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 会員各社の皆様、新年おめでとうございます。 
 
 昨年は、建設コンサルタンツ協会 50 周年や 2020 年の東京オリンピック招致など、喜

ばしいニュースもありましたが、猛暑や台風などに悩まされた年でもありました。とくに

10 月は、台風が 3 つも日本に接近し、そのうち 26 号は、伊豆大島に記録的な豪雨を降ら

せ 35 名の死者がでました。また、日本には接近しませんでしたが、台風 30 号はフィリ

ピンに上陸して甚大な被害をもたらしました。こうした水害や巨大地震から国土を守るた

め、昨年 12 月 4 日に「国土強靱化 3 法案（基本法、南海トラフ、首都直下）」が成立し

ましたので、建設業および建設関連産業の役割は、ますます重要になってきます。 
 
 しかし、建設コンサルタントは、当協会大島会長の「橋の設計は、10 人中 9 人は建築士が設計していると思って

いる。」というご指摘のように、一般の人たちにはほとんど知られていません。これは、50 周年記念事業のパネル

ディスカッションのテーマが「広報活動の在り方」ということから見ても明らかなように、一般の人たちと直接交

流する機会が少なく、「広報」にはあまり注意を払って来なかったからだと思います。 
 
 一般の人たちとの交流という点から、九州支部独自の活動、「夢アイデア」について触れたいと思います。この活

動は、平成 14 年に一般の人たちから「まちづくりに関する提案の募集」をすることから始まりました。そして、

その提案を「夢アイデア」としてプレゼンテーションする「夢アイデア交流会」へと発展し、昨年 11 回を迎えま

した。また、一昨年は 10 年の節目の年で、この間の応募は 511 に上り、これら作品を「夢アイデア BOOK」とし

て 1 冊の本にまとめて関係機関に配付しました。 
 
 さて、昨年は 45 の応募作品があり、九州以外では遠くは青森県や千葉県から、また、職業では会社員や自営業

の方から小学・中学・高校・大学の学生さんまで、そして、年齢も 8 才から 66 才までと大変幅広く、この「夢ア

イデア」が全国に広まっている証だと思っています。 
 
 ところで、この「夢アイデア交流会」で強く心に残ったことがあります。それは、プレゼンテーションの大切さ

です。最近 3 ヶ年の最優秀賞受賞者を紹介しますと、3 人ともまちづくりの専門知識や経験の少ない若い女性でし

た。2011 年が工学系の女子大生、2012 年は一児を持つヤングママ、昨年 2013 年は農業高校の女子高生です。こ

の方たちの「夢アイデア」は、内容も勿論ですが、もっとすばらしかったのは、そのプレゼンテーションでした。

なぜこの方たちのプレゼンテーションがすばらしかったのか、それは、自分の「夢アイデア」を伝えたいという真

摯な気持ちと質問に真剣に答えようとする熱意が、言葉となって聴く人たちの心に届いたからであり、そして、そ

れが最優秀賞の受賞という結果に繋がったのだと思います。 
 
 この「夢アイデア交流会」は昨年で 9 回目ですが、この交流会で発表してくださった人たちは、プレゼンテーシ

ョンの大切さを理解して実践しており、こうしたことを職業とする私たちよりずっと先を走っていたのではないか

と気づかされました。そして、一般の人たちから建設コンサルタントを理解していただくための「広報」にとって、

必要な何かを教えられたような気がします。 
 
 今年も、こうした一般の人たちとの交流を積極的に進めてまいりますので、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２６年  １月 
一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部  

  

新年のご挨拶 

支部長 
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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㈱ 代表取締役社長 

副支部長(理 事) 木寺佐和記 西日本技術開発㈱ 取締役 

副支部長(理 事) 山本 雅史 ㈱建設技術研究所九州支社 常務執行役員支社長 

理  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 

理  事 田中  清 第一復建㈱ 専務取締役技術本部長 

理  事 川瀬 浩之 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱福岡支店 支店長 

理  事 寺田 俊朗 日本工営㈱福岡支店 支店長 

理  事 塩足 弘喜 日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱九州本社 本社長 

理  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 

理  事 柴田 貴徳 ㈱福山コンサルタント 専務取締役企画本部長 

理  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 

理  事(福岡) 大野 博司 アジアエンヂニアリング㈱ 取締役本部長 

理  事(大分) 甲斐 忠博 ㈱冨士設計 参与 

理  事(宮崎) 亀井 慎也 ㈱九州土木設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役 

理  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㈱九州支社 取締役支社長 

監  事 原田  卓 ㈱九州開発エンジニヤリング 代表取締役社長 

（平成 25 年 4 月 24 日現在）  

 

平成 25年度 支部役員名簿 
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【総務・企画部会、特別部会】 

 
１．平成２５年度 若手技術者交流会の開催（ 企画委員会） 
  イベント名：若手技術者交流会 
  開催日：平成２５年８月２９日（木） 
  場 所：八重洲博多ビル 11 階ホール A 
  参加者：１０８名（ ２５社）内、インターンシップ１８名 
  内 容：建設コンサルタント業界を背負っていく若手技術者の人的ネットワークの拡充やコンサルタントとして

の自覚・意識を高めるために 20 代・30 代の若手技術者を対象として開催しました。 
  基調講演：コンサルタント若手技術者への期待･･･土木研究所と大学の経験を踏まえて 

 九州大学大学院工学研究院社会基盤部門 名誉教授大塚 久哲氏 
【若手交流会発表】 

賞 タイトル 発表者 

最優秀賞 「Ｈ２４九州北部豪雨災害における巨瀬川災害対策について」 日本工営(株) 福岡支店 野間口 芳希 

優秀賞 
地盤調査の基本と地盤物性値の評価について」 応用地質(株) 九州支社 上野 俊幸 

「道路概略設計について」 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株) 九州支社 吉井 宏輔 

 「排水路改良のための土質調査ボーリング事例」 日本地研(株) 木村 健志 

「岩盤における汚水管渠の小口径推進及び小型立杭構築工法」 第一復建(株) 松尾 晃 

「東日本大震災復興支援を通じて体感した土木技術者像」 (株)建設技術研究所 九州支社 川嶋 史郎 

「市街地における事故の要因分析と対策の立案」 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株) 福岡支店 山本 浩之 

「二層の帯水層をもつ火山岩地域での水理地質構造解析と対策工の提案」 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株) 九州支店 坂元 寿幸 

「民間プローブデータを用いた道路交通状況の分析手法」 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 九州支店 加藤 拓哉 

「交通量推計による大型車規制時の影響分析」 (株)福山コンサルタント 平野 俊彦 

 

     
▲平成 25 年度 若手技術者交流会 

 
２．ソフトボール大会の開催（ 総務委員会） 
  イベント名：ソフトボール大会 
  開催日：平成２５年９月２７日（金） 
  場 所：雁ノ巣レクリエーションセンター 
  参加者： 23 チーム 
  結 果：優勝   アジアエンヂニアリング 
      準優勝  八千代エンジニヤリング 
      三位   西日本技術開発、日鉄鉱コンサルタント 
                                         ▲ソフトボール大会優勝チーム 

部会の活動 
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３．本部財務専門委員会主催「経営分析説明会」の開催（ 総務委員会） 
  講座名：「経営分析説明会」 
  開催日：平成２５年１０月３日（木） 
  場 所：福岡朝日ビル地下 1 階 12 号会議室 
  参加者：４８名（３４社） 
  内 容：平成２４年の経営分析 ～本年度の傾向から見えてくるもの～ 
                                               講師 財務専門委員 
       経営分析 ～その環境と最近の課題～                ▲経営分析説明会の様子 

