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NPO 技術交流フォーラム

挨拶

「創立
岩尾 雄四郎

周年を迎えて」

ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム理事長

返り、今後を見極めるには絶好の機
とえ）通りに、この混沌（Ｃｈａｏ
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は、「

浮上する中、東北大震災と原子炉メ

術に関しては一般人より知識や技術、

術士資格を保有する会員諸氏は、技

ので、そこに技術者倫理が不可欠と
（ノ

光の筋」
を描けると期待しています。

た日本に飛行機雲のような「一条の

か？」を考えて頂ければ、混沌とし

術者としての倫理は如何にあるべき

です。この言葉を下敷きにして「技

大きな責任があります」と言う意味

る人は一般の人よりも社会に対して

「能力のある人・地位や権限等のあ

ブレス・オブリージュ）
」の意味は、

なるのです。
「
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言葉が乱発され、科学・技術者の判
断力や倫理観までもが信頼性を大き
く失いました。政治も経済も人心も
た。
このような現世日本において、当
ＮＰＯ法人技術交流フォーラムが

会と考えました。「塞翁が馬」の譬（た

フォーラムの会員諸氏が過去を振り
年が経過し、十

月一日に記念行事を無事挙行するこ

ｓ）状況に一筋の光を見出す責務が

が期待されていました。しかし、超

オブリージュ）
」の思考概念であると

ルトスルー事故が勃発し、日本は大

これらの応用力に於いて卓越してい

（ノブレス・

低金利政策下でもデフレと円高基調

思います。技術の高さの証として技

混乱のるつぼに陥落しました。予知

るのです。その能力を善に使うも、

は続き、「失われた

予測はことごとく外れ、システムの

1

誕生して早やくも
とが出来ました。これも一重に会員

我々にはあるのです。シンポジウム
年 」、「 技 術 の 地 域 貢

我々技術者が常に自覚すべきこと

とともに提言を頂きました。

献」とし、多角的な議論をして頂く

「失われた

での基調キーワードは「過去と未来」
、

諸氏の所属する組織や関係諸団体の
皆様のご理解とご支援の賜物であり、
厚く感謝申し上げます。
発 足 当 時 の 日 本 は 「 失 われ た

20

年 」 の言 葉 が

投資額は高水準にあり、景気の回復

年」と囁かれた頃ですが、公共工事

10

悪に使うも当事者個人に委ねられる

（平成 22 年 11 月 27 日 於：武雄温泉ハイツ）

10

安全神話は瓦解したため、
「想定外」

技 術 懇 話 会

10
20

創立

周年記念大会の開催概要
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ＮＰＯ法人

技術交流フォーラム

創立10周年記念大会
技術の地域貢献～新たな絆を求めて！

四郎島

神ノ島

幕末佐賀のノウハウを活かした地域づくり
40年ぶりに湧水が復活した縫ノ池

（長崎市の四郎島台場）

人材育成活動

河川合同巡視

平成23年10月１日（土）
開場／13：30 開会／14：00 閉会／19：30
ホテル「グランデはがくれ」
主催 ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム
2

10年の歩み，そして新たな進化

ＮＰＯ法人技術交流フォーラムは、平成１３年８月２２日に設立し、研究機関、行政
機関や関係団体協会等の多大なるご支援をうけ、本年１０周年を迎えることができまし
た。
技術交流フォーラムは、「高度な技術と豊富な経験を有する会員相互の協力により、
市民・団体等を対象に、科学技術の分野で助言又は支援・協力を行い、科学技術水準の
高揚、健全なまちづくり、次世代人材の育成を推進し、もって社会教育、地域づくり、
くにづくり、災害救援、環境の保全など、公益の増進と豊かな社会をつくるために寄与
すること」を目的として掲げております。高い倫理観と高度な技術力を持った科学技術
者としての活動が大切という認識に立ち、社会に少しでも貢献できることを目指してこ
れまで活動を行ってきたところであります。また、県内技術者の育成、技術力の向上に
向けた取り組みについても、積極的に力を入れてきたところであります。
具体的には、事業、広報、研修の３委員会を設けて、①事業委員会では技術懇話会や
会員交流、事業研究、②広報委員会では、ホームページ開設、定期的な保守管理、広報
活動、③研修員会では、佐賀県県土づくりコンサルタンツ協会への技術指導者派遣や佐
賀の地質研修会の実施などの人材育成活動を継続的に行っています。
さらに，目的達成のために，地域づくり、環境、防災、技術士の４つの部会を設けて、
以下のような活動を行ってきたところです。
①地域づくり部会：品質確保検討会、建設アドバイザー機構、深層混合処理工法検
討検討会の運営。
②環境部会：縫ノ池交流支援、アサザ保存会活動支援、佐賀水ネット参加、全国一
斉水質調査のほか、環境保護や生物多様性に関する活動の支援。
③防災部会：一級河川の河川合同巡視参加、佐賀平野大規模浸水危機管理対策検討
会など、防災に関する協働活動。
④技術士部会：社団法人日本技術士会九州支部活動、技術士ＣＰＤ研鑽、他県技術
士との交流、技術士論文発表大会への参加、技術士受験申込書配布説明会など。
これらの活動の成果の一つとして、平成１７年から施行された「公共工事の品質確保
の促進に関する法律」を背景とした品質確保検討会では、建設アドバイザー機構を設立
し、発注者や受注者等から提起された佐賀県特有の軟弱地盤の技術的問題解決や、業種
別標準特記仕様書の作成、アセットマネジメントに対する技術的取り組みとしてアス
ファルト舗装のＬＣＣ、ＤＭＭマニュアルの作成など、産学官が一体となった調査研究、
情報収集及び情報発信や広報活動等について高い評価を頂いているところであります。
わが国を取り巻く経済社会環境は、近年著しく変化し、社会資本整備技術の質的向上
が求められています。さらに、技術者が積極的に社会貢献するために地域との新たな絆
を構築することが求められていると考えます。
このようなことから、技術交流フォーラムは現在を起点にさらに進化していくことを
目指しています。
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プログラム（14：00～19：30）
１. 記念式典

（14：00～14：30）

・理事長挨拶
岩尾雄四郎
・祝辞

国土交通省武雄河川事務所 所長

村 瀬 勝 彦 氏

佐賀県県土づくり本部

井 山

本部長

聡 氏

公益社団法人 日本技術士会 九州本部
本部長
甲 斐 忠 義 氏
・表彰
初代理事長

三浦哲彦 氏

初代事務局

株式会社 九州構造設計 様

幕末佐賀研究会様から技術交流フォーラムへ感謝状
２.シンポジウム （14：30～17：30）
・基調講演 「災害に備える－東日本大震災から学ぶこと－」
（14：30～15：30）
佐賀大学名誉教授 荒牧軍治氏
・10年間の活動報告
（15：30～16：15）

①神ノ島・四郎島をとおした地域貢献，他県との連携，
……（原田 彰）
生物多様性に関わる活動
②縫ノ池支援と地域の活性化，巨勢川調整池利活用懇談会，
防災・減災に関わる活動
……（大串 正）
③産・官・学協働による品質確保検討会，人材育成に関する活動
……（宮副一之）
・パネルディスカッション
（16：30～17：30）
＜技術の地域貢献～新たな絆を求めて＞
コーディネーター： 荒牧軍治氏
パ ネ リ ス ト ： 井山 聡氏
岩尾雄四郎，三浦哲彦，原田 彰，盛永保弘
３.記念パーティー （18：00～19：30）

4

Memo

ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム
〒849-0902
佐賀県佐賀市久保泉町上和泉3114-3
電話，ファクシミリ 0952-98-2225
ホームページ http://www.gi-fo.com
Ｅメール
npo@rapid.ocn.ne.jp
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ＮＰＯ法人
日付
年
2001
（平13)

月 日

行事等

行事等の概要

8

22

ＮＰＯ法人技術交流フォーラ
ム認証受理

9

3

ＮＰＯ法人技術交流フォーラ
ム設立登記

10 18

2002
(平14)

場所：業務

技術交流フォーラムの１０年間の歩み 1

佐賀神社記 ＮＰＯ技術交流フォーラム設
念館
立総会、記念講演会、祝賀会

初代理事長就任（三浦哲彦）
記念講演：幕末佐賀藩の科学技術
講師：長野暹先生（九州国際大学教授）
（ホームページ開設、技術交流フォーラム名刺作
成、河川合同巡視活動等）

10 19 長崎市

現地研修会

神ノ島・四郎島現地研修

10 20

月例実務技術研修会への講
佐賀県測量設計業協会主催
師派遣

12

1

佐賀県立宇 平成１３年度技術懇話会開催 ①子供たちに体験と夢を（講師：井上英史氏）
宙科学館
（第１回）
②川のなりたちと生態学（講師：島谷幸宏氏）

1

25

佐賀大学理
ＣＥ塾６期生
工学部

5

20 はがくれ荘

平成１４年度総会

縫ノ池（湧水会：平成14年7月発足）活動支援

①佐賀の自然・佐賀でしか守れないものたち（講
師：田島正敏氏）
佐賀県立宇
11 30
平成１４年度技術懇話会開催 ②武雄のまちづくり（講師：古庄健介氏）
宙科学館
③縫ノ池に関する活動報告、神ノ島・四郎島に関
する報告

2003
（平15)

2

科学技術史／弥生・幕末・現
在
吉野ヶ里公園、佐賀城本丸、巨勢川調整池の現
8 現地見学会
（日本技術士会・全国支部長 地案内
会議）

3

8

長崎市四郎 四郎島大砲台場築城１５０年
カノン砲７発
島現地
記念式典
①神ノ島・四郎島活動
②縫ノ池活動
③みずみちマップづくり活動
④自転車ワークショップ活動
⑤佐賀城本丸復元記念行事
⑥災害技術支援

5

20 はがくれ荘

平成１５年度総会

9

6 佐賀城内

佐賀城トンボ、魚、水性植物
佐賀大附属小学生、赤松小学生
観察会

①最近の温泉事情：温泉の開発、管理運営（講
佐賀県立宇
師：山口和登氏）
11 29
平成１５年度技術懇話会開催
宙科学館
②市町村合併：新たなる地方の展開（講師：片渕
弘晃氏）
6

ＮＰＯ法人
日付
年
2004
(平16)

月 日
5

22

10

1

11 27

2005
(平17)

場所：業務

技術交流フォーラムの１０年間の歩み 2
行事等

行事等の概要

ルネッサンス
平成１６年度総会
創世

ホームページ改定・運営

技術交流フォーラム正会員、 ①定例会開催場所・方法等について
賛助会員へのアンケート
②各委員会・部会の活動について
①箱に入ったノミ（講師：笠原瑠璃子氏）
佐賀県立宇
平成１６年度技術懇話会開催 ②地下水の環境変化の調査方法について（講
宙科学館
師：柏原公二郎氏）

5

18 業務受託

業務名：巨勢川調整池利活
用懇談会運営

5

24 はがくれ荘

平成１７年度総会

6

3

7

1

9

業務場所：佐賀市金立町地内
発注者：国土交通省佐賀河川総合開発工事事務
所
工期：H17.5.18～H18.3.31
佐賀県県土づくりコンサルタンツ協会実務研修会
講師派遣
品質確保検討会分科会

第１１回西日本技術士研究・ テーマ：自然災害・産業災害の危機管理と道のや
アバンセ（佐
業績発表年次大会（共催参 くわり
賀市）
加）
佐賀城本丸歴史館見学会
①定例会の開催方法等について
技術交流フォーラム正会員、
②各委員会・部会活動への関心、参加希望
賛助会員へのアンケート
③当ＮＰＯ法人への意見

提案（５団体
20 による共同提 提案先：古川康佐賀県知事
案）

提案事項：社会整備の品質確保を促進する協議
会設置について
①総合的技術研修システムの構築
②材料試験機関の充実
③照査・検査・評価システムの構築
④アセットマネジメントの導入

①新たな危機管理対策プランについて（講師：尾
澤卓思氏）
佐賀県立宇
11 26
平成１７年度技術懇話会開催 ②１０番目の惑星発見：太陽系の周辺をめぐる話
宙科学館
題（講師：松本直弥氏）
③座談会（待ったなし品確法）
2006
(平18）

ＰＥ道場,RCCM道場の開設
（これまでのＣＥ塾を改正）

1

5

6

19

ルネッサンス
平成１８年度総会
創世

4 業務受託

業務名：巨勢川調整池利活
用懇談会運営

7

業務場所：佐賀市金立町地内
発注者：国土交通省佐賀河川総合開発工事事務
所
工期：H18.6.4～Ｈ19.3.15

ＮＰＯ法人
日付
年
2006
(平18）

2007
（平19）

月 日
9

17

場所：業務

技術交流フォーラムの１０年間の歩み 3
行事等

行事等の概要

千代田町中
アサザ観察会
地江川

11 25

①九州地方に栽培される昆布の有用成分フコイ
佐賀県立宇
平成１８年度技術懇話会開催 ダンの研究、販路開拓等（講師：久原俊之氏）
宙科学館
②人工頭脳工学への誘い（講師：和久屋寛氏）

2

①アセット・マネジメント（AM)分科会
アセットマネジメント並びに公 ②トータルクオリティー・マネジメント（TQM)分科会
土木事務所 共工事の品質確保に関する ③特別仕様書分科会
２／１５神埼・佐賀土木、３／６武雄・唐津土木、３
意見交換会
／７伊万里土木

5

22

ルネッサンス
平成１９年度総会
創世

事務局変更（㈱九州構造設計→西日本総合コン
サルタント㈱）

①佐賀平野大規模水害支援体制の構築とＮＰＯ
との連携（講師：中平善伸氏）
佐賀県立宇
11 24
平成１９年度技術懇話会開催
②斜面災害について（近年長崎県で発生した斜
宙科学館
面災害の実例）（講師：木原真氏）
2008
（平20）

5

1

建設アドバイザー機構の設立

4

15

深層混合処理工法の合理的
検討会ワーキング（H20.8.5～H21.3.3)
設計に関する検討会

5

20

ルネッサンス
平成２０年度総会
創世

地域防災マップ策定支援（小城市）

①佐賀導水事業と城原川ダム建設事業について
佐賀県立宇
（講師：久保朝雄氏）
11 24
平成２０年度技術懇話会開催
宙科学館
②長崎県農村地域の活性化に向けた取り組み
（講師：豊里和徳氏）
2009
（平21）

5

19

ホテルマリ
ターレ創世

8

31 業務受託

12

4

理事長交代（三浦哲彦→岩尾雄四郎）
平成２１年度総会
技術士受験セミナーを開催（APEC：鳥居）
業務名：深層混合処理工法
の設計手法検討会

発注者：佐賀県県土づくり本部 建設・技術課
工期：H21.8.31～H22.3.17

アバンセ（佐 木材利用シンポジュームin佐
賀市）
賀の共催

①これからの社会資本整備のあり方（講師：川上
佐賀県立宇
義幸氏）
11 28
平成２１年度技術懇話会開催
宙科学館
②長崎県における技術士育成活動の事例（講師：
藤村幹治氏）

8

ＮＰＯ法人
日付
年
2010
（平22）

月 日

場所：業務

技術交流フォーラムの１０年間の歩み 4
行事等

行事等の概要

深層混合処理工法手法検討 ①手引作成検討会(H22.4.9～9.3)
会
②土木事務所等説明会（H22.5.25～9.3)

4
ホテルマリ
ターレ創世

5

17

平成２２年度総会

8

佐賀大学多
24 目的セミナー 佐賀の地質研修会（第１回）
ホール

佐賀県庁県
11 25 土づくり本部 佐賀県との意見交換会
会議室

①佐賀地域の地質研修
②ボーリングコア分析指導

①行政改革と建設業について
②品質確保検討会開催について

①統合洪水排水管理に向けた地域での取り組み
武雄温泉ハ
（講師：村瀬勝彦氏）
11 27
平成２２年度技術懇話会開催
②三菱重工業長崎造船所１５０年の歩み（講師：
イツ
大橋義美氏）
2011
（平23）

ホテルマリ
ターレ創世

5

18

平成２3年度総会

7

1 業務受託

7

佐賀大学多
28 目的セミナー 佐賀の地質研修会（第２回）
ホール

10

①基調講演「災害に備えるー東日本大震災から
学ぶこと」
ＮＰＯ法人技術交流フォーラ
ホテル・グラ
講師：荒牧軍治佐賀大学名誉教授
1
ム創立１０周年記念大会、記
ンデはがくれ
②パネルディスカッション「技術の地域貢献～新
念講演、記念祝賀会
たな絆をめざして」
③１０年間の活動報告

業務名：深層混合処理工法
の設計手法検討会

発注者：佐賀県交通政策部 道路課
工期：H23.7.1～H24.3.15

①佐賀地域の地質研修
②ボーリングコア分析指導

備考．１０年間の歩みについては、総会の開催、技術懇話会等の開催履歴を基本として、ＮＰＯ
に関しての取り組み状況やトピックス的なものについての概要を記載したものである。

9

NPO 法人技術交流フォーラム 創立後の活動概要
【事務局】
① 総会（毎年５月）、理事会（随時）、会計監査会（毎年５月）の開催
② 定例会の開催（毎月第２又は第４土曜日開催）
③ 会計事務

１．事業委員会
① 技術懇話会の開催（毎年 11 月下旬に武雄にて開催、対象は技術者及び一般）
② 西日本技術士研究・業績発表年次大会開催（H17 年）

２．広報委員会
① 定例会議事録作成
② ホームページの開設、更新、定期的な保守管理
③ 会員名刺作成（随時）

3. 研修委員会
① PE 道場運営（毎年 2 月～7 月、技術士受験者を対象とした勉強会の開催）
② 月例研修会への講師派遣（毎年 6 月～翌年 2 月、県土づくりｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会の依頼）
③ 佐賀の地質技術研修会（H22、23 佐賀大学との共同で開催）
④ 技術士受験セミナーの開催（毎年４月又は 5 月に専門講師を招いて開催）

4．地域づくり部会
① 神ノ島・四郎ケ島台場跡の発掘と文化遺跡への取り組みを目標とした地域交流
② 品質確保検討会（佐賀大学、佐賀県、県土づくりｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会、建設業協会と共同）で
アセットマネジメント、建設アドバイザー機構、深層混合処理工法検討会、等を運営
③ 生物多様性をキーワードとした地域づくり活動支援

5．環境部会
① 巨勢川調整池利活用懇談会の運営を国交省から受託。「徐福湿原の森つくり会」を発足
② 白石町「縫ノ池」湧水会設立の支援、現在もアドバイザーとして関係を持つ。
③ 神埼市「アサザ観察会」の支援
④ 佐賀水ネットへの参加（全国一斉水質調査等）

6．防災部会
① 国交省武雄河川事務所との協働で「H22 防災・減災フォーラム in 小城」開催
② 六角川・松浦川河川合同巡視への参加
③ 佐賀平野大規模浸水危機管理対策検討会への傍聴参加

7．技術士部会
① 技術士・ＲＣＣＭのＣＰＤ研修（毎月第２又は第４土曜日）
② 技術士受験願書配布・説明会（毎年４月、６月）
10

NPO法人 技術交流フォーラム

創立１０周年記念大会の開催状況写真 ①
と き： 平成２３年１０月１日
ところ： ホテル・グランデはがくれ

10周年記念 挨拶

来賓挨拶

岩尾雄四郎 理事長

来賓祝辞

佐賀県・県土づくり本部
井山 聡 本部長

公益法人 日本技術士会 九州本部
甲斐 忠義 本部長

基調講演「災害備える－東日本大震災から学ぶこと」

10年間の活動報告１
技術交流フォーラム 原田 彰 元副理事長

国土交通省 武雄河川事務所
村瀬 勝彦 所長

11

佐賀大学名誉教授 荒牧軍治先生

10年間の活動報告２
技術交流フォーラム 大串 正 環境部会長

NPO法人 技術交流フォーラム

創立１０周年記念大会の開催状況写真 ②
と き： 平成２３年１０月１日
ところ： ホテル・グランデはがくれ

10年間の活動報告３
技術交流フォーラム 宮副一之 副理事長

10周年記念式典開催状況全景

パネルディスカッション「テーマ：技術の地域貢献～新たな絆を求めて」の開催状況

コーディネーター：佐賀大学名誉教授
荒牧 軍治 先生

パネリスト（マイク）
佐賀県県土づくり本部 井山 聡 本部長

パネリスト（マイク）
技術交流フォーラム 岩尾雄四郎 理事長

パネリスト（マイク）
技術交流フォーラム 三浦哲彦 前理事長

12

NPO法人 技術交流フォーラム

創立１０周年記念大会の開催状況写真 ③
と き： 平成２３年１０月１日
ところ： ホテル・グランデはがくれ

パネリスト（マイク）
技術交流フォーラム 原田 彰 元副理事長

パネリスト（マイク）
技術交流フォーラム 盛永保弘 研修委員長

10周年記念祝賀会
開会挨拶 岩尾雄四郎 理事長

10周年記念祝賀会

開催状況全景

仕舞(大宅公一郎 会員)、謡曲(内野政則 会員)

