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建設コンサルタンツ協同組合

５０周年御挨拶
建設コンサルタンツ協同組合
理事長

堀

尚義

建設コンサルタンツ協同組合の創立５０周年にあたり一言ご挨拶申し上げます。
建設コンサルタンツ協同組合は今年８月１７日を以って５０周年を迎える事が出来ました。この記念す
べき日を迎えられますのもひとえに、常日頃より当組合の活動に御理解・御協力を頂いております組合
員一社一社のお陰であります。ここに厚く御礼申し上げます。
一口に５０年と申しますが組合が設立された昭和３７年は、時の池田総理が【寛容と忍耐】をキャッ
チフレーズに池田第二次改造内閣を始めた年であります。
  「戦後のどさくさ」から漸く落ち着きを取り戻し【経済白書の中で「もはや戦後ではない」】と戦後の復
興に向け高度経済成長時代が幕開けをしたのが設立５－６年前の時期であります。しかしながら設立２
年前には当時の岸総理が日米安保条約の締結に心血を注ぎ国論が真二つに分れ騒然とした時代でもあ
りました。
このような時代背景のなかで、当時の土木行政においては【建設コンサルタンツの概念・必要性】な
ど全く世に定着しておらず、役所が計画・設計から時には施工までを直営で行うというのが実態であり
ました。戦後の復興と共にその業務量は飛躍的に増大するのですが、発注者もコンサルタントの重要
性を今日のような理解には至っておらず、
「工事に必要な数量計算や簡単な図面の作図」といった役所
のお手伝い的業務からスタートせざるを得ませんでした。
また、建設コンサルタンツも本来のコンサルタント的業務にはなかなかその実力が伴わなかったのも
事実で有ります。このように多くの課題を抱えての揺籃期だったわけです。
そうした中、数社のコンサルタンツ会社がお互いの足りない技術を補完しあう形で協同受注を目指し
た事も設立動機の大きな目的でありました。この精神は今も引き継がれているわけですが、その後の日
本国の経済成長が余りにも目覚しくそれに呼応する形でコンサルタンツ会社も昭和３９年当時の２２６社
から現在の平成２４年３月で３，９３５社とこの半世紀の間で飛躍的に増加し、当初の組合目標である協
同受注が困難になった事も否めない事実で有ります。
中小企業等協同組合法の第一条には以下の文言が記載されています。
「この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者
その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者
の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、且つその経済的地位の向
上を図ることを目的とする」
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また、第五条 ( 基準及び原則）のなかで
一  組合員又は会員 ( 以下「組合員」と総称する）の相互扶助を目的とすること
二  組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
三  組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
四  省略
以上のことが明記されております。この精神に則り、爾来、歴代理事長はじめ執行部の方々、また組合
員の皆様の並々ならぬご努力により幾多の困難を乗り越え今日を迎えることができたわけで御座います。
日本の国家経済を支えているのは間違いなく企業の９割を占める中小企業であります。中小企業の下
支えなくして、また中小企業が元気でなければ日本の繁栄はありえません。
しかしながら、過って【ジャパン

アズ

ナンバー 1】と世界を席捲した日本経済もバブル崩壊後は

大きく落ち込み、それに呼応して公共事業予算も激減し、我々中小建設コンサルタンツは元気を出した
くても、目まぐるしく変わる日本国総理に象徴される政治への不信感と共に閉塞感を感じているこの
１０数年であります。
昨年の東日本大災害では沢山の尊い命が失われ、未だ身元不明な方々が大勢いらっしゃいます。
１年半が経った今なお不自由な生活を余儀なくされておられる方々も沢山いらっしゃいます。そしてその
復興に国を挙げて取り組んでいるところであります。又ここ数年の異常気象のもたらす水害等、その対
処等には我々地元に根ざした組合会員が果たす役割は限りなく大きなものが御座います。
組合法に則り、相互扶助を目的とし、出資口数に関係なく一社一票の平等精神を貫きながら、組合
員の皆様が会員メリットを享受できますようお互いに協力し、発展していきたいと願うものです。
此処に協同組合の設立５０周年を迎えるにあたり、今まで数々の苦労を負われた多くの先輩の方々に
は、改めまして衷心から敬意を表しますと共に、日頃色々とご指導を頂いております国土交通省をはじ
め、関係各機関の皆様には心から厚く御礼申し上げます。
また、今後も変わりませぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
そして組合員の皆様には今後とも更なるご活躍を祈念いたしますと共に一層のご支援をお願い致しまし
て組合創立 50 周年のご挨拶と致します。
（東光コンサルタンツ株式会社

代表取締役）
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建設コンサルタンツ協同組合

設立５０周年祝辞
国土交通省
土地・建設産業局建設市場整備課長

榎本

健太郎

このたび、建設コンサルタンツ協同組合が設立５０周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し
上げます。
貴組合におかれましては昭和３７年の発足以来５０年の長きにわたって、共同受注及び共同購買事業
並びに経営・技術の改善向上と関連事業に関する知識の普及など様々な事業を積極的に展開され、組
合加入各企業の健全な発展に努めてこられました。これまで、貴組合の運営に御尽力された歴代の役
員をはじめとする関係各位の御努力に対しまして、深く敬意を表します。
さて、貴協会が発足以来歩まれた５０年の間に、建設産業を取り巻く環境は大きく変化して参りまし
た。社会資本や住宅の整備を通じて、建設産業は我が国の雇用と経済を支える基幹産業として発展を
遂げて参りましたが、近年の長期にわたる我が国経済の低迷も相まって、建設投資は大きく減少し、ま
た若年入職者が減少するなど、建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。
一方、先般の東日本大震災による被災地の復旧・復興においては、地域のあり方や防災対策全体の
見直しを踏まえた社会資本整備が必要とされており、建設コンサルタントの皆様にはこれまで蓄積して
きた経験、ノウハウを生かしたインフラ構築が強く求められているところです。
国土交通省といたしましてもこのような状況を踏まえ、建設コンサルタントを含む建設関連業の一層
の発展と高度化を図るため、
「建設関連業検討会」において平成２２年４月に報告書「建設関連業の課
題と展望」を取りまとめていただきました。現在、この報告書を踏まえ、登録制度の活用促進や情報
提供などの取組みにより建設関連業の活性化を進めており、併せて、公共事業発注者、業界等関係者
の方々にもそれぞれの取組を引き続きお願いしているところです。
御承知の通り、建設産業は、人の持つ技術と技能によって支えられ、人によって成り立っており、社
会資本の整備・維持管理を担う我が国の基幹産業です。中でも、建設コンサルタントは、構想・計画
から維持管理まで、幅広く技術情報を提供といった大きな役割を占めておられます。
貴組合におかれましても、これまでの５０年と同様、これからの５０年にむけて、相互扶助の精神に
基づき、人材の育成と組合員企業に対する的確な支援など、積極的な事業を展開され、建設コンサル
タント業界のより一層の発展に御尽力くださいますようお願い申し上げます。
最後に、貴組合のますますの御発展と関係各位の御健勝を心より祈念いたしまして、私のお祝いの
言葉とさせていただきます。
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建設コンサルタンツ協同組合設立 50 周年に寄せて
一般財団法人建設業振興基金
理事長

内田

俊一

このたび、建設コンサルタンツ協同組合が設立 50 周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。
建設関連業、とりわけ建設コンサルタントは土木構造物をはじめとした社会資本の整備につき、その工程の
上流から下流までの全ての段階において広範囲に関わりを持っています。特に公共事業においては、企画、計
画、調査、設計、施工監理、その後の維持管理に至るまで、発注者の技術的なパートナーとして不可欠な存
在であることは言うまでもありません。このような中、これまで貴組合は昭和 37 年の設立以来、主に中小規
模の建設コンサルタント企業等における共同受注及び共同購買事業並びに経営、技術の改善向上と関連事業
に関する知識の普及などの諸事業を積極的に展開され、会員企業の健全な発展に貢献されてきました。これ
までの貴組合の運営にご尽力されました関係各位に対し、深く敬意を表する次第です。
さて、わが国においては、国民生活・経済社会・産業活動の基盤を形成する社会資本整備の方向性を明確
にし、これを踏まえた政策目標及び成果を示すものとして、社会資本整備重点計画が取りまとめられています。
平成 15 年度から19 年度の第一次計画に引き続き、現在は 20 年度から 24 年度までを計画期間とする第二次
重点計画が進められているところですが、近年においてわが国を取り巻く社会経済情勢は激変の一途を辿って
います。少子高齢化をはじめとした人口構成の変化、急激な円高やリーマンショック、東日本大震災後の財政
出動等による財政収支の悪化に加え、災害リスクへの対応や地域の防災・減災等の観点から、国民にとって
真に必要な社会資本整備を、効果的、効率的に進めることがより一層求められています。このことから、社会
資本整備を進める上での指針となる現行の重点計画を早期かつ抜本的に見直すべく、24 年度から 5 年にわた
る新たな計画が去る 8 月 31 日に閣議決定されたところです。さらには、本年 7 月に閣議決定された日本再生
戦略においても、持続可能で活力があり災害に強い国土・地域を形成すること、真に必要なインフラの重点的
な確保を図ることが掲げられています。
建設業振興基金は、わが国建設産業全体の発展を支える専門組織として、金融支援、経営改善支援、人
材育成支援等各種の事業に取り組んでいます。本年 4 月に一般財団法人へと移行し、続いて 7 月には今後の
業務執行と組織運営の柱となる中期経営方針を策定しました。
「建設産業を熟知し、すべての関係者に信頼さ
れ、お役に立てる専門家集団」を目指し、地域建設業の再生・活性化、建設産業を担う人材の確保・育成、
建設産業からの情報発信等を喫緊の課題に掲げ、建設産業界全体の振興に向け努力しています。
生活水準の向上や社会ニーズの多様化・高度化とともに、社会資本整備のあり方も変化し、同様に建設コンサ
ルタントに求められる役割も拡大しています。このような中、貴組合におかれましては、中小建設コンサルタン
トの組織化をもって、活力ある挑戦的企業の育成に資するための諸活動を精力的に実施しており、今後とも積
極的な事業展開を期待する次第です。
最後に、貴組合のますますのご発展と関係各位のご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただ
きます。
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建設コンサルタンツ協同組合設立 50 周年に寄せて
一般社団法人全国建設コンサルタント業協会連合会
会長

齋

秀

この度、建設コンサルタンツ協同組合が設立 50 周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上
げます。
貴組合は、昭和 37 年の設立以来、広報活動事業、共同購買事業、教育情報事業等を通じ、経営、
技術の改善向上と知識の普及などを図り、会員企業の健全な発展に大きく貢献されてこられました。
これまでの貴組合の運営に携われました関係者各位に深く敬意を表する次第であります。
さて、当連合会は各県の建設コンサルタント協会を会員として、平成 16 年 10 月に発足し、平成 22
年 4 月に一般社団法人化いたしました。私共業界を取りまく環境は年々厳しさを増してきております。
東日本大震災をみてもわかるとおり、地元に本店を置く建設業者や建設コンサルタントがいかに大切で
あるかを改めて認識させられたところです。
そのため、当連合会では、現在国土交通省に対し、地元建設コンサルタントへの十分な配慮を強く
申し入れているところです。
地元に本店を置く貴組合員と同じ立場にありますので、貴組合とも、今後さらに意思疎通を図り、協
力しながら相互に発展するよう努めていければと考えています。
貴組合におかれましても、組合員の相互扶助の精神に基づき、引続き積極的に事業を展開されること
を期待いたしております。
最後に、貴組合のますますの御発展と関係各位の御健勝を心より祈念いたしまして、私のお祝いの
言葉とさせていただきます。
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組合設立５０周年に寄せて
建設コンサルタンツ協同組合
前理事長

須山

富直

設立４０周年記念誌表紙のキャッチコピーは、
「確かな明日に向かって」という浪漫のあるものであっ
た。５０周年記念誌の原稿依頼を受けて、組合にとってのこの１０年間「確かな明日」とは果たして何
だったのだろうかまたこの目標に従って活動してきたのだろうかとふと逡巡してみた。
平成１５年から急激な組合員の減少が見られ、特に政府建設投資の急激な減少とあいまって減少し、
この減少傾向の歯止めはないものかと思案し活動もした。手始めに平成１７年３月、
「設計共同体 (JV)
方式による共同受注事業の実施要領」を作成し、組合の最大目標の一つである「共同受注」をテーマ
に各地に行きキャンペーン活動を行った。既に平成１０年１２月コンサルタンツ協会では「共同設計方式
（設計共同体）について」という冊子を作成していたが、これに関する活動はほとんどしていなかったよ
うな気がする。ある整備局を訪問し、”JV” の推進について訴えたがなんら反応がなく失望した経験を
持っている。
しかし数年後には協会の積極的な活動もあり、共同設計方式による発注が関東地整を初めとして発
注されるようになったのは、けだし組合が端緒の活動があったればこそと思っている。
平成２２年３月、
「中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン」なる冊子を刊行した。
この刊行の趣旨はつぎのようなものである。
国交省が「建設関連業展開戦略」を発表され、建設コンサルタンツ協会では「中期行動計画」を発
表し構造改革宣言を行った。しかし、これは大企業を中心とした展開戦略であって、業界の約９０% を
占める中小企業にとってはなんら恩恵を受ける代物ではない。そこで、サイレントマジョリテイである多
くの中小企業者の代弁者としての意見を組合として発信する必要を感じ、作成されたものである。
この冊子を作成するにあたり、中小建設コンサルタント経営者の意識調査 (1365 社 / 解答率 27.4%)
を行い、意識調査を検証するために各委員と共に北海道から九州に至るまで組合員の会社を訪問し、
直接社長と面談した。各社それぞれ独自の経営感覚で努力されていることに頭が下がったが、同時に発
注方式の矛盾、管理技術者の不足、若年技術者の不足など地方中小企業の抱えている問題点が見えて
来、これらを反映した提言が出来ないものか委員間で意見を交わし、冊子を完成させた。
この提言の中の目玉商品は、” 土木設計技士資格制度 ” の立ち上げである。地方を廻っていて一番経営
者を苦しめているのは、技術士の偏重（名義貸し浮上はその最たるもの）でありこれに伴う発注方式の
矛盾である。コンサルタント業を生業とするには、技術士・RCCM と云った資格を要する。費用を掛け
て社員に資格を取らせても引き抜かれて ” もとの木阿弥 ” となってしまうという嘆きを聞いたりする。
またごくごく簡易な設計においても技術士がいなければ受注出来ないと言った矛盾がある。
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欧米では、Engineering Practitioner を① Engineer( 企画・研究開発等 ) ② Technologist ( 管理・
調整者 ) ③ Technician( 熟練技能者 ) の３種に分けて教育カリキュラムを行い、それぞれの資格によっ
て報酬も違うと聞く。日本では Engineer は技術士、Technologist は RCCM であり、Technician は土
木設計技士に相当すると考えている。この Technician に認可資格がない。国交省も認識はしているが
認可を出すまでには至っていない。” 土木設計技士 ” の資格者を ” 実務型のテクニカルエンジニア ” とし
て認識し、この資格者を多く排出させることが中小建設コンサルタントを活性化させる手段の一つであ
り、そのための積極的な運動を展開していくことが望まれる。
平成２２年３月「中小建設コンサルタント会社の社員教育に関する実態調査」を実施し、冊子に纏め
た。
「活路開拓ビジョン」のアンケート調査結果の中で、
「中小建設コンサルタント業を成功させる要因」
の一つとして「優秀な社員の採用、育成」が最重要課題であると多くの経営者が認識していた。組合で
は、アンケート調査を実施した結果を踏まえ、組合員が「採用・教育」にあたって何が足り、何が不足
しているかを明確にし、組合として支援できる「教育訓練に必要な施策」を立案する貴重な資料が得ら
れた。アンケート調査個数 1,111 社、回収率 35.1% であり、教育に関して大変関心を持たれていること
が解った。
調査結果の幾つかを拾ってみると、①社員教育は必要不可欠である (78%) が、財政的余裕がない、
OJT で十分としている企業が 22% あり、社員教育ができない実態が見えてきた

②技術士資格を有す

る会社の平均人数は 3.4 人であり、１社１～２名がほとんどでそれもシニアクラスの技術者で、その技術
者がいなくなると企業の存続が危ういといった嘆きを聞く
③ CPD 教育研修、再登録の手間や費用が経営を圧迫している等々中小企業の抱えている問題は、” 浜
の真砂の如く ” で尽きることを知らない。
これらの冊子を刊行するにあたり、有識者の方々、理事や組合員の方々のご協力を頂きましたが、こ
れらの活動を通して地方の組合員と理事との距離が非常に近くなったのが何よりの成果と思っています。
設立５０周年を迎え、新たな布陣 ( 理事 ) で組合員の要望を１つづつ叶えていく事、組合員の仲間を少
しでも多く増やしていく事という命題があります。会社の経営を抱えながらの献身的な事業であります
が、理事・役員におかれましては組合員のためにより一層の奮闘を、そして組合員の更なるご協力を期
待したいと思っています。
（東京コンサルタンツ株式会社
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「建設コンサルタンツ協同組合

創立 50 周年によせて」
建設コンサルタンツ協同組合
元理事長

瀬古

隆三

この度は建設コンサルタンツ協同組合が創立 50 周年を迎えられ、まことにおめでとうございます。
昭和 37 年に発足して以来、経済成長とともに発展し、現在も全国規模で運営されておられることはま
ことにご同慶の至りです。貴協同組合は、中小企業の建設コンサルタントの中核となって、共同事業、
政府・地方自治体への陳情、関係団体との連携、新たな仕組みづくりなどに取り組んでこられ、地域の
経済 ･ 社会の発展に貢献されてこられました。それも偏に、堀 尚義 理事長をはじめとして歴代の役員・
組合員の皆様のご尽力の賜物であろうと心から敬意を表する次第です。
現在の日本経済は、失われた 10 年あるいは 20 年とも言われているように厳しい状況にあり、社会
福祉関係の費用が増大し、消費増税も見込まれています。その一方、公共事業の予算は縮減され続け
て数多の事業が見直され、中止されてきました。しかし、地域の活性化を図る上で、老朽化したインフ
ラの維持管理や更新、地域再生のための新たなインフラ整備などが必要となります。少子高齢化社会
への対応、環境や防災などに力点をおいた施策もまだまだ十分といえず、むしろ今後増えていく公共事
業もあると言えます。それらを円滑に進めるためには、豊富な実務経験をもつ建設コンサルタントが地
域に密着して活動していけることが基本です。
自然災害も相変わらず頻発しており、むしろ、被害は激化する傾向です。昨年発生した東日本大震
災では津波や液状化によって死者 ･ 行方不明者約 1 万 9 千人、被災建物 39 万戸となりました。原発事
故とも相まって復旧復興が思うように進まず、避難者の帰宅に長年を要する想定外の事態となっていま
す。もし、南海トラフ巨大地震が発生すると 30 都府県で死者最悪 32 万人と想定され、如何に被害を
軽減するかが喫緊の課題です。集中豪雨や台風による災害も毎年のように繰り返され、竜巻や火山噴
火、渇水なども発生しており、社会や市民生活がその都度甚大な影響を被っています。地域の安全・
安心を向上することが地域の持続的な発展へつながります。中小規模の建設コンサルタントが健全で持
続可能な経営基盤をもち、地域の様々の要請に機敏に的確に対応していけるよう貴協同組合が中心と
なって土台づくりを進めていくことが重要です。
貴協同組合ではこれまでも設計 JV の提案、賠償責任保険の導入、建コンコープジャーナルによる情
報発信、講演会や研修講座の開催、土木設計技士資格の制度化など、多岐にわたる活動を地道に続
けてこられました。今この 50 周年を節目としてそれらの活動をさらに充実させ、次代へ向けて一層発展
されることを祈念して、私からの祝辞とさせていただきます。
（中央開発株式会社

