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 建設コンサルタンツ協会九州支部の平成 26 年度を迎えるにあたり、 

ご挨拶申し上げます。 

 今年 1 月 26日に、平成 26 年度の設計業務委託等技術者単価が見直され、全業

種平均で前年度比 4.74％、設計業務で 4.62％のプラスとなる大変うれしいニュー

スが飛び込んできました。また、3月 20日、平成 26年度予算が成立し、昨年 12

月 4日に成立した「国土強靱化 3法案」を踏まえ、インフラ老朽化対策や事前防

災対策を強化等することを目的とした国土交通省の公共事業関係予算は、昨年度

比 1.9%増の 5兆 3千 5 百億円となりました。 

 そして、政府は平成 25年度補正予算と今年度予算を合わせ、4～9月に 10兆円

規模を前倒しする方針を決めており、これまで建設業および建設関連産業に吹いていた向かい風が大きく変わ

ってきた気がします。 

 さて、九州支部の状況をお話しますと、会員数は現在 124社で、そのうち本社会社が 75社、支店会社が 49

社となっております。支部活動の新しい取り組みとして、九州支部が窓口となり、昨年 10月 11日沖縄総合事

務局と協会本部の意見交換会を行いました。その他、政令指定都市とになった熊本市と 11月 1日に初めて意

見交換会を開催しました。これらの意見交換会はこれからも継続していきます。 

 これに加え、昨年 11 回を迎えました「夢アイデア」事業では、10年間で 500以上の応募があった作品を「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。 

 このように、九州支部はいろいろな課題に取り組んでおり、協会本部のご指導のもと、会員各社が一層発展

されますよう活動してまいります。 

 終わりに会員皆様のご理解とご支援をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

                                        平成２６年  ４月 

                          一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部 
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                          総務委員会  委員長１名、副委員長４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） 
 

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：上野 一弘（日本工営） 

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：入江 達雄（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：青龍 泰夫（ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ） 

 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: 原田 隆弘（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：宮川 朝浩（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: 宮崎 正和（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
副委員長：伏婦 光一（ｴｲﾄ日本技術開発） 

 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）森尾（千代田） 

部会長: 

柴田（福山） 

副部会長: 

田中（第一復建） 

橋本（中央） 

大野（アジア） 

谷口（松本技術） 

亀井（九州土木設計） 

福留（久永） 

 

  

 

総 会 支部役員会 

（三役会議） 

総務・企画部会 

支 部 長 

副支部長 

支部理事 

支部監事 

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） 

 加藤（パスコ） 

 橋爪（西鉄ｼｰｲｰ） 

顧問:針貝（福山） 

事務局 

部会長: 

大和（東京建設) 

副部会長: 

木寺（西技） 

木下（サンコー） 

対外活動部会 

部会長: 

 岩上（ｵﾘｺﾝ） 

副部会長: 

 田中（応用地質） 

 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 森尾 有 千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

支部理事 田中 敏彦 応用地質 

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 木下 常一 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

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 橋本 崇 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

支部理事 大和 則夫 東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

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 

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) 谷口 正博 松本技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

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 橋爪 康則 西鉄ｼｰｲｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

監  事 加藤 広之 パスコ 

平成 26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 

平成 26年度 支部の組織 
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 安倍政権による、長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却政策『三本の矢』の内の財政政策として打ち出され

た"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"により、長年続いた公共事業費削減

も底を打ち、一時的に終わる可能性はまだ否定できないものの、久々に明るい雰囲気がただよってきました。 

 しかし、皮肉にもこのことによって、長きにわたって唱えられてきた公共事業悪玉論によってもたらされた建設

関係業界の疲弊ぶりが露呈されることになってしまいました。公共事業が財政政策としての側面だけでしかとらえ

られないのであれば、いずれまた事業費は削減され、国土は強靭化されるどころか弱体化の道をたどりかねません。 

 このようなことが起こらないように、私たちは経営基盤の安定化を図るとともに、社会、特に次代を担う若者た

ちに国土の脆弱性やインフラ整備の不足をよく知ってもらい、なにものに対しても強い国土づくりの必要性を訴え

ていかなければなりません。 

 そのことを踏まえたうえで、今年度は、会員各社共通の課題の解決のために、発注機関との問題認識の一体化を

図るとともに、企業および社員にとって魅力のある職場づくりや建設系学生たちの目を建設コンサルタント業界に

向けるための活動を重点にしたいと考えます。 

 

 以上のことから、平成26 年度の事業は、以下に示す方針のもとで運営にあたること提案します。 

 

（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 

  ③ 学生のための広報戦略強化 

 

（２）魅力ある建設コンサルタントに向けて 

  ① 社会貢献活動の更なる充実 

  ② 魅力ある労働環境への改善 

 

（３）安心・安全な国づくりに向けて 

  ① 災害支援活動の充実 

  ② 防災技術の情報提供と普及 

 

（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）継続課題 

  ① 支部活動のPDCA 

  ② コンプライアンスの徹底 

 

 

 [基本的な考え方骨子] 

 

(1) 活動基盤の充実 

・発注機関（九州地方整備局、沖縄総合事務局、地方自治体）との意見交換会で建コンからの「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。 

平成26年度 事業運営方針 
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・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。 

・建設コンサルタントの役割、業務内容等を学生に知らせるための広報活動を強化する。 

 

(2) 魅力ある建設コンサルタントに向けて 

・社会貢献活動（夢・アイデア事業等）を継続展開する。 

・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) 安心・安全な国づくりに向けて 

・災害支援活動に関する方策等について充実させる。 

・防災技術に関する情報を提供する。 

 

(4) 会員へのサービス拡充 

・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) 継続課題 

・①及び②を継続展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災から３年が過ぎましたが、復興は思うようには進んではいないと言われています。合意形成の難し

さ、土地所有者不明問題等々、様々な原因が指摘されていますが、復興を担う人材・技術者の不足も原因の一つと

して挙げられています。このような状況下、私たち、建設コンサルタント技術者の多くの仲間が復興へ向けて尽力

しています。 

 一方、九州地域においても南海トラフ巨大地震への備えが急がれています。さらに、平成２４年７月に起きた九

州北部豪雨災害は記憶に新しいところです。最近では、わが国は自然災害に見舞われやすいことが、技術者のみば

かりか一般市民へもかなり認識されるようになってきました。また、少子高齢化の加速は、切実な問題として私た

ちの生活全般や社会資本整備のあり方にも影響を及ぼしてきています。 

 これらの背景の下、平成２４年１２月に発足した安倍政権は、「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」の施策を実施しており、発注量の増加、公共工事の品質確保の促進に関する法律改正の動き、と

大きな変化がありました。さらに、設計業務等技術者単価も、実勢を反映して全職種平均で平成２４年度より 4.74％

上昇と 21 年ぶりに高い伸び率となりました。 

 上記のように私たちを取り巻く環境は、年度当初の想定よりは、東京オリンピックの決定を含め明るい展開とな

りました。しかしながら、経営の安定化、学生への建設コンサルタント業界の魅力度浸透、担い手育成等は、継続

な課題となっています。 

 このような一年間でしたが、私たち会員は、品質の良い成果品を通じて社会へ貢献する、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の下、平成２５年度は、以下に示す運営方針を掲

