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1. フェアの概要 

・主催 公益財団法人 長崎県建設技術研究センター 

・共催 長崎県 

・後援 国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 

国土交通省九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所 

国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所 

長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、長与町、時津町 

一般社団法人長崎県建設業協会、一般社団法人長崎県中小建設業協会 

一般社団法人長崎県測量設計コンサルタンツ協会、一般社団法人長崎県ほ装協会 

一般社団法人長崎県地質調査業協会、一般社団法人長崎県建設コンサルタント協会 

一般社団法人長崎県港湾漁港建設業協会、一般社団法人長崎県造園建設業協会 

一般社団法人長崎県管工事協会、一般社団法人長崎県工務店連合会 

一般社団法人長崎県建造物解体工業会、一般社団法人全国特定法面保護協会長崎県事務所

一般社団法人日本塗装工業会長崎県支部、建設業労働災害防止協会長崎県支部 

長崎県建設技術協会、長崎県コンクリート製品協同組合、長崎県生コンクリート工業組合

長崎県アスファルト合材協会、長崎県技術士会、長崎県土木施工管理技士会 

長崎県鳶土工業連合会、一般社団法人長崎県のり面協会、公益社団法人土木学会西部支部

長崎県電気工事業工業組合、株式会社建設新聞社、株式会社九建日報社 

株式会社 NSC、KTN テレビ長崎、NIB 長崎国際テレビ、NCC 長崎文化放送 

NBC 長崎放送、NHK 長崎放送局、長崎新聞社、西日本新聞社、 

長崎大学工学部、長崎大学環境科学部、長崎総合科学大学工学部 

・開催日時 【1 日目】平成 27 年 10 月 29 日（木）13:00～18:00 

【2 日目】平成 27 年 10 月 30 日（金）10:00～16:00 

・開催場所 長崎県立総合体育館 メインアリーナ（長崎市油木町 7 番 1 号） 

・開催の目的 1．建設工事にかかる技術・製品・工法の紹介 

2．意見交換の場の提供 

・ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ ～建設技術が残す未来への宝～ 

・内容 79 企業・団体がブースごとに技術や製品、工法等を紹介。 
技術発表会 （39 団体が 10 分ずつ技術や製品について発表） 
講演・長崎大学大学院 工学研究科 システム科学部門 助教 西川貴文先生 

「道路ラフネス診断システム『DRIMS-Nagasaki』の実用化研究」 
・国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 所長 木村康博氏 

「メンテナンスにおける最近の話題」 
パネル展示 維持管理、軍艦島関連、事業紹介（佐世保市） 
高校生クイズ大会 （高校生を対象とした建設に関するクイズ大会） 
関心度ランキング （ブースへの関心度のランキング） 

・出展テーマ 情報通信技術／安全・安心／品質／環境・景観／コスト縮減／維持管理 

リサイクル／県産品／その他 

・来場者 総数 1,949 人     

（内訳） 官公庁 489 人  建設業関係 399 人 

コンサルタント関係 211 人  出展企業関係 353 人 

学校関係 415 人  その他 82 人 
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2. 出展者 

（1）出展者一覧表 全 79 団体 

今年は表 2.1 に示す 79 企業・団体から出展して戴きました。図 2.1 にこれまでの出展者数の経

年変化を示していますが、これまでで最も多い出展者数となっています。 

表 2.1 出展者一覧表（全 79 団体） 

 

テーマ 企業・団体名 テーマ 企業・団体名

マッドミキサー工法協会 前田道路 株式会社　九州支店

株式会社 コイシ FKK極東鋼弦コンクリート振興 株式会社

株式会社 ディーシー 長崎県ニューレスプ協会

三信建設工業 株式会社　九州支店 東京インキ 株式会社　福岡支店

復建調査設計 株式会社　長崎支店 麻生グループ

ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会 日本SPR工法協会　九州支部

エターナルプレザーブ 株式会社 長崎県管路更生協会

東亜グラウト工業 株式会社　九州支店 山王 株式会社

ＰＣフレーム協会、ＫＴＢ協会 株式会社 エスティテクノロジー

マルチジェット工法協会 株式会社 横河ブリッジ、株式会社 住軽日軽エンジニアリング

菱和コンクリート 株式会社 株式会社 地域開発

総合地研 株式会社、NPO法人 マイクロサンプリング調査会 日之出水道機器 株式会社　長崎営業所

株式会社 エスイー　九州支店 折田建設工業 株式会社

菱計装 株式会社 エスアールジータカミヤ 株式会社

ビーズリンガーネット工法研究会 長崎県のリフレッシュ工法協会

株式会社 プロテックエンジニアリング 株式会社 イノアック住環境

楽石研究会 パルテム技術協会　九州支部

株式会社 レンタルのニッケン　九州営業部 株式会社 アイティエス

株式会社 パスコ　長崎支店 日本乾溜工業 株式会社　長崎支店

ワーク・ファイン 株式会社 アイ総合技術 株式会社

ニチレキ 株式会社　長崎営業所 岡三リビック 株式会社

株式会社 中央産業 ツインドリル工法協会

株式会社 西部工建 株式会社 マキテック

株式会社 加藤建設 一般社団法人 ＳＣＦＲ工法協会

大栄開発 株式会社 国立大学法人 長崎大学、国立大学法人 佐賀大学

大石建設 株式会社 株式会社 張本創研

トミナガコーポレーション 株式会社 日本建設技術 株式会社

株式会社 ダイカ 長崎県植物誘導研究会

長繊維緑化協会　九州支部 一般社団法人 鋳田籠工法協会

一般社団法人 長崎県造園建設業協会、一般社団法人 日本造園建設業協会長崎県支部 長崎県エコサイクル緑化工協会

レストム工法研究会　西日本支部 株式会社 ウッドプラスチックテクノロジー

国際航業 株式会社　長崎支店 株式会社 カミナガ、粕谷製網 株式会社

長崎県窯業技術センター 株式会社 東洋商行

ロンタイ 株式会社　福岡支店 その他 長崎総合科学大学

長崎県ジオファイバー協会

株式会社 春田建設

九州電力グループ　西日本技術開発 株式会社

株式会社 ヤマウ

ＲＳＩアンカー協会

旭化成ジオテック 株式会社

エポコラム協会　九州支部

ハイパープレメッシュ協会

共和コンクリート工業 株式会社　長崎営業所

ヒロセ 株式会社

扇精光ソリューションズ 株式会社 出展総数　７９団体

維持
管理

環境
・景観

コスト
縮減

情報通信
技術

安全
・安心

品質

リサイ
クル

県産品
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図 2.1 出展者数の経年変化 

 

出展者の内訳は、一般企業 75、県関係 1（長崎県窯業技術センター）、協会 1（一般社団法人長

崎県造園建設業協会、一般社団法人日本造園建設業協会長崎県支部）、大学 2（国立大学法人長崎

大学、国立大学法人佐賀大学及び長崎総合科学大学）となっています。案内方法ごとに出展者数

を整理すると表 2.2 のようになります。全体の 28％が新規の出展者ですが、今年から初めて案内

をかけた日経コンストラクション掲載企業からの出展がありました。 

なお、全出展者の内、県内企業は 35 社であり、全体の 44％となっています。 

 

表 2.2 出展団体の案内先と情報入手方法 

案内方法 出展者数 備考 

①案内を直接送付  

過去出展団体（共催、後援団体を含む） 57 H16～26 

県へ新工法を売り込みに来た企業 1  

NETIS 登録 8  

国交省主催の参加企業 5 九州技術フォーラム 

 日経コンストラクション掲載企業 2 設計・施工ガイド 2012 年度/下期 

②その他  

一般紙、業界紙、ナーク HP 6  

合 計 79  
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（2）会場配置 
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（3）会場のようす 

  

全景 全景 

  

受付 意見交換スペース 

  

個別ブース 個別ブース 

  

中央付近 テレビの取材 
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3. 来場者 

2 日間で総計 1,949 名の方にご来場頂きました。 

昨年と比較し、官公庁やコンサルタントの来場は増加しましたが、建設業や学生（高校生と大

学生）は減少しました。特に、官公庁は、事前に来場をお願いし、バス等を手配したことから、増

加となっています。 

 

表 3.1 来場者集計表         （単位：人） 

種別 
2015 

合計 
昨年度実績 

2014 
増減 

1 日目 2 日目 

官公庁 200 289 489 441 +48 

建設業 197 202 399 478 -79 

コンサルタント 93 118 211 187 +24 

出展企業 211 142 353 242 +111 

一般 40 42 82 113 -31 

学校関係 368 47 415 443 -28 

合 計 1,109 840 1,949 1,904 +45 

 

※2007、2008 年は建設業に建設業・コンサルタント・出展企業を、2009 年は建設業に建設業・コンサルタントを含む 

 

図 3.1 過去のフェア来場者数 
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図 3.2① 来場者の時間変化（1 日目） 

 