名誉顧問）
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仮想「10 年後の建設コンサルタンツ協同組合」
建設コンサルタンツ協同組合
副理事長

村尾

建治

2022 年を迎えた当組合は会員数 200 社を超える組合に成長していた。これは、当組合のリーダーであ
る堀理事長のユニークと言うか意表を突く運営で、組合の存在感を他にアピールしてきたと同時に実績を積
み重ねてきた結果に他ならない。彼の組合運営手法はこうだ。まず 1 チームを 20 社とし組合員 200 社を
10 組のチームに分けた。一つの集団 20 社の中に 1 人のリーダーと技術系、事務系の 2 人の副リーダーを
置き、第三の男としてチーム全体を目配り、気配りできる世話役を置いたのだ ( 第三の男は第三の女でも良
いそうだ )。10 チームは夫々独立した動きをする。夫々のリーダーのもとに全国至るところから発注されてい
る物件を精査しながら、これはと思った物件に挑戦していく。受注の仕方は技術の副リーダー（チーム内各
社の技術力とその中での優秀な技術屋さんをしっかりと把握している）が物件毎に技術陣営の構築をし、質
の高い技術提案書を発注者に提出する。受注できた物件は、各パートをその仕事に参加した技術屋さんが
分担して仕上げる。内部の調整は副リーダーと世話役が責任をもって行う。1 年毎に内部検討会を全チーム
揃って行う。当然、事前に各チームは内部検討を実施している。全チーム内部検討会にて、リーダー・副
リーダー・世話役の交代も行われるし、各チーム内のメンバーの交代も行われる。
全チーム内部検討会で話される内容：各チームの年間受注高、関わったメンバーの数、各メンバーの売上
高、発注者より頂いた評価、リーダー・副リーダー・世話役からの各メンバーに対する評価、メンバー各社
から見たリーダー・副リーダー・世話役に対しての評価、次年度はどのチームに入りたいか等、忌憚のない
意見・提案を言って更に良質なチームを作っていく。
このような組合の運営に対する組合員 200 社の反応は、設立 50 周年を機会に協同組合は設立当初の原
点に戻り共同受注へと加速した。理事長の舵取りに地方の設計会社は大いに賛同し加盟会社も増えてきた。
組合員 20 社を 1 チームとし、チーム毎に結束し行動していくやり方は、チーム内の結束とコミュニケーショ
ンを画期的に良くし、脱退者がほとんどいなくなった。どこかのチームに所属している各社が、1 年毎に他の
チームへ自由に移動できることは組合員全体の交流にもプラスであると同時に社員の技術力アップや人間力の
アップにプラスに働くと好評である。またチームのリーダー・副リーダー・世話役として活躍した人は、大きな
体験と責任を全うすることによるスケールアップが自ずから図られる。結論を出すにはまだ早いが、1 社でや
れないことを多くの企業と組んで仕事を仕上げていく、そしてその成果品は今まで以上に良いものを創り上げ
ることができる。協同組合の求心力が強まっていく。 発注者の反応は組合が受注した仕事は全体を通して良
好といえる。1 社で何でもかんでも仕上げていこうという姿勢ではなく、皆で得意技を出し合っていこうとす
る姿勢が成果品に表れていて、細かいところまで行き届いている。協同組合方式がこれからの設計業界の
台風の目玉になるのではないかとすこぶる好評である。
50 周年という大きな節目を乗り越えて、協同組合は変化し進化してきている。組合に入っていて良かった。
この組合をもっと良いものにしていこう。確かに組合は 50 周年を境にして変わった。確かに変わったのだ。
（株式会社村尾技建
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明日を担う技術者集団へ
建設コンサルタンツ協同組合
副理事長

山本

実

建設コンサルタンツ協同組合が設立 50 周年を迎え、これまで組合活動にご尽力を頂きました諸先
輩に対し敬意を表し、心よりお祝いを申し上げたいと思います。
この 50 年で我々を取り巻く建設関連業の市場環境は、誰もが想像し得なかったほど大きく変わりま
した。今ここに 50 周年を迎えるにあたり、時代の生き証人として業界が抱える問題、また業界人とし
て組合に期待したいことも含め、50 周年記念誌に寄稿させて頂きました。
これからの日本の社会は、誰もが目をそむけることの出来ない現実として ｢高齢化｣ と ｢人口減少｣
が上げられます。人口の高齢化は、就労人口を減らし、その結果として貯蓄率を低下させます。これに
人口減少が加われば、投資余力は益々低下します。社会資本も決して例外とは言えません。政府がい
かに公共投資を望むとしても、財源確保は極めて難しくなります。
松谷明彦氏の著書『人口減少経済の公式』によると、公共事業の事業費は２０３０年には約１４兆円と
なり、２００２年の２７兆円に比べ、ほぼ半減します。さらに特筆すべきは、更新投資・維持改良費の増
加です。公共事業の縮小に伴い、新規事業の拡大速度は鈍化する一方、構造物のメンテナンス等に係る
事業費は急増するものと考えられます。全公共事業費のうち同事業費が占める割合は、２０１０年で５７％、
２０２０年に９１％にも達すると、同書は予測しています。この予測どおりに、今後事業展開されるかの議
論は別としても、更新投資・維持改良に伴う事業費は確実に増加して行くのは明白であります。
過去の成功体験の延長線上にいる限り、我々技術者は生き残れません。単に公共事業が半減する、
発注価格が低下すると怯えているだけでは、現状打破はありえません。経営者も含め技術者は根本から
その存在のあり方を問い直す姿勢が必要であります。それが、この逆風を新しいビジネスの絶好機に
転換できるチャンスであるとも言えます。
時代は低成長期を迎え、ストックの有効活用が望まれる時代となりました。
「建設」の時代から「利
用と運営」の時代へと大きく変わった今、我々も「つくる」から「つかう」社会資本へと発想を変えて行
かなければなりません。我々技術者には、従来つくる側つまり供給サイドの立場ばかりが存在し、つか
う側つまり需要サイドの立場が欠けていました。それ故に供給サイドの意図を常に優先してきた、といっ
ても否定できません。しかし、
「つくる」ことが最良・最善であった時代は終焉しました。それどころか、
高度成長期の社会資本が抱える『負の遺産』を指摘されるケースが散見されます。技術者にも、社会
の変遷にともなう価値観の転換が迫られております。
これからは新しい発想のもと、技術を磨き、技術を向上させることが、まさしく企業ならびに技術者
の死命を制すると言っても過言ではありません。
今後、組合に求め期待されることは、我々自身が保有し開発する技術の内容、その特徴、地域適応
性など技術的特性を明確にし、組合員の技術競争力強化、さらに技術力の有効活用が図られるような
組織づくりに重点を置いた活動ではないかと考えております。
（日建コンサルタンツ株式会社

代表取締役）
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50 周年を迎えて

建設コンサルタンツ協同組合

理事

土屋

誠司

と き

建設コンサルタンツ協同組合も半世紀５０周年を迎えました。大きな時代のうねりをひしひしと感じます。
私達は建設関連業の一員として、日頃求められるものに十二分に求めに応じているか、自問自答をしま
す。業務の公的要求は、目線を低くしなければならず、質より量を満足させています。併し、結果は粗悪
な業者の数を増やし、デパートメント的な窓口の広い商社となっています。
私達のコンサルタント部門も２２を数え、建設関係のすべてに亘っていますが部門毎に十二分に充実し
ているか疑問とする処です。この様な時に興るべきして興ったのが「土木設計技士」です。近年はこの受
験者が激減している現状です。
建設コンサルタンツ業の資格者は「技術士」
「RCCM」です。果たして、この二つの資格者で業務の収支
が満たされているか、これ又疑問とします。この「土木設計技士」の試験は、この満たされないものを満た
す資格者を生む内容の充実した試験です。一日も早く公式の機関が認知し、業務上に反映させるべきです。
誰でも受験は受けられ内容が充実し即、実技に応じられる資格者となっています。
私達の願いは、目に見えた技術の向上だけです。益々の技術の研鑽に励みより良い明日を迎えましょう。
（株式会社富士和 会長）

設立５０周年を迎えて思うこと

建設コンサルタンツ協同組合

理事

篠井

力

建設コンサルタンツ協同組合はこのたび、設立５０周年という大きな節目を迎えることができました。
今日まで、組合を支え、発展のためご尽力いただきました諸先輩のご努力に対し心より敬意を表します。
さまざまな経営環境の変化もあって、現況では組合員数が減少傾向にあることは誠に残念なことですが、
５０周年が一つの転機になって、より一層組合員から必要とされる組合となり、多くの新たな組合員を迎え
られるようになることを願っています。
この機会に当組合の設立３０周年、４０周年の記念誌を開いてみました。諸先輩が残していただいた
数々の実績が目に飛び込んできます。そのなかでもやはり、
「若い技術士の育成」を早くから目標に掲げ、
平成２年度より「技術士にどんどん合格する研修」を実施し、このなかから多くの技術士を誕生させた実
績が大きく光っています。総合評価方式等が一般的になってきた現行の入札方式のもとでは、当業界の技
術者には「技術士の資格」は必須です。先輩方の先見の明に頭が下がります。
「戦後生まれの若い業種」といわれてきた私たちの業界も、いつの間にか半世紀の歴史を積み重ねてき
ました。最近の状況のなかで、業界にとって非常に心配なことがあります。国交省の「建設関連業界の現
況・課題」のデータのなかに、建コン業界の最近の１０年間の変化をまとめたものがあります。それによる
と、建コン業界の技術者の総数は減少し続け、しかも高齢化が進んでいます。このなかで一番心配なこと
は、２０～３０代の技術者数が極端に少なくなっていることです。このような状況がこれからも続くとすれば、
この業界の将来はありません。若者がこの業界を敬遠しているのには、５０年の歴史を重ねるうちに、業
界のなかに社会の流れからずれている部分があるのかもしれません。最近、特に気になるところです。
（大日コンサルタント株式会社
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   創立 50 周年によせて

協同組合設立 50 周年によせて

建設コンサルタンツ協同組合

理事

黒田

真一郎

建設コンサルタンツ協同組合が今年度、創立 50 周年を迎えたことは，誠に喜ばしくこのような時期
に理事として、その歴史の 1 ページに関われたことを誇りに思います。
当組合は昭和 37 年 6 月に設立されました。その後、建設コンサルタント登録制度が創設されたこと
で業は飛躍的な発展を遂げ加入組合員数も年を追うごとに増えましたが、約 10 年前からの公共事業
抑制策の中で、一気に組合員数がピーク時の 1/3 に減るという事態となりました。東日本大震災を経て、
設立 50 周年を迎えた現時点でも、その数は回復傾向にありません。
数だけが業界発展の指標ではありませんが、少子高齢化、人口減少傾向の国内で公共事業であるイン
フラの整備、維持管理は、この国土を自然災害から守り、国民の生命財産を守るために必須です。
当協同組合の会員企業はこのような社会貢献事業を地元に密着した形で行い、災害発生時にはすぐに現
場に駆け付け対応できる言わば消防団的な役割を担える企業です。各地方でこれらのメンバーを増やし、
組合組織が大きくなることで、この国の災害抵抗力は強化され、災害に対しても外の力を借りなくても、
地元だけで復旧が可能になります。組合員個々は小さな細胞ですが、各地域で集り、その特徴を生かして
協力し合えば、強い組織になるものと確信しています。そこに組合の存在意義があると考えます。
この 50 周年を契機に一旦縮小した各支部の拡大を図り、新たな組合組織の強化に取り組んでゆく
所存であります。今後とも会員各位のご協力とご指導ご鞭撻を心よりお願いし、お祝いのご挨拶とさせ
ていただきます。
（中央開発株式会社

創立 50 周年に寄せて

建設コンサルタンツ協同組合

理事

取締役）

神田

康嗣

これまでにご尽力いただいた諸先輩に敬意を表し、50 周年を心よりお祝いを申し上げます。
昨年 3 月には地震と大津波による大災害が発生しました。集中豪雨や竜巻による被害も年々悪化す
るようにも思います。しかし日本の人々は、じっと我慢をし、黙々と片付けをして、死者を篤く弔いなが
らも平常な日々を取り戻そうとしています。古来より幾多の自然災害に曝され、自然に対する崇拝と畏
怖の念が DNA としてあって、抗うことは無益であると意識に刷り込まれているようです。
しかし、それでも数万人の被災者を目の当たりにすれば、もう少し何とかできなかったかと、海岸の
土木技術者の一員として、やはり強く感じざるを得ません。自然災害で鍛えられた日本人だから、様々
な危機も克服してきたし、これからもできると思うけれども、私たちの仕事は少しでも自然災害のリスク
を軽減して、国民の生活に安心を届けなければならないと思います。
今、私たちの業界もいろいろな意味で危機に瀕しているけれど、日本の置かれている状況を考えれば、
一致団結してより良い仕事をすべき時であると思います。そのような意味で、改めて協同組合の意義を
見直して、新たな役割を担えるようにする、50 周年がその始まりであるように感じます。願わくは、そ
の変革の一端を担うことができるよう、微力ですが努力したいと思います。
（株式会社水域ネットワーク

代表取締役）
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   創立 50 周年によせて

感

謝
建設コンサルタンツ協同組合
理事

佐藤

芳明

建設コンサルタンツ協同組合が設立５０周年を迎えましたこと、お慶び申し上げます。
「会社３０年寿命説」がある中で、制度疲労を起こすこともなく、マンネリ化することもなく、全国の会
員をまとめ半世紀を迎えられたことはすばらしいことと思います。幾多の困難を乗り越え、今日まで組
合をリードされてこられた多くの先輩方のご尽力に対しまして心より敬意と感謝を申し上げます。
節目の年にあたり、過去の栄光の時代に思いを馳せるとともに、将来への課題を寄稿します。
顧みますと、荒廃した日本が高度成長を遂げる時期に合わせ各企業が設立されてきました。
設立当初は、行政機関のお手伝いが多かったと思います。地元企業の育成に行政が力を注いでいただ
いた結果と年々伸びていく仕事量により、各社の技術力も格段に向上し、業種として確立いたしました。
技術者の所得も徐々に上向くと同時に、各社は本社の建設等労働環境を整えることもできました。当時
はこれがいつまでも続くと考えていたように思います。当時のような状況は、今後経験できません。
これからの日本は、人口減少が顕著となり２０５０年には人口が１億人を割るといわれています。
「人
口の減少」です。その上、働ける若者がどんどん少なくなり、高齢者が増え続ける「高齢化」社会の到
来です。社会保障費が増加し、社会資本に投資すべき予算も厳しい状況が想定されます。それに呼応
するように、
「若手技術者不足」が会社存続のうえで大きな問題となっています。企業の業績が思うよう
に伸びないことと、行政が繰り返し行っている入札制度改革に伴い有資格者である高齢者の雇用が必
要となっていることなどにより、若手の雇用を見送ってきたつけが今になって出ています。特に地方で
は顕著であり、募集しても思うように若手が集まらない状況にあります。教育現場でも土木に関する学
科を希望する学生は大きく減少しているのが現状です。建設関連産業界をあげて中学、高校生へのア
ピールをする必要も感じています。
過日、２０１２年のノーベル医学生理学賞に、さまざまな組織の細胞になる能力を持つ「人工多能性
幹細胞（ｉＰＳ細胞）」を開発した山中伸弥京都大学教授が決定をしたとの発表がありました。医師とし
て「多くの患者の役に立ちたい。」との強い思いが、先生を奮い立たせ、評価される研究となったと思
います。又、先生は、国への感謝、周りの方々への感謝、家族への感謝をされていました。久しぶりの
明るい話題です。先生のように私たちは世界で評価されることはないかと思いますが、人の役に立ちた
いという気持ちは持っています。今は、厳しい環境であるけれど、将来にいくらかの不安はあるけれど、
人間が生活するうえで必要な産業であることを信じて、地域への感謝を忘れず、技術の研鑽に努めて参
ります。
（株式会社タイヨーエンジニヤ
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代表取締役）

   創立 50 周年によせて

「創立５０周年を迎えて」宝の山を築きましょう
建設コンサルタンツ協同組合
理事

山内

英夫

建設コンサルタンツ協同組合が５０周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
   建設技術の高度化、並びに自然保護環境保全等多様化する要望に応えるため、建設コンサルタント
業の持つ社会的使命である経営技術の向上及び改善に関する調査研究等を行うことにより地域社会は
勿論、日本全体の発展と公共の福祉の増進に寄与することをめざして下さいました歴代の理事長さん並
びに役員のご功績に厚く御礼申し上げます。
顧みますと、かつての高度経済成長期から低成長期に入ってまいりました。この状況の中で各企業は
自己防衛のため経営合理化の一環として職員の減員をはじめ、価格競争激化の影響が成果品までおよ
び悪循環になっています。私共企業はこれ等について真摯に受けとめ早急に対策を講ずる必要があると
思います。過去に日本の経済成長を成し遂げてきた実績をふまえ必ず克服することが可能であると信じ
ています。
平成２３年３月１１日に発生した巨大地震と大津波による東日本大震災や集中豪雨、台風における災
害時の対応及び復興に際しては尚一層の避難対策を含め、今も現存する伝統的な神社、仏閣、城等を
構想から築造まで成し遂げた偉大な先人達に負けない新しい感覚で後世に残せるような国土造りを実
践することが私共の使命だと思っております。各企業が抱えている職員は永年培った経験、判断力、
技術力を備えた宝でそれがまた国の宝でもあります。私達経営者は更に研を掛け養成し宝の山を築こう
ではありませんか。
最後に青森県建設コンサルタント協会の活動の主なものをご紹介いたします。昭和５２年６社で設立。
今年７月で３５周年を迎えることができました。会員数も入会には相当ハードルが高いのですが３３社に
なりました。青森県知事、国土交通省青森県内所在の各公所年１回、青森県県土整備部及び各出先機
関と年２回、要望を含めた意見交換会を実施。技術研修会年１０回程度を行い各協会員の技術向上に
努めています。
（一般社団法人青森県建設コンサルタント協会
（エイコウコンサルタンツ株式会社

