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あけましておめでとうございます。 
⽇頃より、⼀般社団法⼈建設コンサルタンツ協会並びに同九州⽀部の活動に格別の

 理解  ⽀援 賜  厚 御礼 申 上      

 

 当九州⽀部は、九州・沖縄の 8 県全てに会員を有し、その総数は 155 社（令和 2 年

1 ⽉現在）と国内最多を数えて、⽀部創設 52 年⽬ 迎     成⻑         

これもひとえに、関係する皆さまのご⽀援の賜物と深く感謝申し上げます。  

  組織⼒ 背景  会員相互並  関係諸機関 地域 皆様 連携     各社

の得意分野を結集して、九州・沖縄地域で⽣活する14百万⼈を超える⼈々の安全・安

⼼ 確保    基盤   道路 鉄道 空港 港湾 河川    上下⽔道   社会資本整備    企画 調

査 設計 施⼯監理等 業務 事業者 技術分野         活動        

 

 ここ九州・沖縄では、2016 年 熊本地震 2017 年 九州北部豪⾬災害 台⾵ 18 号災害、2018 年 ⻄⽇本

豪⾬災害、2019 年８⽉ 前線 伴 ⼤⾬災害  毎年    襲    ⾃然災害    多  ⼈的被害 発⽣  

公共⼟⽊施設にも甚⼤な損失が⽣じました。これらの多発・連続す 災害   被災者 ⽅々 ⼀⽇ 早 復旧  

喪失 被災       復興 地域 再⽣ 向   会員各社      ⽀部    積極的 対応 継続    

      最前線 活動  会員各社  後⽅⽀援 個社 枠 超  連携強化 ⾏  業界全体の取組みとして

成果を上げていくことが、2019 年 6 ⽉の改正品確法の中で法的にも明確に位置付けられた建設関連産業としての意

義 重     認識       

 

    ⽀部活動 災害 復旧 復興⽀援以外          掲載       多岐         ⼤規模

災害発⽣ 備  災害協定締結等 危機管理事前活動      会員会社 技術⽔準 経営⽔準 向上 ⽬

指した研修等の諸施策をはじめ、⽀部の独⾃活動である「夢アイデア事業」を通じて、⼈々の笑顔あふれる地域社会の

育成⽀援活動 ⾏           両⾯ 広 意味 社会的共通資本 形成 努      更 本年4⽉から

 中⼩企業    適⽤範囲 広  改正労働基準法 併  働 ⽅改⾰ 推進   全⼒    取 組んでい

るところです。 

 

 我 国 現状  ⼈⼝減少 少⼦⾼齢化      ⽼朽化 多発  ⼤規模災害 地政学上     増⼤等 

取 巻 環境 近年⼤  変化  今   経験       領域 向   急速 進      我々建設    

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

  発注者    ⾏政機関 地域 皆様 頼   －       国⺠ 常 必要    公器     活動  

ことをその使命としています。  
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 引き続きまして、⽀部・会員各社 対   理解 ⼀層  ⽀援  願         気   点 関      

要望  意⾒ 賜  幸甚         

 

 本年         願 申 上     

 

 
令和 2 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) ⽥中 清 第⼀復建㈱ 代表取締役社⻑ 

副⽀部⻑(理 事) 廣澤  遵 ㈱建設技術研究所 九州⽀社 取締役常務執⾏役員⽀社⻑ 

理 事 ⼭⽥ 益司 ㈱ｵｰﾋﾞｯﾄ 代表取締役 

理 事 薮内 ⼀彦 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 九州⽀社 執⾏役員⽀社⻑ 

理 事 ⽥上  裕 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 九州⽀社 顧問 

理 事 ⼭⼝ 貴康 ⽟野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 福岡⽀店 ⽀店⻑ 

理 事 中島 城⼆ ㈱⻑⼤ 福岡⽀社 エグゼクティブ・エンジニア 

理 事 中川  裕 ⻄⽇本技術開発㈱ 執⾏役員河川部⻑ 

理 事 渡邊 俊光 ⽇本⼯営㈱ 福岡⽀店 ⽀店⻑ 

理 事 ⽴⽯ 亮祐 ㈱福⼭ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 取締役常務執⾏役員管理本部⻑

理 事 三重野秀信 復建調査設計㈱ 九州⽀社 執⾏役員⽀社⻑ 

理 事 上杉 泰右 ⼋千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱ 九州⽀店 取締役常務執⾏役員⽀店⻑ 

理 事(福岡) 中野 安久 ⻄鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 取締役企画開発部⻑ 

理 事(佐賀) 合志  勉 九州技術開発㈱  取締役 

理 事(⼤分) 柿原 俊⼆ ⽇進ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 常務取締役 

理 事(熊本) 椎葉 晃吉 ㈱⽔野建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役 

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 細野 典明 いであ㈱ 九州⽀店 副⽀店⻑ 

（令和 2 年 2 ⽉ 1 ⽇現在） 
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【総務・企画部会、特別部会】 

1.令和元年度 若⼿技術者交流会（若⼿技術者委員会、企画委員会） 
建設       業界 背負    若⼿社員 ⼈的       拡充            ⾃覚 意識 ⾼     
平成 22 年度  若⼿技術者交流会（若⼿技術者発表会   懇親会） 開催  会社 壁 越  技術者 交流
を深めた。 
イ ベ ン ト 名 令和元年度 若⼿技術者交流会 
開 催 ⽇ 令和元年８⽉２０⽇（⽕）13 00 17 35 
場 所 ■本会場 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  (佐賀県佐賀市鍋島 5-7-23) 
 ⻑崎  ⻑崎卸    組合会館 研修室  (⻑崎市⽥中町 1201) 
 ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 302 (⼤分市⾦池南 1-5-1) 
 熊本  （株）九州開発エンジニヤリング別館 2 階  (熊本市東区健軍本町 33-5-2F) 
 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 ) 
 沖縄  （株）ホープ設計 会議室 (那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5) 

参 加 者 ■福岡本会場 １６７名（34 社、1 団体） （内インターンシップ 44 名、発注者 1 名） 
■サテライト会場 ４５名 
 佐賀会場   ３名(１社) 
 ⻑崎会場   １０名(２社) 
 ⼤分会場   １３名(７社) 
 熊本会場   ４名（１社） 
 宮崎会場   ６名(３社) 
 ⿅児島会場  ３名(２社) 
 沖縄会場   ６名(１社) 

内 容 ■建設       業界 背負    若⼿技術者 ⼈的       拡充         
   ⾃覚 意識 ⾼      20 代・30 代の若⼿技術者 対象 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
    １７名 応募者   発表 ⾏  ⽀部⻑ 部会⻑ 副部会⻑    企画委員
⻑ 企画副委員⻑ 若⼿技術者委員⻑ 若⼿技術者副委員 計９名 審査    最優秀
賞」1 編、「優秀賞」2 編の各賞が選ばれた。 

    若⼿交流会発表  
賞 タイトル 発表者 

最優秀賞 
（1 編） 

都市型災害復旧業務    課題 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）九州⽀社
⽯川 涼真 

優秀賞 
（2 編） 

かわ、みち、まちをアートでつなぐ 九州建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） 
安藤  りほ 

〃 ⼟⽯流監視 警報     構築 実運⽤     ⻄⽇本技術開発（株） 
⼤津 明⽇⾹ 

03 部会の活動 
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     坑⼝上部 付替 道路設計 (株)ｴｲﾄ⽇本技術開発 九州⽀社 
⼤津 英介 