 
図 3.2② 来場者の時間変化（2 日目） 



ながさき建設技術フェア 2015 開催報告書 

 8

4. セレモニー・イベント等 

（1）開催プログラム 

 

（1日目）

13:00 ～ 13:15

13:30 ～ 13:45

14:00 ～ 14:30

14:40 ～ 14:50 株式会社 カミナガ、粕谷製網 株式会社

14:50 ～ 15:00 ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会

15:00 ～ 15:10 東京インキ 株式会社　福岡支店

15:10 ～ 15:20 ロンタイ 株式会社　福岡支店

15:20 ～ 15:30 株式会社 エスティテクノロジー

15:30 ～ 15:40 長崎県植物誘導研究会

15:40 ～ 15:50 一般社団法人 鋳田籠工法協会

15:50 ～ 16:00 マッドミキサー工法協会

16:00 ～ 16:10 株式会社 イノアック住環境

16:10 ～ 16:20 エポコラム協会　九州支部

16:20 ～ 16:30 パルテム技術協会　九州支部

16:30 ～ 16:40 株式会社 ディーシー

16:40 ～ 16:50 株式会社 ウッドプラスチックテクノロジー

16:50 ～ 17:00 アイ総合技術 株式会社

17:00 ～ 17:10 ツインドリル工法協会

17:10 ～ 17:20 楽石研究会

17:20 ～ 17:30 国立大学法人 長崎大学、国立大学法人 佐賀大学

17:30 ～ 17:40 長崎県窯業技術センター

18:00

（2日目）

10:00

10:10 ～ 10:20 国際航業 株式会社　長崎支店

10:20 ～ 10:30 岡三リビック 株式会社

10:30 ～ 10:40 マルチジェット工法協会

10:40 ～ 10:50 株式会社 地域開発

10:50 ～ 11:00 株式会社 横河ブリッジ、株式会社 住軽日軽エンジニアリング

11:00 ～ 11:10 エターナルプレザーブ 株式会社

11:10 ～ 11:20 日本SPR工法協会　九州支部

11:20 ～ 11:30 株式会社 中央産業

11:30 ～ 11:40 麻生グループ

11:40 ～ 11:50 株式会社 ヤマウ

12:00 ～ 12:15

13:00 ～ 13:30

13:40 ～ 13:50 株式会社 張本創研

13:50 ～ 14:00 株式会社 春田建設

14:00 ～ 14:10 前田道路 株式会社　九州支店

14:10 ～ 14:20 日本建設技術 株式会社

14:20 ～ 14:30 三信建設工業 株式会社　九州支店

14:30 ～ 14:40 FKK極東鋼弦コンクリート振興 株式会社

14:40 ～ 14:50 復建調査設計 株式会社　長崎支店

14:50 ～ 15:00 大石建設 株式会社

15:00 ～ 15:10 株式会社 コイシ

15:10 ～ 15:20 株式会社 プロテックエンジニアリング

15:20 ～ 15:30 ヒロセ 株式会社

15:50 ～ 16:00

10月29日（木）

開会式（屋外　エアアーチ前）※ 雨天時の場合、開会式は中央ステージで実施します。

10月30日（金）

２日目開始

技
術
発
表
会

高校生クイズ大会

講演「道路ラフネス診断システム『DRIMS-Nagasaki』の実用化研究」
　　　　　　　　　長崎大学大学院 工学研究科 システム科学部門　助教　西川 貴文　先生

技
術
発
表
会

１日目終了

技
術
発
表
会

閉会式（中央ステージ）

高校生クイズ大会

講演「メンテナンスにおける最近の話題」
　　　　　　　　　国土交通省九州地方整備局　長崎河川国道事務所長　木村 康博　氏
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（2）開会式 

開催にあたり、会場入口のエアアーチ前で開会式を執り行いました。共催や後援からもご列席

戴き、主催者挨拶、来賓挨拶、テープカットがなされました。 

 

表 4.1 開会式プログラム 

時 間 プログラム 

13:00 開会宣言  

13:00～13:05 主催挨拶 
（公財）長崎県建設技術研究センター 

     理事長  宮﨑 東一 

13:05～13:10 来賓挨拶 
長崎県土木部 

次長   野口  浩 様 

13:10～13:15 テープカット 

・国土交通省九州地方整備局 

  長崎河川国道事務所長  木村 康博 様 

・長崎県土木部次長  野口  浩 様 

・（一社）長崎県建設業協会長  谷村 隆三 様 

・国立大学法人長崎大学大学院工学研究科 

教授   松田  浩 様 

・（公財）長崎県建設技術研究センター 

理事長  宮﨑 東一 

13:15 閉 式  

 

テープカット 開場 
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（3）講演 

長崎大学大学院工学研究科システム科学部門助教 西川貴文先生より「道路ラフネス診断シス

テム『DRIMS-Nagasaki』の実用化研究」と題し、ご講演頂きました。 

西川先生は、長崎大学の助教であり、構造振動のモニタリングデータから構造物の状態を指弾

する技術などをご専門に研究されておられます。 

 

講演の状況 聴講のようす 

 

 

また、国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所長 木村康博氏より「メンテナンスにお

ける最近の話題」と題し、ご講演頂きました。 

木村様は、平成 26 年度より長崎河川国道事務所の所長として、県内の様々な課題に対応されて

おります。 

 

講演の状況 聴講のようす 
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（4）建設クイズ大会 

高校生を対象として、建設にかかるクイズ大会を開催しました。約 400 名の方にご参加頂き、

会場を盛り上げました。 

 

 

建設クイズ大会 クイズに参加する高校生 

 

 

 

 

 

（5）技術発表会 

希望する 39 の出展者による製品や技術等を紹介する技術発表会を行いました。１出展者当たり

10 分の持ち時間で、スクリーンを用いたプレゼンテーションや実演がありました。 

 

技術発表会 技術発表会 
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（6）パネル展示 

今回のフェアは、国土交通省長崎河川国道事務所や長崎市、佐世保市、長崎大学より資料をい

ただき、道路や構造物の維持管理、事業の紹介に関するパネル展示を行いました。 

また、当センターで研究している電子銘板についてパネル展示を行い、その意匠について来場

者の方にアンケートを行いました。 

 

道路の維持管理に関するパネル 道路事業の紹介に関するパネル 

軍艦島に関するパネルと映像 電子銘板に関するパネル 

 

展示内容 提供元 

道路の維持管理（パネル） 国土交通省長崎河川国道事務所 

道路事業紹介（パネル） 佐世保市 

軍艦島（パネルと映像） 長崎市、長崎大学 

電子銘板（パネル） ナーク 
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（7）関心度ランキング 

来場者が関心をもたれたブース上位 5 団体を発表し、表彰を行いました。 

【来場者ランキング】 

１位：アイ総合技術株式会社 289 名  ２位：長崎県ジオファイバー協会 273 名 

３位：山王株式会社 241 名      ４位：大石設株式会社 232 名 

５位：長崎県管路更生協会 223 名 

 

上位 5 団体の方々 表彰 

 

来場者が関心を持ったブースごとの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 団体名 人数 テーマ 団体名 人数

マッドミキサー工法協会 40 維-1 前田道路 株式会社　九州支店 107
株式会社 コイシ 55 維-2 FKK極東鋼弦コンクリート振興 株式会社 16

株式会社 ディーシー 56 維-3 長崎県ニューレスプ協会 211
三信建設工業 株式会社　九州支店 44 維-4 東京インキ 株式会社　福岡支店 55
復建調査設計 株式会社　長崎支店 110 維-5 麻生グループ 101
ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会 96 維-6 日本SPR工法協会　九州支部 102
エターナルプレザーブ 株式会社 29 維-7 長崎県管路更生協会 223
東亜グラウト工業 株式会社　九州支店 55 維-8 山王 株式会社 241
ＰＣフレーム協会・ＫＴＢ協会 35 維-9 株式会社 エスティテクノロジー 88
マルチジェット工法協会 18 維-10 株式会社 横河ブリッジ・株式会社 住軽日軽エンジニアリング 42
菱和コンクリート 株式会社 141 維-11 株式会社 地域開発 84
総合地研 株式会社・NPO法人 マイクロサンプリング調査会 78 維-12 日之出水道機器 株式会社　長崎営業所 93
株式会社 エスイー　九州支店 58 維-13 折田建設工業 株式会社 123
菱計装 株式会社 37 維-14 エスアールジータカミヤ 株式会社 15
ビーズリンガーネット工法研究会 41 維-15 長崎県のリフレッシュ工法協会 99
株式会社 プロテックエンジニアリング 41 維-16 株式会社 イノアック住環境 83
楽石研究会 79 維-17 パルテム技術協会　九州支部 27
株式会社 レンタルのニッケン　九州営業部 111 維-18 株式会社 アイティエス 33
株式会社 パスコ　長崎支店 131 維-19 日本乾溜工業 株式会社　長崎支店 136

