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　平成２９年５月２２日に開催されました、本組合理事会におきま
して、前理事長堀尚義の後を継ぎ、若輩ながら理事長に就任致
しました。我が国の建設関連業界が大きな変革期を迎えている
このご時世に理事長の職に就くにあたり、その責務の重さを痛
感しております。

　当組合は建設コンサルタント業者の全国組織として、唯一の
建設大臣認可の協同組合として、昭和３７年６月に設立されて
以来、「相互扶助の精神」を基本的な考えに据え、個々の企業
では難しい活動を効果的に行うために、互いが協力して共同事
業を展開してまいりました。
　事業開始から５４年が経過し、組合のかじ取り役となる理事長という重責を担うことになり、改めて
その職責の重さに身の引き締まる思いであります。

　当組合を取り巻く環境は決して平坦ではありませんでした。特に、1990年にバブルがはじけて27年
が経ちましたが、未だにそのつけはとても大きいものがあります。それは、人の問題です。これまで社会
を築き上げてこられた団塊世代の人が卒業し、その穴を埋めるべき若手技術者の技術職離れは極
めて深刻な状況にあり、また同時に有資格者の確保等の問題でも時代の変化に追随できないほど深
刻な状況にあると言えます。特に中小企業にとって、そのひずみは極めて大きく、一企業だけでの対応
では極めて難しい状況にあります。
　我々中小企業にとって厳しい時代環境であればこそ、組合の基本理念である「相互扶助の精神」
は、これからも、そしてこれまで以上に組合員にとって大切なものであり、必要とされております。

　今後も組合精神を忘れることなく、企業間の連携を大切にし、より一層組合員にとってなくてはなら
ない組合となることができるよう、微力ながら職務に邁進し、協同組合だからこそできることを念頭に置
き、その使命を果たすべく努力をする所存です。前任者同様、今後もさらなるご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

就任挨拶
建設コンサルタンツ協同組合 理事長

山本　実
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建設コンサルタント業界の現状の認識と将来の予測

≪先輩達から学ぶこと≫
団塊の人たちを含む先輩たちはどうやって（どのような思いで）
今のようなコンサルタント業界を創り上げてきたのか
　1. 仕事に対する先輩達の信念を聞いてみる。
　2. 先輩たちの目指していた未来像
　3. 先輩たちが作り上げてきたこの業界のあり方
　　納得している点（努力が報われている）
　　不満な点（こういったところは改善の余地大いにあり）
　4. 先輩たちが若い人達に期待する事

≪役に立つ協同組合≫
これからの中小建設コンサルタント業を背負って立つ皆様と共に今抱えている様 な々問題を共有しながらその問題
解決の為にこの協同組合が役に立てばよいと思います。
※ケンコンジャーナル107号に掲載“皆で考えよう！これからの中小建設コンサルタント業”で述べさせていただきました。

≪現在の問題≫
　1. 高齢者の活用、若者の採用と教育、女性の採用と育成、
　2. 私たちができる地域貢献、社会貢献
　3. 仕事のあり方（働き方の変革） 
　4. 会社の中でのコミュニケーションのとりかた
　5. 私たちの仕事とロボット

≪これらの問題を≫
　1. 指導を受けたり助言を受けたりするのではなく、組合員がお互いに現状を話し合って友情を高め合い、
　   コミュニケーションをしっかりとることが協同組合発展につながるのではないかと思います。
　2. 問題ごとに委員会を作り、組合員各自興味がある委員会に所属し意見交換を行えるようにすれば面白いのでは  
　　 やり方に関しては委員会ごとにアイデア工夫してやれば盛り上がりがみられるのではとおもいます。

一年間よろしくお願いいたします。

就任挨拶
建設コンサルタンツ協同組合 副理事長

村尾　建治
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　今期から、山本実新理事長を補佐すべく、若輩者ではあります
が副理事長に就任いたしました。所属する組合員の相互扶助、経
済的地位の向上を大きな目的としている当組合ですが、長い景気
低迷の中で順風満帆な組合運営と言うわけには行かず、今後もし
ばらくは山あり谷ありの運営という事になろうかと思います。大変な
ご苦労と責任をお果たしになる山本新理事長の補佐を務めるにあ
たり、身が引き締まる思いでおります。

　当業界を取り巻く現在の社会環境は決して良好と言うわけには
まいりません。長い景気低迷に伴う経営環境の悪化、経営環境の
悪化がもたらす雇用の減少問題など、負のスパイラルとも言うべき状況にあります。中小企業においては
この事がさらに顕著と言えます。受注が思わしくない、技術者が確保できない、先行きが見えないなど、
中小企業においては次世代に事業を受け継ぐことさえ困難な状況が現実的に生まれております。この
事は建設業・建設関連業にとって非常に大きな問題であり、組合設立の精神と照らしても、取り組まな
ければならない重要なテーマと考えます。