                                               講師 協会顧問公認会計士   
 
４．建設関連業五団体主催「平成２５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２５年度独占禁止法に関する会員研修会」 
  開催日：平成２５年１０月２１日（月） 
  場 所：（財）福岡県中小企業振興センター「大ホール」 
  参加者： 235 名 （うち建コン会員 114 名/72 社） 
  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 
       （一社）福岡県地質調査業協会、（一社）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 
  講演内容：講演Ⅰ（１３：４０～１５：１０）「独占禁止法の概要と最近の違反事例について」 
                    公正取引委員会事務総局九州事務所 経済取引指導官 樽 見 安 敏 様 
       講演Ⅱ（１５：２０～１６：３０）「建設関連業の現状等について」 
               国土交通省九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 課長補佐 井 上 正 彦 様 
 

   
▲独占禁止法に関する会員研修会の様子 

 
５．建設関連五団体共催 平成 26 年新年賀詞交歓会の開催 
  イベント名：建設関連五団体共催 平成 26 年新年賀詞交歓会 
  開催日：平成２６年１月９日（木） 
  場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル クラウングランドボールルーム 
  参加者：２２６名（五団体会員１９４名、来賓３２名） 
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【対外活動部会】 
 
１．災害時応急対策支援連絡訓練の実施（ 防災委員会） 
  イベント名：災害時応急対策支援連絡訓練 
  開催日：平成２５年７月１０日（水） 
  場 所：建コン九州支部事務局会議室 
  参加者：支部会員 117 社 
  内 容：災害協定書に基づき九州地方整備局から建コン九州支部に対して 

災害応急対策支援要請が出たとの設定で、災害時応急対策支援連絡

訓練を行いました。あらかじめ災害応急対策支援が可能と登録い

ただいた支部会員 117 社に参加いただき、建コン事務局からメー

ルおよび Fax で、 
 ・第一ステージ：南九州エリアで災害発生、宮崎・鹿児島・熊本の会員会社に支援要請  
 ・第二ステージ：北九州エリアで災害発生、福岡・大分・佐賀・長崎の会員会社に支援要請を行い、各

会員会社から「災害応急対策調書」に回答いただきました。  
 

２．災害時応急対策支援連絡訓練の開催（ 防災委員会） 
  イベント名：災害時応急対策支援連絡訓練 
  開催日：平成２５年８月４日（日） 
  場 所：建コン九州支部事務局会議室 
  参加者：支部会員 117 社 
  内 容：災害協定書に基づき九州地方整備局から建コン九州支部に対して災害応急対策支援要請が出たとの設 

定で、災害時応急対策支援連絡訓練を行いました。あらかじめ災害応急対策支援が可能と登録いただいた

支部会員 117 社に参加いただき、建コン事務局からメールによる連絡網に 
 ・第一ステージ   10:00 宮崎・鹿児島・熊本の会員会社に支援要請  11:00 回答期限 
 ・第二ステージ：北九州エリアで災害発生、11：30 福岡・大分・佐賀・長崎の会員会社に支援要請 
  12：30 回答期限で休日にも 緊急メール等を送受信できるか等を確認しました。  

 
３．大規模災害対応演習の開催（ 防災委員会） 
  イベント名：大規模災害対応演習 
  開催日：平成２５年９月２日（月） 
  場 所：建コン九州支部事務局会議室 
  参加者：支部会員 117 社 
  内 容：宮城県沿岸部～内陸部において最大で震度 7 の地震発生したと 

の想定で本部に災害対策本部が設置され、九州支部でも「災害時

行動計画」に基づき災害対策支部を召集・設置しました。同時に、

九州地方整備局から災害応急対策支援要請（テックフォース同行

技術者派遣要請）に対し、九州支部会員会社に協力を要請し、対

応可能な会社を回答する訓練を行いました。 
 

 
 
 
 
 

▲災害時応急対策支援連絡訓練の様子 

▲大規模災害対応演習の様子 
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４．九州建設技術フォーラム 2013 に出展（防災委員会、広報委員会、夢アイデア企画委員会） 
  イベント名：九州建設技術フォーラム 2013 
  開催日：平成２５年１０月２８日（月）12：30～17：00 
      平成２５年１０月２９日（火） 9：00～16：30 
  内 容：防災委員会→パネル展示/防災ポスター展示、防災セミナー紹介 
      広報委員会→ブース展示/建設コンサルタンツ協会の広報 
      夢アイデア企画委員会→プレゼンテーション/まちづくりの夢アイデア事業の紹介 
  参加者：九州建設フォーラム２日間来場者数 約 2,500 名 
 

   
▲九州建設技術フォーラムの様子 

 
５．平成 25 年度 防災シンポジウムの開催（ 防災委員会） 
  イベント名：平成 25 年度 防災シンポジウム 
  開催日：平成２５年１１月１９日（火） 
  場 所：八重洲博多ビル 11 階 ホール A 
  参加者： 58 名 （31 社） 
  内 容：地域ぼうさいとコンサルタント 瀧本 浩一 氏（山口大学大学院理工学研究科 准教授） 
      大規模災害の教訓から今日まで 松本 裕二 氏(北九州市消防局警防部 防災・危機管理室連携担当課長 
                            消防指令長） 
 

   
▲防災シンポジウムの様子 
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【技術部会】 

 
１．平成 25 年度 第 1 回河川技術セミナーの開催（ 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２５年７月１２日（金） 
場 所：福岡ビル 9F 大ホール 
参加者： 150 名（44 社） 
内 容：題名 「河川堤防における実務の実際」 
    講師 地盤工学会委員、㈱建設技術研究所 大阪本社水工部長 
       李 圭太 氏 
    勉強会のテーマ 河川堤防の浸透に対する安全性照査方法は「河

川堤防の構造検討の手引き H24.2」に示されていますが、目に見

えない土中の水の動きを仮想するため、浸透のメカニズムを十分

に理解し、適切な条件設定や解析結果の正しい解釈がなされなけ

れば、実現象とかけ離れた結論を招くことに繋がりかねません。

本セミナーでは、河川堤防の浸透に関する基礎的理解を深めるほ

か、実務上の課題や陥りやすいミスなど、実例を交えて分かりや

すく講義いただきました。 
 
２．環境・都市等技術委員会 第 1 回セミナーの開催（ 環境・都市等技術委員会） 

講座名：第１回セミナー 
    「九州の津波防災まちづくりを考えるセミナー ～東九州沿岸地域の現場から都市の未来を考える～」 
開催日：平成２５年７月１８日（木） 
場 所：リファレンス駅東ビル 4FG 会議室 （福岡市博多区博多駅東 1 丁目 16－14） 
参加者： 54 名 （28 社） 

  内 容：東日本大震災の発生から２年以上が経過した今、 九州における津波防災まちづくりの取り組み状況や 
      今後の津波防災まちづくりの在り方について講習を受け、九州東部沿岸地域におけるまちづくりの「今」 
      と「これから」、そして今後の「津波防災まちづくり」について考えます。 
     事例紹介(1) 「臼杵市における防災まちづくりの取り組み方」 
          講師：甲斐 尊 氏（臼杵市 コミュニティ防災課 課長） 
     事例紹介(2) 「津久見市における防災まちづくりの取り組み方 
          講師：関 憲二 氏（津久見市 総務課 参事） 
     特別講演   「子ども達を中心とした防災教育・活動の展開と 
            コンサルタントへの期待」 
          講師：小林 祐司准教授（大分大学 福祉環境工学科） 
 

    
▲環境セミナーの様子 

 

▲第 1 回河川技術セミナーの様子 
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３．平成２５年度マネジネントセミナーの開催（本部主催、 品質向上委員会） 
講座名：平成２５年度マネジネントセミナー 
開催日：平成２５年７月２６日（金） 
場 所：天神ビル 10 号会議室 
参加者：企業：114 名(52 社)、発注者団体：14 名（4 団体） 
       合計：128 名 

    内 容：システム改善、品質向上、PFI、PM、環境配慮の 5 つのマネジ 
      メントについて最新の情報を会員に提供 
                                          ▲マネジネントセミナーの様子 