ワーク・ファイン 株式会社 35 維-20 アイ総合技術 株式会社 289
ニチレキ 株式会社　長崎営業所 94 維-21 岡三リビック 株式会社 63
株式会社 中央産業 40 維-22 ツインドリル工法協会 52
株式会社 西部工建 182 維-23 株式会社 マキテック 31
株式会社 加藤建設 57 維-24 一般社団法人 ＳＣＦＲ工法協会 26
大栄開発 株式会社 218 維-25 国立大学法人 長崎大学、国立大学法人 佐賀大学 131

大石建設 株式会社 232 リ-1 株式会社 張本創研 87
トミナガコーポレーション 株式会社 52 リ-2 日本建設技術 株式会社 107
株式会社 ダイカ 47 リ-3 長崎県植物誘導研究会 133
長繊維緑化協会　九州支部 66 リ-4 一般社団法人 鋳田籠工法協会 55
一般社団法人 長崎県造園建設業協会・一般社団法人 日本造園建設業協会長崎県支部 43 リ-5 長崎県エコサイクル緑化工協会 50
レストム工法研究会　西日本支部 28 リ-6 株式会社 ウッドプラスチックテクノロジー 36

国際航業 株式会社　長崎支店 92 県-1 株式会社 カミナガ・粕谷製網 株式会社 136
長崎県窯業技術センター 79 県-2 株式会社 東洋商行 134

ロンタイ 株式会社　福岡支店 76 他-1 長崎総合科学大学 83

長崎県ジオファイバー協会 273

株式会社 春田建設 44
九州電力グループ　西日本技術開発 株式会社 80
株式会社 ヤマウ 150
ＲＳＩアンカー協会 53
旭化成ジオテック 株式会社 64
エポコラム協会　九州支部 35
ハイパープレメッシュ協会 39
共和コンクリート工業 株式会社　長崎営業所 130
ヒロセ 株式会社 93
扇精光ソリューションズ 株式会社 117

情報通信
技術

安全
・安心

品質

環境
・景観

コスト
縮減
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（8）閉会式 

当センター江口専務理事による閉会挨拶で 2 日間の幕を閉じました。 

 

 

閉会挨拶  

 

（9）その他 

・CPDS（継続学習制度） 

社団法人全国土木施工管理技士会連合会の運営する CPDS（継続学習制度）の学習プログ

ラムとして認定を受け、希望する来場者 329 名に受講証明書を発行しました。なお、CPDS

のユニット数は両日とも 3 ユニットでした。 
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5. アンケート結果 

（1）来場者アンケート 

来場者を対象としたアンケートについて、一般（高校生以外）と高校生を分けて、調査を行い

ました。 

 

＜共通＞ 

設問１）あなたの現在の職業等はなんですか。 回答数 1297 件 

来場者は、建設業が最も多く、次いで学生、官公庁となっています。昨年から、来場を増加さ

せるよう各官公庁よりバス等を運行したことや、コンサルタントへの直前の案内などにより、来

場者の増加につながりました。 

 

 

 

 

＜一般（高校生以外）向けのアンケート調査＞ 

設問２）フェアへの来場目的は何ですか。 回答数 1013 件 

来場目的は「業務・授業の一環」が約 52％を占めています。技術的研鑽や建設技術への興味を

もたれた方も 2 割以上であり、技術の向上や建設技術に対する情報収集などにこのフェアが活用

されていることが、下記の結果として表れています。 

 

●その他 

出展関係 16 名 

新技術情報収集 2 名 

ポスターを見て 1 名 

技術提案 1 名 

販路拡大 1 名 

 

 

職種 回答数 割合
公務員（国） 29 2.2%
公務員（県） 133 10.3%
公務員（市町） 135 10.4%
建設業 350 27.0%
建設関連業（コンサル等） 255 19.7%
学生 329 25.4%
一般県民 13 1.0%
その他 53 4.1%

1297 100.0%

来場目的 回答数 割合
業務、授業の一環（情報収集） 527 52.0%
技術的研鑽 245 24.2%
建設技術への興味 215 21.2%
その他 26 2.6%

1013 100.0%

来場者 1,949 名 

回答 1,324 名（回答率 68％）
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設問３）あなたの居住地はどこですか。 回答数 981 件 

来場者の居住地は、847 名（86％）が長崎県内であり、その中でも長崎市が 404 名（41％）

を占めています。一方、長崎県外が居住地の方は、134 名（14％）となっています。 

 

 

設問 4）フェアの開催をどこでお知りになりましたか。 回答数 1012 件（※複数回答可） 

フェア開催の情報入手先は、「職場・学校の案内」と「職場内のポスター」を合わせると約 75％

となっています。特に「職場内のポスター」は昨年より 34 名多い 183 名となっており、県内の主

要コンサルや建設会社にポスターを送付したことが、結果につながったと考えられます。また、

ホームページは 41 名多い 82 名となっており、フェアへの関心も高くなっていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他 

出展者からの案内 4 名 

NERC からの案内 11 名 

テレビ 1 名 

 

 

長崎市 404人 41.2% 福岡県 70人 7.1%
佐世保市 106人 10.8% 佐賀県 27人 2.8%
島原市 24人 2.4% 熊本県 13人 1.3%
諫早市 142人 14.5% 東京都 7人 0.7%
大村市 45人 4.6% 埼玉県 1人 0.1%
平戸市 11人 1.1% 千葉県 1人 0.1%
松浦市 11人 1.1% 愛知県 2人 0.2%
五島市 1人 0.1% 兵庫県 4人 0.4%
西海市 4人 0.4% 岡山県 1人 0.1%
雲仙市 13人 1.3% 広島県 6人 0.6%
南島原市 12人 1.2% 山口県 2人 0.2%
長与町 36人 3.7% 合計 134人
時津町 23人 2.3%
東彼杵町 2人 0.2%
川棚町 1人 0.1%
波佐見町 4人 0.4%
佐々町 8人 0.8%

合計 847人

長崎県内　　（86％） 847名 県外　　（14％） 134名

情報収集経路 回答数 割合
職場、学校内の案内 577 57.0%
職場内のポスター 183 18.1%
職場以外のポスター・チラシ 28 2.8%
ホームページ 82 8.1%
知人からの案内 57 5.6%
新聞報道（一般紙・業界紙） 31 3.1%
広報誌 26 2.6%
その他 28 2.8%

1012 100.0%
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設問５）今までに、フェアで知った工法、製品、技術等を実際に採用したことはありますか。 

回答数 947 件 

フェアで知った工法等について、約 2 割の方が実際に採用したことがあると回答されています。

採用された方の職業の内訳として、公務員が約 2 割、コンサルが約 3 割、建設業が約 4 割となっ

ています。 

 

 

 
 

 

設問６）関心ある情報や有効な技術・製品があったブース分野はありましたか。また、追加した

い希望分野がありましたら、ご記入ください。  回答数 1495 件 

  現在話題となっている「維持管理」の分野に、高い関心が集まりました。 

  また、追加を希望する分野としては、6 名の方から下記の意見をいただきました。 

 

 

 

●追加したい希望分野 

測量 2 名 

工期短縮 1 名 

コンクリートスマホ技術 1 名 

下水道 1 名 

新技術 1 名 

採用状況 回答数 割合
ある 205 21.6%
なし 742 78.4%

947 100.0%

採用したことがあると回答した人の職業

職業 回答数 割合
公務員（国） 4 2.0%
公務員（県） 21 10.2%
公務員（市町） 17 8.3%
コンサル 68 33.2%
建設業 81 39.5%
その他 14 6.8%

205 100.0%

分野 回答数 割合
情報通信技術 138 9.2%
安全・安心 271 18.1%
品質 152 10.2%
環境・景観 236 15.8%
コスト縮減 145 9.7%
維持管理 375 25.1%
リサイクル 116 7.8%
県産品 62 4.1%

1495 100.0%

採用状況 

採用したことがあると回答
した人の職業 
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設問７）興味があった技術発表はありましたか。   回答数 260 件 

 興味のあった技術発表会について、発表団体や技術名での回答をいただきました。その結果を、

発表団体でとりまとめ、技術発表の順番に整理した結果が下記の表となります。特に、塩害対策

用材料を説明した株式会社エスティテクノロジーや橋梁点検車の展示も含め説明を行ったアイ総

合技術株式会社に興味をもたれた方が多い結果となりました。 

 

 

