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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。 

 今年、平成 25 年（2013 年）は、昭和 38 年（1963 年）3 月 4 日に建設コンサルタ

ンツ協会が創立されてからちょうど 50 周年になります。創立当時は 19 社だったそう

ですが、現在は 425 社が加盟しており、5 月 30 日に記念式典が行われます。そのほ

か、講演会や植樹祭、記念誌発刊など多くの催しが計画されています。ちなみに、九

州支部は、昭和 43 年（1968 年）6 月 28 日に設立され、今年で 45 年になります。現

在の加盟会員数は 123 社で、そのうち本社会社が 74 社、支店会社が 49 社となってお

ります。 

さて、最近、九州北部豪雨や淡路島・三宅島などの地震に対する防災や減災、そして

都市高速道路やトンネルの老朽化などインフラ整備に関するニュースをよく目にしますが、世間の関心が少し

この方面にも集まりだしたのではないかと感じます。とくに、南海トラフ地震については、32 万人の死者、

220 兆円の被害予想が発表されましたが、政府は、9 月 1 日の「防災の日」には、この地震を想定した総合防

災訓練を行うそうです。 

 こうした自然災害と施設の老朽化に加えてもうひとつ、TPP（環太平洋経済連携協定）があります。3 月 15

日、安倍首相は TPP 交渉参加を正式に表明しましたが、これには公共サービスも対象であり、我々にも無縁で

はありません。公式ではありませんが、750万円以上のコンサルタント業務も対象となるとの情報もあります。 

 このように大変難しい時代になってきていますが、建設コンサルタントの果たす役割は、前にも増して一層

重要になってくると思います。九州支部も、協会本部と力を合わせて、安全・安心な国土整備の一翼を担うと

ともに、会員各社がさらに発展されますよう積極的に活動してまいります。 

 今後とも、これまで同様会員皆様のご支援をお願い申し上げまして、平成 25 年度をむかえてのご挨拶とさ

せていただきます。 

                                         平成２５年  ５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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                          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：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） 

副委員長：藤尾 保幸（建設技術研究所） 

 

広報委員会  委員長１名、副委員長 1名 

委 員 長：北岡 大記（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
副委員長：山本 和幸（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

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） 

地域ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ委員会  委員長１名 

委 員 長：大野 博司（ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 
 契約制度等調査委員会  委員長１名、副委員長１名 

委 員 長：後藤 雅之（建設技術研究所） 
副委員長：山下 裕二（第一復建）  

 防災委員会  委員長１名、副委員長１名 

委 員 長：山本 芳裕（福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

副委員長：青柳 泰夫（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

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：佐藤 孝之（西日本技術開発）  

副委員長：松崎  明（冨士設計）  

副委員長: 原田 隆弘（八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ） 

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）  

副委員長：荒井 和久（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

 夢アイデア実行委員会 委員長１名、副委員長２名  
 委 員 長：福田 直三（復建調査設計） 

 副委員長：白石 悦二（日本工営） 

 副委員長：福満 孝博（玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

 

 

独禁法に関する特別委員会   委員 支部理事 
 
                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） 

亀井（九州土木設計） 

福留（久永） 

 

  

 

総 会 支部役員会 総務・企画部会 

支 部 長 

副支部長 

支部理事 

監   事 

技術部会 

部会長: 

 御代川（ﾊﾟｼｺﾝ） 

副部会長:大野（ｱｼﾞｱ） 

 田上（基礎地盤） 

 原田（九州開発） 

顧問:針貝（福山） 

事務局 

部会長: 

寺田(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 

支部理事 岩上 憲一 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

支部理事 田中  清 第一復建 

支部理事 川瀬 浩之 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

支部理事 寺田 俊朗 日本工営 

支部理事 塩足 弘喜 日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

支部理事 御代川 亨 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

支部理事 柴田 貴徳 福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

支部理事 佐藤 信雄 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 

福岡(理事) 大野 博司 ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

大分(理事) 甲斐 忠博 冨士設計 

宮崎(理事) 亀井 慎也 九州土木設計ｺﾝｻﾙ 

鹿児島(理) 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 

平成 25年 4月 23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 
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昨年末に発足した安倍政権は、デフレよりの脱却を最優先課題として、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政

策」、「成長戦略」の『３本の矢』を掲げ、財政政策として、「防災・減災と社会資本の老朽化対策を目玉とした

公共事業重視へのシフト」が行われようとしています。 

私達としては、この状況を大いに歓迎しつつも、長年続いた公共事業削減の影響による「厳しい経営環境」、「若

手技術者の不足」及び「社会的認知度の低迷」等の重要課題に直面しています。また、九州地域における活動経緯、

様々な現状・特性を踏まえた活動を展開する必要があります。 

このような中、昨年度と同様、「業界としての活路・展望を開くために、会員会社に共通する目標・メリットを

追求する」こと第一義に考えるともに、企業・社員とも「魅力ある職場づくり」は喫緊の課題と認識して、この項

目を今年度の運営方針に加えました。 

 

以上の考えの下、平成25 年度の事業は、以下に示す方針のもとで運営に当たります。 

 

（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）魅力ある建設コンサルタントに向けて 

① イメージアップのための広報戦略強化 

② 健全な労働環境への改善 

 

（３）活躍領域の拡大 

① 夢・アイデア事業の継続展開 

② 新分野・新領域技術に関する情報提供 

 

（４）会員へのサービス拡充 

① 学生及び若手技術者との交流・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 

 

（５）活動のオープン展開 －安心・安全な国づくり－ 

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 

 

（６）継続課題 

① 支部活動のPDCA 

② コンプライアンスの徹底 
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[活動方針に関する補足説明] 

 

