
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募 集 要 項】 

■日 程  平成 2７年 10月５日（月）・６日（火）   

■会 場  福岡国際会議場 １F・２F・３F （福岡市博多区石城町２－１） 

□主 催  九州建設技術フォーラム実行委員会 



 

九州建設技術フォーラムとは、新しい建設技術の開発・活用・普及の促進をより効果的に図

るため、「産」「学」「官」それぞれが新技術の開発・活用の取り組みについて情報を発信し、「産」

「学」「官」で技術情報のプレゼンテーションや展示、新技術相談等の形をとりながら連携を深

め九州のさらなる建設技術の発展を目指すものです。 

 

 

 

 ◆日 程：1 日目 平成 27 年 10 月 5 日（月） 13：00 ～ 17：00 

     ：2 日目 平成 27 年 10 月 6 日（火） 10：00 ～ 16：30 

 ◆会 場：福岡国際会議場（福岡市博多区石城町２－１）Tel.092－262－4111 

 ◆主 催：九州建設技術フォーラム実行委員会 

     ［実行委員会構成機関・団体］ 

      （公社）土木学会西部支部/（公社）地盤工学会九州支部/（一社）九州橋梁・

構造工学研究会/（一社）日本建設業連合会九州支部/（一社）福岡県建設業協

会/（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部/（一社）日本道路建設業協会九

州支部/（一社）日本橋梁建設協会九州事務所/（一社）日本建設機械施工協会

九州支部/（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）

日本埋立浚渫協会九州支部/特定非営利活動法人九州コンクリート製品協会/

（一社）全国測量設計業協会連合会九州地区協議会/（一社）全国特定法面保

護協会九州地方支部/（一社）九州地域づくり協会/（一社）九州地方計画協会

/（一社）北部九州河川利用協会/（一社）九州建設技術管理協会/国土交通省九

州地方整備局/福岡県/佐賀県/熊本県/福岡市/北九州市/（独）水資源機構筑後川

局/西日本高速道路㈱九州支社/福岡北九州高速道路公社/（一社）全日本建設技

術協会九州地区連合会 

     ［協力支援］ 

      九州建設業協会/長崎県/大分県/宮崎県/鹿児島県 

 ◆後 援：西日本新聞社/日本経済新聞社/㈱日刊工業新聞社/㈱日刊建設工業新聞社/ 

      ㈱日刊建設通信新聞社/㈱九建日報社 

 ◆事務局：（一社）九州建設技術管理協会       Tel.092-471-0189 

     ：（一社）建設コンサルタンツ協会九州支部  Tel.092-434-4340 

 ◆入場料：無 料 

■開催趣旨 

■開催概要 



  

 

 ◆1 日目（10 月 5 日） 

  ・13：00～13：15 開会式（主催者挨拶等） 

  ・13：15～14：05 基調講演 

  ・14：30～17：00 技術展示、プレゼンテーション、新技術相談、 

            ポスターセッション 

  ・17：30～19：30 懇談会（※会費制、希望者のみ） 

 

 ◆2 日目（10 月 6 日） 

  ・10：00～16：30 技術展示、プレゼンテーション（※11：00～）、 

新技術相談、ポスターセッション 

  ・10：00～10：50 記念講演 

 

※主催者からの「ブース出展者」へのお願い 

 

   ◎「開会式」「基調講演」「記念講演」参加にご協力ください。 

     ３F メインホールにおいて「開会式」「基調講演」「記念講演」を開催する 

時間帯は、ブース出展の皆様は、ブースの保安・管理のスタッフ 1 名を除き、 

極力メインホールへ移動いただき、開会式への参加、講演の聴講をお願いい 

たします。  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

■プログラム概要 



 

 ◆「展示・プレゼン技術」情報の応募方法 

当フォーラムでは、プレゼンテーションまたはブース展示により技術情報を発信・

提供いただくこととしています。 

 

【応募方法・募集期間】 

①技術情報のブース展示、またはプレゼンテーションを希望される場合は、所定の

「参加申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記の募集期間内に応募先へ、メー

ルまた FAXにてお申し込みください。※「参加申込用紙」は、別紙１参照 

 

●応募先(業務委託先) 

（株）プランニング松元  担当：小川、桐渕 

FAX:092-284-9207    e-mail:info@cag-forum.com 

 

●募集期間 

  平成 27年 6 月 15日（月）9時 00 分～8月 7日（金）17時 00分 

 

 

②募集する技術テーマは「安全・防災」「コスト」「維持管理」「環境」「品質」「ICT」

の６テーマです。 

③応募された技術については、フォーラムの趣旨に沿った技術であることを確認し 

ます。 

④応募技術の採択等の結果については、申込受付後速やかに技術内容を確認して、 

随時ご連絡させていただきます。 

 

 ◆応募に当たっての留意事項 

   