げ、様々な支部活動を実施致しました。 

 なお、九州支部の会員数は、平成２５年度には、２社増１社減の１２４社となりました。 

 

平成 25 年度 事業報告 
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（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 

 

 具体的な活動は、支部役員会での審議結果に基づき、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部会とその下部組織の合計１５の委員会が中心となり、会員会社や事務局の協力体制のもとで行

いました。活動結果の詳細は、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

下に簡単に報告致します。 

 「発注機関への要望と提案」では、昨年度までの国土交通省九州地方整備局、管内８県（沖縄県を含む）及び政

令指定都市である北九州・福岡市に加え、内閣府沖縄総合事務局と昨年度政令指定都市となった熊本市との意見交

換会を行いました。沖縄総合事務局と熊本市は、２５年度初めての開催でしたが、今後も継続することが確認され

ました。最近は、パワーポイントを用いた説明方法に変えておりますが、建設コンサルタント白書よりの全 

国データに加え、支部会員会社へのアンケートによる発注機関毎のデータを充実させ、発注者毎の特徴を考慮した

意見交換ができるように努めております。さらに、２５年度からは、意見交換に先立ち、地元会員（各県分会）か

らの意見も頂き、意見交換内容の充実に努めました。このような工夫を行うことで、多くの発注者との充実した意

見交換会が可能となってきており、私たちの課題に関する発注者側の理解が浸透してきています。 

 「技術力向上及び品質向上のための情報提供」では、河川、道路、環境・都市、情報分野に関する各種の技術講

演会、現地見学会、技術セミナー、研究会、発注者との技術意見交換会を行いました。また、発注者の技術職員研

修会への講師派遣を行い、事業全体の品質向上へも寄与しました。品質向上の観点からは、本部主催の「マネジメ

ントセミナー」「エラー防止セミナー」の支援を行い、発注者の参加も実現しました。さらに、支部独自でエラー

防止等に関する地域セミナーを、大分県、宮崎県、鹿児島県で開催しました。 

 「イメージアップのための広報戦略強化」では、恒例行事として、「土木の日イベント参加」「九州建設技術フ

ォーラム参加」「ＪＯＢＣＡＦＥ共同開催」を行いました。また、後述の「若手技術者交流会」には大学生の参加

を募り、建設コンサルタント業務への理解と親しみ向上の機会としました。また、夢・アイデア事業では、大学生

の参加も実現していますが、今年度は、懸案であった「夢アイデアＢＯＯＫ」が完成しましたので、発注機関の他、
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大学等へも配布致しました。なお、九州支部では、各種協会活動の取材を専門紙等へ積極的にお願いし、その取材

結果を許諾後速やかに、ホームページで閲覧できるようにしています。このように様々な努力を行っていますが、

広報戦略強化は継続課題となっています。 

 「健全な労働環境への改善」では、発注者との意見交換会の場で「ノー残業デーへの理解」や「必要な工期の確

保と納期の平準化」等を今年度も要望し、各発注者より前向きな回答を得ました。またノー残業デーについては実

態調査を行い、その結果を支部ＨＰ．にて公開致しました。 

 「夢・アイデア事業の継続展開」では、恒例の夢アイデアの募集、審査、表彰を行いました。２５年度は、九州

外からの応募も増え４５編の作品となり、最優秀作品は青森県の高校生の作品でした。懸案であった「夢アイデア

ＢＯＯＫ」は編集作業を終え、夢アイデア交流会当日に発刊、配布しました。実現化プロジェクト支援は、ヤギヒ

ツジＥＣＯ、思い出ＮＡＶＩ、九州郷づくり共助ネットワーク研究会等を着実に進めました。 

 「新分野・新領域技術に関する情報提供」では、本部セミナーの支援、支部講習会で環境技術やＣＩＭを取り上

げる等のタイムリーな企画に努めました。建設コンサルタントの新分野として注目されているＣＭ業務、事業促進

ＰＰＰ等については、本部、他支部の動向にも今後、注目して行きたいと考えております。 

 「学生及び若手技術者との交流・育成」では、第３回目となった「若手技術者交流会」を開催し、大塚久哲九州

大学名誉教授の基調講演「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」の後、

若手技術者より１０編の業務成果発表を行いました。この会には、前述のように大学生の参加もあり、発表会後の

懇親会にも参加してもらい、若手技術者相互のみならず、学生と若手技術の交流の機会としました。 

 「セーフティネットサービスの情報提供」では、「改正労働法実務対応セミナー」や「情報セキュリティ講習会」

を開催しました。また、本部主催の「経営分析説明会」の開催を支援しました。 

 「各地方自治体との災害協定締結」については、発注者との意見交換会の場で、九州地方整備局との災害協定の

最新改定内容を雛形として示しながら、その必要性について意見交換を行い、複数の自治体から、今後詳細検討を

したいとの回答を得ました。 

 「防災技術の情報提供と普及」では、支部会員に対する防災啓発を目的とした「防災シンポジウム」を今年度も

開催しました。また、本部と連携した防災訓練を行いました。国土交通省九州地方整備局との災害協定については、

平成２５年６月７日付けで改定協定を締結しました。 

 「支部活動の PDCA」では、支部役員会で活動状況を把握するとともに、委員長交流会においては、活動時期の平

準化、委員会間の情報交流促進を検討しました。 

 「コンプライアンスの徹底」では、「建設関連五団体共催独禁法に関する講習会」を開催しました。また、コン

プライアンスプログラム未策定会社への対応を行い、作成会社の増加を得ました。 

 この他、会員会社間の親睦と福利厚生のために、軟式野球大会やソフトボール大会を開催しました。また、本部

実施のＲＣＣＭ資格試験の支援等も行いました。 
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１．平成 25 年度 委員長交流会の開催（企画委員会） 

 

イベント名：平成 25年度 委員長交流会 

開催日：平成２６年１月２8 日（火）１３：００～１４：４５ 

場 所：八重洲博多ビル 会議室６ 

参加者：23名 (各委員長、企画委員会)  

議 事： 

1. 平成 24年度臨時委員長交流会議事録について 

2. 平成 25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 

3. 平成 26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 

4. 事業計画ロードマップ 

5. その他事項 

● 平成 25年度 ノー残業デー実施調査アンケート 

● ホームページの利用拡大について 

 

   
▲交流会の様子 

 
２．前川顧問講演会の開催（ 総務委員会） 

 

イベント名：前川顧問講演会 

開催日：平成２６年１月２8 日（火） 

       １７：００～１８：００ 

場 所：八仙閣 

参加者：７２名 (支部理事、委員)  

内 容： 

 建設コンサルタントを巡る課題と今後の方向 

      ～魅力ある建設コンサルタントのために～ 

 

                   前川顧問講演会の様子➜ 

 

最近の部会活動 

総務・企画部会 
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３．平成２６年通常総会の開催（ 総務委員会） 
 平成２６年４月２４日、平成２６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。 

 