設問８）概要集にある出展技術の活用提案の中で利用したいものはありましたか。 

 回答数 744 件 

 活用提案の中で利用したいものがある方は 50％であり、昨年の 75％の方が利用したいものが

あると回答された結果からすると少なくなっています。利用希望者の内訳としては、公務員が 3

割程度、コンサルが 2 割程度、建設業が 4 割程度となっており、特に建設業の方が高い関心を持

たれていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 人数 団体名 人数

株式会社 エスティテクノロジー 45 エターナルプレザーブ 株式会社 3

アイ総合技術 株式会社 32 エポコラム協会　九州支部 3

株式会社 カミナガ、粕谷製網 株式会社 17 株式会社 プロテックエンジニアリング 3

国立大学法人 長崎大学、国立大学法人 佐賀大学 15 国際航業 株式会社　長崎支店 3

前田道路 株式会社　九州支店 12 パルテム技術協会　九州支部 3

株式会社 張本創研 11 マッドミキサー工法協会 3

株式会社 ヤマウ 10 マルチジェット工法協会 3

一般社団法人 鋳田籠工法協会 9 株式会社 ディーシー 3

長崎県植物誘導研究会 8 日本SPR工法協会　九州支部 3

ＰＡＮ ＷＡＬＬ工法協会 7 株式会社 コイシ 2

株式会社 イノアック住環境 7 ロンタイ 株式会社　福岡支店 2

復建調査設計 株式会社　長崎支店 7 楽石研究会 2

岡三リビック 株式会社 5 大石建設 株式会社 2

日本建設技術 株式会社 5 FKK極東鋼弦コンクリート振興 株式会社 1

株式会社 ウッドプラスチックテクノロジー 5

株式会社 中央産業 5

長崎県窯業技術センター 5 東京インキ 株式会社　福岡支店 1

ツインドリル工法協会 4 麻生グループ 1

ヒロセ 株式会社 4 三信建設工業 株式会社　九州支店 0

株式会社 春田建設 4

株式会社 地域開発 4

株式会社 横河ブリッジ、
株式会社 住軽日軽エンジニアリング

1

利用 回答数 割合
ある 379 50.9%
ない 365 49.1%

744 100.0%

利用希望者の内訳 
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＜高校生向けのアンケート調査＞ 

設問９）関心ある情報や有効な技術・製品があったブース分野はありましたか。また、追加した

い希望分野がありましたら、ご記入ください。 回答数 262 件 

高校生以外の方が「維持管理」に一番の関心があったのに対し、高校生は、「安全・安心」をテ

ーマとした分野の関心が一番高い結果となりました。また、その他に、建築学科の学生が来場さ

れていることもあることから「建築」に関する分野を追加してほしいとの意見や、「施工管理」に

関する分野を追加してほしいとの意見が出ています。 

 

 

●追加したい希望分野 

建築 3 名 

施工管理 3 名 

 

 

設問 10）高校生クイズはいかがでしたか。   回答数 256 件 

 約 5 割の高校生が面白かったとの回答でしたが、難しいとの回答も多くいただきました。 

 

 

  

分野 回答数 割合
情報通信技術 26 9.9%
安全・安心 120 45.8%
品質 30 11.5%
環境・景観 43 16.4%
コスト縮減 5 1.9%
維持管理 28 10.7%
リサイクル 8 3.1%
県産品 2 0.8%

262 100.0%

評価 回答数 割合
難しかった 92 35.9%
易しかった 23 9.0%
面白かった 127 49.6%
つまらなかった 14 5.5%

256 100.0%
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設問 11）クイズの他に、催してほしいイベントはありますか。 回答数 263 件 

希望するイベントについては、9 割以上の高校生が「ない」との回答でした。ただし、「ある」

と回答された高校生からは、体験系のイベントや実演との回答を頂いています。 

  

 

●希望するイベント 

ビンゴ 2 名、体験 2 名、カードゲーム 1 名、 

体験コーナー 1 名、じゃんけん大会 1 名 

実演か実際に工事の機械を見たい 1 名 

工業系の仕事に関わりのあるクイズ 1 名 

 

設問 12）フェアに参加されて、学校の学習や将来の進路を考えるうえで参考になりましたか。 

 回答数 281 件 

約 5 割の高校生が「学習、進路ともに参考になった」と回答し、約 4 割が「学習への参考にな

った」と回答しました。フェアが、高校生の学習の場や就職の考える機会となっていることが下

記の結果として表れています。 

 

 

 

 

＜共通＞ 

設問 13）フェアに対して総合的にはどのように評価されますか。   回答数 1281 件 

一般・高校生で「良い」「やや良い」と回答された方は、84％となっています。 

 

 

 

 

希望イベントの有無 回答数 割合
ない 251 95.4%
ある 12 4.6%

263 100.0%

フェアの評価 回答数 割合
学習、進路ともに参考になった 136 48.4%
学習への参考になった 107 38.1%
進路の参考になった 32 11.4%
参考にならなかった 6 2.1%

281 100.0%

区分 回答数 割合
良い 684 53.4%
やや良い 391 30.5%
普通 201 15.7%
やや悪い 4 0.3%
悪い 1 0.1%

1281 100.0%
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設問 14）今後のフェアに期待するもの、出展者へのご意見・ご要望があればご記入下さい。 

＜一般（高校生を除く）＞ 

 

 

1 製品（実物）の展示をしたらどうかと思う
2 キャツアイ等
3 最新技術の紹介を今後も継続して企画催しして下さい。
4 海洋土木関係の展示を増やしてほしい。
5 使いやすい工法、金額等　期待する
6 工法が多いので、製品群も増してほしい。
7 リニューアル・リフォームの出展がもう少し見たいと思う。
8 県内高校生の為に、県内外の大学のブースが増えると良いかと思いました。
9 ブースが小さい

10 ぱっと見て何をしている企業かがわかるようにしてほしい。

11
もう少し大きい会場でモニター等だけでなく、実演できるものがあれば高校生達も興味が出た
り、実際の機械等の展示も面白いと思う。

12
工事例をよく展出したら、ほうがいい。フェアの会社はかなり優秀です。ありがとうございまし
た。

13 自分は河川分野ですが、河川分野が少なかったように感じた。
14 ネティス登録工法等を多く出店して頂きたい。
15 多種多様な出展があって非常に良いと思いますので、今後も続けて下さい。
16 価格比較等の情報を表示していてほしい（従来のものとの比較）

17
１　本格的に現場工夫を例とした新工法が望まれる　２　現場施工に当たって、有効性・妥当性
が認められる工法が望まれる

18 出されている技術等に、あまり新しい技術が見られなかったのが残念
19 カーブ、坂道等の安全な滑らないグレーチングを望みます
20 防草・除草の技術
21 大学、工業高校など同じブロックでは？
22 興味深い技術がたくさんありました。
23 環境への配慮に対しての製品等のブースを増やしてほしい。
24 建築分野も出展
25 端島（軍艦島）の保存についての技術紹介
26 生物多様性考慮の工法
27 新規技術の勉強となった
28 屋外ブースや実演を増やしてほしい
29 色々な分野の新工法技術を今からも
30 各社、様々な製品開発が行われており、大きな技術革新が感じられる
31 県産品の出店を多数お願いしたい
32 低盛土補強土壁
33 維持管理面でのコスト削減できるもの
34 建築関連を増やしてほしい
35 設計積算演習でも（コスト比較）説明があるとよいと思いました。
36 各地域の代理店、情報も加えてほしい。
37 メーカーの部分を増やしてほしい
38 県産品または九州の技術出展がもっと増えてもいいと思います
39 さらに新技術が出展されることを期待します。
40 県内のメーカーのみで出展したフェアを開催してほしい
41 県内建設企業に導入移転可能な維持補修工法
42 より積極的に説明・声かけをしてもらいたい。

展
示
方
法
・
内
容
に
関
す
る
意
見
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1 スタンプラリー復活してもらいたいです！
2 高校生クイズは良かった

3
今回で２度目ですが、技術発表（のやり方）に対し、各社同様のようです。やり方、発表の仕方
に工夫をお願いします。

4 発表会をもっと注目させるべき
5 各ブースで来場者に直接マイクを使って説明ができないか検討したい
6 スタンプラリー
7 スタンプラリーを例年通りお願いしたい。

8
スタンプラリーをまたしてほしい。楽しかった。（学生が、各ブースによりにくそうなのでぜひ
復活を）（昨年）

9 発表のプロジェクターの画面の周りをもう少し暗くくして見やすくしたほうがよい。
10 全出展者のプレゼンがいる

11
発表の時間設定を見直した方がいいと思う。（お客さんがいない時に発表している企業があった
ので）

12 スタンプラリー楽しみにしていたのに、今年ないのが残念

イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
意
見

1 １日目の終了時間を１９：００までくらいにしてほしい。
2 現状のテーマを維持・継続して下さい。
3 もっと多くの参加があれば良い。発表の方法の多様化が良い。

4
①ブース会場案内図がもう少し大きめが良い②会場は広くて良い③会場内外で実演工法があれば
もっと良いのでは。

5
総合案内所みたいなブースを設け、来場者により参考になるブースを案内するように…目的を
持って見学することが可能になる

6
秀でた技術、工法が多いので、もっと宣伝すべき。フェア終了後もネットなどで継続的に紹介し
てはどうでしょうか

7 出展ブースの会社名と合わせ、代表製品，技術適用分野がわかるように記載してほしい。
8 開催時期を考慮してほしい（４～６月）
9 初日が１３時からの公開になっているが、もう少し早く（例えば１０：００）してほしい