　これまでも、当組合は景気低迷に端を発する課題を始め諸課題に対し、組合の基本理念である「相
互扶助の精神」の下、問題に直面した代々の理事長が職責を賭して取り組んでこられました。しかるに、
建設コンサルタント業を取り巻く近年の社会環境は思いのほか悪く、その努力を無にするような状態で
あったという事と思います。

　このような厳しい状況ではありますが、我々はここに留まっているわけには参りません。組合の精神に
則り、組合員同士の結びつきを一層深めるとともに、組合員の明るい将来にとってどのような活動ができ
るかを、山本新理事長の指導を仰ぎつつ前向きに取り組み、協同組合としてのさらなる連帯と発展を図
りたいと思っております。
　微力ながら職責を果たすべく努力して行きたいと存じますので、今後、皆様の一層のご指導ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。
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高野　泰隆

就任挨拶



第55回通常総会開催第55回通常総会開催
議案は原案通り可決される。

第１号議案　平成２８年度事業報告書及び決算関係書類承認の件
第２号議案　平成２９年度事業計画及び収支予算決定の件
第３号議案　平成２９年度経費の賦課及び徴収方法決定の件
第４号議案　平成２９年度借入金残高の最高限度額決定の件
第５号議案　１組合員に対する貸付金残高の最高限度額決定の件
第６号議案　役員報酬決定の件
第７号議案　定款全文変更の件
第８号議案　定款変更認可申請における字句の一部修正委任の件
第９号議案　賛助会員規約設定の件
第10号議案　理事及び監事選挙の件

以上、事務局から詳細に説明を行ったのち議場に諮ったところ、
各議案とも満場一致、原案通り可決決定しました。

　この度、建設コンサルタンツ協同
組合の第５５回通常総会後の懇親
会が盛大に開催されますことを、お
慶び申し上げます。
　また、この場をお借りしまして、
貴組合には、平素より国土交通行政
の推進につき格別のご理解とご協
力を賜っておりますことを、改めて
厚く御礼申し上げます。
　建設コンサルタント業は、防災・
減災、老朽化対策への対応など、建
設業と一体となって「地域の守り
手」としての役割を担っています。
しかしながら、建設業・建設関連業では高齢世代の大量離職を
控えており、将来における担い手の確保や技能・技術の継承等
が必要不可欠であります。
　国土交通省では、本年を生産性革命「前進の年」とし、全ての建
設プロセスでＩＣＴ等を活用するi-Constructionなど、建設現場
の生産性向上の取組をさらに進めております。
　また、建設関連業の担い手を確保するためには、処遇の改善を
進めることが不可欠です。このため、国土交通省では、設計業務
委託等技術者単価の引き上げなどによる適切な賃金水準の確保
や履行期限の平準化、学生に対するイメージアップのための広
報活動等に取り組むことで、建設コンサルタント業における将
来の担い手の確保・育成を図ってまいります。
　皆様には引き続きこれらの施策に御理解、御協力をいただけ
れば幸いです。
　最後に、貴組合のますますのご発展と、各会員及び本日ご列席
の皆様のご健勝とご活躍を心から祈念致しまして、私のご挨拶
とさせていただきます。

来賓ご挨拶 祝電
国土交通省　土地・建設産業局　建設市場整備課
専門工事業・建設関連業振興室　企画専門官 麓　博史 様 参議院議員足立敏之  様

参議院議員佐藤信秋  様
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　平成26年6月に『公共工事の品質確保の促進に関する法律』（以下、品確法）の改正案が国会で成立施行されたことを機に、全国の

建設コンサルタントの方々を対象にして、本法律内容の詳細と、これによって建設コンサルタント業がどのように変わるかを説明する

ための講習会の開催を計画いたしました。

　品確法の理念と内容を詳しく知っていただくことで、地域に根差した企業の積極的な活用や正しい積算による適正な利益の出る契

約方式の採用など、今後の事業展開に有意義な知見をご紹介できるものと考えております。

　これと同時に最近発注者との間で問題化しております設計瑕疵に関するトラブルと、そのリスクを回避または縮小するための瑕疵

担保保険についてご説明し、各企業のリスク管理に役立てて頂けるようご案内するものであります。

　地元で活躍されている建設コンサルタントの皆様を微力ながら応援できると確信しております。何卒、本講習会の趣旨にご理解賜

り、積極的にご参加いただきますようお願い申し上げます。

参加
無料

03-5956-5598

------------------------------------------------------------2017------------------------------------------------------------