議案 

第一号議案 平成２５年度事業報告 

第二号議案 平成２５年度決算報告及び監査報告 

第三号議案 平成２６年度事業計画（案）審議 

第四号議案 平成２６年度予算（案）審議 

第五号議案 役員の改選（案）審議 

 

 場所：ホテル「セントラーザ博多」3 階「花筐の間」 

 

 なお、総会終了後、日本道路交通情報センター 副理事長 藤本貴也氏（前建コン副会長）による特別

講演「国民に支持される公共事業のための５つのシナリオ～さらば公共事業悪玉論～」、懇親会を開催し

ました。 

 

 

 

４．第３６回軟式野球大会の開催（総務委員会） 
 

イベント名：第３６回軟式野球大会 

開催日：平成２６年５月３０日（金）～５月３１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：西日本技術開発㈱ 

 

   
       ▲優勝の国際航業(株)                   ▲試合の様子                      ▲試合の様子 
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1.自治体との意見交換会総括会見の開催（ 対外活動委員会） 
 平成 25年 10 月 8日～平成 25 年 12月 20日に開催した 8県・3 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 26年 2月 7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、建設工業新聞、建設通信新聞、西日本建設新聞、九州建設情報社 

 

【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 25年 11月 29 日 吉塚合同庁舎８Ｆ会議室 県側 8名、建コン側 33名 

佐賀県 平成 25年 10月 18 日 佐賀県庁 112号会議室 県側 5名、建コン側 12名 

長崎県 平成 25年 11月 15 日 長崎県庁会議室 県側 10名、建コン側 11名 

熊本県 平成 25年 10月 8日 熊本テルサ 県側 11名、建コン側 14名 

大分県 平成 25年 10月 31 日 大分県庁新館 8 階プレスセンター 県側 9名、建コン側 13名 

宮崎県 平成 25年 11月 14 日 ホテルﾒﾘｰｼﾞｭ宮崎 県側 7名、建コン側 21名 

鹿児島県 平成 25年 10月 30 日 鹿児島県市町村自治会館 県側 11名、建コン側 17名 

沖縄県 平成 25年 12月 20 日 沖縄県市町村自治会館第 6会議室 県側 5名、建コン側 9 名 

北九州市 平成 25年 11月 21 日 北九州市役所特別会議室 B 市側 7名、建コン側 14名 

福岡市 平成 25年 11月 28 日 エルガーラ会議室 市側 15名、建コン側 21名 

熊本市 平成 25年 11月 1日 熊本市役所 市側 12名、建コン側 14名 

      テーマ １．技術力による選定、 ２．品質の確保、 ３．各自治体への個別要望 

 
２．平成２６年度意見交換会の開催（ 対外活動委員会） 
 

イベント名：平成２６年度意見交換会 

開催日：平成２６年７月１日（火） 

場 所：八仙閣 牡丹 

参加者：第一部 九州地方整備局局長以下 ２２名、 協会本部 １５名、 支部 ２２名 

    第二部 自治体   １０名                   (計６９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 

対外活動部会 
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１．GIS 実践講習会の開催（情報委員会） 

 
講座名：GIS 講習会 2014-九州 01(ArcGIS 初級編①)、GIS 講習会 2014-九州 01(ArcGIS中級編①) 

開催日：平成２６年６月５日（木）初級編、 平成２６年６月６日（金）中級編 

場 所：天神ビル ３号会議室 

参加者：初級編 ２９名 （12社）、 中級編 ３１名 （12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 ICT普及専門委員 

    会との共催で 2日間に渡って実施しました。 

 

   
▲GIS講習会の様子 

 
２．品質セミナーin 福岡の開催（ 品質向上委員会） 

 

講座名：品質セミナーin福岡 ～エラー防止のために～ 

開催日：平成２６年６月１３日（金）１３：００～１７：３０ 

場 所：天神ビル１１階 １１号会議室 

参加者：会員１１８名（６０社） 

  内 容：■エラーの技術的分析と改善策 
      １．河川構造物 
      ２．道路／トンネル 
      ３．橋梁 
 
    ■特別講演 
    「設計成果の品質確保について」講師：福岡県県土整備部企画課技術調査室 吉住検査員 
 

   
▲品質セミナーin福岡 エラー防止のためにの様子 

以上 

技術部会 
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弥生のテクノポリス ～ 矢部川の「災禍」と「恩恵」石材が生み出した２０００年の石文化 

平成２６年５月 

 