会長）

代表取締役会長）
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   創立 50 周年によせて

設立 30 周年と 50 周年
建設コンサルタンツ協同組合
理事

村西

隆之

建設コンサルタンツ協同組合（以下，建コンコープという）の設立５０周年を迎えるに当たり，お祝
いを申し上げるとともに，私と建コンコープとの関わりについて述べてみます。
私が初めて建コンコープと出会ったきっかけは，福岡保理事長のとき，
「技術士にどんどん合格する
研修」の講師依頼を受けたことです。毎年，多くの応募者が集まり，受験者と講師陣とほぼ同じ年代で，
お互いが一生懸命で論文添削を何回も要請してくる状況だったためか，合格率も高かったように覚えて
います。現在は試験のシステムが変わったからか，社内でもあのような必死さはなくなって，
「若い技術
士」が育たない雰囲気ができてしまったことに一端の責任を感じています。
この研修が始まって２，３年後に３０周年記念事業の実行委員として記念誌作成に携わり，
「急がば廻
れ 社内検査」を寄稿しました。２０年経過して読み直してみると，我々が作成する成果品の信頼度が
必ずしも高まっていないと感じざるを得ません。官あるいは民独自の照査報告書などシステムは確立さ
れていますが，それによってミスが大幅に減少したという情報はなく，逆に，瑕疵担保責任保険が制度
化されてから，逆に，多くなってしまったように感じています。我々が携わる業務は一つとして同じもの
はなく，設計指針やマニュアルを単に知っているだけでは，応用がきかなくなる恐れがあり，大きなミ
スにつながることを懸念しています。この２０年で技術力を考慮した発注・契約制度に変わり，業務評
価点や業務表彰に一喜一憂するようになりましたが，経営基盤が脆弱な中小コンサルタントにとって，
重大なミスや事故は経営を揺るがしかねないものになっています。
当社では，社員はシステムやマニュアルのみに依存しない自立心の醸成を図ることを数年前から方針
に掲げていますが，その成果は思うようには上がっていません。しかし，中小建設コンサルタントが生
き延びていくためには，技術力の向上と匹敵するものと思っております。
建コンコープ設立５０周年を迎え，改めて現在の発注・契約制度と技術者のあり方を自らに問い直し
てみたいと思います。
（東京コンサルタンツ株式会社
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   創立 50 周年によせて

－建設コンサルタンツ協同組合設立 50 周年によせてー
建設コンサルタンツ協同組合
監事

渡部

友則

建設コンサルタンツ協同組合設立 50 周年、まことにおめでとうございます。
これを機に改めて HP 等を見てみますと、当協同組合は、組合員数が 72 社、資本金が 1000 万から
20 億、従業員数が 20 名から 300 名であり、大中小さまざまな規模の全国の会社から成り立っている
と言えます。事業内容はコンサルが主体で測量・地質調査も手がけますが、当社のような工事比率が
大きな会社は少ないようです。また、組合の事業内容は瑕疵担保賠償責任の実施・商工中金からの借
り入れ証明・協同受注の促進・技術指導と助言の実施・業界情報の収集と提供とあります。
当社もそうですが、組合員各社の皆様も様々な協会に加入されていると思います。どの協会も組合員
数の減少が喫緊の課題であり、会費問題が取り上げられない時はありません。組合が存続するためには、
その会費に見合っただけの何かがなければなりません。
協同組合とは、共通する目的のために中小企業等が集まる相互扶助組織と定義されるようです。当協
会は平均すれば各県 2 社程と大きくありませんが、様々な規模の組合員が全国各地に存在し、規模は
小さいながらも大手にも負けないコア技術を持つ組合員も数多いと聞いております。昨今の厳しい環境
の中で生き残っていくためには、個々の企業の努力はもちろんですが、協同組合の活動内容を生かした
取り組みが求められております。組合の特色を活かす中で、組合の目的は何か、組合員同士がお互いに
何が扶助できるのかを、１組合員として原点に帰り考え、行動して行きたいと思います。
（中部地下開発株式会社

代表取締役）
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   建設コンサルタンツ協同組合の歴史
   創立
50 周年によせて

建設コンサルタンツ協同組合創立５０周年にあたり
建設コンサルタンツ協同組合
監事

高野

泰隆

建設コンサルタンツ協同組合設立 50 周年おめでとうございます。
弊社が当組合に参加させて頂いたのは、平成８年でした。当時は会社もようやく軌道に乗り出した頃で
したが、コンサルタントが負う瑕疵に対する責任についてあまり深く考えてはいませんでした。そんな折、
設計瑕疵により多額の賠償を支払うケースが有るとの話を聞きました。土木設計を手掛けていた弊社も
万が一の場合の不安を感じて保険加入の検討をした所、団体所属が条件と知り当組合に加盟させて頂
いたのが加盟のいきさつであります。
加盟後は長い間あまり優良な組合員ではなく、組合活動の内容もほとんど知らない状態だったのです
が、強く依頼されて組合の監事を拝命したのが活動に参加するきっかけでした。右も左も分からぬまま
会議に出席する羽目となり、理事諸氏の真剣な議論に私は圧倒されるばかりでした。歴代の理事諸氏
もそれぞれの時代背景に合わせこのようなご努力を繰り返しなさって来られたのでしょう。このような真
剣な議論、特に組合の活性化や魅力の創出についての理事各位の真剣な御議論は、必ずや実を結んで
ゆくものと確信しております。
現在は公共事業費の縮小傾向が続き、中小企業はますます厳しい環境の下での経営を強いられてい
ます。加えて、発注内容が複雑化し、単独の企業では受注に苦戦を強いられるケースも増えつつありま
す。このような事態に対し、組合は組合員各位の自助努力を支える組織として機能し、
「互いに気心が
知れた」組織の育成と組合員相互をジョイントして受注環境を整える手助けをするなどの役割が今後の
重要な使命ではないかと思います。
最後になりますが、創立半世紀を過ぎた建設コンサルタンツ協同組合の益々の発展ならびに組合員
各社の益々の発展をお祈り申し上げます。
（株式会社水圏科学コンサルタント
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   建設コンサルタンツ協同組合の歴史

建設コンサルタンツ協同組合 50 年の歩み
設

立

昭和 24 年 7 月に協同組合法が制定され、この法律に基づき、昭和 37 年 6 月に建設コンサルタンツ協同
組合が設立された。発起人は堀龍雄・星野貞二・亀田素・林徹・大山政雄・瀬古新助・桜井志郎の 7 名
で、初代理事長は柳沢米吉、理事は永山時雄・亀田素・瀬古新助・堀龍雄・星野貞二・住友彰・鈴木清・
林徹の 8 名であった。歴代の理事長・理事・監事の在任期間は後述の一覧表の通りとなっている。
加入組合員数
加入組合員数の変遷は下図に示す通りである。
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年 度
組合員数の変遷

事務局
●

昭和 37 年 8 月

東京都港区海岸通りに設立

●

昭和 47 年 12 月

渋谷区渋谷 1-20-27

●

昭和 49 年 7 月

港区西麻布 3-13-14 梶谷エンジニアビル

●

平成 14 年 1 月

港区西麻布 4-2-9 鈴木マンション 403 号

●

平成 15 年 5 月

文京区本郷 1-5-17 三洋ビル

●

平成 24 年 5 月

台東区元浅草 4-9-13 イマス元浅草ビル
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個別の事業の状況

昭和 42 年 ( 第 6 期 )

1) 共同受注

情報機関紙 (C.E.CNEWS) 月 1 回刊行ダム協会

昭和 40 年 ( 第 4 期 )

発行「ダム日本」外国版に協同組合紹介広告掲載

①件名：道路交通量と舗装構造との関係に関す

昭和 44 年 ( 第 8 期 )

る研究 ( 日本住宅公団 ) 昭和 40 年 9 月契約、

定期刊行雑誌宣伝広告

41 年 4 月完了

農業土木学会誌 3 回

②件名：湊川中流ダム調査 ( 千葉県開発局 ) 昭

土木学会誌 4 回

和 40 年 12 月契約、41 年 3 月完了

道路 4 回

③件名：めじろ台団地宅造計画並びに設計に対

昭和 51 年 ( 第 15 期 )

する検討（京王帝 都電鉄（株）
）昭和 40 年 5

建設コンサルタント登録規程の全部改正及び地

月契約、40 年 6 月完了

質調査業登録規程制定があり組合員に通知

④件名：葛南地区工業用水道調査 ( 千葉県開

昭和 54 年 ( 第 17 期 )

発局 ) 昭和 41 年 2 月契約、41 年 3 月完了

建設月報 6 回

「協同組合ニュース」の発行を開始

昭和 41 年 ( 第 5 期 )

昭和 58 年 ( 第 21 期 )

件名：小櫃川上流ダムサイト調査 ( 千葉県開発

設立 20 周年記念事業として「建設コンサルタン

局 ) 昭和 41 年 10 月契約、42 年 2 月完了

トの現状と分析」を発行

昭和 48 年 ( 第 12 期 )

昭和 59 年 ( 第 22 期 )

日本住宅公団測量共同企業体申込 ( 竜ヶ岡地

建設省発行による建設関連業経営分析 ( 昭和

区現況測量 ) の指名を受けたが、応札のみに

57 年度 ) を全組合員に配布開始

止った。

昭和 60 年 ( 第 23 期 )

昭和 49 年 ( 第 13 期 )

昭和 59 年 10 月 1 日より実施の補償コンサルタ

日本住宅公団に対し、( 団地内舗装の補習設計

ント登録規程の案内を全組合員に送付

法に関する研究委託 ) の計画書、見積書を提出

建設関連業の概要 ( 昭和 63 年 )・建設関連業

するに止った。

の経営分析 ( 昭和 62 年 )・建設関連業の発注

共同受注についてはこの年度以降実績はない。
2) 融資事業
商工組合中央金庫に対する同意保証については
昭和 40 年代に多く活用されたが、昭和 54 年
以降の金融市場の緩和等により、実績が激減
し、平成 10 年度の 1 件を最後に現在では活用
されていない。
3) 広報活動事業
昭和 40 年 ( 第 4 期 )

実績 ( 昭和 62 年 )・建設業のための消費税の
あらましを全組合員に配布
平成元年 ( 第 27 期 )
当年度より組合員名簿及び組合手帳を作成し、
全組合員に配布開始
平成 2 年 ( 第 28 期 )
「組合員ニュース」の名称を
「建コンコープジャー
ナル」に改める
平成 4 年 ( 第 31 期 )
設立 30 周年の記念事業として、
「確かな明日に

情報機関紙 (C.E.CNEWS) 月 2 回刊行

向かって」パンフレットならびに記念誌「Super

昭和 41 年 ( 第 5 期 )

Engineer」を発行

情報機関紙 (C.E.CNEWS) 月 2 回刊行

平成 12 年 ( 第 39 期 )
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ホームページ開設委員会を設置

て各組合員に販売

平成 13 年 ( 第 40 期 )

平成 13 年度より登録申請がフロッピーでの提

平成 13 年 8 月より組合ＨＰを開設

出が可能となったことから、( 社 ) 全国測量業

平成 14 年（第 41 期）

設計協会連合会・( 社 ) 建設コンサルタンツ協

組合設立 40 周年記念誌「確かな明日に向かっ

会・( 社 ) 全国地質調査業協会連合会・( 社 ) 日

て」を発行

本補償コンサルタント協会・当協同組合の 5 団

平成 15 年（第 42 期）

体で建設関連業登録申請システム協議会を設

会員への情報の充実を図るため、組合ホ－ム

置し、4 業による登録申請システムのソフトを

ページを更新

開発し販売開始

FAX による各種情報配信の開始

現在は、書式の全てが Web からのダウンロー

平成 16 年（第 43 期）

ドが可能

建設業振興基金から補助金を受け、東北、南

5) 教育情報事業

九州、中国の各ブロックで地元組合員から設計

昭和 47 年 ( 第 11 期 )

共同体方式による共同受注事業のあり方のヒヤ

Mr. B. Shackel 講

リングを実施し、これをまとめた『設計共同体

Southwales,Austrailia) による技術講習会の開催

方式による共同受注事業の実施要領』を発行

平成 2 年 ( 第 28 期 )

平成 17 年（第 44 期）

師 (The University of New

「どんどん受かる技術士研修」を開催し、以後

国土交通副大臣陳情ならびに国土交通省技術

第 40 期まで継続して実施、
合格者は延べ 81 名

調査課との懇談会開催

懸賞論文の募集

平成 18 年（第 45 期）

①「建設コンサルタント中長期ビジョン」を踏ま

中小企業活路開拓調査・実現化事業の認可を

えて、建設コンサルタントの当面する経営およ

受け、その結果を取りまとめた『中小建設コン

び技術に関する課題

サルタント事業の活路開拓ビジョン』を発行

②環境問題、経済摩擦と建設部門の役割、住

平成 20 年（第 47 期）

みよい社会作りのための社会資本の整備または

組合新ＷＥＢページを立ち上げる

建設部門の技術開発に関するもの

平成 21 年（第 48 期）

研修会等

「建コンコープジャーナル」を電子化し、電子配
信化への準備完了
『中小建設コンサルタント会社の社員教育に関

①中堅技術職による構造会議
②中堅社員合同研修
③「成果品検査等に関する規定」の選定

する実態調査』発行

④「建設コンサルタントの心得」の制定

4) 共同購買事業

等の事業を実施

建設コンサルタント登録に関する指導等、昭和

平成 3 年 ( 第 30 期 )

50 年度より建設コンサルタント登録規定による

設立 30 周年記念事業の一環として

用紙の販売、各種指導

①経営者と中堅社員の座談会

これに合わせて「建設コンサルタント・地質調

②中堅社員合同研修

査業者登録規程の解説」( 大成出版社 )、
「建

③新人技術研修

設コンサルタント・地質調査業者登録申請の手

④小論文の募集

引き」( 大成出版社 ) をそれぞれ改訂版も含め

⑤グッドアイデイアの募集
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⑥名刺デザイン・コンクール等を実施

西山時老理事が勲五等双光旭日章を受章

平成 5 年 ( 第 32 期 )

平成元年 ( 第 27 期 )

新人技術研修を名古屋 (33 名参加 ) で開催

福岡保理事が建設大臣表彰を受章

平成 6 年 ( 第 33 期 )

平成 2 年 ( 第 29 期 )

新人技術研修を名古屋 (30 名参加 ) で開催

中小企業等協同組合法 40 周年にあたり、当組

平成 8 年 ( 第 35 期 )

合が建設大臣表彰を受章

技術研修「すぐ実務に役立つ技術研修」を名古

福岡保理事長が黄綬褒章を受章

屋 (15 名参加 ) で開催

平成 4 年 ( 第 31 期 )

平成 9 年 ( 第 36 期 )

設立 30 周年の記念事業として、技術セミナー

技術研修「すぐ実務に役立つ技術研修」を名古

( ①廃棄物処理場②土木景観設計③情報処理の

屋 (10 名参加 ) で開催

３テーマについて )、
および記念パーティを開催

6) その他

平成 5 年 ( 第 32 期 )

昭和 47 年 ( 第 11 期 )

アメリカンファミリー保険のもと「ガン保険」の

全国地質調査業協会連合会他 3 団体と協賛し、

勧誘を開始

オーストラリア建設事業視察団募集（昭和 48

平成 7 年 ( 第 34 期 )

年 5 月中旬より 2 週間の予定）

兵庫県南部地震災害に対する組合員の被害調

昭和 48 年 ( 第 12 期 )

査を実施し、地震被害者に対する測量業、建

CONSU LTOR E S .I N DUST R I A L S.