10周年記念祝賀会（祝・漢詩）
大宅 公一郎 会員

10周年記念祝賀会（創立当時の思い出）
技術交流フォーラム 藤永正弘 元副理事長

10周年記念祝賀会（万歳三唱）
音頭発声：小倉 驍 副理事長

10周年記念祝賀会（祝・仕舞、祝・謡曲）

13

14

基調講演

-

「
災害に備える 東日本大震災から学ぶこと」

NPO 技術交流フォーラム

今、ご紹介していただきました佐

て活動してきましたけど、私の職業

の事もやってますとか、分野を広げ

っと川の事もやってますとか、ダム

とか、国土交通省とつきあってちょ

の後にくっついて地盤をやってます

貢献するという事がない。三浦先生

るんだけど、私の学問分野は地域に

われるようになりました。私はあま

う、という事で減災という言葉が使

災害に備えるというのを考えましょ

くする。処理を迅速にやって、その

物とかいったものをできるだけ少な

てくる死者とか行方不明者とか廃棄

いかないので、備えた結果として出

もうまくいかない。下の所が上手く

ここに示す矢印の部分だけではどう

者。で、今現在語られているのは、

出てくる。例えば死者とか行方不明

害に備えますが、それである結果が

あるとか。色んな公共物を作って災

ら、阪神・淡路大震災のような、あ

容応力度法でやって下さい。それか

ち、弾性設計でやってください。許

傷限界の中に入れて下さい。すなわ

であるならば、普通の橋梁はこの損

合には、１００年に１度程度の外力

変わるのです。例えば耐震設計の場

造物の重要さ、相手の強さによって

復限界の間に入れるか？それは、構

内側に留めるべきか、安全限界と修

次第で、どこに置くか？修復限界の

設計になってしまう。すなわち相手

をする事は構わないのだけど、過剰

びも入れませんよというような設計

基調講演

賀大学を２年ちょっと前に退任しま

は学生に耐震工学を教えてお金をも

り好き言葉ではないんだけれども、

佐賀大学名誉教授

荒牧 軍治 氏

災害に備える「東日本大震災から学ぶこと」

した荒牧です。今回はお話しする機
らう商売です。

す。

題を少なくしてあげようという事で

すなわち、せめて人が死ぬ事は避け

て少なくとも安全限界内で設計する、

きな地震に関しては、重要度に応じ

と、佐賀大学に来て地震工学をやっ

んな分野に首を突っ込んだかという

いろやってきましたので。なぜいろ

地盤をやったり水をやったり、いろ

の方はあまり多くないと思います。

をしたり、施工したりします。例え

備えて防災的な色んな手続き、設計

あったりしますけど、我々はそれに

ったり、火山であったり、風水害で

た。災害というのは相手が地震であ

演題は、
『災害に備える』にしまし

る事は許されていない。この損傷限

技術屋は、この崩壊の範囲に設計す

うのが構造物としてあります。我々

やつ、もっと粘り気のあるやつとい

す。もちろん、これよりもっと強い

システムの言わば実力を現していま

してはならないというものが、世の

く別の話です。すなわち、絶対に壊

このようなこれまでの設計法とは全

ていただく。
ところが、今回の話は、

我々は違う曲線、実力曲線を作らせ

こ れ で 入 り き れな い ので あ れ ば 、

という事だと思います。で、もしも

(

ているという事が、全然尊敬されな

ば、治水施設であるとか、耐震化で

界内に設計すること、すなわち、ひ

)