 九州北部豪雨（平成２４年７月）は矢部川の堤防決壊で柳川などの市街地を水浸しにし、その支流の笠原川、星

野川上流で、八女市黒木や星野村などに大きな土砂災害をもたらした。その災害復旧工事を見るため、今も道路決

壊で片側通行が続く矢部川沿いの道路を遡った。 

 「山が消えた」と言われた笠原川の大土砂崩れ跡は、山腹上部は白いコンクリート枠がびっしりと張り巡らされ、

工事は半分くらいの進捗状況だったし、名産・八女茶の茶畑は緑の列が無残に引きちぎられたままだった。災害か

ら２年、天災の傷跡はなお、癒えておらず、仮設住宅での人々の不自由な暮らしも続いていた。老齢化、人口流失

が続いていたところへ、生活の基盤となってきた茶畑、棚田を破壊され、過疎化が一層進み、集落も崩れるのでは

ないか、と地元の人々は心配そうだった。 

 矢部川上流地域は約７万年前の阿蘇大爆発による火砕流に覆われ、溶結凝灰岩を中心とする火山性の地層地帯が

広がっている。今回の土砂災害も豪雨によってこの岩質の弱さが山腹や崖崩壊を引き起こしたとみられている。 

 九州大学から届いた「九大広報」をめくっていたら、九大アジア埋蔵文化研究センターの田尻義了准教授のイン

タビュー記事に目が行った。「弥生時代に始まった青銅器の生産。その青銅器の生産に必要な鋳型に注目した斬新な

研究が高く評価され、昨年、九州考古学会賞を受賞」と前書きにあり、田尻准教授はインタビューに答えて 

「鋳型を作った原産地を調べています。石の鋳型は基本的に同一の石でできていますが、その石がどこで採取した

ものか、よく分かっていませんでした」 

「八女市の矢部川の石ではないかと言われていましたが、誰も科学的な見地で研究をしていなかったのです。そこ

で鋳型の一部を削った資料でサンプリングしてきた石材を科学的に解析し、完璧に一致するという結果を得ること

が出来ました」 

 弥生文化は稲作の本格的な展開による農耕社会の形成、弥生式土器、青銅器の登場などによって特徴づけられて

いる。佐賀県・吉野ケ里遺跡の銅剣、銅矛、銅鏡などの出土品や鳥栖市での銅鐸鋳型の発掘などが有名で、石の鋳

型の出土例も多い。青銅器製造は石器に替わる新たな時代を創り出したテクノロジーで有明海沿いから玄界灘沿岸

一帯に広がる地域は「弥生のテクノポリス」だったのだ。 

 青銅器製造技術は中国から伝来したものだが、弥生の工人たちは国産の鋳型を作り独自技術を発展させたことが、

科学的に証明されたことになる。鋳型について、これまでの考古学では、肉眼観察の域を出ていなかったが、同研

究センターでの、岩石、鉱物、地層、化石など地球惑星科学の研究者と考古学者の合同研究が実を結び、大きな成

果を上げたわけだ。 

 八女市は石灯篭など石細工の名産地として古くから有名だ。現在も道路沿いに石材店がさまざまな製品を展示販

売している。「輝石安山岩質溶結凝灰岩」と呼ぶ黒に近い紫と灰色（暗紫灰色）の石材は軽く、軟らか。彫刻しやす

いため、この石を材料にした「石の特産品」を生み出したのである。 

 その特徴を使って石橋も多い。明治から大正にかけて４８石橋も八女市にあるという。明治初期の石工・橋本勘

五郎は鹿児島・甲突川の五石橋を作った岩永三五郎の弟子で、熊本の通潤橋を作り上げ、八女市にも洗玉橋（星野

川）など名橋を残している。今回の豪雨でこれらの石橋も大きな被害を受けた。 

 こうした石文化圏ともいえる八女地方の象徴は、遡って、磐井の乱（５２７年）で知られる筑紫君磐井の石人石

馬だろう。磐井の墓とされる岩戸山古墳（前方後円墳、全長１３５ｍ）の周辺には武人、馬、武器、祭器などをか

たどった石像が多く残されている。石人山古墳の家形石棺の彫刻も見事だ。しかし、石人石馬は首を切られ、ある

いは打ち壊されている。勝者、大和朝廷の仕業であろうか。 

 矢部川沿いの石文化は２０００年もさかのぼり、その文化の流れは営々と今日に受け継がれていることが分かる。

溶結凝灰岩という火山性の岩石がこの地にもたしてきた「恩恵」と災害を引き起こす「災禍」。崩れ落ちた山、倒木、

川に残る巨石や傷ついた石橋群を見ながら、先人たちも、この岩層の恩恵受ける一方で、災禍をくぐり抜けて逞し

く生きてきた２０００年の人々の暮らしを、改めて、思った矢部川行であった。 

                    文：玉川 孝道（西日本新聞元副社長） 

夢アイデア審査委員会委員長（平成２２年～） 

 

夢 アイデア コラム 
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原点回帰 

平成２６年６月 

No.1 原点回帰 

 冒頭の名文句は筆者が若い滞米修学

中 に 巷 で 見 付 け た BRILLIANT 社 刊

POT-SHOTS の一部で、迷訳すれば「地球

上で生活することはお金が掛かって何

としんどいことか！でもはるか１億 5千

万キロも離れた太陽の周りを、１年間も

かけて一巡する旅費も含んでいるのだ

と思えば、安いもんじゃないかね。もの

は考え様だぜ」とでもなろうが、当時、

壮大な視点に立ったその考え方に感動

した想い出は今もなお新鮮で、懐かしい。 

 グローバリゼイションという名の下

で、市場原理・弱肉強食の「仁義なき戦

い」が横行し、人間の無機質化が進みそ

の心が乾く中、万物の霊長を自認する人

間サマは、今こそせめて原点回帰・人間

復権を計るべきではないのか。そしてこ

れは、本来諧謔を嗜み機知に富む日本人にとって特に大切なことだと考える昨今である。 

 そういえば、森鴎外は女中に「もう１２時と言うな、まだ１２時と言え」と、いつも前向きな姿勢を説いたと伝

え聞く。 

 冒頭のショットもまた忘れ難い一コマで、「僕は今雲を動かそうとしているんだが、明日はあの山を動かそうと思

っているんだよ。どんなもんだい！」と、意気込んでいる姿が今もって懐かしい。 

 ホモサピエンスがアフリカに出現して２０万年、人間は着々と文明とやらを築いてきたが、負の遺産も次々に産

み出し、例えばこのまま地球温暖化が進めば、今世紀末には平均気温が 4.8℃、海面水位は 81cmも上昇するとのこ

とである。昔は二百十日と二百二十日の台風に備えればよかったのが、今や 30 回/年も襲来し、やがて海面下に没

する国も取沙汰されるなど、人間社会は憂慮すべき事態に直面しているのである。 

 さて、人間がこれまでで最も金を注ぎ

込んできた部門は兵器産業で、文明の成

果は皮肉にも「人殺し」に最も寄与し、

気象をコントロールしたり、原子力発電

の核ゴミを処理する技術など人間社会の

安全・安心に関わる重大部門は未達のま

ま据置かれているのである。人間が英知

を結集し、兵器開発に掛ける程の熱意で

世界的に取り組んだら、解けない課題で

は決してあるまいと思うのである。 

 冒頭のショットが物語るような気宇壮

大な視野で、せめて「雲を動かし台風の

進路を変える」くらいの技術は生まれな

いものだろうか。 

 

 

 

NO.2 言葉の威力 

 人間は有史以来、やれアングロサクソンだ、イスラムだ、ユダヤだ、華僑だ、いやシーヤ派だ、スンニ派だ、ブ

ラックだ、ヒスパニックだ、などと、民族紛争、文明衝突、宗教抗争そしてイデオロギー対決などに明け暮れ、今

日なお殺戮をくり返している。 

 万物の霊長を自認し、スバラシイ文明・文化を構築してきた人間は、その目指した理想と余りにも掛け離れた混

沌の中で、特に大国が自国の野望剥き出しに「力の政策」を強行しているのだが、先述 BRILLIANT 社の金言集の中

の次のショットは如何であろうか。 

 

出典；BRILLIANT社刊 POT-SHOTS 

 

出典；BRILLIANT社刊 POT-SHOTS 
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「おい！撃つのはやめてくれよ。俺たち

は同じ側の人間同士じゃないかよ。メビ

ウスの帯には裏側も表側もないじゃない

か」と、訴えているのである。 

 さて、世界がメビウスの帯になったら、

人間の争いの大方はそもそも起こらない

のではないか。 

 昔話ばかりで恐縮ながら、忘れ難い想

い出を更に続ける。 ワシントン D.C.でホ

テルを探して歩いていたとき、次の様な

宣伝文句を掲げた宿が目についた。 

 

Within the Shadow of the 

Capitol,Washington,D.C. 

 

「私共のホテルは国会議事堂から至近で、

とても便利なところにあります」という

代わりに「国会議事堂の日陰の中にあるのですぞ」と、大見えを張っていたのであった。 

 また、ニューヨークでのこと、同様にホテルを探し廻っていたところ、 

 

Everything is new except our Address. 

