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この「心得」は企業としてのモットーであるべきであると同時に、建設コンサルタン
ト業の社員一人一人の心得るべき事項でもある。社内規定等に採用するとともに、あ
らゆる機会にこれを表示して、建設コンサルタント技術者の認識と社会的地位向上
のために資していただきたいと考えるものである。
「建設コンサルタント技術者の心得」は第６代福岡保理事長の提案で常設の「経営研
究会」が設置され、当協同組合のモットーともいうべき標語の検討にかかった。慎重審
議を重ね、平成２年３月２３日の理事会で制定をみるに至った。

建設コンサルタント技術者の心得建設コンサルタント技術者の心得

建設コンサルタント技術者はその使命と職責を自覚し、
社会的地位の向上を図るために、下記の各条を実践する。
建設コンサルタント技術者はその使命と職責を自覚し、
社会的地位の向上を図るために、下記の各条を実践する。

一．人格の形成

二．技術力の向上

三．倫理の徹底

四．公共の福祉増進

知的産業に従事する職業人としての常識と教養を身に付け、
さらに敬愛される人格の形成に精進する。

あらゆる機会に合理性と創造性を追求し、
常により高い技術力の修得に努力する。

いかなるときも中立的立場を堅持し、秘密を厳守して、
クライアントおよび公共に不利益をもたらさない。

建設関連業を通じて、公共の福祉増進に貢献し、
地域ひいては国家の繁栄に寄与する。
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新年挨拶
建設コンサルタンツ協同組合 理事長

山本　実
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　明けましておめでとうございます。

　２０１８年、新しい年が始まりました。組合員の皆さんと新しい年
を恙なく迎えることができ、感謝を申し上げたいと思います。
　
　今年は、前理事長堀尚義の後を継ぎ第九代理事長に就任し
２年目を迎えます。我が国の建設業界が大きな変革期を迎えてい
る今、改めて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、その責務の重さに痛感しているところです。

　この１年、理事の方々、また組合員の皆様のご協力を頂きなが
ら魅力ある組合づくりを基本理念として組合活動を展開して参り
ました。主な活動としては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「設計瑕疵について」の講
習会を仙台と鹿児島の 2 箇所で開催し、この業界で働く皆様の知識習得と普及活動に努めて参りま
した。講習会に参加された方々からは、いずれの講習会においてもご好評を頂くことができました。今年
はこの結果を受け、全国３箇所にて講習会が開催できるよう、計画させていただきたいと考えておりま
す。また、各地域での企業間連携の推進も積極的に展開し、個々の企業では難しい課題も、組合員同
士で問題解決が図れる場・環境を作っていくことに努力して参ります。

　今年の世界景気は、拡大基調にあるといわれております。日本でも、安部政権は６年目を迎え、一億
総活躍社会の実現に向けて、「希望を生み出す強い経済」を「新・三本の矢」の一本に掲げ、成長と
分配の好循環のもと、持続可能な経済成長を大きな政策として提唱しております。我われ中小企業も
大いに期待しているところです。
　しかしながら、我われ業界にとって、雇用問題、労働環境問題、有資格者問題等、解決すべき課題も
山積していることも事実です。
我々中小企業にとっては、まだまだ厳しい時代環境ではありますが、組合の精神でもある「助け合うこと
の大切さ（互助の精神）」を持ってして、この難局を乗り越えて行きたいと考えております。
　
　今年も、理事全員が一丸となって組合員の皆さんと共に歩むことができる施策を、誠心誠意、考えて
参ります。今後とも、組合員の皆様にはご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

平成三十年 元旦
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新年挨拶
建設コンサルタンツ協同組合 副理事長

村尾　建治

　組合員の皆様、新年おめでとうございます。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　きっと皆様は「今年も頑張るぞ」又は「今年こそ頑張るぞ」と誓いを立てら
れたと思います。そして自社の年間発展計画の中にしっかりこの協同組合を
入れ込んでいる方もおられると思います。今年はどのような形で組合を利用
されるのでしょうか？また、組合はどのような形で皆様のお力になれるのでしょ
うか？私は色々な形で皆様のお役に立てると思います。

　その中の一つとして、広報活動を真っ先に挙げることができるのではない
かと思います。
まずどんな会員が仲間なのか、興味ある会社とのコミュニケーションをとる。
他の組合員に対し自社の得意な業務内容、自社開発した製品等を発信する。
自社の仕事を手伝ってくれるか、自社を使ってくれるか。
自社が必要としている情報を的確に教えてくれるか。
コンサルタント業界の今一番の先端技術、情報を組合はマメに発信してくれるか。
自社の興味ある事案を組合員同士でグループを作って行動できるか。