10 福岡の終了時間18時→１６：３０分希望

11
・もっと広報をしてもらいたい（メディア等で）　・シャトルバス等を使い、学校生徒を入れて
はどうか

12 ４～５月の開催がよい
13 質問の時間がない
14 フェアの開催時期を４月～６月頃にお願いしたい。
15 夏期にフェアを行ってほしい
16 夏期にフェアを行ってほしい。
17 出来れば期間を増やせればと思います。大変有効なイベントです。

運
営
に
関
す
る
意
見
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1 ぜひ来年もきたいです。
2 参考になりました
3 長崎県の建設技術力ＵＰのためにガンバッテ下さい。
4 道路ラフネス診断システムに興味がありました。
5 裏のアンケートの興味をもったブースに出展内容も入れてもらえるとたすかります。
6 いい機会なので、今後も続けてほしい
7 出展が固定化されている感がありますので、新たな展示が必要かと思います。
8 勉強になります。

9
思ったよりもお話を伺いやすい感じがありました。品質管理の部門にも興味がありましたが、自
分があまり詳しくないので、つい行きそびれてしまいました。

10 駐車場が少ない！！
11 良かったです。
12 よかった
13 継続して頂きたい。
14 とても素晴らしいフェアでした。
15 大変よかったです
16 フェアの出展工法をもっと設計に反映してほしい
17 今後の業務について、非常に参考になりました

18
それぞれ皆さんが思いを持って会社の魅力を展示していたので、また大きく発展した内容になる
ことを期待しています

19 毎年開催をお願いしたい
20 空調が効いてない！！
21 技術の確立と併せてモラルの確立も期待したい
22 年々盛り上がりを感じます
23 定期的な開催を希望しております。
24 建設技術の発展のため続けてもらいたい。
25 強化テーマを定めてもう少し深く技術紹介してほしい。
26 業界発展のため、学生さんへの更なるＰＲ　雇用対策のため、面白さ、やりがいのＰＲ
27 いろいろな新技術があり、参考になりました
28 技術やコンサルの人がもっと来場するとする。学生が多い。
29 高校生等若い人が多数見学しているので、これからもそうした方が良いと思います。
30 盛り上がって良いと思います
31 引き継ぎ、頑張って開催して下さい
32 長く継続してほしい
33 来場へ景品をもう少し多くしてもらいたい。
34 技術的な工法等か大変興味があり、今後も開催してほしい
35 盛り上がっていて良いと思います
36 大変勉強になりました
37 また来年もやって下さい
38 来年もして下さい
39 盛り上がっていて良いです
40 本日はありがとうございました
41 今後ともがんばって下さい
42 今のままでよい
43 現在より大きいイベントにしてほしい
44 若手技術者への関心度を高める
45 もう少し人が集まるとよい
46 初めて来ました。初心者には理解するのに時間がかかりそうです。
47 他業種の各技術を知ることができ、大変参考になった。
48 来年は本社の技術を出展してみたい。
49 もっと一般の人が来場するとさらに良いと思う。
50 去年とあまりかわらない
51 活気があり、県内にこれほど優れた技術があるとは知らなかった。大変参考になりました。

そ
の
他
の
意
見
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＜高校生の意見＞ 

 
 

 

1 楽しく学べて良かったです。
2 とても楽しく学ぶことができて良かったです。
3 いろんな技術が紹介してあってとても参考になりました。
4 とてもわかりやすく参考になりました。
5 これからも続けてほしい
6 楽しかった
7 とても良かった。
8 サイコーでした。
9 サイコーでした。

10 初めて参加したけど、景観やリサイクルの知識など色々学べて楽しかったです。
11 よかった。
12 現代の建設業について良くわかりました。
13 たいへんためになった。
14 今後もフェアが続くと進路の参考になって良いと思いました。
15 実際に使われている物が見れて、触れて良かったです。
16 楽しかったです。
17 すごく参考になりました。

18
土木関係の企業が多かったのですが、建築の施工で学習したこともたくさんあったので、すごく学
習になることがたくさんありました。粗品も私達にはとてもうれしい食べ物だったので、話を聞き
たくなりました。楽しかったです。

19
たくさんの企業の紹介を見ることができてとても良かったです。初めて見るものがほとんどで勉強
にもなりました。学校で勉強したものもあり、実際に見ることができて良かったです。また機会が
あれば参加したいです。

20 建築の企業を増やしてほしいです。
21 どこの場所も説明がわかりやすくてとても勉強になりました。

22
建築関係の仕事の中で今後注目されていくであろう工法などそういうのがあれば出展していってほ
しいです。

23 自分は今回のフェアにおいて将来の進路の参考になりました。また次回も開催してほしいです。
24 とてもいいフェアで楽しく見学できました。
25 色々なことがよくて特になしです。
26 その会社、仕事に必要な資格や、どのような勉強をしておけばこの仕事では便利になるか等。
27 各会社の場所が少しわかりにくかったです。
28 とても良かった。
29 どこの出展者の人たちも丁寧に説明してくれてすごくわかりやすく学ぶことができました。
30 とてもわかりやすくておもしろかったです。
31 また機会があったら来たいと思いました。
32 楽しかった。
33 とても良かった。来年もあるならば行きたい、
34 楽しかったです！！
35 楽しかったです。
36 来年もこのような形でしてもらえれば良いと思う。
37 とてもためになりわかりやすかったです。

38
今日のフェアで知らないことや知っているものをより深く知ることができた。色々な会社の技術を
見てどの会社も同じようなことを目指しているのがわかった。

39 難しい説明もあったが、学習したところが説明に出てきたので理解もできた。
40 高校生向けにもっと簡単にしてほしい
41 またして欲しいと思いました。
42 とても大きな会場で良かった。
43 とても楽しかった。
44 わかりやすかった。
45 色々な企業などがあり、皆さん詳しく教えてくれて良い経験をし、とても満足しました。

46
たくさんの会社の展示品があってとても勉強になりました。展示の仕方も映像で流したり実際に
やって見せてくれてとてもわかりやすかったです。

47 来年も、このような企画に参加したいと思います。
48 来年もこのようなフェアがあるならぜひ参加したい。
49 進学、就職の為に役立った私が3年生になった時も実施してほしい。
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出展者への感想として、「勉強になった」、「新たな技術が見られてよかった」などの意見を多

数戴きました。 

この他、「実演」や「建築関係」の出展を見たいとの意見もありました。 

また、「今後も続けてほしい」との意見も多く、業務に必要な知識の習得や技術的研鑽の場と

して、フェアが定着してきていると考えられます。 

その一方、「内容がかわらない」「建築関係の出展を増やしてほしい」との意見もありました。 

 

 

 

50 楽しかったです。
51 ・土木関係の他に建築関係のブースを増やして欲しい。・杭工事関係のものも見たい。
52 建築のブースを増やしてほしい。
53 クイズなどがあってすごく楽しかったです。次も来たいと思いました。
54 楽しかったと思う

55
いろんな企業の特徴などを知れました。土木関係の企業が多かったですがたくさんのことを学べて
ので良かったです。

56 建築部分が少なかった
57 新しいものをたくさん出して欲しい。
58 ・建築関係を増やして欲しい。・土木関係ばかりだった。
59 また参加したいです。
60 大学ないけんまじ興味ない。はーつまらん（怒）クイズ一問目からわからんしバーカ
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 （2）出展者アンケート 

出展者を対象としたアンケート調査を行いました。 

 

 

設問１：今年のフェアへの出展目的はどれに該当しますか。 回答数 125 件（※複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

●その他 

・建築教育内容の紹介 

・工法の PR 

・橋梁点検車を導入したことで橋梁定期点検に迅

速に対応できることへのアピール 

 

設問２：出展目的は達成できましたか。 回答数 63 件 

出展者の主な出展目的は、営業活動ですが、本フェアで「達成」、「やや達成」と回答された方

は、74％（前年 75％）と前年とほぼかわらない結果となりまし

た。昨年度比べると、来場者数もほぼ変わらないのですが、出展

者からは、来場者が少ないとの意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展者 79 団体 

回答 67 団体（回答率 85％）

達成度 回答数 出展目的達成度の理由

販売にはつながっていないが、一部役所関係者との接点ができたため

当社製品の興味・訴求度もあるが、昨年と比較しブース来場者が少なかったため

役所・コンサル・土木業者に説明できたが、同業者の入場が少なかった

役所・コンサルのブース来訪が少なかったため

来場者が少なかった

5

42

13

3

目的とする実担当者と一部打ち合打ち合わせできた

橋梁点検車を使用した点検技術のみでなく、効率的に点検可能な手法の提案が必要と感じた
（国交省長崎河川国道事務所長の講演等より）

役所、コンサルの方に製品のＰＲできた

よいお話はいくつかいただけたが、契約に到っていない

まだどこからも反応がない

初めての出展で判断が難しい

多くの方に来場いただきました

テレビ等（ニュース）で紹介された

多くの方にPR出来たが一部の役所や一部のコンサルタント様の出席となり偏っていた感があるため

多くの方々と情報交換できました

目標とした資料配布数は達成できなかったが、認知度アップの一歩となった

ある程度達成できたが、もう少し来場者を期待していた

やや不達成

どちらでもない

達成

やや達成

よい意見交換ができた

役所、建設関係へのPRができたところもあった

来場者が少ないように感じられた

目的の達成度 回答数 割合

達成 5 7%

やや達成 42 67%

どちらでもない 13 21%

やや不達成 3 5%

不達成 0 0%

合計 63 100%

出展目的 回答数 割合

新製品のPR 26 21%

企業・団体のPR 30 24%

営業活動 41 33%

発注者等との意見交換 21 16%

ナークとの付き合い 4 4%

その他 3 2%

合計 125 100%
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設問３：「建設工事にかかる技術・製品・工法の紹介」、「活発な意見交換の場」とするフェア開催