 

「わがホテルはのれん以外すべて新しいですよ」と、のれんの古さと設備の新しさを同時に誇った、見事な看板の

宿に出交わしたのであった。 

 ワシントンでもニューヨークでも、ウィットに富んだこの様な名文句に釣られて投宿したことは言うまでもない。 

  ところで、日本のある町に「日本一うまい店」という看板を掲げた店がオープンしたところ、間もなく「世界

一うまい店」と名乗る店が登場し、これで打ち止めかと思われていたら、何と今度は「この町で一番うまい店」と

銘打った店が現われて、宣伝の応酬に決着がついた由である。 

 言葉の威力は実に強力で、唯々驚嘆させられる。 

文：渡辺 明 九州工業大学名誉教授 

夢アイデア審査委員会 初代（平成 14 年～17 年）委員長 

 

原点回帰 

平成２６年 7月 

No.3 温まる 標語１つで 事故が減り 

 その昔、宮崎へ里帰りし国道１０号を走行中、フェニクス C.C.近傍で見掛けた交

通標語には苦笑させられ、思わずアクセルを緩めていた。 

     飛ばせ飛ばせ、さあ飛ばせ 

     三途の川まで、あと一里 

 更に、国鉄バス宮林線沿いの花見付近で次のような立札も発見した。 

 因みに「いいとも」は当地産焼酎名である。そして、流石、神話の古里高千穂の「天

の岩戸の滑稽」を誇る日向人(ひむかびと)の面目躍如だと、宮崎県人として密かにほ

くそ笑んだのであった。 

 日本では行動規制の立札は一般に、どちらかといえばイソップ物語の北風型のもの

が多く、例えば、 

     コノ場所、立小便スルベカラズ 

     ココニ、ゴミヲ捨テルベカラズ 

     速度超過○キロ毎、罰金□万円 

などといった無粋なものが常用されてきた。ところが、「天の邪鬼」の気質が強いホモサピエンスには却って逆効果

だという見解が近年多く、前記のものはその後、 

     この場所、犬猫以外立小便しないで下さい 

     ここには、一万円札以外は捨てないで下さい 

の如く改められたとの話を仄聞する。 

 

出典；BRILLIANT社刊 POT-SHOTS 
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 さて、土木工学は経験工学とも言われ、実戦でこそ磨かれるので、筆者は実際の工事現場見学を極力心掛けてき

た。そして、現場に到着して真先に注目するのは、掲げてある現場標語である。それを見れば「現場の長」の管理

運営の哲学が素早く読み取れるからであり、「いい標語のある現場は事故が少ない」と、かねて考えている。 

     「気を付けて」と送る笑顔に事故はなし 

     お土産は「無事故」でいいよ、お父さん 

     「まあいいか」悪魔のささやき、事故の元 

     馴れた手が、馴れた機械に、かみつかれ 

     片付け上手は仕事上手、きれいな現場に事故はなし 

 土木工事は危険な条件下で実施されることが多く、墜落災害や建設機械による事故などが絶えないが、現場にあ

るこの様な立札の一言一句によって、作業員が如何程励まされ癒されることか、計り知れない。 

 

NO.4 現実+夢+ユーモア＝知恵 

 昭和 30年代、筆者は上京に際し、用件が片付いた後は決まって寄席巡りをしたものだが、新宿末廣亭で聴いた古

今亭志ん生の独演会は特に忘れ難い。すなわち、 

「ニュートンという偉い学者は林檎の樹の下で『万有引力』というものを発見したそうだが、ワシは雪隠（トイレ）

にしゃがみながら、糞が落ちるのを見て見付けたんだ。ニュートン先生の方が 250 年くらい早く生まれていて、ワ

シの発見が遅れたのが実に残念」と、真に大仰な仕草で悔しがってみせたのである。最後に、 

「ニュートンも 己の糞に 気がつかず」 

の句を披露して噺を結んだのだが、「人生そのものが落語だった」といわれるほどの八方破れ・遊蕩三昧の志ん生が、

こんなハイカラな格調高いテーマを語ったのだから堪らない。会場がいやが上にも沸いたことは言うまでもない。 

 ついでながら、三遊亭円窓の「万病丹」という噺もまた屁理屈の言葉遊びとして実に面白い。 

 その昔、殿様が「万病丹」という看板を掲げた薬屋の前で駕籠を止めさせた。 

 「おい、主(あるじ)！ 病気は昔から四百四病と決まっておる。いつから一万にも増えたのだ？ デタラメを申

すと許さぬぞ」 

 「まず疝気、四十肩、五十肩があります」 

 「1090 にすぎないではないか」 

 「それに風邪の百日咳があります」 

 「馬鹿を言うな、風邪はひくものだ。100を引け」 

 「殿様ありました、産前産後」 

 「1090-100+3035＝4025。それでもまだまだ足りないではないか？」 

といった遣り取りの後、答えに窮した土壇場で、 

 「ありました、ありました。たったひとつで腸(兆)捻転があります。」 

と答えて、事無きを得たというのである。 

 さて、林語堂のユーモア方程式によると、 

現実+夢+ユーモア＝知恵 となるそうで、そして「夢想家の多い社会は不安定、現実家ばかりの社会には進歩がない」

のだそうな。 

 狩猟時代は数万年 

 農耕時代は数千年 

 工業時代は数百年 

 情報時代はせいぜい五・六十年 

 その後に来るには、 

 「人間が中心に座る情緒の時代」である 

               月尾 嘉男 

 ところで、月尾嘉男教授は文明の推移を時系列で明快に刻み、その行き着く先を「人間が中心に座る情緒の時代」

と喝破されて、文明の暴走を危惧する人間達に明るい期待を届けられた。そして同時に、「情報時代はせいぜい五・

六十年」との予測されているのだが、虚偽・捏造情報などもふんだんに混入された、夥しい情報洪水の中で、自由

と贅沢に酔い痴れ、自ら思考することも怠けている、特に日本人が、もし万が一にも、劣化しながらも強力な権力

を握ったマスコミに誤誘導されて、社会の基軸が攪乱され、人間社会そのものの崩壊が先行するなどという、由由

しい事態にならぬことを切に祈りたい。 

文：渡辺 明 九州工業大学名誉教授 

夢アイデア審査委員会 初代（平成 14 年～17 年）委員長 
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共助研 

 
 

 今回は、平成26年2月10日から11日の二日間にわ

たり「九州の食EXPO」に参加してきましたので、そ

の報告となります。 

 そのきっかけは、平成25年11月30日の共助研全体

会議の中で、吉田さんより、「九州の食EXPO」に共

助研として参加してみないかという提案がなされたこ

とに始まります。雲仙プロジェクトの一環で実施して

きた「雲仙千の物語」への取り組みの際に知り合うこ

とができた雲仙・島原の方々との関係が途切れていた

こともあり、いい機会ではないかとも思われたのです

が、ただ、申込期日が結構迫っていることもあり、私

（矢ヶ部）としては少し腰が引けていたのですが、山

下さんの「いい機会だからやりましょう！」の一声で

取り組むこととなりました。 

 さっそく、山下さんよ

り「守山女性部加工組合」

の馬場さんへ参加の打診

をしてもらい、「田中鮮

魚卸」の田中さん、「旅

館松栄」の中川さん、「天

洋丸」の竹下さん、「NPO

奥雲仙を守る会」の中田

さん、さらには、共助研の中では大人気の本醸造カス

テラを作られている「百花

亭」の山中さんへも働きか

けを行い、あっというまに

雲仙・島原チームのような

ものができてしまいまし

た。おかげで、12月の申

込み申請期限にも十分に

間に合い、正式に、雲仙プ

ロジェクトの一環としての「九州の食EXPO」への参

加への取り組みがスタートしました。 

 年も改まった1月10日に、「九州の食EXPO」事務

局による全体説明会が開催され、山下さんと私で参加

してきました。なんと130社近い申し込みがあったと

いうことで、説明会場は、参加者の熱気でむんむんと

していました。EXPO事務局の吉田さんや、責任者？

の西尾さんも忙しそうに走り回られておりました。こ

の説明会を受け、山下さん、矢ヶ部は、1月25日に、

雲仙千々石の竹添ハウスにおいて、今回の参加者への

説明および調整の会議を設けたうえで、今回の運びと

なりました。 

 それでは、「九州の食EXPO」参加の状況を以下に

ご報告します。 

 