(1) 活動基盤の充実 

・発注機関（九地整、地方自治体）との意見交換会において、当協会（本部・支部）からの「要望と提案」を

提出する。「要望と提案」の内容は発注機関毎に工夫する。 

・エラー防止のための品質セミナー、マネジメントセミナー他各種研修会を実施する。 

・昨年度に新設した「契約制度等調査委員会」に加えて、今年度より「地域コンサルタント委員会」を発足さ

せ、より的確に会員の意見を活動へ反映させる。 

 

(2) 魅力ある建設コンサルタントに向けて 

・学生の土木離れを食い止め、更に一般社会の土木への理解を深めるため業界イメージアップのための広報活

動を強化する。 

・広報活動強化のため、役員会においても広報関連情報については留意し、広報委員会以外の委員会について

も情報提供を行い、広報活動を支部全体で検討・実施できるようにする。 

・職場環境の改善のため、所定外労働時間を短縮するように官民一体で推進する。 

 

(3) 活躍領域の拡大 

・夢・アイデア事業を継続展開する。 

・新分野・新領域技術に関する情報を提供する。 

 

(4) 会員へのサービス拡充 

・活動方針記載の①及び②を継続展開し、会員に対して役に立つ情報を提供する。 

 

(5) 活動のオープン展開 

・地方自治体との災害協定締結を検討する。 

・防災技術に関する情報を提供する。 

 

(6) 継続課題 

・活動方針記載の①及び②を継続展開。 

4



 

 

「東日本大震災」から早くも 2 年が過ぎましたが、福島第一原子力発電所事故の影響もあって、復旧は思うよう

に進まず、現在でも多くの帰宅困難者がおられる状況にあります。平成 24 年度には、12 月に中央自動車道笹子ト

ンネルで天井板崩落事故が発生し、9 名の死亡者とともに、公共施設の維持管理やその前提となる点検の必要性、

重要性、緊急性を、強く世の中に知らしめることとなりました。また、7 月に発生した北部九州豪雨では、山国川、

白川、菊池川、矢部川等多くの河川で氾濫を起こし、大きな被害が発生しました。近年、河川整備のための予算は

削減される一方でしたが、まだまだ安全といえるにはほど遠い水準であることを思い知らされました。 

また、12 月には政権が交代するという大きな出来事がありましたが、新政権は緊急経済対策として大型の補正予

算を組み、その中で公共事業は景気の押し上げ効果が大きいとみられて柱と位置づけられました。これは、建設コ

ンサルタント業界にとって明るいニュースですが、その一方で、急激な予算増への対応という難しい問題を投げか

けられることにもなりました。 

そのような中で、建設コンサルタント協会九州支部においては、平成 24 年度には、会員数が 4 社増 1 社減の 123 

社となり、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を共有しつつ、以下に示す運営方針のもと、様々な支部活動を実施いたしました。 

 

（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 ――安心・安全な国づくり―― 

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 

 

具体的な活動は、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行われました。取り組み結果の詳細は各部会報告に示すとおりですが、全体

の総括として、運営方針に照らした形で、以下に簡単に報告いたします。 

｢発注機関への要望と提案｣では、国土交通省九州地方整備局、管内 8 県（沖縄県を含む）、政令指定都市である

北九州市及び福岡市と意見交換会等を行いました。かつての紙面と口頭での要望や提案から、最近はパワーポイン

トを用いた説明を加えた方法に変えておりますが、建設コンサルタント白書のデータや支部会員各社へのアンケー

ト調査結果等を交えたパワーポイントの内容は年を経るごとに充実して来ており、発注者側の理解をより深いもの

へと導いているように感じられます。 
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｢技術力向上及び品質向上のための情報提供｣では、会員を対象とした技術講演会や研究会を例年通り実施したの

に加えて、河川や道路分野では九州地整との間で技術検討会や意見交換会を開催し、双方の技術力向上や情報共有

を図っております。 

｢夢・アイデア事業｣は、九州支部独自の事業であり、地域貢献を通して建設コンサルタントの存在を広く知って

いただくという役目を果たしてきましたが、10 周年を迎え、例年の夢アイデア募集や夢アイデア交流会に加えて、

10 周年記念事業として｢夢アイデア本(仮称)｣の編集を行いました。平成 25 年度の出版が予定されております。 

｢学生及び若手技術者の交流・育成｣として行っている若手技術者交流会や JOBCAFE も回を重ねて定着してきまし

たが、幅広い広報により、より多くの参加者を募ることが、今後の課題となっています。 

｢防災技術の情報提供と普及｣では、防災訓練の実施等のほか、第 2 回目となる防災シンポジウムを学識者 2 名を

講師として開催しました。また、九州地整との災害協定の改訂や各地方自治体との災害協定の締結についても協議

を重ねております。 

｢コンプライアンスの徹底｣としては、関連団体との共催で独占禁止法に関する講習会を開催し、当会会員 109 名

（全体では 240 名）の参加を得ております。 

｢ノー残業デーの推進｣に関しては、九州地整や各自治体との意見交換の場等においても要望と提案の 1 項目とし

て取り上げ、それぞれから共感を得ております。 

そのほかの項目についても、未だ成案形成や具体的な活動には至らないまでも、それぞれ検討等を重ねておりま

す。また、会員各社間の親睦を図るための軟式野球大会やソフトボール大会等も盛況裏に開催され、所期の目的を

達成しました。 
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総務・企画部会 

１．平成２５年通常総会の開催（総務委員会） 

平成２５年４月２３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２４年度議案事業報告について 

   第二号議案  平成２４年度決算報告について 

   第三号議案  平成２５年度事業計画（案）について 

   第四号議案  平成２５年度予算（案）について 

   第五号議案  役員の改選（案）について 

   第六号議案  支部規約細則の改定（案）について 

 

