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明けましておめでとうございます。 

⽇頃から、⼀般社団法⼈建設コンサルタンツ協会九州⽀部の活動に対して、格別のご理

解、ご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 当⽀部は、九州各県下に会員数 149 社（1 ⽉現在）を擁して、会員相互並びに関

係諸機関や地域の皆様と連携しながら、専⾨技術を活⽤して、より安全で安⼼な国⼟

形成と地域の持続的発展に寄与することを⽬的に活動しています。 

 

 ここ九州では、⼀昨年の熊本地震の復興途上にある中で、昨年 7 ⽉の九州北部豪⾬災害、同 9 ⽉の台⾵ 18 号

災害等により、復々多くの⼈的被害が発⽣し、公共⼟⽊施設にも甚⼤な損失が⽣じました。未だ避難⽣活を余儀なく

されておられる被災者の⽅々も多く、喪失・被災したインフラの復興・再⽣に向けて会員各社はもとより、当⽀部としても

積極的な対応を継続しているところです。最前線で活動する会員各社への後⽅⽀援、個社の枠を超えた連携強化を

⾏い、⽀部全体の取組みとして成果を上げていく活動が、従来に増して強く求められている時だと認識して⼀丸となって

⽇々活動しています。 

 

また、⽀部活動は復旧・復興⽀援以外にも、ホームページに掲載しているとおり多岐にわたっています。⼤規模災害発

⽣時に備えた災害協定締結等の危機管理事前活動はもとより、会員会社の技術⽔準や経営⽔準の向上を⽬指した

諸施策をはじめ、当⽀部の独⾃活動である「夢アイデア事業」を通じて、地域の皆様とともにそこに暮らす⼈々の笑顔あ

ふれる地域社会の育成⽀援活動を⾏うなど、ハード・ソフト両⾯で広い意味の社会的共通資本の形成に努めていま

す。 

 

 我が国の現状は、⼈⼝減少、少⼦⾼齢化、インフラの⽼朽化、多発する⼤規模災害、地政学上のリスクの増⼤等、

取り巻く環境が近年⼤きく変化し、今までに経験したことのない領域に向かって急速に進んでいます。我々建設コンサル

タントは、過去と現在の客観的事実に基づいて、明⽇へ続く社会を構築する技術・技法の供給源として⽇々研鑽に努

め、発注者としての⾏政機関や地域の皆様の頼れるパ－トナーとして、国⺠に常に必要とされる公器となるべく活動する

ことをその使命としています。 

 

 引き続きまして、⽀部・会員各社に対するご理解と⼀層のご⽀援をお願いするとともに、お気づきの点に関しましてのご

要望やご意⾒を賜れば幸甚でございます。 

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 
平成３０年１⽉ 

⼀般社団法⼈ 建設コンサルタンツ協会九州⽀部 
⽀部⻑ 
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⽀部役職 ⽒名      会社名 役職 

⽀部⻑ 福島 宏治 ㈱福⼭ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役社⻑ 

副⽀部⻑(理 事) 秋葉  努 ㈱建設技術研究所 九州⽀社 常務執⾏役員⽀社⻑ 

副⽀部⻑(理 事) 柴⽥ 貴徳 ㈱福⼭ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 顧問 

理 事 ⼤内 博夫 応⽤地質㈱ 九州⽀社 執⾏役員⽀社⻑ 

理 事 ⾥⾒ 武彦 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 九州⽀社 ⽀社⻑ 

理 事 上野  毅 ㈱新⽇本技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 取締役会⻑ 

理 事 ⽥中 清 第⼀復建㈱ 代表取締役社⻑ 

理 事 愛敬 圭⼆ 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 福岡⽀店 執⾏役員⽀店⻑ 

理 事 ⾕川 ⼀智 ㈱千代⽥ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州⽀店 取締役⽀店⻑ 

理 事 ⼤和 則夫 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州⽀社 最⾼顧問 

理 事 中川  裕 ⻄⽇本技術開発㈱ 執⾏役員⼟⽊管理部⻑ 

理 事 渡邊 俊光 ⽇本⼯営㈱ 福岡⽀店 ⽀店⻑ 

理 事 御代川 亨 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱九州⽀社 参与 

理 事(福岡) 中野 安久 ⻄鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 営業部⻑ 

理 事(佐賀) 合志  勉 九州技術開発㈱  取締役 

理 事(⼤分) 藤⽥ 和幸 九州建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 専務取締役 

理 事(熊本) 椎葉 晃吉 ㈱⽔野建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 取締役 

理 事(宮崎) 野尻 周男 ㈱晃和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役 

理 事(⿅児島) ⼭内 康功 ㈱⼤進 代表取締役 

監 事 藤⽥ 茂久 東亜建設技術㈱ 代表取締役 

監 事 上杉 泰右 ⼋千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 九州⽀店 常務取締役⽀店⻑ 

（平成 30 年 2 ⽉ 1 ⽇現在） 
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【総務・企画部会、特別部会】 

1. コンクリートに関する３⼯法およびＣＩＭガイドライン説明会 2017 福岡 を⽇建連と共催（特別部会） 
「機械式鉄筋定着⼯法の配筋設計ガイドライン」、「現場打ちコンクリート構造物に適⽤する機械式鉄筋継⼿⼯法ガイド
ライン」、「流動性を⾼めた現場打ちコンクリートの活⽤に関するガイドライン」および「CIMガイドライン」の活⽤推進を⾏って、
⽣産性向上を図ることを⽬標に⽇建連と共催した。 
イ ベ ン ト 名 コンクリートに関する３⼯法およびＣＩＭガイドライン説明会 2017 福岡 
開 催 ⽇ 平成２９年７⽉２５⽇（⽕）13︓00〜17︓00 
場 所 福岡国際会議場 ２階 203・204 会議室（福岡市博多区⽯城町 2-1） 
参 加 者 １９９名（90 社） 
内 容 ■「ＣＩＭ導⼊ガイドライン」の概要説明 

■「機械式鉄筋定着⼯法の配筋設計ガイドライン」の概要説明 
■「現場打ちコンクリート構造物に適⽤する機械式鉄筋継⼿⼯法ガイドライン」の概要説明 
■「流動性を⾼めた現場打ちコンクリートの活⽤に関するガイドライン」の概要説明  

 
2. 平成２９年度 若⼿技術者交流会（企画委員会） 

建設コンサルタント業界を背負っていく若⼿社員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、平成 22 年度から若⼿技術者交流会（若⼿技術者発表会および懇親会）を開催し、会社の壁を越えた技術者と
交流を深めた。 
イ ベ ン ト 名 若⼿技術者交流会 
開 催 ⽇ 平成２９年８⽉ 25 ⽇（⽊）13︓10〜17︓40 
場 所 ⼋重洲博多ビル 11 階ホール A （福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
参 加 者 137 名（28 社） 内インターンシップ 25 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に開催。 
「①これまでに経験した業務、②技術者像（将来像・夢）、③建設コンサルタントの在り⽅」をテーマに
11 名の応募者による発表を⾏い、⽀部⻑・部会⻑・副部会⻑(2 名)・および企画委員⻑・企画副委
員⻑(2 名)計 7 名の審査により「最優秀賞」1 編、「優秀賞」2 編の各賞が選ばれた。 

講 演 九州⽀部の活動紹介 
■建設コンサルタンツ協会九州⽀部 創⽴５０周年記念事業について 
■第１回⼥性技術者交流会のご案内  

【若⼿交流会発表】  
賞 タイトル 発表

最優秀賞 河川海岸堤防における地震・津波対策の整備優先順位の選定 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）九州⽀社 
⾨間 俊之 

 
優 秀 賞 

地域性を考慮した道路概略設計 
〜島原道路を対象として〜 

（株）福⼭ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
深町健太郎 

頻発する豪⾬災害への対応について 
〜 レーダ⾬量の精度と洪⽔予測への活⽤ 〜 

（株）東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ九州⽀社 
上城 政浩 

 地下⽔塩⽔化と護岸⼯事 ⽇本⼯営(株) 福岡⽀店 
北堀 建太 
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UAV を⽤いた河川物理環境評価に関する研究 ⻄⽇本技術開発(株) 
古賀 勇気 

多⾃然川づくり事後評価 ⼋千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ（株）九州⽀店
藤⽥ 浩⼤ 

⾃然と歴史を活かした公園の基礎調査 （株）建設技術研究所九州⽀社 
⼤須賀⿇希 

巨⼤防潮堤に設置する樋⾨設計 第⼀復建（株） 
脇  良宏 

地域⾼規格道路整備による⽇照阻害の検討  ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）九州⽀社 
福島  望 

実⽤段階へと躍進した路⾯下空洞調査技術 
調査実績と今後の課題について

応⽤地質（株）九州⽀社 
⼤⽯ 佑輔 

地域公共交通網形成計画の作成に向けた 
移動制約者の意⾒聴取⽅法について

中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）福岡⽀店 
永渕 紘史 

   

   

▲若⼿技術者交流会の様⼦ 
 
3. ⼥性技術者交流会（⼥性技術者委員会） 

⼥性技術者が働き続けるために、⾃分たちが今後どうしていくべきか、またどのような協⼒・理解を得る必要があるのか、どの
ような仕組みがあればよいかなどを考え、話し合う場とするとともに、⼥性ならではの悩みや気になっていることを話題にざっく
ばらんな交流を⽬的に開催した。 
イ ベ ン ト 名 第１回⼥性技術者交流会 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉２２⽇（⾦）13︓30〜17︓40 
場 所 ANA クラウンプラザホテル福岡（福岡市博多区博多駅前 3-3-3） 
参 加 者 63 名（32 社） 
内 容 ■基調講演「笑顔で働き続けるためのコツ」 

九州地⽅整備局 ⼥性技術者の会（九ＷＥ会）会⻑ 原⽥佐良⼦⽒ 
■参加者全員による「⼥性が働き続けるために」をテーマにワールドカフェ形式による意⾒交換  

報 告 書 ⼥性技術者委員会ニュースレターNo.2 
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4. 契約のあり⽅講習会（企画委員会） 
コンサルタント業務における契約の重要性に関する理解を深めることを⽬的として、⼤森弁護⼠をお迎えし、主に会員会
社役員・従業員、発注者を対象とし開催。今年度は、さらに、受発注者双⽅が契約上の問題に対して共通の認識を持
って頂くための講習となるよう「受発注者の技術対話の確⽴に向けて」として開催した。 
イ ベ ン ト 名 平成２９年度 契約のあり⽅講習会（九州⽀部） 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１３⽇（⾦）15︓00 〜 17︓10 
場 所 福岡本会場 ⼋重洲博多ビルホール A（福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀 九州技術開発(株) 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎 ⻑崎県建設技術研究センター（⼤村市池⽥ 2-1311-3） 
⼤分 ホルトホール⼤分 410 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
熊本 ⼋洲開発（株）会議室（熊本市東区⽉出 1-1-52） 
宮崎 (株)晃和コンサルタント 会議室（宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1） 
⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 

参 加 者 福岡本会場 64 名 (38 社) 
佐賀会場  7 名 (4 社) 、⻑崎会場  5 名 (3 社) 、⼤分会場  8 名 (6 社) 、 
熊本会場  5 名 (3 社) 、宮崎会場  6 名 (4 社) 、⿅児島会場 8 名 (6 社) 
（計 103 名） 

内 容 ■「契約のあり⽅に関する課題」 企画委員会 契約のあり⽅専⾨委員⻑ ⼤場 健司 ⽒ 
■講演「⼟⽊設計契約上の法的問題」 弁護⼠ ⼤森 ⽂彦 ⽒ 

   
▲サテライト佐賀会場の様⼦               ▲サテライト⼤分会場の様⼦ 

   
▲サテライト⼤分会場の様⼦               ▲サテライト熊本会場の様⼦ 

   
                 ▲サテライト宮崎会場の様⼦               ▲サテライト⿅児島会場の様⼦ 
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5. 建設関連業五団体主催「平成２９年度独占禁⽌法に関する会員研修会」（独禁法に関する特別委員会） 
会員に対して、独占禁⽌法遵守の重要性を再認識させるために研修会を開催した。 
イ ベ ン ト 名 建設関連業五団体主催 「平成２９年度独占禁⽌法に関する会員研修会」 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１７⽇（⽕）14︓00〜16︓30 
場 所 福岡県中⼩企業振興センター「⼤ホール」（福岡市博多区吉塚 9-15） 
参 加 者 249 名 （うち建コン会員 １００名/７４社） 
主 催 （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 

内 容 ■第⼀部 平成２８年の経営分析 
〜調査票の集計結果に基づく基本分析〜 講師 財務専⾨委員 

■第⼆部 平成２８年の経営分析 
〜働き⽅改⾰と労働⽣産性〜 講師 財務専⾨委員 

 
6. 本部・総務部会財務専⾨委員会主催の経営分析説明会運営を後援しました 

協会加盟会社の経営資料として作成している「建設コンサルタンツ協 会加盟会社の経営分析」の数値データを⽤いた分
析説明会を開催した。 
イ ベ ン ト 名 経営分析説明会 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉３１⽇（⽕） １３︓４０〜 
場 所 福岡朝⽇ビル １６号会議室（福岡市博多区博多駅前 2-1-1） 
参 加 者 ４１名（３２社） 
内 容 ■講演Ⅰ 「独占禁⽌法等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 総務課⻑ 伴 伸宏 ⽒ 
■講演Ⅱ 「これからの建設産業政策について」   
国⼟交通省九州地⽅整備局 建設産業調整官 天⽅ 正彦 ⽒ 