◆平成26年2月10日のバイヤー対象の展示会開催 

 第1回目となる「九州の

食EXPO」の主旨は次の

ようなものです。 

 

 「九州地域において、

食材生産者を始めとする

あらゆる食に関連する幅

広い業種の事業主の発展と地域経済の活性化に寄与す

るため、九州の食を広めることを志向される方のネッ

トワークを最大限に活かし、新たなる出会いを提供す

ることによってビジネスチャンスの創造の一助にする

とともに、安全で安心、且つ特徴ある九州の「食」を

広く知っていただき、深く理解していただくことを目

的とします。」 

 

 この目的は、雲仙プロジェクトの地域おこしの一環

として取り組んできた「地域の特産品を都市域へ紹介

し、より豊かな地域づくりをおこなう」ことや、奥雲

仙の自然を守る会の抱える課題「保全活動を支える資

金作りのための地域特産品開発」にマッチしたもので

あると考えられるため、地域特産品を紹介するイベン

トへの支援として取り組んだものです。初日は、バイ

ヤーさんを対象とした展示です。 

 博多駅で山下さんと待ち合わせをし、会場である小

倉の「西日本総合展示場」へ。すでに、会場設営の準

備はできており、参加者の各団体もブース設営で忙し

く準備されています。各団体から送られてきた商品が

届いており、時間までにブース設営を行わなければな

らず、作業はごたごたと始まりました。 

 私たちのブースは「B-26」ブース。入口に比較的近

く、結構いいポジショニングではないかと思えるブー

スですが、なにしろ３m×３mの狭い区画の中に、6団

体＋共助研メンバーが展示するということで、さらに

ごった返した状況になりました。今日の参加者は、全

員でなんと1２名！。 

 10：00スタートではじまったバイアーさんたちへ

の展示会には、我がブースに集まってくれるのか心配

していましたが、盛りだくさんの商品展示と中田代表

はじめ参加者の皆さんの積極的な接客対応で、みるみ

るまに人だかりが！スタート直後のことでもあり、他

ブースでは、まだまだ閑散としてる時間帯でしたが、

わがブースでは、ひとだかりができるほど注目を受け

ていました。

 
 特に、中田代表が次々に通行する人を捕まえてはユ

ズ湯の試飲を勧められ、大吟醸カステラや野菜プリン

の試食が結構バイアーさんの人気があったような印象

です。また、こぶ高菜については、ホテルニューオー

タニの有名シェフ山口氏より、取扱いたいとの連絡が

あったと馬場代表が喜ばれていました。途中で、ビデ

オカメラが回ってきて、各代表の方々がビデオPRをこ

なされましたが、皆さん、そつなくしっかりとPRされ
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る姿は、さすが！！という印象でした。 

 

 会場全体を見て回ると、確かに、いろいろと特徴的

な食品が所狭しと並べられていましたが、ただ、地域

性を特に謳っているところは比較的少なかったように

思います。今回のブースの構成が、「加工食品」「加

工飲料」等の分野別に並べられており、県別あるいは

地域別ではなかったことがあげられますが、そのよう

な構成になっていたからこそ、雲仙、あるいは島原と

しての地域性を売りにすることがより注目を集めたか

も。より地域性を押し出したブースデザインにすれば

よかったかなと反省しています。 

 まあ、それでも、今回出展された方は、みなさん、

しっかりとバイアーの方に売り込みをかけてられるの

を見て、今回の取り組みがまちがいなかったと改めて

感じた次第です。 

 

◆平成26年2月1１日の一般客対象の展示会開催 

 さて、二日目の展示会は、一般客対象の展示・販売

会です。昨日と打って変

わり、この日は、市民の

方々を対象とした即売会

となりました。残念なこ

とに、昨日、ブース内に

所狭しといらっしゃった

各団体メンバーの方々は、

それぞれの本拠地にお戻りになり、残されたのは、山

下さんと私のみ。販売経験豊かな山下さんが頼りとい

うこととなりましたが、いささか、心もとなく思って

いましたら、波木事務局長が応援に、さらに、木寺さ

んご夫婦も来てもらえました。木寺さんご夫婦は、ち

ょっと見学のおつもりだったようですが、状況を見か

ねて最後まで応援いただきました。（この場を借りて

厚く御礼申し上げます） 

 ただそういうものの、みなさんモノを売るという経

験は皆無。どちらかというと、そのような接客対応が

苦手な人が多いコンサルタント業界のメンバーですが、

そこは、年の功。皆さんに大奮闘いただきました。特

に、木寺さんの奥様には、大奮闘いただきました。売

り上げの半分は奥様のおかげかも。 

 

 途中、ホテルニューオータニの有名なシェフ山口さ

んの料理コーナーのステージで、シェフご指名の「こ

ぶ高菜」が多くの食材の中から取り上げられることに。

そのPRのために壇上に

上がってプレゼンテーシ

ョンをすることとなった

のですが、生産者の守山

女性部加工組合の馬場さ

んは、すでに会場にいな

く、私めが、この大事な

お役目を果たさなければいけないはめになってしまい

ました。なんとか、大役はこなしたつもりですが・・・・。 

 この二日目は、参加者の皆さんの意見もあり、“試

食はなし”ということになり、接客対応する私どもは

楽でしたが、やはり集客力からいえば結構苦戦を強い

られました。ただ、ほかのブースで、大勢の人だかり

ができている試食コーナーの参加者も、「試食ばかり

手間がかかり、売り上げは全く伸びない」などの話を

聞くと、当ブースでの「試食はバイアーさんを対象と

した初日だけ」という戦略は、結構、正解だったかも

とも思いました。 

 ただ、やはり、商売のシローと集団だったこともあ

り、売り上げは全く伸びず、今回出展していただいた

各団体の方には、本当に申し訳なく思っています。送

料や冷蔵オープンケースのレンタル料、また、小倉ま

で遠路はるばる出向かけれたコスト等を考えると皆さ

ん大赤字かと思われます。ただ、そのなかで、完売し

たのが、天洋丸さんの「エタリ塩辛」と奥雲仙自然を

守る会の「干しゆず」でした。また、結構好調な売れ

行きだったのが旅館松栄さんの「野菜プリン」。どれ

も、珍しい！かつ、おいしそうとの反応で、トントン

拍子に売れていきました（木寺さんの奥さんの頑張り

の影響大でした）。今回の経験を通して、日銭を稼ぐ

難しさと同時に、売れていくときの快感も多少理解で

きたような気がします。 

 