 ⼀年間 業務経験  考  将来像 第⼀復建(株) 
⻄野 惇志 

 特殊橋梁 耐震性向上策 検討 (株)⻑⼤ 福岡⽀社 
阿部 和哉 

 橋梁補修 修正設計 協同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 
義⼭ 敦⼤ 

 維持管理    道路橋 損傷     ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株) 九州⽀社 
中野 みなみ 

 ⾃転⾞利⽤環境 普及 向  基礎⾃治体 育成 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 九州⽀社 
⽮澤 拓也 

 みやこ町都市計画マスタープラン策定業務  ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株) 九州⽀社 
⾼⽊ 希望 

 ⼦どもを育む都市部における⽔辺環境に関する研究 (株)建設技術研究所 九州⽀社 
髙橋 裕美 

 塩害 劣化  排⽔樋⾨ 補修設計業務 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株) 福岡⽀店 
上⼝ 雄太郎 

 直⽴消波    式岸壁    耐震検討 (株)⽇本港湾ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  
⻄⽇本事業本部九州⽀店 
冨井 沢郎 

 ⽀持層確認調査で経験した地質リスクについて ⽇本地研(株) 
松﨑 裕太 

 UAV 測量   LP データを⽤いた被災状況の判読 (株)ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州⽀社 
有留 千博 

 平成３０年７⽉豪⾬ 広島県熊野町    被害 対応 ⼤⽇本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株) 九州⽀社 
佐藤 加斐 

 災害時の安全確保と建設業界の働き⽅改⾰推進のための
無⼈化施⼯訓練 

東亜ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株) 
⾕⼝ 亮太 

        

       
▲令和元年度 若⼿技術者交流会 様⼦ 
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       ▲サテライト佐賀会場の様⼦         ▲サテライト熊本会場の様⼦ 

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

       
▲サテライト宮崎会場の様⼦ 

      
▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 
 
2.  令和元年度 契約のあり⽅講習会」を共催（企画委員会） 

イ ベ ン ト 名 協会本部 契約のあり⽅専⾨委員会 令和元年度 契約のあり⽅講習会 
開 催 ⽇ 令和元年９⽉２０⽇（⽊）15 00 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） 

■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  ⻑崎卸    組合会館 第１ ２会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
  ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 404 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
  熊本  (株)九州開発エンジニヤリング別館(熊本市東区健軍本町３３-５-２Ｆ) 
  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） 
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  ⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 
  沖縄 (株)   設計（沖縄県那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場 ６６名(41 社)  
■サテライト会場 計 49 名 
 佐賀会場  6 名(4 社) 
 ⻑崎会場  9 名(2 社) 
 ⼤分会場  4 名(4 社) 
 熊本会場  7 名(6 社） 
 宮崎会場  10 名(7 社) 
 ⿅児島会場 5 名(4 社) 
 沖縄会場   8 名(2 社) 

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会 委員 薮内 ⼀彦⽒ 

■講演 ⼟⽊設計業務    法的    ⺠法改正  
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 
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▲サテライト⿅児島会場の様⼦    ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 
3. 第 3 回 ⼥性技術者交流会（⼥性技術者委員会） 

イ ベ ン ト 名 第 3 回 ⼥性技術者交流会 
開 催 ⽇ 令和元年９⽉２７⽇（⾦）１４ ００ １７ ３０ 
場 所 ACU-H 紙与博多中央ビル 6F ⼤研修室 H0601（福岡市博多区博多駅中央街 7-21） 
参 加 者 43 名( 24 社)  
内 容 ■わたしたちの働き⽅改⾰｜こんな会社で働きたい 

みんなの取り組み紹介 
参加者全員   意⾒交換 

 
4. 第 37 回ソフトボール⼤会を開催（総務委員会） 

イ ベ ン ト 名 第３７回ソフトボール⼤会 
開 催 ⽇ 令和元年 10 ⽉４⽇（⾦） 
場 所 雁ノ巣レクリエーションセンター（福岡市東区奈多１３０２-５３） 
参 加 者 ２６チーム 
内 容 優勝 ⻄⽇本技術開発㈱ 

準優勝 ㈱五省コンサルタント 
三位 第⼀復建㈱ 

       
▲優勝 ⻄⽇本技術開発㈱   ▲準優勝の㈱五省コンサルタント    ▲三位の第⼀復建㈱ 

 
5. 総務委員会「働き⽅改⾰セミナー」（総務委員会） 

イ ベ ン ト 名 総務委員会「働き⽅改⾰セミナー」 
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉２９⽇（⽕）１５ ００ １７ ００ 
場 所 ■⼋重洲博多ビル 11F（福岡市博多区博多駅東２丁⽬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  ⻑崎卸センター組合会館第 1・2 会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
 ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 410 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
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 熊本 （株）九州開発エンジニヤリング別館 （熊本市東区健軍本町 33-5-2F ） 
 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） 
 沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場  ９９名(３９社)  
■サテライト会場  計４６名 
 佐賀会場  ４名(２社) 
 ⻑崎会場  １２名(６社) 
 ⼤分会場  １３名(６社) 
 熊本会場  ５名(４社） 
 宮崎会場  ４名(３社) 
 ⿅児島会場 ３名(２社) 
 沖縄会場  ５名(２社) 

内 容 ■事例紹介 
第⼀復建（株）、⽇本⼯営（株）、パシフィックコンサルタンツ（株） 

■そのほかの報告 
「事務系職員の働き⽅改⾰」 ⼋千代エンジニヤリング（株） 
「私たちの働き⽅改⾰」 ⼥性技術者委員会 

       

▲福岡本会場の様⼦ 

       
▲サテライト佐賀会場の様⼦               ▲サテライト⻑崎会場の様⼦ 

       
▲サテライト⼤分会場の様⼦               ▲サテライト宮崎会場の様⼦ 
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▲サテライト⿅児島会場の様⼦       ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 
6. JOB CAFE（若⼿技術者委員会） 

イ ベ ン ト 名 JOB CAFE 
開 催 ⽇ 令和元年 11 ⽉ 16 ⽇（⼟）１5 00 17 30 
場 所 T.CAFE（ティー カフェ）（福岡市中央区天神 2-10-3 VIORO 7F） 
参 加 者 学⽣ 23 名 若⼿社員 23 名  
内 容 ■就職活動を控えた学生と、数年前に今の就活スタイルに近い就職活動を経験した若

手技術者が自由に話すことで、学生が有益な情報を得られる場を創出する。 

■「JOB CAFE」を通して、建設コンサルタント技術者が初心とやりがいを振り返る

ことで、開催後の業務に対するモチベーションの向上に繋げる。 

■総務・企画部会の「若手技術者委員会」が中心に企画・運営を行い、その姿を学生

に伝えることで、学生の業界に対するポジティブなイメージを醸成する。 
 
7.      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、福岡市および宮崎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。令和元年度  以下 講習会      中継         

  
本部主催『マネジメントセミナー』 開催⽇ 

参加⼈数 
 
 

令和元年７⽉５⽇
福岡/172 名（72 社）、佐賀/17 名（8 社） ⻑崎/17 名
（4 社）、⼤分/42 名（10 社）、熊本/10 名（6 社）、宮
崎/8 名（5 社）、⿅児島/2 名（2 社）、沖縄/20 名（2
社） 
計 288 名 

若⼿技術者交流会 開催⽇ 
参加⼈数 
 
 