（火）9/26
・宮城県仙台市青葉区中央2-2-10
・14:00 ～ 16:10　8階
・定員／100名

13:30 　　　　  受付開始
14:00-14:05　 開会挨拶　建設コンサルタンツ協同組合理事長
14:05-14:55　第１部　改正された「公共工事の品質確保促進に関する法律」について
　　　　　　　　【講師】   建設コンサルタンツ協同組合理事　黒田真一郎
14:55-15:05　 質疑応答
　　　　　　　　～休憩15 分～
15:20-16:00　第２部　「設計瑕疵について」
　　　　　　　　【講師】  ㈱アールアンドディセキュリティ代表取締役　鷲澤直樹
16:00-16:10　 質疑応答
16:10-16:15　 閉会挨拶　建設コンサルタンツ協同組合副理事長

13:30 　　　　  受付開始
14:00-14:05　 開会挨拶　建設コンサルタンツ協同組合理事長
14:05-14:55　第１部　改正された「公共工事の品質確保促進に関する法律」について
　　　　　　　　【講師】   建設コンサルタンツ協同組合理事　黒田真一郎
14:55-15:05　 質疑応答
　　　　　　　　～休憩15 分～
15:20-16:00　第２部　「設計瑕疵について」
　　　　　　　　【講師】  ㈱アールアンドディセキュリティ代表取締役　鷲澤直樹
16:00-16:10　 質疑応答
16:10-16:15　 閉会挨拶　建設コンサルタンツ協同組合副理事長

（火）11/7
・鹿児島県鹿児島市鴨池新町7番4号
・14:00 ～ 16:10　401会議室
・定員／100名

両日とも定員になり次第締め切らせていただきます。

CPD単位 2.0

土木学会
CPD認定プログラム
土木学会
CPD認定プログラム

参加お申込み方法

お問合せ

E-mail   webmaster@kencon-coop.or.jp
参加申込書PDFに必要事項をご入力の上、下記メールアドレスまでお送りください。

CPD単位 2.0

☞ http://www.kencon-coop.or.jp
参加申込書は組合ホームページよりダウンロードできます。

☞仙都会館 ☞鹿児島県市町村自治会館

KENCON COOP
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　遠藤設計事務所は平成５年に創業し、平成８年の有限会社化を経て
平成１８年１０月２０日に現在の株式会社遠藤設計事務所に商号変
更しました。平成２９年４月現在、４名の役員と１１名の技術職員を
含め、総勢１８名で業務を行っています。
　これまで弊社は、お客様の身になり、誠心・誠意対応することを基
本方針として業務遂行に励んでまいりましたが、同時に上下水道コン
サルタントとして、水と環境に関する業務において基本構想・計画・
実施、環境アセスメント、景観設計等における高度な技術力を提供で
きるよう日々研鑽に励んで参りました。
　今後は、平成２０年度に国交省が創設した下水道長寿命化支援制度
を受け、下水道長寿命化計画に資する業務を強化していきたいと考え
ております。特に、弊社で確立した下水道管路施設の調査・診断を行
う「展開画像システム」と「衝撃弾性システム」を併用した定量的調査
手法を駆使し、下水道長寿命化計画の各工程に関連した技術を中心と
した業務展開に取り組んで参ります。
　また、各種構造物の建設に係る設計、各種測量、及び小水力発電（再
生可能エネルギー）に係る調査、設計、運営、メンテナンス等の業務に
つきましてもこれまで以上の充実を図っていくこととしております。

株式会社 遠藤設計事務所
水と環境について、計画から維持管理までプランニング

KENCON COOP

No.108

○小水力発電とは、高いところから落ちる水のエネルギーを利用して水車を回し、
　発電するシステムのことで、近年注目されている再生可能エネルギーの１つです。
○「小水力発電」については厳密な定義はありませんが、出力10,000kW～30,000kW以下を
　「中小水力発電」と呼ぶことが多く、また「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
　（新エネ法）」の対象のように出力1,000kW以下の比較的小規模な発電設備を総称して
　「小水力発電」と呼ぶこともあります。
○一般的には、下表に示すような出力区分があり、1kW 未満のきわめて小規模な発電を
　「ピコ水力」として細分化することもあります。