◆今後の作業 

 3年前の雲仙プロジェクト「雲仙千の物語」で出会っ

た雲仙地域の多くの方々とは、その後、特にやり取り

はなく、一過性の取り組みのような状況を呈していま

した。昨年から、NPO奥雲仙の自然を守る会の方々へ

の支援としてミヤマキリシマ保全事業への参加を行っ

てきましたが、今回、これまでの活動を復活、再スタ

ートさせることができる大きなきっかけになったかと

思われます。 

 特に、今回、参加していただいた各団体の方々の抱

える課題として、「それぞれ独自の取り組みでは、な

かなかうまく回らない活動も、地域の連携を持って取

り組めば、より一層の効果が期待できる」ということ

が少し見えてきたような気がします。共助研としては、

そのような「連携するための支援」という役目が、地

域支援の核になりそうな気がしますが、今後、しっか

り検討しながら進めていきたいと考えています。 

 

◆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年目を迎える昨年11月に長崎大学とのコ

ラボ活動ができ、また、今回、これまで知り合うこと

で来たいろいろな方々と再度、少しでも活動支援の手

伝いができたことは、非常に意義あるものと思われま

す。 

 平成26年度は、共助研も節目の年になると思われま

す。雲仙プロジェクトのこれまでの成果を、さらに深

め、着実なものにしていくためには、これまで汗をか

いて築いてきた地域との信頼関係を裏切らないよう、

また、無駄にしないようにすることが大切かと思いま

すが、それとともに、共助研にとっての今回の一連の

活動が、どのような意義を持つのか、再確認すること

も、より多くの共助研メンバーの参加や活動支援を得

るために必要なことかと考えます。 
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共助研 

 
 

 柴北川プロジェクトの恒例行事の一つである竹林整

備と合同懇親会が去る３月１，２日に開催されました。

今回は、この模様を中心に、私・玉田がお届けします。

といいつつも記憶に曖昧な部分が多々。そこで、共助

研ホームページ「ゆきちゃんのマイページ」を参考に

御報告させて頂きます（渡邊さん紙面にてご了承下さ

い）。 

 
 

一日目(３月１日土曜日) その１ 竹林整備 

    ２月中旬、３０年振りの大雪 

 豊後大野市の竹林は、先日（２月中旬）の大雪で大

荒れ、各処で倒竹の傷跡。パッキーという倒竹音が夜

通しあり不気味であったとのこと。前日、帰郷し実家(三

重町)の裏山に入ると倒竹が広がっている。樹木の被害

は少ないが、よくよくみると梅の小枝が花を咲かせた

まま折れている。この傾向は長谷でも同じで、何故か

竹と梅が雪に弱いように思われた。同市にとっては、

３０年振りの大雪で、積雪は３０cm 以上、停電、断

水も市内いたる所であったとのことです。 

 当日午後１時前には、集合場所である黒松生活改善

センターに共助研の参加者全員（波木、木寺、矢ヶ部、

金尾、山下及び玉田）が集合。早々に着替えを済ませ

竹林整備の現地に向かう。現地に着き、渡邊さん宅の

裏山に登ると、既に地元の方々が働いており、一帯に

熱気がみなぎっている。その背後の竹林に目をやると、

倒竹が凄い。これまで何度か整備してきた竹林である

が、未整備箇所の竹が前面に倒れ掛かっており、手の

付けられない状況となっている。 

 竹林整備は中止、竹チップ堆肥と竹炭づくり 

 我々が近づくと、穴見会長と渡邊さんが、倒竹が多

く竹林の伐採、整備は危険なので中止したい。午前中

に切り出して置いた伐採竹のチップ化と、昨年伐採し

た古竹の竹炭づくりを手伝って欲しいとのこと。竹林

をみると右手側一角がきれい、午前中そこを中心に作

業をやられたのであろう。既にかなりの伐り出しがあ

る。空模様も気になるが、久振りの入山で意気込んで

いただけに、突然の中止で拍子抜けする。今一度、倒

竹林をみる。確かに伐採と同時に跳ね返りがありそう。

どこに跳ね返るかも分からない。しかも大勢、安全第

一で危険を回避した方が良さそうである。気分を変え

竹粉砕機に向かう。 

 竹のチップ化は伐採した竹を枝落としすることなく、

そのまま粉砕機に突っ込み・粉砕し竹チップとして放

出する。粉砕機への送入を無理にやると機械が故障す

る恐れがあるのであろう、粉砕機は森林組合より借入

しているが専属のオペレーター２名が付添う。我々は、

次々と入れ込もうとするが、彼らはそれを冷静に抑制、

制御する。それでも１時間もすると相当の量となる。

午前中の分と合わせて３山ほどできている。しかし、

実は、これからが大変。山積みした竹チップに鶏糞を

混入し加湿。しばらく置くと発酵がはじまり、温度が

８０度にも達す。そこで放水し攪拌する。それを数カ

月から半年の期間、定期的に繰り返すことで初めて堆

肥となる。粉砕機で竹チップは大量につくれるが、多

ければ多いだけ、この後の手間が大変。その大変さを

思うと申し訳ないような気にもなる。 

 一方、竹炭づくりは、「無煙炭化器」に古竹を投入

して燃やし竹炭にする。これまでドラム缶を利用した

り、簡易の炭焼き窯を作ったり幾つかの方法を試行錯

誤。今では、竹炭の日常的な用途を考え、この方法を

採用したと聞く。「無煙炭化器」という優れモノ・ア

イデア商品を利用しているが、要は竹を燃やし適度な

ところで水を掛けて鎮火、竹炭化。今日も皆さんとワ

イワイ焚き火を楽しみ、副産物としてのサツマイモ。

竹チップの作業が一段落したところでコーヒーを頂き

ながら美味しい焼芋を賞味。大満足でした。 

 

一日目その２ 合同懇親会 

 ３時過ぎには竹林整備は終了。我々は一旦、ホテル

に帰りチェックインした上で再度、黒松生活改善セン

ターに集合。会場に入るとテーブルが４つ、既に用意

されており、料理が盛り沢山。美味しそうな川ガニも

沢山ある。壇上には一升びんが十数本ならんでいる、

差入れである。共助研の塚田さんからも差入れがあっ

たと聞き、「すれ違いで御礼も言えず、申し訳ない」

と波木事務局長。午後６時になり、いよいよ開園と思

いきや、その前に勉強会。「愛する会」穴見会長の挨

拶につづき、木寺チームリーダーから昨年１１月に開

催した「若手研修会」の結果報告が少々。 

 
 手作りおかき持参で市長夫人も見えられている、ひ

と言挨拶を頂き、いよいよ開宴。愛する会との統合一

本化が既に決まっている「長谷地域総合開発協議会｣の

田嶋会長より乾杯の音頭を頂き、開宴。各テーブル８

～１０人で約４０人いただろうか盛大な懇親会であっ

た。モクズガニの食べ方を教わり、昨年購入したチェ

ーンソーの維持管理の仕方等を聞く。昔の農業、水田

を想い起こし、長谷のこれからを語り合う。隣のテー

ブルでは愛する会と開発協議会の統合方法など熱心な

討議。彼方此方でノミニケーションに花が咲く。ほろ
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酔い気分になったころ、矢ヶ部さんのギター演奏が始