令和元年８⽉２０⽇
福岡/167 名（35 社）、佐賀/3 名（1 社） ⻑崎/10 名
（2社）、⼤分/13名（7社）、熊本/4名（1社）、宮崎/6
名（3 社）、⿅児島/3 名（2 社）、沖縄/6 名（1 社） 
計 212 名 

河川技術講演会 開催⽇ 
参加⼈数 
 
 

令和元年９⽉４⽇
福岡/99 名（39 社）、佐賀/5 名（3 社） ⻑崎/14 名（3
社）、⼤分/32 名（12 社）、熊本/11 名（7 社）、宮崎
/13 名（6 社）、⿅児島/5 名（3 社）、沖縄/2 名（1 社）
計 １８１名 

情報セミナーｉｎ⼤分 開催⽇ 
参加⼈数 
 
 

令和元年９⽉６⽇
⻑崎/9 名（2 社）、⼤分/35 名（16 社）、宮崎/13 名（7
社）、⿅児島/6 名（4 社）、沖縄/4 名（1 社） 
計 67 名 

環境講演会 
「森から海までの環境を⽔辺環
境の視点で繋ぐ」 

開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年９⽉１９⽇
福岡/61 名（36 社）、佐賀/4 名（3 社） ⻑崎/10 名（4
社）、⼤分/18 名（6 社）、熊本/6 名（4 社）、宮崎/10
名（6 社）、⿅児島/3 名（2 社）、沖縄/9 名（2 社） 
計 １２１名 

契約のあり⽅講習会 開催⽇ 令和元年９⽉２０⽇
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参加⼈数
 
 

福岡/66 名（41 社）、佐賀/6 名（4 社） ⻑崎/9 名（2
社）、⼤分/4 名（4 社）、熊本/7 名（6 社）、宮崎/10 名
（7 社）、⿅児島/5 名（4 社）、沖縄/8 名（2 社） 
計 １１５名 

道路技術講演会 開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年１０⽉４⽇
福岡/115 名（51 社）、佐賀/3 名（3 社） ⻑崎/11 名
（7 社）、⼤分/21 名（10 社）、熊本/9 名（6 社）、宮崎
/16 名（7 社）、⿅児島/6 名（5 社）、沖縄/6 名（2 社）
計 １８７名 

働き⽅改⾰セミナー 開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年１０⽉２９⽇
福岡/99 名（39 社）、佐賀/4 名（2 社） ⻑崎/12 名（6
社）、⼤分/13 名（6 社）、熊本/5 名（4 社）、宮崎/4 名
（3 社）、⿅児島/3 名（2 社）、沖縄/5 名（2 社） 
計 １４５名 

品質セミナー”エラー防⽌のため
に” 

開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年１１⽉７⽇
福岡/134 名（57 社）、佐賀/13 名（5 社） ⻑崎/5 名
（2 社）、⼤分/15 名（6 社）、熊本/6 名（5 社）、宮崎
/10 名（6 社）、⿅児島/4 名（4 社）、沖縄/14 名（1
社） 
計 ２０１名 

情報委員会「ICT セミナー」 開催⽇ 
参加⼈数
 

令和元年１１⽉８⽇
福岡/59 名（32 社）、 ⿅児島/6 名（5 社）、沖縄/4 名
（1 社） 
計 ６９名 

河川技術セミナー（第３回） 開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年１１⽉２０⽇
福岡/66 名（29 社）、佐賀/8 名（3 社） ⻑崎/6 名（2
社）、⼤分/8 名（6 社）、熊本/4 名（2 社）、宮崎/10 名
（4 社）、 
⿅児島/5 名（2 社）、沖縄/5 名（1 社） 
計 １１２名 

環境・都市等技術委員会共催
セミナー「最先端技術のまちづくり
への応⽤」 

開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年１２⽉６⽇
福岡/73 名（43 社）、佐賀/4 名（2 社） ⻑崎/12 名（5
社）、⼤分/6 名（4 社）、熊本/1 名（1 社）、宮崎/6 名
（3 社）、⿅児島/3 名（2 社）、沖縄/5 名（1 社） 
計 １１０名 

防災シンポジウム 開催⽇ 
参加⼈数
 
 

令和元年１２⽉１２⽇
福岡/60 名（27 社）、佐賀/10 名（4 社） ⻑崎/8 名（4
社）、⼤分/5 名（5 社）、熊本/2 名（2 社）、宮崎/9 名
（5 社）、⿅児島/3 名（2 社）、沖縄/8 名（2 社） 
計 １０５名 

 
8. 建設関連五団体共催 令和２年新年賀詞交歓会 

建設関連五団体共催で九州地⽅整備局及び福岡県その他の官公署からの来賓、並びに五団体会員の出席のもと開
催した。 
イ ベ ン ト 名 建設関連五団体共催 令和２年新年賀詞交歓会 
開 催 ⽇ 令和２年１⽉９⽇（⽊）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 328 名 （来賓 58 名、五団体会員 270 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       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 
（公社）全国上下⽔道コンサルタント協会九州⽀部 
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▲令和２年 新年賀詞交歓会 様⼦ 

 
9. 酒井顧問講演会（総務委員会） 

当協会・酒井副会⻑に「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 酒井副会⻑講演会 
開 催 ⽇ 令和２年１⽉ 23 ⽇（⽊）１６ ３０ １７ 4０ 
場 所 ⼋仙閣 本店（博多区博多駅東 2-7-27） 
参 加 者 49 ⼈ 
内 容 最近の建設コンサルタントを巡る状況等について 

（⼀社）建設コンサルタンツ協会 副会⻑ 酒井 利夫 ⽒ 
 
10. 第２回委員⻑交流会（企画委員会） 

イ ベ ン ト 名 第２回 委員⻑交流会 
開 催 ⽇ 令和２年１⽉３0 ⽇（⽊）15 00 17 00 
場 所 A.R.K（アーク）ビル２階 B 会議室（福岡市博多区博多駅東） 
参 加 者 ２3 名 (総務企画部会⻑ 副部会⻑ 地域部会⻑ 各委員⻑ 企画委員会) 
内 容 ■令和元年度第 1 回委員⻑交流会議事録     

■2019 年度事業運営⽅針 対応結果     
■令和元年度収⽀状況      
■令和２年度事業運営⽅針（案）     
■その他 

・九州建設技術フォーラムの運営等について 
・サテライト講習の配信⽅法について 

    
     ▲第２回委員⻑交流会 様⼦ 
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【対外活動部会】 

1.令和元年度意⾒交換会（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 令和元年度意⾒交換会 
開 催 ⽇ 令和元年８⽉ 5 ⽇（⽉）16 00 18 00 
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（随⾏含）   16 名 
 協会本部 18 名、 ⽀部 25 名                    (計 76 名) 

内 容 協会本部からの「要望と提案」主旨説明 
担い⼿確保・育成のための環境整備  
技術⼒   選定 
品質の確保・向上 
意⾒交換 
（１）働き⽅改⾰と⽣産性向上に向けた受発注者協働による取り組み 
（２）受発注者協働による災害対応に向けた環境整備 
（３）⼈材確保 育成（若⼿技術者 ⼥性技術者    技術者 活⽤） 
（４）地⽅⾃治体    発注⽅式 改善（技術⼒   選定 発注 仕組  導⼊） 
（５）その他 