目的は達成できましたか。 回答数 62 件 

出展者が感じるフェアの開催目的の達成度は「達成」15％（前年 18％）、「やや達成」が 61％

（前年 50％）となっており、前年の結果からすると、目的達成度は上がっています。その理由と

しては、多くの方と意見交換・情報交換ができたこととなっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェア目的の達成度 回答数 割合

達成 9 15%

やや達成 38 61%

どちらでもない 11 18%

やや不達成 4 6%

不達成 0 0%

合計 62 100%

達成度 回答数 目的達成の理由

役所・コンサルのブース来訪が少なかったため

当社ブースに興味を示す人が少なかった

9

38

11

4

ブースへの来場者が少ない

点検車はいつでもリースできるという認識が強かった

専門（特に役所関係）の来場者が少なかった

新しい意見聴取までは至らなかった

よい話はあったが、契約が未達成のため

初めての参加だったので、初日は要領を得なかった

目的としていた役所担当者の来来訪が多く、PRが出来たから

興味を持った来場者が多かった

発注者から具体的な質問や話ができたため

引き合いがあった

来場された方との意見交換や自社製品のPRができたため

ゼネコン等にもっと周知したい！

施工目的、施工内容がよく説明できたこと

製品等への質問があり、興味を示されていた。

知る機会として貴重であるため

PR活動ができた

色々な人と出会えた

目的 とする実担当者と一部打ち合打ち合わせできた

役所、建設関係へのPRができたところもあった

ブース来場者とは意見交換ができたと考える

活発な意見交換は少なく見えたため、やや達成としております

当社が所有する新技術のPRができた

弊社のPR商品について活発な意見交換の場となった
他社の展示ブースでも、他社PR商品の意見交換ができた

製品の応用分野の提案を聞くことができた

発注者側の意見を聞くことができた

現在採用している、今後採用したいの意見があった

様々な工法・製品情報は入手できた。発信がいまひとつ

初出展だったため、意見交換はできたが、活発とは言いがたい

前年度に比べ来場者が少なかった印象だが、意見交換できた

よい意見交換ができた

製品の紹介はできたが、マンネリ化してきている

多くの方にPRできたが、一部の役所や一部のコンサルタント様の出席とな
り偏っていた感があるため

多くの方々と情報交換できました

具体的な案件引合までの進展はなかった

直接建設業者への提案、ご理解を得られた

発注者へのPRが出来た

発注者，コンサル等へ多くの説明ができた

商品に実際に触れていただき、じっくりとお話を伺えました

多くの方にブースへ来ていただけた

製品の説明を行いながら質疑応答ができ普及に繋がった

多くの自治体、施工業者の方に商品をPRできたから

御県との契約ができた

どちらでもない

やや不達成

建設業にアピールできた

現在商談中

新製品の開発が遅れたため

達成

やや達成
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設問４：今年のフェアでは２日間で 1,949 人の来場者がありましたが満足する人数ですか  

回答数 63 件 

 来場者数について、「満足する」と回答された出展者は 19％と低い結果となりました。望まれる来

場者数としては、2500～3000 名となっています。 

 

 

 

 

 

 

設問５：今年のフェア来場者の職種について、望まれる来場者の職種を３つ選んでください 

 回答数 182 件（※3 つ回答） 

出展者が望む来場者は、官公庁、コンサルタン

ト、建設業関係者の順に多く、合計で 90％（前年

87％）を占めています。一方、学生（学校関係者

を含む）という意見も 7％でありました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者数の満足度 回答数 割合

満足 12 19%

普通 38 60%

少ない 13 21%

合計 63 100%

望む来場者の職種 回答数 割合

１ 官公庁職員 58 32%

２ 建設コンサルタント関係者 55 30%

３ 建設業関係者 51 28%

４ 土木系の学校関係者 7 4%

５ 学生（高校・大学） 6 3%

６ 一般者 3 2%

７ その他 2 1%

合計 182 100%

望まれる来場者数 回答数

2500名 4

3000名 6

4000名 1

5000名以上 3

官公庁向けの出展であるため

弊社PR商品が小水力発電設備のため水利権をもつ個人あるいは会社、団体等

一般客を増やすことにより、イベントのマンネリ化防止に繋がると考える

官公庁職員
建設コンサルタント関係者
建設業関係者

その職種を選定した理由

仕事に直結するため

発注者、施工者の判断でご使用頂く技術のため

製品・工法の普及や積極活用期待していたので

工法を採用してくださる方に理解して頂きたい

橋梁点検の必要性は認識されつつあるが、点検を実施する上での実務的な
問題等について、直接発注者等との意見交換が必要と考える

公共工事に使用してほしい

製品のアピール及び設計への採用

一般者

望まれる来場者の職種



ながさき建設技術フェア 2015 開催報告書 

 29

設問６ 

①：フェア出展決定後、自社（団体）で来場者向けにＰＲされましたか 回答数 63 件 

出展者の 73％は、自社で来場者向けに PR されています。 

 

 

 

 

②：ＰＲした相手は誰ですか 回答数 69 件（※複数回答可） 

   PR した相手としては、建設業関係者がもっとも多く 38％となっています。 

 
●その他の PR 相手 

取引企業 

産地企業 

協会員 

機械リース企業 

来社された方 

 

③：ＰＲの方法はどれですか 回答数 45 件 

PR 相手を訪問して PR する出展者が半数以上でした。 

 

●その他の PR 方法 

Facebook 

チラシ配布 

DM 

協力会社からの連絡等 

開催資料 

 

①来場者向けPR 回答数 割合

１　はい 46 73%

２　いいえ 17 27%

合計 63 100%

②PR相手 回答数 割合

官公庁(発注者) 20 29%

建設コンサルタント関係者 19 27%

建設業関係者 26 38%

その他 4 6%

合計 69 100%

③PR方法 回答数 割合

訪問 24 53%

電話・メール 12 27%

自社（団体）のホームページ 4 9%

その他 5 11%

合計 45 100%
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設問７ 

①：出展技術の活用提案には応募されましたか 回答数 62 件 

活用提案に応募され、今回のアンケートで「はい」と回答された出展者は、13 団体でした。 

 

 

※活用提案 21 団体 

 

 

②：発注者から問い合わせ等がありましたか 回答数 13 件（応募した人のみ） 

応募したと回答した出展者のうち、発注者からの問い合わせのあったところは、2 団体で

した。 

 

 

③：どうすれば活用につながると思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④：[出展者負担による「出展技術の活用」]について、その他ご意見等があればお書き下さい 

 

 

 
 

  

①出展技術の活用への応募 回答数 割合

はい 13 21%

いいえ 49 79%

合計 62 100%

②発注者から問い合わせ等 回答数 割合
あった 2 15%
具体的な案件が決定した 0 0%
なかった 11 85%

13 100%

うす 活用 す

来場後、すぐ決まるとは思っていません。興味を持って頂いた相手に対し、数度の打合せや
訪問が必要と思います。今回の出展は、最初のPRの場として考えていました。
ナークが発注者に対して積極的にPRしてほしい

長崎県産の技術として活用してもらいたい
企業名のプレートの下にマークをつけるなど一目でわかるようにする

関連企業とのタイアップ

過去に採用に繋がった実績等を伝えていくようにすれば応募が増えると思います

活用された隣接工区があり、評価が良ければ継続して使用されるなどあれば
分りやすく技術の魅力を伝える
発注者（県）側より活用候補の提示がされていれば効果的に活用されると思います

協会としての出展なので特定の工法・製品に絞り込めない。出展者負担が難しい。

後日、打ち合わせできればよいのですが、そこまで話が進まない。
商品の継続的な採用を目指し、官公庁へのPRの協力体制を確立してほしい

費用が大きいため出展者負担では難しい
地盤改良は工事費が高く、出展者負担は出来ないと思います。

実際の活用例を示したらどうですか
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設問８ 

①：皆様に配付しましたナーク作成のポスター、チラシ、パンフレットは活用できましたか 

回答数 63 件 
配布したポスター等について活用された出展者は、全体の 75％となっています。 

 