　以上のような案件で、組合員同士が広報活動を利用し、コミュニケーションをよく取ることにより組合が身近なも
のになります。
これらの事をより可能にするために、今まで発刊してきたケンコンジャーナルを利用すると同時に新しく組合通信
（定期、不定期）を発刊してみてはどうであろうか？
これら組合員の活動の応援に共同組合が大いに役立つことによって、組合員である意識と結束力が高まるので
はないか？

100社近い組合員が積極的に組合を活用する。新入会員がどんどん増えていく！
これが正夢でありますように！
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建設コンサルタンツ協同組合 副理事長

高野　泰隆

新年挨拶

　新年あけましておめでとうございます。

　組合員の皆様には希望に満ちた新年をお迎えになられた事とお慶び
申し上げます。昨年は当組合の活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
今後とも、山本理事長の下、組合員皆さまのご理解・ご協力を得て相互
の理解と互助が深まるよう組合活動を行って参る所存でございます。
　昨年は一昨年に引き続き、この業界で働く皆さまに対する重要な情報・
知見を普及する活動の一環として、「改正品確法」ならびに「建設コンサ
ルタント賠償責任保険（瑕疵担保保険」の講習会を宮城県と鹿児島県に
おいて実施し、盛会の内に終えることができました。これも偏に組合員皆
様のご協力とりわけ開催県の会員様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。また大多数の参加者様からは、大
変有意義であった、よく理解できたとの回答を頂き主催者としてやり甲斐を感じた所であります。

　さて、昨年もまた、天候不順による集中豪雨や度重なる大型台風の襲来により、多数の被害が発生し、多くの
命や建物が失われました。護岸や堤防などにより救われた命も救えなかった命もありました。社会資本の整備に
携わる我 コ々ンサルタント業者の使命は、より良質で安全な構造物を作るための技術サービスを提供し、誰もが
安心して住める国づくりに貢献することであろうかと思います。今、社会は急速な高齢化・人口減少など嘗て
経験したことが無い状況を向かえつつあります。国内外で多くの社会的・政治的不安も発生しています。そし
て向かう先がどのような状況になるのか沢山の予想が語られておりますが、実際のところは誰にもわかりません。
ただ、我々はこれを不安と言うものでは無く希望と言うものに変えて行かなければなりません。
市場変動や環境変化はいつの時代でもあったと思います。多くの新しい分野も発生するでしょう。無くなる分野
もあるかもしれません。しかし、どんなに社会情勢が変化しても社会資本整備や環境保全の必要性が失われる
ものではありません。組合員の皆様とともに前向きに努力し活動し，議論する事が新しい分野の仕事に繋がり、
今後の組合組織および組合員様各位の発展をもたらすものと思っております。

　今後も山本理事長の方針の下、一丸となって組合活動に精進する所存ですので、ご指導ご鞭撻のほど宜し
くお願い致します。
　最後になりましたが、新しい年が組合員の皆様並びに従業員の皆様にとって幸多い一年になります事を祈
念して、新年のご挨拶に代えさせていただきます。
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コンサルタントのプロとしての誠意と高い技術力を以て、皆様の期待と要望に応えます。

ジオテックコンサルタンツ株式会社

業務内容

会社概要

所 在 地 　 〒010-1633　秋田県秋田市新屋鳥木町1-74

電話番号　　018-888-8533  

FAX番号　　018-888-8535  

創　　立　　平成8年10月1日

資 本 金 　　20,000,000円

代 表 者 　　代表取締役　三笘　寛

従業員数　　15名

登　　録　　土木関係建設コンサルタント業

　　　　　　(河川・砂防及び海岸・海洋、道路、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート)

