第7 回ピッチイベント

市町村⻑が考えるこれからの
インフラメンテナンス
主催：インフラメンテナンス国⺠会議 九州フォーラム

2022年10⽉12⽇(⽔)

「インフラメンテナンス国⺠会議九州フォーラム」は、公共インフラの
維持管理に関する⾃治体⽀援、技術開発推進に向けた情報交

13:00〜17:30 (受付12:30〜)

福岡国際会議場
4F 411・412 , 410
〒812-0032
福岡県福岡市博多区⽯城町２－１

会場参加 ：先着200名

換やベストプラクティスの⽔平展開及び取組のマッチング等により、
様々な課題の解決をめざす産・学・官・⺠からなる活動組織です。

参加費

平成３０年１⽉１７⽇設⽴以来４年半にわたり、九州フォーラ

無料

ムでは、「⾃治体からのニーズ」と「⺠間からのシーズ」のマッチング

WEB参加：先着500名

よる課題解決に取り組んでまいりました。今回のフォーラムでは、

※チラシ裏⾯下に記載のURLかQRコードから⼊⼒フォームへ
アクセスし、参加申込みください

地⽅⾃治体におけるインフラメンテナンスの課題や今後の展望に
ついて幅広く議論します。

当イベントはCPD,CPDSプログラムに認定される予定です

写真:⽩川に架かる熊本県道２８号線の⼤甲橋

プログラム
第⼆部

13：00〜13：10

1．開会の挨拶
九州フォーラムリーダー 九州⼤学名誉教授
((⼀社)九州建設技術管理協会学術顧問）

⽇野 伸⼀ ⽒

国⼟交通省 九州地⽅整備局⻑

藤巻 浩之 ⽒

第⼀部

4．第⼀幕

〜地⽅⾃治体におけるインフラメンテナンスの新たな展開について〜
14：55〜16：25
◆ファシリテーター
九州フォーラムリーダー(九州⼤学名誉教授）
◆登壇者
熊本市⻑

⽇本⼤学⼯学部⼯学研究所⻑ (⼟⽊⼯学科教授)

〜インフラメンテナンス市区町村⻑会議設⽴の趣旨〜
13：10〜13：40
国⼟交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
事業総括調整官
廣瀬 健⼆郎 ⽒

⼤⻄ ⼀史
⼀史 ⽒
⽒
⼤⻄

3．⾸⻑が語る 『地⽅⾃治体が抱える
インフラメンテナンスの課題と展望』
13：40〜14：40
熊本市⻑

⼤⻄ ⼀史 ⽒

（インフラメンテナンス市区町村⻑会議九州・沖縄ブロック幹事）

⾦⼦ 健次 ⽒

（インフラメンテナンス市区町村⻑会議九州・沖縄ブロック企画委員）

⼩松 政

⽒

（ビデオメッセージによる講演）

（インフラメンテナンス市区町村⻑会議九州・沖縄ブロック企画委員）

岩城 ⼀郎
⼀郎 ⽒
⽒
岩城

（⼟⽊学会インフラメンテナンス総合委員会アクティビティ部会⻑）

道守九州会議 副代表世話⼈
⽟川
⽟川 孝道
孝道 ⽒
⽒
国⼟交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
事業総括調整官
廣瀬
廣瀬 健⼆郎
健⼆郎 ⽒
⽒

5．第⼆幕

武雄市⻑

⽇野 伸⼀ ⽒

（インフラメンテナンス市区町村⻑会議九州・沖縄ブロック幹事）

2．インフラメンテナンスに関する取組の現状

柳川市⻑

パネルディスカッション

話題提供

〜地⽅⾃治体におけるインフラメンテナンスの取組み事例 〜
16：25〜17：25
◆コーディネーター
九州フォーラム ⾃治体⽀援ユニットリーダー
野上
野上和彦
和彦⽒⽒
◆登壇者
⿅島市 建設環境部 都市建設課 課⻑補佐 中村中村
幸男幸男
⽒ ⽒
⽊崎⽒
誠⼈ ⽒
宇城市 総務部 契約検査課 契約係 係⻑ ⽊崎 誠⼈
川神⽒
雅秀 ⽒
九州フォーラム テックシニアーズ活動推進室⻑ 川神 雅秀
猪狩名⼈
名⼈⽒
⽒
九州地⽅整備局 九州道路メンテナンスセンター センター⻑ 猪狩

6．閉会の挨拶
九州フォーラムサブリーダー
（⼀社）建設コンサルタンツ協会 九州⽀部 顧問

17：25〜17：30
福島 宏治 ⽒

【後援】
インフラメンテナンス市区町村⻑会議九州・沖縄ブロック/国⼟交通省九州地⽅整備局/（公社）⼟⽊学会⻄部⽀部/
（公社）⽇本コンクリート⼯学会九州⽀部/（公社）地盤⼯学会九州⽀部/（⼀社）九州橋梁・構造⼯学研究会（KABSE）/
（⼀社）⽇本橋梁建設協会/（⼀社）プレストレスト・コンクリート建設業協会九州⽀部/（⼀社）九州建設技術管理協会/
（⼀社）九州地域づくり協会/(⼀社)九州地⽅計画協会/（⼀社）⽇本建設業連合会九州⽀部/
（⼀社）建設コンサルタンツ協会九州⽀部/（株）⽇刊建設⼯業新聞社/（株）九建⽇報社/（株）⽇刊建設通信新聞社/
（特⾮）九州コンクリート製品協会/（公社）⽇本⼯学アカデミー九州⽀部/（公社）⽇本技術⼠会九州本部

