと思い、意気込んでいます。

多くの方々の参加と支援をお願いし、プロジェクト通信を終わりま

す。 

 

  
牧草地とその隣縁部の状況   牧草地の草刈に精が出る木寺さん 

 
 
 
中田代表がお勤めする「寿妙院」 
 
 
 
 

 
 
 

 
平成 24 年 11 月 17 日のメンバー集合写真です 

 

 
平成 24 年 12 月 16 日(日) 牧草地草刈メンバーの集合写真です 

 
 
 
 
 
 

 

(左)地元食材の鍋と、おいしい

日本酒！！ 

(上)お酒が大好きな江副さんと奥さん
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思い出 NAVI プロジェクトの最近の活動 

 

 

 

実施日 実施内容 

6.23～

24 

西米良村上米良集落集落にて 

思い出 NAVI 開催（大学生参加） 

9.16 西米良村にて企画会議及び上米良 

敬老会参加（大学生参加） 

10.13～

14 

上米良村にて思い出 NAVI 開催 

（大学生２５名参加） 

 

 

 

 

 

 

 

思い出 NAVI プロジェクト 
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みやこ町『花しょうぶ祭り』に参加して 

 

株式会社 西部技術コンサルタント 

松尾 涼二 

 

 去る６月９日（土）～６月１０日（日）の２日間、福岡県京都郡みやこ町において『第７回みやこ町花しょうぶ祭り』が開催されました。みや

こ町役場広報より同祭りの案内を受け、祭りのホームページをのぞいた所、若い頃にポケットパークで設計した「しょうぶ池」によく似てお

り、感慨深く思い参加致しました。今回はこの、『みやこ町花しょうぶ祭り』についてご紹介させて頂きます。  

 

１．花しょうぶ祭り 

 みやこ町は、福岡市から車で約１時間半、福岡県の東部に位置し、北側は北九州市と接し、南側は中津市と接して大分県との県境を

成している南北に広い町です。また、冬にはスキーが出来る程降雪のある野峠や、日本三大カルスト台地の一つである平尾台、行橋市

へ続く平野に広がる田園地帯などを擁する、変化に富んだ町でもあります。私の参加した６月１０日は絶好の行楽日和であったので、道

中の景色も楽しむことにして、高速道路ではなく、八木山バイパスから飯塚・田川を経由する一般道ルートを選びました。みやこ町は、緑

豊かで自然に恵まれ、大変素晴らしい所でした。 

 

  

 

 花しょうぶ祭りは、みやこ町の豊津運動公園内で開催されます。菖蒲園には５月下旬から６月中旬にかけて、約３０種、実に約３０００株

１万本もの美しい花々が咲き乱れ、その最盛期に行われるこの祭りは、近辺における一大イベントとなっています。実際に、当日の祭り

会場には、子どもからお年寄りまでたくさんの参加者があり、写真のように大変にぎわっていました。 

  

 

 

地域の話題 
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２．花しょうぶについて 

 花しょうぶは、アヤメ科の多年草で原産地は日本です。季節は５～７月で花の色は淡紅、紅紫、桃、黄色、紫、青、白など様々です。種

類も豊富で１０００種ほどあるそうです。会場では、約３０種類を見ることができると紹介してありました。 

 しょうぶ、と聞くと、個人的には「菖蒲湯」を思い出します。私が広島に勤務していたころ、毎年この季節になると銭湯で「菖蒲湯」に入れ

るので、子どもをつれて銭湯通いをしておりました。改めて、菖蒲湯の効能を Web で検索してみると、「鎮痛・血行促進効果」「天然のアロ

マテラピー効果」もあるそうです。以下そのくだりを紹介します。  

 

 

３．私としょうぶ池 

 私は、今から２５年ぐらい前に「しょうぶ池」の設計をしたことが有ります。その設計とは、山口県内で道路景観設計の一環として、道路

沿線の有休地を利用して小さな公園をつくり、ベンチや東屋を配置して利用者が憩えるスペースを提供することを目的にした「ポケットパ

ーク設計」でした。 

 道路設計は約５００ｍぐらいでしたが、その中に５個所のポイントを設け、既存の古い池を改修してそこにしょうぶを配置することで「しょ

うぶ池」と名付けました。設計は、コンクリート製の鉢を池全体に配置しその鉢にしょうぶを植え付けるものです。問題は、池の管理水位

の設定や管理方法、そして鉢の配置による見栄えを良くする点でした。類似の公園などを視察したり、パース図などでイメージしたりする

ことで解決しました。 

 

４．おわりに 

 初めての投稿で、どのような話題を書いて良いものかわからず、先月訪れた「みやこ町花しょうぶ祭り」を題材に選びました。当日は、

豊津花菖蒲公園をスタートとして、豊前国府跡公園をゴールとするスタンプラリーにも参加しました。ゴール地点では、抽選コーナーがあ

りくじを引きましたが、惜しくも参加賞で「米１合」袋をいただきました。 

 花しょうぶ祭りは、今年で１５回目を迎えたとのこと。毎年６月に開催されるとのことですので、参加してみられてはどうでしょうか。自然

豊かな風景と美しい花菖蒲の景観はお勧めです。また、農産物の直売場も開催されており、こちらもお勧めです。 

 

（平成２５年１月１１日掲載） 
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