　　　　　　地質調査業、建設業(さく井工事業)、測量業

地盤調査  ：  土質・岩盤ボーリング，各種サウンディング

解析業務  ：  軟弱地盤解析，液状化解析、FEM解析 等

試験業務  ：  室内土質試験，平板載荷試験 等

計測業務  ：  軟弱地盤動態観測，地すべり動態観測 等

設計業務  ：  道路設計，土木構造物設計、橋梁設計 等

さく井工事：集水･排水ボーリング工事 等

業務対象地：秋田県内をはじめとする東北地方全域

本社社屋全景

組 合 員 紹 介

KENCON COOP

No.109



アイデアで水を活かす！

管路耐震化実施設計

再開発下水道設計

再構築調査設計

再構築実施設計

改良実施設計

改築実施設計

3Dレーザー計測による既設管調査

弊社は下水道設計を専門とし、既設管

調査から流量モニタリング調査、流出解

析やＦＥＭ解析まで自社で実施しており

ます。

流量モニタリング調査では、管きょ内

部の調査だけでなく圧送管の外側から計

測する技術も持っておりますので、老朽

化したポンプ場等の送水試験（多点同時

計測）などにも対応可能です。

認可設計

基本設計

実施設計

圧送管設計

特殊マンホール設計

マンホールポンプ設計

弊社は3D技術を積極的に取り込んで

おります。

都市部における下水道工事では地上も

地下も高度利用された環境下で施工を行

わなければなりません。このような状況

での施工計画立案については３次元での

検証が不可欠です。

周辺環境への影響が大きくなる大口径

断面では、地上計測だけでなく管きょ内

計測も行うことでより精度の高い設計を

実現しています。

株式会社ニチラボは平成20年に設立した下水道設計を得意とする会社です。これまで培ってきた下

水道設計や調査に関連する技術を今後も発展させ、社会や顧客のニーズに答え、人材を育成し、利益

を上げることを通して社会貢献することを目的としております。

現在のスピード社会で成功するためには「積極的に変化を取り入れる組織」が必要だと言われてい

ます。しかし、設計の仕事では人の関与する部分がまだまだ多く存在します。従って、これら双方の

バランスを図りつつ時代を少し先取りする変化を取り入れることが成功の鍵と考えています。

ニチラボという社名には大きく2つの意味が込められています。1つは、日本をより良くしていきた

いという思いから生まれた「日本研究所→ニチラボ」。もう1つは、技術者は日々の仕事で相対的1番

を求めているが、複雑化した21世紀の科学技術分野においては技術者であっても科学者や研究者のよ

うに絶対的1番も追及しなければならない。「日々(nichi)の仕事を研究室（lab）の中にいる技術者の

気持ちで取組む」というものです。ニチラボは japanese.ne.jp というURLを所有しています。今後、

下水道設計で得た収益とこのURLを活用して社会貢献することも視野にいれています。

代表取締役

湯元 禎治

東京都練馬区練馬四丁目7番9号

TEL：03-5946-6901

FAX：03-5946-6902

開削工法

推進工法

更生工法

シールド工法

管路耐震化工法

人孔浮上抑制工法

数量計算

流量計算

施工計画

流出解析

FEM解析

不等流計算

3Dレーザー計測

既設管調査

管路内調査

流量調査

雨量調査

各種測量

センサーによる流量調査

組合員紹介
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下水道管きょの調査から設計までをワンストップで提供します。



建設コンサルタント建設コンサルタント

ピーシー技研株式会社ピーシー技研株式会社

会社概要会社概要

踏査から会検まで対応する総合コンサルタントを目指して幅広い技術を手掛けています。踏査から会検まで対応する総合コンサルタントを目指して幅広い技術を手掛けています。

社　名　ピーシー技研株式会社
創　立　昭和48年10月
資本金　2600万円
登　録　建設コンサルタント・測量業

本　社　
〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-40-2 南浦和ガーデンビルリブレ　
TEL (048) 882-1181（代)
事業所　東京支店・川口営業所・秋田営業所・春日部営業所・長野営業所

橋　梁

ＰＣ橋　　　鋼橋　　　橋梁台帳作成
耐荷力算定　　　　　　修景意匠設計
斜張橋　　耐震点検調査　　景観設計
対策工法比較選定　　　荷重載荷試験
補修補強設計　　　ライトアップ計画
側道橋　　　橋梁調査　　　拡幅設計
透視図作成　　　カラーモンタージュ
その他

河　川

河道計画設計　　　　　　　親水護岸
河川緑化　　　　　　　護岸構造設計
調整池計画設計　　　　　　樋管水門
その他

都市施設

駅前広場計画設計
駐車駐輪場設計
その他

下水道

幹線シールド工法
放流渠　　　　　管渠推進
都市下水道　　　開削管渠
その他

港　湾

防波堤　　　護岸　　堤防
水門　　　　門　　　防潮堤
岸壁　　　　桟橋　　臨港交通施設
その他

組合員紹介

KENCON COOP

No.109
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本       社      〒103-8338  東京都中央区日本橋室町2-1-1   TEL. 03-5290-5362/FAX. 03-5290-5093 
新 潟  支 店      〒950-0087  新潟市中央区東大通1-3-10 三井生命ビル5F  TEL.025-243-4103           
大 阪 営 業 所     〒530-0017  大阪市北区角田町8番1号(梅田阪急ビルオフィスタワー)25F   TEL. 06-7176-7485 
名古屋 営業所      〒450-0003  名古屋市中村区名駅南1-24-20 (名古屋三井ビルディング新館)6F  TEL. 052-571-4514 

 デンカリノテックは、コンクリート構造物の調査・診断から、
設計・計画まで、補修・補強ニーズに対応いたします。 

会 社 概 要 

事 業 内 容 

点検・詳細調査 

橋梁点検車による目視点検   赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ法（ｲﾒｰｼﾞ）     電磁波ﾚｰﾀﾞ法       自然電位法による調査      高所ｶﾒﾗによる調査 