登壇者
第一部 講演

presenter
プレゼンター

第二部 パネルディスカッション

panelist
パネリスト

第一部 講演

presenter
プレゼンター

第一部 講演

presenter
プレゼンター

（ビデオメッセージによる講演）

第二部 パネルディスカッション

panelist
パネリスト

第二部 パネルディスカッション

panelist
パネリスト

第一部 講演

presenter
プレゼンター

第二部 パネルディスカッション

panelist
パネリスト

第二部 パネルディスカッション

facilitator
ファシリテーター

熊本市⻑
インフラメンテナンス市区町村⻑会議
九州・沖縄ブロック幹事

大西
一史
Onishi
Kazufumi

氏

柳川市⻑
インフラメンテナンス市区町村⻑会議
九州・沖縄ブロック企画委員

金子
健次
Kaneko
Kenji

氏

武雄市⻑
インフラメンテナンス市区町村⻑会議
九州・沖縄ブロック企画委員

小松
政氏
Komatsu Tadashi
⽇本⼤学⼯学部 ⼯学研究所⻑
⼟⽊⼯学科教授
⼟⽊学会インフラメンテナンス総合委員会
アクティビティ部会⻑

岩城
一郎
Iwaki
Ichiro

氏

氏

国⼟交通省 総合政策局
公共事業企画調整課 事業総括調整官

廣瀬
健二郎
Hirose
Kenjiro

氏

九州⼤学名誉教授
(⼀社)九州建設技術管理協会学術顧問
インフラメンテナンス国⺠会議
九州フォーラムリーダー

日野 伸一
Hino

Shinichi

氏

地元柳川で⽣まれ育ち、37年間柳川市役所に
勤務。退職後、2009年に柳川市⻑に就任し現
在4期⽬。福岡県道路協会会⻑及び全国道路
利⽤者会議副会⻑を務め、防災・減災対策，
道路の渋滞対策やインフラの⽼朽化対策，交
通安全対策に積極的に取り組んでいる。
佐賀県武雄市⻑。2001年総務省⼊省後、
2010年に退職し、武雄市役所へ⼊職。2015
年には武雄市⻑に就任し、現在2期⽬。六
⾓川改修期成同盟会会⻑を務め、⼆度の浸
⽔被害に備えた⽔害に強いまちづくりの実
現に向けて流域治⽔対策に取り組んでいる。
東北⼤学⼤学院修⼠課程修了後、1988年⾸
都⾼速道路公団、1996年東北⼤学を経て、
2005年より⽇本⼤学。専⾨はコンクリート
⼯学。橋の⻑寿命化に関する地域貢献活動
に従事。⼟⽊学会論⽂賞・⽥中賞・技術賞、
インフラメンテナンス⼤賞などを受賞。
⻄⽇本新聞社取締役副社⻑、⻄⽇本新聞会
館代表取締役社⻑を歴任。現在は、道守九
州会議副代表世話⼈、九州⾵景街道推進会
議基本問題⼩委員会委員⻑、「⽇本⾵景街
道」有識者懇談会委員を務め、精⼒的に地
域づくり、⼈づくりに取り組んでいる。

道守九州会議
副代表世話⼈

玉川
孝道
Tamagawa
Takamichi

九州⼤学⼤学院法学府博⼠課程単位修得。
1994年11⽉内閣官房副⻑官秘書を務めた後、
熊本県議会議員５期連続で当選。2014年12⽉
に第32代熊本市⻑に就任。現在２期⽬。
2022年度より、インフラメンテナンス市区町
村⻑会議九州・沖縄ブロック幹事を務める。

⼭形河川国道事務所⻑、道路局企画課国際
室企画専⾨官、⼤⾂官房技術調査課建設⽣
産性向上推進官を歴任。現在は、公共事業
企画調整課においてインフラ⽼朽化対策の
推進に取り組むとともに、インフラメンテ
ナンス国⺠会議では総括的な役割を担う。
九州⼤学教授(副学⻑)、⼤分⼯業⾼等専⾨
学校⻑を経て、2021年4⽉より、九州建設
技術管理協会学術顧問。専⾨は、橋梁⼯学、
維持管理⼯学。現在、インフラメンテナン
ス国⺠会議九州フォーラムのリーダーを務
める。

申込⽅法

申込期間：2022.9.15〜9.30

■ 会場参加申込の⽅

■ WEB参加申込の⽅

〇PCの場合（下記のURLから⼊⼒フォームへアクセス）
https://forms.office.com/r/yn0HpdHCYK

〇PCの場合（下記のURLから⼊⼒フォームへアクセス）
https://forms.office.com/r/b4pVmgFdFb

〇スマホの場合
（右記のQRコードから⼊⼒フォームへアクセス）

〇スマホの場合
（右記のQRコードから⼊⼒フォームへアクセス）

お問い合わせ先
平⽇ 9:00〜17:00
（定休⽇：⼟、⽇曜⽇）

⼀般社団法⼈ 建設コンサルタンツ協会九州⽀部 吉⽥ 鉄治
TEL：092−434−4340 ／ E-mail：imkyushu@jcca.or.jp
インフラメンテナンス国⺠会議九州フォーラムHP https://www.imkyushu.jp