いことに気がついたのです。三浦先

あるとか不燃化であるとか、ダムで

15

会を頂いた事に非常に感謝しており

ックを受けて、「何で俺達が造ってき

これは、私が学生に伝える時のモ

てください。とするのか、また、修

るいは今回のような海洋型の強い大

たものは壊れたんだろう？」と思っ

デル図です。縦軸に、
相手がいます。

理後に使えるような状態にするのか

下の部分を少なくする、あるいは問

したが、途中で三浦先生が来られて、

たものですが、今回東日本大震災で

これは外力です。横軸が変形です。

という事は設計者、あるいは施主 注

阪神・淡路大震災の時にも大ショ

一緒に低平地防災研究センターを作

は全く別の事を考えさせられました

この曲線は構造物の実力曲線です。

文してくれる人 が決めてください、

ます。

ったり、大学運営に関わったりと、

ので、その事を話をさせていただき

この曲線が、我々が作った構造物や

年勤めま

いろいろな事をやってきました。私

たいと思います。

生とか他の先生は結構活躍されてい

私、佐賀大学に入って

が地震工学をやっている事をご存知

37

NPO 技術交流フォーラム

言おうと弾性限界内、すなわちこう

管プールの冷却装置だけは誰が何と

炉心冷却装置、使用済み核燃料の保

壊してはいけない、すなわち、緊急

わけですね。どんな事があっても、

中にあるという事を思い知らされた

から、アメリカの原子力発電所では、

全じゃなければならなかった。です

ては、誰が何と言おうと、それが安

ますけど、少なくとも電源部に関し

という安全神話があったと批判され

ですから、原子力は絶対に壊れない

物事として成り立たないと思います。

を言っているだけです。ですから、

る訳ではありません。首相と同じ事

した。ですから、私が言い過ぎてい

野田首相がこの間国連でやっていま

れるかもしれませんけど、同じ話を

い過ぎではありませんか？」と言わ

されました。私がこの話をすると
「言

わるとエネルギーが

つ。マグニチュードというのは１変

ち、過去最大であるという意味が一

い、とんでもない地震です。すなわ

ずだと私は思っています。そのくら

ほどの大きさでは絶対になかったは

せん。貞観地震による津波も、今回

倍変わりま

いう赤の線で書いたような設計をし

聞かれたら、「絶対、壊れませんよ」

すけど、もしも、壊れませんか？と

りたいか」という事を説明したんで

す。その時に「我々はなぜダムを作

と思って富士町に行った事がありま

私は嘉瀬川上流にダムを作りたい

と思いましたね。

るかという事を考えた時、私はある

じようなことが我々の設計の中であ

れてしまったわけですね。これと同

いた、という事を我々は思い知らさ

いってしまったような設計になって

なのに、向こう側（崩壊）に飛んで

ておなかなければいけなかったはず

礎とかの設計を一生懸命議論してい

かったのです。我々は構造物とか基

かという事は本当に聞いたことがな

ち、津波のことを考えてどこに置く

いた事がありませんでした。すなわ

をどういう所に置くかなんて話は聞

た。ですが、その時に電源部の装置

ちゅう電力中研に入り浸っていまし

研究所にいましたので、私はしょっ

思います。
、
同級生の友人が電力中央

っていたんだ、というように本当に

我々耐震関係の設計者は一体何をや

源部を入れていたという話を聞くと、

要は潜水艦の中みたいな所に全部電

河のすぐそばに建てる事が多いので、

起きるという事は想像もしていませ

います。全くこんな地震がこの地に

か？と聞かれれば、私は想定外と言

前ですが、この地震が、想定外です

日本大震災を引き起こした地震の名

方太平洋沖地震」これが、今度の東

「想定外」を考えてみます。
「東北地

東日本大震災から学ぶ事として、

ます。

いけないか、という事を考えていき

れたら、どういう処理をしなくては

ここからは、どういう災害に襲わ

に思います。

ればいけない立場に居る、という風

「間違えました」と明確に言わなけ

それから津波の事で言うと、高さ

も考えることができませんでした。

という事自体、私の想像力ではとて

Ｌです。こういう地震がやってくる

ってきました。今度は２９００ＧＡ

新潟地震の時に１２００ＧＡＬがや

神 淡路大震災の時が８００ＧＡＬ。

た地震加速度は約３００ＧＡＬ。阪

の加速度です。我々が学生の時習っ

れから、二番目は、これまでの最大

すので、とんでもない地震です。そ

の９では、エネルギーが

倍違いま

だから、マグニチュード８と今度

す。

と言ったでしょうね。もしも、あの

･

ｍ の津 波 が 来 る 事 は 知 って い ま

30

装置と同じように、絶対に壊れない

造る場合には、この緊急炉心の冷却

てもらえません。ですから、ダムを

ませんと言うと、絶対ダムは造らせ

破壊のどこにくるか相手次第で解り

ダムがこういう曲線の中にあって、

から、骨格に関わる部分の思想が間

そこを議論したことがなかった。だ

あったんですね。だから、ほとんど

さんの仕事だからというイメージが

めの電源部をどこに置くかは機械屋

ましたけれども、炉心を冷却するた

その証拠は必ずしも十分ではありま

つい最近になってわかったことで、

ないかと言われているけど、それは

貞観時代に起こった事があるのでは

からです。今回と同じ規模の地震が

でに起こった事がないと思っていた

んでした。
「何で」かというと、今ま

だと理解していました。

だ湾、そこで、跳ね上がって来るん

本的には三陸沖のこういう入り組ん

できませんでした。そして津波は基

波が襲ってくるという事は全く想像

した。しかし、あれだけ広範囲に津

例えば、北海道の奥尻島で、８ｍ

違っていたという事を私は思い知ら

16

30

ものを造るということを言わないと、

20
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とか９ｍまで跳ね上がりましたけど、

わけです。けど、伊勢湾台風、阪神・

くらいだと思ってください。そう

理解してきたかというと、こういう

すると、

×２００

波が襲ってくる事、それから原子力

仙台空港のような広べったい所で津

外の外力がかかって、そして最大の

の桁はずれの凄さ、この三つの想定

下型地震の凄さ、海洋型地震の中で

つくらい違います。台風の凄さ、直

考えると、地震は本当に寺田虎彦風

も少し沈下しました。そういう事を

東に寄ったわけですね。そして地盤

弾けました。今回

せて来る事になります。で、それが

プレートの方はそのブロックがきれ

いう風に教わってきました。太平洋

か

はなく、せいぜいマグニチュード

の は 、だ い た い ２ ０ ０

発電所があるような台地になってい
被害を起こした。こういう風なもの

に言うと律儀にやって来るんです。

いに一つずつ壊れていくんです。

ｍ押 し寄

風に教わってきました。地震という

淡路大震災、今回の地震が起きまし
で

年間で１ｍ、１００年間

あれも湾の中に入って跳ね上がった
た。この災害による死者数は桁が二

る所に襲ってくる事、その事につい
を予め想定しろというのは無理です。

これは海洋型地震が持つ宿命ですか

ｍ、２００ 年間で

と理解していたんです。それがあの

ては、私は想像したことがありませ
こういうのが来たら逃げる以外にな

ら、日本はこれから逃れる事はでき

チ ュード

のブロック が 巻 き 込まれて い く

んでした。それから、非常に長い時
いです。ひたすら逃げる。そういう

ません。逃げ出すとか道はないので

ものだから、エネルギーが無限大で

ぐらいがＭＡＸなのである、と

たとえば、宮城県沖地震はマグニ

、 律 儀にそれ を繰
て日本を沈没させてしましました。

きますけど、南からやってくるフィ

本当にまめにブロック毎に壊れてい

～

とにかく、ずっと押し寄せていると

ｍくらい日本は

間揺れが続いた事も今回の地震の特

事を考えさせられる局面であった事

す地震は起こっていません。起こっ

そのために努力してきました。すな

害で人を殺したくない」という事を。

ている人間は決心したはずです。「災

止を第一に考えました。防災をやっ

我々は戦争が終わった時に災害防

波を引き起こしてしまったという事

のに、あれだけの揺れが起こって津

ずと動かしているわけです。太平洋

いて、粘弾性的と言える地盤を絶え

６７００度という高い温度になって

くるかというと、これは地球の中が

スでやってくる。これは何でやって

律儀に２００年に１遍くらいのペー

に言うと律儀に起こります。本当に

た事は認めます。地震は寺田虎彦風

ってしまいます。そういう所があっ

挟み込まれているというのは日本の

ですから、こういうプレートの中に

起こる事を我々は気づいております。

ほぼ実線になって、ここでも地震が

ここでは破線で書いてありますが、

新潟から北に向かうプレート境界は、

け手側の北米プレートがあります。

押し寄せてくるプレートと、その受

くるプレートとフィリピンの方から

プレートは太平洋から押し寄せて

トである、という理論を立ててきた

込んでいますので、若々しいプレー

海プレートの方は浅いところに潜り

らし」
「年寄り」なのだ、フィリピン

っていますので、これは「すれっか

レートは深く潜り込んでいる事が解

きたかというと、東からの太平洋プ

科学者は我々にどういう風に教えて

りします。こういう事をやるので、

一遍に切れたり、２つ一遍に切れた

です。

わち、戦争が終わった頃は、６００

プレートと呼ばれるプレートはだい

しようとして、そういう理論を作る

きたか解りますか？今の事実を説明

０人くらい毎年死んでいたのをずっ

我々は地震の規模をどういう風に

ありません。

わけです。何でそのような理論がで

リピン海プレートの方は時々、３つ

直下型地震の持っている凄みです。

徴です。阪神・淡路大震災の時は
秒です。
波は３つしか来ていません。

り返します。東の太平洋側の地震は

8.5

いうわけです。

7.5

ていないと起こらないという風に思

7.4

以上 離れている所な

を越

km

宿命ですから、これから逃れる術は

今回は 、

をぶち壊してしまいました。
これは、

8.6

15

く らい押 し寄せ

日本ではマグニチュード

すね。小松左京さんは、これを使っ

km

は間違いありません。

20

10

cm

このたった３つの波が多くの構造物

10

たい１年間に

とか

て来ます 。本 当は７

、８

で、落としてきました。できるだけ

場所によって違いますけれども、

cm

死なないという事を目標にしてきた

10

cm

10
cm

17

9

15

と下げてきて、１桁か２桁くらいま

30
km
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よ！」という事を国会で東大の地震

来てない、この地震がいつか来ます

頃に「根室沖の所ではずっと地震が

いう図です。例えば、私達が学生の

ロック毎に一つずつ起こって来ると

洋プレートの方では、地震の巣がブ

府が書いていたものですけど、太平

なって私は知りました。これは内閣

事にもたくさん載っていた事は後に

ジにも山ほど載っています。新聞記

７年前からです。それはホームペー

るよという事を報告していた。６～

０００年に一度くらいの地震が起き

北大学とか産総研は５００年とか１

連結した可能性があるというのを東

起きていて、いくつかのブロックが

貞観地震というのが、８６９年に

た事が間違いだったのです。

ら、そういう理論で説明しようとし

だったという事が解りますね。だか

切れたので、その理論がいかにウソ

レートの方でもブロックが連結して

わけです。ところが、ここ太平洋プ

いていきます。で、今

枚ぐらいや

トランプにババを入れて一枚ずつ開

言われていました。例えば、一組の

いうのはいつ来てもおかしくないと

参加した時にすでにこの東海地震と

ていました。私が学生の時、学会に

ういう風に振舞うかというのを恐れ

地震、南海地震この３つの所が、ど

何と言ってもこの東海地震、東南海

いましたが、一番注目していたのは

の地震が起きるという事を予測して

東部。こういうところでは、海洋型

可能性があるのは宮城県沖と北海道

というと、東側の所で地震が起こる

どういう風に地震を予知していたか

です。これは公開されていました。

こが危険かを示したハザードマップ

これは、日本の学会の人達が、ど

凄まじい事になってしまいました。

の方で連結して起こってしまって、

ろが、無警戒だった太平洋プレート

う所に置いていたわけですね。とこ

このフィリピン海プレートのこうい

すから地震の可能性の高いところは、

先ほど言ったように、ここにブロッ

かということを考えてみましょう。

今回の地震がどういう地震だった

りません。

命考えていました。それは間違いあ

するのかという事を大阪では一生懸

性があるので、そういうときにどう

干満の差の関係で、盛り上がる可能

ｍの津波がやってくる。そうすると、

を立てていました。例えば大阪で

は覚悟していました。だから、対策

きな津波で４～５ｍ来るよという事

険だよという事は理解していて、大

にあります。こういう所が非常に危

岡原発があります。伊方原発がここ

張感を持って備えている。ここに浜

「知っています」というくらいに緊

の基準の事を知っているか聞いたら

いう所に就職した私の教え子に静岡

の基準の

倍ですね。一条工務店と

いたわけです。ちなみに佐賀は日本

っています。すなわちそれで備えて

きな基準のさらに

倍する事にな

静岡県の耐震基準は、日本で一番大

道南西沖地震の時に、いずれも

れから明治三陸沖地震の時に、北海

ところが、安政の地震の時に、そ

き起こしたわけですね。（津波が起こ

言っても津波がとんでもない事を引

「ＹＥＳ」と言う以外にない。何と

い地震ですか」と言われたら、私は

う凄さです。ですから「とんでもな

いた地震が余震で起こってくるとい

らいの地震が起きるよね」と思って

です。宮城で我々が「ここでこれく

起こった 余震がマグニチュード

起こった。そ れ から、

りませんけど、こういう風な地震が

同時に起こったと言うべきなのか解

れは誘発されたと言うべきなのか、

今回のとんでもなさの原因です。こ

一遍に切れてしまったというのが、

震、本当は４つか５つの地震の巣が

で切れました。これだけの３つの地

３回目は更に１５０秒後に茨城県沖

す。
福島沖でこのブロックが切れた。

ってきたところですが、まだ、ババ

者が考えていたブロック毎に来る地

クがずっと書いてあります。地震学

か

上った高さですから）実際は

とか（これは波の高さ

分に

ｍ

7.4

時

で律儀に地震が起こりました。だい

が出てこない。ババが出てきたら地

震の位置で４つぐらいのブロックが

る事については省略します）

たい我々はそういう風に理解してい

震が起こるよ、という話を学会の時

ｍと

ｍとか、海岸部ではですね。そ

38

ています。奥尻島では、最大波高が

れだけの高さの津波をすでに経験し

20

18

25

ｍとは駆け

たんです。この間地震が起こったか

まず一遍に切 れ ました 。

分

聞きました。すなわち、そのくらい

です。それから、１５０秒後にここ

時

ら、ここはしばらくの間来ないよね

緊迫感があったのです。例えばここ

46

15

1.2

という風に考えてきたわけです。で

14

15

15

0.7

の部分が切れた。ちょうど福島沖で

研究所が報告した１週間後に、ここ

2
35
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ｍまで 駆 け 上がって き たわ けで

のすごいショックを受けていました。

り方としては間違ってなかったとい

方向にまわったという事ですね。や

います。すなわち、東北新幹線は

ぼ引き分けくらいに持ち込めたと思

ら、鉄筋コンクリートは地震に強い

ほとんど壊れませんでした。ですか

がほとんど壊れなかったからです。

震災の時に鉄筋コンクリート構造物

うに思ってきたかと言うと、関東大

と言うのが常識でした。何でそのよ

筋コンクリート構造物は地震に強い

失敗をしているんです。例えば、鉄

か言う行為ですが、我々はたくさん

例えば、耐震設計とか、防災対策と

います。
それに対し我々は備えます。

ついて話をします。そういう相手が

これから先は「備え」と言う事に

う津波を我々は経験する事になった

で外しますが、何と言ってもそうい

う程ご覧になっていると思いますの

い。これらの写真は、皆さん嫌とい

来ている事は、確かに間違いではな

いました。 ｍ以上の津波が何度も

事は当然ありうるという事を考えて

でした。ですから、彼ら建築学会は

以降の建物は、ほとんど壊れません

阪 神 淡 路大震 災の 時に１ ９８ １年

降の建物は別のものです。
すなわち、

したので、ここから前とここから以

なさいとかいう事が義務付けられま

算以外に耐震壁を何パーセント入れ

施行令です。これでは普通の構造計

ったのが、１９８１年の建築基準法

っと言い続けていました。出来上が

設計法を変えなければならないとず

けど、建築の人達はいつも集まって

丁度、地震工学研究会に出たんです

に壊れる。で、これを起こした時、

同じ潰れ方です。柱が足を折るよう

う九電のホテルが潰れました。全く

時に、山下レイクサイドホテルとい

で直下型地震が起こりました。その

学に来てしばらく経ってから、大分

もこれくらいの事が起こる。私が大

１００分の１以下のそういう地震で

じマグニチュード
、今回の地震の

私は九州では耐震補強はいらない

耐震補強をやってきました。

して、適合しない橋梁については、

になりました。この基準で再検討を

ださい、という事を命じられるよう

追跡をやってちゃんと確認をしてく

治まるようにしてください。
そして、

に関しては、これは修復限界以内に

直下型地震、もう一つ海洋型の地震

い。それから、阪神・淡路のような

性範囲内で治まるようにしてくださ

弾性設計法である許容応力法で、弾

に４～

が行われました。先ほど言ったよう

した。２００２年に道路橋の大改定

っ、壊れるんだという事を理解しま

ですよ、いろんな橋が。だから、あ

力で計算してみると確かに壊れるん

思いましたけれども、我々がその入

度と言うのは、とんでもない事だと

した。この時の

ＧＡＬを越す加速

土木の構造物は見るも無残に潰れま

う事です。ところが、我々が造った

これは解決策があります。ちゃんと

そういうことが起こってしまった。

わけではないのだけれども住めない。

宅街の家が傾き、完全に壊れている

災を引き起こした。すなわち高級住

って、ちょっとニュアンスの違う震

同じように液状化というものが起こ

が倒れた時の写真ですけど、今回も

ました。これは、液状化でアパート

やって液状化というものを突き止め

を持って帰って動的解析（実験）を

という人が、新潟に飛んできて試料

若い研究者ハリー・ボルトン シード

て話題になったのは１９６４年の新

それから、液状化というのが初め

と思います。

返しながら何とか成長してきていた

というところについては失敗を繰り

すから、そういう点では「備える」

き分けに持ち込めたと思います。で

した。という事は、重要構造物は引

高速道路はだいたいそのまま使えま

何日目に開通しましたよね。
そして、

年 後 の 宮 城 県 沖 地震 も 同

と自信を持って造ってきたら、何と

勝 利宣 言を しま した 。「我 々は 勝っ

んじゃないかと言いましたけども、

技術的には解決可能ですけど、普通

それで

こういう事が起こってしまいました。

た」と。ただし、新しい基準以前の

九州も全部補強をやってしまった。

の人々にそれを強制するという事が

すから、それぐらいの津波が起こる

これは十勝沖地震で函館大学の校舎

古い建物は確かに負けた。だから古

全国では、高速道路も鉄道もやりま

わけです。

が見るも無残に潰れ時の写真です。

い建物を補強する耐震補強が重要で

なかなか難しい、というところに問

800

年 に 一 遍 くら い の地 震 は 、

潟地震です。この時に、アメリカの

丁度、人がいない時でしたから、死

した。だから、今回の地震では、ほ

40

あると言って耐震補強の法律を作る

10

人は出ませんでしたけど。これにも

･

19

50

7.4

16.8

15

･
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ようなものがもう一回害を巻き起こ

った構造物、例えば原子力発電所の

巨大地震の揺れと津波で、人間が造

償請求にはなっていますが、マスコ

です。今、裁判で訴えられて損害賠

れは、土地改良区が持っているダム

で問題にならないのかというと、こ

名の方が亡くなりました。これが何

でこれだけの高さの津波が来る事を

違っていません。だけど、三陸の方

えをとると、この値を使った事は間

５ｍ程度でした。既往最大という考

がありますけれど、福島のところは

近くの津波が来ました。ここに福島

一回失敗をすると、それを取り戻す

ないか、と言われますしね。だから

険度の所で激甚災害が起こったじゃ

夫です」と言っても、ここと同じ危

ですね。この図を持ち出して「大丈

図は二度と信用してもらえないはず

れは本当だと思いますが、もうこの

て安全度が一番高いのはここだ、そ

したことだと思います。すなわち、
ミの批判にはさらされていない。市

我々は知っていたとすれば、これが

のにどれくらいかかるか解らない、

ｍ

放射能を撒き散らすといった、新た
民レベルで怒られる事はないです。

福島に来るかもしれないという事を

と言う事を示している図でもありま

りましたけれども、三陸ではあ

な危険外力を生み出した事が、一番
それはもう長い時間ずっと使い続け

考えておくべきだった。少なくとも

す。ＥＥというのは安全のレベルが

死者５名、行方不明者３名、合計８

我々技術者が批判されるべきことだ
てきたものがたまたまやられた。近

緊急電源装置についてはそう思うべ

題があると思います。

と思います。

代的なもの、いわゆる責任を持って

私は今回の地震で一番大事な事は、

もしも我々が造った嘉瀬川ダムが

私はこの図を使って、「ここは安全で

一番高いところを示しますけれども、
だから、この事は何度も繰り返し

すよ」という事ができなくなってし

きだった、とそのように思いますね。
て言いますがくやしい思いです。こ

まったという事を示していると理解

誰かが造るというものではないので、

れが原子力発電所の立地箇所と先程

何らかの原因で破堤して佐賀平野を

示した内閣府が作っていた日本の地

今回の地震で、想定外の外力が、

やむを得ないというレベルで落ち着
もともと壊れる可能性があるとい

盤ハザードマップとを重ねて描いた

実力以上の外力が来るという事を学

襲 って き た と した ら 、こ れ は も う
に合わないくらい重大なミスです。

うのであれば、もうそのシステムは

年間に起

いている。

それは本当に起こらないのか？とい

採用しないと言う事まで決断しなけ

図です。深度６弱以上が

我々は腹をかっさばいて死んでも間

う事をチェックしなければいけない。

ればならないようなものが世の中に

ぶべきです。その時には構造物で守

してください。

一番可能性があるのは山が壊れてダ

％，こっちは

こる可能性がここは

でも壊してはならない物が存在する

存在するという事を初めて思い知ら

る防災から、被害を少なくする減災
そういう風に理解してください。
で、

見てください。福島の原発立地箇

という事は絶対忘れてはいけない。

ム湖に流れ込み、津波が起って堰堤

％ぐらい というレベルの

を我々はチェックしなければいけな

絶対壊してはならない物が存在する

所は、九州のここらへんとあまり変

また、地震に備えるという時に、こ

％か

いかもしれない。実際問題として、

という事を、私は自分がダムを造る

わらない。私は今でも呼子原子力発

れはやっぱり使いたい、被災者に対

されたというべきかもしれません。

それがないという事を私は言い切れ

側、推進するというか、造らせてく

電所は、地震に対しては日本で一番
これが、たぶん設計に使われたで

ないし、津波が起こるメカニズムそ

岩盤は硬いし、地震の来る頻度は少

ら、重要度に応じて、壊せない物も

う事を考えておくべきです。ですか

から、これはやっぱり壊さないとい

を考えるべきだと思いますが、それ

ない。だけど我々は絶対に安全なも

れませんかと言う側に居ましたから、

あろう、明治三陸沖の時の地震津波

のものもない。だから、地震に対し

図です。

のに仕上げていかないと「ダムを造

今回、藤沼貯水ダムという、いわ

の高さの図です。三陸で地震が起こ

を絶対に申し出る事はできない。
ゆる泥ダム
（土のダム）
が決壊して、

20

20

して救援物資を送るために使いたい

を越えてくる可能性がある。その事

30

危険度が少ない所だと思っています。

0.1
その事を強く思っています。

80

らせてもらえませんか？」という事

70
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これからは佐賀の災害史を考える

返しやっておかなければならない。

我々は今どんな所でも、しかも繰り

事を前提に対策を考えておくことも、

ければならない。また、突破された

あるんだという事も理解しておかな

年２％という事ですから、完成まで

っておりますが、進捗率がだいたい

着々と県と国は沿岸堤防の補強に行

いけないのかもしれない。
そして今、

ではこの災害を一番心配しなければ

起こったので、もしかしたら、佐賀

が自由になってしまったという事が

防がほぼ全壊しました。潮の出入り

のが現状です。例えば１時間あたり

て、また激しさを増し始めたという

っと落ち着いて来ていました。そし

終わった頃の降雨の激しさからずー

所から頂いた図ですけれど、戦争が

これは、国土交通省武雄河川事務

よ」という事を言い続けています。

「あ んま り気 にしないで いいです

す。

ダムを平地に造ったんだという事で

そういう仕掛けだと思ってください。

流のどこかで切れる可能性がある。

川の水位が上がり始めますから、下

ここにいっぱい水が入ってしまうと

その間は上がらない事になります。

津川の下流の方で破堤する危険性が

これは、城原川です。城原川は天

ことにします。「島原大変、
肥後迷惑」

を越すような雨の回数が、

)

昔

１００

には
よりはましですから、それを着々と

は

私自身は城原川が佐賀県で一番危険

年かかる。それでもやらない

で雲仙の眉山が崩壊して、佐賀にも
津波が襲ったと言う事になっていま

広げていく。もう佐賀平野では干拓

な事で雨の降り方が荒っぽくなって

な川だと思いますけれども、皆さん

1.9

10

死んだと言う記録があります。この

す。数千人とか一万人とかの人達が

事が起こったという事が想像できま

その東側の佐賀では、とんでもない

は、長崎の真上を通りましたので、

１８２８年、シーボルト台風の時

ていますが、被害はほとんどなく石

佐賀で直下型地震が来た事が記され

ていない。
１８５０年代、
幕末期に、

ですね。地震の被害はほとんど載っ

り、ほとんどの場合が雨、風 台風

６７年の災害。佐賀災害史を見る限

前線による１９６２年の災害、１９

年の西日本大水害、梅雨

それから枕崎台風、ジュディス台

いう事です。土地は買い上げたうえ

って、水田の中に入れてしまおうと

という水を吐き出させる仕掛けを作

した。このように川の一部に、野越

牟田辺という所に遊水池を作りま

あまりご存じないかもしれないので

で浸水被害を起こしました、皆さん

山地で大雨が降って、色んなところ

に起こった大雨の記録です。佐賀の

たり館で開催した講演会を聞きに来

をしている石井樋公園さが水ものが

立場によって異なります。私が館長

見る人と、勘弁してくれという人と、

水が溢れ出しました。これを良いと

も、きれいに、鮮やかに野越しから

して逃げろという指示が出たわけで

でました。全域です。何万人かに対

したので、神埼市全域に避難勧告が

は堤防ギリギリまで水位が上がりま

ぐ横を高い水位で水が流れています。

台風は、過去３００年間で日本を襲

垣の一部が壊れたと書いてありまし

で、耕作だけはしていいですよ、と

られた方の間で、すぐ止めてくれ、

風。昭和

った台風の中で最大であるだろうと

た。ですから、ほとんど心配する事

いう仕掛けになっています。今回の

これは恐ろしい事だと言う人と、こ

ども。

言われていますが、そういうものが

はありません。私は軟弱地盤の上に

出水で初めて、牟田辺の遊水池に水

すね。で、野越しがありますけれど

今後起こりうるという事は十分考え

建てた普通の硬い建物は、軟弱地盤

れがあったから何とかうまくいった

紹介します。

ておかなければいけない。

が入りました。ここに水が入ってい

(

１９１４年，大正

年に起こった

免震の効果によってほとんど力を受

回も起こっている。というよう

井川ですから、このように民家のす

すから、佐賀に津波の危険性はない

をしない事に決めましたので、海岸

きていますので、非常に警戒すべき

そう思われないらしい。実際、ここ

年間で

のですか？と聞かれたら「ある」と

線に強固な防衛線を張るという事は

です。これは２年ちょっと前の７月

回、最近の

言わなければいけないのは事実です。

意味のあることだと思います。

年間で

我々が通常考える津波とはちょっと

mm

と言う人の論戦があったんです。こ

メカニズムが違うのでなんですけれ

4.8 10

る間は水位が上がりませんから、牛

28

21

50

けないという理論の持ち主ですから

高潮災害では、有明海沿岸の沿岸堤

13
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か？ちょっと教えてください。こう

だと言っていましたが、本当です

た。国土交通省の人は積み方が下手

こって、土嚢で必死に止めていまし

代田の辺りでこういう風に漏水が起

ていかなければならない。下流の千

れをどう解釈するかは今から議論し

題とが、ごちゃ混ぜになっているわ

まま溜めているときの水の怖さの問

てくる時の水の怖さと、平地にその

ました。山に降った雨が平地に下り

ようなダムをなぜ造るのかと言われ

いました。すると、洪水に使えない

のような大水害は起こり得ますと言

今佐賀平野では大部分が

年大水

造っているのはある想定した外力、

確かにおっしゃる通りで、我々が今

りませんかと主張する人達がいます。

る」ということを考えるべきではあ

上に来たら平地にゆっくり流してや

論しなくて済みます。「ある水位から

かと言うと、実は３番と４番のあた

でどういう仕掛けを作ろうかとした

っておこうという考え方です。そこ

が食い破られた時の体制を今から作

減災の考え方に基づいて、防災施設

ろんな事をやってきました。
それは、

所の方々と一緒に６～７年前からい

先程色んな方が地域貢献だという

ない事を知りました。

危険性というのはなかなか理解され

流域委員会の委員長をしていた時に、

釈迦に説法と思いますが、城原川の

は皆さんのようなプロの方達には、

険な川であるのは明らかです。これ

いう事が起こりますので、非常に危

か公民館とかで話をする時の資料で

ための資料というよりも、老人会と

ります。このページはこの講演会の

民の皆さんに解ってもらう必要があ

水氾濫型と外水氾濫型がある事を市

強く感じました。ですから、まず内

ことは非常に難しい。そういう事を

されていない時にダムの議論をする

けです。内水と外水の違いすら理解

に優れていませんか、という事なん

くて済むから、こっちの方が技術的

げた方が想定外力という事を言わな

ように、平野中ゆっくりと流してあ

れに対して、武富兵庫茂安がやった

と言う事を考えているわけです。そ

きたら破堤する事は覚悟しましょう。

える高堤防を作って、そこを越えて

害の雨を想定しますけど、それに耐

ＩＳという技術が普通に使えるよう

す。それを何でやるかというと、Ｇ

大きさを想定しようと考えたわけで

わち、我々に災害をもたらす外力の

な洪水が起こるかを予知する。すな

１番と２番を付け加えた。どのよう

つ足りないみたいだ」という事で、

交通省武雄河川事務所も「どうも一

りから始めたんですけれども、国土

航空写真から解読した水準点を載せ

事を言われましたけれども、技術者

定正しいと思います。ただし、どこ

てモデルを作る事によって、ＧＩＳ

になりました。ＧＩＳという技術に、

外水氾濫型と内水氾濫型が同時に

の場所に野越しを作るかという事を

の上に雨を降らせてどういう洪水が

ですね。それをどう見るか、私は一

ろんな局面で感じました。例えば、

起こるような大水害を考えてみまし

国土交通省なり、佐賀県が提案でき

す。

ダムを造ったら洪水がなくなるんで

ょう。 年大水害はそれに当ると思

が地域と向き合うときの難しさをい

すか？と言う質問がありました。「い
いました。なぜならば、ダムを造っ

いえ、そんな事はありません」と言

った時にどうするか、佐賀平野でた

いますけれども、こういう事が起こ

信がない。私自身、ここなら良いで

るか？という事に関しては私には自

した。８年くらい前にも、同じ手法

起こるかを計算できるようになりま

かつては使い物になりませんでした。

で武雄河川事務所の方で作られた計
の技術を使うのであれば、どういう

それはあまりにも水準点の数と精度

すよと言う自信がないからです。次
先程紹介した野越という武富兵庫

手順でやれば同意が可能であるか、

がラフすぎて、とてもじゃないけど

くさんの関係者が集まって議論して

外水に対してです。じゃ、平野だけ

茂安さんが結構得意に使っていた手

すなわち「合意形成」という事が議

使えませんでした。例えば、平地よ

て守れるのは一部の洪水、すなわち

に降る雨による内水と呼ばれている

法を使えば、
「溢れさせる」という事

論の中心になるだろうと思います。

り少し高い道路や盛土がずっと走っ

算結果を見たことがありますけど、

ものに対しては、山地に作るダムは

をやれば、先程から話題してきた、

武雄河川事務所、筑後川河川事務

の世代の人達に託しますが、もしこ

全く効果がないわけです。ダムを造

どこに想定値を置くかという事は議

います。

っても内水型の洪水である平成２年

22

28

山地からか平野に流れ出ようとする

28
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にも少なすぎると言う事です。今回

原因は明らかに、水準点の数が余り

は使えないと思っていました。その

この技術は佐賀平野の様な低平地で

い。
そういう事が出てきましたので、

ているのにそこで水が止まっていな

る事です。すなわち多くの市民が災

の減災力、防災力が極端に落ちてい

ところが、最大の問題は、市民の側

伝達とかずっと用意しておられます。

ーションだとか定点カメラとか情報

つです。そこで、行政側は防災ステ

入ってきているわけです。

で努力しないと維持できない時代に

う防災力・減災力と言うのは自分達

覚えがあります。ですから、こうい

補助金を出してくれないかと言った

ために、国土交通省さんにある程度

堤をさせました。（ここの部分です）

も、例えばこれは、ここの部分で破

いよいよ解析した結果ですけれど

ます。

めていかなければいけない事が解り

そういう事（理解させる事）から始

災 の 時 は こ こ ら 辺で 切 れ

ぐ ら い の 単 位で 取っ て お
いう事が全く理解できなくなってき

がどう振舞わなければならないかと

んもん」と言われます。だけど、あ

ったよ、佐賀平野は！一回も水害来

北山ダムが出来てからもう安全にな

これを持って嘉瀬町に防災訓練の時

くるという事が解析上出ています。

町）は２ｍ～５ｍの水位が上がって

たと思いますが、こういう所（嘉瀬

たぶん

害を経験していませんので、自分達

ｍメッ
ている。だから、公、すなわち国土

のダムは防災には全然役に立ちませ

に私は講演に行きました。

私はよく、
「先生、そう言うけど、

航空写真から読み取られた水準点の

シュで切って、そこの平均水準を求

交通省、県、市、公民館といった公

ん。なぜかというと、あそこは、水

数は

めて水を流してみる。そこに道路だ

の人達が介入して、啓発活動をやら

が欲しい時は溜めとかなきゃいけな

だから、そのための仕掛けが必要で

い農業用ダムので、６月ぐらいに大

ましたけど、反対側の久保田の人達

行って、佐賀側が切れたと聞いた瞬

で、雨を降らせて、あるところで破

い所まで溜めている可能性の方が高

間にバンザイと言って帰って来たと

は右岸側のここに水防活動の応援に

例えば、雲仙普賢岳で被害に遭っ

い。できるだけ溜め込んでいるわけ

洪水が襲ってきたら、満水状態に近

をチェックする。すなわち、私達が

た人達が、何に取り組んでいるのか

言う話を聞いたことがあります。そ

すよ、という事です。

耐震工学でやる時の動的解析と同じ

です、 月くらいに水が枯れてしま

どれくらいになるか解りますので、

風に水位が上がってくるか、流速が

に、どれくらいの時間で、どういう

解析をやると、どこここのところ

そして学習して帰ってくるんです。

どういう災害であるか、肌で感じ、

ですね。そうすると、そこの災害が

組ませてボランティアに行かせるん

まず若者達を二人一組みでチームを

と、雲仙の土石流でやられた人達は

しょ。今度の東日本大震災が起こる

の都合に合わせて高さを調整してい

なと思います。土地改良区が自分達

ダムの機能が全然理解されていない

水来んばい」
とよく言われますから、

のに「北山ダムができてからもう洪

水量容量を持つ事ができた。それな

と嘉瀬川ダムで高さ７ ｍ

うと大変だから。だから、今度やっ

ています。ですから、ポンプが死ん

プが正常に動いている事を前提にし

い浸っています。計算は全てのポン

浸っているか。赤い所は６日間くら

これは継続時間です。どれくらい

という事が理解できます。

右岸ではそれだけ立場に違いがある

ような解析をやります。

それで道路とか電力だとか通信だと

そうやって意図的にやらんと地域防

い事になっているから、北山ダムは

でいるとうまくいかない。こういう

その結果、被害がわかってきたら、

50
cm

水 の 時 にや られ た から 仕 返

か避難所などの機能がそれぞれ確保

災力は維持できないと彼らは言うの

治水に役に立つと考えてはいけない

所に６日間くらい浸かっている所が

の治

できているか？という事をチェック

です。だから、そういう事を意図的

と言うことが理解されていません。

します。
被害を少なくする準備をする。すな

にやっていくという事を制度化する

れは

と言うと、災害がどこかで起こるで

堤させてどのような被害が起こるか

られる。佐賀平野全体を、

とか、河川堤防をラインで入れて、

ないと、
実力が全くないんですよね。

災 の時は左 岸側のこ こで 切れ

流れるか、流れないかとか見てみる。

28

わち対策に考えていくと言うのが一

７

しだと言っていましたので、左岸と

24

23

28
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50
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が破堤するとこれだけの災害を受け

かる事を表しています。すなわち、

浸水から解消まで１２０時間以上か

という事を表しています。だいたい

らいの時間で水が流れ込んでいくか

これが、ここで破堤した時にどれく

かなければならないという事です。

をするかなどを対策として考えてお

所に対して、どういう風な水の補給

のもので、私の家はここですから、

これがいわゆる高潮でやられる時

ります。

できます、私の家は真っ青な所にあ

いるのでやばいですとか知ることが

ら２ｍぐらい浸水する範囲に入って

う所は結構まあ安全だとか。１ｍか

にもよるんでしょうけども、こうい

せたものです。そうすると、切り方

防を切った時の解析結果を重ね合わ

これが筑後川とかいろんな所で堤

動を始動させないかんなー」という

見ながら「その時はこれくらいの活

ます。自衛隊の隊長さん達はこれを

ね！という事を理解してもらってい

なって２万人くらい孤立するんです

こういう所が切れたらこういう事に

って、
この図を見てもらうと、
あっ、

いう事を自衛隊の人達に入ってもら

ければなりません。ですから、そう

てくると、本格的な出動を要請しな

くらい孤立するよ！という事になっ

な所で考える訳です。例えば２万人

ればいけないか、という事をいろん

けません。それから避難所で使える

という事を理解しておかなければい

な対策を取らなければいけないか、

これで、道路課の人達はどういう風

っているかという事を示した図です。

これは道路がどれくらいの時間浸

ています。

そういう事をやって少しずつ補強し

ないように仕掛けを作り直すとか、

は水防扉を設けて中に水が入ってこ

しています。例えば徳渕排水機場で

設はちゃんと機能するかをチェック

高さになるか、そのときそれらの施

はポンプ場や、水門がどういう浸水

の量によって、被災状況によって避

だけはしときたい。

る事になる。という事を理解しても

高潮で潮水が押し寄せてきてやられ

事を大旨思ってくれています。

ありますので、こういう所（嘉瀬町）

らいたいわけです。

るなー、という所に住んでいるわけ

きの浸水時間を示した図です。ポン

難所はどこの場所がいいかという事

年大水害の雨を降らせて嘉瀬川

これは流速です。実際に家を流す

の建て方をしたんだろうと思います。

プ場が全部死んでしまったという事

所、使えない所がありますので、雨

ですから、何と防災予知力のない家

ぐ横ぐらいでしか起きませんから、

私は、次男坊、三男坊が安い所の土

これは、ポンプ場が活きていると

ような非常に激しい流速は堤防のす
今回の津波のように家を全部流して

を常にチェックしておかないといけ

それから、上下水道、ゴミ。名古

になると、さらに６日間浸ってしま

屋の水害の時には、床上浸水で廃棄

地を求めて流れ歩いた、と言う感じ

ポンプ場がちゃんと動くかどうかが

物になってしまったものの金額は９

しまうような流速ではなくて、佐賀

そこで、死者数がどれくらいにな

非常に大事なのです。停電で止まっ

００万円程度です。一家族で９００

ない、という事です。

るか？孤立者数がどれくらいになる

ているとか、非常用電源が、軽油が

万円くらいゴミになって出てしまう、

いますから、イメージが極端に異な

左岸側だけ切っていると怒られる

か？という事を計算してみました。

切れて動かないとか、そんな事にな

という訳です。

の家の建て方をしたと思えば間違い

ので右岸でもで切ってみました。私

そして孤立者を救出するのにどれく

ると、市民にとってはややこしい状

の洪水の場合は下から水が上がって

の家はここですから、私の家も浸か

らいの人間が必要になるか、と言う

況が長く続くという事が理解できる

ります。ですから、我々にとって、

る事をちゃんと示しとかないと、皆

事を考えます。すなわち、どれくら

と思います。

リオです。これに従ってこの前、防

ない。そう思います。

さんに納得してもらえない。私の家

いの数の自衛隊の出動が必要になっ

こういう事をやって、それぞれの

災訓練をやりました。これは、それ

くるという仕掛けになるという風に

はだいたい１ｍから２ｍ浸水する範

てくるのか、他の県や地区からの消

施設を今チェックしています。これ

理解してください。

囲に入っていますので、まずは実印

防団の支援要請をどれくらいしなけ

らなければいけないかを示したシナ

これは、それぞれの組織が何をや

と銀行通帳を二階に上げるという事
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れました。ＮＨＫの部長さんが「だ