 
４．情報セミナーin 宮崎の開催（ 情報委員会） 

講座名：情報セミナーin 宮崎 
開催日：平成２５年８月３０日（金） 
場 所：ホテルメリージュ 
参加者： ２１名（１５社） 

    内 容：ＣＡＤに関わる最新情報（ＣＩＭ等について） 
      情報セキュリティ対策の実施例 
      変化する情報セキュリティの脅威とその対策 
                                          ▲情報セミナーin 宮崎の様子 

 
５．河川技術講演会の開催（ 河川技術委員会） 

講座名：平成 25 年度 河川技術講演会 
開催日：平成２５年９月１２日（木） 
場 所：八重洲博多ビルホール A 
参加者： １１５名（３９社） 
内 容： 午前は古賀先生（国土交通省九州地方整備局河川部長）による「河川行政の現状について」と題した 
    講演。午後は、玉川先生（西日本新聞社元副社長）による「九州を創った人びとと、その技術-ジャーナ 
    リストから見た土木技術者-」および山田先生（熊本大学大学院自然科学研究科教授）による「複眼的に 
    考える九州北部豪雨の特徴と今後の対応」と題し講演を行いました。 

 河川行政の普及と河川技術の向上を目的として講演会を実施

しましたところ、豪雨災害に関する最近の話題、防災について

の考え方や今後の方向性、業界外から見た土木技術者への評価、

地域防災に向けた大学の取組みや官・学・マスコミ等の関係者

の役割向上など内容豊富なものとなり、当日のアンケート調査

結果を見ても好評だったことが伺えました。 
 

 

   
▲河川技術講演会の様子 
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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 25 年度 道路技術講演会 
開催日：平成２５年９月１３日（金） 
場 所：八重洲博多ビルホール A 

  参加者： ８２名（４１社） 
  内 容：過去に例のない豪雨による地盤災害と防災・減災について考える 
     ・平成 24 年 7 月九州北部豪雨災害を事例として 
                - 九州大学大学院 教授 安福規之 様 
     ・九州を創った人びととその技術－ジャーナリストから見た土木 
      技術者－       西日本新聞社元副社長 玉川孝道 様  
     ・（開通５０周年）若戸大橋の大規模補修について 
            北九州市道路公社 管理保全係長 楠根 経年 様  
 

 

   
▲道路技術講演会の様子 

 
７．共催セミナー「遺産登録を通じた地域づくり」の開催（ 環境・都市等技術委員会） 

講座名：「遺産登録を通じた地域づくり」 
開催日：平成２５年９月２７日（金） 
場 所：八重洲博多ビル 11 階 ホール A 
参加者： 建コン 32 名、アセ協 19 名 

    内 容：（一社）日本環境アセスメント協会 九州・沖縄支部と共催で開 
      催しました。 
    講演 1「自然環境・遺産の価値の発掘・活用」 
             講師：藤田 直子 准教授（九州大学 芸術工学研究院環境・遺産デザイン部門） 
    事例紹介「文化的な景観を生かした地域再生の手法と課題～世界遺産登録をきっかけとした地域づくり～」 
             講師：植野 健治 氏（長崎県平戸市教育委員会 文化遺産課）  
    講演 2「自然環境の保全と活用による地域づくり～世界自然遺産を事例として～」 
             講師：岡野 隆宏 特任准教授（鹿児島大学 教育センター） 
 

    
▲共催セミナー「遺産登録を通じた地域づくり」の様子 
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８．地域セミナー「品質セミナー（大分県・鹿児島県・宮崎県技術研修）」の開催（ 品質向上委員会） 
【大分県】 

講座名：地域セミナー「品質セミナー in 大分（大分県技術研修）」 
開催日：成２５年９月２０日（金） １０：００～１７：２０ 
場 所：ホルトホール大分 
参加者： ４３名（２１社） 

  内 容：■品質セミナー  河川堤防の耐震設計について 
              補強土壁の設計について 
              道路橋示方書改訂について 
              橋梁補修補強の設計について 
      ■特別講演（大分県土木部）  設計成果の品質確保について 
【鹿児島県】 

講座名：地域セミナー「品質セミナーin 鹿児島（鹿児島県技術研修）」 
開催日：平成２５ 年９ 月２７日（金）１０：００～１７：２０ 
場 所：宝山ホール  
参加者： ４７名（２６社） 

  内 容：■品質セミナー  河川堤防の耐震設計について 
              補強土壁の設計について 
              道路橋示方書改訂について 
              橋梁補修補強の設計について 
      ■特別講演（鹿児島土木部）  設計成果の品質確保について 
【宮崎県】 

講座名：地域セミナー「品質セミナーin 宮崎（宮崎県技術研修）」 
開催日：平成２５年１０月３日（木）１０：００～１７：２０ 
場 所：宮崎市民プラザ  
参加者： ４５名（２９社） 

  内 容：■品質セミナー  河川堤防の耐震設計について 
              補強土壁の設計について 
              道路橋示方書改訂について 
              橋梁補修補強の設計について 
      ■特別講演（宮崎県県土整備部）設計成果の品質確保について 

 
９．「リカレント教育講座 １：防災関連構造物設計・施工」の開催（ 道路委員会） 

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２５年１０月４日（金） １３：００～１７：１０ 
場 所：八重洲博多ビル 第 6 会議室     参加者： ５４名（２２社） 

  内 容： 
   ・地中化に伴う既存ストック活用施策について 
        （講師：NTT インフラネット(株) 宮路 義一 氏） 
   ・近接施工および共同施工施策について  
        （講師：NTT インフラネット(株) 谷  正成 氏） 
   ・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物構築のための基本原則と品質向上のための取り組み 
        （講師：鹿児島大学大学院 教授） 
   ・斜面上深礎基礎の技術的特徴と歴史的背 
        （講師：西日本高速道路(株) 前田 良刀 氏） 

▲品質セミナーin 大分の様子 

▲品質セミナーin 鹿児島の様子 

▲品質セミナーin 宮崎の様子 
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▲リカレント教育講座１の様子 

 
10．河川技術委員会 見学会の開催（河川技術委員会） 

イベント名：平成２５年度 河川技術委員会 見学会 
開 催 日：平成２５年１０月１６日（水） 

  見学場所と内容： 
    ・立野ダム工事事務所 （事業概要説明など）龍田陣内被災地見学 
                 説明者：熊本河川国道事務所 
    ・小磧橋付近河道改修見学（河道改修など） 
                 説明者：熊本河川国道事務所 
    ・明午橋付近河道改修～大江地区の見学 （明午橋橋梁改築、 
     河道改修、巨樹移設など）  説明者：熊本河川国道事務所 
    ・下通りアーケードの見学（車内より浸水痕跡表示の説明） 
                 説明者：熊本河川国道事務所 
    ・加勢川川尻地区の見学 （石積護岸等の改修など） 
                 説明者：熊本河川国道事務所 
    ・西走樋管改修現場の見学（樋管改築など） 
                 説明者：西走樋管現場代理人 
    ・直築地区改修現場の見学 （高潮対策堤防護岸の改修など） 
                 説明者：直築地区現場代理人 

参加者： ３２名 （１５社） 
 
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２５年１０月１７日（木）～平成２５年１０月１８日（金） 
場 所：天神ビル 3 号会議室 

  参加者： 17 日（初級編）： 20 名 （7 社)、18 日（中級編）： 18 名 （6 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講習会の様子 

▲河川見学会の様子 
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12．「リカレント教育講座 ２：NETIS、軟弱地盤対策」の開催（ 道路委員会） 
講座名：リカレント教育講座 ２：NETIS、軟弱地盤対策 
開催日：平成２５年１０月１８日（金） １３：００～１７：１０ 
場 所：八重洲博多ビル 第 6 会議室 

  参加者：  55 名（28 社） 
  内 容： 
    公共工事等における新技術活用ｼｽﾃﾑを使った工法比較検討について 
      Ⅰ．発注者指定型の運用ルールについて 
        講師：九州地方整備局 企画部 施工企画課 五反田 信幸 様 
      Ⅱ．NETIS をつかった工法比較検討について 
        講師：九州地方整備局 九州技術事務所 施工調査・技術活用課 古賀 忠直 様 
    軟弱地盤の検討・解析時のリスク低減策      講師：基礎地盤コンサルタンツ(株) 田上 裕 様 
 