設コンサルタント及び地質調査業者の登録規定

E.REALIZACOEA .LDA( ポルトガルのコンサルタ

についての特別措置と支援対策について、建設

ント会社 ) より、技術提携の申し込みがあり、

省の資料を添付して被災地の組合員に配布「最

会員各社に連絡

低資本金制度の対応策」として、小資本組合員

昭和 52 年 ( 第 16 期 )

に対して対応策説明書を添えて注意伝達

瀬古新助元理事長叙勲祝賀会の共催

平成 8 年 ( 第 35 期 )

昭和 55 年 ( 第 18 期 )

梶谷正孝前理事長が勲三等端宝章を受章

堀龍雄元理事長建設大臣表彰受章

平成 10 年 ( 第 37 期 )

昭和 57 年 ( 第 20 期 )

建設コンサルタントの賠償責任保険を関連業界

梶谷正孝理事長建設大臣表彰受章

で立ちあげ、運用開始

昭和 58 年 ( 第 21 期 )

平成 12 年 ( 第 39 期 )

設立 20 周年記念式典を開催

「建設産業経営革新研究会」を 25 団体で立ち

建設大臣・商工組合中央金庫より表彰及び感謝

あげ、2 ヶ月に一度の割合で参加

状を受章

平成 14 年（第 41 期）

昭和 60 年 ( 第 23 期 )

平成 14 年 5 月、組合設立 40 周年

西山時老理事が建設大臣表彰、堀龍雄元理事

平成 15 年（第 42 期）

長が勲四等端宝章、梶谷正孝理事長が藍綬褒

事務局長交代

章をそれぞれ受章

東京都中央会を脱退し、全国中央会へ加入

昭和 62 年 ( 第 26 期 )

平成 16 年（第 43 期）

高知県支部を設立、記念講演会及び懇親会を

村尾建治理事が黄綬褒章を受章

開催

平成 17 年（第 44 期）
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理事長が瀬古隆三氏から須山富直氏に交代

第 1 回土木設計技士資格検定試験を実施（全国

平成 19 年（第 46 期）

9 か所）
。全国で 1293 名が受験し、517 名が合

土木設計技術者の新資格制度設立のための検討

格、第一期、507 名の「土木設計技士」資格者

を開始し、これについて国土交通省とも意見交

登録が完了

換を実施

平成 22 年（第 49 期）

新ＨＰ作成に関するアンケートを会員に向けて

第 2 回土木設計技士資格検定試験の共催、71

実施

名が合格

平成 20 年（第 47 期）

組合の活性化、会員の増強を図るために企画

土木設計技士資格試験の実施に向けて関係 4

委員会を設置し、３部会で対策の検討を開始

団体（建設コンサルタンツ協同組合、全国地質

平成 23 年（第 50 期）

調査業協会連合会、全国測量業協会、建設産

理事長が須山富直氏から堀尚義氏に交代

業共同教育訓練協議会）で、資格の創設に向

第 3 回土木設計技士資格検定試験の共催、57

けて打合せ、次年度の資格試験実施に向けて

名の合格者

資格検定委員会を設立

平成 24 年賀詞交換会、新春映画会、関東支

平成 21 年（第 48 期）

部設立総会を同時開催

建設産業共同教育訓練協議会と当組合の共催で、

賀詞交換会 H24.1.25

総会 H24.5.24
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「土木設計技士」の意義と必要性
当組合は平成１９年２月に【中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン】～中小建設コンサルタント
業の生き残りのために～ を刊行しました。この中の「生き残りを図るための方策」による調査結果によると、
実務型のテクニカルエンジニアの存在を明確にし、成果品の品質確保に寄与するとともに社会的評価の向
上を図っていくことが重要と指摘されています。
特に建設コンサルタンツ業務のうち、その中核業務である土木設計には、建築分野における建築士の
ような業務に特化した資格は今まで存在しませんでした。平成 18 年 9 月に発表された「国土交通省の建
設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会」においても「設計技術者資格要件の検討」が取り上
げられ、そこには「現在、コンサルタント業務に従事する技術者には技術士制度、RCCM 制度以外の資
格制度が存在せず、品質が十分に担保されていない状況にある」と記述されております。
設計ミスや施工を考慮しない図面の提供などが指摘される中、設計の実務に携わる技術者への措置は
発注者とっても受注者にとっても喫緊の課題として警鐘されてまいりました。
また、
「建設関連業展開戦略」では、
「基本技術の担い手の確保・育成」が取り上げられ、
「基本技術
の担い手としての技術者・技能者には、データの収集、設計、計算等従来から実施してきている業務を
着実に実施することが期待される。こうした業務を軽視しては建設関連業に携わる企業の基盤を失う事に
もなりかねず、技術者・技能者の重要性は軽んじられるべきではない」と指摘しております。
  建設コンサルタント全体にとって、真に必要なものは実務型の土木設計技術者への措置であり、いわば
技術士に偏った建設コンサルタントに関する技術者政策が、ある意味で破綻をきたしつつあると思われ、
それに変わる打開策が土木設計技士であります。
また、成果品に瑕疵を減じる方策としても技術士及びその補完資格である RCCM とは別に土木設計技
術者に一定の地位と資格を与える、言い換えれば建設コンサルタントは、技術士のようなコンサルテイン
グエンジニアだけでなく、実務型のテクニカルエンジニアの存在を明確化したものが土木設計技士であり
ます。その一環として、当組合の提唱により建設産業共同教育訓練協議会主催のもとで平成２１年７月に
第１回土木設計技士の資格試験を実施以来今年度平成２４年度までで総受験者数 2,000 余名合格者
600 名以上に達しております。
今後は更なる試験制度の充実を図り、関係各位に対して周知徹底するとともに、有資格者の絶対数を
増やし、更にはこの資格検定試験制度の運用を通して、土木設計実務技術者に技術の習得や向上へのイ
ンセンチブを持たせ、土木設計そのものの実務知識の他、測量成果や地質調査成果の知識及び施工に
関する現場知識を付与する事により、結果として「品確法」の求める良質な設計成果品が生み出される事
を期待しております。
技術士、RCCM、に加え【土木設計の実務者資格としての土木設計技士】として公的発注機関から一日
も早く認知・公認して頂けるよう、他団体と協議・協力しながら当組合は努力を重ねるつもりであります。
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今まさに、建設関連業は最も厳しい経営環境に置かれております。しかしながら、そういう環境にある
からこそ成果品の品質確保は最も重要な課題であります。当組合としてはこの様な現状を踏まえて【品質
確保のための土木設計技士】をより一層普及し、減少傾向にある受験者数の確保に向け新たな活路を見
出したいと思っております。
（理事長

堀

尚義）
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瑕疵担保保険について
＊＊建設コンサルタント賠償責任保険＊＊
平成７年に当時の建設省により制定された「公共土木設計業務等標準委託契約約款」を受けて作られ
た「建設コンサルタント賠償責任保険」は、平成 10 年 10 月より、組合員に提供されました。
この保険は、対象となる土木構造物が損壊に至らない場合であっても、構造物の設計に瑕疵が認めら
れる場合は担保範囲とする画期的保険です。
＜保険の対象となる業務＞
日本国内の土木構造物に関する設計業務を対象とし、施工管理は除く。ただし施工管理業務の中で発
注された設計業務は対象となる。
土木設計業務には建築物の設計業務は含まないが、土木構造物に従属関係にある建物（機械棟・管
理棟など）の設計は含む。
「地質調査登録規程」に基づいて地質調査業務を国土交通省に登録している組合員は、地質調査業務
も保険対象とすることが出来る。
測量業務を含めて加入すれば、単独で受託した測量業務も対象とすることが出来る。
＜加入組合員推移＞

H10
2

H11
6

H12
6

H13
6

H14
8

H15
9

H16
10

H17
12

H18
12

H19
12

H20
14

H21
14

H22
13

H23
17

＜保険事故発生状況＞
他の協会にて加入している会社も含めた保険金支払事故は平成 18 年以降激増し、平成 22 年には保険
料の値上げ等の保険制度変更を行いました。
保険金支払事案が増加しているということは、設計瑕疵があった場合の建設コンサルタントが負う責任
がますます重くなっていると言え、これに対するリスクの軽減を保険によって図ることは、建設コンサル
タントとして重要なことだと考えます。
＜保険事故事例から見たミス防止策＞
照査時間をきっちり取る。
社内外の技術者同士のコミュニケーションを強化する。
指針、基準等は必ず最新版管理をする。
打ち合わせの内容は必ず議事録に残す。
仕様書に記載されていなくても、指示された時点で必ず内容を確認する。
客先指示資料だけでは安全な設計に自信が持てない場合は、必ず客先に追加調査を依頼する。
「言わ
れたから、その通りにやっただけ」は、専門家としての設計者の立場ではない。
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中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン
当協同組合では、中小建設コンサルタントの立場から、変化し続ける経営環境の下で、企業が生き残るため
には、何をどう考え、どう行動すれば良いのかを検討することとし、これをとりまとめたものが本ビジョンです。
幸い、全国中小企業団体中央会から補助金の交付を受けることができ、広範な実態調査が可能となったので、
実態を反映した地に足の着いたビジョンが作成されたと考えており、以下に要約を転記しました。
（全文を DVD に収録）

中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン
～中小建設コンサルタント業の生残りのために～

平成１９年２月
建設コンサルタンツ協同組合
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≪自己診断チェックリスト≫
①企業の存立基盤を確認している事はもとより、確固たる理念・経営方針がある
②どこにも負けない技術がある
③コンサルタント業は倫理観が金儲けより大事と考えている

YES/NO
YES/NO

YES/NO
④発注機関には言いたいことが沢山あるが自助努力が最も大事と考えている
⑤借金は多少有るが、返済能力は十分ある
⑥会社の経営・経理はガラス張りである
⑦社員の気持ちをしっかり掴んでいる

YES/NO
YES/NO
YES/NO

YES/NO
⑧陰でワンマンと呼ばれていることをよく知っているが、後継者も育てている
⑨同業他社がわが社を頼ってくる日があると思っている
⑩新しい情報には常に敏感で 3 ～ 5 年先をいつも考えている

YES/NO
YES/NO

YES/NO
⑪ 1970 年代の「荒廃するアメリカ」の二の舞を日本人は踏まないと信じている
⑫明日には必ず「明るい日本がある」と信じている

YES/NO
YES/NO

このうち幾つ YES があったでしょうか？
YES が 6 つ以上あった貴方の会社はこの荒海でも大丈夫です。
YES の数の少ない会社の経営者さん是非このビジョンを最後までお読みください。

30

   主な事業の紹介

中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン
【要 約 版】
１

本ビジョン作成の背景と目的
建設産業は、公共調達市場を中心にした建設市場の縮小、入札・契約制度の改

革による新たな競争環境の構築などの環境変化に晒されている。特に、建設コンサ
ルタントにおいては、公共調達比率が高いこともあり、これら環境変化が経営に与
える影響は大きなものがある。

このような状況の中、国土交通省が設置した「建

設関連業展開戦略研究会」は平成 14 年 6 月に「建設関連業展開戦略」を、建設
コンサルタント業界の中核組織である社団法人建設コンサルタンツ協会は平成 15
年 9 月に「建設コンサルタント 21 世紀ビジョン～改革宣言～」を発表し、建設コン
サルタントを取り巻く制度的課題や建設コンサルタント企業の経営課題に言及する
とともに、それぞれの立場から建設コンサルタントのあり方についての指針や提言
を示している。しかしながら、これらには、建設コンサルタントの大半を占める中
小建設コンサルタントに対する直接的なメッセージは少なく、具体的な対応策には
触れていない。
一方、当協同組合が活動の一環として行った地方の組合員との面談の中で、売上
高が激減し、将来への経営不安が前にも増して嵩じているのに、中小建設コンサル
タントに対しては「経営のあり方や経営改善策」に関する情報や指導が皆無に等し
いとの苦衷に満ちた意見が多く寄せられ、当協同組合としては組合員及び中小建設
コンサルタントの経営者のために何らかのビジョンを作成する必要に迫られていた。
このため、当協同組合では、中小建設コンサルタントの立場から、変化し続ける経
営環境の下で、企業が生き残るためには、何をどう考え、どう行動すれば良いのか
を検討することとし、これをとりまとめたものが本ビジョンである。
幸い、全国中小企業団体中央会から補助金の交付を受けることができ、広範な
実態調査が可能となったので、実態を反映した地に足の着いたビジョンが作成され
たと考えている。
２

本ビジョン作成にあたって実施した調査の概要
ビジョンの作成にあたっては、中小建設コンサルタントの置かれている実態や経
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営者の意識を探るため広範な調査を実施した。
書面調査としては、当協同組合の組合員を含めた 1,365 社の中小建設コンサルタン
トを対象に郵送方式によるアンケート調査を実施した。このうち、338 社（回収率
24.7％）から回答を得て、集計・分析した。
財務分析は「建設コンサルタント要覧」から専業率 80％を超える中小建設コンサ
ルタント企業を抽出し、分析を行った。
ヒアリング調査は、北海道、静岡県、愛知県、三重県、宮崎県、鹿児島県に所
在する中小建設コンサルタント11 社を対象に、経営トップへの面談という形で実施
した。
３

本ビジョンの構成
本ビジョンは次の７章で構成されている。
第１章では、国土交通省や社団法人建設コンサルタンツ協会の公表データを中

心に建設コンサルタント業界の全体像を示した。
第２章では、当協同組合の組合員と「建設コンサルタント要覧」から抽出した中小
建設コンサルタントを対象にした実態調査を踏まえ、中小建設コンサルタント企業
の経営実態を経営内容と財務内容という 2 つの視点から分析し、その実態を明ら
かにした。
第３章では、実態調査の回答結果から見えてくる中小建設コンサルタント経営者
の意識を探り、それを分析した。
第４章では、建設コンサルタントを取り巻く市場の動向を、量的な視点だけでは
なく、市場環境に影響をもたらすと思われる政策にも着目して記述した。
第５章では、中小建設コンサルタントが持つ一般的な企業特性を分析するととも
に、中小建設コンサルタントが置かれている市場環境の問題点の抽出を行った。ま
た、中小建設コンサルタントに内在する経営上の課題を指摘した。
第６章では、中小建設コンサルタントが生き残るために必要な制度的なニーズを
行政機関や発注機関へのメッセージとしてまとめた。
第７章では、中小建設コンサルタントが生き残るために、自らが考え、行動すべ
き事項を取り上げ、若干の処方箋を提示した。
４

ビジョンの要約
第１章では、建設コンサルタント業界の現状として平成 8 年度から平成 16 年度
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までの社団法人建設コンサルタンツ協会の会員企業の売上高の推移、部門別売上
高、発注機関別からの受注実績を掲示し、売上高が平成 10 年度をピークに減少を
続け、平成 16 年度には約 30％の減となっていることを明らかにした。企業数につ
いては、国土交通省の資料に基づき、登録業者数の推移を測量業、建設コンサル
タント、地質調査業の 3 業種別に示し、売上高の減少にもかかわらず業者が減っ
ていないことを明らかにした。登録業者の資本金階層別のデータは個人から 1 億円
以上の 9 階層に分類した資料を示し、都道府県別の登録業者数のデータも掲示し
ている。次いで建設コンサルタントが幾つの分野で登録を行っているかを登録部門
数ごとに示し、最後に平成 17 年、18 年の 2 年間における部門別の登録数を掲示
した。
第２章では、アンケート調査を元に、調査対象企業の属性として、企業組織の形
態、資本金階層、本社所在地の都道府県分布、営業所数、創業年次を明らかにし、
その上で、調査項目の集計・分析を行った。営業上の許可・登録状況は、建設コン
サルタント、測量業、地質調査業、補償コンサルタント、その他の 5 業種について
登録の有無と複数の登録状況について示しているが、この中で、建設コンサルタン
トは測量業との兼業度合いが高いことを明らかにした。従業員数と資格者数につい
ては、5 人 未 満 から 50 人 以 上の 4 段 階と無 回 答 の 5 分 類で、 また技 術 士 や
RCCM の保有については、1 名から 50 名までの 7 段階と無回答の 8 分類で示した
が、建設コンサルタントの基幹資格である技術士の保有数については、1 ～ 2 名と
回答した企業が 6 割を超えていることを明らかにした。業種別売上高、受注先別
売上高も図示している。
財務内容については、
「建設コンサルタント要覧」に掲載されている専業率が
80％を超える中小企業 690 社を対象として財務分析を行った。調査対象企業の属
性は、資本金階層、従業員数、売上高、登録状況、創業年次、本社所在地の都道
府県の各項目について図示している。
財務分析は「収益性」、
「生産性」、
「安全性」について行った。分析された数値は、
国土交通省が実施している建設関連業の経営分析、社団法人建設コンサルタンツ
協会で実施している経営分析及び中小企業庁が実施している中小サービス業の経営
分析と比較している。また、分析項目によっては、地域（ブロック）別に比較した
データを作成し図示した。しかし、財務分析値は一部を除き満足すべきものではな
く、特に、企業の将来につながる「収益性」の低さは深刻な問題を孕んでいる。
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第３章では、アンケート調査から経営者の意識を探る項目を抽出し、経営者の
能動的な意見がビジョン策定に繋がるような整理・分析を行った。
アンケートでは、中小建設コンサルタントの経営者として、企業のセールスポイ
ントを聞き、企業を成功させる要因、また逆に経営上困っていることを回答しても
らった。セールスポイントについては、
「仕事が迅速で正確」、
「地域に密着しアフ
ターサービスが良い」の回答が 60％以上の企業からあり、
「特定分野で独特な技
術を有している」が約 50％の回答となっており、アフターサービスを含めた仕事へ
のきっちりした対応、また独自の技術力を強みに勝負している姿が伺われる。
今後の営業上の重要分野と問題点については、建設コンサルタントの企画・調査・
概略設計といった川上志向が 55％、ついで同詳細設計が 54％と高い回答率になっ
ており測量が 38.2％で第 3 位の回答となっている。
重点分野に取り組む場合の問題点としては、
「優秀な人材 ( 技術者 ) の確保や教
育」が最も重要な要素と考えており、実績重視の現在の入札・契約制度が足かせ
になっている問題が伺える。望ましい入札・契約方法についての回答では約半数が
「指名競争入札方式」を望んでおり、従来の業者選定方法に固守する姿勢も伺える。
企業の生き残り策での回答では「技術者の育成 ( 教育・訓練 )」と「技術士等資格
保有技術者の充実」と答えた企業がそれぞれ 39％台と高く、ついで経費の削減
が 35％で続いている。建設コンサルタント業界の将来の見通しについては、
「市
場の急速な縮小により業者が淘汰される」という悲観的な見方をしている企業が
約 63％と最も多い。これは、業の将来予測に関し「プロポーザルが主体となり、
競争が加速」や「さまざまな面で企業の二極化が顕著になる」と回答した企業が
共に約 40％を占めていることからも明らかである。しかし、一方では、自社の将
来について、約 80％の経営者が「現状の規模を維持して、収益基盤を確立する」
と答えている。
   大手コンサルタントへの対抗戦略としては、
「得意とする業務への特化、地域密
着を生かしたフットワークの良さ、中小ならではの機動力・迅速性・柔軟な対応力」
を発揮し、大手との違いをアピールすることを挙げている。
経営者が考える中小建設コンサルタント業のあり方の質問では、
「技術力の向上
を目指し、自社のステータスを確立する」との回答が 54％と一番高い答えとなっ
ている。
「発注者と受注者の対等な関係を構築する」ことや「建設コンサルタント
の社会的地位の向上」といった前向きの姿勢が伺える。
中小建設コンサルタント業が望む制度改善については、最低制限価格制度の導
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入を望む企業が 46％を占めており、ダンピングに悩む姿が浮彫りになった形であ
る。次いで地元要件を望む企業が 42％と高い回答率になっている。企業の売上
高別に分類した制度改善での回答では、売上高 ( 規模 ) の小さい企業ほど「指名
競争入札制度の維持」や「発注における地元要件の維持」に対する要望が強く、
大手企業に対して、優位に受注を行ないたいとする姿勢が伺える。逆に売上高が
大きな企業ほど「プロポーザル方式の拡大」に対する要望が強く、規模の小さい
企業に対して、技術力で勝負をする姿勢が伺える。ただし、規模の大小に拘わら
ず ｢最低価格制限制度の導入｣ に対する要望は強く、利益が確保できる受注額を
維持したいとするのは、共通の思いであると思われる。
中小建設コンサルタントに関する行政機関、発注機関、業界団体 ( 当協同組合・
その他 ) 等への要望に関する自由記述式による回答は、次のとおりである。
・行政機関への要望
①