です。この会議で担当者は一番怒ら

これはマスコミとの勉強会の風景

う事になります。

砂防課あたりが相当重要な任務を担

事です。佐賀県の消防防災課、河川

ものになるかどうかが決まるという

かどうかによってこの計画が有効な

所が幹事さんですから、ここが有能

う事を示しています。黒丸のついた

れが頑張らないといけないか、とい

ぞれの役割分担です。どこをそれぞ

のいろんな物を配って歩く。この防

方法を使って救援物資だとか防災用

ここから堤防沿いだとか、いろんな

こは絶対に水に浸かりませんので、

防災ステーションを作りました。こ

的な作業を行っています。
それから、

掛けも作っていくような細かい具体

落としながら配る、というような仕

てそこの道路から堤防の上に物資を

を付けて、水害の時にはこれを開け

が切れている所はここにアプローチ

例えば、こういう風に堤防と道路と

から既存施設の中で切れている所、

いう事を彼らは着々とやっているわ

て防災マップを自分達で作る。そう

て、地図の上に付箋をいっぱい付け

潜り込んでいます。夜出かけて行っ

ど、こういう人達が、こういう所に

ん。これ国土交通省の泊さんですけ

る、というのをやらないといけませ

に起こるかを考えた上で議論が始ま

地図を持ち込んで、災害がどのよう

はプロである国土交通省の人達が、

行ってその作業をする。実際の作業

交通省の人だとか、私達が呼ばれて

講演会、ワークショップなどに国土

るのではないかと思っています。

災力・減災力を高める突破口が開け

という事をやっていけば、地域の防

ってそしてみんなで議論していく、

持って公民館ぐらいに潜り込んで行

その技術を定着させて、その結果を

結果はほぼ正しいと思っています。

きるようになりました。私は、その

引いていくか。こういう事を計算で

ういう風に水がやって来るか、水が

いう風に起こるか、あなたの所はど

佐賀平野のいわゆる水害が、どう

路から堤防の上に降りられるような、

ます。ですから、この有明海沿岸道

は物資の輸送路、避難路として使え

に隣組の人達に助けてもらうという

端な例ですけれども、何かあるとき

られた人は非常に少ない。それは極

した。消防署とか自衛隊とかに助け

う事を計算していただけると、ロー

地図上にどういう事が起こるかと言

皆さん達の中でこれを使って安く、

ません」
と言ってくれていますので、

国土交通省が「つかって貰って構い

25

くなります。

いたい防災に対して、佐賀県の連中

て、この作業を小さい単位でやって

これで終わりにしたいと思います。

最後に、先程言ったように、自主

行く事が必要ではないかと思ってい

けですね。これを防災のプロの方々、

防災的な組織を作っていかないと災

ます。

災ステーションは、非常に役に立ち

害時に地域がもちません。災害発生

それから、先程紹介した浸水の計

はみんな熱心でない」と一人で息巻

の際は、自助と共助のこの部分が、

算技術は非常に有効ですから、でき

どうもありがとうございました。

最後にこれはですね、今、有明沿

一番重要だという事を皆さん認識し

れば佐賀で、或いは九州で自由自在

行政の方々、いろんな方の力を借り

岸道路を作っていますけれども、大

ています。例えば、阪神・淡路大震

に使えるようにしておきたい。ＧＩ

ます。

規模浸水が発生した時には、風景と

災の時に潰れた家の下から助け出さ

Ｓの技術は標準的ですし、データは

いていました。情報についての常識

しては、ビルや家を除いてはこの有

％は、近所の人による救出で

そういうアプローチをつける事を今

事が一番大事なので、それぞれの自

カルな技術として定着し、使いやす

河川合同巡視(牛津川・牛津大橋付近)H23.5.12

が全くない！という事が彼の怒りの

明沿岸道路と堤防だけが水の上に浮

れた

計画の中に入れてあって、必ずそれ

治会単位でこの自主防災組織を作る。

言葉です。

いていることになります。そこだけ

は実現する事になっています。それ

85

年間の活動報告
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原田 彰

活動報告１ 十年間の活動を思い出しながら
ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム元副理事長
最初の鉄製大砲の鋳造やイギリス製
の最新式のアームストロング砲に匹
敵する能力を備えたと思われる佐賀
藩独自の施条砲の完成。
西洋の工作機械の導入などの近代
技術は、当時の技術者たちの血の汗

そして福島理事、大串理事もそのメ

藤永副理事長、宮副事務局長です。

した。
その時の布陣は、
三浦理事長、

流フォーラムの立ち上げに参加しま

参加できる非営利活動団体・技術交

士会」を解消して、有志の誰でもが

から幕末佐賀の遺跡である四郎島の

史」をお願いしました。そして翌年

大学の長野教授に「幕末佐賀藩の歴

いで設立総会の記念講演では、佐賀

しい歴史を知ってもらいたいとの願

礎を築いたのです。そのような輝か

その人たちの力が日本の近代化の

と苦悩・涙の結晶でした。

ンバーとして大きな力を発揮されま

地形調査を手がけたのです。さらに

十年前、任意団体の「佐賀県技術

した。

加しました。
二〇〇三年には、四郎島築造一五

幕末佐賀の科学技術の研究会にも参

新しい 皮”袋 の”技術者たちが心掛
けることは、幕末期の佐賀の人たち
の志と心意気を学び、行動すること
築地反射炉・多布施反射炉の巨大

ノ島台場跡に運びました。そこで、

二十四ポンドの鉄製大砲を長崎の神

〇年行事として、日新小学校にある

なレンガ構造の基礎工事、長崎・四

七発の祝砲を打ちました。その光景

だと思いました。

郎島台場の高い城壁の石垣と井戸周

今、四郎島台場が国の史跡になろ

は、今でも鮮明です。

軍所の造成工事や日本で最初の本格

うとしていることや幕末佐賀の遺産

辺の巧みな構造の石積み、三重津海
的な蒸気船・凌風丸の建造、日本で

が世界遺産の登録へ向かっているこ
とは技術交流フォーラムの活動も貢

献していると自負しています。 夢” ”
や 志” を”持ち、それに向かって行動
すれば、その願いは必ず結実すると
確信します。
東北の大震災と原発事故は、これ
までの経済成長の考え方を一変させ
る出来事になりました。

大きく変化する時代に、私たちは、
どのように行動すべきか？
私は、幕末佐賀の歴史を追いなが
ら、これまでの十年間の活動（温故
知新）を振り返り、新たな時代の「多
様な生き物と人が共に生きる地域づ
くり」をめざします。技術交流フォ
ーラムの皆さんと一緒に考え、共に
行動できればと切に願います。
佐賀で開催した生物多様性のシン
ポジウムのポスター

四郎島と神ノ島を結ぶ

堤防工事の絵図
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活動報告２ 地域支援活動等について
ＮＰＯ法人技術交流フォーラム 環境部会長
た。

大串 正

そのため、県内有数の穀倉地帯と
なったものの、地下水汲み上げによ
る被害が発生し、広域地盤沈下によ
って、道路は波打ち、杭支持された
建物は抜け上がりました。また、軟
弱地盤上に載る人家は尽く傾きまし
た。そして、清らかな水を湛えてい

月、

年には枯れ
年

4

た「縫ノ池」も、昭和
てしまいました。
年を経過した平成

佐賀導水事業の開発水に切り替えま
した。その直後、縫ノ池に湧水が出
始めたのです。

「ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム」
は、復活した湧水の保存、原風景の
再生を目指す地域住民の熱い思いに
賛同して、保存会発足を支援すると
ともに、その後は賛助会員となって
活動をサポートしてきました。

２．協働の始まり
湧水復活直後から、地元住民の一

過していました。そこで、技術交流

が、思うように進展せずに１年が経

は湧水会活動の活発化に繋がってい

した。マスコミ各社からの情報発信

れ、各地で復活の様子が報じられま

部に保存へ向けた動きがありました

フォーラムは、復活した湧水の保全、

きました。

論」などが話題となっていました。

ち ょう どこ の 頃 、「 公 共事 業 不要

周辺整備を目指す住民と協働して、
保存会（縫ノ池湧水会）発足のため
に動き出しました。

道水がくるようになり、地下水の汲

地元では「佐賀導水事業によって水
国の河川事務所など多くの協力をい

み上げも半分になった。数年後には

また、縫ノ池湧水会発足当初から、
年からは佐賀
県、白石町の支援のもと、縫ノ池の

れば、地盤沈下もストップするだろ

嘉瀬川ダムが完成して農業用水もく

ただきました。平成

整備が始まりました。湧水が戻って

ました。

業への期待が大きいことを知らされ

出します。地元のみなさんの公共事

う。
」とおっしゃっていたことを思い

年 ぶ り の 湧 水 復活 は 、

できあがりました。
さらに、

テレビや新聞でも大きく取りあげら

27
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白石町は水道水の地下水利用を止め、

再生した縫ノ池

次の三つの活動等について報
告します。
○縫ノ池と地域支援活動
○巨勢川調整池利活用懇談会
○防災・減災に関わる活動
一．縫ノ池と地域支援活動

40

縫ノ池で遊ぶ子供たち

から３年余りで原風景復活の下地が

16

～自然との調和～

１．湧水の枯渇から復活まで
有明海湾奥部の佐賀県白石平野に、
年代前

年 の 時 を 経て 復 活 した 湧水 が あ

ります。白石平野は、昭和

基ほどの深井戸が

半に大干ばつに見舞われ、農業用水
確保のために

掘られました。白石町の水道水も地

150

下水に依存するようになっていまし

40

30

40
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平成

年７月に発足した縫ノ池
名で組織さ

湧水会は、地元住民を中心に、子供
から年配者まで総勢
れています。役員会、事務局もつく
られ、会則も整いました。地元区長
会との連携も組織運営に組み込まれ
ています。

３．湧水会活動の進展

世紀に残す佐賀県遺産（佐

土交通省主催）
」を受賞しました。ま

自然との調和を図りながら、子々

生の池」
として祀り、
崇めることで、

ます。しかし、調整池には相当なス

持管理の大部分は河川事務所が行い

た、「

ペースがあり、地域の人たちと関わ

地域の人々に受け継がれていくこと

思います。永代放生池はこれからも

孫々の反映を願ってきたのだろうと

賀県）
」の認定を受けました。

４．次世代へ引継ぐ遺産として

長崎オランダ商館のケンペルによ

と思います。

りに、弁天様を祀った「厳島神社」

ると、 年前の江戸時代には循環型

年 の 歴 史 を 持 つ縫 ノ 池 のほ と
年

があります。地元のみなさんは
もの間、枯れた池と弁天様を見守り
年、

社会が上手く機能していたそうです。

湧水会は「縫ノ池」の原風景の再生、

が共に生きる地域づくり」の構築を

私たちは改めて、「多様な生き物と人

年が経過しました。湧水会は、平成

的となりました。このことが、湧水

活動趣旨に賛同し応援団となりまし

技術交流フォーラムは、湧水会の

務所と地域住民のパイプ役となって、

フォーラムが２か年に渡り、河川事

巨勢川調整池利活用懇談会は、当

とともに、地元の自然、歴史、文化

会の活動の大きな弾みとなりました。

たが、湧水会はこれまでに行政、各

その利活用のための下地づくりに取

で会の活動が評価されグランプリを

その後湧水会は、各地の環境団体

種団体をはじめ、多くの応援団の協

り組んだ活動であります。

を次世代へ継承するために立ち上が

との交流、連携にも取り組み、水環

力、支援も受け入れてきました。清

受賞しました。そして同年、韓国で

境に関するシンポジウムやワークシ

らかな水を湛えた縫ノ池は、地域の

の巨大なスペースを地元のみなさん

ったのです。

ョップなどにも積極的に参加してき

シンボルとして、次世代の子供たち

に有効に使っていただきたいという

開催された「川の大会」でも注目の

ました。また、自然環境保全の大切

へ引き継ぐ遺産として蘇ったのです。

河川事務所の思いがありました。

このような活動が認められ、今年

生き物・自然への感謝を忘れること

して農耕民族であった先人たちは、

がひっそりと立っています。狩猟そ

委員会の結論では、「調整池の建設、

専門家による委員会が発足しました。

その後、当地の利活用については、

巨勢川調整池は、その当時、

さを全国へ発信するとともに、色々

弁天様の脇に「永代放生池」の碑

度「第７回佐賀県環境大賞（地元テ

ました。

なイベントを展開するまでに成長し

二．巨勢川調整池利活用懇談会

考える時期がきたように思います。

続けてきました。そして、平成

200

重要な土木構造物としての役割、維

東名遺跡勉強会

22

地域交流・憩いの場の形成を目指す

8

年「全国川の日ワークショップ」

湧 水会のサ ポートを はじめて

40
14

260

はありませんでした。この地を「放

28

800

14

レビ局主催）
」、
「手づくり郷土賞（国

55
ha

巨勢川調整池

利活用懇談会

15
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場所の活用については、完成したあ

りあえる場があります。ゆとりある
いて実現可能性や優先順位について

空間、③歴史的イメージの活用につ

然環境や環境教育、②遊びと癒しの

・佐賀平野大規模浸水危機管理

・河川合同巡視への参加

年】
年】

年度】

た防災・減災活動に積極的に参加、

調整池に関心のある皆さんによる自

されました。そして、翌年の平成

め会議や管理組織団体づくりは継続

この会は今日、巨勢川調整池の利
活用に積極的に関わりあいながら活
発な活動が継続されていると聞いて
おります。

を集約するためにゆめ会議で事前の

る活動に積極的に参加してきました。

防災部会では、防災・減災に関わ

三．防災・減災に関わる活動

検討を加えて、その結果を利活用懇

以下、その内容を列記します。
年】

談会に報告・提案する会議構成にし

～

23

す。

支援を行っていきたいと考えていま

防災部会では今後も地域に密着し

０の共催

・防災・減災フォーラム２０１

【平成

・地域防災マップ作製支援

【平成

対策検討会への参加

とに地域の人たちと話し合ってはど
検討をして、利活用懇談会へ提案を
行いました。

うでしょうか」ということでした。
このことを受けて地域のみなさん
また、調整池完成後の管理組織
（後のＮＰＯ法人徐福湿原の森づく

との懇談会がスタートしました。以
下、利活用懇談会の成果を年ごとに

21

22

年度以降は、当フォーラム

由参加型の利活用懇談会を開催しま

年６月には「ＮＰＯ法人徐福湿原の

から手は離れてしまいましたが、ゆ

平成

【平成

行った年でもありました。

り会）の形成へ向けた下地づくりを

年度】

まとめました。
【平成
・利活用懇談会：５回
・現地学習会：１回
年度は、地域住民をはじめ、

した。そして、参加者によるワーク

森づくり会」が発足しました。

年度】

年度は、前年度のアイデア

20

【平成

平成

・ゆめ会議６回（幹事会）

・利活用懇談会：２回（全体会議）

【平成

デアが示されました。

整地のゾーニングやいろいろなアイ

ショップ、アンケートなどによる調

平成

19 19

ました。具体的にはゆめ会議で①自

19

防災・減災フォーラム：ワークショップ

17
17
18
18

防災・減災フォーラム：講演会

29
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活動報告３

産学官協働活動について

ＮＰＯ法人技術交流フォーラム 副理事長

宮副 一之

立ち上げた。その後、
「公共工事の品
質確保の促進に関する法律」（以下、
品確法と呼ぶ）の施行の動きを知り、
平成一七年一月、佐賀県県土づくり
本 部の 参加 を得て 、「品質 確保 検討

官協働に関する次の３つの活動につ

ＰО法人技術交流フォーラムの産学

私からは、活動報告３として、Ｎ

賀県土木建築技術協会理事長緒方耕

学部都市工学科荒牧軍治氏、
（財）佐

建設技術課川原明氏、佐賀大学理工

時は、当時、佐賀県県土づくり本部

会」を設置した。意見交換会立上げ

いて報告します。

ム理事長三浦哲彦氏、同理事藤永正

治氏、ＮＰО法人技術交流フォーラ
○品質確保検討会活動

弘氏、原田彰氏、にご尽力頂いた。
「品質確保検討会」は、石橋孝治

○技術マニュアル作成活動
○地域の技術者育成活動

委員長、緒方耕治会長、三浦哲彦幹
事長の下、各団体から委員が参加し

サルタンツ協会、
（財）佐賀県土木建

業協会、
（社）佐賀県県土づくりコン

工学部都市工学科、
（社）佐賀県建設

人技術交流フォーラム、佐賀大学理

る課題に対し危惧を抱いたＮＰＯ法

県内の今後の社会資本整備に関す

出、
技術力向上方策等の議論を重ね、

ルタント業務の良質な設計成果の提

関しての新たな提案及び県内コンサ

トの問題や進め方、総合評価方式に

に関する課題、アセットマネジメン

機関との意見交換を踏まえた品確法

平成一七年度、一八年度は、現地

一、品質確保検討会活動

築技術協会は、
平成一六年六月に
「社

調査設計に関するアンケート、照査

てスタートを切った。

会資本整備に関する意見交換会」を

システム構築、総合評価への提案、

者に助言を与えることを目標とした。

っての疑問点や問題点を抱える技術

特記仕様書については、発注者

アセットマネジメントへのアプロー
チ、として報告書をまとめた。

課題ごとには、
分科会
（ＡＭ分科会、

記仕様書の改善、を取り上げた。各

ジメント（以下、ＴＱＭと呼ぶ）
、特

と呼ぶ）
、トータルクオリティーマネ

アセットマネジメント（以下、ＡＭ

り、特記仕様書を一から作成する時

形態に対して苦慮することが多くな

発注者も過去に比べ多様化する業務

し添付している」との結果を得た。

は約９５％の人が「既存を一部修正

調査・設計業務に関する特記仕様書

（県機関）へのアンケート調査から、

ＴＱＭ分科会、特記仕様書分科会、
）

間等が取れなくなっている現状も浮

平成一九年度には、三つの課題、

を立上げ、其々、宮副一之、小倉驍、

書の中には、特記事項のミスマッチ

き彫りにされた。収集した特記仕様
ＡＭについて検討する中で、国土

や留意点の欠如等、受注者側からみ

福島裕充が分科会長を務めた。
交通省から通達が出され橋梁につい

れていたりしていることも把握でき

ると首を傾げたくなる内容が添付さ
が出てきた。分科会では、佐賀県の

た。このような中、１１工種につい

てのＡＭを各自治体で実施する動き
橋梁現況を調べると共に、佐賀県内

ての改善案を提案した。

平成二〇年度には、一九年度の課

の道路舗装の補修のあり方について
具体的な検討を行った。後者につい

に佐賀大学で分科会活動を行った。

題を推し進めた。ＡＭ分科会の活動

ＴＱＭに関しては、建設アドバイ

国道３４号４・３キロメートル区間

ては佐賀大学の石橋孝治研究室にお

ザー機構の平成二〇年発足に向け準

における昭和四六年から平成二〇年

では、佐賀国道事務所のご協力を得

備を進めた。当機構では、多くの専

までの３６年間にわたる補修履歴資

ける卒業研究テーマとして取上げて

門技術者集団であるＮＰＯ法人技術

料 を 丹 念 に 調べ て 、 ３種 類 の路 床

て、石橋孝治研究室を中心に、夜間

交流フォーラムの技術者が中心とな

路盤構成に対する建設費と修繕費を

いただいた。

って、公共工事の設計・施工にあた

30
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路盤構成の違いによる建設費と修繕

出 まで には 至ら な か ったが 、路 床

らないなどの問題があり補修費の算

判断される区間の工事記録が見当た

算出した。維持工事が適用されたと

応、などを検討した。

の対応、道州制・地方分権化への対

刊、佐賀県の業務・組織の見直しへ

アンケート調査、技術マニュアル発

ー機構の活動、特記仕様書に関する

トを寄稿して頂いた。関連して、地

の公共工事の展望」と題したレポー

には、当日の議論を踏まえて「今後

ついて意見交換会をもった。報告書

ら、川上義幸氏を招いてこの問題に

とにも意義があると考えている。

のコミニュケーションを促進するこ

に発注者・設計者・施工者の３者間

を向上させることにあるが、その他

治研究室を中心に、道路に対するド

ＡＭについては、佐賀大学石橋孝

木学会から「技術公務員の役割と責

報告書をまとめているときに、土

ようになったが、その設計の考え方

「深層混合処理工法」が採用される

ボックスカルバート等の基礎に、

･

費の相対的な関係を確認することが
ライバーの意識調査が実施され、既

務～今問われる自治体土木職員の市

の統一的設計手法は確立していない。

２年間だけ試行することで平成二十

二、技術マニュアル作成活動

できた。また道路アセットマネジメ
存道路の維持管理を戦略的に行うた

場価値」が発刊された。この冊子は

このような現状を踏まえ、佐賀県と

域の民間企業はどう対応すべきかに

ントの今後のあり方に対する貴重な
めの検討が行われた。

本県技術職員にとって必読の書であ

ＮＰＯ法人技術交流フォーラムが協

働で、佐賀平野に適した統一的設計

ついてレポートを掲載した。

示唆を得ることができた。

利用状況ならびに今後の課題が報告

ると考え、その概要を「冊子紹介」

建設アドバイザー機構は、まずは
年５月に発足した。その趣旨につい
された。

として掲載した。

技術マニュアルの発刊は、品質確

会を開いている。土木関係および農

津・武雄・神埼の４箇所で意見交換

り本部建設技術課と一緒に佐賀・唐

計手法検討会」が、三浦哲彦主査、

的として、「深層混合処理工法の設

確保、コスト縮減に資することを目

を図り、もって、土木構造物の品質

手法を作り上げ、互いの技術力向上

に提案した標準形の仕様書が各事務

保検討会の作業とは別に実施されて

林関係の事務所職員のみならず、地

宮副一之副査、盛永保弘副査、真崎

広報分科会では、佐賀県県土づく

所において少しづつ浸透しはじめた

きたものであるが、当検討会の趣旨

域の市 町職員にも呼びかけていた

照吉幹事、喜連川聰容幹事を中心に

対象としたアンケート調査が行われ

特記仕様書については現地機関を

建設アドバイザー機構については、

ては佐賀県県土づくり本部の理解も
得られた。二十年度は合計１２件の
相談があった。

実績を踏まえ、要望のあった道路詳

に合致するものであることから、そ

だいてもいる。意見交換会において

に入れて各事務所関係者に配布し、

様書を作成した。詳細データはＣＤ

地域建設関連企業の対応についてで

賀県の業務・組織見直し」に対する

新たに取り上げたテーマは、「佐

える。

かな手ごたえが感じられ始めたと考

られた。本検討会の地道な作業に確

は、どの課題に対しても関心が寄せ

礎～着底方式 設計の手引き（案）～」

スカルバートの深層混合処理工法基

施され、平成二二年十月、「ボック

平成二〇年度、二一年度の２ヵ年実

･

並行して建設技術課を通じて各事務

ある。県の動きは、組織の合理化へ

この検討会を続けていく狙いは、

本県におけるインフラ整備は、軟

た。

細設計についての見直しを行なうと

の結果を報告書に盛り込んだ。

特記仕様書分科会では、一九年度

共に、新たに７工種の標準形特記仕

所の設計担当者に行き渡るようお願

の社会的要求に応えるものであるが、

佐賀県インフラ整備の品質を確保す

弱地盤ゆえに余分な費用投入を余儀

が発刊された。

いした。

その背景には道州制並びに地方分権

ること、ならびに地域の建設技術力

平成二〇年度、平成二一年度には、

化の動きがある。そのようなことか

ＡＭに関する検討、建設アドバイザ
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含めた環境対策にも十分な配慮が必