     
▲リカレント教育講座１の様子 

 
13．本部主催品質セミナー“エラー防止のために”の開催（ 品質向上委員会） 

講座名：品質セミナー“エラー防止のために” 
開催日：平成２５年１０月２３日（水）９：３０～１７：００ 
場 所：天神ビル 10 号会議室 

  参加者：会員 78 名（42 社）、発注者 13 名 
  内 容：セミナーの目的とエラー防止への対応 
      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  河川構造物、道路／トンネル、 
                    砂防・急傾斜、鉄道、橋梁 
 
14．道路技術委員会 見学会の開催（道路技術委員会） 

イベント名：平成２５年度 道路技術委員会 見学会     参加者： ２０名（１３社） 
開 催 日：平成２５年１０月２３日（水）～平成２５年１０月２４日（木） 
見学場所と内容：佐賀県 鳥栖農林事務所 鋼橋架設現場 の見学 

             佐賀県鳥栖市の鋼橋架設工事状況  
             ・九千部谷橋 橋長＝187ｍ(鋼橋上部工架設状況) 
          国土交通省 佐伯河川国道事務所 東九州道(佐伯～北川) 建設現場 の見学 
             東九州道 橋梁・トンネル・情報化施工等の工事状況 
             ・番匠川橋 橋長＝539.0ｍ(PC 上部工架設状況) 
             ・佐伯トンネル 延長＝1561.0ｍ(トンネル施工用仮橋状況) 
             ・山口第一トンネル 延長＝341.0ｍ(トンネル掘削状況) 
             ・下孫四郎トンネル 延長＝302.0ｍ(コンクリート舗装施工状況) 
             ・谷川地区改良工事 (情報化施工状況) 

▲品質セミナーエラー防止のためにの様子 
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15．情報セキュリティ講習会の開催（本部・情報セキュリティ専門委員、支部・情報委員会） 
講座名：情報セキュリティ講習会 
開催日：平成２５年１１月７日（木）１３：３０～１７：００ 
場 所：天神ビル９号会議室 

  参加者： ４２名（２７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」の内容を周知することを目的に、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しまし

た。  
    ・情報セキュリティ対策の必要性と協会ガイドブックの概要 
               －建設コンサルタンツ協会の情報セキュリティガイドライン－ 
    ・情報セキュリティ対策の実施例  －情報漏えい対策への取り組み－ 
    ・変化する情報セキュリティの脅威とその対応  －新しい技術の理解と情報セキュリティ対策の徹底－ 
 
16．平成 25 年度 第２回河川技術セミナーの開催（ 河川技術委員会・情報委員会） 

講座名：平成 25 年度 第２回河川技術セミナー 
開催日：平成２５年１１月１５日（金） 
場 所：TKP 博多駅前シティセンター ホール C 

  参加者： ７１名 （２６社） 、発注者６名 
  内 容：九州における河川 CIM の実例を紹介するとともに、今まで蓄積された知見をもとに今後の河川 CIM の 
      可能性について情報を提供しました。 
      九州の CIM の事例と河川 CIM の可能性  小林 一郎 氏 （熊本大学大学院 教授） 
 
17．遺産登録・自然保全を通じた地域づくり関連自治体視察の開催（ 環境・都市等技術委員会） 

イベント名：遺産登録・自然保全を通じた地域づくり関連自治体視察 
開 催 日：平成２５年１１月１７日（日）～１８日（月） 
場  所 ：長崎県雲仙市、平戸市奥雲仙・田代原、平戸市役所 
参 加 者： ８名 （８社） 

  内  容 ：世界遺産登録や自然保全活動を通した地域づくりについて関係自治体との意見交換や自然保全の実 
        践を体験し、協会会員の技術力向上、社会的地位の向上を目指しました。 
        ミヤマキリシマ保全活動体験 
        ジオパークでの体験型観光について（講義） 
        平戸市の世界遺産登録に向けて地域づくり視察、平戸市との意見交換会 
 

  
▲遺産登録・自然保全を通じた地域づくり関連自治体視察の様子 

 
 

▲情報セキュリティ講習会の様子 

13



18．技術者のための ICT 普及セミナー２０１３の開催（本部情報部会 ICT 委員会 ICT 普及専門委員会、支部 情
報委員会） 

講座名：技術者のための ICT 普及セミナー２０１３ 
開催日：平成２５年１１月２２日（金）１３：３０～１７：００ 
場 所：天神ビル１１号会議室 

  参加者： ２５名（１２社） 
  内 容：ICT 関連最新情報 （講師：本部委員） 
      CIM に関する動向 （講師：本部委員） 
      OCF 会員企業の「我社 CAD・CG・CIM ソフト」 （ＯＣＦ会員企業） 
      質疑応答 
 

   
▲技術者のための ICT 普及セミナー２０１３の様子 

 
19．2013.5.16～2013.12.13 に各自治体へ講師を派遣（ 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。 
 
平成２５年度は、以下の自治体に派遣しました。 
 

研修名 開催日・場所・講習内容 

福岡県市町村職員研修 

・平成 25 年 6 月 6 日～平成 25 年 12 月 13 日 
・福岡県建設技術情報センター、飯塚市前徳大橋・駅通り橋 
・道路構造令の利用について、道路の計画・設計演習、道路計画に関する最

近の話題、橋梁についての基礎知識、橋梁計画、施工計画概論、橋梁維持・

管理概論、景観法、景観法（演習）、下水道管路の設計、下水道管路に関する

最近の話題、地盤・調査の種類内容、調査・試験結果の解釈、直接基礎の設

計方法、設計演習、軟弱地盤対策工法の失敗例、設計演習、道路交通計画、

道路設計について、舗装の設計、バリアフリーからユニバーサルデザイン、

橋梁計画、施工計画、上部工の設計、橋台・橋脚の設計、杭基礎の設計、耐

震設計 、治水計画、河川構造物について、景観について、コンクリートの変

状と原因、コンクリートの補修・補強、鋼構造物の変状と原因、鋼構造物の

補修・補強、橋梁技術の変遷、演習問題、公園緑地計画、公園景観設計手法、

都市計画策定（演習）、橋梁点検（現地）  

福岡県県土整備部交通企画課研修 
・平成 25 年 5 月 16 日 
・福岡県県土整備部 
・企画課研修 
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福岡市役所技術職研修 
・平成 25 年 7 月 8 日～平成 25 年 11 月 19 日 
・天神ツインビル 
・道路設計、仮設工、土質調査・地盤改良工法 

佐賀県土木建築技術協会研修 

・平成 25 年 5 月 16 日～平成 25 年 9 月 25 日 
・佐賀市文化会館 大会議室 
・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 25 年 6 月 4 日～平成 25 年 7 月 18 日 
・長崎県建設技術研究センター 
・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、

仮設構造物の概要、土留め工、型枠支保工、失敗事例に学ぶ、地盤調査につ

いて、調査・試験結果の解釈、地震と地盤、軟弱地盤対策、コスト縮減の技

術  

長崎県土木部職員等専門研修 
・平成 25 年 7 月 11 日 
・長崎県建設技術研究センター 
・安定計算、演習  

長崎大学インターンシップ講演会 
・平成 25 年 10 月 31 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 25 年 5 月 24 日～平成 25 年 11 月 22 日 
・大分県トラック会館 大会議室 
・道路施設の維持・点検、地域の豪雨対策、地すべり・斜面安定対策、擁壁・

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工の設計、道路の計画と設計、橋梁の設計と施工  

宮崎県建設技術センター研修 

・平成 25 年 7 月 12 日～平成 25 年 9 月 2 日 
・宮崎県建設技術センター 
・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  