業務評価・企業の評価制度の確立、格付けに相応した発注方式  

62％

②

地元企業の育成、地元企業への優先発注

11％

③

予算運用を含めた公共事業政策への要望

10％

・発注機関への要望
①

入札条件、選定方法、発注単価を含めた発注運営に関する要望

80％

②

技術力・設計変更を含めた業務管理・指示等に関するもの

20％

・業界団体への要望
①

行政等への PR・働きかけ

39％

②

調査・研究・情報提供

19％

③

教育（研修）

15％

第４章では、マクロからの観点で建設市場の動向を捉えている。市場規模と投
資内容の変化では、建設投資のうち特に公共投資の動向を政府投資額と民間投
資額の推移として昭和 58 年度から平成 18 年度まで示し、次いで地方の普通建
設事業費の推移（昭和 60 年度から平成 16 年度まで）を示す。公共事業費の今
後については、小泉前内閣が平成 18 年 6 月に決めたいわゆる「骨太の方針」に盛
り込まれた削減方針を現内閣が踏襲しているので、政府の歳出・歳入一体改革の
方針のもと、今後 5 年間で 1 ～ 3％の規模で削減する方針を踏まえ、ここでは公
共事業削減の試算を自然体の場合、3％減の場合、1％減の場合の 3 通りを示した。
さらに、限られた財政の中で、維持更新の予算が膨らめばそのしわ寄せが新規事
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業に及ぶことは必至であるとし、ただ新規事業が減少する分、維持管理・更新事
業は今後の成長市場になるという見解を示している。
発注機関の変質については、小泉内閣で郵政民営化に象徴されるように官から
民への流れが加速しており、日本道路公団が分割民営化、公団・事業団の独立行
政法人化の例にも見られるように発注機関が大きく変わりつつある現状を記述した。
また、PFI や、指定管理者制度が民間ノウハウの活用と言う観点からも注目されて
きている現状にも触れている。一方、強まる地方分権の流れは地方の公共事業の
あり方に大きな影響を及ぼすことが考えられることから、ここでは「地方分権の推
進に関する決議」と「地方分権推進法」の概要を解説し、併せて市町村の合併問
題の現状についても記述している。
入札・契約制度と競争政策については、建設コンサルタントの業者選定方式を
プロポーザル方式、競争入札方式、随意契約の３通りに分類し、平成 12 年度か
ら平成 15 年度にかけての件数を国土交通省の 8 地方整備局のデータをもとに示
した。これは件数こそ指名競争入札が圧倒的に多いが、経年変化では指名競争が
減少しプロポーザル方式の割合が増えていることが示されて今後、技術提案の内容
や企業・技術者の能力を総合的に評価する総合評価型プロポーザル方式の導入が
加速されることを示唆している。さらに、平成 12 年施行の「公共工事の入札及び
契約の促進に関する法律」と平成 17 年施行の「公共事業の品質確保の促進に関
する法律」についても概要を説明している。
競争政策については、関連事項として国土交通省地方整備局並びに地方公共団体
の発注工事の低入札価格調査件数を示し、平成 18 年に施行となった「改正独禁
法」と平成 18 年に成立した「改正官製談合防止法」について簡単に記述している。
第５章では、中小建設コンサルタント業の特性と市場環境においては、中小建
設コンサルタント業の特性を明確にし、業界を取り巻く市場環境について考察を
加えている。
冒頭で本ビジョンの対象とする中小建設コンサルタントを、企業数としては 3,000
社を超えると考えられる資本金 3,000 万円に満たない程度の企業をここでは想定
していることを明確にし、これらの企業群を代表的と思われる 3 つに分類しその
特性について記述した。
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③

発注者特定型企業；公的発注機関のファミリー企業・大手建設コンサルタン

ト関連会社・ゼネコン関連会社等、独立性や中立性に問題。
次に、中小建設コンサルタントの大多数を占める地域特化型企業の地域共同体の
一員としての役割を次の通り整理し、地域への貢献の大きさをアピールしている。
①

雇用主体及び納税主体として地方経済を大きく支えている

②

地域密着型企業として地域を空洞化させない役目を負っている

③

災害等の有事には機動力・きめ細かな対応力を機能させ地域に貢献している

中小建設コンサルタントは、アイディア次第で建設コンサルタントの理念に適う、
自由で多様なマネージメント手法が取れるとし、次のような事例を挙げている。
①

意思疎通の徹底を前提としたスピード感のあるトップダウン経営

②

個人の自由度を前提とするピラミッド型でないフラットな組織

③

他の従業員の仕事が見え、所属部署に拘らない有機的な組織

④

品質を確保するため、個別原価管理計算を排除する自由度の高い業務処理
次に、中小建設コンサルタントを取り巻く市場環境について記述している。まず、

建設コンサルタントと「土木設計」の未分化について「土木設計の位置付け」を最
も重要な問題として捉えて問題を提起している。現在発注されている建設コンサル
タント業務の大半は工事に対する設計であり、中でも定型的業務が多い詳細設計が
大きなウエイトを占めている。また、建設コンサルタント登録規程に基づく登録業
者の大半は詳細設計を中心とした土木設計を営業種目としている。しかしながら、
こうした状況下で建設コンサルタント登録に必要な技術者要件は技術士であり、規
定されている業務領域は登録部門毎の極めて高度で幅広い内容となっている。仕様
書に沿って行う定型的な詳細設計の資格技術者に技術士を充てることは、必要とす
る知識・経験から見ても過度の要求となっていることを指摘している。また、技術
士の偏重にも触れ、本来ならば建築分野における建築士のような、土木分野の設計
に従事する技術者の資格制度が必要と考察している。土木設計業務を登録部門毎
に発注されることも中小建設コンサルタントにとって負担が大きすぎるのではないか
と問題提起している。さらに、公共調達市場の問題点として、建設産業が抱える構
造的な問題があるものの、多くの公的発注機関が恣意性の排除という名の下に形式
的な発注がなされ、むしろ競争を阻害しているケースの多いことも指摘している。
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最後に、中小建設コンサルタントの経営上の幾つかの課題について記述している。
一つには、資格技術者の確保と育成が企業の生命線であることを踏まえ、企業が考
慮すべき事項を提起している。次に、中小建設コンサルタントの経営トップのあり方
について、人材の登用や処遇、経理処理、利益処分が恣意的に行われる等陥り易
い事例を挙げ、経営者に注意を喚起している。さらに、企業としてのコンプライアン
スの確立すなわち法令の理解と遵守は企業戦略上も重要あると指摘している。
第６章では、中小建設コンサルタントが生き残るために必要な政策ニーズを取り
上げている。冒頭で、入札・契約制度に対する基本的な考え方を記述している。
具体的には、平成 5 年の WTO 政府調達協定の締結や中央建設業審議会の建議
から平成 12 年の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」や平
成 17 年の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を経て現在に至る入札・
契約制度の改革の流れをレビューし、現時点における改革の進捗状況を政府資料
に基づき説明している。そして、これらの資料は建設工事に関するものであるが、
いずれ建設コンサルタントを含む建設関連業に及ぶと明言している。今後の入札・
契約制度改革の大きな方向は指名競争入札からの転換であり、中小建設コンサル
タントは政策の流れを見据えてそれへの対応を考えておくべきと警告している。
中小建設コンサルタントが制度に望む意見として
「発注における地域要件の維持」
は「最低価格制限制度の導入」に次いで多い。この地域要件は競争における公正
性を確保する上で好ましくないとする意見もあり、公正取引委員会も懸念を示して
いるが、地域に根ざす中小建設コンサルタントの地域への貢献を考慮すれば、
「過
度にならない範囲での地域要件」を維持することが重要であると主張している。
また、国土交通省と公正取引委員会とで政策をすりあわせ、地域要件の範囲につ
いて統一的な見解を表明することを提案している。
技術者資格要件では現行の技術者制度に言及し、本来的には土木設計技術者
を対象とした資格試験制度が必要としているものの、ここでは、現行のテクリスに
よる技術者データベースを活用した発注が望まれるとしている。また、現行の建設
コンサルタント登録規程と別個の土木設計に特化した業者登録制度を検討すべき
としている。さらに、経営戦略の方策の一つとして「建設関連業展開戦略」でも
提唱している外部技術者の適切な活用に触れ、そのルールを行政機関が作成する
ことを要請している。
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登録部門要件では、現行登録部門は 21 部門あり「道路」部門のように特定
の建設を想定した部門と「地質」部門のように建設に共通する技術を核とする
部門があり、本来なら業務実態に即した登録部門の再編成がはかられるべきと
している。しかし当面は公的発注者が、個々の発注業務毎に許容される登録部
門の範囲を明示することを提案している。
公共調達市場における実績主義の偏重については、公的発注者が極めて保守
的で、リスクを負わないため市場を硬直化させ、新規参入による市場活性化を
阻害しているとし、さらに、実績維持のための無理な受注がダンピングを生む
原因ともなっていると指摘している。
期待される制度の整備については、JV 制度の運用拡大、低価格入札に対す
る制度の整備、発注時期・納期の平準化、土木設計実務者の資格試験制度の
創設を記述している。
JV 制度の活用については当協同組合がここ1 ～ 2 年公的発注者に陳情を繰り
広げているところであるが、建設関連業においては、JV 制度の適用例は皆無に
等しい。平成 10 年に国土交通省から「建設コンサルタント業務における共同設
計方式の取り扱い」という通達が出されて、JV による共同設計が可能となって
おり、後は発注現場でどう採用するかの問題になっていると指摘している。
中小建設コンサルタントから見た JV を次の 3 つに整理し、積極的な取り組み
を提案している。
①

大手建設コンサルタントとの JV

②

中小建設コンサルタント同士の JV

③

他の建設関連業との JV
低価格入札に関しては経営上困っていることの 2 番目に「過当競争による価格

の低落とダンピング」が挙げられており、多くの企業が安値受注に巻き込まれて
いることが示されている。この対応策として講じられているのが「低入札価格調査
制度」と「最低価格制限制度」であるが、これらについて解説している。
発注時期・納期の平準化については、受注者側から行政機関・発注機関への要
望で常に上位ランキングに位置する問題である。年度を跨ぐ契約がより許容される
こと、ゆとりある工期が設定されることを発注者側への要望として記述している。
土木設計実務技術者の資格制度については、第５章で中小建設コンサルタントに
とって、真に必要なのは実務型の土木設計技術者への措置であると述べた。平
成 18 年に発表された「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者
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責任に関する懇談会」の「中間とりまとめ」においても「設計技術者資格要件の
検討」が取り上げられ種々の問題点を検討されつつあるようであるが、ここでは、
建設コンサルタントは、技術士のようなコンサルティングエンジニアだけでなく、
実務型のテクニカルエンジニアの存在を明確にさせる必要があるとし、土木設計
実務技術者の資格の創設を提案している。
そして、次のような具体的な事項について問題提起している。
①試験の実施主体
②受験資格
③試験方法
④登録更新方法

など

第７章では、中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョンとして、生き残り
をかけた中小建設コンサルタントが考え、行動を起こすべき項目を整理し、経
営者への示唆となるような具体的な指針を記述した。
経営方針を考える際の選択肢を提示しているが、建設コンサルタントが生き
残るためには、経営者は自らの企業の存立基盤を確認し、その意思を明確にし
た上、惰性ではなく戦略的に取り組む必要があるとしている。なお、経営方針
を考える際の選択肢は次のとおり規定し、それぞれの留意点をコメントしている。
①拡大、②現状維持、③縮小、④事業廃止
企業倫理・技術者倫理は建設コンサルタント業の特性として極めて重要であり、
法令の遵守（コンプライアンス）とは視点の異なる「職業の根幹」をなすもので
あるので、すべての建設コンサルタント企業はその高揚に努めるべきと指摘して
いる。
技術における得意領域の創出については、企業が意図して創り出すものであ
り、既存の技術者の知識や経験を高めるには相当程度の期間が必要であるとし、
自らの企業の存立基盤を踏まえ、ハード面、ソフト面、情報技術面のいずれか
を選択し当該地域において優位に立てるような状況を作り出すことが肝要と説い
ている。また、品確法が地方に浸透していくことを考えると、
「価格の競争」か
ら「技術の競争」への移行が進むので、中小建設コンサルタントにおいてもプロ
ポーザル方式にも取り組む必要があることを指摘している。
経営における独自性の発揚では、中小建設コンサルタントならではの①従業員
に対する独自の処遇・昇進システム、②業務処理の徹底した内部化、③技術情
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報の徹底した共有化等を提示するとともに、優れた人材の募集方法について言及
している。
情報収集力・情報分析力の強化では、企業にとって、国や地方公共団体の政策
動向や市場動向を経営に生かすためには、独自に情報を収集し、企業の意思として
その分析を行うことが必要であるとしている。
技術者の確保と教育・訓練については、元々人材の育成には時間のかかるもの
だとし、地道に取り組む以外に選択肢はないとしているが、一社では道筋のつか
ない場合についての提案を行っている。
経営の合理化と財務体質の強化については、一般的に、中小建設コンサルタン
トは、財務問題を含めて経営・管理部門に対する人材が手薄で経営体として問題
を抱えていることを指摘している。また、今後、入札ボンドが導入されれば、経
理処理の不透明さは許されなくなり受注機会が規制されることとなることを指摘
し、経営の透明性を高める必要性を記述している。さらに、企業の目標とする財
務指標（収益性・生産性・安全性）を掲げ、それに向かって努力することが肝要
とするとともに、中小企業政策の一環として用意されている幾つかの具体的な税
制上の優遇措置や金融上の助成措置を記載し、活用することの重要性を記述して
いる。
展開可能な新分野では、経営者意識調査の「今後の営業上の重点分野」によ
れば測量主体の企業が設計分野へ、詳細設計を主体としている企業が企画・調
査・概略設計を目指していることが判明したが、これらはすでに既存市場であり、
考えとしては堅実と思われるが差別化を図ることは難しく、競争的には厳しいこと
を覚悟する必要があると指摘している。ここでは、中小建設コンサルタントとして、
その有する知識と経験をベースに取り組み可能な新分野として次の 4 分野につい
て考察を加え、参入にあたっての留意事項を記載している。
①

環境分野

②

維持管理分野

③

情報技術分野

④

その他の分野
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   組合及び組合員紹介

最後に、経営力の強化と新市場の開拓を目指す中小建設コンサルタントは、次
のようなメリットがある企業間の連携を模索することが重要であると指摘している。
①

開発投資・設備投資の低減による経営リスクの回避

②

資源の最適配分による経営資源の有効活用

③

顧客開拓の時間短縮

④

経営のダウンサイジング
企業間連携の一般的な形態は、業務提携、共同出資会社、事業協同組合、協

業組合、組合の株式化、合併等があるが、それぞれの法的性格、特徴を掲示し
ている。参考に企業組合、事業協同組合、NPO 法人の比較も添付している。
建設コンサルタントから見た企業間連携としては、次のような類型が考えられるの
で、それぞれの意義を整理し、記述している。
①

建設コンサルタント間の連携

②

建設関連業間の連携

③

異業種との連携
また、企業間連携に関する新しい政策動向として

①中小企業の新たな事業

活動の促進に関する法律、②有限責任事業組合契約に関する法律（LLP）、③新
会社法における合同会社（LLC）について解説し、今後の企業間連携の参考に供
している。
経営力強化のための企業間連携としては、指名競争入札制度が崩壊に向かい、
護送船団的な支援がなくなりつつある政策動向を踏まえると、企業は思い切った
手を打ち、自らの意思で行動しない限り生き残れないことを明言し、このために
は、何らかの企業間連携を視野に入れて経営する必要があり、具体的な方法とし
て、次のような形態を提案している。
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戦略的企業連携