なお、総会終了後、元国土交通省東北地方整備局 防災課長熊谷順子 氏 （現㈱復建技術コンサルタン

ト理事）による特別講演「東日本大震災の対応について－ 初動への対応、そして復興に向かって－」、懇

親会を開催しました。 

   

▲総会の様子     
    

２．第３５回軟式野球大会の開催（総務委員会） 

 

  イベント名：第３５回軟式野球大会 
  開 催 日：平成２５年５月３１日（金）～６月１日（土） 
  場  所 ：雁ノ巣レクリエーションセンター 
  参 加 者：２０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 
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３．事務部門研修会の開催（総務委員会） 

 

  講 座 名：平成２５年度 事務部門研修会 
  開 催 日：平成２５年６月１２日（水） 
  場  所 ：福岡朝日ビル地下１階 １６号会議室 （福岡市博多区博多駅前 2-1-1） 

  参 加 者：４２名（２５社） 

  内  容 ：「『労働契約法 セミナー』 － 改正労働契約法に対する実務的対応 － 」というテーマ 
       で、社会労務士 伴 芳夫（バン ヨシオ）氏 （社会保険労務士法人 アドバンス 副所長） 
       を講師に迎え、研修会を行った。 

１．労働契約法の改正ポイントと実務対応 
（１）有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 
（２）有期労働契約の更新等（「雇い止め法理」の法定化） 
（３）期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 

２．高齢者雇用安定法の改正ポイントと実務対応 
（１）継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 
（２）継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲拡大 
（３）義務違反の企業に対する公表規定の導入 

３．労働者派遣法の改正ポイントと実務対応 
（１）労働契約申し込みみなし制度 他 

４．質疑応答 

   

▲事務部門研修会の様子 
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対外活動部会 

１．自治体との意見交換会総括会見を開催（対外活動委員会） 

 平成 24 年 10 月 11 日～平成 24年 12月 14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。 

 

     日時：平成 25 年 2 月 8 日（金） 

     出席者：建コン 支部長、副支部長、対外活動部会長、対外活動委員長 

         新聞社 九建日報、建設通信新聞、建設工業新聞、西日本建設新聞、佐賀建設新聞 

 

【自治体との意見交換会】 

自治体名 開催日 場所 出席人数 

福岡県 平成 24年 11月 30日 吉塚合同庁舎特 4 会議室 県側 7 名、建コン側 30 名 

佐賀県 平成 24年 11月 16日 佐賀県自治会館 県側 6 名、建コン側 12 名 

長崎県 平成 24 年 11 月 2 日 長崎県庁会議室 県側 10 名、建コン側 12 名 

熊本県 平成 24年 10月 11日 県庁本館 11 階土木部会議室 県側 10 名、建コン側 18 名 

大分県 平成 24年 11月 15日 大分県庁新館 8階プレスセンター 県側 11 名、建コン側 13 名 

宮崎県 平成 24年 10月 19日 ホテルﾒﾘｰｼﾞｭ宮崎 県側 6 名、建コン側 19 名 

鹿児島県 平成 24 年 11 月 1 日 鹿児島県市町村自治会館 県側 12 名、建コン側 19 名 

北九州市 平成 24年 12月 14日 北九州市役所特別会議室 B 市側 6 名、建コン側 9 名 

北九州市(実務者) 平成 24年 12月 14日 北九州市役所特別会議室 B 市側 10 名、建コン側 12 名 

福岡市 平成 24年 11月 22日 エルガーラ多目的ホール 2 市側 9 名、建コン側 26 名 

福岡市（実務者） 平成 24年 11月 22日 エルガーラ多目的ホール 2 市側 11 名、建コン側 8 名 

沖縄県 平成 24 年 11 月 8 日 沖縄県庁第一会議室 県側 5 名、建コン側 9 名 

 

      テーマ 

1. 技術力による選定 

2. 品質の確保 

3. 魅力ある建設コンサルタントに向けて 

4. 各自治体への個別要望 

5. 災害応急対策業務に関する協定の締結 

6. 夢アイディア事業への積極的支援 
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２．平成２５年度意見交換会の開催（対外活動委員会） 

 

  イベント名：平成２５年度意見交換会 
  開 催 日：平成２５年６月２６日（水） 
  場  所 ：九州地方整備局２階共用会議室 
  参 加 者：九州地方整備局局長以下 ２３名、 協会本部 １４名、 支部 ２０名、 自治体 ９名 

  (計６６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 

 

 

 

 

技術部会 

１．GIS 実践講習会の開催（情報委員会） 

 

  講 座 名：GIS 講習会 2013-九州 01(ArcGIS 初級編①)、GIS 講習会 2013-九州 01(ArcGIS 中級編①) 
  開 催 日：平成２５年５月１６日（木）初級編、平成２５年５月１７日（金）中級編 
  場  所 ：天神ビル ３号会議室 

  参 加 者：初級編 ２０名（９社）、中級編 １６名（９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 

以上 
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共助研 

 
 
１．はじめに（渋滞を乗り越えて） 
 「何回も通う内にはこういうことがあっても当然」とは思うものの、

大分自動車道での事故渋滞のため、16 日（土）に予定されてい

た現場作業に参加できたのは、別途行動していた濱田会員のみ

となりました。定刻、午前 10 時に博多駅前を出発した、山下会員、

森脇会員と木寺は、4 時間以上の遅延となり、夕刻に宿泊予定地

の三重町に着くのがやっとで、そこで波多野会員と合流しました。 

ということで、「2 日目は昨日の分まで頑張ろう」との意気込みでの

作業開始前の記念写真です。 

 
写真１  ２日目の作業開始に先立って 
（後方には、１日目作業成果の竹炭） 

 
２．手慣れてきた竹炭づくり 
 「柴北川を愛する会」のメンバーは、「無煙炭化器を用いた竹炭

づくり」は、もう手慣れてきたというレベルです。我々は未だそこま

でとは行きませんが、だいぶ慣れてきました。 

 以下、作業の内容を、順番を追って紹介します。 

・無煙炭化器セット →・枯れた竹の小割 →・着火 →・燃焼  
→・燃焼終了確認 →・水での冷却 →・出来上がり 
これらの様子は、以下のとおりです。 

  
写真.２ 無煙炭化器セット  写真.３ 材料の竹の小割（２つ割程度） 

 