九州地方整備局 

・平成 25 年 8 月 28 日～平成 25 年 12 月 13 日 
・九州地方整備局研修所（九州技術事務所） 
・専門技術講習会（コンクリート技術・橋梁補修の設計・施工について） 
道路実地技術研修（ 路線計画・選定の基礎現地踏査ポイント、現地踏査・調

査結果とりまとめ・実技（道路概略設計）、実技（道路概略設計）・成果のま

とめ、成果発表・まとめ・講評） 
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【夢 アイデア部会】 

 
１．地域課題発見・解決力養成研修会の開催（夢アイデア部会・実行委員会、九州郷づくり共助ネットワーク研究会） 
  イベント名：地域課題発見・解決力養成研修会 
  開 催 日：平成２５年１１月１５日（金）～１６日（土） 
  場  所 ：豊後大野市犬飼町旧長谷小学校体育館と三の岳なかよしパーク（研修室） 
  参 加 者： １０名 （６社） 
  内  容 ：若手技術者に、地域住民代表、シニアエンジニアとともに、グループ討議に参加してもらい、地域 
        課題発見・解決能力の基礎を習得してもらう。グループ討議には、海外プロジェクトでも活用され 
        ている PCM 手法を活用しました。 
 

   
▲地域課題発見・解決力養成研修会の様子 

 
２．「夢・アイデア交流会 2013」の開催（夢アイデア部会） 
  提案募集：平成 25 年 7 月 4 日より第 11 回「まちづくりに関する提案」の募集を開始 
【提案募集パンフレット】 

  
（表面）                      （裏面） 
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  イベント名：夢・アイデア交流会２０１３ 
  開 催 日：平成２５年１１月３０日（土） 
  場  所 ：福岡国際ホール（西日本新聞会館１６階） 
  参 加 者： １５２ 名 
  内  容 ： 
    ・第 11 回「まちづくりに関する提案の募集」応募 45 編の中から、提案者 9 名によるプレゼンテーション 
    ・「夢アイデア」実現者の座談会 
    ・表彰式・懇親会 
  審査方法 ：9 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、「審査委員長賞」2 編、「佳作」6 編の各賞が選ばれました。 
 
【審査委員会メンバー】 

審査委員長 玉川 孝道 氏 / 西日本新聞社 元副社長 

審査委員 平井 秀輝 氏 / 国土交通省九州地方整備局企画部長 

審査委員 藤木 秀則 氏 /九州観光推進機構 副本部長 

審査委員 松永 千晶 氏 / 九州大学大学院工学研究院 助教 

審査委員 牧 圭子 氏 / 道守長崎会議代表世話人 

審査委員 植田 薫 氏 / 建設コンサルタンツ協会九州支部支部長 

 
 
【受賞作品】 

賞 作品名 応募者 

最優秀賞 空き家を利用したまちづくり～まちを変える農業シェアハウス～ 櫻井 美翔 

優秀賞 
（2 編） 

軽自動車と自転車で拓く新しい地球エコ時代 矢ヶ部輝明 

まちのコピー 藤原 祐太 

審査委員長賞 
（2 編） 

中学生にも出来る 7 つの町づくり 宮川章太郎 

「道」 大宅 彩子 

 
 
佳作 
（6 編） 

門司港トレインセーリング 青木 利憲 

イベントから始まる地域コミュニティー 平石由美子 

～みんなの大淀川～ 山本 啓太 

パズルで楽しむ まちなか歩き～通り名を進化させた まちなか探訪～ 赤星 文生 

～堀川を主軸としたまちづくり～  （合志市須屋地区） 片山  花 

歩道が庭 ～公共空間ににじむまちの個性～ 
松本 識史 
古賀 亮人 

 

     
▲夢アイデア交流会の様子 
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平成２５年"夢アイデア"審査を終えて 

 

 夢アイデアは今回で１０年目を迎える。節目らしく新しいタイプの提案が目についた。 

 まず、小、中学生をはじめ若い世代の提案が目立ったことである。最優秀賞を獲得した「農業シエアハウス」は耕作放棄地や

空き家が目立つ過疎の農村の再生を、若者に呼びかける青森県の高校生グループの提案だった。また、提案内容もこれまでのハ

ード型提案からソフト型に変わった。時代、社会の変化に敏感に反映して、街づくりへの発想、提案の中身が変化して行くこと

を示している。これから次世代が担う１０年が楽しみだ。 

 まず世代的な変化である。最優秀作品のしっかりと現実を抑えた「農業シエアハウス」や街への初々しいまなざしを感じさせ

た「中学生による７つの街づくり」など小中学生、高校、大学、若者、親子の目から街づくり提案が目立ったのが今年の特徴だ。

若い世代の提案が全体の３分の１、１４件に上った。 

 何よりプレゼンテーションが会場に響き、元気が良い。提案もその実現性はともかく、発想が旧世代と違い、斬新だ。エネル

ギッシュな新発想は、街を刷新する。次世代を担う彼らのアイデアを大切にすること、街づくりへの目は大きく育てなければな

らない。夢アイデア事業の成果と言っても良いだろう。 

 提案「街のコピー」は印象に残るものだった。これまで、夢アイデアの提案は、どちらかといえば「ハード」が中心だった。

この作品は湯の街・別府を素材にしたコピー。別府の父と呼ばれ、駅前に飛び上がろうとする銅像がある油屋熊八の有名なコピ

ー「山は富士、海は瀬戸、湯は別府」の若者・現代版だ。「別府の温泉と俺の才能は掘ればたいてい湧いてくる」「生きているけ

ど、生き返るんだよなあ」「入るまでたしか、忘れたいことがあった」等々、どれも面白い。うーんと、うならせる。ハード同

時に、ソフトが街づくりに大きな役割を果たすと思わせる、これまでにない提案だ。 

 都市ではインフラはほぼ整備されているが、無機質、無表情。都市は異邦人、ストレンジャーの集まり。しかし、若者は生き

生きと暮らす。「街を知り」「想い」「愛する」心が、一つの表現を取る。多く人が足を止めることなく通りすぎる。その年の一

角にたたずみ、やがて「好き」という気持ちが入って「共感」を呼ぶ言葉が浮かび、深まり「街が好きになる」コピーへと繋が

る。言葉だけでなく、デザイン（郷中塾の提案）イベントによる街づくりの提案などが今年の応募作品に多く見られた。猿田彦

の言葉、タイムカプセル・縁の村づくり提案もこの系列につながる。街づくりの言葉探し。それも一つの時代かもしれない。 

 都市には「原風景」がない。多くの人の心の原風景は自然にある中にある。都会の子供たち原風景とはなんだろうか。都市は

彼らにそれを与えることが出来るだろうか。日本で本格的な都市化が始まって５０年余、どのような都市の風景を創出すれば、

次の世代の心に刷り込める原風景を創り出せるのだろうか。 

 都市空間の活用は、街づくりの基点となる。それは広場であったり、空き地であったり、道路であったりする。何か創造力を

かきたてる空間が人々の思考を刺激する。提言の中で目立ったのは、「道路」であった。道路空間は、生活に最も近い、なじみ

のある空間だろう。 多くの人が、その空間を車に奪われ、近寄れない空間にしてしまった。都市部だけではない。地方でも外

を歩く人、談笑する人、あいさつを交わす人の姿は見ることは出来ない。 

 人々は考える。どうしたら、道路空間を自分たちのなじみやすいものにすることが出来るのだろうか、と考えた。街なかラン

ニングコース、長崎の坂の活用、歩道橋のバス停利用、「線から塊の道」などの提案も、多彩だった。大淀川のほとりの周遊散

策路の提案、熊本・合志の堀川沿いの道づくりなどの提案はそうした気持ちを実現させようとすれば可能な提案に思える。 

 都市部では、最も身近な車・自転車が走れる道路空間がない。歩道は歩く人に危険だとされ、車道の片隅を、危険に身をさら

しながら走っている。自転車道は確保できないのか。九州では軽自動車が多いが、都市部でもっと市民権を与えられないのか。

Ｊカーとして、都市部に専用道路をつくったり、自転車と軽自動車のみが乗り入れる道路空間は造れないのか。人々はアイデア

を絞っている。環境的にもいい、省資源でもある。女性が運転をしやすい。その中で、ユニークなのがロボット専用道路の提案

だ。高齢者や、子供たちが自動二輪車を自在に操縦して「歩き回る」省エネ型団地の提案がＵＲで検討されたことがある。再生

アイデアが今年も多かった。 

 夢アイデア事業が１０年を経過した。市民から「街づくり」提案を募集しようというこうした企画は、１回限りのイベントで

終わるのが通常である。しかし、スタートから１０年という歳月はそこに主催者の【持続する志】が高く強かったことを感じさ

せられる。土木・あるいは技術が「一般の素人」の意見を耳を傾けようという事はほとんどなかったと思う。専門性は(素人の)