可能性調査から各種現地調査、水車架台設計・メンテナンス及びコンサルタント業務を承ります。
≪小水力発電業務≫≪小水力発電業務≫

●建設コンサルタント(下水道・道路部門)登録
●測量業者登録
◆下水道管路管理業業者（総合管理部門）登録
◆全国小水力利用推進協議会　団体正会員
◆公益社団法人 日本下水道協会 賛助会員
◆管路品質評価システム協会「ピケスト協会」会員
◆一般社団法人管路診断コンサルタント協会会員代表取締役　遠　藤　雅　人

《 本 社 》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《 由利本荘支店 》
〒010-0914 秋田市保戸野千代田町9-43 保戸野パークビル　　〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野7-247
 TEL 018-863-8011　 FAX 018-863-8102　　 　　　　　　　 TEL 0184-44-8891　 FAX 0184-44-8892

http://endousekkei.co.jp/
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東京都練馬区貫井2-1-29 NKビル4F

　建設コンサルタンツ協同組合入会に当たりご挨拶を申し上げます。
　何度か建設コンサルタンツ協同組合様からダイレクトメールで入会のお誘いがありましたが、なかなか踏み切れない状況でした。過日に組
合の講演会を拝聴し又、人格の形成、技術力の向上、倫理の徹底、公共の福祉増進という組合のモットーについて、当社の理念と一致するのでは
と感銘し、且つ幅広い分野で活動ができればと思い入会致しました。
　新発設計と言う会社名は創業社長が新潟県新発田の出身であり、そこの地名を参考にして命名をしております。
当社の主力は創業以来30有余年一貫して上水道の管路埋設設計を手掛けてまいりました。小さいものは20mmから大きいものは2000mm超ま
で、さく井、浄配水場内配管、建屋内配管の設計と多岐にわたります。
　社会インフラの整備において、長きにわたり貢献できましたのもひとえに皆様方の並々ならぬご尽力を賜りましたお陰でございます。
近年、都水道局耐震化計画10か年事業に沿い事業を拡大して参り、測量、道路、公園、地下構造物等の土木設計においても社員の充実を図りなが

らいかなる状況にも現在は対処をしておりますがまだまだ未熟でございます。
　今後、起こりうる様々な社会情勢の変化に対応するため若い力を結集し、何事にも誠実に行動し、常に技術を磨き、お互いに協力し信頼を得て社会に貢献をしたいと
思っております。
　私たちは、この思いを胸にこれからも挑戦し続けますのでよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　高　橋　英　明

主に上下水道の設計を行っています。
上水道設計では、路線測量による現況確認や埋設物調査を行い、地中内の状況を確認します。特に23区内では企業等の管路が輻輳しているために
施工が困難なケースがあり、とても重要です。現状を把握した上で問題点を洗い出し、管種・工法等の検討を行い、施工可能な選択肢の中から最良
のものを選びます。 様々な工程の中で論理的に検討を進めていく難しさがあります。その中でも上水道は人々が生活をする上での重要なライフラ
インであり、安全な水を安定して供給できる設計を心がけています。

測量業務としては主に水道設計に必要な路線測量であるオフセット測量・平板測量・中心線測量・縦断測量を行っています。
その他に区市町村発注による、基準点測量・用地測量・境界測量等も幅広く行い、発注者が満足する測量成果を得られるよう、最新機器を導入し測
量の効率、精度向上のため日々精進しています。

自治体から発注された工事の施工管理業務を行っています。工事受注者との打ち合わせや、現場での施工立会、出来形確認、設計変更の事務手続き
から完成検査まで発注者の承認を得ながら進めます。工事現場は常に変化するため、我々には素早い判断が求められます。発注者と工事受注者との
事務手続きをスムーズに行うために、様々なケースを想定し綿密な打ち合わせを行っています。

設  計

測  量

施工管理

☎03-3825-0710
http://www.shiba-sekkei.co.jp/

確かな技術力で
社会に貢献します
確かな技術力で
社会に貢献します

KENCON COOP

No.108



事業内容

〒733-0011 広島市西区横川町2丁目7-19 横川メディカルプラザ 7F
TEL 082-235-0211　　FAX 082-235-0333

　弊社は、1997年（平成9年）4月の創業以来、土木分野の解
析・計画・設計に特化した技術パートナーとして成長して
まいりました。 　
　近年、社会的な安全・安心に対する関心の高まり、各種施
設の維持管理の重要性など公共事業を取り巻く環境も変化
してきています。 時代の要請に応じた技術研鑽を進めて、お
客様に信頼され、選択される技術パートナーとしての役割を
果たしたいと考えております。
　経営理念である「お客様に喜ばれ、地域の発展に貢献し、社
員・家族を幸せにする。」を基本に、確かな品質と優れた技術
力を提供する専門技術者集団として社員一丸となって努力
致します。
　なお一層のご愛顧・ご指導・ご支援を賜りますよう、お願
い申し上げます。