  【技術情報の提出及び CD-R化】 

   ①応募する技術情報は、所定の「技術概要書」にご記入の上、PDF形式に変換した完

全データにて、「参加申込用紙」とは別に 8月 17日（月）迄に、上記の応募先へ 

    メール送信ください。尚、いただいたデータについては、事務局では修正等の対

応はいたしません。誤字・脱字等の誤りがないよう送信前に、内容確認の徹底を

お願いいたします。（※データ容量が大きい場合は、CD-Rでの送付も可） 

②各出展者から送信いただいた全データは、「出展技術概要集」として CD-Rに記録

して、当日、来場者に配布いたします。 

 

■「展示・プレゼン技術」募集要領 



③応募していただいた技術情報は、当フォーラム終了後、専用ホームページにアッ

プして公表の予定ですので、予めご了承ください。公表不可の場合は、事前に「参

加申込書」にその旨、記載してください。 

④応募技術等の採択が決定した出展者については、当フォーラム開催の周知・広報

を目的に、マスコミ機関（九建日報社等）に対して出展者名・出展技術名の情報

提供をいたしますので、予めご了承ください。情報提供不可の場合は、事前に「参

加申込書」にその旨、記載してください。 

⑤フォーラム当日は、大学、実業系高校などの学生・生徒の来場が見込まれますの

で、会社等について事業説明パンフレットや採用情報などがあれば、リクルート

関連資料の準備をお願いいたします。 

 

  【参加費】 

   ①当フォーラムへの参加を希望される方（発注者関係、学会関係等は除く）には、

参加費として以下のご負担をお願いいたしますので、予めご了承ください。尚、

参加費は、当フォーラム終了後にブース設営費等と一緒に請求させていただきま

すので、予めご了承ください。※参加費にブース設置費は含まれておりません。 

 

     

●ブース出展（1・2 階共通）のみでの参加の場合   ：１区画 \20,000-（税別） 

●ブース出展・プレゼンテーションの両方参加の場合：１区画 \20,000-（税別） 

    ●カタログのみ配布の場合            ：\1,000-（税別） 

 

 

   ②ブース展示及びプレゼンテーションへの参加者には、「出展技術概要集」電子媒体

の製作（CD-Rで 2500枚分製作予定）経費として、8,000円/１技術（実行委員会

協賛団体等の会員は 3,000円/１技術）をご負担いただきます。 

 

【技術情報の紹介方法】 

  ①技術情報を会場内で紹介する場合、ブース展示かプレゼンテーションの他に、特

設コーナーでのカタログのみの配布も可能です。ただし、特設コーナーには説明

要員の配置はできません。尚、応募技術の採択に当たっては、原則としてブース

展示を優先しますので、プレゼンテーションのみの参加はご遠慮ください(※地方

自治体を除く)。 

 

 

 



 

  ◆展示ブース仕様 

【2階多目的ホール会場ブース】 

    ①サイズ：H2100×W2680×D1600(※設置予定ブースは、８８ブース程度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②付帯設備：出展者名表示板×1枚、電源（100V、平行 2口コンセント×1個） 

          長机（D600×W1800）×1または 2卓、イス×2脚 

 

   【1階ロビー会場ブース】 ⇒ 社会資本の調査、点検、維持管理に関する機械等 

の実物展示・実演をお考えの出展者向け。 

    ①サイズ：H2400×W5400×D2700 ※設置予定ブースは、10ブース程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②付帯設備：出展者名表示板×1枚、電源（100V、平行 2口コンセント×1個） 

          長机（D600×W1800）×1卓、イス×2脚 

■技術情報のブース展示について 

5400 

2400 

（ｍｍ） 

2700 

出展者名板 

コンセント 



 

●展示ブース設営・撤去費（机・イス電工費含む）※ブースの配置に関係なく共通 

   ・2F多目的ホール会場ブースの場合  ：￥60,000（税別） 

  ・１Fロビー会場ブースの場合      ：￥140,000（税別） 

    （※机は、規定サイズ（D600×W1800）以外は、別途料金が発生します） 

●展示ブース設営費には、白布・カタログスタンド等の備品代は含まれておりません。 

追加で備品が必要な場合は、別途「参加申込用紙」に記載して、お申込みください。 

別途手配いたします。（有料） 

【参考】・白布：1200円 ・スポットライト：4000円 ・名刺受：1000円 

・カタログスタンド（A4版対応×13段）：3500円 ほか 

（※表示の備品リース料金は、すべて税別） 

 

◆出展に関する注意事項 

【展示ブース設置の申込】  

①展示ブース（展示ボード・間仕切り）の設置を希望する場合は、「参加申込用紙」

に希望の有無を記入願います。尚、ブースは各社 1ブースとし、2ブース以上の設

置は原則不可といたします。※ブース設置については、1階か 2階のどちらのブー

スを希望するかを、「参加申込用紙」に記載してください。 

 ②展示ブース設置希望が設置予定ブース数に達した場合は、応募期間中でも募集を終

了させていただくことがあります。尚、ブース展示が無理な場合は、代わりにカタ

ログのみの配布が可能ですので、ご希望の方は、お申し出ください。 

 ③展示ブースの設置に係る費用は、出展者のご負担となります。設置については、本

業務委託先（株）プランニング松元が窓口となり出展希望者との調整を行います。 

 