分析・診断 

各種圧縮強度測定        試料分析状況（塩分分析）     

設計・計画 

診断の結果を踏まえ、環境に配慮した最適な補修・補強工法を
提案し、図面作成および概略工程表も対応できます。 

信頼と確かな技術で安心の未来を築く 

名            称      株式会社 デンカリノテック 
                     代表取締役社長 辻 均 

設            立      平成13年7月4日 

建設コンサルタント        国土交通省 建27第10307号 
   登     録          （鋼構造及びコンクリート部門） 

主  な 取  引 先      建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、建設会社、民間企業 

ホ ー ム  ペ  ー  ジ       http://www.denka-renotec.co.jp/ 

Design & 
Planning 
設計・計画 

 
 

  Analysisi &  
     Diagnosis 

分析・診断 

Inspection &    
   Survey 
点検・調査 

事業内容 

⏀150mm  

⏀100mm  

⏀50mm  
⏀25mm  

小径コア供試体 

組合員紹介

KENCON COOP

No.109
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会社概要

事業概要

許認可・登録

組 合 員 紹 介

KENCON COOP

No.109

　当社は、株式会社長大のグループ子会社として平成14年11月に創業し、国のプロジェクトとして進められてきた道路施設を総合的に管理す
るデータベースの整備・運用を専門的に実施してまいりました。 また、公共施設維持管理の重要性にいち早く着目し、特に道路施設の点検調査
業務についても技術研鑽に努め積極的に取組んでおります。
　社会資本の防災・減災を目的にした維持管理・更新に関する措置や道路の老朽化対策実施に関する提言、また平成25年12月に執行された「国
土強靭化基本法」により、道路施設のみならず全ての公共インフラを対象とした老朽化対策関連事業が動き始めました。
このような社会環境を受け、主力事業であるデータベース整備・システム開発等の情報技術と、橋梁点検・道路施設点検等の公共インフラ点検
調査・補修設計技術を中心に、「公共インフラ施設の維持管理・マネジメント分野」を基幹事業と位置づけ、我が国の「安全・安心」に貢献するコ
ンサルティングサービスを提供いたします。

　長大テックは「特化した技術と業務に誇りを持った公共インフラ監理分野の技術者集団」として社会に貢献するため、従業員一丸となり躍進
してまいります。

代表取締役社長　輿石　洋

　設　立　　2002年（平成14年）11月12日
　代表者　　代表取締役社長　輿石　洋
　資本金　　1,000万円
　資本系列　株式会社長大（東証第一部）
　従業員数　105名

　2014年8月　建設コンサルタント（建26第10170号）登録
　2015年2月　測量業者登録（第(2)-32482号）登録
　2011年3月　特定労働者派遣事業（特13-313811）取得

国土交通省及び自治体の定期点検、第三者点検について、
現地踏査から詳細調査、調書作成まで一貫して実施しています。
　▶橋梁点検、橋梁詳細調査
　▶コンクリート構造物点検・調査

国土交通省の道路附属物点検について、
高所作業車を使用した道路標識、道路照明の近接点検の業務実績を有しております。
　▶道路照明、道路標識等の近接点検
　▶防護柵、デリネータ等の道路附属物点検

公共インフラ施設（主に道路構造物、道路附属物）の維持管理に必要なデータベース作成、
橋梁長寿命化計画策定の業務実績を有しております。
　▶道路管理データベース作成　　　▶橋梁長寿命化計画策定 
　▶橋梁補修・補強設計、橋梁耐震設計

主に、橋梁や道路行政に関するシステム設計・構築、データベース設計・構築経験を有しています。
　▶橋梁管理システム
　▶道路行政システム

その他、発注者支援業務、測量業務の受注実績を有しております。
　▶道路許認可審査・適正化業務　　▶占用適正化業務
　▶施工プロセス検査業務　　　　　▶道路情報収集連絡業務
　▶各種測量業務　　　　　　　　　▶道路施設基本データ作成代行

橋梁点検

道路附属物点検

アセットマネジメント

情報システム

その他実績

【本 社】
  東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20番4号
  　  03-3639-3411 FAX.03-3639-3416

http://www.chodai-tec.co.jp/



（火）9/26

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 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

CPD単位 2.0

☞仙都会館 ☞鹿児島県市町村自治会館

KENCON COOP

No.109

『改正品確法』と『設計瑕疵』講習会

仙台と鹿児島で開催
『改正品確法』と『設計瑕疵』講習会

仙台と鹿児島で開催
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〒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

【建コンコープジャーナル】 2018年1月15日発行 通巻第109号

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

総会や地方講習会などの活動を公開

・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。
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