 
7. 建設関連五団体共催 平成 30 年新年賀詞交換会 

イ ベ ン ト 名 建設関連五団体共催 平成３０年新年賀詞交歓会 
開 催 ⽇ 平成３０年１⽉１１⽇（⾦）１８︓００〜１９︓３０ 
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（福岡市博多区博多駅前 3-3-3） 
参 加 者 ２８７名 （五団体会員 ２３７名、来賓 ５０名） 
主 催 （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 
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▲平成３０年新年賀詞交歓会の様⼦ 
 

8. ⽊⾕副会⻑講演会 
当協会副会⻑の⽊⾕ 信之⽒に「建設コンサルタントを巡る最近の動向」について講演いただいた。 
 
イ ベ ン ト 名 ⽊⾕ 信之副会⻑講演会 
開 催 ⽇ 平成３０年１⽉１６⽇（⽕）１６︓３０〜１７︓３０ 
場 所 ⼋仙閣（福岡市博多区博多駅東 2-7-27） 
参 加 者 ６７名 (⽀部理事、委員) 
内 容 建設コンサルタントを巡る最近の動向 

 
9. サテライト講習会運営（企画委員会、地域部会各県部会） 

地⽅会員へのサービス向上を⽬的に、福岡市で開催の講習会をライブ中継することで他県からも受講しやすい環境を提供
した。平成２９年度は、以下の講習会のサテライト中継をサポートした。 

講習会名 開催⽇・参加⼈数 
情報セミナーin ⼤分 2017 平成２９年９⽉１⽇ 

佐賀/6 名（3 社）、熊本/8 名（4 社）、宮崎/9 名（6 社）、 
⿅児島/5 名（4 社）   計 28 名 

平成 29 年度 河川技術講演会 平成２９年９⽉６⽇   
佐賀/4 名（2 社）、⻑崎/6 名（1 社）、⼤分/18 名（11 社）、 
熊本/9 名（5 社）、 宮崎/15 名（8 社）、⿅児島/9 名（5 社）、 
 計 61 名  

環境都市共催セミナー 平成２９年９⽉２９⽇ 
佐賀/9 名（2 社）、⻑崎/11 名（2 社）、⼤分/15 名（6 社）、 
熊本/6 名（4 社）、宮崎/5 名（3 社）、⿅児島/2 名（2 社）、 
 計 48 名 

道路技術委員会「技術講演会」 平成２９年１０⽉４⽇ 
佐賀/7 名（5 社）、⻑崎/11 名（2 社）、⼤分/12 名（6 社）、 
熊本/4 名（2 社）、宮崎/7 名（3 社）、⿅児島/4 名（4 社） 
 計 45 名 

契約のあり⽅講習会 平成２９年１０⽉１３⽇、 
佐賀/7 名（4 社）、⻑崎/5 名（3 社）、⼤分/8 名（6 社）、 
熊本/5 名（3 社）、宮崎/6 名（4 社）、⿅児島/8 名（6 社）、 
 計 39 名 

エラー防⽌セミナー 平成２９年１０⽉２７⽇ 
【午前】 
佐賀/8 名（3 社）、⻑崎/7 名（2 社）、⼤分/18 名（9 社）、 
熊本/4 名（3 社）、宮崎/8 名（5 社）、⿅児島/1 名（1 社）、 
【午後】 
佐賀/10 名（3 社）、⻑崎/7 名（2 社）、⼤分/18 名（9 社）、 
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熊本/3 名（2 社）、宮崎/8 名（5 社）、⿅児島/1 名（1 社）、 
 午前・計 46 名、 午後・計 47 名 

環境・都市等技術委員会セミナー 平成２９年１１⽉２２⽇ 
佐賀/3 名（2 社）、⻑崎/8 名（2 社）、⼤分/6 名（4 社）、 
熊本/2 名（1 社）、宮崎/6 名（3 社）、⿅児島/1 名（1 社）、 
 計 26 名 

河川セミナー第⼆回 平成２９年１２⽉４⽇ 
佐賀/10 名（3 社）、⻑崎/3 名（2 社）、⼤分/12 名（6 社）、 
宮崎/8 名（3 社）、⿅児島/6 名（4 社）、  計 39 名 

 
10. 九州⽀部創⽴ 50 周年記念事業「つぶやき⼟⽊写真コンテスト」・「建コン CM 総選挙」募集（特別部会） 

平成 30 年の九州⽀部創⽴ 50 周年記念事業として、⼀般と学⽣を対象に「つぶやき⼟⽊写真コンテスト」の作品を募集、
ポスター・チラシを九州内の学校と⾃治体に配布した。 
また九州⽀部会員企業に所属している⽅を対象に「建設コンサルタント業界の知名度向上を⽬的として、その実績や魅⼒
を伝える CM」作品の募集を開始した。 
【つぶやき⼟⽊写真コンテスト募集チラシ】                【建コン CM 総選挙募集チラシ】 
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☆山本 恵利華☆
構造系3年目です。
お肉が大好きです。

叙々苑ロス。。

☆濵田 千友美☆
高3と小5の育児ママ。

早起きが苦手で、朝
はバタバタお弁当作
りから始まります。

☆中島 渓☆
道路系4年目。
新婚です 

☆井上 由美☆

地盤系何年目？新社
会人と専門学生の母。
無趣味脱却を目指し

て、模索中～

☆筌瀬 明日香☆
河川計画系11年目、

アラフォー目前、
独身です 

☆遠藤 晴美☆
地質系7年目。

仕事にプライベート
に奮闘中 

☆柿原 ゆり☆
河川系12年目、

新婚数ヶ月。
WLBを目指して
がんばります。

☆佐藤 睦美☆

この瞬間のために
働いています！

☆岩根 陽子☆
こんな私が
委員長です

☆清角 知子☆

ビールと漫画があれば
幸せ 

お祭り好きのセーガク
です。

☆生駒 有紀☆
河川構造系

7年目
おちょこ女子です。

☆大重 岬☆
道路系6年目です。
現地踏査は真剣に！

☆福原 昌子☆
趣味は編み物です。

複雑な模様がストレス
解消になります。

☆安永 文香☆
体育会系17年目

です。肉と米が
好きです。

☆江川 佳苗☆
砂防系8年目。

仕事でもプライベー
トでも山に登るのが

好きです。

☆平山 歩☆

仕事と育児と
サッカーと3足

のわらじはい
ています。

☆峰松 睦☆
家族（夫、猫2匹）に支
えられ、コンサル歴17
年目（環境）です。

☆末廣 富士代☆
自然環境調査系12年目。
海の生き物が好きです。

カンパ～イ！

建設コンサルタントの役割がますます重要になる中、業界では、技術者の高齢化、離職者の増加、若手技術

者の減少といった問題を抱えています。このような現状を踏まえ、建設業の国内人材育成・確保策の柱の一つ

として、女性の更なる活躍を推進するため、平成26 年8 月に官民挙げた「もっと女性が活躍できる建設業行動

計画」が策定されました。

建コン協九州支部においても、各社の労働環境の実態や、改善に向けた取り組み、制度(産休・育休等)の活

用状況等について意見交換を行うため、平成27年10月 「女性技術者交流会」（平成28年10月より「女性技術者

委員会」に名称変更）を設立し、九州地方のコンサルタントに働く女性技術者20名が集結しました。
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一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 九州支部
〒812‐0013  福岡市博多区博多駅東１丁目１３―９（博多駅東１１３ビル８階）
TEL 092‐434‐4340 FAX 092‐434‐4342
Facebookページ：女性技術者委員会（建コン協九州支部）@kirapro.kyu

本誌は、(一社)建設コンサルタンツ協会 九州支部 総務・企画部会 女性技術者委員会が発行しています。

第2号ニュースレターは12月発行の予定ですので、ご期待ください！

委員会では、職場環境の実態やその改善に向けた取り組み、制度(産

休・育休等)の活用状況等の意見交換を行いました。その中で、委員メ

ンバー全員が「働きやすさや育児等は女性だけの問題ではない。性別を

問わず、普通に働くことができるようになることが重要である」という

共通認識を持ちました。

しかし、女性には、長時間労働・多忙による健康面への不安、結婚・

出産・育児といったライフイベントと仕事の両立の難しさ等が、仕事を

継続する上での不安要素になっているのも事実です。

そこで私たちは、誰もが働きやすい活力ある環境を業界全体で目指す

ために、

詳しくはコチラ!!
http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/kjcca/images/kenkon_kirakira_project.pdf

☆女性技術者委員会のロゴを作成しました☆

【短中期的な活動方針】
・女性技術者交流会の継続活動
・ダイバーシティ講習会の開催
・就活イベントのブース設営
・技術者交流会の実施…etc

【長期的な活動方針】
・ニュースレターの作成
・発注者への宣言書提出

を作成し、一人ひとりが輝く職場環境づくりを目指して、活動を始めました。
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【対外活動部会】 

1. 平成２９年度意⾒交換会（対外活動委員会） 
  九州⽀部固有の課題を抽出して「要望と提案」を作成し、開催に向けて本部を補助した。 

イ ベ ン ト 名 平成２９年度意⾒交換会 
開 催 ⽇ 平成２９年８⽉１⽇（⽕）16︓00〜17︓30 
場 所 ⼋仙閣本店 5 階 （福岡市博多区博多駅東 2-7-27） 
参 加 者 九州地⽅整備局局⻑以下  １７名 

地⽅⾃治体           １０名 
協会本部 １３名、 ⽀部  ２３名                  (計６３名) 

内 容 協会本部からの「要望と提案」主旨説明 
「要望と提案」に対する回答  
⾃由な意⾒交換（業務円滑化調整会議結果を含む） 

 
2. ⼤規模災害対応演習（防災委員会） 

  9 ⽉ 1 ⽇の「防災の⽇」に、⼤規模災害発⽣時における会員への⽀援活動を⾏うため、会員相互の連絡網の整備を⾏い、
本部と連携した防災演習を実施した。 

イ ベ ン ト 名 ⼤規模災害対応演習 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉１⽇（⾦） 
場 所 建コン九州⽀部事務局会議室 
参 加 者 ⽀部会員 147 社 
内 容 ⾼知室⼾沖にてマグニチュード 8.0 の地震発⽣・津波警報発表と想定し、  

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った。 

3. 九州建設技術フォーラム 2017 に出展（防災委員会、広報委員会、夢アイデア企画委員会） 
九州建設技術フォーラムは、新しい建設技術の開発・活⽤・普及の促進をより効果的に図るため、「産」、「学」、「官」そ
れぞれが新技術の開発・活⽤の取り組みについて情報を発信し、「産」、「学」、「官」で技術情報のプレゼンテーションや展
⽰等の形をとりながら連携を深め、九州の更なる建設技術の発展を⽬指し開催した。 
イ ベ ン ト 名 九州建設技術フォーラム 2017 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１８⽇（⽔）13︓00〜17︓00 

平成２９年１０⽉１９⽇（⽊）10︓00〜16︓30 
場 所 福岡国際会議場 (福岡市博多区⽯城町 2-1) 
参 加 者 九州建設フォーラム２⽇間来場者数 3138 ⼈ 
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・アイデアの紹介と⽀援 

 
4. 平成 29 年度「防災シンポジウム」（情報委員会） 

今年 7 ⽉の九州北部豪⾬災害では、斜⾯災害や⼟⽯流・がけ崩れなどの⼟砂災害や洪⽔災害が発⽣し、社会資本
施設等に⼤きな被害をもたらした。公益社団法⼈地盤⼯学会「平成 29 年 7 ⽉九州北部豪⾬地盤災害調査団」団⻑
を招き会員に対して豪⾬災害のメカニズム等について講演いただいた。 
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イ ベ ン ト 名 平成２９年度「防災シンポジウム」 
開 催 ⽇ 平成２９年１２⽉８⽇（⾦）15︓30〜17︓00 
場 所 アークビル 2F ⼤ホール（福岡市博多区博多駅東 2 丁⽬ 17-5） 
参 加 者 ５０名（２９社） 
内 容 「九州北部豪⾬災害について」 

講 演 者︓九州⼤学教授  安福 規之⽒ 

 

【技術部会】 

1. 情報セミナーin ⼤分（情報委員会） 
導⼊が推進される CIM の関連情報や最新動向、情報セキュリティに関する具体的な取り組み等の最新情報を地⽅会
員に提供した。 
イ ベ ン ト 名 情報セミナーin ⼤分 
開 催 ⽇ 平成 29 年９⽉１⽇（⾦）１３︓００〜１７︓００ 
場 所 ⼤分本会場ホルトホール⼤分 201 会議室（⼤分市⾦池南 1-5-1） 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀会場 九州技術開発（株） 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