 
2. ⼤規模災害対応演習（防災委員会） 

   防災 ⽇   ⼤規模災害発⽣時    会員  ⽀援活動 ⾏    会員相互 連絡網 整備 ⾏  本部 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 令和元年９⽉２⽇（⽉）14 00 15 30 
場 所 建コン九州⽀部事務局会議室 
参 加 者 ⽀部会員 153 社 
内 容 和歌⼭県南部 紀伊半島沖(海溝型)マグニチュード 8 地震発⽣を想定し、九州⽀部でも「災害

時⾏動計画  基  災害対策⽀部 召集 設置    
同時  九州地⽅整備局  災害応急対策⽀援要請（       同⾏技術者派遣要請）
 対  九州⽀部会員会社 協⼒ 要請  対応可能 会社 回答  訓練 ⾏    

       
▲災害対応演習の様⼦ 

 

03 部会の活動 
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3. 九州建設技術フォーラム 2019 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    連携 深  九州 更  建設技術 発展 ⽬指 開催  。 
イ ベ ン ト 名 九州建設技術フォーラム 2019 
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉ 8 ⽇（⽕）13 00 17 00 

令和元年１０⽉ 9 ⽇（⽔）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 2,918 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、リクルーティン
グプレゼンテーション 

       
4.令和元年度 防災       （防災委員会） 

「防災・減災のため 情報活⽤          題 防災 減災  情報活⽤    国⽴⼤学法⼈ ⼤分⼤学 准教
授 減災 復興  イン教育研究センター 次⻑ 鶴成悦久⽒  講演いただいた。 
イ ベ ン ト 名 令和元年度 防災        
開 催 ⽇ 令和元年１２⽉１２⽇（⽊）１５ ００ １７ ００ 
場 所 ■本会場 ⼋重洲博多ビル 11F ホール A（福岡市博多区博多駅東 2 丁⽬ 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  ⻑崎卸    組合会館 第１ ２会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
  ⼤分  JCOM ホルトホール⼤分 201 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
  熊本  （株）九州開発エンジニヤリング別館 （熊本市東区健軍本町 33-5-2F ） 
  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） 
  沖縄  (株)ホープ設計 会議室（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場 ６０名(２７社)  
■サテライト会場 計 ４５名 
 佐賀会場  １０名(４社) 
 ⻑崎会場  ８名(４社) 
 ⼤分会場  ５名(５社) 
 熊本会場  ２名(２社） 
 宮崎会場  ９名(５社) 
 ⿅児島会場 ３名(２社) 
 沖縄会場 ８名(２社) 

内 容 「防災・減災のための情報活⽤プラットフォーム」 
国⽴⼤学法⼈ ⼤分⼤学 准教授 減災 復興    教育研究    次⻑ 鶴成 悦久
⽒ 
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▲サテライト佐賀会場の様⼦          ▲     ⻑崎会場 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               ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 
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【技術部会】 

1. 情報委員会「CIM ハンズオン講習会」（情報委員会） 
国⼟交通省   建設⽣産性向上 図 i-Construction の取り組みにおいて、3 次元モデルを活⽤ し社会資本の整
備 管理 ⾏ BIM/CIM の導⼊普及に取り組んでいる。平成 28 年度末  CIM 導⼊ガイドランが公表され、平成
30 年度   ⼟⼯ 河川    橋梁      機械設備 対 象に本格的な CIM の導⼊が開始されている。この
CIM 導⼊ガイドラインの内容を協会会員に周知し、実際にパソコンを操作することより、CIM 導⼊ガイドラインへの対応を
体験してもらうハンズオン（パソコンを⽤  ）講習会 昨年度 引 続 実施した。 
イ ベ ン ト 名 情報委員会「CIM ハンズオン講習会 福岡１、２」 
開 催 ⽇ 令和元年８⽉２８⽇ (⽊) ８⽉２９⽇（⾦） ９ ００ １７ ３０ 
場 所 A.R.K ビル 会議室 （福岡市博多区博多駅東 2-17-5） 
参 加 者 ８/２８（⽊） 23 名（11 社） 

８/２９（⾦） 14 名（10 社） 
内 容 8/28 ⼟⼯編 ⼟⼯（道路）    統合    作成 

8/29 構造物編 構造物（橋梁）    統合    作成 

       
▲CIM ハンズオン講習会の様⼦ 

 
2. 河川技術講演会（河川技術委員会） 

イ ベ ン ト 名 河川技術委員会 「河川技術講演会」 
開 催 ⽇ 令和元年９⽉４⽇（⽔）１０ １５ １６ ００ 
場 所 ■福岡本会場 ⼋重洲博多ビル 11F（福岡市博多区博多駅東２丁⽬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  ⻑崎卸    組合会館 研修室（⻑崎市⽥中町 1201） 
 ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 409 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
 熊本 （株）九州開発エンジニヤリング別館 （熊本市東区健軍本町 33-5-2F ） 
 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） 
 沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場   ９９名(３９社)  
■サテライト会場  ８２名 
 佐賀会場  ５名(３社) 
 ⻑崎会場  １４名(３社) 
 ⼤分会場  ３２名(１２社) 
 熊本会場  １１名(７社） 
 宮崎会場  １３名(６社) 
 ⿅児島会場 ５名(３社) 
 沖縄会場  ２名(１社) 
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内 容 ■国⼟交通省 九州地⽅整備局 河川部⻑ 藤井 政⼈⽒ 
 河川⾏政 現状      対応      
■⿅児島⼤学 学術研究院 農⽔産獣医学域農学系 教授 地頭薗 隆⽒ 
『最近の⼟砂災害の特徴と予測研究』 

       
▲サテライト佐賀会場の様⼦    ▲     ⻑崎会場 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  ▲     ⿅児島会場 様⼦ 

       
▲サテライト沖縄会場の様⼦ 
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3. 情報セミナーin ⼤分（情報委員会） 
イ ベ ン ト 名 情報委員会 「情報セミナーin ⼤分」 
開 催 ⽇ 令和元年９⽉６⽇（⾦） １３ ００ １７ ００ 
場 所 ■本会場 J COM ホルトホール⼤分 408 会議室（⼤分市⾦池南 1-5-1） 

■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  ⻑崎卸    組合会館第 1・2 会議室(⻑崎市⽥中町 1201) 
 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） 
 熊本  (株)九州開発エンジニヤリング別館（熊本市東区健軍本町 33-5-2F）  
 ⿅児島  (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 
 沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5）   

参 加 者 ■⼤分本会場   ３５名(１６社)  
■サテライト会場  ３２名 
 ⻑崎会場  ９名(２社) 
 宮崎会場  １３名(７社) 
 ⿅児島会場 ６名(４社) 
 沖縄会場  ４名(１社) 

内 容 ■情報漏   事例 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 

       
▲サテライト⻑崎会場の様⼦                サテライト宮崎会場の様⼦ 

       
▲     ⿅児島会場の様⼦              ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 
4. 情報委員会「CIM ハンズオン講習会」（情報委員会） 

国⼟交通省   建設⽣産性向上 図 i-Construction の取り組みにおいて、3 次元モデルを活⽤ し社会資本の整
備 管理 ⾏ BIM/CIM の導⼊普及に取り組んでいる。平成 28 年度末  CIM 導⼊ガイドランが公表され、平成
30 年度   ⼟⼯ 河川    橋梁      機械設備 対 象に本格的な CIM の導⼊が開始されている。この
CIM 導⼊ガイドラインの内容を協会会員に周知し、実際にパソコンを操作することより、CIM 導⼊ガイドラインへの対応を
体験してもらうハンズオン（パソコンを⽤  ）講習会 昨年度 引 続 実施した。 
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イ ベ ン ト 名 情報委員会「CIM ハンズオン講習会 福岡 3、４」 
開 催 ⽇ 令和元年９⽉１７⽇ (⽕) ９⽉１８⽇（⽔） ９ ００ １７ ３０ 
場 所 A.R.K ビル 会議室 （福岡市博多区博多駅東 2-17-5） 
参 加 者 ９/１７（⽕） 20 名（12 社） 

