
「技術発表会の歩み」 

第１回  

日 時  平成２年 ７月１９日 ９：００～１７：３０ 

場 所  水前寺共済会館 

運営委員 運営委員長 菊田 秀樹 

運営委員  北岡敏弘、南部幸博、吉村一貴、筑紫秀利、甲斐啓二、坂梨光男 

宮川晃、 高木克己、井野秀義、宮本秀毅、園田征央、高宮秀典 

山下尚司 

       事務局長  坂田晴男 

       事務局   橋口龍太郎 

  発表者  第２事業部 小路順一「水利権協議資料作成業務の概要」 

       技術情報  山崎良治「正常流量について」 

       総括本部  宮川晃 「総務担当としての回顧及び営業用語の解説と若手社員の方へ

のアドバイス」 

       地域計画  魚田英士「創意工夫とその成果」 

       農村計画  吉村一貴「上益城郡矢部町の昭和 63年度5月の農業災害について」 

       企画開発  松延博 「入社して１年を振り返って」 

       企画開発  吉野敬冶「開発業務の経緯と開発事業の進め方、及びリゾート開発（ゴ

ルフ場建設）と環境問題について」 

       技術情報  坂田晴男「かん養実験を振り返って（土の中の水の移動について）」  

農村計画  橋口龍太郎「自己健康の管理のやり方について」 

総括本部  黒川ケイ子「職場」  

技術情報  土井健次「道路示方書に準じた打ち込み、杭の計算方法について」 

地域計画  林田睦哉「特定課題地域調査事業の概要について」 

技術情報  和田憲二「河川流域の水理検討について」 

鹿児島支店 郡山匡良「身近な話題を通して近ごろ思うこと（建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務の問題

を中心に） 

 

第２回 

日 時  平成３年 ７月２０日 ９：００～１７：３０ 

場 所  水前寺共済会館 

運営委員 運営委員長 菊田 秀樹 

運営委員  南部幸博、坂田晴男、甲斐啓二、下田拡一、林田睦哉、高木克己 

橋口毅、 山下尚司、中野直子 

  発表者  第１事業部 佐藤精三「一年を顧みて」 

       第２事業部 宮崎浩三「熊本平野地域水利用実態について」 

       第１事業部 村上潤也「道路計画について」 

       技師長室  米村弘敏「海水の淡水化について」 

       総括本部  植尾一子「まごころのおもてなし」 

       総括本部  山口哲夫「ＱＣ提案のすすめ」 

       開発事業部 重岡徹 「“活性化”への一考察」 

       第２事業部 南部幸博「続・既成杭の軸方向許容支持力について」 



第３回 

日 時  平成７年 ７月１日 ９：３０～１７：００ 

場 所  熊本県青年会館 

運営委員 会長    竹中英和 

運営委員長 菊田秀樹   補佐 本口晴年 

書記    宮本秀毅   会計 下田拡一 

設営    宮川 晃      

編集委員  吉野敬冶、和田憲二、今村淳史、川部まり子、木村紀子 

  発表者  環境一部  井野秀義「雨降りが続いて水害、晴天が続いて干ばつ、次にくるものは？」 

       環境二部  椎葉寿幸・田島秀樹「パース作成の試み（２．５次元処理と画像処理）」

営業部   高宮秀典「アジアプランニング・２１世紀への展望（あいまいなアジ         

アのわたし」 

     地域開発部 筑紫秀利「開発許可の現状と問題点」 

       環境一部  木下晴美「ＶＤＴと仲よくつきあうために…」 

       環境一部  積久寿雄「船場川改修計画と水理模型実験」 

       設計技術部 田中利浩「バングラデシュにおける農村開発援助」 

       設計技術部 小野博隆「農業集落排水事業について」 

 