熊本会場 ⽔野建設コンサルタント会議室(熊本市東区⼩峯 2-6-26)  
宮崎会場 晃和コンサルタント会議室(宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1)  
⿅児島会場 萩原技研会議室(⿅児島市⼭下町 16-20) 

参 加 者 ⼤分本会場 ２７名（１6 社） 
佐賀 ６名（３社）、熊本 ８名（４社）、宮崎 ９名（６社）、⿅児島 ５名（４社）、 
（合計 55 名） 

内 容 ■情報漏えいの事例と対策 
■情報セキュリティ対策の基本と⾝近なリスク 
■CIM の動向と関連情報 

   
▲情報セミナーin ⼤分本会場の様⼦ 

   

▲サテライト佐賀会場の様⼦   ▲サテライト熊本の会場の様⼦ 
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▲サテライト宮崎会場の様⼦ 
 
2. 河川技術講演会（河川技術委員会） 

河川⾏政の現状など河川に関する最新の話題を提供し、参加者の河川技術の向上を図る⽬的で開催した。 
イ ベ ン ト 名 平成 29 年度 河川技術講演会 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉６⽇（⽔）10︓15〜16︓00 
場 所 本会場 ⼋重洲博多ビル 11F （福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀  九州技術開発会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎  ⻑崎県建設技術研究センター(⼤村市池⽥ 2-1311-3)  
⼤分  コンパルホール 305 
熊本  ⽔野建設コンサルタント(熊本市東区⼩峯 2-6?26)  
宮崎  晃和コンサルタント 会議室(宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1) 
⿅児島 萩原技研会議室(⿅児島市⼭下町 16-20) 

参 加 者 福岡本会場 １１６名（３７社） 
佐賀 ４名（２社）、⻑崎 ６名（１社）、⼤分 １８名（１１社）、 
熊本 ９名（５社）、宮崎 １５名（８社）、⿅児島 ９名（５社）、 
（合計 177 名） 

内 容 ■『河川⾏政の現状とこれからについて』 
国⼟交通省 九州地⽅整備局 河川部 河川部⻑ ⽵島 睦 ⽒ 
■『2016 年熊本地震が⽩川および緑川の河道に与えた影響について』 
熊本⼤学⼯学部 社会環境⼯学科 教授 ⼤本 照憲 ⽒ 
■『近年の地震や豪⾬による⼟構造物の被害状況と盛⼟法⾯の締固め品質の改善に向けた取り組
みについて』 
九州⼤学 ⼤学院 ⼯学研究院 准教授 ⽯藏 良平 ⽒ 

   

▲第 1 回河川技術セミナーの様⼦ 
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▲河川技術講演会 福岡本会場の様⼦ 

   
▲サテライト佐賀会場の様⼦                   ▲サテライト熊本会場の様⼦ 

   
▲サテライト宮崎会場の様⼦   

   
▲サテライト⼤分会場の様⼦                   ▲サテライト⿅児島会場の様⼦ 

3. 地域セミナーin ⼤分（品質向上委員会） 
専⾨技術的な観点から照査の具体的改善を⽬指し、個々のエラ－事例の紹介とそれらを是正すべくエラ－防⽌対策や
留意点等を提案し、不良成果品の防⽌を⽬的とし開催した。 
イ ベ ン ト 名 地域セミナーin ⼤分〜エラー防⽌のために〜 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉２２⽇（⾦）10:00〜17:30 
場 所 ホルトホール⼤分 201 （⼤分市⾦池南 1-5-1） 
参 加 者 午前 55 名（38 社）、発注者 2 名（2 団体） 

午後 53 名（38 社）、発注者 2 名（2 団体） 
内 容 ■堤防の耐震性能照査・耐震設計の留意点について 

（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 ⼩路永委員、⽥中委員 
■道路⼟⼯構造物技術基準の改訂ポイントと設計上の留意点 
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 ⼤⼭委員、⼤和委員 

16



■橋梁・トンネルに関する設計エラー事例及び設計上の留意点 
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 ⾼⼭委員、福⽥委員、古賀委員 
■特別講演 ⼤分県 ⼟⽊建築部 ⼯事検査室 室⻑ ⾼瀬年⽣ ⽒ 

 
4. ICT セミナー（CIM の動向と関連情報講習会）（情報委員会） 

国⼟交通省で取り組みが始まった i-Construction 並びに、取組みが推進される CIM について、国⼟交通省の動向と
建設コンサルタントとしての対応について、会員企業へ周知することを⽬標とし開催した。 
イ ベ ン ト 名 情報委員会「ICT セミナー（CIM の動向と関連情報講習会） 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉２８⽇（⽊）13︓30〜17︓00 
場 所 天神ビル 9 号会議室 （福岡市中央区天神 2-12-1 天神ビル 11 階） 
参 加 者 69 名（36 社） 
内 容 ■CIM 導⼊ガイドランの概要 他 

■i-Construction 関連情報、CIM 活⽤のユースケース、CIM に関するアンケート調査結果報告
他 
■OCF 活動紹介、関連ソフト紹介。 

     
5. 環境・都市等技術委員会共催セミナー（環境・都市等技術委員会） 

これまでの多⾃然川づくり等の河川環境の整備と保全や、「かわまちづくり」を含む地域活性化に係る取り組み事例や、今
後の⽅向性について、有識者、⾏政の⽅々から講演を頂き、有益な知⾒を得ることを⽬的に開催した。 
イ ベ ン ト 名 河川法改正２０周年︓河川環境の整備と保全に係る取り組み事例と今後の⽅向性 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉ 29 ⽇（⾦）13︓30〜17︓10 
場 所 九州ビル︓9 階⼤ホール(福岡市博多区博多駅南１－８－３１) 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀 九州技術開発(株) 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎 協同組合⻑崎卸センター（⻑崎市⽥中町１201） 
⼤分 ホルトホール⼤分 201 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
熊本 (株)⽔野建設コンサルタント会議室（熊本市東区⼩峰 2-6-26） 
宮崎 (株)晃和コンサルタント 会議室（宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1） 
⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 

参 加 者 福岡本会場 ９５名（４４社） 
佐賀 ９名（２社）、⻑崎 １１名（２社）、⼤分 １５名（６社）、 
熊本 ６名（４社）、宮崎  ５名（３社）、⿅児島  ２名（２社） 
  （合計︓ 143 名） 

内 容 ■事例紹介 1 『福岡県における多⾃然川づくりの実践事例』  
 講師︓ 中森健⼀ 福岡県久留⽶⼟整備事務所 河川砂防課 
■講演 1 『河川⽣態系に配慮した川づくり』 
 講師︓ ⻤倉 徳雄 九州⼤学 農学部 ⽣物資源環境学科 准教授 
■事例紹介 2 『多⾃然川づくりの実践事例（直轄河川の事例）』 
 講師︓ 満崎晴也 国⼟交通省 九州地⽅整備局河川部 広域⽔管理官 
■講演 2 『多⾃然川づくりのこれまでと近年の状況について』 
 講師︓島⾕ 幸宏 九州⼤学 ⼯学部・⼯学府研究院教授 
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▲サテライト佐賀会場の様⼦                ▲サテライト⻑崎会場の様⼦ 

    
      ▲サテライト⼤分会場の様⼦              ▲サテライト熊本会場の様⼦ 

   
▲サテライト熊本会場の様⼦ 

   
▲サテライト宮崎会場の様⼦              ▲サテライト⿅児島会場の様⼦ 

 
6. 地域セミナーin ⿅児島（品質向上委員会） 

専⾨技術的な観点から照査の具体的改善を⽬指し、個々のエラ－事例の紹介とそれらを是正すべくエラ－防⽌対策や
留意点等を提案し、不良成果品の防⽌を⽬的に開催した。 
イ ベ ン ト 名 地域セミナーin ⿅児島〜エラー防⽌のために〜 
開 催 ⽇ 平成２９年９⽉２９⽇（⾦）10:00〜17:30  
場 所 宝⼭ホール 第 6 会議室 （⿅児島県⽂化センター ⿅児島市⼭下町 5-3） 
参 加 者 午前 ２９名（２１社）、午後 ２９名（２１社） 
内 容 ■堤防の耐震性能照査・耐震設計の留意点について  

（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 和藤委員、⼩路永委員 
■道路⼟⼯構造物技術基準の改訂ポイントと設計上の留意点  
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 横⼭委員、⽯井委員 
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■橋梁・トンネルに関する設計エラー事例及び設計上の留意点 
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 川畑委員、勝部委員、⿊⽊委員 
■特別講演  ⿅児島⼤学⼤学院理⼯学研究科 海洋⼟⽊⼯学専攻准教授 審良 善和 ⽒ 

 
7. 道路技術委員会「技術講演会」（道路技術委員会） 

建設コンサルタンツ協会に加盟する技術者等を対象に、九州の道路⾏政、平成 28 年熊本地震により被災した橋梁の
被害状況及び復旧⼯法、⼈材育成等をテーマとした講演会を開催し、今後の実務に役⽴てることを⽬的に開催した。 
イ ベ ン ト 名 平成 29 年度 道路技術委員会「技術講演会」 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉４⽇（⽔）13︓30〜17︓00  
場 所 ⼋重洲博多ビル 11 階 ホール A（福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀 九州技術開発(株) 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎 ⻑崎県建設技術研究センター（⼤村市池⽥ 2-1311-3） 
⼤分 ホルトホール⼤分 404 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
熊本 (株)⽔野建設コンサルタント会議室（熊本市東区⼩峰 2-6-26） 
宮崎 (株)晃和コンサルタント 会議室（宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1） 
⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 

参 加 者 福岡本会場 ８２名（３７社） 
佐賀 7 名（5 社）、⻑崎 11 名（2 社）、⼤分 12 名（6 社）、 
熊本 ４名（２社）、宮崎 ７名（３社）、⿅児島 ４名（４社）、   
（合計︓ 127 名） 

内 容 ■『業界展望を考える若⼿技術者の会の活動報告〜業界活性化の⼀⼤ムーブメントを興す〜』 
建設コンサルタンツ協会「業界展望を考える若⼿技術者の会」の代表 伊藤 昌明 ⽒ 
■『平成 28 年熊本地震による県管理橋梁の被災状況及び復旧⼯法等について』 
熊本県 ⼟⽊部 道路都市局 道路整備課 課⻑補佐 ⽥村 伸司 ⽒ 
■『道路を取り巻く最近の話題』 
国⼟交通省 九州地⽅整備局 道路部⻑ 前佛 和秀 ⽒ 

      
▲サテライト佐賀会場の様⼦                   ▲サテライト⼤分会場の様⼦ 

   

▲サテライト熊本会場の様⼦                ▲サテライト⿅児島会場の様⼦ 
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▲サテライト宮崎会場の様⼦ 

8. 地域セミナーin 宮崎（品質向上委員会） 
専⾨技術的な観点から照査の具体的改善を⽬指し、個々のエラ－事例の紹介とそれらを是正すべくエラ－防⽌対策や
留意点等を提案し、不良成果品の防⽌を⽬的に開催した。 
イ ベ ン ト 名 地域セミナ－in 宮崎〜エラ－防⽌のために〜 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１３⽇（⾦）10:00〜17:30 
場 所 宮崎市⺠プラザ （宮崎市橘通⻄ 1-1-2） 
参 加 者 午前 ５３名（ ２８社）、 午後 ５６名（ ２９社） 
内 容 ■堤防の耐震性能照査・耐震設計の留意点について 

（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 河野委員（⽥辺委員） 
■道路⼟⼯構造物技術基準・同解説のポイントと設計上の留意点  
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 ⼤⼭委員、五嶋委員 
■橋梁・トンネルに関する設計エラー事例及び設計上の留意点  
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部 品質向上委員会 ⽤皆委員、畑委員、⿊⽊委員 
■特別講演 宮崎県 ⼯事検査課 課⻑ 巣⼭ 藤明 ⽒ 

 
9. リカレント教育講座１（道路技術委員会） 

実務経験 3 年程度の技術者を対象に、技術⼒向上と情報提供を⽬的に開催した。 
イ ベ ン ト 名 道路技術委員会 「設計技術者のためのリカレント教育講座１」 （橋梁建設の基礎） 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１３⽇（⾦） 13︓00〜17︓00 
場 所 ⼋重洲博多ビル 3 階 会議室 6（福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
参 加 者 ５７名（ ３０社） 
内 容 ■『橋梁下部⼯設計の基礎』 講師︓道路技術委員会 ⽴⽯ 佳公⽒、⾼ ⿓⽒ 