９/１８（⽔） 21 名（12 社） 
内 容 9/17 ⼟⼯編 ⼟⼯（道路）    統合    作成 

9/18 構造物編 構造物（橋梁）    統合    作成 

       
▲CIM ハンズオン講習会の様⼦ 

 
5. 令和元年度 橋梁三⼒研究会 若⼿技術者   ⾒学会  （道路技術委員会） 

 橋梁三⼒研究会 では、（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部  （⼀社）⽇本橋梁建設協会九州事務所 、
（⼀社）プレストレスト･コンクリート建設業協会九州⽀部が連携し、業種に      情報共有   効率化 技術⼒
 向上 橋梁建設 関  ⼊職者 確保 定着 念頭 おき活動をしている。若⼿技術者 対象   ⾒学会 開催し
た。 
イ ベ ン ト 名 令和元年度 橋梁三⼒研究会 若⼿技術者   ⾒学会  
開 催 ⽇ 令和元年９⽉１８⽇（⽔） 
場 所 ⼤牟⽥市健⽼町 ⼤川市九網 
参 加 者 ６６名（２６社） 
内 容 ■PC     ⼯場⾒学 

■筑後川橋（A1 P06 径間）、筑後川橋（P4 P8 径間） 現場⾒学 
 
6. ⽇本環境アセスメント協会九州・沖縄⽀部共催セミナー（環境・都市等技術委員会） 

イ ベ ン ト 名 環境・都市等技術委員会・（⼀社）⽇本環境アセスメント協会九州・沖縄⽀部共催セミナー 
森から海までの環境を⽔辺環境の視点で繋ぐ 

開 催 ⽇ 開催⽇ 令和元年９⽉１９⽇（⽊）13:30  
場 所 ■リファレンス駅東ビル 5 階 V-1 会議室 （福岡市博多区博多駅東 1-16-14） 

■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  ⻑崎卸    組合会館 第１ ２会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
  ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 403 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
  熊本  (株)九州開発エンジニヤリング別館(熊本市東区健軍本町３３-５-２Ｆ) 
  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） 
  沖縄 (株)   設計（沖縄県那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場 ６１名(３６社)  
■サテライト会場 計 ６０名 
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 佐賀会場   ４名(３社) 
 ⻑崎会場  １０名(４社) 
 ⼤分会場  １８名(６社) 
 熊本会場   ６名(４社） 
 宮崎会場  １０名(６社) 
 ⿅児島会場  ３名(２社) 
 沖縄会場    ９名(２社) 

内 容 ■講演 ⽔系⼀貫 河川⾏政 取 組         
講師 浦⼭洋⼀ 九州地⽅整備局 河川部 河川調査官 

■講演 上流域 責任         ⾃然 守  伝         
講師 川野 智美 ⼀般財団法⼈セブン-    記念財団九重    ⾃然学校代表 

■講演 『荒瀬ダムの撤去からわかったこと』 
講師 篠原亮太 熊本県環境    館⻑(荒瀬ダム撤去フォローアップ専⾨委員会委員

⻑） 
■講演 流域管理  ⾒ 河⼝域 海岸 環境  

講師  清野 聡⼦ 九州⼤学⼯学研究院 環境社会部⾨ 准教授 
■パネルディスカッションおよび質疑応答 

         篠原亮太 熊本県⽴⼤名誉教授 

       
▲環境共催セミナー サテライト佐賀会場の様⼦        ▲     ⻑崎会場 様⼦ 

       
▲環境共催セミナー サテライト熊本会場の様⼦ 

       
▲環境共催セミナー サテライト⼤分会場の様⼦            ▲サテライト宮崎会場の様⼦ 
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▲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    ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 
 

7. 道路技術委員会  道路技術講演会 （道路技術委員会） 
イ ベ ン ト 名 道路技術委員会  道路技術講演会  
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉４⽇（⾦）１３ ２０ １７ ００ 
場 所 ■福岡本会場 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  ⻑崎卸    組合会館第 1・2 会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
 ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 404 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
 熊本 （株）九州開発エンジニヤリング別館 （熊本市東区健軍本町 33-5-2F ） 
 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） 
 沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場  １１５名(５１社)  
■サテライト会場  ７２名 
 佐賀会場   ３名(３社) 
 ⻑崎会場  １１名(７社) 
 ⼤分会場  ２１名(１０社) 
 熊本会場  ９名(６社） 
 宮崎会場  １６名(７社) 
 ⿅児島会場 ６名(５社) 
 沖縄会場   ６名(２社) 

内 容 ■ 働 ⽅改⾰ 改⾰ 進   要因 効果的 取組        
株式会社 ＡＣＲ 常務取締役 渋⾕ 浩幸 様 

■『インフラメンテナンスへの AI の活⽤について』 
⼭⼝⼤学 ⼯学部 知能情報⼯学科 教授 中村 秀明 様 

■『九州地⽅整備局の防災・減災の取組について』 
国⼟交通省 九州地⽅整備局 統括防災官 栁⽥ 誠⼆ 様 

       
▲道路技術講演会 サテライト佐賀会場の様⼦   ▲     ⻑崎会場 様⼦ 
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▲道路技術講演会 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        ▲道路技術講演会 サテライト宮崎会場の様⼦ 

      
▲道路技術講演会      ⿅児島会場 様⼦ 
 

8. 河川技術委員会 令和元年度 現地⾒学会 （河川技術委員会） 
平成 29 年九州北部豪⾬ 復興   実施中 ⾚⾕川⽔理模型実験施設  ⼩⽯原川ダム・⼤分川（ななせ）ダ
  ⽟来   各⼯事現場 稲葉  （完成） 現地 ⾒学    
イ ベ ン ト 名 河川技術委員会 令和元年度 現地⾒学会  
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉９⽇（⽔） １０⽇（⽊） 
⾒ 学 場 所 
内 容 

⾚⾕川⽔理模型実験施設（筑後川河川事務所）⾒学 
説明者 筑後川河川事務所（九州北部豪⾬復興出張所） 
⼩⽯原川  建設現場⾒学 説明者 朝倉総合事業所 
⼤分川（   ）  ⼯事現場⾒学 説明者 ⼤分川ﾀﾞﾑ⼯事事務所 
⽟来ダ 建設現場⾒学 説明者 ⼤分県⽟来ﾀﾞﾑ建設事務所 
稲葉  （完成）⾒学 説明者 ⼤分県⽵⽥⼟⽊事務所 

参 加 者 1 ⽇⽬ 24 名（14 社）、2 ⽇⽬ 24 名（14 社） 
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9. 設計技術者のためのリカレント教育講座１（道路技術委員会） 
若⼿技術者 対象 技術⼒向上 情報提供 ⽬的  道路計画 設計 基礎     基礎的知識 習得 ⽬標  
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１」 
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉１１⽇（⾦） 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  58 名（ 37 社） 
内 容 ■道路計画 設計 基礎 

■道路計画 設計 演習 
 
10. 地域セミナーin ⼤分    防⽌     （品質向上委員会） 

イ ベ ン ト 名 地域セミナーin ⼤分    防⽌      
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉１１⽇（⾦） 13:00 17:00 
場 所 J:COM ホルトホール２階２０１，２０２会議室 （⼤分市⾦池南 1-5-1） 
参 加 者 ４７名（１６社） 
内 容 ■地域    開催     品質向上委員会活動報告  