 

 

②：希望部数はどの位必要ですか  

出展者が希望する部数として、ポスターは 1～5 枚が最も多く 30 団体が回答しています。

また、チラシの希望枚数としては 21～30 枚、41～50 枚が 9 団体、技術概要集の希望部数は

1～5 部が 20 団体との結果になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問９ 

①：技術発表会に参加されましたか 回答数 62 件 

技術発表会に参加したと回答された出展者は 34 団体でした。 

 

※技術発表会参加 39 団体 

①ポスター等の活用 回答数 割合

はい 47 75%

いいえ 16 25%

合計 63 100%

①参加 回答数 割合

はい 34 55%

いいえ 28 45%

合計 62 100%

②希望部数 ポスター チラシ 技術概要集

1～5枚 30 0 20
6～10枚 5 3 6

11～20枚 0 6 2
21～30枚 0 9 1
31～40枚 0 1 1
41～50枚 0 9 2

51～100枚 1 8 0
101枚以上 0 1 0

（団体数）
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②：発表時間は十分でしたか 回答数 33 件（※発表した人のみ） 

技術発表会で発表された方の 82％が、発表時間は十分であっ

たと回答されています。これは、昨年の発表時間 3 分が短いとの

意見があったことから、発表時間を 10 分にしたためだと思われ

ます。 

 

 

③：発表の効果（ブース訪問者数の増）はありましたか 回答数 33 件（※発表した人のみ） 

技術発表会での発表により、ブース訪問者数が増えたと回

答された出展者は、約半数となりました 

 

 

 

④：次回のフェアでも発表を希望されますか 回答数 33 件（※発表した人のみ） 

次回のフェアに出展された場合、61％の出展者が技術発

表会での発表を希望されています。 

 

 

⑤：発表の時間帯に問題はありませんでしたか 

発表時間について、人の多い時間と少ない時間帯があることで、不公平感を感じられる意

見が多くありました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

②時間 回答数 割合

はい 27 82%

いいえ 6 18%

合計 33 100%

③効果 回答数 割合

はい 16 48%

いいえ 17 52%

合計 33 100%

④次回希望 回答数 割合

はい 20 61%

いいえ 1 3%

わからない 12 36%

合計 33 100%

ございません（主催者の裁量によりご判断されるところだと認識しております）
今年は立派な進行内容でした

人が多い時間帯と少ない時間帯があるので、不公平感を感じた

今回発表が最終日最後となっていたため、多くの来場者が帰った後であった

2日目午後の発表であったため、聴衆が少なかった

当社は問題無かったですが、遅い時間帯に発表になれば聴講者が少なくなっていた

午後の一番でよかった

時間帯については問題ないと思いますが、館内照明の影響もあり、スクリーンが見にくいと感じました

後の方だったので、次回は少し早い方がありがたいです

最終日の15:00～だったので、もう少し早い時間帯に発表を行えればよかったです
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設問１０ 

①：講演や高校生クイズ大会、技術発表会などを実施しましたが、フェアを盛り上げる効果

があると思いますか                   回答数 63 件 

フェアの中で実施している様々なイベントについ

て、73％の出展者が効果があると回答されました。 

 

 

②：出展者の立場から、どのような講演がよいと思われますか。 

出展者が求めている講演としては、「新技術」「新工法」がありました。その一方、現在の

講演でよいとの意見もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問１１：ステージ周辺に情報交換のスペースを配置しましたが、必要と思われますか 

回答数 62 件 

情報交換スペースが必要と回答された出展者は 53％でした。

一方、必要ないと回答された出展者は７％と少数でしたが、その

理由として、情報交換ではなく、休憩所として使っていた人が多

いとの意見がありました。 

 
  

①イベントの効果 回答数 割合
はい 46 73%
いいえ 1 2%

わからない 16 25%
合計 63 100%

情報交換スペースの必要性 回答数 割合
はい 33 53%
いいえ 4 7%
どちらでも良い 25 40%
合計 62 100%

有名人・著名人による講演会（2名）

新技術の紹介等

長崎県、九州における建設ニーズ、技術ニーズについて

発表スタイルは特に無、工法別に発表時間帯をまとめられては？

新技術の工法説明

このままでよいと思う（3名）

講演も良いですが、ディスカッション的なものがあるとおもしろいと思います

新しいことにチャレンジしている企業の方や先生のお話を伺いたいです

他県のように知名度が高い人物（例：評論家や元スポーツ選手）を呼んでもいいのでは？

難しい専門用語を多用しない、平易な言葉を使った誰にでも分かる講演

官学を中心として、求められる新技術・新工法がどのようなものか

長崎の道守の活動など先進的な事例の紹介をしてほしい

新幹線や南海トラフ地震等の講演

今回の講演は時流に沿ったもので適していたと思います

技術発表会を別室に設けるなど



ながさき建設技術フェア 2015 開催報告書 

 34

設問１２ 

①：出展ブースの配置位置に関し、希望する場所がありましたか 回答数 62 件 

出展ブースの配置位置について、希望する位置のある出展者は 19％

であり、多くの出展者は、希望される出展位置がありませんでした。 

 

 

②：希望する場所（○） 回答数 9 件（※希望位置のある人のみ） 

配置位置として角の位置を希望される出展者が多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

※ 青字は配置されていたブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

③：希望する理由や意見場所 

 

 

 

 

設問１３：フェアはどれ位の頻度での開催を希望されますか 回答数 62 件 

フェア開催頻度として、毎年開催を希望される出展者が 89％となりました。 

 

  

①希望位置の有無 回答数 割合

はい 12 19%

いいえ 50 81%

合計 62 100%

希望する開催頻度 回答数 割合

毎年（現行） 55 89%

その他（2年に1回） 7 11%

合計 62 100%

希望しても反映されなければ意味ない

希望位置　　角以外

満足しています。ありがとうございました

抽選でも先着順でも良いが、説明会の時とかに場所決めとか出来ると不公平感が無いと思います
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設問１４：望ましいフェア開催地はどこですか 回答数 63 件 

フェアの開催地としては、現行の長崎市を希望される出展者が 94％となりました。 

 

●その他希望される開催地 

大村市の建設技術研修センター 2 名 

県央地区 

長崎と県北地区との交互開催 

 

設問１５：現在フェアを 2 日間開催していますが、開催日数は何日が望ましいですか 

 回答数 63 件 

開催日数としては、現行の 2 日間を希望される出展者が 97％となりました。 

 

 

設問１６：望ましいフェア開催時期はいつ頃ですか。また望ましい開催時間帯は何時ですか 

 回答数 64 件 

①：希望開催月 

フェアの開催月としては、現行の 10 月を 

希望される出展者が多く、32％となりまし 

た。一方で、5～6 月の春の開催を望む意見 

もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

開催希望地 回答数 割合

長崎市（現行） 59 94%

その他 4 6%

合計 63 100%

回答数 割合

61 97%

2 3%

63 100%合計

その他（3日）

開催希望日数

2日（現行）

①希望開催月 回答数 割合
4月 2 3%
5月 10 16%
6月 10 16%
7月 4 6%
8月 5 8%
9月 10 16%
10月 21 32%
11月 2 3%
合計 64 100%

希望月

4月

7月

8～9月

4～9月

他と重なるため
11月

土木業界にとって閑散期と思われるため
9～10月

夏期の方が都合がいい

新年度で余裕があるので

業務が落ち着いている時期がいいと思う

業務発注が少ない時期に準備ができる　

官庁人事異動後が企業PRとして効果があるため

今年度発注に間に合うため

役所・コンサルの忙しくない時

暇な時期だから

物件が明確になる時期

秋以降、仕事が忙しくなるため

理由

6月

繁忙期前でよいと思う

10，11月はいろいろなフェアが多い

繁忙期（10～3月）を避けたいです

10～11月にかけて展示会が多いため

忙しい時期ではないから

5～6月

工事発注が本格化する前

5月

業務が比較的落ち着いているころ

年度頭の方が準備しやすい

夏の需要に備えるため

9月

いつやっても来る人は来るし、来ない人は来ない

自治体の予算要求時期の前にPRを行いたいため

公共工事等が落ち着いている時期に開催できれば、地元の来
場者も増えてくると思う

10月は忙しいため、業者が見学に来られない
5，6月は仕事量が少ない

繁忙期を避けた時期

7～8月

出展技術活用の候補工事の選定が出来易いと考えます

9月下旬頃、 建設関係者が余裕が有ると思われます

10月

現行で特に問題ないため(8名)