■『ＰＣ橋設計の基礎』 講師︓道路技術委員会 勝⾕ 康之⽒、⻄村 ⼀朗⽒ 
     
10. 河川技術委員会 ⾒学会（河川技術委員会） 

現地⾒学会では、平成 28 年 4 ⽉の熊本地震で被災を受けた復旧現場として⽩川・緑川（熊本地震災害復旧事
業）、⽴野ダム⼯事現場、これに加えて球磨川（堰再⽣事業・浸⽔軽減対策事業）、荒瀬ダム撤去⼯事現場の⾒
学を予定し、現地の事業内容・経過説明を事業主体である熊本河川国道事務所、⽴野ダム⼯事事務所、⼋代河川
国道事務所、熊本県企業局や現場代理⼈の⽅々から説明を受けることにより、、時事の河川技術の現場を知る貴重な
学習機会となると同時に、同業他社の技術者と交流を図ることで⾃他共に刺激を得ることのできる良い機会をえることを
⽬標とした。 
イ ベ ン ト 名 平成 29 年度 河川技術委員会 現地⾒学会 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１８⽇（⽔）〜１９⽇（⽊） 
⾒ 学 場 所 熊本河川国道事務所（事業概要説明） 
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⽩川・緑川︓河川改修・災害復旧現場⾒学（⽩川改修・災害復旧事業説明） 
⽴野ダム︓⼯事現場⾒学（災害復旧・ダム建設事業説明） 
球磨川︓⼋の字堰再⽣事業（事業概要説明、事業箇所⾒学） 
球磨川︓渡地区浸⽔軽減対策事業（事業概要説明、事業箇所⾒学） 
球磨川︓荒瀬ダム撤去現場（事業概要説明/道の駅坂本、⼯事状況⾒学） 

参 加 者 1 ⽇⽬︓２６名（１４社）、2 ⽇⽬︓２４名（１３社） 
 
 
11. 道路技術委員会 ⾒学会（道路技術委員会） 

道路・橋梁・トンネル⼯事の現場及び、PC ⼯場等を視察し、今後の実務に役⽴てることを⽬標に現場⾒学会を開催し
た。 
イ ベ ン ト 名 平成２９年度 道路技術委員会「現場⾒学会」 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉１９⽇（⽊）〜２０⽇（⾦） 
場 所 ＰＣメーカー⼯場 の⾒学 

国⼟交通省 熊本河川国道事務所 九州横断⾃動⾞道延岡線 建設現場 の⾒学 
国⼟交通省 熊本河川国道事務所 国道５７号北側復旧ルート 建設現場 の⾒学 
国⼟交通省 熊本復興事務所 阿蘇⼤橋 現場状況 の⾒学 

参 加 者 1 ⽇⽬︓31 名（１９社）、２⽇⽬︓31 名（１９社） 
 
12. リカレント教育講座２（道路技術委員会） 

⼊社１０年程度の技術者を対象に技術⼒向上と情報提供を⽬的に i-Construction および CIM に関する基礎的知
識の習得を⽬標とした講座を開催した。 
イ ベ ン ト 名 道路技術委員会 「設計技術者のためのリカレント教育講座２」（ i-Construction、CIM） 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉２６⽇（⽊） 13︓00 〜 17︓00  
場 所 ⼋重洲博多ビル 11 階 ホール A（福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
参 加 者 ７７名（ ４４社） 
内 容 ■『i-Construction について』 『建設業界をとりまく課題と i-Construction による⽣産性向上施策

について』 講師︓九州地⽅整備局 企画部 施⼯企画課 課⻑補佐 坂元 豊久 ⽒ 
■『九州地⽅整備局における i-Construction の取り組み状況等について』  
講師︓九州地⽅整備局 企画部 技術管理課 課⻑補佐 ⽥平 秀樹 ⽒ 
■『モデル空間－i-Construction から CIM へ－』  
講師︓熊本⼤学 モデル空間研究所 研究員 増⽥ 敦彦 ⽒ 

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

管理技術者・若⼿設計担当者などの実務者層を対象に、事例紹介と技術的な観点から留意点・対策を提案している
「成果品に関するエラー事例集」をテキストに、エラーに対する認識を⾼め防⽌策を学ぶ機会として開催した。 
イ ベ ン ト 名 品質セミナー”エラー防⽌のために”（九州会場） 
開 催 ⽇ 平成２９年１０⽉２７⽇（⾦）９︓３０〜１７︓１０ 
場 所 福岡本会場 天神ビル １０号会議室 （福岡市中央区天神 2-12-1 天神ビル 11 階） 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀 九州技術開発(株) 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎 ⻑崎県建設技術研究センター（⼤村市池⽥ 2-1311-3） 
⼤分 ホルトホール⼤分 408 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
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熊本 ⼋洲開発（株）会議室（熊本市東区⽉出 1-1-52） 
宮崎 (株)晃和コンサルタント 会議室（宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1） 
⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 

参 加 者 福岡本会場 午前 会員 １０３名（ ４１社）、⾮会員 ３名（ ３社）、発注者 ５名  
福岡本会場 午後 会員 １０３名（ ４１社）、⾮会員 ３名（ ３社）、発注者 ２名 
佐賀会場  午前  ８名(３社)、午後 １０名（３社） 
⻑崎会場  午前  ７名 (２社)、午後  ７名（２社） 
⼤分会場  午前 １８名 (９社)、午後 １８名（９社） 
熊本会場  午前  ４名 (３社)、午後  ３名（２社） 
宮崎会場  午前  ８名 (５社)、午後  ８名（５社） 
⿅児島会場 午前  １名 (１社)、午後  １名（１社） 
合計︓ 企業 170 名（71 社）、発注者 5 名（2 団体） 

内 容 ■セミナー概要説明 
■エラーの技術的分析と改善策 
(⼟質・地質、道路/トンネル、橋梁、鉄道、河川構造物、砂防・急傾斜) 
■全体質疑応答 

 

   
▲サテライト福岡本会場の様⼦                 ▲サテライト佐賀会場の様⼦ 

   
▲サテライト熊本会場の様⼦                      ▲サテライト⼤分会場の様⼦ 

   
▲サテライト⼤分会場の様⼦                        ▲サテライト宮崎会場の様⼦ 

 
14. 平成 29 年度情報セキュリティ講習会（情報委員会、本部 情報セキュリティ専⾨委員会） 
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情報セキュリティや BCP 対策に関連する施設の紹介、近年課題となっている標的型攻撃・内部不正に対するセキュリティ
対策、その他情報セキュリティ対策の基本などについて考える講習会を開催した。 
イ ベ ン ト 名 平成 29 年度 情報セキュリティ講習会 
開 催 ⽇ 平成２９年１１⽉９⽇（⽊） １３︓３０〜１７︓００ 
場 所 ⼋重洲博多ビル ホール A（福岡市博多区博多駅東 2-18-30） 
参 加 者 ４６名（２８社） 
内 容 ■建設コンサルタントでのデータセンター施設利活⽤について 

■標的型攻撃・内部不正による情報漏えいの事例と対策 
■情報セキュリティ対策の基本と⾝近なリスク 

 
15. 環境・都市等技術委員会、⾵景デザイン研究会共催セミナー（環境・都市等技術委員会） 

世界遺産を題材として、観光資源としての活⽤と保全の切り⼝から、地域活性化のあり⽅やまちづくりの取組み⽅につい
て有識者、⾃治体の⽅々から講演をいただき、今後の観光や景観及び地域活性化に向けたまちづくりに従事する技術者
にとっての有益な知⾒を得ることを図った。 
イ ベ ン ト 名 世界遺産と地域活性化における技術者の役割 
開 催 ⽇ 平成２９年１１⽉２２⽇（⾦）１３︓３０〜17︓00 
場 所 福岡本会場 九州ビル︓5 階⼤会議室(福岡市博多区博多駅南１－８－３１) 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀 九州技術開発(株) 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎 ⻑崎県建設技術研究センター（⼤村市池⽥ 2-1311-3） 
⼤分 ホルトホール⼤分 201 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
熊本 ⼋洲開発（株）会議室（熊本市東区⽉出 1-1-52） 
宮崎 (株)晃和コンサルタント 会議室（宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1） 
⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 

参 加 者 福岡本会場  ５５名(３０社)  
佐賀会場 ３名(２社)、⻑崎会場 ８名(２社)、⼤分会場 ６名(４社)、 
熊本会場 ２名(１社)、宮崎会場 ６名(３社)、⿅児島会場 １名(１社) 
（合計︓ 81 名） 

内 容 ■事例紹介 1 『世界遺産登録と構成資産（端島炭坑）の保全』 
⻑崎市企画財政部世界遺産推進室 主幹 ⼤町 清次郎様 
■講演 1 『世界遺産と共⽣するまちづくり』  
⽥中 尚⼈ 先⽣（熊本⼤学政策創造研究教育センター准教授) 
■事例紹介 2 『世界遺産の保全・活⽤と地域振興(仮)』 
宗像市世界遺産登録推進室 主幹 ⾼倉 庸輔様 
■講演 2 『世界遺産登録による地域保全と地域活性化(仮)』 
柴⽥ 久 先⽣（福岡⼤学⼯学部 社会デザイン⼯学科 教授） 

   
▲サテライト佐賀会場の様⼦                     ▲サテライト熊本会場の様⼦ 
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▲サテライト熊本会場の様⼦                        ▲サテライト⼤分会場の様⼦ 

  
▲サテライト宮崎会場の様⼦ 
 

16. 平成 29 年度 第 2 回河川技術セミナー（河川技術委員会） 
将来の降⽔量の変化や今後の豪⾬の起こりうる可能性など気象の⽔⼯学に関わる問題解決のために、３次元⼤気モデ
ルを⽤いた取り組みを紹介し、参加者の河川技術の向上を図った。 
イ ベ ン ト 名 平成 29 年度 第 2 回河川技術セミナー 
開 催 ⽇ 平成２９年１２⽉４⽇（⽉）１３︓３０〜１５︓３０ 
場 所 福岡本会場 TKP 博多駅前シティセンター カンファレンス 5  

（福岡市博多区博多駅前 3-2-1 ⽇本⽣命博多駅前ビル 8F） 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 佐賀  九州技術開発(株) 会議室（佐賀市鍋島 5-7-23） 

⻑崎  ⻑崎県建設技術研究センター（⼤村市池⽥ 2-1311-3） 
⼤分  ホルトホール⼤分 202 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
宮崎  (株)晃和コンサルタント 会議室（宮崎市⼤字本郷北⽅ 3009-1） 
⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 

参 加 者 福岡本会場 ４７名(２５社)  
佐賀会場  １０名(３社)、⻑崎会場  ３名(２社)、⼤分会場  １２名(６社)、 
宮崎会場  ８名(３社)、⿅児島会場 ６名(４社)、 
（合計︓86 名） 

内 容 3 次元⼤気モデルを⽤いた⽔⼯学に関わる問題への取り組み 
⽯⽥ 桂 ⽒ （熊本⼤学⼤学院 助教） 

   
▲サテライト佐賀会場の様⼦ 
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▲サテライト⼤分会場の様⼦ 

   
▲サテライト宮崎会場の様⼦ 

 
17. 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る。 
平成 29 年度は、以下の⾃治体に派遣した。 

研修名 開催⽇・場所・講習内容 
福岡県建設技術情報セ
ンター研修 

平成２９年７⽉１１⽇〜１０⽉１１⽇ 
■概説、表⾯排⽔、地下排⽔・構造物排⽔、排⽔に関する近年の動向 
■擁壁の概要と基本⽅針・計画・調査、設計に関する⼀般事項、コンクリート
擁壁の設計①（演習＆解説）、擁壁全般に関する⼀問⼀答、コンクリート擁
壁の設計②（演習＆解説）、補強⼟壁設計、維持管理 
■橋梁設計概論、橋梁計画、設計条件、施⼯計画、上部⼯の設計(演習) 
■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、演習問題 
■橋梁技術の変遷、橋梁維持管理のあり⽅、橋梁定期点検要領の解説・実
習①②③ 
■交差点計画の概要、交差点処理計画、交差点処理計画、交差点計画図
作成 
■交差点計画のチェックポイント、交差点計画に関する最近の話題 
■舗装の設計、CBR（演習と解説） 
■下⽔道管路の設計 
■下⽔道管路に関する最近の話題 
■地盤調査の基礎の基礎、⼟質調査・試験結果の解釈、地震と地盤、CBR
と舗装の設計、基礎や盛⼟の失敗事例（なぜ失敗するか︖）、地盤から⾒た
コスト縮減の技術 
■設計演習（・TA 法による舗装の設計、・地滑り解析、対策⼯の設計）、設
計演習（・直接基礎の安定照査、・軟弱地盤解析） 
■法⾯⼯の基本的な考え⽅、落⽯対策の設計と施⼯、落⽯対策演習、地す
べり対策の設計・施⼯及び演習、⼟⽯流対策の設計・施⼯、維持管理 
■治⽔計画（演習） 

福岡市役所技術職研修 平成２９年９⽉６⽇〜１０⽉３０⽇ 
天神ツインビル 
■技術職研修 ⼟質調査・地盤改良⼯法 
■技術職研修 仮設⼯ 
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⻑崎県⼟⽊部職員等専
⾨研修 