■河川構造物    事例 会計検査 指摘事項     
■道路 道路構造物     設計    事例 会計検査 指摘事項     
■H29 道⽰ 留意点等     
■特別講演「ヒューマンエラー」 

⼤分県⼟⽊建築部 ⼯事検査室 室⻑ 柴村 宗仁様 
 
11. 地域セミナーin 宮崎    防⽌     （品質向上委員会） 

イ ベ ン ト 名 地域セミナーin 宮崎    防⽌      
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉１８⽇（⾦） 13:00 17:00 
場 所 宮崎市⺠    ⼤会議室 （宮崎市橘通⻄ 1-1-2) 
参 加 者 ６５名（２６社） 
内 容 ■地域    開催     品質向上委員会活動報告  

■河川構造物    事例 会計検査 指摘事項     
■道路 道路構造物     設計    事例 会計検査 指摘事項     
■H29 道⽰ 留意点等     
■特別講演 宮崎駅⻄⼝駅前広場整備   他都市計画 関  話題      
 宮崎県県⼟整備部都市計画課 課⻑補佐 ⼤浦 浩⼀郎様 

 
12. 地域セミナーin ⿅児島    防⽌     （品質向上委員会） 

イ ベ ン ト 名 地域セミナーin ⿅児島    防⽌      
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉２５⽇（⾦） 13:00 17:00 
場 所 サンプラザ天⽂館 2F ホール （⿅児島市東千⽯町 2-30)  
参 加 者  ４１名（２０社） 
内 容 ■地域    開催     品質向上委員会活動報告  

■河川構造物    事例 会計検査 指摘事項     
■道路 道路構造物     設計    事例 会計検査 指摘事項     
■H29 道⽰ 留意点等     
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■特別講演「品確法と県のとりくみについて」 
 ⿅児島県⼟⽊部 監理課技術管理室 技術補佐 丸⼭ 修様 

 
13. リカレント教育講座２（道路技術委員会） 

若⼿技術者 対象 技術⼒向上 情報提供 ⽬的 橋台設計 基礎知識 習得 ⽬標   講座 開催    
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」 
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉２５⽇（⾦） 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 ■橋梁基礎設計 基礎 

■橋梁基礎設計 演習 
内 容  50 名（ 30 社） 

 
14. 環境・都市等技術委員会 現地⾒学会（環境・都市等技術委員会） 

天草地域は世界遺産登録活⽤の取組みの先進地であり、天草市観光⽂化部⽂化 
課世界遺産⽂化財係  意⾒交換 三⾓⻄港 崎津教会⾒学   今後 業務遂⾏ 有益 知⾒ 得 
られるよう企画した。 
イ ベ ン ト 名 環境・都市等技術委員会 現地⾒学会 
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉２５⽇（⾦） ２６ ⽇（⼟） 
⾒ 学 場 所 
内 容 

■地域資源を活かした持続可能なまちづくりを学ぶ 
 天草地域  世界遺産 活⽤   地域活性化 取 組    

・世界⽂化遺産の活⽤⽅法を学ぶ(三⾓⻄港⾒学) 
・有明海の⽔産資源を学ぶ(合津マリンステーション) 
・天草市におけるまちづくりを学ぶ(意⾒交換) 
・世界⽂化遺産の活⽤⽅法を学ぶ(崎津教会) 
・地域資源を活かしたまちづくりを学ぶ(太陽 ⾥,フラワーロード,⻑島太陽光発電所) 

参 加 者 1 ⽇⽬ ６名（６社） 2 ⽇⽬ ６名（６社） 
 
15. 道路技術委員会 令和元年度 ⾒学会 （道路技術委員会） 

鋼橋架設⼯事状況、ＰＣ橋架設⼯事状況、トン ネル⼯事状況、セメント⼯場、ＰＣメーカー⼯場、鋼橋メーカー⼯場
等 ⾒学 ⾏    

イ ベ ン ト 名 道路技術委員会 令和元年度 ⾒学会  
開 催 ⽇ 令和元年１０⽉１７⽇（⽊）   １０⽉１８⽇（⾦） 
⾒ 学 場 所 
内 容 

国⼟交通省 博多港湾・空港整備事務所 博多港臨港道路 建設現場  ⾒学 
セメント⼯場  ⾒学 
ＰＣメーカー⼯場  ⾒学 
国⼟交通省 ⼤分河川国道事務所 三光本耶⾺渓道路 建設現場  ⾒学 
国⼟交通省 北九州国道事務所   ＪＲ九州 春の町跨線橋 建設現場  ⾒学 
鋼橋メーカー⼯場  ⾒学 

参 加 者 １⽇⽬ ２５名（１４社） ２⽇⽬ ２７名（１４社） 
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16. 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） 
管理技術者 若⼿設計担当者   実務者層 対象  事例紹介 技術的 観点  留意点 対策 提案    
 成果品 関     事例集            対  認識 ⾼ 防⽌策 学 機会   開催    
イ ベ ン ト 名 令和元年度 品質    ”   防⽌    ” （九州会場） 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉７⽇（⽊）９ ３０ １７ ００ 
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 -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  ⻑崎卸    2 階 第 1・2 会議室（⻑崎市⽥中町１２０１） 
 ⼤分  J:COM ホルトホール⼤分 408 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
 熊本  (株)九州開発エンジニヤリング別館(熊本市東区健軍本町３３-５-２Ｆ) 
 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） 
 沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場  
午前 会員 １２３名（ ５４社）、⾮会員 ３名（３社）、発注者 ６名（２団体）  

 午後 会員 １１４名（ ５２社）、⾮会員 ３名（３社）、発注者 ６名（２団体） 
■佐賀会場  午前  １２名(５社)、午後  １２名（５社） 
■⻑崎会場  午前   ５名 (２社)、午後   ４名（２社） 
■⼤分会場  午前  １４名 (６社)、午後  １５名（６社） 
■熊本会場  午前   ６名 (５社)、午後   ５名（４社） 
■宮崎会場  午前  １０名 (６社)、午後  １０名（６社） 
■⿅児島会場 午前   ４名 (４社)、午後  ４名（４社） 
■沖縄会場  午前 １１ 名 (１社)、午後   ９名（１社） 

内 容 ■セミナー概要説明 
■エラーの技術的分析と改善策 

道路／     橋梁 鉄道 ⼟質 地質 河川構造物 砂防 急傾斜 
■全体質疑応答・講話 

       
▲品質セミナー本会場の様⼦                ▲サテライト佐賀会場の様⼦ 

       
▲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 
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▲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 

       
▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 
17. 情報委員会「ICT セミナー（BIM/CIM の動向と関連情報講習会）」（情報委員会） 

イ ベ ン ト 名 「ICT セミナー（BIM/CIM の動向と関連情報講習会）」（福岡会場） 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉８⽇（⾦）１３ ３０ １７ ００ 
場 所 ■福岡本会場 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） 

■サテライト会場 
 ⿅児島 (株)萩原技研会議室（⿅児島市⼭下町 16-20） 
 沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場  ５９名(３２社)  
■サテライト会場  計１０名 
 ⿅児島会場 ６名(５社) 
 沖縄会場  ４名(１社) 