第４回 

日 時  平成８年 ７月６日 ９：３０～１６：３５ 

場 所  熊本市流通情報会館 

運営委員 会長    竹中英和 

運営委員長 菊田秀樹   補佐 本口晴年 

書記    宮本秀毅   会計 下田拡一 

設営    宮川 晃      

編集委員  吉野敬冶、和田憲二、今村淳史、川辺まり子、佐藤紀子 

  発表者  環境一部  高木克己「鹿児島県奄美群島における地表流出と流出率の検討」 

       環境二部  宮原政和「海岸長期ビジョン」 

設計技術部 宮部賢一郎「魚道の設計」 

     地域開発部 北岡敏弘「農地開発事業における実施設計の考え方」 

       総括本部  園川智治「私たちの厚生年金基金」 

       鹿児島支店 苑田昌治「鹿児島とＡ・Ｐを見て」 

       研究開発室 上野健太「ＧＩＳの概要と応用」 

       総括本部  藤本宣彦「農業土木技術管理士資格試験のご案内」 

 

第５回 

日 時  平成９年 ７月１２日 ９：００～１６：４０ 

場 所  熊本市流通情報会館 

運営委員 会長    窪田凱穂 

運営委員長 吉野敬冶   補佐 北岡敏弘 

書記    本口晴年   会計 園川智治 

編集委員  今村淳史、土井健次、北澤誠、川部まり子、佐藤紀子 

  発表者  設計技術部 宮本英毅「こんなに太いの見たことない！！」 



       水環境部  田中道 「動植物の保護における正常流量の検討」 

地域開発部 菊田秀樹「交差点の設計計画」 

     農村環境部 山田俊一「水環境の整備（人と自然の水環境を目指して）」 

       総務部   下田拡一「原価意識と計数管理」 

       業務企画部 木村高明「川内右岸地区水管理システム計画」 

       沖縄支店  藤田智康「環境アセスメントの現状と課題」 

 

第６回 

日 時  平成１０年 ７月１１日 ９：００～１６：１０ 

場 所  熊本市流通情報会館 

運営委員 会長    窪田凱穂 

運営委員長 北岡敏弘 

書記    宮原政和   会計 園川智治 

編集委員  土井健次、北澤誠、椎葉寿幸、志賀竜也、宮崎智子、久保朱美 

  発表者  地域開発部 原田秀則「耐震設計と新形式橋梁」 

       水環境部  長田勝 「排水事業計画の構想」 

農村環境部 甲斐啓二「都市と農村の交流による活性化を目指して」 

     設計技術部 加藤隆広「スラスト力の検討」 

       総括本部  上村雅之「ＡＧＲＩＳ」 

       鹿児島支店 加来史英「受注業務あれこれ～種まきから収穫まで～」 

       研究開発室 小泉久男「ＧＩＳの適用事例報告」 

 

第７回 

日 時  平成１１年 ７月８日 ９：００～１６：３０ 

場 所  熊本県測量設計業会館 

運営委員 会長    窪田凱穂 

運営委員長 北原忠弘   補佐 園川知治 

書記    宮崎智子、米積敬子  会計 園川智治 

設営    田島英樹、椎葉寿幸、田中道、 

編集委員  運営委員全員 

  発表者  品質管理室 積久寿雄「ＩＳＯ認証取得はしたけれど」 

       設計技術部 本口晴年「雲仙普賢岳噴火と災害対策プロジェクト」―島原・深江地区

畑地帯総合整備事業の概要－ 

鹿児島支店 藤野宏樹「九州新幹線が及ぼす農業・農村への影響」～宮崎地区の排水

対策について～ 

     水環境部  服部寛 「ダム収支における日計算とその評価」 

       地理情報システム室 上野健太 「農業分野でのＧＩＳ開発の現状と今後の方向」 

       地域計画部 中川信弘「２１世紀の社会資本整備の役割」 

 

第８回 

日 時  平成１３年 ７月７日 ９：００～１６：５０ 

場 所  熊本県測量設計業協会会館 

運営委員 会長    窪田凱穂 



運営委員長 北原忠弘 

運営委員  田島英樹、椎葉寿幸、田中道、宮崎智子 

編集委員  運営委員全員 

  発表者  宮崎支店  園田征央「堰の設計・施工について 

～河川工作物応急対策 新井出地区～」 

       水環境部  荒川浩成「離島域における水資源開発の可能性 

―鹿児島県獅子島地区を例として－」 

農業計画研究所 堀内佳孝「土地改良事業における経済効果算定の考え方と今後のあ

り方」 

     設計技術部 上原淳史「身近にある文書を整理してみましよう」 

       地域環境部 久保謙介「橋梁下部構造の耐震設計」 

       鹿児島支店 浦塚信博「特殊土壌地帯における防災対策について（鹿児島県の豪雨災

害に学ぶ）」 

 