商　　　号　　株式会社　土木技術コンサルタント
設　　　立　　平成9年4月1日
資　本　金　　1,000万円
代　表　者　　代表取締役社長　下村 三朗 
社　員　数　　25名（平成29年4月1日）
主な取引先　　建設コンサルタント、ゼネコン

会社概要

創立20周年記念式典（平成29年5月18日）
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DEC http://www.decnet.co.jp

① 河川計画

河川整備基本計画、氾濫解析、ダム管理、防災関連、事業評価、その他 

② 河川・砂防

河川設計、砂防計画・調査、砂防設計

③ 土質基礎

地盤改良、鉄塔基礎、発･変電所基礎の設計

④ 港湾

港湾施設・海岸構造物の設計
（軟弱地盤解析、補修・補強の設計を含む）

⑤ 道路・橋梁

道路、交差点、橋梁（上･下部工）、道路構造物設計、道路防災対策

⑥ 下水道

公共下水、集落排水、雨水排水機場、下水処理場の設計、浸水対策、耐震設計

⑦ 地中化

電線共同溝設計、地中送配電線路設計、各種施設の設計計算

⑧ 施工計画

仮設構造物設計(土留め、地盤改良)、施工機械選定、
工事中の切回し、工程計画、機器搬入計画
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■建設コンサルタント

　・橋梁設計（予備・詳細設計、耐震補強・補修設計）
　・道路予防安全（橋梁点検、長寿命化計画、附属物（標識・照明施設）の点検）
　・道路設計（計画及び詳細設計、道路構造物設計（箱型函渠・擁壁・その他）、軟弱地盤解析）
　・河川設計（河川計画、構造物設計、護岸・樋管・水門設計）
　・上下水道設計（実施設計、耐震診断、耐震設計）
　・公園設計（計画及び実施設計）
　・農業土木（構造物の計画及び詳細設計）
■測量

■土質、地質調査

■施工管理

■建設コンサルタント

　・橋梁設計（予備・詳細設計、耐震補強・補修設計）
　・道路予防安全（橋梁点検、長寿命化計画、附属物（標識・照明施設）の点検）
　・道路設計（計画及び詳細設計、道路構造物設計（箱型函渠・擁壁・その他）、軟弱地盤解析）
　・河川設計（河川計画、構造物設計、護岸・樋管・水門設計）
　・上下水道設計（実施設計、耐震診断、耐震設計）
　・公園設計（計画及び実施設計）
　・農業土木（構造物の計画及び詳細設計）
■測量

■土質、地質調査

■施工管理

株式会社日本設計コンサルタント
NIHON  SEKKEI

業務内容

会社概要

株式会社日本設計コンサルタント

会社名　　株式会社日本設計コンサルタント
本　社　　〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-11-12
　　　　　TEL.048-824-5811　　FAX.048-824-5845
営業所　　東京支社、春日部営業所、川越営業所、戸田営業所、熊谷営業所
資本金　　25,000万円
設　立　　昭和35年3月8日
登　録　　建設コンサルタント登録（鋼構造及びコンクリート、道路、下水道）、測量業者登録



〒170-0013 
東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル7階
TEL. 03-5956-5598　FAX. 03-5956-5599
URL　　http://www.kencon-coop.or.jp
E-mail　webmaster@kencon-coop.or.jp
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KENCON COOP

編集／発行

http://www.kencon-coop.or.jp最新情報は建コンホームページをご覧ください。

ホームページで公開している情報

・組合概要・事業内容・組合員名簿・入会案内・賠償責任保険
・建コンコープジャーナルバックナンバー・関連情報
・50周年記念誌PDFダウンロード
・最近の活動状況動画・リンク集など

組合員様相互の情報交換を容易にするために

・組合員様ならどなたでもご投稿いただける「コラムコーナー」
・全国の組合員様の業務紹介および地元PRコーナーを新設予定

総会や地方勉強会などの活動を動画で公開

・地方都市での普及活動の様子を動画でご覧いただけます。
・通常総会など、過去の動画もご覧いただけます。（現在準備中）

webmaster@kencon-coop.or.jp

お問合せ・ご要望は、建設コンサルタンツ協同組合事務局まで

組合員の方には、特別価格で
ホームページ作成も承っております。

ぜひ、ご相談ください。

最新情報は建コンホームページをご覧ください。