内 容 ■BIM/CIM 関連基準 要領等 整備 改定 他 
■リクワイヤメント、建コン各社の対応 他 
■OCF 活動紹介、関連ソフト紹介 
■質疑応答・総括 
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18. ＧＩＳ講習会（情報委員会） 
イ ベ ン ト 名 「GIS 講習会（初級編）・秋」【福岡】 

「GIS 講習会（中級編）・秋」【福岡】 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉１４⽇ （⽊） １０ ００ １７ ００ 

令和元年１１⽉１５⽇ （⾦） １０ ００ １７ ００ 
場 所 天神ビル 11 階 7 号会議室（福岡市中央区天神 2-12-1） 
参 加 者 初級編 ２３名（１９社） 

中級編 １９名（１５社） 
内 容 ■ 初級編  

これまでGISを使った事が無い技術者を対象に、GIS  概念     機能等 講習      
  使  講師 操作説明 従  操作      取 込   作成 分析 綺麗 地図 出
⼒    基本的 GIS 操作を習得することを⽬標とする。 
使⽤    ArcGIS Pro 
■ 中級編 
初級編 技術    習得    技術者 対象  主     分析 実習 ⾏  実践的 
GIS 操作を習得することを⽬標とする。 
使⽤    ArcGIS Pro 

    
▲サテライト⿅児島会場の様⼦   ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 
19. 品質向上委員会 令和元年度 品質を考える勉強会（品質向上委員会） 

イ ベ ン ト 名 品質向上委員会 令和元年度 品質を考える勉強会 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉１５⽇ （⾦） １３ ００ １７ ３０ 
場 所 ㈱エイト⽇本技術開発 九州⽀社 会議室（福岡市博多区住吉 3-1-80 新オヌキビル２Ｆ）
参 加 者 ３２名（１８社） 
内 容 ■    論議 

エラー体験談紹介 
改善策・エラーをなくすための提案 

■    論議結果発表 
 
20. 河川技術セミナー（第 3 回）（河川技術者委員会） 

イ ベ ン ト 名 河川技術委員会 「河川技術セミナー（第３回）」 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉２０⽇（⽔） １５ ００ １７ ００ 
場 所 ■TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前 3 階 3-4（福岡市博多区博多駅前 4-2-1） 

■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  ⻑崎卸    組合会館 第１ ２会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
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  ⼤分  JCOM ホルトホール⼤分 404 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
  熊本  （株）九州開発エンジニヤリング別館 （熊本市東区健軍本町 33-5-2F ） 
  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） 
  沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 

参 加 者 ■福岡本会場 66 名(２９社)  
■サテライト会場 計 ４６名 
 佐賀会場  ８名(３社) 
 ⻑崎会場  ６名(２社) 
 ⼤分会場  ８名６(社) 
 熊本会場  ４名(２社） 
 宮崎会場  １０名(４社) 
 ⿅児島会場 ５名(２社) 
 沖縄会場  ５名（１社） 

内 容 ■講演１ 災害対応 GIS について 
九州⼤学 ⼤学院 ⼯学研究院 附属アジア防災研究センター 三⾕ 泰浩 教授 

■講演２ 地理院地図  紹介 
国⼟交通省国⼟地理院 九州地⽅測量部 地理空間情報管理官 阿部 誠 ⽒ 

       
▲サテライト佐賀会場の様⼦              ▲     ⻑崎会場 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 
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▲サテライト⿅児島会場の様⼦   ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 
 

21. 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） 
イ ベ ン ト 名 情報セキュリティ講習会(九州)」 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉２２⽇ （⾦） １３ ３０ １７ ００ 
場 所 天神ビル 11 階 9 号会議室（福岡市中央区天神 2-12-1）  
参 加 者 ５５名（３１社） 
内 容 ■講 演 １  クラウドサービスを使うためのセキュリティを考える 

■講 演 ２  標的型攻撃 内部不正   情報漏   事例 対策 
■講 演 ３  情報セキュリティ対策の基本と⾝近なリスク 

       
▲情報セキュリティ講習会の様⼦ 

 
22. 環境・都市等技術委員会、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 「最先端技術のまちづくりへ

 応⽤       ICT 活⽤           形成  （環境・都市等術委員会） 
イ ベ ン ト 名 環境・都市等技術委員会（⾵景デザイン研究会）共同開催セミナー「最先端技術のまちづくりへ

 応⽤       ICT 活⽤           形成 」 
開 催 ⽇ 令和元年１２⽉６⽇（⾦） １３ ３０ １７ ３０ 
場 所 ■⼋重洲博多ビル 11Ｆ ホールＡ 

■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  ⻑崎卸    組合会館 第１ ２会議室（⻑崎市⽥中町 1201） 
  ⼤分  JCOM ホルトホール⼤分 404 号(⼤分市⾦池南 1-5-1） 
  熊本  （株）九州開発エンジニヤリング別館 （熊本市東区健軍本町 33-5-2F ） 
  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） 
  沖縄  (株)   設計（那覇市⾸⾥⾚⽥町 3-5） 
 

参 加 者 ■福岡本会場 ７３名(４３社)  
■サテライト会場 計 ３７名 
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 佐賀会場  ４名(２社) 
 ⻑崎会場  １２名(５社) 
 ⼤分会場  ６名４(社) 
 熊本会場  １名(１社） 
 宮崎会場  ６名(３社) 
 ⿅児島会場 ３名(２社) 
 沖縄会場 ５名（1 社） 

内 容 ■講演 1  国⼟交通省            取組   
講師 国⼟交通省九州地⽅整備局 建政部都市整備課課⻑ ⽥中耕介様 

■講演 2『地域との協創に向けた第５世代移動通信システム(５Ｇ)等の取り組みについて』』 
講師 ㈱NTT ドコモ 九州⽀社法⼈営業部 ICT ビジネスデザイン担当 斎藤 知彦様 

■講演 3 『⽷島市地域防災システムによる災害対応について』』 
講師 ⽷島市総務部危機管理課 ⽥中 良⼀様 

■講演 4 『都市構造可視化技術のまちづくりへの応⽤』』 
講師 佐賀⼤学芸術地域    学部 芸術地域デザイン学科教授 有⾺ 隆⽂様 

■ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ『最先端技術のまちづくりへの応⽤』』 
         九州⼯業⼤学⼤学院⼯学研究院建設社会⼯学研究系教授 吉武 哲信

様』 
        講演者(国⼟交通省 ⻫藤様 ⽥中様 有⾺様) 

   
▲サテライト佐賀会場の様⼦                 ▲     ⻑崎会場 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 
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▲サテライト⿅児島会場の様⼦              ▲サテライト沖縄会場の様⼦ 

 

 

【夢アイデア部会】 

1. 舞鶴公園ヒツジ除草実験を開催（夢    実⾏委員会） 
寄    夢     具現化 実現化 ⾏  建設       協会九州⽀部 社会貢献活動（CSR）に⼤きく寄
与  活動及 若⼿技術者 育成   社会実験 ⾏    
【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       調査 実施  市⺠ 理想   都市公園   ⽅ 研究    
 公園管理者    除草 様⼦ 観察         除草 効果 紹介    
イ ベ ン ト 名 舞鶴公園ヒツジ除草実験 
開 催 ⽇ 令和元年８⽉ 20 ⽇（⽕） ８⽉ 26 ⽇（⽉） 
場 所 舞鶴公園⻄側広場 
内 容 ■除草する区域約２０００平⽅メートルを柵で囲い、ヒツジを放ち、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 交流会 展⽰・投票 ⾏       気 ⼊  作品 記念品 贈  。 