②

企業合併

③

持株会社による連携

   組合及び組合員紹介

組織表
総 会
理事会

企画委員会

事務局

支部会

広報 活動 推 進部会

< 土木設計技士 >

業 務 運営部会

資 格制度 推 進部会

現役員
理 事 長

堀

副理事長

村尾建治

山本

理

篠井

力

土屋誠司

黒田真一郎

佐藤芳明

山内英夫

村西隆之

事

渡部友則

高野泰隆

相 談 役

須山富直

監

事

尚義
実

組合員分布図

神田康嗣

北海道 3

（全国 73 社）

東北 6

北陸 5

中国 4
四国 1

東海 4

甲信越 4

関東 22

関西 9

九州 15
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歴代役員一覧

平成 24 年 10 月現在

柳 沢 米 吉

昭和 37 年～ 38 年

理事長

高

永 山 時 雄

昭和 37 年～ 38 年

理事

亀

昭和 56 年～ 61 年

理事

素

昭和 37 年～ 45 年

理事

永 野 福 寿

昭和 56 年～平成 2 年

理事

横 澤 照 人

昭和 56 年～平成 17 年

理事

瀬 古 新 助

昭和 37 年～ 39 年
昭和 39 年～ 41 年

理事

矢 島 壮 一

昭和 56 年～平成 17 年

理事

理事長

武 内 龍 臣

昭和 56 年～ 57 年

監事

昭和 42 年～ 53 年

理事

村 尾 建 治

昭和 58 年

監事

昭和 37 年～ 41 年

理事

昭和 59 年～平成 17 年

理事

昭和 42 年～ 47 年

理事長

平成 17 年～

副理事長

昭和 48 年～平成元年

理事

得 丸 正 哉

昭和 59 年～平成 4 年

理事

星 野 貞 二

昭和 37 年～ 41 年

理事

岡 田 一 男

昭和 62 年～平成 17 年

監事

住

友

彰

昭和 37 年～ 41 年

理事

高 山 利 治

平成 3 年～ 10 年

理事

鈴

木

清

昭和 37 年～ 41 年

理事

野 中 正 雄

平成 3 年～ 12 年

理事

徹

昭和 37 年～ 42 年

理事

堀

忠

雄

平成 5 年～ 10 年

理事

大 山 政 雄

昭和 37 年～平成 17 年

監事

篠

井

力

平成 5 年～

理事

諸 橋 中 行

昭和 37 年～ 44 年

監事

土 屋 誠 司

平成 5 年～

理事

梶 谷 正 孝

昭和 42 年～ 47 年

理事

梶 谷 輝 雄

平成 11 年～ 13 年

理事

昭和 48 年～平成元年

理事長

堀

平成 11 年～ 17 年

理事

堀

田

龍

林

雄

橋

尚

澄

義

平成元年～ 10 年

理事

平成 17 年～ 23 年

副理事長

昭和 42 年～平成元年

理事

平成 23 年～

理事長

平成元年～ 10 年

理事長

松 尾 大 道

平成 13 年～ 17 年

理事

平成 10 年～ 12 年

理事

須 山 富 直

平成 13 年～ 17 年

理事

昭和 54 年～平成 10 年

理事

平成 17 年～ 23 年

理事長

平成 10 年～ 17 年

理事長

平成 24 年～

相談役

北 村 祐 彌

昭和 42 年～ 58 年

理事

勝 又 重 信

平成 15 年～ 23 年

理事

米 山 実 男

昭和 42 年～ 52 年

理事

瀬 古 一 郎

平成 17 年～ 19 年

理事

久野 庄太郎

昭和 42 年

理事

山

平成 17 年～ 23 年

理事

高 橋 琢 己

昭和 42 年～ 45 年

理事

平成 23 年～

副理事長

小 山 恒 三

昭和 42 年～ 58 年

理事

古 谷 有 一

平成 17 年～ 19 年

理事

昭和 59 年～ 61 年

監事

森

一

平成 17 年～ 21 年

理事

福

岡

保

瀬 古 隆 三

本

修

実

森 田 紀 元

昭和 42 年

理事

足 立 正 裕

平成 17 年～ 21 年

理事

町田 久寿男

昭和 42 年～ 50 年

理事

鱠 谷 純 夫

平成 17 年～ 18 年

監事

綿 貫 武 彦

昭和 42 年～ 49 年

理事

山 内 英 夫

平成 18 年～ 23 年

監事

石 塚 三 郎

昭和 46 年～ 50 年

理事

平成 23 年～

理事

石 塚 五 郎

昭和 44 年～ 45 年

理事

宮

勇

平成 18 年～ 21 年

監事

児

昭和 44 年～平成元年

理事

鈴 木 信 好

平成 19 年～ 21 年

理事

玉

寛

本

鈴 木 公 大

昭和 45 年～ 54 年

監事

柏 田 芳 美

平成 19 年～ 23 年

理事

土田 仁三郎

昭和 46 年～ 55 年

理事

佐 藤 芳 明

平成 19 年～

理事

野 中 八 郎

昭和 50 年～ 55 年

理事

黒田真一郎

平成 21 年～

理事

竹 岡 幸 雄

昭和 50 年～平成 10 年

理事

渡 部 友 則

平成 21 年～

監事

山 本 幹 雄

昭和 50 年～ 57 年

理事

村 西 隆 之

平成 23 年～

理事

西 山 時 老

昭和 52 年～平成 4 年

理事

高 野 泰 隆

平成 23 年～

監事

内 山 忠 雄

昭和 56 年～ 57 年

理事

神 田 康 嗣

平成 24 年～

理事
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柳沢 米吉
永山 時雄
亀田 素
瀬古 新助
堀 龍雄
星野 貞二
住友 彰
鈴木 清
林徹
大山 政雄
諸橋 中行
梶谷 正孝
福岡 保
瀬古 隆三
北村 祐彌
米山 実男
久野 庄太郎
高橋 琢己
小山 恒三
森田 紀元
町田 久寿男
綿貫 武彦
石塚 三郎
石塚 五郎
児玉 寛
鈴木 公大
土田 仁三郎
野中 八郎
竹岡 幸雄
山本 幹雄
西山 時老
内山 忠雄
高橋 澄
永野 福寿
横澤 照人
矢島 壮一
武内 龍臣
村尾 建治
得丸 正哉
岡田 一男
高山 利治
野中 正雄
堀 忠雄
篠井 力
土屋 誠司
梶谷 輝雄
堀 尚義
松尾 大道
須山 富直
勝又 重信
瀬古 一郎
山本 実
古谷 有一
森 修一
足立 正裕
鱠谷 純夫
山内 英夫
宮本 勇
鈴木 信好
柏田 芳美
佐藤 芳明
黒田 真一郎
渡部 友則
村西 隆之
高野 泰隆
神田 康嗣

昭 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

建設コンサルタンツ協同組合歴代役員一覧表
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

平元

2

3

4

5

6

7

8

9

10

≪表示例≫
11

12

理事長
13

14

15

16

副理事長
17

18

理事
19

20

21

22

監事
23

24

25

相談役

   組合及び組合員紹介
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   組合及び組合員紹介

組合員名簿
北海道エリア
株式会社 サッポロ・エンジニヤーズ

会社名
会社の特徴

代表者

森居

久

「自然と人が調和した事業」を基本理念とし、北海道を拠点に各種調査・測量・設計・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事
業を展開しております。創業 40 年の実績を活かし、環境に配慮した事業を提案・推進することを
使命として企業活動を続けております。

所在地

主要営業品目

本社
〒

064-0807

住所

北海道札幌市中央区南７条西 2 丁目 1 番地 8

電話

011-511-2119

FAX

011-521-3409

○総合治水計画の策定
○河川整備基本方針・河川整備計画の策定
○河川構造物の設計 ( 堰、落差工、樋門、
樋函 ( 樋管 )、排水工、魚道工など )
○自然環境調査 ( 動植物調査、水質調査など )
○多自然川づくり計画の策定
○氾濫水理解析と治水経済調査
○道路及び道路構造物の設計
( 橋梁設計、防風・防雪柵の設計 ) など

支店

株式会社 シーウェイエンジニアリング

会社名
会社の特徴

代表者

佐野

彰

【Communication( 意思疎通 )・Confidence( 信頼 )・Cooperation( 協力 )・Common Interest( 共
通利益 )】４Ｃの実践を通して社会に貢献します。

所在地

主要営業品目

本社
〒

003-0002

住所

札幌市白石区東札幌２条５丁目１番２５号

電話

011-824-6001

FAX

011-824-6002

○地盤調査 ･ 解析、軟弱地盤解析
○ FEM( 有限要素法 ) による地盤変形解析
○地下水の浸透流解析
○環境地盤調査および拡散に関する解析
○地盤の液状化解析による耐震評価
○管渠内検査用ﾛﾎﾞｯﾄによる管内歪み測定
○ＧＩＳを用いた自社開発システムによる
地盤情報のデータベース化

支店

盛岡事務所

会社名

株式会社 ドボク管理

会社の特徴

お客さまの満足を重視し、
「誠心誠意、迅速確実」をもって社会資本整備に貢献します。

所在地

代表者

加藤 和雄

主要営業品目

本社

支店
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〒

090-0801

住所

北海道北見市春光町 1 丁目 24 番地 3

電話

0157-26-3321

FAX

0157-22-7508

札幌・旭川・網走

○道路の測量・調査・計画設計
○橋梁の予備・詳細・補修設計
○農業土木計画・設計
○物件・営業等の補償調査算定

   組合及び組合員紹介

東北エリア
会社名

エイコウコンサルタンツ株式会社

会社の特徴

地域の生活環境を守り、安全で暮らしやすい未来のために安定した技術力の提供ができるよう
日々努力研鑽しています。

所在地

代表者

山内 一晃

主要営業品目

本社
〒

039-1103

住所

青森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地１１-１

電話

0178-28-6802

FAX

0178-28-6803

支店

東京支店、青森支店、弘前営業所

会社名

エイト技術株式会社

会社の特徴

○道路・上下水道・橋梁・河川構造物設計
○漁港施設設計・波浪推算及び解析調査
○基準点測量・現地・路線・用地測量調査
○土質ボーリング・土質試験・底質・水質調査
○建物調査・営業調査・事業認定資料作成
○建築設計・耐震設計
○土壌汚染状況調査

代表者

佐藤 富夫

「人と環境をまあるくつなぎたい。」
着実、確実な歩みでグローバルに業務環境を展開します。

所在地

主要営業品目

本社
〒

031-0072

住所

青森県八戸市城下二丁目９番１０号

電話

0178-47-2121

FAX

0178-46-3939

８（エイト）部門の技術
１．都市整備 ２．
一般土木 ３．上下水道
４．河川・防災 ５．農林・漁港 ６．森林土木
７．調査 ８．公共測量、補償

支店

東京、仙台、盛岡、青森、三陸（営）
、秋田 ( 営）

会社名

有限会社 下北測量

会社の特徴

習得した最新技術を用い素早く正確に業務遂行、地域密着型の企業として一貫した体制で取り組
んでいます。

所在地

代表者

常田 嘉一郎

主要営業品目

本社
〒

035-0051

住所

青森県むつ市新町 37-18

電話

0175-22-7740

FAX

0175-22-4688

○測量全般
○ボーリング・地質調査・土質試験
○設計・橋梁・水路・上下水道
○建物調査・補償算定・登記手続
○建設工事の積算・管理業務

支店
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   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 鈴幸技術コンサルタント

会社の特徴

土地利用の立案から調査測量設計監理まで一括して事業を展開しております。

所在地

代表者

鈴木 淳一

主要営業品目

本社
〒

969-0265

住所

福島県西白河郡矢吹町中畑南 185 番地 55

電話

0248-52-3708

FAX

0248-52-3705

○道路河川等 調査・測量・土木設計
○造成計画 測量設計・監理
○構造物等詳細設計・各種計算・積算業務
○起工測量・出来型管理

支店

株式会社 大成コンサル

会社名
会社の特徴

代表者

石澤 幹夫

「正確に」
「懇切丁寧に」
「迅速に」

所在地

主要営業品目

本社
〒

036-8171

住所

青森県弘前市大字取上 5-12-7

電話

0172-33-2781

FAX

0248-52-3705

○一般土木設計
○農業土木設計
○橋梁設計
○港湾設計
○上下水道設計

支店

地質基礎工業株式会社

会社名
会社の特徴

主要営業品目

本社
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菅野 昭夫

〝環境、資源、地域インフラを護る〟をモットーに「大地」に根ざした様々なコンサルタント
業務を行っています。東日本大震災の復旧・復興には敏速かつ適切に対応し、大いに貢献し
ております。

所在地

支店

代表者

〒

973-8402

住所

福島県いわき市内郷御厩町三丁目 163 番地の 1

電話

0246-27-4880

FAX

0246-27-4849

郡山支店、水戸支店、山形支店

○地質土質調査
○急傾斜地調査
○各種解析業務
○土壌汚染調査
○地すべり対策工事
○温泉・地下水井戸工事
○測量・土木設計
○橋梁点検・補修設計

   組合及び組合員紹介

関東エリア
会社名

クラウンコンサルタント株式会社

会社の特徴

当社は設立以来、
「顧客に対して他社に真似の出来ない自社ならではの価値を提供する企業」を目標
に努力して参りました。特に、樋門・樋管設計については専門特化して、毎年サービスを強化しており
ます。今では、品質・価格共に他社の追随をゆるさない内容の業務が行えていると、自負しております。
是非、当社のサービス内容を御覧いただき、お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

所在地
本社

代表者

矢野 悦三

主要営業品目
〒

330-0064

住所

埼玉県さいたま市浦和区岸町２-１１-１１

電話

048-835-7227

FAX

048-835-7255

○樋門・樋管・堰・水門等河川構造物の設計
○土木・建築構造物の耐震診断
○施工計画全般
○上屋・管理棟等公共建築物の設計

支店

札幌事業所、仙台事業所、大阪事業所、福岡事業所

会社名

グリーンサーチ株式会社

会社の特徴

土壌汚染対策に係る各種調査と、環境に関する計量証明の事業を行っています。

所在地

代表者

百瀬 輝幸

主要営業品目

本社
〒

140-0002

住所

東京都品川区東品川 3-32-34

電話

03-5769-2210

FAX

03-3471-6635

○土壌汚染に関する調査
○土壌及び地下水の環境に関する分析（濃度）

支店

会社名

株式会社 幸徳環境設計

会社の特徴

上水道、下水道、河川など水辺環境に関連する土木施設であれば、
ほとんどのご要望にお応えすることができる、水辺環境のトータルプランナーです。

所在地

代表者

藤條 豪史

主要営業品目

本社

支店

〒

231-0007

住所

神奈川県横浜市中区弁天通 2-30

電話

045-264-4761

FAX

045-264-4762

〇下水道施設設計（管渠実施設計）
〇上水道施設設計（配水管、水管橋設計）
〇一般河川設計、景観水路設計
〇その他、水辺環境の設計全般

相模原営業所
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   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 巧立設計

会社の特徴

港に関する構造物設計の専門集団として今年で４０周年を迎えました。
ご依頼者様へ " 感謝の気持ちを技術でお返し致します "

所在地

代表者

小林 嘉孝

主要営業品目

本社
〒

169-0073

住所

東京都新宿区百人町２- ８- ２金子ビル

電話

03-3367-4092

FAX

03-3360-6948

支店

○港湾及び漁港の施設の設計
○港湾及び漁港の施設の維持管理・設計
○照査用震度の算定
○３次元解析

新潟支店

会社名

三和建設コンサルタンツ株式会社

会社の特徴

当社は建設コンサルタントとして企画・立案・調査・設計・施工計画・施工管理・完成後の運営管
理まで、将来的な視野にたった責任ある一貫体制で社会基盤づくりを目指します。

所在地

代表者

村吉 大司

主要営業品目

本社
〒

170-0005

住所

東京都豊島区南大塚 3-10-10

電話

03-5954-2211

FAX

03-5954-2218

○河川、砂防及び海岸・海洋部門 道路部門 土質
及び基礎部門 鋼構造及びコンクリート部門 施工
計画、施工設備及び積算部門○測量業
○１級建築士事務所 ○建設業許可電気通信工事業
○一般労働者派遣事業 ○有料職業紹介事業

支店

札幌・仙台・東京・千葉・埼玉・名古屋・大阪・福岡

会社名

芝浦工業株式会社

会社の特徴

創業以来「仕事は迅速・丁寧に！」をモットーに業務に当っています。またお客様の要望に応える
と共に「納期の厳守」
、
「成果品（設計・調査他）の信頼」を守っていきます。

所在地

代表者

伊世 祐之

主要営業品目

本社

支店
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〒

150-0044

住所

東京都渋谷区円山町 20 番 1 号 新大宗円山ビル 4F

電話

03-5456-5020

FAX

03-5456-0305

○下水道設計業務
○測量・調査業務
○キャド製図・墨入トレース業務
○テープリライト・各種入力業務

   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 水域ネットワーク

会社の特徴

地域の海岸保全、防災のパートナーとして、現地観測からシミュレーション、さらに設計から維持
管理まで一貫した体制でご要望にお応えします。

所在地

代表者

神田 康嗣

主要営業品目

本社
〒

134-0087

住所

東京都江戸川区西葛西６- ８-１０

電話

03-5667-6888

FAX

03-5667-6889

○漁港・港湾・海岸の調査・計画
○海域の数値シミュレーション・ｿﾌﾄ開発
○海岸構造物の維持管理・設計
○風況精査、予測シミュレーション

支店

九州事務所、青森事務所、四国事務所

会社名

株式会社 水圏科学コンサルタント

会社の特徴

自然と社会の調和を理念として、河川 ･ 海岸の計画設計、水域環境予測シミュレーション、自然 ･ 生物環境の
調査解析、船舶バラスト水問題（生物多様性問題）
、地域計画の策定・地域振興などに取り組んでいます。

所在地

代表者

高野 泰隆

主要営業品目

本社
〒

145-0064

住所

東京都大田区上池台 1-14-1

電話

03-3748-5900

FAX

03-3748-5939

○ 河川海岸の調査・計画・構造物設計        
○ 水域環境の数値シミュレーション（物理 , 化学 , 生物）
○ 自然環境・生物環境の調査・解析・自然再生
○ 環境問題のコンサルタント（バラスト水問題他）
                       
○ 海洋・地域振興に係る計画策定の支援
○ 官民連携事業の推進支援

支店

沖縄支店、八重山出張所

会社名

株式会社 平設計

会社の特徴

社会資本整備に関わる土木構造物の設計から竣工図書の作成まであらゆる面で精度の高い成果
品を提供いたします．現状に甘んじることなく新分野へのチャレンジにも積極的に取り組みます．

所在地

代表者

川崎 光正

主要営業品目

本社
〒

110-0005

住所

台東区上野 3 丁目 17 番 11 号 コーワビル 2

電話

03-3836-3246

FAX

03-3833-7467

○ 橋梁鋼上部工の設計
○ 橋梁下部工の設計
○ 橋梁の補修・補強および耐震設計
○ CAD 製図
○ 電子納品（CALS/EC 対応）
○ 竣工図書・マイクロフィルム作成

支店
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   組合及び組合員紹介

中央開発株式会社

会社名
会社の特徴

代表者

瀨古 一郎

「創発（Emergence）と複合（Complex）と協働（Collaboration）で拓く次代のオンリーワン」を目
指して新たな事業展開を図っています。

所在地

主要営業品目

本社
〒

169-8612

住所

東京都新宿区西早稲田 3-13-5

電話

03-3208-3111

FAX

03-3208-3127

○ 地盤・地下水調査・解析，さく井，室内土質試験
○ 土壌汚染調査・分析，対策検討，浄化工事
○ 斜面防災・モニタリング，監視サービス
○ データベース，GIS，システム開発
○ 土木 / 農業土木 計画・設計
○ 防災計画，ハザードマップ，被害想定
○ 地域計画，観光振興

支店

札幌・東北・北陸・関東・東京・中部・関西・中国・岡山・四国・九州・沖縄

会社名

東京コンサルタンツ株式会社

会社の特徴

全国の 6 支店を拠点に、地元出身者による地域に密着した活動を展開します。
毎年の業務表彰が裏付ける高度な技術，すぐれた成果、こまやかなサービスを提供します。

所在地

代表者

村西 隆之

主要営業品目

本社
〒

101-0063

住所

東京都千代田区神田淡路町二丁目８番地５

電話

03-3255-9682

FAX

03-3255-9685

支店

○防災点検・対策検討，地盤調査・解析
○構造物点検・診断，補修補強，橋梁設計
○高規格堤防，水門・樋門．河川構造物耐震設計
○道路計画・設計，道路の付帯施設の設計
○トンネル設計
○環境調査・検討

( 支店 ) 関東、東北、新潟、富山、金沢、福井 ( 事務所 ) 千葉、さいたま、横浜、長野、盛岡、大阪

会社名

株式会社 東京シビルコンサルタント

会社の特徴

土木技術は社会的な位置づけとして、防災的なものと利便福祉的なものに大別されるとの認識に立ち、小社は
地質と設計の協働による安全性と機能性を備えた土木構造物の実現を目標としています。

所在地

河合 正晴

主要営業品目

本社
〒

166-0015

住所

東京都杉並区成田東 4-38-19

電話

03-5929-1516

FAX

03-5929-1521

支店（営業所）
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代表者

埼玉、所沢

○砂防の調査、河川構造物／砂防施設／
斜面安定対策工の設計
○道路／橋梁／上下水道の設計
○水路／道路／橋梁、道路斜面の点検調査・補修設計
○地質／土質／材料／地下水調査、土質／岩盤試験、
地下水／地盤沈下／流量観測