台風などなく気象的に災害が少ない

繁忙期に入る前の上半期が好ましい

業界的に忙しくない時期

気候が良い　

暑くも寒くもないから

公共工事的に

他の技術フェアと重ならないように

業務的に一番動きやすい

調整しやすい
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②：希望時間 

開催希望時間として、1、2 日目の開始時間及び 2 日目の終了時間については現行の時間を

希望される出展者が多い結果となりましたが、1 日目の終了時間は、17 時までを希望する結

果が最も多くなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問１７ 

①：本フェア出展費用（5 万円）は妥当でしたか 回答数 59 件 

出展者の 88％が、出展費用は妥当であったと回答されています。 

 

 

②：出展費用が増額になっても、参加を希望されますか 回答数 53 件 

出展費用の増額に伴い、参加を希望されない出展者は 72％となりました。参加可能な出展

費用の上限額としては 5～10 万円未満が最も多い結果となっています。 

 

 

 

 

 

  

①出展費の妥当性 回答数 割合

はい 52 88%

いいえ 7 12%

合計 59 100%

②出展費増額可否 回答数 割合

はい 15 28%

いいえ 38 72%

合計 53 100%

9:00 1 5

9:30 2
10:00 6 27 現行

10:30
11:00 1 1
11:30
12:00 1
12:30
13:00 26 現行

13:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00 6
15:30 1
16:00 3 22 現行

16:30 1
17:00 19 6
17:30 4
18:00 8 現行

1日目 2日目

開
始
時
間

終

了

時

間

希望時間

参加可能な上限金額 回答数

3万円未満 0

3万円～5万円未満 1

5万円～10万円未満 5

10万円以上 4
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設問１８：総合的に見て、フェアへの出展は有効でしたか 回答数 63 件 

総合的なフェアの有効性については、94％が有効と答えられています。有効な理由として、

広く PR することができた、意見交換ができたという意見がありました。 

 

●有効の理由 

長崎県の顧客と会うには良い場であるため 

PR できたので 

来場者の方と意見交換ができ、会社の製品・技術 PR ができたため 

●有効でない理由 

今のところ成果に繋がっていない 

若干のマンネリ感あり 

ブースへの入場が少なく興味を持って聞く方がわずか 

当社の技術に興味を持つ人が少なかった 

 

設問１９：来年も出展したいと思われますか 回答数 63 件 

来年のフェアについて、68％の出展者が「出展したい」と回

答されています。 

 

 

 

設問２０：今回のフェアへの出展をきっかけとした引き合いがありましたか 回答数 63 件 

引き合いがあった出展者は 40％でした。（※引き合いについては、アンケートの時期にもよる

ため、再度検証します。） 

 

  

フェアの有効性 回答数 割合

はい 59 94%

いいえ 4 6%

合計 63 100%

来年の出展意思 回答数 割合
はい 43 68%
いいえ 1 2%
わからない 19 30%
合計 63 100%

フェア後の引き合い 回答数 割合

はい（20件） 1 2%

はい（6件） 2 3%

はい（5件） 3 5%

はい（4件） 0 0%

はい（3件） 5 8%

はい（2件） 7 11%

はい（1件） 8 12%

いいえ 37 59%

合計 63 100%
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設問２１：その他、ご意見があればお書きください 

出展者からの意見として、「製品や技術の PR のよい機会となった」との意見がありました。ま

た一方では、「官公庁やコンサルタントなどの来場者を増やしてほしい」という意見もありました。 

 

 

No． ご意見等【出展者】

1

　設置ブースにおいて、コンセントをパネルの上から配線されていたのは残念であった。
　（パネル下からコンセントを用意しておくのが一般的だと思うが・・・。）
　また、昨年に比べブース来場者が減少した。当社が出展した内容も原因ではあると思うが、イベント全体とし
てマンネリ感は否めない。運営スタッフの方々は頑張っておられるとは思うが、運営主として何が良くて、何が
ダメだったか分析して頂き、来年以降に繋げて頂きたい。

2
　官公庁職員や建設コンサルタント関係者へもっと来場者を増やしてほしいです。
休憩スペース（ドリンクサービス等）あれば、うれしいです。

3
　アンケートをとられておられましたが、どの程度の方が弊社の取り組みに興味をもっていただけたのかを知る
上で、弊社に投票いただいた方の人数などをご教示いただければ幸いです。

4

　主催者様側から、フェアのチラシ等を関係各位宛てに送られると思いますが、その際に、出展企業に、チラシ・
招待状を送ってもらいたい企業をリストアップしてもらい、必要部数も記入の上、主催者様側でいったんすべて
取りまとめてもらい、出展者の名義で送付してもらえるサービスの導入をご検討してもらえればありがたいで
す。
　実際にそういったサービスをされている展示会もありましたのでご参考までにご提案致しました。

5 若い人が増えたことは非常にいい。役所、建設業者がもっと多数参加してほしい

6 学生が参加する時間帯と一般の人たちの時間を分ける

7 発表会の音量で出展動画の音が消されて効果ダウンでした。

8 建設技術を知る大変よい機会となりました。送迎バスまで手配していただき、大変ありがとうございました。

9
　たくさんの有効な技術を手軽に近くで見聞出来ましたことをナークの皆様に感謝します。
また、フェアーの運営、進行はすこぶるスムースに行われました。益々盛んになりますように、こちらも新しい技
術を取り入れ発表したいと思います。

10
事務局様お疲れ様でした。
弊社の展示に際しまして、コンパネメーカーのご紹介ありがとうございました。今後もそのメーカーのコンパネを
使用することとなりました。（お安く購入できました。）ありがとうございました。

11
準備等大変だったかと思います。お疲れ様でした。来年度もよろしくお願いいたします。
佐藤さんには大変ご迷惑おかけしました。よろしくお伝えください。

12 前日の設営時間を15時くらいからにしてほしい

13
初めて参加させて頂きましたが、来場者も多く、多くの方にブースに立ち寄って頂き、弊社の製品のことを知っ
て頂きました。
もう少し、役所、コンサルの方に来場して頂くとありがたいです。

14 官庁関係者がもっと来場できるようにお願い致します。

15

長年にわたりフェアを開催されていて、マンネリ化もあると思います。
入場者１０，０００人くらいを目標にして、全体構想から練り直したらよいと思います。
長崎県内の企業の技術の発表の場しとて出展できるよう工夫をお願いします。
また、長崎県内企業は出展費用を優遇してほしい。

16
来場者の方とお話させていただき、来場者の方々がほしいもの、必要としているもの等のニーズをお伺いする
ことができました。また、弊社の製品・技術・会社についてPRさせていただくよい機会となりました。ありがとうご
ざいました。

17 土木建築関係、ゼネコンの来場がとても少なく感じました。もっと宣伝をして来場に結びつけてほしいものです
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6. まとめ 

 

（1）フェアの目的 

当センターは、良質な社会資本の整備と維持管理への支援を通じて、県民の福祉の向上に寄

与することを目的としています。 

本フェアについても、社会資本の発注者や設計者、施工者が新しい技術や製品、工法を知る

ことで、良質な社会資本の整備や、効率的かつ効果的な維持管理に繋がると考え、平成 16 年度

から毎年開催しております。また、このフェアを通して、将来的に建設産業を担う高校生や大

学生、さらには一般県民の方に、建設産業への理解を深めてもらいたいと考えています。 

本年度は、需要が増している社会資本のメンテナンスをメインのテーマとし、建設技術の重

要性を認識するようなキャッチフレーズとして「建設技術が残す未来への宝」を掲げ、実施い

たしました。 

 

 

（2）目的の達成度 

フェアの目的の達成度を評価するために、来場者及び出展者へ実施したアンケートをもとに

その満足度を調べました。 

来場者のフェアに対する総合的な評価として、「良い」「やや良い」が 84％となっており、昨

年の 90％からすると、6％程度が、「普通」との評価に移行しています。「良い」「やや良い」の

割合が減少した要因は、その他の意見なども合わせて分析すると、毎年来場される方にとって、

フェアの内容等にマンネリ感を感じている方もおられます。しかし、「勉強になった」、「新たな

技術が見られてよかった」などの意見が多く、県内技術者の技術の向上の場として役立ってい

ることが考えられます。 

出展者は、多くが製品の PR や営業活動を出展の目的としていますが、アンケートを見ると

「目的達成」「やや達成」が 74％（前年は 68％）と、前年に比べ達成感は高くなっています。

理由として、官公庁の方が増加したこと（48 名増）や、活発な意見交換が行えたことがあげら

れています。 

今後も、来場者や出展者の方に満足いただけるようなフェアの開催に努めてまいります。 
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7. 最後に 

本フェアは、皆様のご支援・ご協力のもと、大盛況のうちに閉幕することができました。フ

ェアを開催するにあたり共催頂きました長崎県及び後援頂きました国土交通省九州地方整

備局長崎河川国道事務所をはじめとする関係団体の皆様、ご講演頂いた長崎大学 西川助

教様、国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 木村所長様、ご協力を頂きました

関係各位に対して厚くお礼を申し上げます。 

また、出展者や来場者の方々に対しましては、今後もフェアへのご協力・ご鞭撻をお願

いいたします。 

 