  
       写真.４ 着火           写真.５ 勢いが出てきた炎 
 

  
   写真.６ 無煙炭化器の威力        写真.７ 燃焼ほぼ終了 

 

  
      写真.８ 冷却作業            写真.９ 出来上がり 
 
３．竹チップ堆肥の切り返し作業も順調 
 竹チップ堆肥の切り返し作業も順調に進みました。 

 「柴北川を愛する会」の方々は、こちらの作業も慣れてきておら

れ、途中での水分補給等も段取り良く進みました。ご承知のように、

堆肥の熟成（素材の有機物を、微生物の力でよく分解・発酵させ

ること）には、空気、水分、時には追加の栄養分等も必要になりま

す。 

 野積みした堆肥素材の中心部分では、温度も上がり、分解・発

酵が進みますが、表面部分は温度が上がりにくいため、このため

にも切り替えし作業（表層部分と中心部分が逆になるように、積み

替えを行うこと）が必要になります。熟成への過程では水分や空気

が不足してきますので、上記したように、切り替えし作業にはその

補給を行うという、両方の意味があります。 

 なお、山積みした堆肥の中心部分は、高温（60°～80°C）程

度）になりますので、一般的な雑草の種子であれば、死滅させてし

まう効果もあります。 

 作業は、竹炭製造と並行して行いましたが、その様子は、以下

のとおりです。 

  
  写真１０ 切り替えし前の状況    写真１１ 切り替えし作業、その１ 
                               （湯気が出ている） 
 

  
写真１２ 切り替えし作業、その２  写真１３ シートを被せて作業完了 

 
４．楽しみの「焼き芋タイム」 
 共助研メンバーの大半は福岡市の近郊に住んでいるため、「焚

き火での焼き芋づくり」の機会はありません。ただし、みんな、小さ

いころの焼き芋づくりの思い出があります。 

共助研が、いつも焼

き芋もおねだりする

ため、今回は、渡邊

さんらが「最上級の

芋（甘太くん：甘太く

んは大分県産の紅

はるかを収穫後４０

日以上貯蔵して甘

味を増した独自ブラ

ンド）」と「アルミホイ

ル」を準備されてい

ました。 
写真１４ 焼き芋用の焚き火を囲んで 

（中央が穴見会長） 
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 コーヒーサービスまで付いた、「ぜいたくな焼き芋タイム」は、以

下のとおりです。 

 
 

  
   写真１５ 焼き芋取り出し  
 
５．さいごに（春はもうすぐ） 
 作業を終えて、いつものように記念撮影を行いました。また、帰り

際に、第 2 視点場のある成瀬谷の山桜の様子を確認しました。ま

だまだ、春通しという状況でしたが、この報文を書いている 2 月末

には、今年の「桜の開花予想」が発表され、開花はほぼ平年並み

ということですので、もうそこまで、待ち遠しい「長谷（柴北川流域）

の山桜の開花時期」が来ています。 

 初日はトラブルに見舞われましたが、いつものように元気を頂い

て、無事帰ることができました。次回は、3 月２日（土）に、「タケノ

コで有名な合馬の視察」を合同で行うことが決まっていますので、

そこでの再会を楽しみにしています。 

 
写真.１７ 作業後の記念撮影 

 

 
写真.１８ 開花が待ち遠しい成瀬谷 

 
―― 青年は利己主義をもって終わり、老年は他者のための生活

をもって始まる。決して美徳からではなく、まったく自然により多く

他者のために生きるようになる。―― ヘッセ「老年の価値」より 

 
この心境まではまだまだですが・・・、感謝、感謝です。 

（文責：木寺、写真：森脇） 
 
 
 
 
 
 
 
 

共助研 

 
 