   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 東光コンサルタンツ

会社の特徴

私たちは、環境創造・社会資本整備に関わる分野に、専門家を擁し、企画・立案から調査・計画・設計・維
持保全・施工管理に至るまで一貫して対応しております。また、あらゆる分野のニーズに対して、長年培って
きた豊富な経験と実績あるスタッフで業務を遂行し地域社会に貢献すべく努力しております。

所在地

代表者

堀 尚義

主要営業品目

本社
〒

111-0041

住所

東京都台東区元浅草４- ９-１３ イマス元浅草ビル

電話

03-5830-5600（代表）

FAX

03-3847-6026

○総合建設コンサルタント
○測量業
○地質調査業
○計量証明事業
○特定労働者派遣業
○土壌汚染指定調査機関

支店

本社事業部、大阪、九州、仙台、海外事業部

会社名

日建コンサルタンツ株式会社

会社の特徴

環境負荷の少ない工法や最新技術の紹介をとおして、常に環境に優しいアドバイスを行います。
求められる技術の変化に順応し、安全で快適な生活環境を創造します。

所在地

代表者

山本 実

主要営業品目

本社
〒

222-0032

住所

神奈川県横浜市港北区大豆戸町 353

電話

045-433-1611

FAX

045-433-1615

○建設コンサルタント
（道路、河川、上下水道、都市計画等）
○地質調査・地盤解析
○地上測量調査
○交通計画・交通量調査等

支店

東京・千葉・川崎・相模原・厚木

会社名

日本海外コンサルタンツ株式会社

会社の特徴

１９６５年１２月創業、４７年間の業歴を持つ海外専門の建設コンサルタント。
２００６年から（株）東光コンサルタンツの関連会社。

所在地

代表者

横川 巖

主要営業品目

本社

支店

〒

111-0041

住所

東京都台東区元浅草四丁目９番１３号

電話

03-5830-5911

FAX

03-3847-6064

海外における建設コンサルタント業務、主として運
輸・交通セクター道路と橋梁を対象として計画・調
査・設計・施工監理及び環境影響評価業務。

フィリピン・バングラデシュ・キリギス
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   組合及び組合員紹介

会社名

日本設計株式会社

会社の特徴

当社は、社会基盤整備の多様な分野において企画立案、調査、計画、設計、管理に至る一貫
した高度な技術サービスを顧客に提供するのが責務であると考えています。

所在地

代表者

長瀧 信男

主要営業品目

本社
〒

231-0028

住所

神奈川県横浜市中区翁町 1-4-5

電話

045-662-4591

FAX

045-662-5302

○道路○電線共同溝○河川・砂防○下水道○上
水道○橋梁○一般構造物○地域開発○港湾○施
工計画・施工監理

支店

東京支店、藤沢営業所、相模原営業所、江戸川営業所、埼玉営業所、千葉営業所

会社名

日本土木設計株式会社

会社の特徴

土木事業の計画、設計、調査、測量、施工監理など、幅広く地域社会に貢献している
社会基盤整備の設計会社です。

所在地

代表者

吉野

茂

主要営業品目

本社
〒

231-0033

住所

神奈川県横浜市中区長者町二丁目 5 番 14 号

電話

045-663-3264

FAX

045-663-1348

○下水道事業の調査・計画・設計
○上水道及び工業用水道設計
○道路設計
○河川設計
○施工監理

支店

群馬支店、湘南支店、相模原営業所

会社名

株式会社 ニューテック

会社の特徴

お客様のニーズに合わせ、品質の良い成果を、スピーディにアフターサービスとともに提供
いたします。

所在地
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佐藤 暢男

主要営業品目

本社

支店

代表者

〒

169-8612

住所

東京都新宿区西早稲田３-１３- ５

電話

03-3208-3111

FAX

03-3208-3127

○土木設計業務 ( 測量、設計 )
○地質調査業務 ( 踏査、探査、試験 )
○建築設計業務 ( 設計、申請 )
○情報通信業務 ( 公共インフラ、
モバイル事業 )
○新エネルギー設計業務

札幌・東北・北陸・関東・東京・中部・関西・中国・岡山・四国・九州・沖縄

   組合及び組合員紹介

会社名

ネオテクノエンジニヤリング株式会社

会社の特徴

業務内容を狭い範囲に特化して、極めて小規模な態勢で事業を行っている。

所在地

代表者

茅野 光廣

主要営業品目

本社
〒

242-0021

住所

神奈川県大和市中央 4-6-27 伴ビル 2B

電話

046-264-5161

FAX

046-264-5768

○斜面災害（崖崩れ、地滑り等）に関する
調査・設計
○土構造物、土留め構造物の設計

支店

会社名

ペン株式会社

会社の特徴

海外と国内業務のバランスのとれた会社として、１０人足らずの技術者（６名技術士）とＮＥＴで結
ばれた SOHO 技術者で海外、地方、離島で、港湾技術を発揮し、社会・経済の発展に寄与する
を目標とする。

所在地

代表者

横川 正大

主要営業品目

本社
〒

113-0033

住所

東京都文京区本郷 2-11-10-201

電話

03-5805-1445

FAX

03-5805-1446

○港湾・海岸事業の計画・調査・設計・施工
○同上事業の施工監理及び技術指導・交流
○海外調査の技術者派遣及び役務提供
○海洋・河川の環境調査・設計・施工計画

支店

会社名

株式会社 メックス

会社の特徴

設計から施工・維持管理面でのトータルマネジメントを目指しております。

所在地

代表者

松下 廣已

主要営業品目

本社
〒

169-0075

住所

東京都新宿区高田馬場 4-33-6 S ビル 302

電話

03-5337-3501

FAX

03-5337-3502

○道路計画設計
○各種構造物計画・設計
○各種維持管理調査・修復設計
○施工管理業務

支店
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   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 森エンジニアリング

会社の特徴

施工管理で培った豊富な経験・技術・知恵を融合し、現在では測量 ・設計・補償・調査等の部門
も加わり、建設コンサルタントとして幅広い事業を展開しております。

所在地

代表者

森 末廣

主要営業品目

本社
〒

376-0013

住所

群馬県桐生市広沢町 6-256-1

電話

0277-40-2621

FAX

0277-40-2630

支店

○施工管理：施工管理、積算業務・施工計画作成
○設計：道路・上下水道・河川・砂防・造成、他
○測量：基準点・地形・路線・地籍・開発申請、他
○補償・調査：橋梁点検・土地建物調査、他
○人材派遣：一般労働者派遣 / 有料職業紹介事業

太田支店、東京支店、京都支店、大阪支店

甲信越エリア
会社名

株式会社 タイヨーエンジニヤ

会社の特徴

自然との共生の中で、人々のくらし・財産・生命を守ることが私たちの使命である。との思いから、
最新機器を使った精密測量、建設コンサルタント、施工管理、維持管理までを一貫して行い地域
の要望に応えています。

所在地

代表者

佐藤 芳明

主要営業品目

本社
〒

398-0512

住所

長野県東御市滋野乙 1302

電話

0268-62-1700

FAX

0268-62-2721

○ 橋梁・土木構造物等の設計及び施工管理
○ 道路・河川の計画・調査・測量・設計及び施工管理
○ 物件調査・補償額算定・事前事後調査
○ GIS，システム開発
○ 農業土木 施設の計画・設計及び施工管理
○ 環境調査・環境コンサルタント
○ 地質調査・土質調査・交通量調査

支店

長野支店・佐久支店・上田支店・南信支店・群馬支店

会社名

馬場測量設計株式会社

会社の特徴

設計、測量、調査、補償、登記等あらゆるニーズに対応します。

所在地
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馬場 秀則

主要営業品目

本社

支店

代表者

〒

396-0014

住所

長野県伊那市狐島 4012

電話

0265-78-8111

FAX

0265-78-8112

○河川砂防 測量、調査、計画、設計
○道路 測量、調査、計画、設計
○下水道 測量、調査、計画、設計
○森林土木 測量、調査、計画、設計
○環境調査 調査
○不動産登記

   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 村尾技建

会社の特徴

“ 仕事を通じて自らを高め、社会に貢献する ” を経営理念として、私たちの生活の原点である「地
盤・地下水・環境」をあらゆる面からサポートします。

所在地

代表者

村尾 治祐

主要営業品目

本社
〒

950-0948

住所

新潟県新潟市中央区女池南 2-4-17

電話

025-284-6100

FAX

025-283-0368

○地質調査、基礎地盤調査、斜面災害調査
○資源調査、遺跡調査
○土壌・地下水汚染調査、建設環境調査
○防災設計、軟弱地盤解析
○道路・河川砂防・トンネル調査－計画－設計

支店

上越営業所、長岡営業所、佐渡出張所、東北事務所

会社名

株式会社 ヤマウラ

会社の特徴

創業時から続く製造業としての「モノづくり」の精神を基本に、環境に優しい地域に密着した企業
として、製品づくりから建物づくり、社会資本づくりへと取り組んでおります。

所在地

代表者

山浦 速夫

主要営業品目

本社
〒

399-4195

住所

長野県駒ヶ根市北町 22-1

電話

0265-81-6010

FAX

0265-82-3966

支店

○ 建設事業部
・建築・土木の企画・設計・施工・開発事業
・住宅、マンション、マンションフランチャイズ事業
○ エンジニアリング事業部
・制御・情報システム ・環境・エネルギーシステム
・橋梁・機械システムの企画・設計・製作・工事

東京・長野・上田・佐久・松本・諏訪・辰野・伊那・駒ヶ根・飯田

北陸エリア
株式会社 川上測量コンサルタント

会社名
会社の特徴

代表者

荒木 裕三

「人間と技術との柔らかな関係を創造します」をスローガンに、公共事業や民間開発事業のコンサ
ルタント業務を通して、地域を守り、育て、発展するためのお手伝いをしています。

所在地

主要営業品目

本社
〒

918-8058

住所

福井県福井市加茂緑苑町 612 番地

電話

0776-35-5566

FAX

0776-35-8251

○設計 道路・橋梁・構造物・河川砂防・農業土木
○測量 一般公共測量・地上測量・環境開発測量
○調査 土地・家屋・土質・環境公害・工損
○開発行為 住宅団地・公園・店舗・工場
○ GIS      地図関連データの整理・活用

支店
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   組合及び組合員紹介

舘下コンサルタンツ株式会社

会社名
会社の特徴

代表者

佐渡

正

「Amenity（快適な地域社会）」
「Security（安全な暮らし）」
「Harmony（自然との調和）」
ASH をキーワードに、環境・土木に関する幅広いコンサルタント活動を展開しています。

所在地

主要営業品目

本社
〒

939-3553

住所

富山県富山市水橋的場 234 番地

電話

076-478-0090

FAX

076-478-1190

○河川・砂防及びダムの調査・計画・設計
○道路・橋梁の調査・計画・設計
○下水道の調査・計画・設計
○鋼構造及びコンクリートの調査・設計
○地質・岩盤調査に伴う試験・採取・計測
○測量全般
○地理情報システム（GIS）データ整理
○補償コンサルタント

支店

石川支店、高岡営業所、糸魚川営業所

会社名

株式会社 中央設計技術研究所

会社の特徴

昭和 22 年に創立以来、水と環境のコンサルタントとして 65 年にわたり活動を進めています。社
会基盤整備に関するコンサルティングを通じ、主体的により優れた技術やサービスをタイムリーに
提供し、地域社会の発展と環境の保全、創造に貢献しています。

所在地

代表者

中辻 英二

主要営業品目

本社
〒

920-0031

住所

石川県金沢市広岡 2-13-37

電話

076-263-6464

FAX

076-263-6922

○調査部門：測量・地質・水質・管渠及び構造物の診断
○設計部門：上下水道・工業用水道・一般廃棄物・建築
システム部門：GIS・財政診断・雨水浸水・耐震・管網解析
○その他部門：施工管理・維持管理・各種台帳

支店

富山・福井・岐阜・関西・九州・関東・新潟

会社名

中部地下開発株式会社

会社の特徴

地質調査から測量・設計・工事までをトータルにプロデュースします。

所在地

代表者

渡部 友則

主要営業品目

本社

支店
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〒

920-0205

住所

石川県金沢市大浦町ハ５１-１

電話

076-237-5000

FAX

076-237-0600

福井

○地質・地下水・地すべり調査
○土壌汚染調査
○森林整備、斜面防災対策計画
○さく井工事、地すべり対策工事、法面工事

   組合及び組合員紹介

会社名

日本海ボーリング

会社の特徴

昭和 45 年創業。
主に北陸３県の地質・地下水・基礎地盤などの調査・計画・助言を行なっています。

所在地

代表者

野村

武

主要営業品目

本社
〒

920-0831

住所

石川県金沢市東山 3 丁目 15 番 17 号

電話

076-252-6366

FAX

076-252-6908

○地質・地下水調査
○構造物基礎地盤調査
○これらに関する計画・助言

支店

東海エリア
会社名

大日コンサルタント株式会社

会社の特徴

建設コンサルタント14 部門を登録する総合コンサルタントとして、時代のニーズに対応し、環境
問題やクリーンエネルギー等、新しい分野に積極的に取り組んでいます。

所在地
本社

代表者

篠井 力

主要営業品目
〒

500-8384

住所

岐阜市薮田南３丁目１番２１号

電話

058-271-2501

FAX

058-274-5325

○計画／設計：道路、トンネル、防災点検、都市、交通、
環境、橋梁、構造物補修・補強、河川砂防 等
○支援：PFI、PI、まちづくり、事業計画・評価 等
○調査：環境、土壌・地下水汚染、廃棄物、大気、水質、
測量、補償、地質、路面性状 (IRI) 等
○情報処理：CG・VR、GIS 等

支店

東京・名古屋・大阪・仙台・北陸・甲府・甲斐・静岡・静岡東部・飯田・高山・飛騨・恵那・下呂・各務原・
三重・滋賀・広島・福岡

会社名

日本エルダルト株式会社

会社の特徴

お客様に真から喜んでいただける調査、工事の提供をスローガンに
調査から施工までを一貫して出来る組織作りをしております。

所在地

代表者

浅川 信正

主要営業品目

本社
〒

420-0068

住所

静岡県静岡市葵区田町 5 丁目 61

電話

054-254-4571

FAX

054-221-0501

○地質調査・土質調査
○地すべり調査・地すべり対策工事

支店
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   組合及び組合員紹介

会社名

富士設計株式会社

会社の特徴

私たちは小さなメダカの集まりです。清流を止まることなく、川上を向いて泳ぎ続けるメダカの集り
です。私たちは、高い志しと強い信念を持って、日々の努力を惜しみません。 私たちは、地域社
会の豊かな未来のために、誠意を持って仕事に取り組みます。私たちは、夢に向かって泳ぐことを
止めない、小さなメダカの集まりです。私たちの軌跡が、確かな未来を描くと強く心に願いながら。

所在地

代表者

小野寺

誠司

主要営業品目

本社
〒

418-0022

住所

静岡県富士宮市小泉 468 番地の 1

電話

0544-26-5191

FAX

0544-26-8969

○設計コンサルタント事業
○３次元レーザースキャナー測量
○測量事業・補償事業
○情報システム開発事業
○ GIS 開発
○一級建築士事務所
○プライバシーコンサルティング事業

支店

会社名

株式会社 富士和

会社の特徴

地域社会の産業発展に寄与する専門コンサルタント会社

所在地

代表者

土屋 靖司

主要営業品目

本社
〒

422-8055

住所

静岡市駿河区寿町 12-43

電話

054-287-7070

FAX

054-287-3930

支店

○地下水､ ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ( 物理探査、さく井工事に伴う維持管理 )
○土木地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ( 地表踏査、地質調査、現位置試験 )
○地すべり対策ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ( 調査解析 )
○環境調査ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ( 土壌汚染・分析・解析 )

沼津支店、浜松支店、沼津分室

関西エリア
会社名

株式会社 関西エンジニヤリング

会社の特徴

建設コンサルタントとして、上下水道をはじめ、河川・道路など社会資本整備全般の調査・測量・
設計業務を主な業務とし、近年は、構造物の長寿命化計画に係る業務に力を注いでおります。

所在地

60

土橋 貴和

主要営業品目

本社

支店

代表者

〒

650-0025

住所

神戸市中央区相生町 5-17-12-108

電話

078-381-5018

FAX

078-382-4080

○ 上下水道管渠・施設設計、長寿命化計画策定業務
○河川、砂防及び海岸に関する調査・設計業務
○道路に関する調査・設計業務、道路台帳作成等
○鋼構造及びコンクリートに関する調査・設計業務
○公園、造園に関する調査・設計業務
○その他、測量・調査業務

大阪・東大阪・吹田・岸和田・三田・篠山・姫路・和歌山・奈良

   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 Ｃ Ｐ Ｃ

会社の特徴

建設コンサルタントの技術を基軸として建設関連分野のエンジニアリングサービスやプロジェクト
のマネジメントサービスに注力し、プロジェクト支援コンサルタントへと発展している。

所在地

代表者

堀田 光

主要営業品目

本社
〒

550-0011

住所

大阪市西区阿波座 2-1-1

電話

06-4300-3201

FAX

06-6535-1388

○道路計画、設計
土構造物設計
○橋梁設計 トンネル設計
○地域振興計画、都市防災計画
○交通計画、渋滞対策
社会実験

支店

東京・東北・中部・中国・山梨・青森

会社名

株式会社 太陽測量

会社の特徴

創業以来 33 年の実績の中で、地域の様々な事情にも対応できる集団です。
工場や店舗の造成や開発のための調査、測量、設計、申請はお任せ下さい。

所在地

代表者

笹倉 忠彰

主要営業品目

本社
〒

669-3144

住所

兵庫県丹波市山南町奥 242 番地

電話

0795-77-2194

FAX

0795-77-2677

○設計部門（道路、河川・砂防、農業土木、森林土木、
土地開発など設計全般）
○調査部門 ( 橋梁点検、河川点検、地質・土質調査、
物件調査）
○測量分野（公共測量全般、ＧＰＳ測量、地籍調査、
各種台帳作成ほか測量全般）