平成２９年７⽉１４⽇ 
⻑崎県建設技術研究センター 
■擁壁計算例の説明とその演習（グループ演習） 

宮崎県建設技術センター
研修 

平成２９年８⽉８⽇〜８⽉１７⽇ 
宮崎県建設技術センター 
■道路建設（スキルアップ）・道路の調査・計画 
■道路保全・既設橋梁の耐震対策 

(公財)⿅児島県建設技
術センター 

平成２９年９⽉２２⽇ 
(公財)⿅児島県建設技術センター 
■建設技術者専⾨研修(橋梁維持管理課程)・補修・補強設計に関する内容

【夢アイデア部会・共助研】 

1. 舞鶴公園ヒツジ除草実験（夢アイデア実⾏委員会） 
寄せられた夢アイデアの具現化・実現化を⾏い、建設コンサルタンツ協会九州⽀部の社会貢献活動（CSR）に⼤きく寄与
する活動及び若⼿技術者の育成のため社会実験を⾏った。 
【⽬的】 
・市街地の⾝近な公園において、⾃然（動物）にふれあう機会を創出し、⼦供たちに感動体験を与えることにより、情操の
成育を図る。 
・来場者へのアンケート調査を実施し、市⺠が理想とする都市公園のあり⽅を研究する。 
・公園管理者にヒツジ除草の様⼦を観察してもらい、ヒツジ除草の効果を紹介する。 

イ ベ ン ト 名 舞鶴公園ヒツジ除草実験 
開 催 ⽇ 平成２９年８⽉１８⽇（⾦）〜８⽉２４⽇（⽊） 
場 所 舞鶴公園⻄側広場 
参 加 者 延べ 2,074 ⼈ 
内 容 除草する区域約２０００平⽅メートルを柵で囲い、ヒツジ６頭、ヤギ３頭を放ち、来場者も中に⼊っ

て触れ合いを楽しんでもらった。また参加者にはアンケートのほか⽺をテーマに絵を描いてもらい 12 ⽉の
夢アイデア交流会で展⽰した。 

 
▲舞鶴公園ヒツジ除草実験の様⼦ 除草前 

 
▲舞鶴公園ヒツジ除草実験の様⼦ 除草後 
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2. 「夢・アイデア募集」（夢 アイデア企画委員会）  

イ ベ ン ト 名 夢アイデア募集 
募 集 期 間 平成２９年 7 ⽉ 12 ⽇（⽔）〜平成２9 年１０⽉３1 ⽇（⽕） 
応 募 者 36 編 
内 容 この企画は、みなさまが思い描く"私たちのまち・地域"像を具体化することにより、より良いまちづくりのお

役に⽴てることを⽬指すものです。まちづくり、地域づくりに関する⼤きな夢や、個性的なアイデアを広く募
集した。 

 
【提案募集パンフレット】 

    
 
3. 第 5 回「地域課題発⾒・解決⼒」養成研修会」（九州郷づくり共助ネットワーク研究会）  

若⼿建設コンサルタント技術者に、地域住⺠、NPO 活動メンバー、建設コンサルタントシニア技術者、⻑崎⼤学環境科
学部の学⽣とともに、フィールド調査、ワークショップ形式によるグループ討議を実施してもらい、地域課題発⾒、解決能⼒
の基礎を習得する⽬的で開催した。 
イ ベ ン ト 名 フィールド参加型 第５回『地域課題発⾒・解決⼒』養成研修会 
開 催 ⽇ 平成２９年１１⽉１１⽇（⼟）〜１２⽇（⽇） 
場 所 ⻑崎県雲仙市国⾒町⽥代原地区 
参 加 者 建コン協 10 名 
内 容 雲仙天草国⽴公園内の⽥代原⾼原に関して、現地調査により現況を理解するとともに、ワークショッ 

プにより利活⽤⽅策や抱える課題を整理する。 
■オリエンテーション①【環境省雲仙⾃然保護官事務所、⻑崎⼤学、共助研】 
■⽥代原草原ミヤマキリシマ保全活動・フィールド調査①【⽥代原草原】 
■グループ別ワークショップ①・発表【「⽥代原草原」あらましマップ（案）作成】 
■オリエンテーション②【林野庁⻑崎森林管理署】 
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■フィールド調査②【「遊々の森」利活⽤マップの確認】 
■グループ別ワークショップ②・発表、総括【⽥代原草原マップ完成・課題整理他】 

 
4. 「夢・アイデア交流会 2017」（夢アイデア企画委員会） 

今年度の「まちづくりに関する提案」の応募作品の中から⼀次審査通過者によるプレゼンテーションや夢アイデアを実現化
している⽅々の活動報告など夢アイデア交流会を通じて、まちづくりに関する⼈材交流および育成を⽬標に開催した。 
イ ベ ン ト 名 夢・アイデア交流会２０１7 
開 催 ⽇ 平成２９年１２⽉９⽇（⼟） 
場 所 天神スカイホール（⻄⽇本新聞会館１６階） 
参 加 者 １４５ 名 
内 容 ■第 15 回「まちづくりに関する提案の募集」応募 36 編の中から提案者 10 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 10 名の応募者による夢アイデア発表を⾏い、参加された皆さんの投票と審査委員会の審査により「最
優秀賞」1 編、「優秀賞」2 編、「佳作」7 編の各賞と、応募作のなかから「特別賞」1 編が選ばれた。 

【審査委員会メンバー】 
審査委員⻑ ⽟川 孝道 ⽒ / ⻄⽇本新聞社 元副社⻑ 
審 査 委 員 藤巻 浩之 ⽒ / 国⼟交通省九州地⽅整備局企画部⻑ 
審 査 委 員 中川 正裕⽒ / 九州経済連合会顧問 
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 / 道守⻑崎会議代表世話⼈ 
審 査 委 員 福島 宏冶 ⽒/ 建設コンサルタンツ協会九州⽀部⽀部⻑ 

 
賞  応募者 
最優秀賞 
（1 編） 

いつまでも⾃宅で元気に暮らすために〜便器のないトイレ︕︖〜 徳永 佳⼦ 

優秀賞 
（2 編）  

お国⾃慢交流会を、⽼⼈会の⽅々を対象に開催する 耿舒圓 
ちくごプラージュ 國武のぶ⼦ 

佳作 
（7 編） 

地域ケーブルテレビのさらなる発展 
〜全世代、地域全員が光ネットワーク域内に〜 

清⽔ 奨伍 

ふるさとドローン 
〜介護施設⽼⼈の為の活き活きふるさと映像提供仕組みづくり〜 

堀 ⼀裕 

“⾃転⾞のまち”福岡で歩⾏者天国ならぬ「⾃転⾞天国」の実施 岡村宗⼀郎 
Ｋids Ｇlobal Ｐark Houda Laaroussi 
ぷらんど＊ぷらんた〜 天空のＨＡＴＡＫＥ再⽣計画〜 髙⽥ 祥平 

友末 佑太 
3D ｽｷｬﾝと IT 技術を使った鎮守の森体感ﾈｯﾄﾜｰｸ＆ 保全のための普請推進ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ 

宮川 央輝 

⺟親と⼦供の「超憩いの場」 緒⽅ 祥之 
園⽥ 裕⼦ 

特別賞 21 世紀のキーワード ⼭内 ⼀意 
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（1 編） 
【発表作品（10 編）】 
作品名 発表者 
地域ケーブルテレビのさらなる発展 
〜全世代、地域全員が光ネットワーク域内に〜 

清⽔ 奨伍 

いつまでも⾃宅で元気に暮らすために〜便器のないトイレ︕︖〜 徳永 佳⼦ 
ふるさとドローン 
〜介護施設⽼⼈の為の活き活きふるさと映像提供仕組みづくり〜 

堀 ⼀裕 

お国⾃慢交流会を、⽼⼈会の⽅々を対象に開催する 耿舒圓 
”⾃転⾞のまち”福岡で歩⾏者天国ならぬ「⾃転⾞天国」の実施 岡村宗⼀郎 
Ｋids Ｇlobal Ｐark Houda Laaroussi 
ぷらんど＊ぷらんた〜 天空のＨＡＴＡＫＥ再⽣計画〜 髙⽥ 祥平 

友末 佑太 
ちくごプラージュ 國武のぶ⼦ 
3D ｽｷｬﾝと IT 技術を使った鎮守の森体感ﾈｯﾄﾜｰｸ 
＆保全のための普請推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

宮川 央輝 

⺟親と⼦供の「超憩いの場」 緒⽅ 祥之 
園⽥ 裕⼦ 

   

   
▲夢アイデア懇親会 2017 の様⼦ 
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【夢アイデア部会】 

夢アイデアコラム 1. 夢アイデアの可能性を探ろう︕ 
          （掲載⽇︓平成２9 年 9 ⽉） 

 
針⾙ 武紀 （初代夢アイデア企画委員⻑ 

       現・特別顧問）        
 

皆さん、夢アイデアはとても⼤きな可能性を秘めていると思われませんか。 
 
戦後、焦⼟と化した我が国がやることは明⽩でした。すなわち、最低限の⾐・⾷・住の欲求をいかに満たすか……。社会開発
の⽅向も内容も迷うことない時代が続きました。戦災復興とオーバーラップして、都市化やモータリゼーションの到来によって道づ
くりに明け暮れる⽇々が続きました。⽣活⾯では喉から⼿が出るほど欲しかったのが三種の神器。1950 年代後半からは、⽩
⿊テレビ、洗濯機、冷蔵庫。⾼度成⻑時代は３C=カラーテレビ、カー、クーラーでした。それらが⽣産と消費の好循環を形成
し、⾼度経済成⻑に拍⾞をかけてきたわけです。ですが、東⻄冷戦終結辺りから様⼦が変わってきました。 
 
熱狂的な憧れを抱かせる国⺠的なアイドル商品はありません。⾐⾷住の必需品に⼀応の充⾜をみた今⽇、市⺠、国⺠の欲
求も価値観も多様化し、国⺠的に渇望する商品は簡単には⽣まれそうもありません。 
 
とはいえ、道路とユーザーとの間に温かい交流のツールを提供した“道の駅”は、三種の神器に匹敵する発明品だったのではな
いでしょうか。「ヤギ⽺ＥＣＯプロジェクト」は"雑草は⼈⼒で刈る"という常識を覆しました。炎天下の草刈りは、農事者いじめ
の最たるものです。未だに農村の⾵景を⼤きく変えるに⾄っていませんが、将来の農業担い⼿の減少と⾼齢化や、省⼒、省エ
ネの要請を鑑みると、ＥＣＯヤギ⽺は草地管理をドラスティックに変える可能性を秘めています。 
 
⼣陽⾵景時計は福津海岸の⼣暮れの⾵景価値を⾶躍的に⾼めました。 
 
以上の事例はいずれも市⺠の夢アイデアに端を発したプロジェクトです。もっともっと市井の⺠に、夢やアイデアを訊いてみたい⼼
境になってしまいます。 
 
巷間に漂う"夢アイデア"鉱脈をもっと掘り続け、その可能性を究めてみたい。それが素直な気持ちです。 
 
夢アイデアプロジェクトの効⽤の⼀つは、今⾒た"社会開発"すなわち、社会システムに新しい価値や効⽤を創り出すこと。 
 
⼆つ⽬は、それに関わる⼈びとの⼈間開発の視点です。夢アイデアの学び舎における切磋琢磨を通して⾃らを⾼めることによっ
て、また応募者にとっては限りなく夢とアイデアを追求することによって、⾃⼰実現に資すると考えられます。 
 
三つ⽬は、新たな公共層の拡充に資する視点です。夢アイデアは私たちの CSR＝社会貢献事業と考えられていますが、余⼒
のない政府部⾨の補完層としての"新たな公"の担い⼿を拡充する機能があります。 
 
四つ⽬は、真のコンサルティング能⼒の向上です。ひところ、全国のまちづくりが画⼀的、没個性であるとの批判が聞かれました。
その⼀翼を担ったのは紛れもなく私たち建設コンサルタントであったはずです。近い将来、あの広場は地域⾵⼟や歴史⽂化を
反映した、建設コンサルタント⼠、Mr.Ａ⽒の技術提案だ、といった、欧⽶並みの⾼い評価をエンジニアがいただける未来を夢
みたいと思います。 
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このように多くの効⽤が期待される夢アイデアプロジェクトですが、実態は︖ というと極めて“ささやかな取り組み”にしかないと⾔
わざるを得ません。 
 
建設コンサルタント企業に勤務し、通常の業務をこなしながらボランティアとして可能な範囲で参加しているのが実情だからです。
特に、個々のプロジェクト実現化に費やす労⼒は⼩さいものではありません。応募案件に⽐して実現したプロジェクト数が圧倒
的に少ないのはその理由によるものです。（この課題をいかに克服するか、知恵の絞りどころと考えますが、まずは今⽇までの事
業評価を整えた次のステップの最⼤課題となると予想されます） 
 
常識を超えた豪⾬災害、地震津波、所得格差、貧困起因の犯罪等激増……。問題は返って深刻さを増しているかに⾒え
ます。それら諸問題の解決に向け、ないしは更なる価値の創造に向け、建設コンサルタンツ協会のみならず、多くの分野で夢ア
イデア⼿法が試⾏され、積み上げることによって、その多様な効⽤が⾒えてくることが期待されるのですが、皆さん、いかがお考え
でしょうか。 
 