策のみならず、周辺地盤への影響を

造する場合は、すべり破壊・沈下対

の沖積粘土層が堆積する地盤上に築

いわゆる高盛土を十数メートル厚さ

めることになる。６～８メートルの

費が工事全体費用の大きな部分を占

道 路 工 事 に お い て は軟 弱 地 盤 対 策

なくされることも少なくない。特に

るという信条の一つを意識しながら

的検討を通して地域のために寄与す

流フォーラムの立場としては、技術

ように心がけた。ＮＰＯ法人技術交

見を聞いて内容に普遍性を持たせる

いよう努めた。また、外部識者の意

（ＬＣＣ）ミニマムの視点も忘れな

設計の観点やライフサイクルコスト

進めてきた。時代の要請である性能

それぞれの立場で繰り返し見直しを

ると確信している。

明海沿岸道路の事業展開に寄与でき

盛土部へと拡張すればその成果は有

基礎の問題に焦点を絞ったが、道路

この検討では、ボックスカルバート

へとレベル移行できる可能性がある。

から「標準」へ、
「課題」から「協議」

本検討会を継続することで「協議」

項である。

ても解決されていないと判断した事

成９年から開設した。ＣＥ塾では、

は、三浦哲彦前理事長を中心に、平

ンサルティング・エンジニア）塾」

技術士養成を目的とした「ＣＥ（コ

・佐賀県県土づくりコンサルタン

要である。技術的対応としては、全
の作業となった。

では、佐賀平野の軟弱地盤問題に確

る。しかし、これらのマニュアル類

類を頼りにせざるを得ない現状であ

考え、抽出事項を次の３つのカテゴ

の全てに答えることは困難であると

たので、課題として抽出された事項

２年間という限られた期間であっ

術者が一つの課題に対して、膝つき

議も積極的に行なわれ、産学官の技

が行なわれるとともに、分科会前会

６回、分科会１６回、委員会１回、

当検討会は、二ヵ年で、全体会議

い、

意見を出す、自分の意見に固執しな

（他人の意見を非難しない、数多く

と」「ブレーンストーミングのルール

「肩書きの上着は脱いで参加するこ

①ＣＥ塾（現在ＰＥ道場）

・佐賀の地質研修会

ツ協会研修会企画・講師派遣

国的に使われている各種マニュアル

かな答えを出せないことも経験する

標準：現行設計の中で改める事項

リーに分けて整理した。

技術者として、人間力向上とともに

合わせて意見交換をして行く中で、

勉強会を行なった。昼食時も議論は

受講生と同じ人数くらいの講師陣で

として、朝９時から夕方５時まで、

を受けたＮＰＯ法人技術交流フォー

解決すべく、県の建設技術課の委託

工において顕在化した。この問題を

「標準」の中には、慣習的に設計し

が認識しておくべき事項

問題点として発注者と受注者

課題：簡単に結論を得られないが、

・ＣＥ塾（現在ＰＥ道場）

の活動を行なっている。

地域の技術者育成では、次の３つ

三、地域の技術者育成活動

～平成一八年度（第９期）までに、

屋風であった。平成九年度（第１期）

けることもあり、ＣＥ塾は熱き寺子

から夕日が傾くまで議論を交わし続

厳しい指導が行われた。時には、朝

なことを忘れていませんか？」など

とが言いたいことですか？他に大事

らない。黒板に絵を書いて判り易く

コミニュケーションづくりのきっか

ラムでは、２年間にわたる調査研究

てきたことを改める事項が含まれて

平成二三年度からは新にフローテ

協議：発注者と受注者との協議に委

）を守ること」などをルール

c
t
e

ところである。
かかる問題の一つが、数年前に水
路用ボックスカルバート基礎に用い

を進めて手引きを纏めるに至った。

いる。
「協議」は、現場の各種条件を

説明してください。
」
「本当にそのこ

続く。「あなたが言いたいことがわか

現行マニュアル類の問題点の抽出

勘案しながら発注者と設計者の協議

ィング基礎の検討会が始まっている。

けが出来たと考える。

に始まり、技術的解決を図ることに

によって決めるべきものである。「課

ねる事項

腐心してきたが、設計論だけに陥ら

題」は、全国的マニュアル類におい

られる深層混合処理工法の設計・施

ないよう発注者、設計者、施工者の
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ての技術士を育成することが急務で

まえ、社会に認知される技術者とし

者倫理の必要性などの時代背景を踏

導入、アセットマネジメント、技術

関する法律の施行、総合評価方式の

平成一八年度からは、品質確保に

十数名の技術士合格者を輩出した。

開催して、情報を共有し、指導方針

なっており、定期的に指導者会議を

指導者のコメントを記入することに

までの宿題、前回の宿題への対応、

テには、日時場所、指導内容、次回

報を共有出来る形としている。カル

係わる人に発信することにより、情

成し、月に一度カルテをＰＥ道場に

ンクールとして実施し、最終回は、

スを中心計画した。研修は３回をワ

の研修に力を入れ、初級者向けコー

当初は、若手技術者の育成のため

もと活動している。

ルタンツ協会設計委員会との協働の

心に、
（社）佐賀県県土づくりコンサ

活動は、盛永保弘研修委員長を中

事例発表会は、
「日本測量協会」の測

定プログラム」の登録を実施した。

承認を行っている「日本技術士会認

建設系ＣＰＤ協議会でＣＰＤの相互

いることから、シンクタンク研修は、

ＣＭなど）の更新条件となってきて

教育（ＣＰＤ）等が各種資格（ＲＣ

を狙いとした。さらに、昨今の継続

もに厳しい修練を積みながら活動し

への転換を図り、受講者、指導者と

る環境」
「資格を取りたいと、強い思

いは受講者と指導者が切磋琢磨でき

指導者の役割は、「受講者同士ある

実務研修会は、毎回１５～２０名の

場見学・実習」を盛り込んだ。月例

に、クールのテーマにちなんだ「現

“百聞は一見にしかず”の諺どおり

ている。

士連合会」のＣＰＤＳの認定を受け

量ＣＰＤ及び「全国土木施工管理技

サルタントスキルの向上を図ること

あると の背景 から、寺子屋方式 の
の確認を行っている。

ていく目的のもと、
「ＰＥ（プロフェ

いを持ち続けてもらえる環境」「若い

参 加 が あ り 、 若手 の 技術 者 か ら は

協会員のスキルアップである。

「塾」から、より熱血指導の「道場」

ッショナル・エンジニア）道場」を

技術者が初歩からスキルアップ出来

上々の評判を得ることが出来た。

ョンから７月の模擬試験まで、月１

長を中心に、２月のオリエンテーシ

を創出することである。これからも

て人間力を高めてもらう環境」等々

を広げられる環境」「受験勉強を通じ

に変更した若手技術者による事例発

活発な意見交換ができるような形態

うに聴講型式を主体とした研修から、

平成二〇年度からは、今までのよ

設計検討会を開催してきた。検討会

佐賀県と協働で、深層混合処理工法

は、前述したように、二ヵ年に渡り

ＮＰＯ法人技術交流フォーラムで

③佐賀の地質研修会

開設した。

る環境」「学習を通じて技術的な視野

回の合同道場を開催している。また、

役割の達成の為貢献していきたいと

ＰＥ道場では、盛永保弘研修委員

受講者と指導者間では、納得の行く

では、設計論だけに陥らないよう発

注者、設計者、施工者のそれぞれの

表と中級・上級技術者（幹部技術者）
を対象としたシンクタンク研修の二

立場で俯瞰的な検討を進め、課題も

特に入念な土質調査分析の事業全

本立てとした。まず、若手技術者に

考える。
②佐賀県県土づくりコンサルタンツ

まで相談と指導を繰り返している。
道場では、指導者の姿勢も正す意味
で、１０００字程度の指導方針、受

ン能力を向上させることを狙いとし

体に与える影響が大きいことも施工

明確になってきている。
て、参加者の前で経験した設計実務

事例等から明らかとなってきた。着

よる事例発表は、プレゼンテーショ
（社）佐賀県県土づくりコンサルタ

の事例を発表することとした。次に、

底層の目安となる完新世と更新世の

協会研修会企画・講師派遣

ンツ協会主催による月例実務研修会

シンクタンク研修では、高度な技術

境界付近の判断、
有機質土への対応、

験経験等を提出してもらい、受講者

ＰＥ道場の特色として、受講者の

は、平成十三年から現在まで１０年

を習得することによりさらなるコン

とのミスマッチを無くすようにして

個人カルテ（個人情報が含まれるた

間継続して実施されている。目的は、

いる。

め各受講者の了解を得ている）を作
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日野剛徳先生により同コアのごく近

活動報告３として、ＮＰО法人技

最後に、ＮＰО法人技術交流フォ

成活動」関する活動について報告し

着底層より下方の圧密沈下層の分析、

第２部では参加者の方々に２つの

たが、これまでの活動の中で、各活

ーラム設立時からご尽力頂いた、故

グループに分かれていただき、有明

動の目的達成に貢献できたとともに、

術交流フォーラムの産学官協働とし

る能力の向上を図っていくことが、
海沿岸低平地域における典型的な年

参加したＮＰО法人技術交流フォー

傍で掘削されたシンウォールサンプ

社会基盤の品質向上に寄与するもの
代の鍵層となる由布川テフラ（６０

ラム会員においては、コミニュケー

等である。発注者・設計者・施工者

と確信した次第である。
万年前）
、阿蘇 ３火砕流堆積物（１

ション力の向上が図れたこと、ひざ

勝木茂雄氏、故島内 明氏、に感謝と

このような中、「佐賀地域の地質
（９
３万年前）
、
阿蘇 ４火砕流堆積物

突合せ議論を重ねていくことにより

て、
「品質確保検討会活動」「技術マ

（平成二二年独立行政法人産業技術
テフラ（２万９千

リング試料の地盤工学的調査結果と

総合研究所 地質調査総合センター、
万年前）
、姶良

新しい方向を見出せる経験、活動を

を問わず、実際のボーリングコアの

下山正一・松浦浩久・日野剛徳）」

年前）
、鬼界 アカホヤテフラ（７３

冊子に纏め広報していくところに次

哀悼の意を表し、報告３とします。

著者である九州大学大学院理学研究

００年前）等の火山灰層の光学顕微

世代へ活動を継承していける可能性

ニュアル作成活動」「地域の技術者育

院の下山正一先生と佐賀大学低平地

鏡による肉眼観察を行っていただい

があること、等々、すばらしい経験

解釈に関する講習が行われた。

沿岸海域研究センターの日野剛徳先

た。さらに、前述した産総研・柳川

-

n
- T
-

との共催で佐賀大学にて実施してい

賀大学低平地沿岸海域研究センター

研修会は、平成二二年度から、佐

ご相談したところ、快諾して頂いた。

を行っていただいた。コアの提供を

された数本のオールコアの肉眼観察

ける佐賀県小城市久保田地区で採取

明海沿岸道路建設プロジェクトにお

コアの肉眼観察を始め、佐賀県・有

バートの深層混合処理工法基礎～着

平成一八年～二二年」「ボックスカル

報告では、
「品質確保検討会報告書

じている。

をさせていただくことが出来たと感

-

る。研修会では、大串正氏、盛永保

頂いた佐賀県有明海沿岸道路整備事

34

分析能力や、俯瞰的に地質を分析す

生に「佐賀の地質研修会」の講師を

弘氏、古賀浩史氏、永岩敦史氏、内

土づくり本部、特定非営利活動法人

底方式 設計の手引き（案）佐賀県県
「佐賀の地質」研修会は、下山先

技術交流フォーラム、平成二二年１

務所に感謝いたします。
生、日野先生のご好意により、佐賀

０月」、「月例実務研修会活動報告書」

野政則氏、福田憲司氏、喜連川聰容

の社会基盤整備に携わる技術者の一

「技術士だより（声の広場）
」「佐賀

氏、宮副、を中心に活動している。
第一部では、まず下山正一先生によ

層の技術力向上のため、５年間は継

の地質レポート」を参考にさせてい

これまでの研修会は２部構成され、
り、産総研・柳川コアと呼ぶオール

続する計画である。

ただいた。各執筆者に感謝します。

コア試料の第四紀学的調査結果と解
釈に関する講習が行われた。次に、

佐賀の地質研修会 (H23.7.28) 於:佐賀大学多目的セミナーホール

縫 ノ 池 支 援 活 動
（所在地：佐賀県杵島郡大字湯崎字川津）
４０年ぶりに復活した縫ノ池の湧水

＜空からの縫ノ池＞

＜新緑の縫ノ池＞

＜縫ノ池・釣り大会：毎年８月に開催＞
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「
技術の地域貢献～新たな絆を求めて」

NPO 技術交流フォーラム

パネルディスカッション 報告

<

(

)

技術の地域貢献～新たな絆を求めて
保弘

>

ＮＰＯ法人技術交流フォーラム 研修委員長 盛永
［荒牧］コーディネーターを勤めさ
せて頂きます荒牧です。私がいただ
いたテーマは「技術の地域貢献～新
たな絆を求めて」というタイトルで
す。
先ほど十年間の歩みの報告を聞か
せて頂きました。技術者の集合体と

周年記念大会で

行われた「パネルディスカッション

しての十年間は、堂々たるものだと

私からは、創立
（１６時３０分～１７時３０分」で

思いました。技術者が何かやってい

「新しい絆を求めて」と書かれてい

済むようなことかなと思いますが、

れからも頑張ってくださいと言えば

今日の私の役割は、みなさんにこ

れたと感じました。

こうとしたことを着実にやってこら

のやりとりをご報告させて頂きます。
登壇者は、次の通りです。
○コーディネーター
荒牧 軍治氏（佐賀大学名誉教授）
○パネリスト

るところをみると、今よりもさらに
新しいものを探していこうと考えら

井山 聡氏
（佐賀県県土づくり本部・本部長）

れていると感じました。それでは、

技術交換をどのようにやろうかと考

域にどういうふうに関わり合おうか、

それぞれ活動をされている中で、地

岩尾 雄四郎（理事長）
（元副理事長）

三浦 哲彦 （初代理事長）
原田 彰

盛永 保弘 （研修委員長）

えてこられたと思いますので、少し
聞いてみたいと思います。まず、盛
永さんの方からお願いします。

［盛永］先ほど十年間の活動報告に
もありましたように、研修委員会と
しましては、「ＣＥ塾」「ＰＥ道場」
佐賀県県土づくりコンサルタンツ協
会主催の月例研修会への「講師の派
遣」「各種講習会開催」、などを継続
的に実施してきたところです。
そのなかで私が感じた研修委員会
の役割というのは、「技術者同士が切
磋琢磨できる環境」「若い技術者が初
歩からスキルアップできる環境」「学
習を通じて技術的な視野を広げられ
る環境」「講習会の開催を通じて地域

に貢献できる環境」などを創ること、
いわゆる「人づくり」ではないかと
考えていままでの活動をやってきた
ところです。

［荒牧］
これまでに特に問題もなく、
これからも着実に活動を続けていけ
ばよいということですか。
［盛永］今までの活動を着実に継続
することは重要なことですが、今回
のテーマでもあります「技術の地域
貢献～新たな絆を求めて」を考える
と、今までの技術者同士が切磋琢磨
できる研修会はもちろんですが、地
域に向けて発信する研修会も今後で

きたらいいなと考えています。

［荒牧］ はい、わかりました。で

は原田さん、お願いします。

［原田］いま「人づくり」というこ

とがでましたが、私の場合は、
「タヌ

キづくり」です。先日も、中木庭ダ

ムの天神様に「たぬき踊り」を奉納

してきました。
「技術の地域貢献」に

ついて僕の場合は、
「たぬき踊り」の

技術で地域に貢献し、「生物多様性」

の観点から生き物を大切にしなけれ

ばならないと感じています。僕の場

合、動物の代表が「たぬき」、魚の代
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［三浦］私は、
「たぬき踊り」の落第

ました。三浦先生おねがいします。

［荒牧］ はい、ありがとうござい

らっしゃるエンドユーザーである住

しまう気がします。これは、外にい

互いに納得し合えばそれで終わって

思われます。技術者というのは、お

必ずしも十分ではなかったのかなと

積極的に参加しようというところが

思います。

私からは三点ばかり申し上げたいと

思います。このようなことを踏まえ、

ということはとても大切なことだと

ムをどのような方向にもっていくか

私かと思います。今後このフォーラ

のご意見を一番必要としているのは

［岩尾］このシンポジュウムで皆様

していたおかげかなと感謝している

生でございまして、一度はやったの

民の方々にメッセージが届きにくい

第一点目は、先ほど井山さんの方

「葦」を使っていきたいと思ってい

が関わるツールとしては非常におも
ですがうまくいきませんでした。Ｎ

ということに繋がると思います。今

からもありましたが、ローカル発注

表が「なまず」
、植物の代表が「葦」

しろいのですけど、何でそんなもの
ＰＯ法人技術交流フォーラムは、平

後、そういうところをなんとかして

において、ゼネコンよりもコンサル

ところです。ところが、社会活動に

が必要だと思われるのですか。

成１３年８月２２日に発足しまして、

いかなくてはならないと思うのです

への発注量が少ないと言うことです。

ます。

［原田］色々な人と交流するときの

実質的な創設者は、ここに見えられ

が、地域の防災計画の要となるのは

これは、何か我々がお手伝い出来る

です 。
「葦」では、葦を煎じてお茶を

ツールとして必要であり、利用出来

ています藤永正弘さんと原田彰さん

建設業の方々で、災害が発生した時

ことがあれば、一番力を入れなけれ

なものは、文化とか技術とかに我々

［荒牧］原田さんがあみ出した色々

作っています。

ればと思います。
です。

はボランティア的に被災現場に向か

と思います。これは、技術で解決す

て、その「ひずみ」が出てきている

かになること」をいっぱいやってき

［原田］今まで、経済成長の中で「豊

と思います。

ものを少しお話ししていただければ

思うんですけど、その哲学みたいな

いうのが原田さんの今のテーマだと

思います。
「生き物と暮らす佐賀」と

することを相手に伝えたいのかなと

の予測よりもうまくいっているのか

りのように、二番目と三番目は当初

程からの十年間の活動報告でおわか

地域に貢献しましょう」でした。先

う」第三番目は、
「専門技術を通して

は 、「倫 理観を もっ て 活動 しま しょ

に社会に参加しましょう」第二番目

ですけれども、第一番目は、
「積極的

合って三箇条の信条を書き出したん

う話になりました。みなさんと話し

ものをつくらなければならないとい

くうちに、自分たちの信条みたいな

ました。岩尾先生、続けてお願いで

［荒牧］ どうもありがとうござい

すが。

っています。これは私だけの思いで

スト」のようなものができたらと思

ご提供できます」というような「リ

災害時に「このようなものを我々は

深めるには、地域の方々に対して、

私は、今住民の方々との関わりを

しいと思います。

にそのような活動は続けていって欲

われている訳ですが、今後も積極的

ではないかと思います。

か」という視点を持つ必要があるの

のように考 え」「どう動い てい るの

のように動いて、よそはどのような

でてきていいと思います。世界がど

の対極にはやはり世界ということが

ということですが、地域という言葉

第二点目は、
「地域との新たな絆」

のも関係しているのかもしれません。

析等が必要になろうかと思います。

す。このことについては、今後、分

ばならないことではないかと思いま

発足してしばらく活動を続けてい

ることは無理で、僕らが意識を変え

なと思われます。これは、当初つく

きますでしょうか。

［荒牧］ 原田さんは、「ドキッ」と

る以外にないと思います。そのツー

られたフォーラムの理念がしっかり

動きをしているか。世界、他県は「ど

佐賀県の技術士の数が少ないという

ルとして「たぬき踊り」や「なまず」
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私個人は思っています。