支店

会社名

株式会社 田中測量設計事務所

会社の特徴

トンネル・シールド等地下の工事が得意です。特にジャイロによる精密測量では多くの実績があ
ります。

所在地

代表者

田中 達人

主要営業品目

本社

支店

〒

601-8205

住所

京都府京都市南区久世殿城町 220-1

電話

075-933-7772

FAX

075-933-7725

○公共測量、工事測量、ジャイロ測量
○地中レーダー、非破壊検査

大阪・名古屋・川崎
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   組合及び組合員紹介

会社名

西畑測量設計株式会社

会社の特徴

地域密着型 建設コンサルタント及び地理空間情報の利活用

代表者

所在地

西畑 雅央

主要営業品目
○測量（測量全般、用地・確定測量、
土地区画整理事業、地籍調査）
○設計（道路、河川砂防、鋼構造物、上下水道、
開発造成、農業土木 等）
○調査（橋梁点検調査、補償調査、環境アセスメント
（土壌・水質・大気・騒音・振動）
、地質調査 等）
○情報（デジタルマッピング、地理情報システム
（G.I.S）等）

本社
〒

649-7161

住所

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東 447 番地の 5

電話

0736-22-4460

FAX

0736-22-6345

支店

和歌山支店、大阪南事務所、岩出営業所、橋本営業所

会社名

株式会社 兵庫エンジニアリング

会社の特徴

創業 50 年という礎のもと、
「測る」
「創る」を通じて、人々の暮らしの安全・安心、豊かさの実現
のため、地域に密着した事業を展開しています。

所在地

代表者

吉森

誉

主要営業品目

本社
〒

669-4133

住所

兵庫県丹波市春日町平松 412-1

電話

0795-74-0147

FAX

0795-74-2858

○道路・河川・砂防・橋梁・構造物等の調査・
計画・設計及び施工管理
○地質調査及び解析・地下水調査・土質試験
○測量全般および地籍調査
○土地調査・物件調査等
○社会基盤整備に関する調査全般

支店

会社名

株式会社 ポラリス

会社の特徴

平成 19 年発足以来、実績を重ねてまいりました。従来からの発想を替え測量から地質調査・設計
までの一貫した業務体制を組みお客様のご要望（ニーズ）にお応えさせていただいております。

所在地

代表者

数井 康幸

主要営業品目

本社

支店
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〒

581-0013

住所

大阪府八尾市山本町南 4-1-3

電話

072-991-3636

FAX

072-991-3616

○電線共同溝に関する設計及び台帳作成
○道路及び道路構造物設計
○河川構造物設計（樋門・樋管・護岸）
○砂防ダム設計
○各種測量一般

   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 淀川アクテス

会社の特徴

永劫流れを止めぬ淀川のごとく。株式会社淀川アクテスは活動的技術集団として、人と技術の未
来へ走り続けていく。平成 21 年国土地理院長賞受賞。平成 23 年国土地理院地方測量部長賞受
賞。

所在地

代表者

池田 幸義

主要営業品目

本社
〒

533-0014

住所

大阪府大阪市東淀川区豊新 3 丁目 25 番 18 号

電話

06-6328-7348

FAX

06-6328-0808

○建設コンサルタント部門 ( 上水道・下水道・道路 )
○測量業部門 ( 一等水準・GPS 測量・国土調査・応用測量 )
○地理情報 GPS 部門 ( 各種施設管理システム )
○補償コンサルタント部門 ( 土地調査・物件調査・登記 )
○調査部門 ( 土地家屋調査・地質調査・環境アセスメント )
○不動産部門 ( 建物管理・マンションプランニング )

支店

泉州支社・東大阪・吹田・堺・岸和田・尼崎・奈良・箕面・和歌山・京都

会社名

株式会社 リオプラン

会社の特徴

土木分野における測量、設計、補償コンサルタントとして、その総合企画力、技術力を活かして
活力ある地域創りに貢献します。

所在地

代表者

足立 恵子

主要営業品目

本社
〒

669-3803

住所

兵庫県丹波市青垣町西芦田 992-6

電話

0795-87-1156

FAX

0795-87-0568

○測量：測量全般・航空写真測量、水路及び深浅測量
GIS・地籍調査・デジタルマッピング
○建設コンサルタント：道路、河川、砂防、鋼構造､
上下水道、農業土木
○土質及び地質調査・物理調査・土壌汚染
○土地調査・物件調査

支店

中国エリア
会社名

有限会社 協和測量設計社

会社の特徴

安全で、創造性あふれる住み良い郷土作りの為に、各種土木事業の一端を担い企画、測量、調
査設計部門に携わってまいりました。今後も郷土作りのエキスパートとして努力していく所存であり
ます。

所在地

代表者

曽田 修一

主要営業品目

本社

支店

〒

690-0122

住所

島根県松江市西浜佐陀町 1324 番地１

電話

0852-36-7258

FAX

0852-36-7099

【測量】基準点、水準、地形、路線、各種測量
【設計】道路、河川、砂防、各種土木構造物設計
【地質】各種ボーリング、土質試験
【補償】土地調査、物件、補償関連

大田営業所、出雲営業所、広島出張所
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   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 大地企画

会社の特徴

地域に適合した美しい大地を創造し、社会に貢献する企業を目指しています。

所在地

代表者

西村 薫

主要営業品目

本社
〒

680-0911

住所

鳥取県鳥取市千代水一丁目 70 番地 2

電話

0857-29-0551

FAX

0857-27-3150

○測量：基準点測量・地形測量・路線測量・用地測量
○設計：道路・橋梁・砂防ダム・築堤護岸・グランド設計・
急傾斜地対策・宅地造成
○地質：水門調査・地盤・解析・室内土質試験・水質分析
○補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：土地調査・建物事前調査・事後調査・
営業補償
○埋蔵文化財支援業務：古墳調査・遺跡調査・
報告書作成

支店

倉吉事務所

会社名

内海建設コンサルタント株式会社

会社の特徴

幅広い視野・洗練された確かな技術・斬新な構想力で社会資本づくりに参画し豊かな未来社会の
建設に貢献します。

所在地

代表者

藤原

明

主要営業品目

本社
〒

700-0975

住所

岡山県岡山市北区今 6 丁目 20 番 24 号

電話

086-246-1102

FAX

086-246-1109

○建設コンサルタント業務
○測量業務
○地質調査業務
○補償業務

支店

津山支店、倉敷支店、広島支店

会社名

株式会社 和幸設計

会社の特徴

我社は、人の和を大切にするという理念のもと、人の役に立つ企業を目指し、建設業における調査、
計画、設計を通じ、社会資本整備に貢献しています。

所在地

代表者

今田 裕之

主要営業品目

本社

支店
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〒

739-2106

住所

広島県東広島市高屋町大字稲木 2927 番地 2

電話

082-439-0380

FAX

082-439-0384

広島支社、三原支店

○コンクリート橋の上下部工設計
○コンクリート製土木構造物の設計
○既設橋梁の点検・補修・補強設計

   組合及び組合員紹介

四国エリア
会社名

株式会社 四国トライ

会社の特徴

熱い情熱と確かな技術で自然を守ります。

所在地

代表者

松尾 俊明

主要営業品目

本社
〒

780-0082

住所

高知県高知市南川添 17 番 21 号

電話

088-883-5908

FAX

088-883-5909

○建設コンサルタント
○測量設計
○地質調査
○地すべり対策工事
○法面保護工事
○さく井工事

支店

九州エリア
会社名

株式会社 アイエステー

会社の特徴

地すべり、崖崩れ・崩壊、土石流などの危険から生活空間を守る総合土砂対策のプロフェッショナル集団です。

所在地
本社

代表者

牧 剛尓

主要営業品目
〒

810-0011

住所

福岡県福岡市中央区高砂 1 丁目 1-27

電話

092-532-5055

FAX

092-532-5056

〇砂防調査解析設計
〇地すべり調査解析設計
〇地質調査
〇環境調査

支店

南九州支店・大分支店・宮崎営業所・鹿児島営業所

会社名

株式会社 アップス

会社の特徴

地域社会から信頼され、地域社会に貢献する会社の確立を目標とし、最新の情報を取り入れた組
織として、新しい情報・知識に基づく意識改革を躊躇せず、技術向上に努力しています。

所在地

山下 昭良

主要営業品目

本社

支店

代表者

〒

883-0021

住所

宮崎県日向市大字財光寺３７７番地１

電話

0982-53-0280

FAX

0982-52-3439

○測量業務
○ＭＫコプター（無人飛行体）事業
○建設コンサルタント
○補償コンサルタント
○建築設計業務
○ＧＩＳシステム開発業務
○施工管理業務
○環境アセスメント調査業務
○３次元シミュレーション業務

福岡
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   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 ケイディエム

会社の特徴

科学技術に関する正しい知識 (knowledge) により、豊かな社会実現の夢 (dream) を達成するため、
心 (mind) を込めた適切なサービスの提供を目指し、調査・測量から設計・計画を行っています。

所在地

代表者

児玉 勇人

主要営業品目

本社
〒

883-0005

住所

宮崎県日向市中堀町 3 丁目 119 番地

電話

0982-52-0696

FAX

0982-52-0812

○河川に関する計画、調査・観測
○河川、道路等の構造物設計
○地質及び土質調査、解析
○橋梁等の施設・構造物調査
○河川、道路に関する測量・調査

支店

宮崎支店

会社名

株式会社 コバルト技建

会社の特徴

発注者支援業務及び測量設計業、環境等にて行政機関の信頼あるﾊﾟｰﾄﾅｰとして社会に貢献して
います。

所在地

代表者

小路口 忠久

主要営業品目

本社
〒

899-7511

住所

鹿児島県志布志市有明町原田２３００- ２

電話

099-475-2596

FAX

099-475-2553

支店

鹿児島・熊本・福岡

会社名

三州技術コンサルタント株式会社

会社の特徴

岩井

健

主要営業品目

本社
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代表者

「安全・安心と快適な暮らしを守る」社会の要請に技術と英知の融合とフットワークを持って即時
に対応し、常に社会資本のユーザーからの高い評価を目指します。

所在地

支店

○発注者支援業務及び公物管理補助業務・
行政事務補助業務
○公共土木及び農業土木施設の調査計画・設計
○環境ｱｾｽに関する調査計画分析
○公共測量全般

〒

890-0042

住所

鹿児島市薬師１丁目６番７号

電話

099-285-0039

FAX

099-285-0002

○測量 / 土木・農業土木・港湾・公園
○都市計画・開発申請・造成
○交通量調査・環境調査・防災調査
○河川維持管理業務・道路維持管理業務
○ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査・CBR・土質試験一式
○用地調査・物件調査・事業損失・補償関連
○地理情報ｼｽﾃﾑ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

東京事務所、福岡、熊本、霧島、姶良、南さつま、日置、奄美大島、種子島

   組合及び組合員紹介

会社名

株式会社 実光測量設計

会社の特徴

創業以来、測量・設計コンサルタント業務を通じ、地域社会の発展と豊かな社会づくりの為の技
術企業として技術の研鑽と品質管理に努力しています。

代表者

所在地

土橋 紀平

主要営業品目

本社
〒
住所
電話
FAX

857-0403

○測量業
○建設コンサルタント
○補償コンサルタント

長崎県佐世保市小佐々町臼ノ浦 571-24
0956-68-3322
0956-68-3323

支店

福岡・佐賀・長崎

会社名

株式会社 シビルシステム２１

会社の特徴

我が社は規模が小さいながらも、港湾、漁港、海岸施設の計画、設計及び施工検討を併せて行い
ます。また、海洋における民間事業の設計、施工検討にも携わり、多様な情報、実績をもち合わ
せる努力を行っています。

代表者

所在地

陣内 茂

主要営業品目

本社
〒

810-0042

住所

福岡市中央区赤坂１丁目 7-12 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ赤坂門 302 号

電話

092-715-2356

FAX

092-715-2368

○港湾・漁港施設の計画、設計、施工検討
○海岸施設の計画、設計
○造船所施設の設計、施工検討
○海洋構造物設計等

支店

会社名

正栄技術コンサルタント株式会社

会社の特徴

地域に根ざした幅広い技術を提供する総合建設コンサルタントで、地場産スギ材の公共施設等で
の活用などにも取り組んでいる。

所在地

國府 謙一

主要営業品目

本社

支店

代表者

〒

885-0032

住所

宮崎県都城市中原町 38 街区 9 号

電話

0986-23-6203

FAX

0986-23-8979

○河川・砂防，道路，公園緑地の調査・計画・設計
○上下水道の計画・設計
○農業土木の調査・計画・設計
○地上測量全般
○環境調査 ( 騒音，振動，水質等 )
○水文調査等
○土地・建物・事業損失調査他補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務全般

宮崎支店，福岡支店
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   組合及び組合員紹介

大福コンサルタント株式会社

会社名
会社の特徴

代表者

福田 光一

「お客様の満足」を常に大切にして夢のある豊かな未来に貢献する。

所在地

主要営業品目

本社
〒

890-0068

住所

鹿児島県鹿児島市東郡元町 17 番 15 号

電話

099-251-7075

FAX

099-256-8534

○測量業
○建設コンサルタント業
○補償コンサルタント業
○一級建築士事務所
○宅地建物取引業

支店

福岡・熊本・宮崎・大隅・北薩・薩摩川内・加世田・日置・霧島

会社名

タナベ環境工学株式会社

会社の特徴

創立 40 周年を迎え、大気、水質等の環境調査、地質調査、測量及びその関連の建設コンサルタ
ント業務について地域社会に密着した企業として積極的な事業活動を展開 しています。

所在地
本社

代表者

主要営業品目
〒

870-0849

住所

大分県大分市賀来南一丁目１番８４号

電話

097-549-4035

FAX

097-549-4060

○建設コンサルタント：環境アセスメント・水文調査他
○計量証明事業：濃度・騒音・振動
○環境調査：河川及び海域調査・騒音・振動調査・
大気測定・温泉成分分析・動植物調査他
○地質調査：ボーリング調査・土質試験・ＣＢＲ試験・
地すべり調査・骨材試験他
○測量及びその他：着工前測量・道路品質管理他

支店

福岡支社

会社名

株式会社 八光開発コンサルタント

会社の特徴

地域の発展の為、日々技術更新に努めています。

所在地
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代表者

星原

勉

主要営業品目

本社

支店

藤澤 剛

〒

885-0004

住所

宮崎県都城市都北町 5511 番地 2

電話

0986-38-4047

FAX

0986-38-4504

○建設コンサルタント
・農業土木部門、森林土木部門
・河川、砂防及び海岸・海洋部門
・道路部門、一級建築設計事務所
○測量全般
○補償コンサルタント全般
○地質調査業全般

   組合及び組合員紹介

会社名

日向測量設計株式会社

会社の特徴

地域住民の「豊かで安全な生活環境の構築」を目標に、日々技術力の向上、仕事の工夫に努め
ています。

所在地
本社

代表者

黒木 繁盛

主要営業品目
〒

883-0013

住所

宮崎県日向市新生町 1 丁目 72 番地

電話

0982-52-5445

FAX

0982-52-4402

○測量全般
○設計 ( 道路・河川、砂防・土質及び基礎・
トンネルほか )
○補償業務

支店

会社名

株式会社 南日本技術コンサルタンツ

会社の特徴

"人を磨き、技術を磨き、常に挑戦する技術者集団 ”
・人を磨き社会に貢献する企業は人である、人は財産である、物を創り出すことそれは人の考えから
・技術を磨き社会に貢献する顧客の多種多様なニーズに応えることのできる技術の確保
・常に挑戦何かに常に挑戦する気持ちをもち自分を高めて行く

所在地
本社

代表者

主要営業品目
〒

890-0034

住所

鹿児島県鹿児島市田上三丁目 18 番 20 号

電話

099-258-4477

FAX

099-258-2829

総合建設コンサルタント
・環境計画・デザイン・企画
・道路 , 河川 , 砂防 , 公園等の測量・計画・設計
・橋梁 , 樋門等の各種構造物の計画・設計
・土地・地図作成の測量

支店

南さつま支店、日置支店、姶良支店、霧島支店、奄美大島営業所

会社名

株式会社 ミヤキョウ

会社の特徴

代表者

那須 信文

経営理念
『英知を結集し、優れた技術力と社業を発展させ地域社会への貢献と従業員の幸福を図る』

所在地
本社

坪内 己喜男

主要営業品目
〒

883-0101

住所

宮崎県日向市東郷町山陰乙４８

電話

0982-69-3158

FAX

0982-69-2082

○基準点測量 ･ 水準測量 ･ 路線測量・河川測量 ･
用地測量
○道路設計 ･ 一般構造物設計
○土地調査 ･ 物件等調査

支店

横浜

会社名

株式会社 ワコー

会社の特徴

最良の品質を「施工管理」に求め、技術者を全国へ派遣しております。
また、地域に密着し常に社会に必要とされる事業を展開していきます。

所在地
本社

支店

代表者

吉原 知宏

主要営業品目
〒

819-0006

住所

福岡市西区姪浜駅南４-１２-１２

電話

092-882-3188

FAX

092-882-3199

○ 施工管理
（計画、道路、橋梁、港湾、送配電他）
○ 省エネ支援対策事業（ESCO 事業他）
○ 省エネ設備改修事業
○ 測量業、土木設計
○ 不動産管理賃貸運営
○ 一般人材派遣業 / 有料職業紹介業

福岡（本社）
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編 集 後 記
From the editors.

3 年前から組合運営に参加させていただくことになり、記念すべき創立 50 周年誌編集に立ち会うこ
とができました。編集しながら、今後当組合をどう継続して行くのか、新たな時代をどう築くのか課題
が見えてきました。本誌編集に当たりまして関係各位、組合員各位のご協力に感謝いたします。今後と
も当組合へのご支援をよろしくお願いいたします。

（黒田）

広報活動推進部会長となって最初の仕事が 50 周年記念誌の発行という、大仕事になりました。この
編集を通じて、組合活動への理解が深まった、という自分本位な感慨が大きくて少し恥ずかしい気持ち
ですが、ご容赦いただければと思います。本誌の編集にご協力いただいた関係各位に深く感謝申し上
げます。

（神田）

今年度途中より組合事務局の仕事をお手伝いするようになり、早 5 ヶ月。組合創立 50 年の記念誌
作成と企画に参画させていただき、昭和 37 年の協同組合設立認可より、組合の歴史を垣間見させてい
ただきました。一口に 50 年、昔は人の人生 50 年、重いものだなあ、歴史だなあ、と感じさせていた
だきました。

（桑原）

40 周年記念誌の時から組合のお手伝いしています。それから 10 年、組合の活動に愛着を感じるこ
の頃です。組合員の皆様に「入っていて良かった」と思って頂けるような組合にしたいです。ご意見・ご
要望がありましたらどうぞお気軽にご連絡ください。

（時田）

≪ 50 周年記念誌編集委員≫
理事

業務運営部会長

黒田 真一郎

理事

広報活動推進部会長

事務局長

桑原 晴雄

事務局

時田 美智子

神田 康嗣

建設コンサルタンツ協同組合 50 周年記念誌
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