 
夢アイデアコラム 2. 第１５回夢アイデア審査を終えて 

 
          （掲載⽇︓平成２9 年 12 ⽉） 

 
⽟川 孝道(⻄⽇本新聞社 元副社⻑)      
夢アイデア審査委員会委員⻑（平成 22 年〜) 

 
 まちづくり「夢アイデア」事業は、今回で１５回を迎えました。１５年間、この事業を続け、裏⽅に徹してこられた建設コンサ
ルタント協会九州⽀部のスタッフの皆さんに敬意を表します。市⺠住⺠⾃⾝がまちづくりの為、夢とアイデアを提案する全国的
にも稀な事業を続ける「持続する志」に敬意を表します。地⽅創⽣はなかなかの難事ですが、住⺠の夢とアイデアがエネルギー
の源です。 
 
 さて、今回の応募作品は３６点、例年⽐べやや少なめでした。応募者はこれまでに、北海道から沖縄まで全国に広がって
きましたが、今年は留学⽣など外国の若者の応募もあり、その広がりと深みを増した事業となりました。 
 
 さて、審査員の皆さんは第⼀次審査から最終審査会まで、随分、頭を悩まされたようです。ここからは私の個⼈的感想で
す。 
 
 何と⾔っても、「夢」が⼈間に⽣きる⼒を与えるものだと、改めて感銘を受けました。仕事柄、２度にわたる九州北部豪⾬、
熊本地震の被災現場を幾度も通い、取材してきましたが、その息をのむような⾃然の猛威、悲惨な被害実態に⽴ちすくみま
した。被災者にとって、不条理としか⾔えない悲劇です。 
 
 しかし、今⽇、特別賞を獲得した阿蘇の⼭内さんが語る「夢アイデア」を読んで、その夢を語り、未来へ⽴ち上がる姿勢、何
よりエネルギーに圧倒されました。「夢を本気で考えよう」の呼びかけに答えて応募したと⾔う⼭内さんの提案書は９８ページに
わたる、しかも⼤半が⼿書きで「必ず再⽣するぞ」の気迫が⼼に残ります。 
 
 「⽣きる⼒」と⾔えば、最優秀賞に輝いた「便器のないトイレ」の提案（徳永佳⼦さん）があります。⼈間、誰にでも来る⽼
化。ふと、私が⼀番好きな作家・⼭本周五郎を思い出させました。最後の作品は、⼈⽣を重ねた「ながい坂」ですが、今年は
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没後５０年です。随分わがままで、奥さんに苦労を掛けた時代物を得意とする作家ですが、「君には、僕の下の世話だけはさ
せないよう、死んでゆく」と⾔っていたそうです。登場⼈物は誠実で⼀途な男、きりりとした⼥性が多い時代⼩説で、直⽊賞など
も受賞を断った⼈です。 
 
 ⼈間の尊厳にかかわる⼈⽣の終末をどう⽣きるか。校⻑先⽣までされた⼈が、痴ほう症になり施設に⼊りましたが、「汚した」
と職員から怒られ、⾵呂に沈められて亡くなった暗いニュースを聞きました。⼈間は尊厳をもって、死に⾄りたいのはかなわぬ願
望なのでしょうか。介護の重荷を背負いながら、この思いやりのある「便器のないトイレ」の発想は、⾼齢化社会に⽣きる我々
に⼒を与える「夢とアイデア」であり、勇気づけられました。便器のシステム、移動など完成には、さらに専⾨家の助けが必要です
が、介護の苦労をなめた⼈でないと発想できない「夢アイデア」でしょう。 
 
 優秀賞の「ちくごプラージュ」の提案も介護、⾼齢化、⼦育てなど切実な問題に直⾯しながら筑後川河川敷に「こうあったらい
いな」と次々と夢を膨らませた提案でした。すでに筑後川河川敷は親⽔性を⾼める様々な利⽤が⾏われてはいますが、この提
案のように、より⾝近な発想が今後求められるのでしょう。 
 
 「地域ケーブルテレビのさらなる発展」(熊本県。⾼森町)や「ふるさとドローン」なども同じ⾼齢化社会の課題に取り組む提案
でしかも実⾏可能な提案だ、と思います。 
 
 今回の応募作品に留学⽣の提案があり、プレゼンテーションも⾒事でした。留学⽣を多数受け⼊れるだけが、⼤学の国際
化ではないだろう。これからの町づくりは、より地域に密着した国際化を進めなければならないことを教えられました。このような提
案が留学⽣から⾏われる夢アイデア事業の貴重さを改めて思わされました。(完) 
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私は昨年 9月に豊後大野市に引っ越してきました。 

仕事は、豊後大野市の地域おこし協力隊として、主に地域

振興に関する活動をしています。 

出身が東京で、育った地域が自然豊かではなかったので、こ

ちらに来てから、自然の美しさに日々驚かされています。（蛍を

見たのも、田植えも精霊流しも今年が初めてです） 

長谷を初めて訪れた時の印象は、他の地域と違って景観が

可愛らしいと思いました。田植えや盆踊りなどに私ひとりで参加

したので、地域の方々は、きっと怪しいと感じられたと思います

が、とても親切にしていただいて有難かったです。 

今後は、地域行事の準備などもお手伝い 

して、地域の方ともっとお話しできたらいいなあ 

と思っています。 

そう思っていたら、毎月 1回行われる「私の 

コダワリ」トークで、トークできないか、と声をかけ 

ていただきました。 

前回の黒松神楽の回に参加して、アットホームな感じで楽し

かったので、今回もあまり緊張せず楽しく話したいと思っていま

す。私はテーマをチーズ（発酵）にしようと思っています。 

私は化学と食品が好きで、大学で主に日本の発酵食品を

学びました。チーズに興味があったので、その後フランスで 1 年、

いくつかのチーズ農家で学びましたが、その時の写真や映像を

交えて発表できたらいいかと思っています。 

宜しくお願いします。             （関根聡美） 

 

 

 

 

 

 

「私のコダワリ」トーク 第 2回も盛況でした。 

前号の来ちみなぁ 9号を発刊してから 2 か月が経ちました。 

この7～8月にかけては「田植えよこい
．．．．．．

」の農閑期ながら、お盆行事

等がメジロ押しとあって、さすがの「来ちみなぁハウス」も開店休業状

態。したがって、9 月を迎えてすぐの 2 日（土）に、満を持して「私の

コダワリ」トーク第 2回を開催しました。 

この日のトーク人は、長谷地区の地域行事で、度々大事な役回り

を果たされる黒松神楽保存会の樋口さん、三浦さん、伊東さんの三

名。今回は、神楽舞の時のアクティブな動きは少し抑えていただき、

伝統芸能を継承していく心構えやその楽しみ、さらに若い人への参加

呼びかけなどを、切々としかも熱くトークしていただきました。 

前回より 10 人も増えた聴講者からは、日頃聞けない疑問・質問

が多く寄せられて、長谷の人々の暮らしに神楽がしっかりと根付いてい

る様子が、よそ者である筆者にもひしひしと伝わりました。 

よそ者（第１回）→地元（第 2 回）とつないで迎えるトーク第

3 回は、よそ者ながら地元にべったり張り付いている「地域おこし協力

隊」の関根さん（左コラム）に、「おもしろ食品 チーズ」と題してトー

クしていただきます。 

みなさん、気軽にお立ち寄りください。       (波木健一)  

「来ちみなぁ」は、柴北上の県道から北に入った山際にある「来ちみなぁハウ

ス」（和洋室 5室、ダイニングキッチン、バス、トイレ付住宅）での活動を紹

介する通信です。          発行：「来ちみなぁハウス」店子グループ 

です。 

 

42年間のサラリーマン生活を終えて、2年目に突入。 

年金受給まで雇用延長しようかとも考えましたが、退職

金をつぎ込んで、ピーマンの生産を主に農業をすることに決

めました。他の作物は水稲とニンニクですが、いずれも成果

は今一と言った状況です。まだ！まだ！ひよっこです。 

さて、それでは私の長谷への思いを一筆。 

空気はきれい、水もきれい、そして、米は美味い！ 

豊かな自然に囲まれ春夏秋冬、四季折々、それぞれの

美しい姿を見せてくれる長谷が私は好きです。 

早春は、美しい鴬の鳴き声が谷間に響き、遠くの山々

には咲き乱れる山桜。 

初夏は、田植えが終わった緑豊かな田園風景。 

秋には、黄金色した稲穂群と沿道に咲き乱れる彼岸

花。 冬には、薄っすらと雪化粧した三ノ岳。 

しかし、まだまだ物足りなさを感じます。 

私たちが暮らしている長谷はいい所だと言ってくれる人も

いるけど、住んでみたいと言ってくれる人はいるだろうか・・・ 

その場所が美しくないと人は住みたいと思わないそうで

す。私たちの長谷を美しくするために、皆で清掃したり県道

沿いに年間を通じて見られる花々を植えてはどうだろうか。 

例えば、春：菜の花・レンゲ  夏：ひまわり  秋：コ

スモス  冬：水仙 を。 

「柴北川を愛する会」と「ながたに振興 

協議会」が連携して、綺麗な長谷に 

出来れば素晴らしいだろうなあと思う 

今日この頃です。 

稲の穂が頭を垂れ始め、彼岸花も 

咲き始めた長谷路は秋本番へ向かって 

います。10 月 22 日（日）は稲刈り＆収穫祭を予定し

ていますので、沢山のご参加をお待ちしています。 

（穴見久義） 

 

共助研からの伝言 

 

     

2017年 9月 16日発行 

 

 
 

 

「私のコダワリ」トーク 第 3回 

●地域おこし協力隊の関根さんが、 
「おもしろ食品 チーズ」と題して 30分トーク。 

●９月 30日（土）午後 7時から、来ちみなぁハウ
スで。トークの後は「問う食うタイム」（懇親会）。 

●参加費 500円。（食材差し入れでも可） 
●お問い合わせは、店子グループ「管理人」まで。 

・渡邊雪法（柴北川を愛する会・事務局長） 
・波木健一（共助研・事務局） 

（山内河川敷の草刈りを終えて） 
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建設コンサルタンツ協会九州支部の環境・都市等技術委

員会では、技術者の知識・技術の向上を図る一環としてセミナ

ーや現地見学会を企画・実施しています。 

今年の現地見学会は、『自然と人間社会の共生による持

続可能な地域づくり』をテーマに祖母・傾・大崩 

ユネスコパークを訪問することになりました。 

来る 11月の現地見学会では、竹田市と 

豊後大野市を訪問して、地域の方々の取り 

組みや自治体の方々のさまざまな取り組み 

について、勉強させていただく予定です。 

そこで、この現地見学会の際に、共助研でも 

お世話になっている「柴北川を愛する会」の方々に、是非長谷

地区の取り組みを紹介していただきたいと思い、9 月末に“来ち

みなぁハウス“を訪問しました。 

私は大分市に住んで４年。豊後大野市にも時々お伺いす

るのですが、長谷地区は今回が初めてでした。長谷地区を訪

問した感想としては「うわあ、トンネルを抜けるといきなり風景が

変わるなあ～」でした。犬飼 IC～長谷トンネルまでの区間が山

間のためでしょうか。私の実家も山間の田園地域であるせい

か、初めてなのに、とても懐かしい印象を受けました。 

今回は短い滞在となってしまいましたが、次回見学会で地元

の方々とお会いした際には、長谷地区のことについて詳しく教え

ていただき、さまざまな意見交換が出来ればと思っています。 

また、よろしくお願いいたします。      （宮本 宣博） 

 

 

 

 

 

 

豪雨被害にめげないで、 
「私のコダワリ」トーク第 3 回を開催しました！ 

9 月 17 日の台風 18 号による豪雨は、柴北川の氾濫や地区内

各所での土砂崩れ等により田畑の浸水やビニールハウスの倒壊等を

引き起こし、長谷地区にも大きな被害をもたらしました。被災された

多くの方々には心よりお見舞い申し上げます。 

その災害発生から 2 週間後にトーク第３回を予定しており、復旧

の妨げになるようなら延期をと案じましたが、地元の皆さんから是非開

催しようと元気なお声をいただき、先月晦日の夜に開催しました。 

この日のトーク人は、昨年9月から「地域おこし協力隊」として市内

を駆けずり回っている関根さん。「おもしろ食品 チーズ」と題して、フラ

ンス修行で出合ったチーズの面白さを楽しくトークしていただき、トーク

後には持参のお手製チーズを参加者全員が堪能するなど、豪雨被

害も吹き飛ぶような盛り上がりの交流タイムとなりました。 

ただ残念なことに、春にみんなで田植えをした松厳寺下の「みんな

の田圃」が全面冠水してしまい、稲の収穫が見込めないために、この

秋の稲刈り・収穫祭は中止に。自然相手の農業の厳しさ・難しさを、

改めて痛感させられました。この収穫の楽しみは 1年後まで取っておく

としても、コダワリトーク等の活動は続けていきます。（左に次回案

内）みなさん、気軽な気持ちでご参加を。      (波木健一)  