口出しを嫌う。その意識が自分たちを一角上の存在であるかのような勘違いをさせる。その意識からの脱却は、易しそうで、難

しい。 

 しかし、土木は「市民性」を失っては存在しない。社会は市民が求めるものから遊離したものを切り捨て、敵対するからだ。

市民の夢を実現してこそ、本来の存在が認められる。それはシビルエンジニアリング、土木の原点でもある。 

 時に人は原点を見失う。市民に寄り添おうとする原点、その「持続する志」が、この事業にある。さらなる１０年への歩みを

期待したい。 

文：玉川 孝道   (西日本新聞元副社長) 

（平成 26 年 1 月 6 日掲載） 

 

夢 アイデア コラム 
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 今回、6回目の雲仙プロジェクトは、事前の時間的な余裕もあっ

たこともあり、これまでの最高の7名の参加で実施することができ

ました。また、今回から、「林業女子会 at 長崎」の若い女性メン

バーの参加もあり、賑やかで、かつ華やかな雰囲気で終了しまし

た。次回のミヤマキリシマ保全活動は、10月ということです。次回

以降、さらに新たな参加者が増えることを期待しています。ご参

加ください。それでは、その雲仙プロジェクトの報告です。 

 

◆新メンバーも増え、元気なメンバー増殖中のミヤマキリシマ保

全活動 

 8月3日の早朝7：00にJCCA九州支部前に集合した山下さん、金

尾さん、森脇さん、矢ヶ部の4名は、いつものレンタカーで、いざ、

奥雲仙へ出発。今回は、波木事務局長、木寺ご夫妻も現地集合

で参加されるということで、総勢７名の強力メンバーでの参加とな

りました。 

 仕事が忙しくほとんど寝ていないということで車の中で眠らせて

欲しいと話していた金尾さんが、車が動き出したとたん、今回初

参加の森脇さんと、豊富な体験談を交え、元気ハツラツで盛りあ

がっておりました。特に、7月のコミュニティ学会の参加の感想談

として、「地域づくりの発表は、実践者がその体験を話すのは少し

マンネリ化してきた感が有り、むしろ、研究者が一歩引いた目で

客観的に分析した結果を発表することのほうに面白みを感じた」

等、なかなか深い話をされながら、結局、車の中では一睡もせず、

現場の奥雲仙田代原に到着。すでに、昨日から雲仙に来ていた

木寺夫妻や地元の方々とも合流し、また、並木事務局長もほぼ

定刻10：00に現地着で、共助研メンバー7名が全員揃いました。 

 到着早々、中田代表から、今日から、若い女性の林業ボランテ

ィアの方が参加することとなりましたと報告があり、しばらくして、5

名の「林業女子会 at 長崎」のメンバーが到着し、会場は一気に

華やかに。この「林業女子会at長崎」は、総メンバ15名で、行政の

林業職の人、学生、その他いろいろな職業の若い女性たちが週

末を利用して、林業のボランティア活動を行う団体で、昨年６月に

発足したばかりだそうで、やる気満杯の元気ハツラツのグループ

です。 

 

◆宮本秀利氏の座学から始まりました 

 最初に、今回から参加の若い人たちも参加されていることもあり、

地元で造園業を営む宮本秀利氏から、「環境と自然」と題した環

境への取り組みの心構えやその価値に関する講演がありました。

宮本氏は、NPO島原ボランティア協議会の発起人で元理事長、

雲仙百年の森づくり会の会長、

がまだすネットの会長等、雲仙、

島原地域の地域づくりの柱とな

っている方です。これまでの取

り組みの苦労話も混じえ１時間

ほど熱っぽく語っていただきま

した。 

      講演される宮本氏⇒ 

 

 さて宮本氏による座学も終わり、さっそく、ミヤマキリシマの保全

活動として、地元の方々を含み

参加者総勢２０名ほど？で現地

へ向かいしました。 
現地では、講演いただいた宮

本氏から、ミヤマキリシマを守る

ための草刈の注意事項等の話

を受けた上で、各自、カマや刈り

込み道具を持って、活動開始。

ちなみに、今回から参加している林業女子会のリーダーさんは、

電動草刈機の使い方等は慣れていますよとの心強く話されてい

ました。 
下界とはまったく暑さが違う奧雲仙といえども、雑草の茂り方は

下界と同じで、先月来た時にはある程度刈り込んでいたと思って

いたミヤマキリシマの回りも、草ぼうぼうの状態です。下界とは 2、
3 度は涼しいと思われるここ奥雲仙ですが、少し作業をするだけ

で汗びっしょりとなります。ミヤマキリシマにまとわりつく雑草と格

闘すること約１時間ほどで除去作業は終了しました。 
今回も、作業のほとんど

は、殿様街道と呼ばれる旧

街道沿いの一部区間のミヤ

マキリシマを対象としていま

すが、街道南側には、数十

メートル以上の奥までミヤマ

キリシマは生息しており、か

つての風景を取り戻すには、

膨大な作業料が必要である

ことを改めて思い知らされます。今後は、景観保全の観点から、

計画的な保全活動を行うことも必要でしょうし、そのための作業

量の把握や作業時期等の判断も検討しなければいけないのでし

ょう。せっかくの保全活動も、活動の成果や見通しが見えてこな

ければ、継続的に実施することは困難な状況に陥ることも想像で

きます。 
 
◆さて、楽しい昼食と話し合いの時間です 
 昼食と休憩時間を兼ねて、地元の「田舎まんじゅうづくり」体験が

おこなわれ、女子会の皆さんや木寺さん夫妻（特に、奥方）が大

活躍でした。また、昼食も、そ〜めん、地元惣菜の絶品が振舞わ

れ、大満足。草刈で汗だくだくの苦労？も大いに報われました。 
その後、今後の活動に関する話し合いが行われました。特に、中

田代表より、活動の資金源を確保するためにどのようにすればい

いかとの問題提起がされ、その場では、なかなか具体策の提示

まではできませんでしたが、今後の活動を通じての PR 活動やニ

ーズ把握等を行う必要性について意見が出されました。共助研と

しても、メンバーが少しづつ拡大しつつある雲仙プロジェクトを支

援するための役割の再検討が、早急に必要であると痛感した次

第です。 
【第６号 新雲仙プロジェクト通信作成担当：矢ヶ部】 

 
写真集 

 

 
「林業女子会 at 長崎」のメンバーの紹介風景です 

 

 
事務局木田さんからのこれまでの経緯報告の様子です 

共助研 
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 今回は、長崎大学環境科学部の深見准教授と学生さん 21 名を