１．初めての合同視察を、たけのこの里・合馬で！ 
 平成 21 年から取り組み始めた柴北川プロジェクトも４年目となり、

当初の山桜資源調査から山桜周りの竹除伐、さらに除伐した竹の

活用、そして竹林の整備へと、年を追って「竹」資源を活用した地

域づくり活動を深化させてきました。 

 その「竹」資源活用による地域づくりにおいては、我々共助研の

メンバーの大半が住む福岡県内に、全国的に名を馳せた先駆的

な取り組み事例があります。北九州市の小倉都心部から車で約

30 分に位置する、小倉南区合馬（おうま）地区の取り組みです。 

 「合馬のタケノコ」と言えば、今や高級タケノコの代名詞となる有

名ブランドとなりましたが、このどこにでもある地域産品を全国ブラ

ンドにまで仕立てあげた合馬地区の地域づくり活動は、農山村活

性化の代表的な成功事例として広く知られています。 

 梅花もそろそろ盛りを過ぎようかという３月２日の土曜日に、「柴

北川を愛する会」と共助研による初めての合同地域視察として、こ

の合馬地区を訪れました。 

 
２．きっかけは、コミュニティ政策学会福岡大会に向けた下見から 
 昨年 12 月の年の暮れ、事務局の波木は、所属する北九州市内

の会社から車で 30 分足らずの「合馬農産物直売所」に出向き、

合馬校区まちづくり協議会の清永賢治会長にお会いしました。本

年７月に予定されているコミュニティ政策学会福岡大会（@西南学

院大学）で、中山間地域分科会におけるパネラー参加を、清永会

長に依頼するためです。 

 清永会長は、北九州市役所退職後に

故郷合馬地区に戻り、その後 12 年間、

同校区まちづくり協議会会長等の要職

に就かれながら、合馬での地域づくりの

先頭に立って活動されている方です。

在庁時代には、主に土木関連部局で

市内の道路・河川整備等を担当されて

おり、当会が建設コンサルタントを主体

とする組織であると聞いて快く会ってい

ただきました。 

 “折角だから地元も見て欲しい”との有難い申し出をいただき、

会長のご案内で約 1 時間半地域内を回りました。その際に強く感

じたことは、南北を山地が囲み東流する合馬川沿いに細長く形成

された盆地地形と、山すその集落や田畑がつくる山里の雰囲気

が、柴北川Ｐの長谷地区と何と似通っているか、ということです。さ

らに、地元の竹資源活用を進めている点では、長谷地区が目指

す地域像を先取りしている地区でもあり、様々な観点から長谷地

区にとって大変参考となる地域ではないか、ということでした。 

 その場で早速、清永会長に「柴北川を愛する会」のことを紹介し、

可能ならば視察をお願いしても良いかと問いかけたところ、即答で

承諾していただきました。 

 後日、この視察のことを「愛する会」の渡邊事務局長に持ちかけ

たところ、昨年の当会吉田会員による勉強会以降地域産品開発

の機運が高まっていることもあって、是非実現したいとの回答をい

ただき、今回の視察に至った次第です。 

 

 
合馬地区の集落風景 

 

写真１６ コーヒーサービス 
       付きの焼き芋 

清永会長 
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３．霧雨模様も、午後には回復。そして、見事な美竹林に 
一同感動！ 

 「柴北川を愛する会」の視察メンバーは、穴見会長、赤峰副会長、

渡邊事務局長、高野会員、若杉会員の 5 名。当日は、ワゴン車を

レンタルして早朝 7 時に意気揚々と長谷を出発し、昼前には当地

に到着して少し下見もしたとのことで、かなり気合がはいっていま

す。 

 一方、今回は受け入れ側となった共助研メンバー5 名（木寺、

玉田、波木、矢ケ部、山下）は小倉駅北口で合流し、こちらもワゴ

ン車で「合馬農産物直売所」に向かい 13 時 30 分に「愛する会」

と合流しました。 

 一同は、この直売所で初めて清永会長にお会いし、以降、清永

会長ご自身の作成による視察スケジュールに沿って地区内を約 3 

時間かけて視察しました。 

 当日の天候は、前日までの寒

気は和らいだものの、朝から生

憎の霧雨模様。視察途中にも少

し雨となる時間帯もありましたが、

地区の実情を熱く説明していた

だく清永会長と、興味深々で視

察する両会メンバー全員の熱気

に押されてか、15 時頃からは陽

も射し始め、夕方には青空が

広がるまでに回復しました。 

 
●清永会長直々の案内による３時間の視察 
 約 3 時間に及んだ地区視察のスケジュールは以下の通りです。

この間の視察模様を、写真とともに紹介します。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

合馬地区視察スケジュール 
合馬農産物直売所に集合・あいさつ（13:30） 
⇒北九州市立合馬竹林公園視察（13:45） 
⇒生産竹林視察①（14:00） 
⇒定住者受入れ団地（ルアージュ合馬）視察（14:20） 
⇒農林業サポート NPO「農甦の会」事務所視察（14:35） 
⇒竹炭焼作業所視察（14:40） 
⇒生産竹林視察②（15:00） 
⇒復元の森視察・ふもとから望む（15:30） 
⇒三岳梅林公園視察（15:45） 
⇒地場野菜栽培ビニールハウス視察（16:00） 
⇒三岳公民館にて意見交換会（16:30～） 