「来ちみなぁ」は、柴北上の県道から北に入った山際にある「来ちみなぁハウ

ス」（和洋室 5室、ダイニングキッチン、バス、トイレ付住宅）での活動を紹

介する通信です。          発行：「来ちみなぁハウス」店子グループ 

です。 

 

9 月 30 日（土）午後 7 時から「第 3 回コダワリトー

ク」が開催され、「来ちみなぁハウス」に初めて飛び入り参加

させていただきました。 

今回のトーク者は、豊後大野市地域おこし協力隊の

関根聡美さんでした。 

フランス留学で学んだチーズについてのお話がありまし

た。地域ごとに根付いた食文化があるんだなあと感心しな

がら聴き入りました。 

トーク後の懇親会には関根さん手作りのチーズもテーブ

ルに並び、美味しくいただきました。 

私も以前から漬物（みそ漬け）で地域 

おこしが出来ないだろうかと思っていました 

ので、興味を持って参加してみました。 

みそはチーズと一緒で発酵食品ですし、 

減塩にすれば健康にもいいかと思います。 

季節の野菜で、春はごぼう・にんにく、夏は 

ナス・ウリ・ゴーヤ・ナタマメ、秋は柚子・カボス・ミョウガ・菊イ

モ・生姜、冬は大根・人参等を使って出来るのではないで

しょうか。 

美味しいものがあれば人は集まってくると思います。地域

おこしのヒントになればいいなあと思って、お節介をやいてみ

ました。 

柴北川流域はほとんどの田圃で稲刈りが終わり、各地

区の氏神様で秋祭りが催されています。「みんなの田圃」

での稲刈りが中止になり残念ですが、22日（日）には会

員総出で田んぼの片付けを行います。 

日一日と寒くなりますので、風邪などひかないようお気を

付け下さい。                （後藤英子） 

 

共助研からの伝言 

 

「私のコダワリ」トーク 第 4回 

●豊後大野市役所の神志那（こうじな）さんが、 
「豊後大野ジオパーク」に関して 30分トーク。 

●11月 25日（土）午後 7時から、来ちみなぁハウ
スで。トークの後は「問う食うタイム」（懇親会）。 

●参加費 500円。（食材差し入れでも可） 
●お問い合わせは、店子グループ「管理人」まで。 

・渡邊雪法（柴北川を愛する会・事務局長） 
・波木健一（共助研・事務局） 

     

2017年 10月 16 日発行 

 

 

 

 

（お手製チーズをみんなで堪能） 

（トーク第 3 回の様子） 
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建設コンサルタンツ協会九州支部の環境・都市等技術委

員会では、このたび大分県豊後大野市をフィールドに現地見

学会を平成 29 年 11 月 17 日～18 日にかけて実施しまし

た。豊後大野市では、ユネスコエコパークとジオパークの登録に

至る経緯とその後の展開について学ぶ企画でした。 

この企画の最後の視察先として長谷地区を 

訪れました。私は初めての訪問になります。 

来ちみなぁハウスでは、赤峰副会長、甲斐 

副会長、渡邊事務局長が出迎えてください 

ました。当委員会と協働している共助研との 

関係の始まりから、現在の活動状況までをお話 

頂きました。 

意見交換の印象としては「柴北川を愛する会」の皆様の長

年にわたる熱心な取り組みがあるからこそ、地域の人々の一体

感と地域の美しい景観が保たれていることを強く感じました。 

視察の最後には柴北川を見学して帰りました。私は河川環

境に関することが日々の仕事ですので、大変きれいな川に目を

奪われました。みなさんの河川愛護活動の賜だと思います。会

の運営には後継者問題が有ると伺いましたが、皆様の活動を

見ている次世代がきっと引き継いでくれて、柴北川のきれいな

流れと同様に、力強い活動が未来永劫に渡って引き継がれる

だろうと思った次第です。 

今回は視察・意見交換で寄らせて頂きましたので短時間の

滞在でした。別れ際に「新年会があるからまた来てください、地

酒を飲みに来てくださいね」とお声かけくださいました。この素敵

な誘いの言葉に新年もきっとお邪魔することでしょう。 

（環境・都市等技術委員会 委員長 和泉大作） 

 

 

 

 

 

 

「私のコダワリ」トークで、エコパークを学習。 
もっと知りたい！と、「新・ながたに探検隊」。 

山の木々が一斉に紅葉で彩られた 11 月 25 日（土）に、年内

最後の「私のコダワリ」トークを開催しました。トークのテーマは、「知って

ほしい！ユネスコエコパーク」。市役所商工観光課の神志那さんに、

祖母・傾山・大崩山系を取り巻く県南・宮崎県北地域で登録された

「ユネスコエコパーク」について熱くトークしていただきました。 

登録からまだ 5 か月と日が浅く、地域の皆さんの認知度はまだまだ

の中、フォトラリー（写真撮影で特産品ゲット）などの PR イベントも

進行中。トーク後の「問う食うタイム」では、 “先ず、市民が知らんとい

けん！” と参加者からもエール。エコパークを地域の宝物としていかに

売り出すか、これからの活動で登録の真価が問われます。 

さて、これまで 4回のコダワリトークを通して、長谷地区に眠っていそ

うな宝物や資源が少しずつ顔を覗かせつつあるようです。そんな宝物

のありかを、我々共助研の眼で探ってみようと言うことで、来年以降

「新・ながたに探検隊」を編成することとしました。 

四季折々の長谷の魅力を掘り出して、コダワリトーク等で地域のみ

なさんと共有していきます。時に、地域内を徘徊する怪しいオヤジ達

を見かけても、くれぐれも石など投げつけないで・・いただければ。 

今年もお世話になりました。みなさん、良いお年を。 (波木健一)  

「来ちみなぁ」は、柴北上の県道から北に入った山際にある「来ちみなぁハウ

ス」（和洋室 5室、ダイニングキッチン、バス、トイレ付住宅）での活動を紹

介する通信です。          発行：「来ちみなぁハウス」店子グループ 

です。 

 

我が家から見える川向こうの山は、今（11月 30日）

が紅葉の真っ盛りで、毎日眺めながら自然の美しさを満喫し

ています。 

このような四季折々の自然を感じながら、 

退職後は好きな農業に専念し、稲作を始 

め小麦、ゴーヤ、大豆、チジミほうれん草、 

落花生、カボスを栽培して来ました。 

「柴北川を愛する会」には発足時から 

入会し、2010年に始めた稲作活動において 

はその担当者となり、水田の管理に携わって参りました。 

春の田植え、秋の稲刈りと、回を重ねる毎に参加者も多

くなり、今年 6月の田植えには地区内外から 120名を超

える参加をいただき、大変盛り上がりました。その時は、秋の

稲刈りを楽しみにしていた方も多かったことと思います。 

今年の夏はいつもの夏に比べ暑い日が多く、稲の生育も

良く、豊作が期待されていました。しかし、9月 17日の台

風 18号による豪雨で柴北川が増水して「みんなの田んぼ」

も 1.5m程度冠水し、稲の収穫が出来なくなりました。

（私の記憶では、10～15年に 1度は柴北川が氾濫して

いるように思います） 

その結果、皆が楽しみにしていた稲刈りイベントは残念な

がら中止となりました。天候の為に延期したことは何度かあり

ましたが、中止となったのは初めてのことで会員のショックは大

変なものでした。 

しかし、落ち込んでばかりはいられません。11月 12日に

は、倒れた稲の片付けを会員 10数名で行いました。稲藁

の処理と流れ込んだ砂の搬出作業は年明けに行い、来年

の田植えに備えたいと思います。 

美しい姿を見せてくれる自然も、時にはこのように牙を剥く

こともあり、自然の脅威の前では、いかに人は無力であるか

を痛感させられた出来事でした。 

（稲作班長 安藤邦男） 

 

共助研からの伝言 

 

 

「私のコダワリ」トーク 第５回の予告 

●次回は、長谷出身の若者にトークしていただきます。 
●時期は、1月下旬～2月はじめ頃です。 
●トーク後の「問う食うタイム」（懇親会）は、「柴北
川を愛する会」の新年会と共に行う予定です。 

（みんなの田圃片付けの様子） 

2017年 12月 6日発行 

 

 
 

 

（来ちみなぁハウス前で） 
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皆様 明けましておめでとうございます。 

昨年は、9 月に台風 18 号により「みんなの田んぼ」が冠

水し、恒例の収穫祭が開催できなくなり、非常に残念でし

た。私自身もなかなか「来ちみなぁハウス」を訪れることができ

ず、活動・交流が十分にできなかったことを申し訳なく感じて

います。 

私が初めて長谷地区を訪れた際、国道57号(現在は県

道57号線)から分かれ、長谷トンネルを抜けたときの日本の

原風景的景観を見た驚きは、今も記憶に残っています。 

長谷地区には多くの資源があります。その資源をどう活か

すのか、地域としてどうまとまるのか、外部へそれをどのように

伝えるのか、これらが重要なことです。 

良いことに長谷地区では、『個力』と『地域力』のコラボに

より、地域の多くの方々が交流し、共助研としても関わって

いる「みんなの田んぼ」、「来ちみなぁハウス」、「私のこだわり

トーク」などのような新たな活動も起こり、継続されています。 

「継続は力なり」と言いますが、新たな視点からより良いも

のに変えていくことも求められます。そのためのエネルギーは長

谷地区にはあると思います。 

私も親の介護の関係で、地元に帰って 

10年近く経ちますが（その内 4年間は 

単身赴任で、家族まかせ(汗))、若い頃は 

気づかなかった良さや課題に気付きだし、 

最近、地域をどうすべきかを考えています。 

今年は、「戊戌（つちのえ・いぬ）」で、私自身も一回り

の区切りの歳となります。公私ともに色々と変革できれば・・・

です。 

今年一年、皆様が健康で、活躍され、地域のより一層の

活性化を祈念して、年頭の挨拶とさせていただきます。 

（共助研事務局長・松尾敏彦） 

今年も、「来ちみなぁハウス」での活動を 
よろしくお願いします。 

2018 年が始まりました。皆様にも、晴れやかに新春を迎

えられたこととお慶び申し上げます。 

10年前の 2008年 11月に、福岡で共助研が産声をあ

げ、翌年 5月から長谷の皆さんとの交流が始まりました。 

あしかけ 9 年近くのお付き合いの中で、当初は、我々ヨソ

モノと皆さんとのキャッチボールで長谷の元気づくり活動を進め

てきましたが、その後、地元の皆さん主導による活動のスタイ

ルが定着してきました。最近の「私のコダワリ」トークでは、

我々ヨソモノはもっぱら聞き役に回って、楽しく勉強させていた

だいています。 

新年最初の「私のコダワリ」トークでは、かつて「長谷探検

隊」として活躍された安部直樹さんに、長谷地区活性化に

向けた提言をしていただきます。皆さん、共に若い人のエネル

ギーを感じてみませんか。       (共助研・波木健一)  

「来ちみなぁ」は、柴北上の県道から北に入った山際にある交流施設「来ち

みなぁハウス」での活動を紹介する通信です。 

 発行：「来ちみなぁハウス」店子グループ（柴北川を愛する会・共助研） 

「私のコダワリ」トーク 第５回の開催 

●第５回は、長谷出身の安倍直樹さん（ 大分大学 4回
生）が、「若者からの提言」と題してトークします。 

●1月 27日(土)18時から、黒松生活改善センターで。 
●トーク後 19時から、「柴北川を愛する会」の新年会も。 

（会費 男 1,000円 女 500円） 

2018年 1月 12日発行 

 

 
 
 

 

「来ちみなぁ」伝言板 

 

 

定年後、44年ぶりに自分の生まれた家で暮らし始めて 7

年目になりました。このところ忙しくて「柴北川を愛する会」の

活動に参加できてない私が投稿するのは気が引けますが、

一筆書いてみました。 

まず、実家に住んでみて感じる地域の昔と今との違いです

が、明確な変化は各戸の世帯人数の激減と平均年齢の上

昇です。これが各種活動（農業・文化芸能・その他）の衰

えに繋がっていると思います。 

ここでもっと重要な今昔の変化を二つ述べます。 

一つは、昔は退職者と言えば教師か役場の方々でした。

しかし、今は違いますね。多彩な技能技術や他の能力を持

った退職者や現役が沢山いることです。 

もう一つの違いは、中山間過疎地への様々な補助金の

交付が増えていることです。そこで皆さんどうでしょうか、今、

長谷はこのような多彩な技能技術を持った人達や、多くの

補助金を地域の為に有効活用しているでしょうか？ 

答えはノー、です。 

活用の一例を挙げてみます。 

栗ケ畑地区は、今年コミュニティー助成金 

を 250万円貰えそうです。これで獅子舞な 

どの整備を行います。他の交付金と合せると 

700万円以上の助成金を貰えます。このこと 

で、事業や活動が増えて地域の皆の作業活動が増える→

人の交流が増える→地域に活力が生まれ、地域が整備さ

れてきれいになる→活動で得た日当の一部が飲食代に代

わる→飲み会が増える→またやろうと次に繋がる。 

このような好循環が生まれ、更に地域で眠っている技能

技術者を活かすことにも繋がります。 

私は今年度「ながたに振興協議会」で関係者と一緒に多

くの新事業に取り組みました。この経験でも様々な人材の交

流による良い効果を実感しました。 

皆さん、是非地域で眠っている人材をもっと活かして下さ

い。もっとお金を貰って下さい。きっと長谷が、更に変わると思

います。 

（ながたに振興協議会支援員・甲斐照昭） 

 