迎えての、ミヤマキリシマ保全活動のご報告です。この企画は、

今年の9月18日に「ＮＰＯ法人奥雲仙の自然を守る会」の中田代

表、木田さん、それと共助研から金尾さんと私(矢ヶ部)が、深見先

生に活動のご相談でお伺いしたときから、深見先生の積極的な

ご協力をいただき、とんとん拍子で進んできた企画でした。 
 長崎大学も、フィールド教育を重要視しており、その現場を探し

ている矢先の、奥雲仙田代原地区の提案となりました。なんとか、

田代原に若者のパワーを呼び込みたいと苦心していましたが、タ

イミングのいいラッキーなことだと、中田代表、木田さん、私ども

共助研も大喜びをしたのですが、やはり、当日を迎え、学生さん

たちが田代原に興味を持ってもらえるだろうか、大きな不安を抱

えつつその日を迎えることとなりました。 
 
◆◆中田代表と環境省雲仙自然保護官岸田氏の現場の説明か

らスタートしました 
 当日朝までしっかりと雨が降り、冷たい風が吹きすさぶ田代原

では、今か今かと長崎大学の深見先生と学生さんを待っていまし

たが、雲仙市から派遣された運転手さんが道に迷い、先生ご一

行は迷子となったとの連絡が。地元の方が、レスキュー隊のごと

く迷子の先生ご一行をキャッチし、無事に田代原へ到着するやい

なや、突然、若い学生さんのパワーが田代原に広がりました。そ

して、立て替えて新しくなった会場には、あふれるばかりの若い人

が！！！（下写真参照ください！！！） 

 
 
 最初に、中田代表が挨拶をされ、環境省の岸田さんから自然公

園についての解説と田代原の位置づけ、そして、阿蘇の草原保

全の事例紹介がされました。到着したばかりで、早速の講義とい

うことで、みなさん少し緊張気味でしたが、特別参加の深見先生

の息子さんの元気で明るい発言が、最高のアイスブレークになり

ました！！ 
 岸田氏の説明の中でも、

特に、田代原地区が、自然

公園の第2種特別区域に指

定さていることで、農林業等

との調整を行ったうえで環

境を保全することや、いろい

ろな制約があること等の説

明があり、学生さんたちは

真剣に、また熱心に耳を傾けていました。 
 
◆ともかく、おいしい食事！！おなかがいっぱいになったら万頭

づくり体験 
 大勢の参加者がいる中、待望の食事の時間です。育ちざかりの

学生さんたちは、朝早く出たはずなのに、迷子になったせいで時

間が押してしまい、お昼になってもお預けの状態となりましたので、

食事の時間は、学生さん、地元の方々、JCCA ﾒﾝﾊﾞｰが入り混じ

った配席で、みなさん楽しそうに食事をされました。空腹は最高の

料理人といいますが、地元のおい

しい料理を、しっかり勉強した空腹

の状態で、さらに、みんなとワイワ

イと楽しくいただく・・・・、もう最高

の、至福の、幸せな、時間です。 
 

JCCA ﾒﾝﾊﾞｰも楽しそう！！ 
 
←食事の風景 
食事と万頭づくり体験がひと段落し

たところで、次の講義「高原の身体・

精神に及ぼす影響」として、精神科

医の田代医師から話がありました。同じ休憩をするのでも、街の

中ではいくら休んでも体の改善効果が見られなかったことに対し、

高原の中では、しっかりと体がリフレッシュするという実績データ

のご報告がありました。 
 雨あがりのため、草刈り等の保全活動は断念せざるを得ません

でしたが、ともかく、現場を見てもらおうということで、寒い風が吹

きすさぶ中、ミヤマキリシマが生息している牧草地へ。いつもは、

離れた場所にいる牛も、なぜかこの日は、近場にいて、学生さん

たちを迎えることとなりました。 
 
◆ミヤマキリシマの保全活動に関する現場作業 
 牛さんたちの出向かえを受け、雨に濡れた足場の悪い現場に

到着し、木田氏より、田代原のミヤマキリシマの現状、そして、こ

れまでの活動の報告がしっかりとなされました。 
 また、保全活動地区の中にあるビオトープの池では、前回も説

明いただいたアダプト会の林田

会長がお見えになり、現在、こ

のビオトープを活かして、ホタル

が棲むような場所にすべく活動

をしているとの報告がなされま

した。おそらく、2 年後には、ホタ

ルの乱舞が見られるのではな

いかということです。 
 
◆深見准教授の講演と、学生さんたちとの意見交換会 
 現場の状況を確認した後は、深見准教授からの講義「ジオパー

クでの体験型観光について」ということで、講義をいただきまし

た。 
 現在求められている観光とは何か、そして、日本発のジオパー

クに指定された雲仙を含む島原半島の観光地作りとはどのよう

にあるべきなのか、非常に興味深いは講義が進められました。 
 深見先生も、いつも相手にしている学生さんたちがほとんどな

ので、日頃の講義のノリで、ビシビシと学生さんへの投げかけを

加えながら、話が進められました。

結論としては、「ジオパーク」とい

う明確な切り口が提示されてい

るため、その視点で観光資源を

見つめ直せば、自ずと地域のあ

るべき方向性は見いだせるとい

うこと、また、それは持続可能な

ものでなければいけない等でし

た。 
 
 さて、学生さんからの意見やアイデアをいただくこととなり、4 年

生から 1 年生までのそれぞれの代表者の方から、ここ田代原が

今後若者にも来てもらうための意見発表をしていただきました。 
 主な意見は次のようなものですが、しっかりとした意見を持って

いるなあというのが感想です。 
 

・田代原へ来る交通手段を学生は持たないので、ツアーバ

ス等があると参加しやすくなるのではないかと思う。学生に

も保全活動の案内が来て、交通手段があるのであれば、参
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加したい。 
・田代原という場所、ミヤマキリシマが生息していることをもっ

とマスコミ等のメディアに伝える必要があるのではないか。 
・民宿ができるということであるので、日帰りではなく宿泊の

企画を考えるといいのではないか。 
・田代原の魅力は、写真で伝えることが効果があるのではな

いか（雑誌等の記事の掲載の在り方） 
・人の心をつかむネーミングを行うと、印象が強くなる。など

などなど。 
 
◆最後に 
 私たち共助研が、奥雲仙田代原の活動に参加し始めてちょうど

1年目を迎えるこの時に、長崎大学とのコラボ活動ができたという

ことは、非常に意義あるものと思います。 
 また、JCCA九州支部の環境・都市等技術委員会が、今年の現

場研修会の企画にも取り込んでいただき、JCCA ﾒﾝﾊﾞｰも参加し

ていただいたことも併せて大きな成果であったと考えます。企画

に組み込んでいただいた森脇委員長以下委員会メンバーの方々

には感謝感謝です。 
 
今回の共助研、JCCA 関連メンバーの参加者紹介 

共助研から、山下さん、金尾さん、矢ヶ部 
JCCA 九州支部環境・都市等技術委員会からは、 

森脇委員長、奥津さん、脇根さん、大濱さん、

そして一般参加の荒牧さん 
 

 
若さハツラツの長崎大学の学生さんたちを迎えてのミヤマキリシ

マ保全活動の記念写真 
 

【第９号 新雲仙プロジェクト通信作成担当：矢ヶ部】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
１．田植会の報告とその後の田んぼ 
 ６月２３日（日）に実施した田植会の報告が遅れてしまいました

ので、「その後の田んぼの様子（９月４日）」も紹介してお詫びに代

えたいと思います。 
 田植会当日は、福岡からの行きも帰りも雨という状況でしたが、

運よく、田植中は雨に合いませんでした。また、波多野会員の呼

びかけで、大分市内から子供さん達が大勢参加され、大変盛り

上がった田植会となりました。 
 いつものとおり、もち米の苗から植え始めました（写真右側が柴

北川）。 

 
   写真—１ 田植え開始、気が付けば大塚前会長が田の神様へ豊作祈願か？ 
 
２．子供たち他で最後の仕上げ 
 この田んぼは、橋の上から見れば狭いように見えますが、中で

作業を行えば相当の広さを感じます。それでも大勢で田植えをす

れば、約１時間で作業はほぼ終了です。子供たちの中には、田

植えに飽きて泥んこ遊びをしていた子もいましたが、最後まで頑

張った子供達もいました。大したものです。仕上げの様子は、以

下の写真のとおりですが、当会の赤星副会長ご夫婦の姿も見ら

れます。 

 
写真—２ 最後の仕上げの様子 

 
３．楽しい昼食タイム、そして神楽 
 旧長谷小学校体育館に移動して楽しい昼食タイムです。いつも

ご紹介していますが、柴北川レディースの皆様方によるランチバ

イキングは、たくさんの郷土料理の他、デザートやコーヒーもあり、

このような機会でしか楽しめない「豪華なランチバイキング」です。 

  
写真—３ 豪華ランチバイキング   写真—４ 柴北川レディースの皆様方 
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 また、毎回活躍頂いている矢ケ部会員が、ギター演奏で昼食タ