第９回 

日 時  平成１４年 ７月６日 ９：００～１６：３０ 

場 所  熊本県測量設計業協会会館 

運営委員 運営委員長 河内山進 

運営委員  北原忠弘、田中利浩、久保謙介、坂本博之、田畑智廣 

      土井和子、河本和恵 

編集委員  運営委員全員 

  発表者  水環境部  北澤誠 「アユの生息実態について ～福江 奥の木場川・一の河川」 

       品質管理室 植尾一子「ＩＳＯ ２０００版の概要」 

沖縄支店  藤田智康「下水処理の再利用における課題・リスクアセスと環境アセス」 

       水環境部  清原英夫「電子納品、図面管理そしてＧＩＳ」 

農業計画研究所 坂本竜太「農業・農村の多面的機能について」 

     設計技術部 河口香織「百太郎溝幹用水路仮設設計」 

       地域環境部 首藤健治「熊本空港周辺での道路整備」 

 

第１０回 

日 時  平成１６年 ７月２３日 １３：００～１７：００ 

場 所  本社新館３階 

運営委員 運営委員長 和田憲二 

運営委員  山田俊一、積久寿雄、本口晴年、長田勝、久保謙介 

編集委員  運営委員全員 

  発表者  設計技術部 竹下憲博「鹿児島県農業開発総合開発研究センターにおける基本計画と

できあがり」 

       沖縄支店  渡邉美穂「長浜ダムにおけるボタンウキクサ除去対策」 

水環境部  増田龍哉「有明海干潟調査に関する報告」 

       水環境部  藤井典子「農家の視点に立った畑かん維持管理費の検討」 

農研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 佐藤公生「食料・農業・農村をめぐる動向と課題」 

  記念講演 水環境部    田渕 幹修 

 



第11回 

日 時  平成１７年７月２９日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所  本社新館３階 

運営委員 運営委員長  和田憲二 

     事   務  竹下憲博 

       運営委員   下田拡一、今村淳史、積久寿雄、服部寛、前田吉則、土井和子 

     編集委員   運営委員全員運営委員   

発表者  設計技術部  本口 晴年 「河川水質浄化（脱窒）システムに関する検討  

－生物学的窒素除去を中心に－」 

沖縄支店     荒川 浩成  「下水処理水のかんがい利用について 

 －島尻地区における試み－」 

農研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ   寺本 正二郎「「画図地域」における営農計画策定の手順」 

水環境部     林田 龍一  「雄樋川地区における農家支出と増収の分析」 

設計技術部   田中 利浩  「黒崎漁港浚渫工事計画」 

水環境部   高田 英二  「土地改良事業における農家負担金の管理システム」 

特別講演  取 締 役     横山 敏「県行政とコンサルタントに求められる役割」 

 

第12回 

日 時    平成１８年９月１日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所    本社新館３階 

運営委員長 南部幸博 

運営委員    井野秀義、筑紫秀利、積久寿雄、宮本秀毅、田中 利浩、草尾里子 

発表者   水環境部      田島 英樹「ＧＩＳを用いた土地改良施設管理」 

設計技術部     野口 英昭「離島における風力発電設備」 

㈱農研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ   高坂 一美「日本の農業」 

水環境部       吉安 正人「諫早湾沖における底質環境について」 

設計技術部      愛甲 翁士「プレボーリング杭工法について」 

沖縄支店    松本 真樹「沖縄県の赤土等流出と農地対策マスタープラン  

－石垣市轟川流域を例として－」 

特別講演  双葉工務店      水野 宏二「軟弱地盤を知る」 

 

第13回 

日 時    平成１９年９月７日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所    本社別館１階 

運営委員長 南部幸博 

運営委員    田中利浩、坂本博之、山下尚司、永松宏文、杉水保子、草尾里子 

発表者   設計技術部     松村 昌「維持管理等を考慮した用排水路の設計」 

水環境部      園田 吉弘「有明海における生物生息環境の歴史的変動特性につ

いて」 

沖縄支店    田畑 智廣「耕土流出防止対策におけるリモートセンシング技術

の利用可能性に関する検討」 

設計技術部      松岡 栄治「鏡町塩浜地区における排水計画」 

水環境部       近藤 悦郎「推進用鋼管の構造解析における課題」 



特別講演   熊本市文化財課  富田 紘一氏「熊本城の技術と往時の姿」 

    