【ブース展示について】 

 ①基本装飾以外の装飾は、すべて出展者で行ってください。 

 ②展示用のボードについては、釘・ピン等の打ち込みは不可です。ポスター等掲示の

場合はテープ等で固定してください。またパネルを掲示の場合は、吊り下げ用の器

具を出展者でご準備ください。 

  また、ボードに吊り下げ荷重制限は、10kg/枚ですので、ご注意ください。 

 ③ブース内に展示する資機材の重量制限は、500kg/㎡（１F・２F共通）です。この

重量内でご準備ください。 

 ④社名表示板は、原則スミ文字・同一書体による統一表記とします。 

 ⑤展示ブースの設置位置は、主催者に一任願います。 

 ⑥ブース内に機械類の持込みは可能ですが、発電機・エンジン類の使用は禁止です。 

  また、危険物の持込みも禁止です。 



 ⑦発生した資材ゴミ等は、出展者の責任でお持ち帰りください。 

 ⑧床や展示ボード等を破損、汚した場合は、出展者の負担で原状復旧してください。 

 ⑨ブース内の展示物等の管理は、出展者の責任で行ってください。万一、破損しても

主催者は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

【搬入・搬出について】 

 ①展示ブースは、フォーラム本番初日の 10月 5日（月）の早朝 6:00からの設営を予

定しております。従いまして、出展者のブース内設置備品等の持ち込み、セッティ

ングにつきましては、9:30～12:00を予定。また、会場裏側に専用の搬入口があり

ますので、備品等の搬入・搬出につきましては、こちらからお願いします。 

※搬入経路は、9月中旬、別途資料にてお知らせします。 

   ②搬入・搬出用車両の駐車については、当施設に隣接した専用の有料駐車場をご利

用ください。 

 

 

 

◆プレゼンテーション参加申込（※プレゼンテーション枠数は、４８枠を予定） 

〇技術情報のプレゼンテーションを希望する場合は、「参加申込用紙」にその旨ご記

入ください。※プレゼンテーション枠は各出展者１枠（主催者・学会・自治体除

く）となっております。 

〇プレゼンテーションの時間は、１枠 15 分（発表 13 分＋質疑応答＆入替 2 分）を

予定していますが、応募数が多い場合は変更することがあります。説明に用いる

ＰＣは主催者側で準備します。※時間割は 9月初旬、別途お知らせします。 

〇データの提出時期については、開催前１ヶ月とします。またデータは CD-R等の電

子媒体に格納して、下記の運営事務局宛に送付してください。 

 

 

    □CD-R(データ)送付先 ⇒運営事務局宛 

     812-0018 福岡市博多区住吉 2－15－10 カーサ博多 408 

          株式会社プランニング松元 小川 宛 

          Tel.092-284-9211 

 

 

〇プレゼンテーションへの参加希望が、予定したプレゼンテーション枠数に達した

場合は、応募期間中でも募集を終了させていただくことがあります。 

 

■技術情報のプレゼンテーション参加について 



    

特設コーナーのスペースの都合もあり、配布は各社２種類のみといたします。尚、配

布部数に制限はありませんので、必要に応じて、各社で随時部数の補給をお願いします。 

 

 

  実行委員会では、当フォーラムの開催に合わせて専用ホームページにより、関連情報 

 を随時発信の予定です。発信する情報メニューおよび発信の日程（予定）は以下のとお 

 りです。 

  □募集要項・申込用紙・技術概要様式  ・・・ 平成 27年 6月中旬 

  □開催プログラム           ・・・ 平成 27年 6月下旬 

□広報用ポスター・チラシ（PDF）    ・・・ 平成 27年 7月初旬 

□ブース展示技術           ・・・ 平成 27年 8月下旬 

□プレゼンテーションプログラム    ・・・ 平成 27年 8月下旬 

□会場配置              ・・・ 平成 27年 8月下旬 

□プレゼンテーション技術       ・・・ 平成 27年 10月中旬 

 

▼専用ホームページ 

  http://www.cag-forum.com/ 

 

 

 

 

 

【フォーラム実行委員会事務局】 

 

□ 一般社団法人九州建設技術管理協会  西田  

TEL:092-471-0189  E-mail:nishida-k@kyugikyo.or.jp 

 

□ 一般社団法人建設コンサルタンツ協会九州支部 吉田 

     TEL:092-434-4340  E-mail:qsinfo@jcca.or.jp 

 

【参加申込・設営等の運営全般について】(業務委託先) 

 

□ 株式会社 プランニング松元  小川、桐渕 

TEL:092-284-9211  FAX:092-284-9207 

E-mail:plamatu@ruby.ocn.ne.jp 

■カタログの配布について 

■お問合せ先 

■専用ホームページによる情報提供 