直売所で清永会長からあいさつ 

◀合馬竹林公園内の展示館

で、廣瀬館長から説明を聞く。

竹林公園は北九州市立で平

成 8 年に開設。以後、地元の

イベント会場や交流施設として

活用され、地区のシンボル施

設に。 

◀直売所近くにある西欧風の

アパート群。市住宅供給公社

による賃貸アパート「ルアージ

ュ合馬」で、地区外からの定住

家族 19 世帯が住む。 

◀山すそのサイクリングロードに

沿って整備された生産竹林。合馬

地区の世帯数 220 戸の約半数

107 戸が「合馬たけのこ振興会」

に所属してタケノコ生産に携わ

る。 

◀生産竹林のひとつに足を踏み

入れて、赤土客土、竹炭・わらに

よる土壌改良された竹林の見事さ

に一同圧倒される。参加者の中に

は直近の週に八女市での竹林現

場を視察した者もいたが、合馬の

方が美しいと絶賛。 

◀視察前の 2 月 24 日（日）に実

施された「復元の森」活動の現場

（前方の山の山腹部）を見る。 

急傾斜地の放置竹林 50a を伐採

し、クヌギの苗木 1500 本を植え

て植生復元を目指す。活動には

約 100 名のボランティアが参加。 

◀三岳梅林公園の入り口近くで、

農産物販売をしている地元の

方々や来訪者に話を聞く。この梅

林に連絡する周回道路の整備

が、地区全体のむらづくりのきっ

かけとなった。 

◀赤瓦の屋根が美しい三岳集落

を散策する一行。清永会長のお

兄さんから、永年培ったハウス野

菜栽培の現状を説明してもらう。

つい先年までは、小倉牛の畜産

活動もされていたとのこと。 

13



４．活発な質疑で、予定を超える１時間半の意見交換会 
 中味満載で３時間に及ぶ現地視察を終えた一行は、三岳地区

の公民館に到着し、広い畳の間に通されて一息入れた後、視察

での興奮を引きずりながら地元の方々との意見交換会に臨みまし

た。 

 合馬地区からは、清永会長を筆頭に地区を代表する４名の方々

に参加していただき、先ずは自己紹介をしていただきました。 

●清永賢治会長（合馬まちづくり協議会会長、振興部会会長）の

自己紹介 
 三岳地区の生まれです。北九州市役所に入所して 40 年間土

木部局に勤務し、定年退職後に帰ってきて 12 年間活動していま

す。 

 合馬校区は人口 760 名で

220 世帯、集落は 7 町内あり

ます。平成 18 年から市の制度

としてまちづくり協議会が小学

校単位で発足しましたが、平成

8 年に発足した合馬むらづくり

協議会（現在は協議会内の振

興部会）がその前身です。 

 むらづくり協議会発足のきっかけは、三岳梅林への周回道路を

整備する「ふるさと農道事業」の取り組みからで、道路整備だけで

なく「むらづくり」の協議会も作ろうと各町内の役員で話し合って結

成しました。 

 むらづくり協議会結成後、タケノコのブランドづくりに取り組み、

平成 17 年に国の農林水産業まつりで内閣総理大臣賞、平成 21 

年に「豊かなむらづくりのモデル」として農林水産大臣賞を受賞し

ました。また、放置竹林が多いと言うことで、7 年前から「復元の

森」事業を進めています。 

●清永義弘さん（会長のお兄さん。82 歳ながらすこぶるお元気）

の自己紹介 
 昭和 33 年から大分の玖珠市場（子牛の市場）で購入した小倉

牛の畜産を始め、平成 23 年 12 月まで 30 頭を飼育していました。

現在は、水田 1ha とハウス栽培とタケノコを兼業でやっています。 

●高木美智子さん（合馬農産物直売所の店長。直売所立ち上げ

時からずっと関わる。）の自己紹介 
 今年はタケノコが遅くて直売所での品物が少ないのですが、か

わいい店員さんはいましたか？ 私は、直売所が出来た時から関

わっているので、直売所のことは誰よりもよく知っています。 

 17 年前に合馬地区内の石坂集落に帰ってきて、農業に関連す

ることで何か出来ることは無いかと勉強して、今は、口で百姓をし

ています。（笑）直売所で聞かれたことは、大体答えられるようにし

ているつもりです。今は野菜ソムリエの免許にもチャレンジしてい

て、合馬に多くのお客さんに来てもらいたいと、努力しています。 

●明石久美子さん（梅加工品の生産・販売をしている「梅の里工

房」の代表。）の自己紹介 
 「梅の里工房」は、三岳地区の主婦 10 人で立ち上げた任意団

体です。主婦と言ってもお嫁さ

ん世代の 50～60 歳代で構成し

ており、始めてから 17 年です。 

 工房を何故始めたか。合馬地

区は市街化調整区域で田畑の

売買ができない地域ですが、車

で 30 分で小倉市街地に行ける

ので、嫁いできたお嫁さんがみ

んなパートに出てしまいます。 

 ところが、両親が高齢になっ

て田畑仕事をしなければとなっ

たときにパートが出来ない。そこで、県の普及センターからの指導

もあって、“農閑期に、農業を手伝いながら実収入が得られれば、

パートに行かずに済む”として発足しました。 

 さて何をしようか、ということで 2～3 年試行してみましたがうまく

いきません。そんな時に、観梅客の多かった三岳梅林を、市の補

助金をもらって観梅時期だけ市の公園として無料開放することと

なりました。ただし、梅の実は地元で使ってよいとのことだったので、

それでは梅の実の加工品をつくろう、と始めました。 

 その時は、既にお姑さん達が梅林公園の前で梅干しとか漬物と

かを売っていましたので、なるべく競合しないものでということで、

ドレッシングと梅の酢味噌で立ち上げました。 

 最初は試行錯誤をしながらでうまくいかなかったのですが、6 年

前に商工会議所による「北九州の食のブランド」の公募があって

申し込みをしたところ、認定されました。 

 私たちは農家の主婦なので、自分達の家族に食べさせても安全

安心なものをと作っています。「どくだみ石鹸」も肌の弱い人達が

使っていいものをとして作りました。“自分達が食べても使っても安

心なものを”が私たちのコンセプトです。最初の頃は、直売所とか

農協とかにしか置いていませんでしたが、今は少しずつ広がって

福岡のＳＣとか小倉の百貨店とかにも置いてもらっています。 
●意見交換会 
 続いて「愛する会」と共助研のメンバーが自己紹介をして、質疑

の時間となりました。詳細については省略しますが、内容の濃い

質疑となりました。 

 

５．活発な質疑は、夜の懇親会にまで続く 
 ふと気付くと、外は夕色に染まり始め、時刻も予定を大きくオー

バー。まだまだ聞きたいことが、語りたいことが、という雰囲気でし

たが、とりあえず全員で集合写真を撮ってお開きとしました。 

 「愛する会」の皆さんは小倉駅近くに宿をとっておられたので、

一旦小倉駅近くに移動し、近くの居酒屋で参加者全員での懇親

会をもちました。この懇親会には合馬から清永会長にも駆けつけ

ていただき、地域づくりの苦労話や成功談を肴として意見交換会

第２ラウンドが夜遅くまで続きました。 

 「愛する会」の皆さんには、翌日、小倉のマチやレトロな門司港

めぐりで大いに英気を養って帰路につかれたとのことです。春先

の３月に仕込んだ滋養がじわじわと皆さんのエネルギーとなり、今

後少しずつ開花していくことを切に念じて、合同視察の顛末報告

とさせていただきます。 

◆後日談：この時の英気が早速に実を結んだのか、４月の豊後大 

野市市議選で赤峰副会長が見事当選を果たされました。

赤峰市議のご健闘ご活躍を切に願っております。ただし、

あせらず力まず、いつものマイペースで。 

（文責 波木） 

 