第14回 

日 時    平成２０年９月５日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所   熊本県測量設計・建設コンサルタンツ会館 

運営委員長 井野 秀義 

運営委員    久保  謙介、坂本 博之、 高田 英二、 永松 宏文、杉水 保子、草尾 里子 

発表者   設計技術部   黒木 哲也「トンネルとは？（トンネルの設計と施工）」 

       水環境部      川原 誠二「パイプラインの漏水調査」 

海邦環境    高﨑 裕子「農家が考える土地利用計画の策定に向けたワークシ

ョップの実施」 

農研      堀内 佳孝「マニュアル改訂に伴う効果算定手法の変更点と今後

の課題」 

水環境部      寺岡 伸泰「計画変更（一定地域整理）業務における GIS、デー

タベースの利用について」 

設計技術部    前田 吉則「畑台地における道路排水の処理について」 

特別講演   沖縄支店       大濱 逸也「日本の蒸留酒のルーツ『泡盛』」 

    

第15回 

日 時    平成２１年９月４日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所   熊本県測量設計・建設コンサルタンツ会館 

運営委員長 井野 秀義 

運営委員    坂本 博之、近藤 悦郎、 永松 宏文、杉水 保子、今井千亜希、草尾 里子 

特別講演  宮崎支店   山下 博 「私と農業土木」 

発表者   水環境部   片山 聖也「ＶＢＡについて」 

設計技術部  福田 英二「曽於農水での経験（現場で見た巨大ダム）」 

海邦環境   山城 陽 「老朽化した上水道配水管路の更新」 

水環境部   今村 淳史「計画変更業務に携わって」 

設計技術部   永松 宏文「砥川地区における排水機場更新計画」 

 

第16回 

日 時    平成２２年９月１０日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所   熊本県測量設計・建設コンサルタンツ会館 

運営委員長 宮本 英毅 

運営委員    岩本 昌人、今村 淳史、福田 英二、杉水 保子、河本  和恵、草尾 里子 

特別講演  オーロラ代表   安原 加奈子 「ビジネスマナー研修」 

発表者   農研     坂本 竜太 「費用対効果算定における留意事項と対応策」 

水環境部   伊東 直子 「牟田原地区調圧水槽の３Ｄ化について」 

設計技術部  蓑毛 健太郎「GISを用いた赤土等流出防止対策の効果検証」 

沖縄支店   新川 智久 「防風林機能診断における効率的な現地調査手法」 

 

第17回 

日 時    平成２３年９月２日（金曜日）１３：００～１７：００ 



場 所   アジアプランニング株式会社 ３F 

運営委員長 宮本 英毅 

運営委員    岩本 昌人、蓑毛 健太郎、田中 秀、有薗 誠、杉水 保子、河本 和恵 

特別講演  技術顧問   伊東 憲治「農政の動向を知ろう（農業施策と我々の仕事）」 

発表者   鹿児島支店  藤野 宏樹「特殊土壌地帯の排水路整備について」 

環境情報課  橋口 哲郎「地域バイオマス事業の取り組みについて」 

沖縄支店   林田 龍一「沖縄県の年間赤土等流出量」 

農研     上田 進矢「南九州における畑地かんがい事業の推進資料の作成について」 

設計課     愛甲 翁士「玉名横島２号排水機場について」 

設計課     川原 誠二「現場技術業務を通じて」 

 

第18回 

日 時    平成２４年９月７日（金曜日）１３：００～１７：００ 

場 所   アジアプランニング株式会社 ３F 

運営委員長 上原 淳史 

運営委員    有薗 誠、杉水 保子、佐藤 亜矢、河本 和恵 

発表者   環境計画課  荒川 浩成「有明海における浮泥の堆積と底生生物との関係について」 

農研     堀内 佳孝「国営土地改良事業における営農検討委員会資料の作成

について」 

設計課     上田 直輝「測量について」 

沖縄支店   本口 晴年「基幹水利施設の機能検証を通じて」 

      環境計画課  岩本 昌人「災害復旧の実務について」 

      空間情報課  田畑 智廣「環境省除染関連業務について」 

 