  
2.  夢     交流会 2019」（夢アイデア企画委員会） 

今年度        関  提案  応募作品 中  ⼀次審査通過者             夢     実現化
    ⽅々 活動報告  夢    交流会 通         関  ⼈材交流   育成 ⽬標 開催    
イ ベ ン ト 名 夢     交流会２０１9 
開 催 ⽇ 令和元年１１⽉３０⽇（⼟）13 00 17 30 
場 所 天神スカイホール（福岡市中央区天神 1-4-1 ⻄⽇本新聞会館１６階） 
参 加 者 １５０名 
内 容 ■第１７回「まちづくりに関する提案の募集」応募編の中から提案者１０名によるプレゼンテーシ

ョン 
■         （発表者 来場者  意⾒交換会） 
■表彰式・懇親会 

審 査 ⽅ 法 １０名 応募者   夢    発表 ⾏  参加   皆   投票 審査委員会 審査  
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。 
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【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 堂薗 俊多 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       協会九州⽀部⽀部⻑ 

 

【表彰作品】 
最優秀賞 
（1 編） 

過疎化    映画 ＰＲ⼤作戦   ⼩⽥ ⼤登 
⼩⾕ 知宏 

優秀賞 
（2 編） 

みんな思ったことはあるはず …  外国⼈ と話したい   
  外国⼈ 交流   街     

岩井 彩奈 

こども銭湯 江本 雄弥 
佳作 
（7 編） 

     離         ⻄岡 拓海 
迷わず駆け込みたくなる避難場所つくり  学校 ⾏     ⽚岡 裕⼦ 

⽚岡 慎⼆ 
つなぐ －⼩学校と地域の新しい関係－ 内⽥ 航  

椎橋 亮 
遠⽵ ⿇⽉ 

親⼦で考えた迷い⼈との共⽣ 吉岡 純怜 
 ⽗⺟ 

「Make Japan」－協働社会を実現するためのプラットフォーム－ 東 叶⼦ 
まちとひとをつなぐキロポスト ⼩⽥ 悠介 

川岡 諭之 
イオン上峰店跡地に建つ農業⽣産・⽥園景観をテーマとした道の駅 岡 祥⼤ 

特別賞 
（1 編） 

ウェルネス JUMP 講座 

 

【発表作品（10 編）】 
作 品 名 発 表 者 
     離         ⻄岡 拓海 
みんな思ったことはあるはず …  外国⼈ と話したい   
  外国⼈ 交流   街      

岩井 彩奈 

過疎化    映画 ＰＲ⼤作戦   ⼩⽥ ⼤登 
⼩⾕ 知宏 

迷わず駆け込みたくなる避難場所つくり  学校 ⾏     ⽚岡 裕⼦ 
⽚岡 慎⼆ 

つなぐ －⼩学校と地域の新しい関係－ 内⽥ 航  
椎橋 亮 
遠⽵ ⿇⽉ 

親⼦で考えた迷い⼈との共⽣ 吉岡 純怜 
 ⽗⺟ 

こども銭湯 江本 雄弥 
「Make Japan」－協働社会を実現するためのプラットフォーム－ 東 叶⼦ 

まちとひとをつなぐキロポスト ⼩⽥ 悠介 
川岡 諭之 

イオン上峰店跡地に建つ農業⽣産・⽥園景観をテーマとした道の駅 岡 祥⼤ 
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▲夢    交流会 2019 の様⼦ 
 
3.夢アイデア実現化プロジェクト・ダレトモストリート（夢    実⾏委員会） 

イ ベ ン ト 名 ダレトモストリート in 唐⼈町商店街 2019 
開 催 ⽇ 令和元年 12 ⽉ 7 ⽇（⼟） 受付開始 14:30 17:00 
場 所 唐⼈町商店街 
参 加 者 43 名 
内 容 ■⾝近 特定 街並   ⾮⽇常的 時間帯 区切               命名     

訪れる⼈々に対して「その空間にいる誰にでも話しかけてよい」というただ⼀つのルール（マナー）を
設定して楽しみ、通りに賑わいを創出する試みで、昔ながらの  無礼講  概念 通  再現  
うというプロジェクト。 
※無礼講（     ） 地位 ⾝分 上下 取 払 楽     主旨 宴会 
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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 ㈱有明測量開発社 861-4108 熊本市南区幸田 2-7-1 096-381-4000 

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

10 ㈱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 

11 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 

12 ㈱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 

13 ㈱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 

14 ㈱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 

15 ㈱ｴｽｼﾞｰ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 840-0805 佐賀市神野西 4-18-25 0952-31-7881 

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㈱ 九州事務所 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 九州支社 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 令和 2 年 2 ⽉現在 会員名簿 
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企業名 所在地 電話 

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 産業開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 812-0044 福岡市東区筥松 3-13-9 092-621-7118 

59 ㈱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 

60 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 

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

62 ㈱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 

63 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 

64 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 

65 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 

66 ㈱島田設計コンサルタント 882-0803 延岡市大貫町 4-1333-3 0982-33-5141 

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

68 新日本開発工業㈱ 九州事務所 812-0038 福岡市博多区祇園町 8-12-1027 092-273-2300 

69 ㈱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 

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

71 ㈱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 

72 ㈱セイコー 830-0055 久留米市上津 1-24-13 0942-22-5850 

73 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 

74 ㈱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 

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

76 ㈱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 

77 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 九州支社 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-11-28 092-432-5385 
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 企業名 所在地 電話 

78 ㈱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

79 ㈱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 

80 第一復建㈱  815-0031 福岡市南区清水 4-2-8 092-557-1300 

81 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 

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

83 ㈱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 

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

85 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 

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

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

88 ㈱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 

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

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

91 ㈱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 

92 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 

93 ㈱地圏総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支店 810-0041 福岡市中央区大名 2-4-12 092-731-1121 

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

95 ㈱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 

96 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 

97 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 

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

99 ㈱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 

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

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

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

103 ㈱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 

104 東亜ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  870-0150 大分市東原 1-20-17 097-558-4884 

105 ㈱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 

106 ㈱東光ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 九州支店 812-0007 福岡市博多区東比恵 3-12-16-5F 092-472-3323 

107 ㈱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 

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

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

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

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

112 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 

113 ㈱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 

114 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 

115 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 

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

117 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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118 西日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱  870-0852 大分市大字奥田 646-1 097-543-1818 

119 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

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

121 ㈱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 

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

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

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

125 ㈱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 

126 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 

127 ㈱日本インシーク 九州支店 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-9-3 092-433-2771 

128 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 

129 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 

130 ㈱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 092-482-0354 

131 日本振興㈱ 九州支店 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-21-2F 092-481-0264 

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

133 ㈱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 

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

135 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 九州支社 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 7-21 092-418-8020 

136 ㈱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 

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

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

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

140 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 

141 ㈱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 

142 ㈱冨士設計  870-0942 大分市大字羽田 930-1 097-574-5318 

143 ㈱復建ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 福岡支社 810-0041 福岡市中央区大名 2-12-15-2F 092-716-6262 

144 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 

145 ㈱ホープ設計 903-0813 那覇市首里赤田町 3-5 098-911-9073 

146 ㈱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 

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

148 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 

149 ㈱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 

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

151 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 

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

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

154 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 

155 ㈱ワコー 861-4172 熊本市南区御幸笛田 3-19-1 096-370-3333 

（令和 2 年 2 ⽉ 1 ⽇現在 155 社） 
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