枠を広げていくのも課題なのかなと

単に技術だけは詳しいのではなくて、

ち、広い能力を高めていって、ただ

には政治家の視点、行政の視点を持

であり、技術者であると同時に、時

として、技術者であると同時に市民

のレベルを高めていくことは、当然

色々なことが言われています。技術

の時代においては、説明責任とか

を、私自身考えております。特に今

者だけであっていいのかということ

技術者倫理、あるいは技術者は技術

という言葉をお使いになりましたが、

第三点目は、三浦先生も「倫理」

成を図りつつ「地域づくり」
「まちづ

「利活用」だとか、社会への合意形

く見れば「地域の環境対応」だとか

ただければと思います。さらに、広

質の高い仕事をスムーズに行ってい

りでもありましょうし、そのような

処理工法基礎設計の手引き（案）
」作

さきほど活動報告された「深層混合

ればいいなと思います。その一環が、

出て行けるような体制づくりができ

んでいただいて、行政のほうが外へ

ムの方がこのシステムの中に入り込

の中で、得意分野をもったフォーラ

を外部化してきています。まさにそ

で、調査・計画・設計あるいは工事

ります。そのような中で、県民の皆

仕事を行うことが出来ない状況にあ

外的な調整だとか技術的に専念して

を発注する立場にある訳ですが、対

管理、またはそれを通じて工事など

［井山］我々は、公共施設の整備や

いします。

ざいました。続いて、井山さんお願

［荒牧］はい、どうもありがとうご

「品質確保」ということが語られて

ントの実力を上げていく方法として

注をする時に、建設業やコンサルタ

ましたけれども、例えばローカル発

と思います。先ほどの報告でもあり

した。いくつかのテーマがだされた

［荒牧］どうもありがとうございま

と考えています。

連携できるところはご協力できれば

います。
私たちも期待していますし、

くり」に貢献していただければと思

様に行政を理解していただき行政サ

きたと思います。

三浦先生に教えていただきたいの

ービスを行ってきている訳ですが、
公共事業を行う全体のシステムの中
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ろがあります。だから、実施でやり

［宮副］木材利用のことかなと思っ

中に「木杭‐緩衝層システム」とい

ょうか、その内容を考えることがま

相談しながらローカルな味をだすよ

うのを提案しまして、ご検討をいた

ですが、
「マニュアル」作りのプロセ

そして、私自身が一番気にかけて

うな仕事に取り組んでいければと思

だいております。また、県道江北芦

ています。有明海沿岸道路では、仮

いることは、発注者と設計者と施工
います。

ャストＬ型擁壁にグリットを入れま

ながらそれをフォローしていくよう

それを、民間と大学の先生に加えて
者の間の技術を通してのコミュニケ

［荒牧］はい。わかりました。例え

して、木杭に均等に力が働くという

さに技術力アップに繋がると思いま

県職員の方にも入っていただいて実
ーションが悪くなっていることです。

ば、地元に技術が残っていく「しか

ことを、現地にて計測することによ

スは、一見、行政側に提案する品質

施することで、地域の技術力そのも
それを何とか技術的な議論をする中

け」とか、今、三浦先生は勉強会と

り証明したということもあります。

設道路が整備される訳ですが、その

のを上げていくという活動にもなっ
で、
解決できればなと思っています。

かをされているようですが、その辺

なやり方とかですね、現場、現場で

ていると理解してもいいんですか。

［荒牧］はい、わかりました。マニ

のところをお教えいただけないでし

す。

す。活動報告であった宮副さんのご

ュアルを机上で作ってやっている訳

ょうか。

確保のように見えるけれども、実は

紹介の中には時間が足らずになかっ

ですが、そこからローカル発注とい

岩尾先生、先ほど倫理のことにふれ

［荒牧］ちょっとテーマをかえて、

刈線では、路側に設置されたプレキ

たかもしれませんけれども、全国バ

う発想が出てくるのであれば、例え

の一つは、軟弱地盤由来の問題です

術力を高めることをせずに「技術が

作ってマニュアルの精度を上げて技

近いことは、現実にやらせていただ

ではないのですが、実質的にそれに

明海沿岸道路の試験盛土」という訳

いうことを、少し教えていただけま

してここだけは考えておきなさいと

ならないこと、あるいは、技術者と

らいけないこと、最もやらなければ

られましたが、技術者が最もやった

けれども、発注者側は、全国バージ

足りないね」というのは、少しやり

いております。

［三浦］おっしゃる通りだと思いま

ージョンのマニュアルではどうして

ば試験施工など、ローカルチームを

ョンのマニュアルを求めていて、設

方として違うんじゃないかと思うん

［三浦］具体的に、県の仕事の「有

も対応できない問題があります。そ

計者側もそれを使うのですが、考え

ですけど、井山さんそこのところど

計の手引き」の話が出てきたと思う

たりから「深層混合処理工法基礎設

るという現状がありました。このあ

と思います。ただ、現状では予算が

っていくことは十分可能ではないか

りますし、一定のルールを決めてや

［井山］おっしゃることは十分わか

らも注目されている部分があります。

［三浦］はい。佐賀の動きが県外か

ことでしょうか。

一緒にやっていくことが可能という

術を他の県の工事で試してみながら、

を出し説明しています。
姉歯事件
（耐

の三つのパートに分けて具体的な例

門家の倫理」それから「組織の倫理」

正直なところです。それで私は、学

かということを、持っていないのが

［岩尾］ 私も、これから何が正解

せんでしょうか。

方が違う複数のマニュアルが存在し

う思われますか。

んですけれども、何が問題点で全国

非常に厳しくて、選択と集中で事業

よかったら、フロアーの宮副さん紹

震強度偽装問題）
は、「専門家の倫理」

［荒牧］それは、例えば、新しい技

ていて、それを「いいとこ取り的」

バージョンのマニュアルで解決出来

執行をせまられているものですから、

介していただけますか。

に使用して異なる設計成果が出てい

ないかということを議論する中で、

早く結果をださないといけないとこ

生には「個人の倫理」それから「専

物事の本質が見えてくると言いまし
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に入るのですが、
「専門家の倫理」だ

良いのだけれども、地域の人とか、

事で、戦後最大の危機だと言われま

東日本大震災は、本当に悲惨な出来

あるべきだったのかということも含

今言われたみたいに、建設業がどう

最後に、今までの活動は確実に王

素人の人たちに話すときの注意点と

されているようです。やはり、災害

道を歩んでこられたと思いますので、

けで物事が解決できるかというとそ

がおきれば、建設業の方は、災害後

若い人たちは、それらを受け継いで

めて、我々に課題を突きつけている

［三浦］はい。我々は専門家として

の応急対策に不可欠な存在だと思い

いただき、技術者たちがそれぞれの

した。
この震災を教訓に、
四国では、

うことがありますね、
「法律」「国の
色々なことを知っているのですが、

ます。

いうのがあれば教えて欲しいんです

憲法」
「倫理」みたいなものが色々あ
地域の人たちにそれをかみ砕いて、

ご存じのように、元々四国は、台

との絆の構築にも繋がると思います。

うではなくて、個人の視点がどうし

ると思うんですよ。一番参考になる
分かり易く説明するには、結構宿題

風などによる風水害・土砂災害が多

今日は、本当にありがとうございま

ような気がします。

と思うのが「ノーブレスオブライズ」
が多いと思いました。我々は、一般

いところで、今後三十年間に六十パ

した。

建設業ＢＣＰ懇談会や研究会が実施

という言葉があるんですが、これは

市民に対して「技術の翻訳者」とし

ーセントの確率で発生が予測されて

けど。

能力がある人、あるいは地位のある

ての役割を果たさなければいけない

いる「南海地震」などを見据えての

ても入ってくるんです。

人、
お金のある人、
影響力のある人、

と思います。しかし、我々は、その

ことだということです。

のような修練をする必要があると思

て、建設業の方たちがＢＣＰ研究会

ますので、大規模浸水などを想定し

きましたが、紙面の都合上割愛させ

でのやりとりをご報告させていただ

以上、
「パネルディスカッション」

やっぱり、大切なのは、法律とい

これを「ノーブレス」といっている

ような勉強を今までしてきていない

ことで、「普通の人より責任を持って

っています。現役の大学の先生は、

などを立ち上げられることがあれば、

ていただいた部分や表現を若干変え

地域で頑張っていただければ、地域

訳ですが、そういう人たちは「それ

ような気がしますので、意識してそ

仕事に臨みなさい」ということです。

学生に対してそのような教育をして

当フォーラムとしても参画していけ

我々も、佐賀の低平地を抱えてい

なりに責任が重いんですよ」という

また、
「ＰＤＣＡサイクル」があると

いただければありがたいです。

［荒牧］はい。技術者が地域にでか

そのときに、組織としてのフォーラ

本大震災の話がありましたけれども、

先ほど頂いた盛永さんのメモに東日

［荒牧］はい、わかりました。さて、

することも考えられます。

会や研修会を外向きに発信し、開催

の社会的責任）
」
などについての講習

（事業継続計画）
」や「ＣＳＲ（企業

研修委員会としましては、「ＢＣＰ

した。東日本大震災が我々に教えて

とをご了承いただければ幸いです。

させていただいた部分がありますこ

けて行く時に、先ほど岩尾先生が言

ムではなくて、技術者個人として登

たらいいなと思います。

思いますが、これと「ノーブレスオ
ブライズ」と二つで考えると考えや

われた「ベース」をきちっとさせと

場する可能性がありますでしょうか。

すいのかなと思います。

かないと信用してもらえなくなると

［盛永］そうですね。ちょっと先生

くれたものは非常にたくさんあって、

［荒牧］どうもありがとうございま

先ほど、三浦先生おっしゃってい

のご質問と違うかもしれませんが、

いうことだと思います。
たんですけれども、技術者同士では

40

会 員 の 声

NPO 技術交流フォーラム

佐賀・地域を知る“きっかけ”

ります。また県内など他の地域から

論され、採択基準が年々厳しさを増

制、新技術などの情報交換や技術的

していた時期でもあり、あの時日頃

私が目指しているのは、地域に貢

知識の集積に勤めていれば、既存手

学び、また共に学ぶという意識が薄

献できるプロの技術者ですが、思い

法の改善を図り、財務サイドなどと

から他の県や市町村の動向、組織体

現在、私は伊万里市役所に勤務し

返せば私自身の見識の狭さから業務

の内部調整や地元対応においても、

かったようにも感じます。

ていますが、元々佐賀県人ではなく、

において 「も し私が担当でなけれ

もっと臨機応変な対応がでたのでは

吉永 幸治

隣の長崎県で生まれ育ち福岡県に就

ば・・・？」と反省する点も数多く

ないか、と今でも反省を踏まえ教訓

伊万里市役所

勤務することになりました。

あります。

伊万里自体は、県外でも生活圏で
ありましたが、正直なところ佐賀を

農地・農業用施設だけでも被災箇所

より死者がでる豪雨災害に見舞われ、

伊万里市では今で言うゲリラ豪雨に

今後業務を行う上でとても心強いこ

地域貢献に活動されていることは、

う当技術交流フォーラムが結成され、

そのことからも佐賀の技術者が集

にしている点の一つです。

私がこの『ＮＰＯ法人技術交流フ

身近に感じることは少なかったよう

１２００以上、復旧箇所８５０工区

十年程前、平成十四年九月十六日、

ォーラム』を知ったのは、平成２０
に思います。

あったことからそれなりに馴染みは

年度末これから技術士試験の受験準

とだと思います。

私自身この大きな“きっかけ”と

という被害を受けました。
当時、私は農林部署の担当者とし

なった『ＮＰＯ法人技術交流フォー

佐賀という地域を意識し、その距

て調査設計・施工監督から事業管理

ラム』を大きな“チャンス”につな

備に入ろうとした頃で、
「ＰＥ道場」

を担当しており、災害復旧事業の遂

がるよう、自己研鑽に励み、少しで

離を縮めてくれる“きっかけ”とな

地域のためには、地域にあった業

行に関して事務的・技術的にも絶対

も技術的な貢献が出来ればと思いま

の案内を見てすぐに申し込みのメー

務の遂行やそれに対応した技術の習

の自信を持っていました。

特に私たちのような市町村職員は

かない事案も発生するなど、結果と

要し、これまでの想定では予想もつ

ＰＥ道場での月に一度の勉強会は、

ったのも、この技術交流フォーラム

当時技術職でありながら振興事務も

得も必要ですが、その技術は国から

しかし、従来と違い対象箇所が多

ルをしたことが、今思えば大きな

担当し、技術的な議論をする場があ

定められた画一的で標準的なもので

く、初期対応の人員調整で頓挫した

限定された地域に国から提示された

して青息吐息で何とか事業完了にた

に参加したことだと言えます。

まり無かった私にとって、とても新

地域性を意識したものとは言えない

ことで、現地調査にかなりの時間を

“きっかけ”だったと思います。

鮮であると同時に、自分自身の技術

面もあります。

幸いその年に何とか技術士に合格

基準をどのようにあてはめるかとい

どり着いたという状態でした。

す。

力不足・勉強不足を痛烈に感じるこ

することができたのは、講師の方々

うことを意識するあまり、地域にあ

とになりました。

の熱心なご指導のお陰だと改めて感

った対策ができていたのか疑問もあ

当時は災害復旧事業のあり方が議

謝申し上げます。
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防災、若手技術者の育成、など様々

以来今日を迎えるまで、地域づくり、

点を見抜けず会計検査で指摘される

術力の不足から、設計や工事の問題

小規模の自治体は限られた職員と技

余地があると感じています。特に中

政のみで行われていることに改善の

員として、公共事業の検査体制が行

たいと思います。

ように日々、自己研鑽に努めていき

すると共に、私もその一助となれる

えた場所での活躍があることを期待

若い技術士から見た、今からのＮＰＯに対する意見

な面で地域の為に活動を行われてお

例も少なくないため、行政外から適

この度は、ＮＰＯ法人技術交流フ

資が問題となっています。行政外部

いられており、公共事業への費用投

近年多くの自治体が緊縮財政を強

が実施され、公共事業の品質向上に

いるため、検査時に適切なチェック

活躍する優れた技術者が所属されて

技術交流フォーラムは、各分野で

大坪 大介

り、佐賀県の科学技術的活動には欠

切なチェックが図れる体制が必要だ

ォーラムの発足十周年、誠におめで

の介入が少ない公共事業では、評価

期待ができます。また、中立な立場

小城市役所

かせない機関に発展しつつあると思

と考えます。

とうございます。私は平成二十四年

基準も曖昧であるため、広い視野で

ことを大変誇りに思っております。

対し、ＮＰＯ法人という中立の立場

技術交流フォーラムはこの問題に

も適した機関であると考えます。

も、検査体制を外部から支援する最

センティブを付与できるという面で
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います。

でフォーラム会員三年目になります

ここ近年ＮＰＯ法人の社会活動は

から、より効果的な公共事業を支援

これまで日本の技術を支えてきた

から客観的評価が可能となり事業に

メディアでも取り扱われることが多

してくことが望まれると思います。

団塊の世代が第一線を退き、県内技

事業を効果的に行っていくことが必

く、様々な分野で世界的な社会貢献

具体的には、総合評価入札の審査機

術者の不足が危惧される中、技術の

が、各分野で活躍される優れた技術

団体として、不可欠な存在になって

関及び、工事や委託業務の完了検査

継承の貴重な場として一翼を担うこ

従事する広い関係者へ効果的にイン

いると感じます。最近では東日本大

機関へ参入することで、公共事業を

とも大切な役割だと思います。

要です。

震災での支援活動があり、ＮＰＯに

第三者から評価し、投資効果の適正

者（会員様）たちと共に活動できる

関心のない一般の方にでもその重要

化を支援する方法などがあるかと思

は佐賀だけに留まらず、県や国を越

分野での活躍が望まれますが、今後

ここで挙げたこと以外でも様々な

性を印象付けたのではないでしょう

います。
私も公共事業に従事する自治体職

か。
一方で技術交流フォーラムは発足

全国水質調査(H23.6.18)
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ＮＰＯは技術継承の場

私のために多大な時間を割いて指
導して下さった、担当講師の方には

識と経験の蓄積により築き上げられ

たものであると思います。

私達若年技術者は、その様々な取

り組みの中で技術を継承し、日々技

心より感謝しております。
おかげさまで、自分に不足してい

術の研鑽に努め、時代の変化や環境

内田 道昭

たものが次第に見えてくるようにな

の変化に合わせた改良を行いつつ、

九州水工設計㈱

権、地方主権へと時代が変わりつつ

り、受講した平成二十二年度は、技

今後も様々な情勢により、若年技

あり、佐賀県の発展のためには、私

技術士となった平成二十三年度に

術者にとっての、技術継承の機会は

後世へ受け継いでゆく事が、必要で

は、微力ながらも講師として、ＰＥ

減少すると考えられますが、技術交

術士二次試験に無事合格する事がで

道場に参加させて頂き、受講した時

流フォーラムは、同じ志を持った技

達県内コンサルタント技術者にも資

そのような中、私も資質向上を図

とは違う視点で、勉強する事ができ

術者の交流の場、技術の継承の場で

あると考えます。

るべく、平成二十年度より技術士二

ました。また本年度も、講師として

あって欲しいと願うとともに、この

きました。

次試験への挑戦を始めました。

参加させて頂きますので、よろしく

ような団体を作って頂いた先輩技術

質の向上が強く求められていると思

平成二十年度、二十一年度は独学

お願い致します。

端な価格競争による適正価格以下で

今、公共事業の削減が続く中で、極

設計業務に携わっておりますが、昨

ント会社に勤務し、主に上下水道の

私は、佐賀県内の建設コンサルタ

した、ＰＥ道場が始まりでした。

術士二次試験の合格を目指して受講

方とのお付き合いは、その前年に技

先輩技術士からの指導を受ける事が

と技術や経験の継承を目的とする、

を越えて、地方の技術者の資質向上

ＰＥ道場では、日常の職場や立場

められ、
ＰＥ道場の門を叩きました。

ムのＰＥ道場に入ったらどうかと勧

相談したところ、技術交流フォーラ

のかが分からず、ある技術士の方に

独学では自分に何が不足している

取り組み、現在では会員数約百名程

救援、環境問題などの様々な活動に

り、地域づくり、くにづくり、災害

技術交流フォーラムは、ひとづく

導によるＯ―ＪＴの必要性を強く感

識を持つ先輩方の経験に基づいた指

要ではありますが、豊富な経験や知

知識の習得を図るＯＦＦ―ＪＴも必

は、書籍や講習会等による形式的な

私がこの試験をとおして感じた事

であります。

者を目指し、研鑽を続けてゆく所存

ムの一翼を担うことのできる、技術

私も、次世代の技術交流フォーラ

者の方々に深く感謝致します。

の受注、品質の低下、若年技術者の

でき、論文の読み合わせでは、熱い

の社会的に認められた技術者集団で

います。

私は、平成二十三年四月より入会

で試験に挑戦しましたが、合格には

ＮＰＯ法人技術交流フォーラム創

いたしました入会１年程度の新米で

至りませんでした。

技術力低下などが問題となっており、

議論となる程の情熱を持って、指導

ありますが、これは先輩技術者の知

43

立十周年おめでとうございます。

すが、技術交流フォーラムの諸先輩

このままではいけないという危機感

にあたって下さった事が、特に印象

じました。

を常に感じております。

的でした。

また、近年は中央集権から地方分

技術交流フォーラム総会
(H23.5.18)
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産業系技術士のあり方について
㈱ミゾタ

穴井 正一

一次試験の合格者数は増加しているに

れなくなってきている。それにより、第

コンスタントに勉強を行なう時間が取

態が続いており、以前のように一定期間

が必要となってくる。

は、より一層会社内での明確な位置づけ

術士の資格を取得する動機付けとして

易に見えてこないからだ。となると、技

即ち、職場のリーダーとしての位置づ

われ、それもまた励みとなった。このこ

した。その間に、２名の資格取得者が現

さばくことが優先される。平日に遅くま

い大量の業務があれば、自ずとそちらを

つまり、目の前に片付けないといけな

道徳観念、一般常識等、人格、品格にお

ある。職場のリーダーは技術だけでなく、

技術士の資格取得を含めることなどで

術部門の部長・次長への昇進加点要素に

もかかわらず、第二次試験の合格者が頭

とより、技術士の資格取得にチャレンジ

で残業し、土、日のどちらかを出勤する

いても一流でなければならないが、その

も挑戦しようと思い立ち、以来足掛け６

しようとした動機は、自分の技術力がど

となると、唯一の休日は、心身のリフレ

ことは、コンプライアンス、自己研鑽、

けを明確にすることである。例えば、技

の程度ものかを測る物差しとしてであ

ッシュや家族サービスに充てざるを得

打ちとなっている。

私が、技術士の資格取得を目指したき

った。また、自分の知識をより一層深め

年、ようやく２年前に資格の取得に成功

っかけは、会社主催の通信教育のカリキ

と責務を負う技術士の理念とも一致す

地域社会への貢献といった諸々の義務

って来るが、準備不足で、敢え無く撃沈。

る。

ない。そうこうしている内に受験日がや

一方、この資格を保有する技術者が在

現在のように不況が常態化している状

る目的もあったように思う。

とによる。それまでは、技術士について

籍していると、公共工事の入札が有利に

ュラムの中に技術士講座を見つけたこ
は他社との打合せにおいて名刺交換し

聞いてみると、
「技術者にとって最高の

ラン社員に、技術士資格のことについて

内でトップクラスの技術を有するベテ

きに、ふと名刺のことが頭をよぎり、社

通信教育の受講項目を眺めていると

いた。

う資格なのか、深く考えずに忘れ去って

るのを目にしたくらいで、それがどうい

う名称が名前の下に小さく書かれてあ

た際に、一、二度、技術士○○部門とい

第一次試験の合格者数は３８名に上る。

果、現在までに５６名の受験者があり、

欲が掻き立てられたように思う。その結

刺激されて、社員の資格取得に対する意

の技術者に対する評価が高まり、それに

のシステムが整備されたことで、社内で

の奨励が始まった。このように資格取得

費用の負担、報奨金等を定め、資格取得

回数、講習会への参加費用及び書籍購入

資格取得のための運用規定を設け、受験

なるとの情報もあり、会社として技術士

一級建築士といった資格は、市民生活に

ば、一般社会において弁護士、税理士や

れるが、これはかなり難しい。何故なら

を一般社会に認知させることが挙げら

その方策の一つとして、技術士の権威

なってくる。

れ相当の高いモチベーションが必要と

めには、当人の意気込みだけでなく、そ

ないが、何かを犠牲にして時間を作るた

をいくつ並べても、何の進展ももたらさ

しかし、勉強する時間が持てない理由

況においては、人員の増加も叶わない。

ムへの積極的な参加を働きかけようと

図るためにも、ＮＰＯ技術交流フォーラ

実情である。今後、社内活動の活性化を

まとまった活動がなされていないのが

いこともあり、個人活動に終始しがちで、

に貢献することであると考える。

て期待される人材となって企業の発展

としての自覚を持ち、会社から幹部とし

が増えるよう、各部門におけるリーダー

前述のような人事処遇を実践する会社

よって、企業内技術士のあり方として、

資格であり、数年前から有志４名で挑戦

そのうち第二次試験の合格者は４名で

思っている。

最後に、当社では技術士の人数が少な

中だが、今だに資格取得者はいない。か

密着しているが、消費者が手にする製品
には技術士の係わりやその必要性が容

ある。
しかし、ここ数年、年中業務多忙の状

なりの難関だ」ということを教わった。
それを聞いて技術者魂に火がつき、私
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術者を擁しているのは東京や大阪に本