第19回 

日 時    平成２５年１０月２５日（金曜日）１３：３０～１７：００ 

場 所   アジアプランニング株式会社 ３F 

運営委員長 本口 晴年 

運営委員    杉水 保子、佐藤 亜矢、河本 和恵 

発表者   沖縄支店   田島 英樹「耕土流出防止に係る営農的対策の選択プログラムの作

成」 

環境計画課  岩本 昌人「災害復旧の実務」 

測量・調査班 橋本 有平「測量について」 

空間情報課  田畑 智廣「GIS 及び GPS を活用した放射線モニタリング

調査の効率化」 

      設計課    石松 清数「排水樋管の目地補修対策」 

 

第20回 

日 時    平成２６年９月１２日（金曜日）１３：１５～１７：００ 

場 所   アジアプランニング株式会社 ３F 

運営委員長 本口 晴年 

運営委員    杉水 保子、田畑 亜矢、河本 和恵 

発表者   農村計画課  坂本 竜太「伊江地区の事業実施の妥当性評価」 



設計部1課  中山 雄喜「小白地区工事対応について」 

設計部2課  田中  秀「農業用ため池の機能評価と今後の活用」 

      沖縄支店   末次 咲希「小規模農家における6次産業化事例」 

      環境計画部  橋口 裕樹「水道施設管理におけるGISの活用」 

 

第21回 

日 時    平成２７年９月１１日（金曜日）１３：１５～１７：００ 

場 所   アジアプランニング株式会社 ３F 

運営委員長 本口 晴年 

運営委員    杉水 保子、田畑 亜矢、河本 和恵 

発表者   農村計画課  松岡 栄治「高水流量観測について」 

設計部2課  鹿田  哲「土砂災害警戒区域等に関する基礎調査の留意点_土石 

流編」 

設計部1課  多田 好宏「秋葉神社横急傾斜地対策工法の選定ついて」 

      海邦環境   内野かおり「土地改良施設情報管理システムにおけるデータ作成及 

び方法について」 

 

第22回 

日 時   平成２８年１０月７日（金曜日）１３：１５～１７：００ 

場 所   アジアプランニング株式会社 ３F 

運営委員   上原 淳史、黒木 哲也、長田 勝（アジアプランニング株式会社） 

      笠 真一郎（テクノコーポレーション株式会社） 

技術発表  アジアプランニング株式会社 

環境計画部   服部 寛「かんがい用水の暫定的な畜産用水への利用について」 

設計部     丸山 香織「管路更新整備における既設管の把握と平面線形計画」 

環境計画部   荒川 浩成「環境との調和に配慮した排水路整備について」 

設計部     本口 晴年「 設計ミスの報告」 

製品紹介  テクノコーポレーション株式会社 

健康管理事業部 藤本  浩「健康管理システム」 

補償事業部   加藤 哲也「補償システム」，「補償システム東北復興支援仕様」，

「工損システム」 

文教事業部   岩田 久美子「 高等学校 教務支援システム 」 

 

第23回 

日 時   平成２９年９月１５日（金曜日）１３：２５～１７：００ 

場 所   熊本県測量設計・建設コンサルタンツ会館 

運営委員   上原 淳史、黒木 哲也、長田 勝（アジアプランニング株式会社） 

      笠 真一郎（テクノコーポレーション株式会社） 

技術発表  アジアプランニング株式会社 

環境計画部   田畑 亜矢「コミュニティバス運営計画の検討」 

環境計画部   重永  透「クラウドサービスを利用した現地調査支援機能 

の構築」 



技術支援部   橋本 有平「３Ｄスキャナーを使用してみて」 

技術支援部   光江 賢一「電線類地中化工事の設計について」 

 テクノコーポレーション株式会社 

文教事業部   笠 真一郎「テクノとアジアのネットワーク構成の説明」 

 

 

第24回 技術発表会運営スタッフ 

                                                   運営委員  上原 淳史 

〃    田中 秀 

〃    田畑 智廣 

〃    松岡 栄治  