まる。木寺さんが加わり、

三浦さん、渡邊さんがこ

れに加わる。しかし、各

テーブルのノミニケーシ

ョンは留まることがなく、

夜遅くまで続いた。 

 
 

挨拶する長谷開発協議会の

田嶋会長(下右)と柴北川を

愛する会の穴見会長（下左） 

 

 

二日目（３月２日/日曜日） 

その３．アジサイ、いろは紅葉の植栽 

 昨夜二次会に繰り出した者も多かったようだが、午

前９時には皆無事に旧長谷小学校に集合。 

天気は予想に反し良好、小春日和である。穴見会長の

挨拶に続き渡邊さんの方から作業工程等の説明がある。

「愛する会」では豊後大野市緑化推進協議会より苗木

の無料配布を受け、２０１０年より柴北川流域で植栽

を行ってきた。これまでは役員中心であったが、今年

は我々共助研と一緒に実施したいとのこと。早々現地

に赴き、山桜の第一、第二視点場である松巌寺傍の公

園と成瀬谷にそれぞれアジサイを３０本づつ計６０本

植栽し、山内の河川敷にいろは紅葉の苗木１０本を植

栽した。 

 松巌寺の公園傍は急傾斜な法面の上、丸石を多く含

んでいるため、穴掘りに少々手こずる。それでも４０

分弱で終了。成瀬谷は以前田圃だったそうで粘土質。

此方はスムーズに作業を終え、碑を囲み記念撮影。そ

れから途中、梅林を見学して山内の河川敷に向かう。

ここは個人の方が一人で桜の植栽を始めたところで、

今ではソメイ吉野が２００本植わっている。昨年は、

椿も植えたとのこと。道路脇には枝垂れ桜ならぬ枝垂

れ梅が華麗な花を咲かせている。早速、１０本のいろ

はモミジを植える。この辺りの河岸は、数年前よりホ

タルが乱舞するようになったと地元の皆さん。 

 ここでも、作業は予定より早く終了。そこで栗ヶ畑

で鳥獣対策として防御ネットを張ったとのことで、そ

の視察に出掛ける。野球場何個分の広さであろうか、

立派な防御ネットが段々畑(水田)を取り囲んでいる。

個々で対応するより効果的で、景観的にも農村風景を

壊さず、良さそうではある。ただ、最終評価は草が繁

殖する夏場など一年間を通してみなければとのこと。

その効果はともかく、地域の皆さんで協力して色々な

ことに挑戦しているところに、長谷の地域力が高まっ

ていることを感じる。この辺りの川でもホタルをみる

ようになったと言う。今は梅が咲いている、春には山

桜が満開となる。小春日和の中、心地よい時を過ごす。 

 

その４．会議＆昼食 

豊後大野市からの協力要請―ユネスコ認定の「エコパ

ーク」と食のモデル地域育成事業― 

 植栽を終え黒松生活改善センターに帰ると昼食の前

に少々会議とのこと。席に着くと豊後大野市の堀さん

（企画総務課）が紹介され、市としての企画提案を説

明された。市はジオパークの指定を受けたが、さらに

現在、県及び竹田、佐伯市と協力して祖母傾山系「エ

コパーク」の認定を目指している。エコパークはユネ

スコが認定する生物圏保存地域のことで、自然と人間

社会の共生を目的とし、登録申請には生物多様性の保

存の「核心地域」と教育研究やツーリズムなどの場と

なる「緩衝地域」、それと人が居住する「移行地域」

の３つのゾーン設定が必要。前２者の核心･緩衝地域は

祖母傾山系の自然生態等から必然的に決まるが、問題

は移行地域の設定らしい。そこでエコパークにふさわ

しい自然と人の共生の候補地域を探している模様。同

時に市は、農林産物のブランド産地の確立と６次産業

化に向けた商品開発を目的とした「食のモデル地域育

成事業」に取組んでいる。

どうやら長谷地域の活動

実績等を踏まえて、これら

のモデル地域になって欲

しいとの要請らしい(一部、

豊後大野市ホームページ

を参考に補足)。 

 

 メダカとドジョウの棲

息する昭和の郷づくり 

 昨日の懇親会で話し合

ったことでもあるが、我々

が子供の頃の田圃にはド

ジョウやメダカがいた。裏

作には麦や蓮華が植えられていた。堀さんも言及され

たように完全な無農薬農業は厳しい。しかし、ホタル

は復活しつつある。花いっぱい運動も広がってきた。

僕の実家周辺では望むことは無理だが、長谷では子供

のころの原風景をみられそうな気がする。豊後高田が

昭和の街づくりを進めているが、別に真似する訳では

ない。長谷の人は、皆さん親切でやさしい。強い絆も

ある。村が元気だったころ、昭和の村づくり、郷づく

りを進めたらどうだろう。広島県の尾道市御調町では

ゲンゴロウが棲息する米づくりとして「源五郎米」が

産地化、と報じられているが、産地化が目的ではなく、

里山づくりの結果としてブランド化が生まれたようで

ある。長谷には、その可能性が芽生えているように思

えてならない。こう言うと今日も、地元の皆さん、「そ

ういった意見が既にいろいろ出ているよ！」と笑い顔

で応えてくれた。 

 この２日間を終えて、長谷開発との統合一体化がそ

うさせるのか、個人的には、何か山が動きそうな予感

を感じた二日間でした。 

 会議を終え、昼食は柴北レディースの手作りカレー、

その美味さにお代わり。少々食べ過ぎました。今回も

お土産にミカンとお芋を沢山頂き、恐縮しながらも大

満足で帰路に着きました。 
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№ 会員企業名 電話

1 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング　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 〒812-0036 福岡市博多区上呉服町12-8 092-271-2518

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）佐藤設計コンサルタント 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺902 0974-22-6432

43 （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

44 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

45 （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

46 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

47 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

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

49 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

50 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

51 （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

52 （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

53 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

54 （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

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

56 （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

57 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

58 （株）綜合技術コンサルタント九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-9-3 092-432-0555

59 （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

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

61 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

62 （株）大進 〒890-0016 鹿児島市新照院町21番7号 099-239-2800
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63 大成ジオテック（株） 〒830-0038 久留米市西町1174-10 0942-34-5622

64 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

65 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

66 （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

67 （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

68 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

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

70 （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

71 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

72 （株)地圏総合コンサルタント 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 092-260-9907

73 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

74 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

75 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

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

77 （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

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

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

80 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

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

82 （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

83 （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

84 （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

85 （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

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

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

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

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 西日本開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株) 〒815-0071 福岡市南区平和2-7-24 092-526-8887

94 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

95 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

96 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

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

98 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

99 （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

100 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

101 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

102 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

103 （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

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

105 （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

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

107 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

108 （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

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

110 （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

111 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

112 （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

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

114 （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

115 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

116 （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

117 （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

118 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

119 （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

120 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

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

122 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

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

124 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26年6月30日現在124社）
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