イムをやさしく包んでくれました。 
 昼食後は、神楽演舞を披露して頂きました。激しい動きと太鼓・

笛の迫力には、いつも驚かされますが、会場からもっとも大きな

歓声が聞かれたのが、演舞者と子供帯の掛け合いの様子でした。

私自身も笑いこけてしまいました。子供達が大勢参加すればこん

なに盛り上がるのかと改めて思いました。 
 次の稲刈りの時も、子どもたち大勢の参加を心待ちにしていま

す。 

 
写真—５ 神楽演舞と子供達との掛け合い 

 
４．田んぼのその後 
 正式には決定していませんが、今週秋、柴北川を愛する会と共

助研との合同で、当地において「建設コンサルタントの若手技術

者を迎えての研修会」を開催予定です。その事前打ち合わせの

ために、９月４日（木）に、波木事務局長、玉田さん、木寺の３名で

「柴北川を愛する会」を訪ねました。穴見会長、赤峰副会長、甲斐

副会長そして渡邊事務局長に対応して頂きました。大変ありがと

うございました。その時に、田植え後の田んぼの様子を見てきま

したのでご紹介致します。 
 田植えの日から２カ月半ほどしか経っていませんが、稲の成長

は早く、うるち米の方はたくさん花が咲いていました。もち米の開

花は未だで、背丈の差も大きく、苗の時には良く分からなかった

違いが一目瞭然でした。 
 また、イノシシ避けの電気柵がしっかりしてありました。雑草も生

えていず手入れがしっかりされているのが分かります。稲作班長

の安藤さん、大変ありがとうございます。今年の稲刈りは、既に１

０月２０日（日）と予定されていますが、まずはその日まで、しっか

り成長することを祈っています。 
 帰途、ご自宅裏の菜園の手入れをされている「前大塚会長」に

もお会いできました。いつもの調子で雑談しました。 

  
写真—６ 青々とした田んぼ    写真—７ うるち米（左）ともち米（右） 

 

  
写真—８ シシ避け用電気柵       写真—９ 電気柵のバッテリー 

 
５．稲刈り・研修会に向けて 
 稲刈りは、１０月２０日（日）に予定されています。また、冒頭に

紹介しましたように、１１月には、研修会を開催することを検討中

です。 
 この研修会では、建設コンサルタントの若手技術者を迎えて、

参加型計画手法として国際的にも活用されている PCM 手法を

取り入れながら長谷地区の将来像を語って頂ければと計画中で

す。その中での話題の一つとして、当地区の石橋群の老朽化問

題が上がらないだろうかとの意見がありましたので、石橋の一つ

の「樋ノ口橋」に案内して頂きました。大正１２年建造のこの石橋

は、中央に水路が通っている珍しい石橋の一つですが、側面が

雑草に覆われており傷みも進んでいるように見えました。長谷地

区には、この「樋ノ口橋」を入れて 8 橋の石橋があるとのことで

す。 
 田植え、稲刈り、竹林整備そして意見交換会等、毎回、楽しい

思いをしながらの活動ができていることに感謝申し上げます。 
 このような楽しい、しかも有意義な機会を少しでも多くの方々に

体験して頂くという意味合いからも、計画中の研修会や共助研活

動に、建設コンサルタントの若手技術者が少しでも多く参加でき

るようにしていければと希望しています。 

       
写真—１０ 樋ノ口橋（左、右は新橋）   写真—１１ 松巖寺裏山を背景で 

（玉田さん撮影） 
 
― 最も快い会合は、仲間が朗らかに敬意を表し合うような会合

である― ゲーテ 
 

（文責：木寺、写真：波木・木寺他） 
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 今年も収穫の秋を迎え、１０月２０日、「柴北川を愛する会」と

「共助研」の収穫祭（合同稲刈り会）が開催されました。合同稲刈

り会、餅つき大会、昼食会、ゲームの模様を報告します。 

 

１.合同稲刈り会 

 今年で4 回目、「西の台小学校おやじの会」が参加されて2 回

目の収穫祭（合同稲刈り会）となりました。前日は雨、当日もぐず

ついた天気でしたが、幸いにも稲刈り時は雨がやみ、午前10 時、

「柴北川を愛する会」、「西の台小学校おやじの会」、「黒松family 

青年会」、「共助研」による合同の稲刈り会が開催されました。 

 例年のように安藤班長の安全な稲刈り方法や刈り取った稲の

結び方の説明のあと、ぬかるんだ「たんぼ」に入り収穫を行いまし

た。子供たちも慣れた手つきで手際が良く、足下の悪い中順調に

刈り取りが進み、午前１１時半にはうるち米の刈り取りと「掛け竿

干し」が完了しました。今年はもちつき大会実施のため、収穫はこ

こまで。 もち米の収穫は「柴北川を愛する会」のみなさんにより

後日実施されることになりました。 

 帰りは地元の方のご厚意により、富有柿をいっぱい頂き、いっ

そう収穫の秋を実感することになりました。 

 

  
安藤班長説明             稲刈り風景 

 

 

 
きれいに刈り取りました 

 

 

 

 

 

2.もちつき大会、昼食会、ゲーム 

 稲刈りを終えると各自、旧小学校体育館に移動、今年は「柴北

川を愛する会」、「黒松family 青年会」、「柴北レディース」のみな

さんの準備によりもちつき大会が開催されました。慣れた手（腰）

つき？とはいきませんでしたが、交代で「きね」を取りちゃんと餅

になっていました。 

  
 

 もちつき大会の後は恒例の「柴北川レディ-ス」のみなさんによ

るお手製のランチです。いつものように郷土料理溢れる「漬物バ

イキング＋新米ごはん＋イノシシ汁」でした。今回はレディースの

みなさんのコスチュームが新しく統一され、あたたかい「おもてな

し」を感じる昼食会となりました。さらに、もちつき大会でつき上が

った出来たての餅の配給があり、満足感いっぱいの昼食会となり

ました。 

 

 

 

  
 ぴしっと決まった新コスチューム      わきあいあいの昼食会 

 

 昼食会のあとは、渡邊さんによるゲームです。各自が30cm 

程の棒を5 本づつ貰い、隣の人とじゃんけんをして、制限時間内

で棒を取り合うゲームです。棒が無くなった人は退場です（きびし

い）。一喜一憂、どきどきのゲームでした。終了後は棒を多く取っ

た順に整列し、賞品が授与されました。 

 
 

 さいごに、平成21 年度共助研シンポジウムで講演して頂きま

した吉武教授（現九州工業大学）が「風景デザイン便り：風景デザ

イン研究会」で民俗学者の宮本常一氏のことばを引用していまし

たのでご紹介します。 

 「それぞれの地域に住む者がその土地を真に愛し、その土地で

生きのびてゆこうとするとき、その環境もまた美しくゆたかになっ

ていくものではあるまいか。そういう人たちは遠い将来に対して夢

を持っている。５０年さき、100 年さきの自分たちの子や孫の住

む環境を考えている。」宮本常一「自然と日本人」風景はかわるよ

り「その土地で生きのびてゆこうとする」ためには、様々な課題へ

の対応が必要です。子や孫に残せるゆたかな環境を作るために

一歩ずつ進んでいきたいものです。 

 

（文責：濱田、写真：波木）_ 
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