とは異なる。

者に取得してもらいたい資格となった。

工事の受注には大変有効に働くの技術

ところが、近年になって技術士は公共

てはマイナーであるがこういった必要

可欠である。建設コンサルタントにとっ

水処理系などの多くの分野の技術が不

持管理となると機械系、電気系あるいは

仕事は広範囲で、中でも設備の設計や維

しかしながら、建設コンサルタントの

さの両方を経験した。中堅の社員ならば

仕事をする中で個人業の気楽さと辛

ことができた。

場設計一件で、３月までにほぼ完了する

備のストックマネジメント二件、ポンプ

にありつくことが出来た。主なものは設

僚やかつての同業者からの紹介で仕事

私の開業初年度はかつての会社の同

忙しいなか皆を鼓舞する立場にあるも

な技術は外部調達されるのが通例であ

わけもないような書類や図面の作業が

社を持つ大手だけであろう。

のとして、率先垂範をする必要があった。

ろう。かつては良くも悪くも外部調達が

はかどらず、この半年間は仕事に追われ

産業系技術士の声

かつてのあこがれの資格は必要な資格

スムーズに行われるシステムが存在し

坂田 元秀

となり、今度は用意周到に準備を重ね、

っぱなしであった。かつての組織のあり

坂田技術士事務所

技術士は私が会社のなかで中堅社員

ていたが、現在ではそのシステムは影を

年度としては満足すべきであろう。今後

３回目に合格することが出来た。このと

そのシステムとは下請け専門のいわ

は製品開発や技術相談等の年度末に集

といわれている頃から、一つの社会的ス

ゆる二次コンで、ここには各種専門家が

中しない仕事を増やしてゆこうと考え

がたさと部下の優秀さが今更ながら思

増加しつつあるように思う。例えば、ゲ

ている。

ひそめ、それに代わるシステムは未発達

さて、６０歳で会社員としての立場に

ート設計、ポンプ設計、水処理設計、電

最後に、ＮＰＯ技術交流フォーラムは

い出された。成果は半年間懸命にがんば

ー内で設計をするのが通例であり、技術

区切りをつけ、自分流で仕事をしたいと

気設計等の各種専門家である。彼らの多

組織に属さない私にとっては、いろいろ

である。しかしながら徐々に成長しつつ

士の資格を直接利用することはほとん

思っていた私は、この技術士の資格を生

くがメーカーまたは工事業の出身者が

な方々と接する場であり、郷土のテーマ

き年齢はすでに５８歳であったが、その

ど考えられなかった。したがって、ステ

かしてみたいと思うようになった。かつ

作った会社や、私のような個人業である。

や問題点を知るうえで貴重な自己啓発

テータスとして、あるいは自分自身を測

ータスとしての意味が強かった。

て、機械系技術者には縁の薄い資格のよ

彼らはかつての自分の会社や関連業界

の場となっている。今後も大いにお世話

って半年分の稼ぎにすぎなかったが初

ある程度仕事に自信が出来たころ、も

うに思っていたものが、逆に希少価値が

に人脈を持ち、お互いもネットワークを

になるとともに、微力ながら何がしかの

ある段階のようである。

ういいだろうとばかり、大した準備もせ

あるようにも思えた。いうまでもなく技

形成して情報交換をし、仕事を融通しあ

貢献もしたいと思う。

後退職するまでの二年間に資格を条件

ずに２回ほど受験してみた。結果はあえ

術士の資格が最も利用されているのは、

ったり協力し合ったりする。特定の会社

る尺度としてぼんやりとあこがれてい

なく不合格となり、そんなに甘いもので

公共関連に携わることの多い土木・建築

にべったりくっついて仕事を分けても

に、主任技術者として二件の仕事をする

はないことを思い知らされた。その後、

系、農業系の技術者を数多く擁する建設

らうようなかつての下請けのイメージ

た資格であった。私の専門は機械技術で

社内では管理職になり一応の出世もか

コンサルタントの業界である。この業界

ことが出来た。

なったので当初の技術士へのあこがれ

では現在のところ、機械系や電気系の技

あり、当時機械系技術者は多くがメーカ

も薄れてしまっていた。
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周年記念大会に参加して
内野 政則

平成二十三年十月一日、私が所属する

館長の荒牧軍治佐賀大学名誉教授が「災

基調講演では、さが水ものがたり館・

ました。

本部長の三名の方から祝辞が述べられ

部長、日本技術士会九州本部の甲斐忠義

事務所長、井山聡・佐賀県県土づくり本

来賓の村瀬勝彦・国土交通省武雄河川

たい」と挨拶されました。

西日本総合コンサルタント㈱

10

技術士や学識者等でつくるＮＰＯ法人
[

]

法人 技術交流フォーラム （岩尾雄四郎
理事長）は、佐賀市の「ホテルグランデ

と」の演題で講演され、住民の災害時の

害に備える―東日本大震災から学ぶこ

した。

ように盛会の中に記念大会が終了しま

える努力が必要」と語られました。この

ここで技術交流フォーラムの概要に

行動についてノウハウが共有されてい
ないと指摘され、
「平時から経験や知恵

ついて記述します。当時活動されていた

三年八月に技術者集団として設立され、

を蓄積する仕組みを作らなければなら
十年間の活動計画では、原田彰氏が

現在九十四名の正会員のうち技術士が

「佐賀県技術士会」を前進として平成十

「長崎市の神ノ島・四郎島を通した地域

七十三名登録され、企業や行政、大学に

ない」と述べられました。

貢献、他県との連携、生物多様性に関わ

この会は、
「高度な技術と豊富な経験

席を置く技術者で構成されています。

域の活性化、巨勢川調整池利活用懇談会、

を有する会員相互の協力により、不特定

る活動」
、大串正氏が「縫ノ池支援と地
防災・減災に関わる活動」
、宮副一之氏

が「産学官協働による品質確保検討会、
人材育成に関する活動」について三名の
方から活動内容や成果を発表されまし
た。
パネルディスカッションには、コーデ
ィネーターに基調講演をされた荒牧軍
治佐賀大学名誉教授、パネラーには井山
聡県土づくり本部長、岩尾雄四郎現理事
長、三浦哲彦前理事長、原田彰前副理事

長、盛永保弘研修委員長の六人が登壇し、
技術を生かした地域貢献をテーマに意
見交換が行われ、岩尾雄四郎理事長は
「技術者は、高度な技術を持つ分、責任
も重い。多方面の倫理観を身に付けるべ
き」と述べられ、三浦哲彦前理事長は「難
しい技術を一般の人に分かりやすく伝

46

はがくれ」で「技術の地域貢献～新たな
絆を求めて」をテーマに創立十周年記念
式典が開催されました。参加者は、会員
や建設コンサルタント業、行政などから
約百二十名。記念大会では、基調講演や
十年間の歩み、活動報告、パネルディス
カッションが行なわれましたので、その
概要等を紹介します。
記念大会の冒頭、岩尾理事長は「国を
取り巻く社会経済環境は近年著しく変
化し、技術に対する資質向上が求められ
ています。技術者が積極的に社会貢献す
るために地域との新たな絆を構築する
ことが大切で、この創立十周年記念大会
を契機にさらなる活動の進化を目指し

創立十周年記念大会開催状況

ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム創立

NPO 技術交流フォーラム

NPO 技術交流フォーラム

在、二代目に岩尾雄四郎佐賀大学名誉教

教授が平成二十年五月まで務められ、現

初代理事長は、三浦哲彦佐賀大学名誉

目的と掲げられています。

な社会をつくるために寄与すること」を

援、環境の保全など、公益の増進と豊か

教育、地域づくり、くにづくり、災害救

次世代人材の育成を推進し、もって社会

学技術水準の高揚、健全なまちづくり、

の分野で助言又は支援・協力を行い、科

多数の市民・団体等を対象に、科学技術

検討会など、防災に関する協働活動。④

加、佐賀平野の大規模浸水危機管理対策

災部会では、一級河川の河川合同巡視参

や生物多様性に関する活動の支援。③防

加、全国一斉水質調査のほか、環境保護

アサザ保存会活動支援、佐賀水ネット参

営。②環境部会では、縫ノ池交流支援、

用研究会、深層混合処理工法検討会の運

検討会、建設アドバイザー機構、木材利

ます。①地域づくり部会では、品質確保

の部会を設けて、次の活動が行われてい

地域づくり、環境、防災、技術士の４つ

成のほか、アセットマネージメントでは、

工法基礎―着底方式設計の手引き」の作

の「ボックスカルバートの深層混合処理

れています。佐賀県特有の軟弱地盤上で

まれた技術的課題にアドバイスが行わ

構を設け、発注者や受注者等から持ち込

品質確保検討会に建設アドバイザー機

その主要な成果として、平成二十年に

などが行われています。

への参加、技術士受験申込書配布説明会

県技術士との交流、技術士論文発表大会

会九州本部活動、技術士ＣＰＤ研鑽、他

ています。

験の仕組は、を次図のとおりとなっ

動をされています。現行の技術士試

指す方を積極的に支援していく活

技術力アップ、技術士資格取得を目

この会では、今後も県内技術者の

林土木一名、土質基礎一名）
。

名、下水道１名、農業土木一名、森

生しました（道路四名、都市計画３

第二次試験に合格され、技術士が誕

導を受けられた県内の十名の方が、

平成二十三年三月には当会の指

[技術士試験の仕組み]

ん好評をいただいています。

授が理事長に就任されています。 事務

嘉瀬川に架かる富士町の小関橋（橋長Ｌ
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技術士部会では、社団法人日本技術士

＝四十九㍍）の架け替えに伴い、約五十

実務経験（修習技術者
となる前の経験も算入
できる）

局は、初代を㈱九州構造設計、現在は西
日本総合コンサルタント㈱が担当して

実施）の開講や、技術士受験セミナー（専

文の作成指導、添削、模擬口頭試問等の

士受験対策としてＰＥ道場（専門技術論

めに、技術士資格取得を目指す人の技術

この会では、本県の技術力アップのた

端緒となっています。

の国の史跡指定を目指す発掘調査への

現地調査・地形測量等も実施し、長崎市

に砲台を設置した神ノ島・四郎島台場の

末・佐賀藩が防備のため独自に長崎湾口

査を本年度も行われています。また、幕

年が経過した旧のコンクリート橋の調

会を開き、地域づくりや技術者の育成、
災害救援、環境問題対応など、公益の増
進と豊かな社会づくりを目指して活動
を続けられています。
具体的には、この会に事業、広報、研
修の三つの委員会を設け、①事業委員会
では、技術懇話会や会員交流、事業研究、
②広報委員会では、ホームページ開設・
更新、広報活動、③研修委員会では、佐
賀県県土づくりコンサルタンツ協会へ
の技術指導者派遣、佐賀の地質研修会の

門講師の招聘）の実施が行われており、
毎年多くの方の参加を得るなど、たいへ

合
格

第
１
次
試
験

実施などの人材育成活動を継続的に実
施しています。さらに、専門部会として

技
術
士

優れた指導者の監督の
下での実務経験（修習技
術者となった後の経験）

第
２
次
試
験

合
格
登
録

修
習
技
術
者

指導技術士の
下での実務経

技
術
士
補

登
録

修
了

育指
課定
程さ
れ
た
教

います。毎月第二又は第四土曜日に定例

縫ノ池湧水を使った茶会の開催後援

創立十周年記念大会開催状況

NPO 技術交流フォーラム

間入りをはたしたいものです。

合格がゴールではなく、やっとス

事実私の周りにそのような入会希
望者がいます。準会員という形で若

技術交流フォーラムに入会して

中心に高度な技術または応用能力を

等の国家資格を有する技術者集団を

技術交流フォーラムは、
「技術士」

ょうか。具体的に言うと意欲はある

員以外も参加可能にできないのでし

といいますか研修などの活動に正会

おこなっているさまざまなチャンス

提案ですが、技術交流フォーラムで

そこで私からの要望と言いますか

るつもりはありません。
「技術士」に

いつまでも修習技術者のままでい

りができたことが最大の成果です。

のチャンスも頂き、かつ人的つなが

ことでかなり貴重な体験や学習機会

ことを感謝しております。入会した

フォーラムに入会させていただいた

しまいましたが、私自身は技術交流

ます。

乱筆乱文だったことをご容赦願い

いと考えております。

恥ずかしくないよう努力していきた

タートラインに立ったんだと言う気

石橋 逸朗

修習技術者や「技術士」を志して

手技術者への情報提供や研修機会を

大宝測量設計㈱

いる者同士で研修や情報交換するな

持ちで社会貢献できれば幸いです。

ですので、催しや活動に参加して人

ど互いに切磋琢磨することで相乗効

増加し、修習技術者を育成する事も

的つながりや「技術士」レベルの目

果も期待できますし、技術者個人の

最後になりますが、技術交流フォ

線・考え方を学ぶ機会を与えて貰っ

スキルアップは当然のことながら、

重要ではないでしょうか。準会員と

ていると最近考えるようにしました。

業界全体の底上げにもつながると考

私自身は防災支援の一環として河

入会当初は正直変なしがらみで冷

えます。県内の高級技術者を確保す

ーラムの益々のご発展をお祈りする

周年誠におめでとうございます。設

やか対応だなって勝手にネガティブ

るためには、育成することが必要不

して、少しハードルを下げて門戸を

立に際しましては、さまざまな方々

思考だったり、修習技術者と言う自

可欠です。このことは技術交流フォ

川合同巡視に数回参加したのが実情

のご尽力、ご苦労があった事と推測

分の変なコンプレックスも重なり活

と共に、私自身も会員の一員として

しその方々には感謝の意を表します。

動に参加するのをよしとしませんで

ーラム設立の趣旨とも一致しますの

開いて頂きたいのです。

私も入会して、間もなく四年が経

した。今考えると勿体ないですよね、

でぜひご検討ねがいます。

ですが・・・。私はまだ修習技術者

とうと して おります 。今回諸先 輩

いろんなチャンスを自ら放棄してた

まずは技術交流フォーラム創立十

方々がいらっしゃるなか僭越ながら

んですから・・・。

もって、人づくり・地域づくりなど

けど入会条件の技術士補がクリアー

早く合格し真の意味でみなさんの仲

私の個人的な要望を長々と書いて

ご指名ですので、修習技術者である

から防災支援・環境問題など幅広い

してない方を準会員として参加させ

私から見た技術交流フォーラムにつ

分野で様々な活動をおこない社会貢

るのです。

いて述べさせていただきます。

献に寄与されています。

技術交流フォーラム総会[懇親会](H23.5.18)
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NPO 技術交流フォーラム

喜んで参加しました。そして県庁マ

ちの測量・設計業協会の仲間たちは、

ードマンの募集がありました。私た

経費軽減のためにボランティアのカ

一ヶ月の長い展示会だったので、

動しました。

ができて先人の素晴らしい業績に感

や図面などを貴重な資料を見ること

に、台場の建設のための綿密な測量

歴史を知ることができました。同時

化の扉を開いた幕末佐賀の輝かしい

技術交流フォーラムと共に

県立美術館で四月二十八日から五月

ンも手伝ってくれました。

技術交流フォーラムと私の出会い

業績を称える講演会を開催します。

る県立美術館のホールで伊能忠敬の

その日には、伊能地図を展示してい

る 平”成の伊能忠敬隊 が”小倉から長
崎街道を通って佐賀に到着します。

ます。また、全国各地を踏破してい

即座に私は賛助会員になりました。

会員になれることになったのです。

その設立趣旨に賛同する者は誰でも

交流フォーラムが設立されました。

に佐賀県技術士会が解散されて技術

この得がたい経験から平成十三年

目となります。佐賀県県土づくりコ

に入って測量を開始してから二百年

今年は、奇しくも伊能忠敬が佐賀

思っています。

こと社員の意識の向上に役立ったと

これらの経験は、私はもちろんの

賛助会員 （国際技術コンサルタント㈱） 黒田勲夫

二十八日までの一ヶ月の間、展示し

は、平成十二年 ２０００年 の伊能
以下略』

高い技術を保有する会員との切磋

ます。もちろん、私も社員も積極的

ンサルタント協会も応援すると思い

)

琢磨を願い、社員の技術の向上を期

(

佐賀県技術士会です。当社には技術

フォーラムの皆さんと一緒に活動す

に参加します。その時は、技術交流
いませんでした。会社内での情報収

ることになるでしょう。

待したのです。その判断は間違って

ではなかったのですが、伊能忠敬展

集と比較にならない程の高い技術の

士がいなかったので正式のメンバー
の手伝いをすることになってから親

情報を得ることができました。また

研究に関与したことで、日本の近代

査にも参画しました。これらの調査

しました。また三重津海軍所跡の調

調査研究では、地形測量の手伝いを

ムが手がけた長崎の四郎島台場跡の

平成十四年から技術交流フォーラ

多くを学びました。

い社会の動きや行政の考え方などの

で新聞やテレビで知ることの出来な

講演会や情報交換会に参加すること

しく付き合いをすることになりまし
た。
その時の伊能忠敬展の案内文を紹
介します。
『今年、２０００年は、伊能忠敬が
日本地図を作成するために測量を開
始して２００年となります。五十五
歳から七十二歳までの十七年間の彼
の情熱と行動力には驚嘆します。そ
の伊能が描いた日本地図、江戸時代
末期の測量器具、望遠鏡などを佐賀
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忠敬展でした。その当時の名称は、

テレビに出演した仲間たち

『
参考資料』
１ 創立

周年記念大会・
趣意書

周年記念大会・
案内状

６ ＮＰＯ法人・
技術交流フォーラム 「
ＣＰＤ活動の記録」

５ ＮＰＯ法人・
技術交流フォーラム 「
創立記念行事の記録・
写真」

４ 建設アドバイザー機構関係資料

３ ＮＰＯ法人・
技術交流フォーラム「
定款」

２ 創立

10 10

「NPO 法人技術交流フォーラム創立１０周年記念大会」
趣

意 書

NPO 法人技術交流フォーラムは、平成１３年８月、当時の「佐賀県技術士会」
を核とした技術者集団として設立されました。この法人は、「高度な技術および
応用能力をもって、ひとづくり、地域づくり、災害救援、環境問題対応などの
活動をとおし公益の増進と豊かな社会をつくるために寄与すること」を目的と
しています。
設立後の活動は、１）ひとづくり活動として、技術士育成のための勉強会をは
じめ土木関係技術者のレベルアップ講習の開催など、２）地域づくりでは、長崎
四郎ケ島台場の発掘調査を手始めに、産・官・学が一体となった県内各地での活
性化活動など、３）災害救援では、国交省武雄河川事務所との協働で「防災・減
災フォーラム」の開催や河川合同巡視への参加など、４）環境関係として、白石
町「縫ノ池」湧水会や神埼市「アサザ観察会」への支援など、１枚の紙面では紹
介しきれない数の活動を行ってまいりました。
そして、今年創立後１０周年を迎えます。正会員数は 90 名を超えました。我
が国を取り巻く社会経済環境は近年著しく変化し、技術に対する資質向上が求め
られています。さらに、技術者が積極的に社会貢献するために地域との新たな絆
を構築することが求められていると考えます。
このようなことから、当技術交流フォーラムは現在を起点にさらに進化して
いくことを願って創立１０周年記念大会を開催することと致しました。事業開催
に際し、創立以来ご支援いただいた関係機関の皆様には心から感謝いたしますと
ともに、今後とも一層のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
平成２３年８月
NPO 法人

技術交流フォーラム
理事長
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岩尾 雄四郎

51

【ＮＰＯ法人技術交流フォーラム創立１０周年記念大会プログラム】
１. 記念式典 （14：00～14：30）
・理事長挨拶
・岩尾雄四郎
・祝辞

・国土交通省武雄河川事務所所長

村 瀬 勝 彦 氏

・佐賀県県土づくり本部 本部長

井 山

・公益社団法人 日本技術士会

聡 氏

九州本部 本部長
甲 斐 忠 義 氏

・表彰
・初代理事長

三浦哲彦

・初代事務局

株式会社 九州構造設計

・幕末佐賀研究会から技術交流フォーラムへ感謝状
２. シンポジウム （14：30～17：30）
・基調講演 「災害に備える－東日本大震災から学ぶこと」（ 佐賀大学名誉教授 荒牧軍治氏）
・10 年間の活動報告
①神ノ島・四郎島をとおした地域貢献，他県との連携，生物多様性

……（原田 彰）

②巨勢川調整池利活用，縫ノ池支援と地域の活性化，防災・減災活動 ……（大串 正）
③産・官・学協働による品質検討会，人材育成に関する活動

……（宮副一之）

・パネルディスカッション
技術の地域貢献～新たな絆を求めて
①コーディネーター ： 荒牧軍治氏
②パ ネ リ ス ト ： 井山 聡氏，岩尾雄四郎，三浦哲彦，原田 彰， 盛永保弘