 

三岳公民館にて 

公民館での意見交換会 

左から清永さん・明石さん・高木さん 
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共助研 

 
【今期最後の雲仙プロジェクト】 
 ２月の予定が雪で中止となり、年度末最後の日程での最終の雲

仙プロジェクトとなりました。昨年度末に松本由利さんのご縁で出

会った NPO 法人・奥雲仙の自然を守る会の皆さん方の現状と目

指すところが十分理解でき、次年度に向けて様々な構想が膨らむ

形で今年度を終えることができました。 

 

◆野鳥巣箱の設置 
 30 日午後からは、保育園児が絵付けをした 24 個の巣箱を、5 

月より黒毛和牛が放牧される牧場の木に設置しました。これは、

「守る会」の木田さんを中心に行いましたが、何事も初めての作業

は終わる頃に要領を会得というのが通常で、一個一個、絵付けを

した園児たちの思いを胸に抱きながら、という余裕は正直言ってあ

りませんでした。皆、次回はきっと、という気持ちで作業を終えたの

です。 

  
     園児が着色した巣箱         矢ヶ部も形だけ協力 

       
 
 
 
◆守る会・中田代表との意見交換 
 中田代表は、20 年間のご自身の来し方、この地を活動の拠点

とした経緯、そして、現在の活動と今後の方向性について語られ

ました。これからの展開については、既に実施中の「グリーンツー

リズム体験宿泊」等、自然環境を活かした滞在・体験型観光の拡

充。特産品開発については、商品化された「柚子」の加工品に加

えて、牧草地に自生し放牧に支障が出始めた「赤松」の伐採とそ

の葉から抽出される有効成分の商品化について研究中です。 

 課題は、場所が国立公園内のあるという関係で、様々な規制が

あり監督省庁との折衝と、事業のＰＲ活動、及び活動資金調達と

いうことになります。24 年度は内閣府の事業で県が市と連携して

行うＮＰＯ法人支援事業「新しい公共の場づくりモデル事業」に自

ら応募し採択され実施してこられました。今後は、行政の支援策と

ともに民間企業のＣＳＲ活動との連動を模索する必要がありそうで

す。 

 
◆ミヤマキリシマの群生復活に向けて 
 草原の牧場内に多く自生するミヤマキリシマは、雑草や雑木によ

って覆われたままになっていましたが、それを「守る会」で整備・復

活させる計画は、本来、2 月に共助研メンバーも一緒になって実

施することになっていました。しかし、雪で中止となり、開花の時期

も迫っていたこともあり、後日、「守る会」事務局の木田さんと地元

メンバーで行われ、今回は、その結果を拝見することになりました。

前回の下見の時と比べて見違えるように整備されており、写真で

見ると、枯れ木の集まりのように見えますが、近くで確認すると、ち

ゃんと蕾が付き、5 月の一斉開花が楽しみなところです。 

 
◆懇親会で、さらに理解を深める 
 夜の懇親会は、野草や地元産

の野菜を中心とした料理で、ユ

キノシタやセロリは食べたことは

ありましたが、びわの若葉のてん

ぷらは初めての経験でした。さ

すがに、揚げ方が絶妙な本格

的な精進料理で、しかも、健康

に配慮した油も使っておられる

とのことでした。この席でも中田代表や木田さんとの意見交換も進

み、ほぼ、意思疎通が円滑に出来るようになったことを確信できま

した。 

 
◆ノルデイックウオーク 
 31 日は朝食を前に、2 本のポール（ステイック）を両手に、靴の

まま山野を歩くクロカンスキーのような「ノルデイックウオーク」を体

験しました。これは、グリーンツーリズムの体験宿泊のメニューにも

組み込まれているもので、2 本のポールで支えるため、身体の安

定も保たれ、かつ、上半身も鍛える全

身運動として最適なものであることを実

感しました。 

 
リハビリ風景そのものの山下さん 

 
←さっそうと歩く事務局長 

 
◆シーズンに向けたトレイルセンターの整備 
 朝食の後、田代原トレイルセンター周辺の雑草除去作業を、「守

る会」の呼びかけで集まった地元メンバー約 20 名の方々と共に

行いました。初対面にもかかわらず、フレンドリーは方々ばかりで、

今後の事業展開の協力体制にも期待が持てるところです。 

 センターに隣接するキャンプ場の芝生部分はイノシシが荒らしま

わり（写真）、５月のオープンが懸念されます。整備しても、毎年、

このようなことが繰り返され、県

も市も困り果てているということ

でしたが、この地区の観光集

客の「要」だけに検討が必要で

しょう。皆さん、良いアイデアが

あったらお教え下さい。 

 
トレイルセンター周りの清掃 

活動に参加した山下さん(上) 

                       金尾さん(上)、木寺さん（下） 

 
◆季節の素材を活かした生け花教室 
 地元の大勢の奥様方に混じって、生まれてはじめての生け花に

チャレンジしてきました。先生は、花芸安達流の岩永三千瞳先生

と、稲尾先生。「自然の心をいける」ということ、自然の生命、季節、

生態を生かし、自然の生命を芸術的に表現するというお話を聞い

た後、それぞれがチャレンジしました。 

 後は、最後のページの作品を見ていただければと思いますが、

波木事務局長のすでに完成品に近いと皆が感銘した作品や、春

平気で高いところの巣掛 
けをする地元の荒木さん 

しっかり支える金尾さん 
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の期待満載の桜尽くしの木寺さんの作品、闇雲に突っ込んだ矢ヶ

部の作品。それぞれの人格・品格がもろに作品に出ているようで

す。 

  
 