（恒例の三ノ岳からの初日の出・渡邊雪法撮影） 
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 企業名 所在地 電話 

1 ㈱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㈱  892-0847 鹿児島市西千石町 5-1 099-226-6800 

3 朝日航洋㈱九州空情支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-12-1 092-437-5905 

4 朝日テクノ㈱  840-0203 佐賀市大和町大字梅野 280 0952-37-9300 

5 ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱  815-0031 福岡市南区清水 1-14-8 092-553-2800 

6 ㈱ｱｼﾞ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 

7 アジア航測㈱  福岡支店 812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-9-2 092-441-1480 

8 ㈱アスコ大東 九州支店 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-9-3            092-433-2771 

9 ㈱有明測量開発社 861-4108 熊本市南区幸田 2-7-1 096-381-4000 

10 いであ㈱ 九州支店 812-0055 福岡市東区東浜 1-5-12 092-641-7878 

11 ㈱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 

12 ｴｲｺｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱  815-0083 福岡市南区高宮 5-10-12 092-534-8150 

13 ㈱エイト日本技術開発 九州支社 812-0018 福岡市博多区住吉 3-1-80 092-686-9941 

14 ㈱エース 九州支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-9-25 092-292-0821 

15 ㈱ｴｽｹｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  818-0072 筑紫野市二日市中央 1-1-50 092-925-4880 

16 ㈱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 

17 ㈱オオバ 九州支店 810-0074 福岡市中央区大手門 1-１-12 092-714-7521 

18 扇精光ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱  851-0134 長崎市田中町 585-4 095-839-2114 

19 応用地質㈱ 九州支社 811-1302 福岡市南区井尻 2-21-36 092-591-1840 

20 ㈱ｵｰﾋﾞｯﾄ  812-0894 福岡市博多区諸岡 1-25-41 092-589-3418 

21 ㈱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 

22 ㈱片平新日本技研 福岡支店 810-0073 福岡市中央区舞鶴 1-2-22-3F 092-771-1170 

23 川崎地質㈱  九州支社 812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-8-34 092-292-4386 

24 ㈱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 

25 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 九州支社 814-0022 福岡市早良区原 2-16-7 092-831-2511 

26 九建設計㈱  876-0822 佐伯市西浜 3-43 0972-22-4126 

27 ㈱九州開発ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ  862-0912 熊本市東区錦ｹ丘 33-17 096-367-2133 

28 九州技術開発㈱  849-0937 佐賀市鍋島 5-7-23 0952-32-1112 

29 九州建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  870-0946 大分市大字曲 936-1 097-569-9595 

30 九州工営㈱  880-0015 宮崎市大工 2-117 0985-28-1122 

31 九州電技開発㈱  810-0005 福岡市中央区清川 2-13-6 092-533-5177 

32 ㈱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 

33 九和設計㈱  806-0068 北九州市八幡西区別所町 2-38 093-641-3773 

34 協同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱  870-0876 大分市大字三芳 1238-1 097-545-2111 

35 ㈱共同技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  880-0824 宮崎市大島町山田ｹ窪 1926-1 0985-29-0240 

36 ㈱橋梁ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 西日本支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-9-11 092-461-2011 

37 ㈱キョウワ  879-0627 豊後高田市新地 1952-3 0978-24-3062 

04 平成 30 年 2 ⽉現在 会員名簿 
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38 ㈱協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 九州支社 810-0001 福岡市中央区天神 3-11-20 092-733-1241 

39 ㈱熊本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 862-0917 熊本市東区榎町 16-52 096-367-4111 

40 ㈱ケイディエム 883-0005 日向市中堀町 3-119 0982-52-0696 

41 ㈱ケー・シー・エス 九州支社 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-4 092-472-4521 

42 ㈱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 

43 ㈱建設技術研究所 九州支社 810-0041 福岡市中央区大名 2-4-12 092-714-2211 

44 ㈱建設技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ  890-0007 鹿児島市伊敷台１-22-1 099-229-2800 

45 ㈱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 

46 ㈱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 

47 ㈱晃和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  880-0925 宮崎市大字本郷北方 3009-1 0985-51-5818 

48 ㈱興和測量設計  861-5501 熊本市北区改寄町 2141-1 096-272-7711 

49 国際技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  849-0203 佐賀市久保田町大字新田 3797-3 0952-51-3711 

50 国際航業㈱ 九州支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-6-3 092-451-5001 

51 ㈱国土開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  880-0015 宮崎市大工 3-155 0985-24-6487 

52 ㈱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 

53 ㈱コスモエンジニアリング  843-0001 武雄市朝日町大字甘久 3796 0954-23-0200 

54 ㈱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 

55 ㈱コンサルハマダ  861-8034 熊本市東区八反田 1-1-15 096-385-1171 

56 ㈱サザンテック  876-0802 佐伯市日の出町 2-10 0972-23-2616 

57 ㈱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 

58 ㈱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 

59 サンコーコンサルタント㈱ 九州支社 810-0802 福岡市博多区中洲中島町 2-3-6F 092-271-2903 

60 ㈱サンコンサル  812-0888 福岡市博多区板付 2-5-4 092-582-1290 

61 ㈱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 

62 ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱  812-0007 福岡市博多区東比恵 3-24-9 092-481-3100 

63 ＪＲ九州ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱  812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-14 092-413-1021 

64 シビックアーツコンサルタント㈱  815-0041 福岡市南区野間 1-27-1 092-555-4151 

65 ㈱新栄設計事務所  857-0051 佐世保市浜田町 2-27 0956-25-1549 

66 新日本開発工業㈱ 九州事務所 812-0011 福岡市博多区祇園町 8-12-1027 092-273-2300 

67 ㈱新日本技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  890-0034 鹿児島市田上 8-24-21 099-281-9143 

68 ㈱親和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  849-0933 佐賀市卸本町 7 番 25 号 0952-32-1348 

69 ㈱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 

70 精巧ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱  879-5103 由布市湯布院町川南 11-3 0977-85-3344 

71 ㈱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 

72 ㈱西部技建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  886-0004 小林市細野 4158 0984-24-0511 

73 ㈱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 

74 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 九州支店 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-11-28 092-432-5385 

75 ㈱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 

76 ㈱第一技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  815-0036 福岡市南区筑紫丘 2-6-11 092-554-1773 
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77 第一復建㈱  815-0031 福岡市南区清水 4-2-8 092-557-1300 

78 ﾀﾞｲｴｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  879-0311 宇佐市大字森山 1813-5 0978-32-0584 

79 ㈱大進  890-0016 鹿児島市新照院町 21-7 099-239-2800 

80 ㈱大進コンサルタント  861-2102 熊本市東区沼山津 4-2-22 096-365-0112 

81 大成ｼﾞｵﾃｯｸ㈱  830-0038 久留米市西町 1174-10 0942-34-5622 

82 大日コンサルタント㈱ 九州事務所 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-3-16 092-472-3267 

83 大日本コンサルタント㈱ 九州支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-10-35   092-441-0433 

84 大福コンサルタント㈱  890-0068 鹿児島市東郡元町 17-15 099-251-7075 

85 ㈱太平設計  802-0023 北九州市小倉北区下富野 1-6-21 093-551-1413 

86 ㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 812-0044 福岡市博多区千代 5-3-19 092-645-1280 

87 太陽技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  882-0062 延岡市松山町 1170-1 0982-33-2107 

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

89 ㈱高崎総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  839-0809 久留米市東合川 3-7-5 0942-44-8333 

90 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 福岡支店 812-0007 福岡市博多区東比恵 1-2-12 092-451-6141 

91 ㈱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 

92 中央開発㈱ 九州支社 814-0103 福岡市城南区鳥飼 6-3-27 092-831-3111 

93 ㈱中央技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 西日本支社 862-0950 熊本市中央区水前寺 6-27-25 096-383-5353 

94 中央コンサルタンツ㈱ 福岡支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町 2-1 092-271-2541 

95 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 九州支社 812-0038 福岡市博多区祇園町 4-61 092-282-0441 

96 ㈱長大 福岡支社 810-0004 福岡市中央区渡辺通 1-1-1 092-737-8360 

97 ㈱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 

98 ㈱ﾃｸﾉ  839-0809 久留米市東合川 3-1-21 0942-44-8700 

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

100 東亜建設技術㈱  819-0046 福岡市西区西の丘 1-7-1 092-892-7710 

101 ㈱東亜ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  812-0007 福岡市博多区東比恵 3-28-10 092-415-1313 

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

103 ㈱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 

104 ㈱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 

105 ㈱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 2-6-10 092-686-7300 

106 東洋技術㈱  870-0856 大分市大字畑中 433 097-554-5330 

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

108 ㈱ﾄｷﾜ・ｼﾋﾞﾙ  812-0882 福岡市博多区麦野 1-22-3 092-571-3737 

109 豊福設計㈱  857-0136 佐世保市田原町 9-15 0956-41-4333 

110 内外ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 福岡支社 812-0016 福岡市博多区博多駅南 3-20-3 092-431-2851 

111 ㈱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 

112 西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  815-0033 福岡市南区大橋 2-8-1 092-235-9140 

113 西日本・開発ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱  810-0022 福岡市中央区薬院 3-13-23 092-526-8887 

114 西日本技術開発㈱  810-0004 福岡市中央区渡辺通 1-1-1 092-781-2831 

115 西日本建技㈱  812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-6 092-441-7676 
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116 西日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  870-0852 大分市大字奥田 646-1 097-543-1818 

117 西日本総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  849-0902 佐賀市久保泉町大字上和泉 3114‐3 0952-98-2141 

118 ㈱西日本測量設計  830-0051 久留米市南 1-14-11 0942-32-2323 

119 ㈱日建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 812-0024 福岡市博多区綱場町 8-23 092-263-5250 

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

121 日進コンサルタント㈱  871-0025 中津市万田 602-2 0979-24-5436 

122 ㈱日水コン 九州支所 812-0038 福岡市博多区祇園町 7-20 092-282-1354 

123 ㈱日設コンサルタント  812-0024 福岡市博多区綱場町 9-28-3F 092-262-2377 

124 日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 九州本社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-23 092-451-6467 

125 日本工営㈱ 福岡支店 812-0007 福岡市博多区東比恵 1-2-12 092-475-7131 

126 日本交通技術㈱ 九州支店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 8-20 092-433-3070 

127 
㈱日本港湾ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 西日本事業本部
九州支店 

812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-28-7F 092-482-0345 

128 日本地研㈱  812-0894 福岡市博多区諸岡 5-25-25 092-571-2764 

129 ㈱ニュージェック 九州支店 810-0001 福岡市中央区天神 2-8-30-4F 092-715-3301 

130 ㈱萩原技研  892-0816 鹿児島市山下町 16-20 099-222-8700 

131 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 九州支社 812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-19-24 092-409-3011 

132 ㈱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 

133 ㈱東九州ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  882-0861 延岡市別府町 4209-2 0982-33-1120 

134 ㈱久永ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  890-0007 鹿児島市伊敷台 1-22-2 099- 228-6600

135 日向測量設計㈱  883-0013 日向市新生町 1-72 0982-52-5445 

136 ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  880-0121 宮崎市大字島之内字境田 6652 0985-39-2914 

137 ㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-6-18 092-471-0211 

138 ㈱冨士設計  870-0045 大分市城崎町 2-4-13 097-536-1479 

139 ㈱復建ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 福岡支社 810-0001 福岡市中央区天神 1-14-16 092-716-6262 

140 復建調査設計㈱ 九州支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-12-24 092-471-8324 

141 ㈱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 

142 ㈱松尾設計  805-0061 北九州市八幡東区西本町 2-5-5 093-661-4970 

143 松本技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  871-0161 中津市大字上池永 1285-10 0979-23-3636 

144 ㈱水野建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  862-0933 熊本市東区小峯 2-6-26 096-365-6565 

145 ㈱溝田設計事務所  830-0032 久留米市東町 480-16 0942-38-6548 

146 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 九州支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-14-1 092-441-3872 

147 ㈱宮崎産業開発  880-0022 宮崎市大橋 3-225 0985-27-7103 

148 八洲開発㈱  862-0920 熊本市東区月出 1-1-52 096-384-3225 

149 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 九州支店 810-0062 福岡市中央区荒戸 2-1-5 092-751-1431 

（平成 30 年 2 ⽉ 1 ⽇現在 149 社） 
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