3. 記念パーティー （18：00～19：30）

【ＮＰＯ法人技術交流フォーラム創立１０周年記念大会参加申込書】
必要事項を記入の上，Ｅメールまたはファクシミリで申し込みください。

FAX 0952-98-2225

Email:npo@rapid.ocn.ne.jp

氏

名

ＴＥＬ

住

所

ＦＡＸ

勤務先

Ｅメール

会員種別

1.個人会員

1.記念式典

と出欠を

2.賛助会員

2.記念式典，シンポジウム

○で囲む

3.非会員

3.記念式典，シンポジウム，記念パーティー
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特定非営利活動法人技術交流フォ－ラム定款
第１章 総 則
（名称）
第１条 この法人は、特定非営利活動法人「技術交流フォ－ラム」という。
（事務所）
第２条 この法人は、事務所を佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉3114番地3に置く。

第２章 目的及び事業
（目的）
第３条 この法人は、高度な技術と豊富な経験を有する会員相互の協力により、不特定
多数の市民・団体等を対象に、科学技術の分野で助言又は支援・協力を行い、科
学技術水準の高揚、健全なまちづくり、次世代人材の育成を推進し、もって社会
教育、地域づくり、くにづくり、災害救援、環境の保全などの公益の増進と豊か
な社会を作るために寄与することを目的とする。
（特定非営利活動の種類）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
（１）社会教育の推進を図る活動
（２）まちづくりの推進を図る活動
（３）環境の保全を図る活動
（４）災害救援活動
（５）国際協力の活動
（６）前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援
助の活動
（事業）
第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①科学技術についての技術講演会、講習会
②公共団体、民間の行う地域づくり、くにづくりに関する事業への科学技術分野
での参画
③環境保全における科学技術分野での調査研究や提案、支援
④災害救援活動における科学技術専門家の派遣
⑤科学技術についての国際交流に関する意見交換会、共同研究
⑥科学技術についての行政施策に対する支援や協力に関する提案
⑦その他、本法人の目的を達成及び活動を実現するために必要な事業
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第３章 会

員

（種別）
第６条 この法人の会員は、次の４種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以
下「法」という）上の社員とする。
（１）正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
（２）賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した個人及び団体
（３）準 会 員 この法人の目的に賛同した個人で、正会員以外のもの
（４）名誉会員 この法人に功労のあったもの、または学識経験者等で、理事会の推
薦により総会で決定されたもの
（入会）
第７条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
（１）当法人の目的を理解し、当法人が行う事業についての技術、技能、見識、経験
を有するもの。
２．正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理
事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認め
るときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
３．理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て本人にその旨を通知しなければならない。
（入会金及び会費）
第８条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけ
ればならない。
（会員の資格の喪失）
第９条 正会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
（１）退会届を提出したとき。
（２）本人が死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
（３）継続して２年以上会費を滞納したとき。
（４）除名されたとき。
（退会）
第１０条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する
ことができる。
（除名）
第１１条 会員が次の各号のひとつに該当する場合は、総会の議決により、これを除名
することができる。
（１）この定款のほか、当法人の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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２．前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機
会を与えなければならない。
（拠出金品の不返還）
第１２条 すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第４章 役

員

（役員の種別及び定数）
第１３条 この法人に、次の役員を置く。
（１）理事３人以上２０人以内
（２）監事１人以上３人以内
２．理事のうち１人を理事長、５人以内を副理事長とする。
（役員の選任等）
第１４条 理事及び監事は、総会において選任する。
２．理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
３．役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは３親等以内の親族
が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員
の総数の３分の１を越えて含まれることになってはならない。
４．監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
（役員の職務）
第１５条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
２．副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
３．理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の
業務を執行する。
４．監事は次に掲げる業務を行う．
（１）理事の業務執行の状況を監査すること。
（２）この法人の財産の状況を監査すること。
（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総
会又は所轄庁に報告すること。
（４）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
（５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。
（役員の任期等）
第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
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２．前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
３．補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。
４.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
（役員の欠員補充）
第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を越える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充しなければならない。
（役員の解任）
第１８条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを
解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会
を与えなければならない。
（１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
（役員の報酬等）
第１９条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。
２．役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
３．前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
（職員）
第２０条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
２．職員は、理事長が任免する。

第５章 総

会

（種別）
第２１条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。
（構成）
第２２条 総会は、正会員をもって構成する。
（権能）
第２３条 総会は、以下の事項について議決する。
（１）定款の変更
（２）解散
(３) 合併
（４）事業計画及び収支予算並びにその変更
（５）事業報告及び収支決算
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（６）役員の選任又は解任、職務及び報酬
（７）入会金及び会費の額
（８）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第５０条に
おいて同じ。）その他新しい義務の負担及び権利の放棄
（９）事務局の組織及び運営
（10）その他運営に関する重要事項
（開催）
第２４条 通常総会は、毎年１回開催する。
２．臨時総会は、次に掲げる一に該当する場合に開催する。
（１）理事会が必要と認め、招集の請求したとき。
（２）正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。
（３）第１５条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。
（招集）
第２５条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。
２．理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日
から１４日以内に臨時総会を招集しなければならない。
３．総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも５日前までに通知しなければならない。
（議長）
第２６条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
（定足数）
第２７条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできな
い。
（議決）
第２８条 総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
２．総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
（表決権等）
第２９条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
２．やむを得ない理由のため総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが
できる。
３．前項の規定により表決した正会員は、前２条及び次条第１項の適用については、総
会に出席したものとみなす。
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４．総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる
ことができない。
（議事録）
第３０条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
（１）日時及び場所
（２）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ
の数を付記すること。）
（３）審議事項
（４）議事の経過の概要及び議決の結果
（５）議事録署名人の選任に関する事項
２．議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、
押印しなければならない。

第６章 理事会
（構成）
第３１条 理事会は、理事をもって構成する。
（機能）
第３２条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
（１）総会に付議すべき事項
（２）総会の議決した事項の執行に関する事項
（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
（開催）
第３３条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき。
（３）第１５条第４項第５号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
（招集）
第３４条 理事会は、理事長が招集する。
２．理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から
１４日以内に理事会を招集しなければならない。
３．理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、少なくとも７日前までに通知しなければならない。
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（議長）
第３５条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
（議決）
第３６条 理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。
２．理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決す
るところによる。
（表決権等）
第３７条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
２．やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。
３．前項の規定により表決した理事は、次条第１項の適用については、理事会に出席し
たものとみなす。
４．理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。
（議事録）
第３８条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
（１）日時及び場所
（２）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと。）
（３）審議事項
（４）議事の経過の概要及び議決の結果
（５）議事録署名人の選任に関する事項
２．議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２名以上が署名、
押印しなければならない。

第７章 資産及び会計
（資産の構成）
第３９条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
（１）設立当初の財産目録に記載された資産
（２）入会金及び会費
（３）寄付金品
（４）財産から生じる収入
（５）事業に伴う収入
（６）その他の収入
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（資産の管理）
第４０条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長
が別に定める。
（会計の原則）
第４１条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則にしたがって行うものとす
る。
（事業計画及び予算）
第４２条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議
決を経なければならない。
（暫定予算）
第４３条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて
収入支出することができる。
２．前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
（予備費の設定及び使用）
第４４条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで
きる。
２．予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
（予算の追加及び更正）
第４５条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予
算の追加又は更正をすることができる。
（事業報告及び決算）
第４６条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関
する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受
け、総会の議決を経なければならない。
２．決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
（事業年度）
第４７条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
（臨機の処置）
第４８条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

60

第８章 定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）
第４９条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の
３以上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する軽微な事項
を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
（解 散）
第５０条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
（１）総会の決議
（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
（３）正会員の欠亡
（４）合併
（５）破産
（６）所轄庁による成立の認証の取消し
２．前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の
承認を得なければならない。
３．第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
（残余財産の帰属）
第５１条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財
産は、法第１１条第３項に掲げる者のうち、国又は地方公共団体に譲渡するも
のとする。
（合 併）
第５２条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の４分の３以上の議
決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第９章 公告の方法
（公告の方法）
第５３条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

第１０章 雑

則

（雑 則）
第５４条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。

61

附 則
１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。
２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長

三浦 哲彦

副理事長 川崎 軍治
副理事長 原田

彰

理事

藤永 正弘

理事

島内

明

理事

大串

正

理事

宮副 一之

監事

三根 昭吾

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、成立の
日から２００３年３月３１日までとする。
４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第４２条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによるものとする。
５ この法人の設立当初の事業年度は、第４７条の規定にかかわらず、成立の日から
２００２年３月３１日までとする。
６ 設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
（１）入会金（正会員のみ） １０,０００円
（２）年会費

正 会 員
賛助会員

５,０００円
１０,０００円

附則（平成18年5月19日議決）
この定款は、佐賀県知事による定款変更認証の日から施行する。
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NPO 法人技術交流フォーラム 慶弔規定
第１条 この法人の慶弔については、この規定により慶弔金等を贈る。
第２条 慶弔金等は、会員の届け出によって次の通り支出する。
（１）結婚

祝電および 祝金 10,000 円
祝金 10,000 円

（２）子出生（第１子のみ）
（３）本人死亡

弔電および弔慰金 5,000 円

（４）配偶者死亡

弔電および弔慰金 5,000 円

（５）子死亡

弔電および弔慰金 5,000 円

（６）父母死亡

弔電および弔慰金 5,000 円
見舞金 5,000 円

（７）病気（1 ヶ月以上の入院）
（８）罹災

30,000 円以内で理事会にて定める額

第３条 第２条（２）
（６）
（７）
（８）は、この法人における活動内容により支出しない場
合がある。
第４条 第２条（３）
（４）
（５）
（６）は、当該会員の活動内容が、事務局において役員お
よび役員と同等の評価をされると認められる場合は、理事長の承認により、生花
を支出する場合がある。
第５条 会員が第２条の慶弔に該当する事由が起きた場合は、１ヶ月以内に届けるものと
する。また、慶弔金等の支出は原則として、会員本人または代理者の届け出によ
るものとする。
第６条 この規定に定めがないものについては、実情により理事長の承認を得て支出する。
第７条 慶弔規定の対象としては、正会員、賛助会員の代表者とする。
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建設アドバイザー機構の設立

平成 ２０ 年 ５ 月 １ 日
（平成２４年 ３月 改定版）

NPO法人 技術交流フォーラム
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平成 ２０ 年 ５ 月 １ 日

『建設アドバイザー機構（試行）』の設立主旨
平成１７年４月１日から施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の基本理念第３条の
７に「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査及び設計の品質が公共工事の品質
確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、公共工事に関する調査及び設計の品質が
確保されるようにしなければならない」と記述されている。
品質を確保し、工事費縮減に配慮した調査・設計を行うためには、計画から照査までに受注業種に
適合した複数の高級技術者が業務に携わることが重要であろう。
調査・設計業種は道路・河川砂防・都市計画・空港港湾・上下水道・農業土木・林業土木等きわめ
て幅が広く、各業種毎に高級技術者を揃えている県内コンサルタンツは殆どないと思われる。受注業
種の高級技術者がいなかったり、経験の少ない業務に対して迷いを感じつつ計画を立てたり、論理を
模索しながら業務を遂行しているのが現状ではないだろうか。
このような状況では、品質に優れ且つ工事費の縮減に配慮した成果品を完成することが困難である
のみならず、発注者の信頼を得ることも難しい。
各業種毎に多くの資格者を有する大手コンサルタンツは別にして、中小が大部分を占める県内コン
サルタンツが業種毎に高級技術者を確保・育成していくか、または各コンサルタンツが特定業種に特化
していくためには多少の時間 が必要であろう。その間にも、アセットマネジメ ントをはじめ県民にとって
必要な公共工事は着々と進められていくはずである。
このような状況に対処するために、多くの専門技術者の集まりである「NPO法人技術交流フォーラム」
が中心となって、公共工事の設計・施工にあたって疑問点や問題点を抱える技術者に助言を与えるこ
とができるように『建設アドバイザー機構』を設立した。
本機構では、調査・設計コンサルタンツだけではなく一歩踏み込んで発注者や施工会社からの質問
や疑問にも対応することを考えている。アドバイス内容を具体的に示すと
① 設計計画段階での問題や疑問点へのアドバイス
② 理論展開や計算法へのアドバイス
③ 設計の主要部の照査（ただし、詳細設計の数値をチェックするような照査は行はない）
④ 工事実施前や施工中での問題や疑問点へのアドバイス。
等である。
県内企業の技術力が整うまでにはいま暫く時間がかかるものと考えられるが、本機構の稼動期間は
(注1)

取り敢えず２年程度を考えている。
本機構は公共工事の品質を確保する事と県内の建設関連技術者の技術力向上を目的とし設立す
るもので、他に例を聞かない組織であり、試行的に動き出すものである。今後、本機構への問い合わせ
が多かったりアドバイス内容が高い評価を受けるようであれば、本システムの不具合点を解消し恒久的
な機構として発展させていくことも視野にいれている。
NPO法人 技術交流フォーラム 理事長 三浦 哲彦

(注1)･･平成24年4月継続稼動中
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『建設アドバイザー機構』を利用する場合の手続き及び注意事項
本システムは、試行の段階であるため質問者への対応がスムーズにいくか、また全ての疑問や問題
点に対応できるか等の問題はありそうである。以下のことをご理解の上御利用いただきたい。
① 申込み方法（次ページのフロー図参照）
相談者は、技術交流フォーラム事務局建設アドバイザー機構までメール又は電話で申込みを行
なう。申込み終了後、事務局より発行する「相談依頼書」（書式①）に必要事項を記入のうえ事務
局に提出する。
「相談依頼書」（書式①）は別紙を参照。
② 相談場所及び時間
「相談依頼書」受付け後、アドバイス担当者より「相談依頼受付書」（書式②）により相談場所と時
間を連絡する。
③ アドバイス責任
アドバイスは、相談者とアドバイザーの相互理解によって進められるべきものである。
アドバイス通りに実施した業務が会計検査や竣工検査等で問題になる場合もあり得る。指摘事項
に対する説明を再度相談者に行なうが、本機構で金銭面も含め瑕疵責任を取ることはできない。
④ 機密の保持
本システムに協力していただく要員は全て技術交流フォーラムの会員であるため機密の漏洩はな
いものと信じている。各会員は、倫理を守ることが原則であるが各技術者の倫理観の問題であり、
万一漏洩があった場合には、本機構でその責任を取ることはできない。
⑤ アドバイス業種
現時点では、全ての業種に関する疑問や問題点にアドバイスするだけの要員を確保できていな
いため、相談内容によっては回答ができない場合もある。
現時点で回答できる業種は
・ 道路（交差点・舗装を含む）の設計・施工に関すること
・ 一般構造物（函渠・擁壁・法枠・落石対策及び各種基礎工）の設計・施工に関すること
・ 橋梁の設計・施工に関すること
・ 仮設構造物の設計・施工に関すること
・
・
・
・

地すべり（斜面安定を含む）の調査・設計・施工に関すること
軟弱地盤の調査・解析・設計・施工に関すること
地質調査に関すること
農業土木（クリーク防災・圃場整備・ため池等）に関すること

・ トンネルの設計・施工に関すること
皆さんのご質問に対するアドバイザーは、巻末のリストを参照して下さい。
以下の業種は検討中
・ 河川整備計画に関すること
・ 砂防施設（堰堤・流木対策・流路工）に関すること
・ 河川・道路環境調査
・ 下水道計画・設計・施工に関すること
・ 宅地造成の申請書・計画・設計・施工に関すること
⑥ アドバイス方法
アドバイスは、相談内容にもよるが、原則として１業種に対し２人１組とし面談形式とする。
相談者が「回答書」だけで良いと判断する場合には、前もってその旨事務局に連絡を入れていた
だきたい。
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「回答書」（書式③）様式は、別紙を参照。
⑦ アドバイス料金
アドバイザーの拘束時間を算定し請求する。
料金は、10,000/人・時間 とする。２人１組で１時間拘束された場合は 20,000 円となる。
県土づくりコンサルタンツ協会員・佐賀県建設業協会員・建設業協会佐賀以外の場合は、
20,000/人・時間とする。
ただし、発注者からの相談は無料とするが、発注者と受注者が同席する場合には、原則として受
注者がアドバイス費用を負担するものとする。また、発注者単独での相談の場合でも拘束時間が
多くなると予想される場合は別途協議により決定する。
⑧ アドバイスまでの時間
相談内容にもよるが、「相談依頼書」を送付後 １～２ 日後には回答をする予定であるが、アドバイ
ザーの都合もあり若干日数を要することも考えられる。
相談者は、時間に余裕を持って依頼して貰いたい。
⑨ アドバイスが業務の受注に係わる場合
公募型のように、業務の応札に係わるような技術的アドバイスはできない。
業務受注後の問題点や課題に対するアドバイスを原則とする。
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『建設アドバイザー機構』運用フロー図
建設アドバイザー機構 稼動システム
相談者

問合せ

当

者

建設アドバイザー機構
（運営委員会を設置）
電話又はメールにて申込み

相談依頼書（書式①）送付
書式①に記入

技術交流フォーラム

事務局

事務局
（請求書作成）

所要時間報告

内容検討
（回答書作成）

パートナーと協議

受諾可の場合
相談依頼書（書式①）をパートナーに送付

（相談依頼受付書を記入）

アドバイザー

建設アドバイザー機構 事務局 メールアドレス npo@rapid.ocn.ne.jp

相談依頼書①送付
相談依頼受付書②の控を送付

建設アドバイザー機構事務局
受諾不可
の場合

アドバイザー人選
（運営委員会）

支払

提出

（回答書はアドバイザー機構事務局にも提出）

面談又は回答書を送付

相談依頼受付書（書式②）送付（凡その料金報告）

受諾不可通知（技術交流フォーラム
事務局経由）

担

者

者

当

当

担

担
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書式 ①

平成

年

月

日

月

日

相 談 依 頼 書
依頼社
○ ○ ○ ○ （株）
担当者
× × × ×
印
TEL
FAX
メールアドレス
下記項目についてアドバイスをお願い致します。
業務名
発注者
佐賀県 ○○○○事務所
概略相談内容
相談内容を簡潔に下欄に記入して下さい。
例）橋梁基礎杭について
本設計では、PHC杭の打ち込み工法を考えている。
本形式で問題はないか。他の形式や工法があれば教えて下さい。

添付書類

書式 ②

① 位置図及び現場写真（どの方向から撮影したかわかるもの）
② 一般図
③ その他参考資料（地質報告書等）
平成
年

相談依頼受付書
○ ○ ○ ○ （株）
△ △ △ △ 様
相談依頼

受

理

不受理
理

アドバイス予定日時 平成
場
所
予想拘束時間

年

月

× ×

日（

○○時

時間

由

技術交流フォーラム
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主担当者
副担当者

○ ○ ○
× × ×

印
印

書式 ③
平成

年

月

相談内容への回答書
○ ○ ○ ○ （株）
△ △ △ △ 様
回答者
以下のように回答します。
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正
副

○○ ○○
△△ △△

日
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NPO 法人技術交流フォーラム・創立記念式典関係写真
（平成 13 年 10 月 18 日、於；佐賀神社記念館）

三浦哲彦理事長挨拶

来賓祝辞

記念講演

来賓祝辞

佐賀大学低平地研究センター
荒牧軍治 センター長

創立祝賀会開催状況全景
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九州国際大学 長野先生

(社)日本技術士会九州支部
田中譲治 支部長
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【広

告 】

《 協 力 い た だ い て い る 法 人 ・企 業 》
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ＮＰＯ法人
技 術 交 流 フォー ラ ム役 員 名 簿

NPO法 人

技 術 交 流 フ ォー ラ ム

役員名簿

（平 成 ２４年 ４月 現 在 ）

副

役

職

名

理

事

長

理

事

氏

名

備

考

岩尾 雄四郎
長

緒方

耕治

〃

小 倉

〃

宮副

一之

技術士部会長

岩永

繁敏

事業委員長

〃

牛草

寛志

〃

江 口

勝

〃

大 串

正

環境部会長

〃

古賀

浩史

防災部会長

〃

堤

〃

福 岡

〃

福島

裕充

〃

藤永

正弘

〃

三浦

哲彦

〃

盛永

保弘

〃

泉

〃

内野

政則

〃

永岩

敦史

〃

樋渡

常右

〃

真崎

照吉

遠田

勝美

〃

山下

恒雄

〃

原

理

事

監

事

驍

地 域 づ くり部 会 長

茂 徳
仁

博 文

憲 義
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広 報 委 員 長 （事 務 局 長 ）

研修委員長

編

集

後

記

平成２３年１０月１日の「ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム創立１０周年記念大会」の開
催にあたり、国、佐賀県、公益法人日本技術士会をはじめ関係機関・団体・企業の皆様
方や会員各位のご協力をいただきまして、盛会のうちに開催できましたこと心から感謝
申し上げます。
また、今回の「ＮＰＯ法人

技術交流フォーラム創立１０周年記念誌」を発行するにあ

たり、貴重な時間をさいて原稿作成、投稿や添削をいただきました皆様方に心から御礼
申し上げます。この記念誌では、創立１０周年記念大会時の基調講演や活動報告などを
基本として、当会の創立からこれまでの１０年間の動きや歩みなども掲載しており、何
かの機会にご利用いただければと思っています。
終わりとなりますが、創立１０周年の昨年（３月１１日）は、東日本大震災による未
曾有の大災害が発生し、被災された方々に対しまして、心からお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。
（事務局長 福島裕充）

ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム 創立１０周年記念誌
発

行

平成 24 年５月

編

集

ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム
創立 10 周年記念大会実行委員会

発行所

ＮＰＯ法人 技術交流フォーラム
〒8 4 9 - 0 9 0 2 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉 3114-3

TEL/FAX

0952-98-2225
http://www.gi-fo.com

E-mail. npo@rapid.ocn.ne.jp