◆龍馬も歩いたパワースポット 
 日本で最初に国立公園に指定されたのは、瀬戸内海、霧島、そ

して、この雲仙です。今回、活断層のこの道（写真）が、かつては

参勤交代にも使われた幹線道路で、勝海舟に従って坂本龍馬が

島原から長崎に向かって歩いた形跡のあることも分かりました。な

んと、日本最初の国立公園には、すべて龍馬の足跡があるので

す。偶然かそうでないか、想像力の働かせどころです。 

 
◆「てれんぱれんカフェ」 
 午後からは、松本夫妻が竹添えハウスで始めた「てれんぱれん

カフェ」に伺いました。地域の集会場

兼、外部からの立ち寄り所兼、地域ク

リエーターの逸品の展示即売場です。

松本夫妻の感性が各所に感じられる

しつらえでした。 

   
くつろぎの一こま 

カフェのマスター 松本さん 
 
◆今後の活動予定◆ 
 ５月中旬の、「龍馬も歩いたパワースポットでミヤマキリシマを独り

占め」を皮切りに、「ヤマボウシ」の時期、紅葉の時期、そして、冬

と、奥雲仙の四季の魅力を確認しながら「守る会」の活動をサポー

トできればと考えています。皆さんもぜひご参加下さい。 

 
展望所にて、今回の参加者全員で記念写真 

 
【第 3 号 新雲仙プロジェクト通信作成担当：金尾、写真張り込み

等補助：矢ヶ部】 

 

 
 
 
 
 
 

写 真 集 
 

 
巣箱据付のメンバー集合写真です 

 

 
初生け花の作品の集合写真です（左から、木寺作、波木作、矢ヶ部作） 

 

 
 
 

 
 

金尾さん撮影の BEST ショット 
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№ 会員企業名 所在地 電話

1 （株）アサノ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　九州支社 〒812-0872 福岡市博多区春町1-6-6 092-571-5681

2 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

3 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

4 （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

5 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

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

7 （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

8 （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

9 （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

10 （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

11 （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

12 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

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

14 （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

15 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

16 （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

17 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

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

19 （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

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

21 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

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

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

24 （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

25 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

26 （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

27 （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

28 （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

29 （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

30 （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

31 （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

32 （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

33 （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

34 （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

35 （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

36 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

37 （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

38 （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

39 （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

40 （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

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

42 （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

43 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

44 （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

45 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

46 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

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

48 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

49 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

50 （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

51 （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

52 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

53 （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

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

55 （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

56 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

57 （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

58 （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６-１１ 092-554-1773

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

60 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

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

62 大成ジオテック（株） 〒830-0038 久留米市西町1174-10 0942-34-5622
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№ 会員企業名 所在地 電話

63 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

64 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

65 （株）太平設計 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野1丁目6-21 093-551-1413

66 （株）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

67 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

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

69 （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

70 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

71 （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

72 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

73 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

74 中央復建コンサルタンツ（株） 九州支社 〒812-0038 福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 092-282-0441

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

76 （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

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

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

79 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

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

81 （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

82 （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

83 （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

84 （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

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

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

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

88 （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

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

90 　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

91 （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

92 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

93 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

94 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

95 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

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

97 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

98 （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

99 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２-６-２３-４Ｆ 092-451-6467

100 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

101 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

102 （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

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

104 （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

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

106 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

107 （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

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

109 （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

110 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

111 （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

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

113 （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

114 復建調査設計（株）　九州支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目12-24 092-471-8324

115 （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

116 （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

117 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

118 （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

119 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

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

121 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

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

123 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２５年６月１日現在１２３社）
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講講師師派派遣遣委委員員会会のの活活動動

建設コンサルタンツ協会 

講師派遣委員会 

発注者 
（国・県・市町村） 

建設コンサルタンツ協会 

九州支部 

報報告告  

依依頼頼  

発注者のスキル・技術力の向上を図り、 

質のよいインフラ整備へ貢献することをめざします

建建設設ココンンササルルタタンンツツ協協会会  九九州州支支部部

主な活動 (平成 24 年度)

派遣先 実施月 講義数 派遣講師数

福岡県建設技術情報センター 

佐賀県土木建築技術協会 

長崎県建設技術研究センター 

宮崎県建設技術センター 

大分県建設技術センター 

福岡市 

長崎大学 

6-10 月

5-9 月

6-8 月

7-9 月

6-11 月

7-10 月

10 月

46 

7 

4 

4 

7 

5 

1 

21 名

7 名

4 名

4 名

7 名

5 名

2 名

お問い合せ

建設コンサルタンツ協会 九州支部  講師派遣委員会 

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル 8F 

 E-mail： qsinfo@jcca.or.jp  

 TEL/FAX： 092-434-4340 / 092-434-4342 

講講師師のの推推薦薦  企企画画・・運運営営  

参参加加  
技術力向上のための 

講習会(VE 講習会等) 

・平成 20～23 年    ＶＥ講習会の企画・運営 

技術力向上のための講習会 企画･運営

佐藤 孝之 

松崎 明 

原田 隆弘 

摩尼 博彦 

羽生誠一郎

安松 弘樹 

左藤 浩昭 

森山 秀馬 

山本 芳裕 

元山 寿 

西日本技術開発(株) 

(株)冨士設計 

八千代エンジニヤリング(株) 九州支店 

 (株)千代田コンサルタント 九州支店 

玉野総合コンサルタント(株) 福岡支店 

(株)建設技術研究所 九州支社 

(株)橋梁コンサルタント 福岡支社 

第一復建(株) 

(株)福山コンサルタント 

(株)長大 福岡支社 

委員長

副委員長

副委員長

委員 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

講師派遣委員会メンバー

建設コンサルタンツ協会 

会員会社（講師陣） 

依依頼頼  

派派遣遣  

研修内容の検討 

派遣講師の選定 
講習会テキスト・PPT

の編集、作成

テテキキスストト保保存存  
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