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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。

一．人格の形成
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。

二．技術力の向上
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。

三．倫理の徹底
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。

四．公共の福祉増進
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。
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。
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ご挨拶
建設コンサルタンツ協同組合 理事長

山本

実

第５６回通常総会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
皆様には、
日頃より組合の事業活動に深いご理解とご協力を
賜りまして、誠にありがとうございます。
また、本日は、何かとお忙し
い中にも関わらず通常総会にご出席をいただきまして、重ねて御
礼申し上げます。
まず初めに、平成２９年７月九州北部豪雨で甚大な被害に見
舞われた福岡・大分地方の皆様には衷心よりお見舞い申し上
げます。
また、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
さて、当組合を取巻く経営環境は、建設投資の長期減少傾向
に一定の歯止めがかかったとは言え、我われ中小企業にとって問題は山積しているのが現状です。特
に、
「担い手の確保・育成」、
「技術力の維持・向上」等の問題は、極めて深刻な状況に陥っていると
言えます。一方で、
この一年間に14社を新しい仲間として迎えることができ、組合数は現在99社となりま
した。
これは今われわれが抱えている問題解決の糸口を中小企業の皆さんが模索していることへの表
れとして捉えることが出来ます。
こうした課題に少しでも応えるため、昨年は仙台、鹿児島の２箇所で改正品確法と設計瑕疵につい
て講習会を開催し、今年度は札幌、千葉、福岡の３箇所で講習会を計画しております。
また、
ホームページを活用したeラーニングなど技術習得の機会や、企業連携に向けた議論を深める場
を積極的に設けることで組合の魅力アップを図り、
それを享受できるよう一丸となって取組んで行きたい
と考えております。
組合は、設立以来「相互扶助の精神」
を基本理念として活動を展開して参りました。今後も組合精
神を忘れることなく、微力ながら職務に邁進し、
その使命を果たすべく努力をする所存です。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。
結びに当たり、組合員企業の皆様の今後益々のご発展と、
ご臨席の皆様方のご健勝を心から祈念
いたしまして、
ご挨拶とさせていただきます。

1

KENCON COOP

110

No.

第56回通常総会開催
議案
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

平成２９年度事業報告書及び決算関係書類承認の件
平成３０年度事業計画及び収支予算決定の件
平成３０年度経費の賦課及び徴収方法決定の件
平成３０年度借入金残高の最高限度額決定の件
１組合員に対する貸付金残高の最高限度額決定の件
役員報酬決定の件
役員補充の件

事務局から詳細に説明を行なったのち議場に諮ったところ、
満場一致で原案通り可決しました。

祝電

参議院議員
参議院議員

佐藤信秋 様
足立敏之 様

来 賓ご 挨 拶
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

この度、
建設コンサルタンツ協同組合の第56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。
建設産業は、
インフラの整備、
維持管理、
災害対応などにおいて、
最前線で国民の生命と
財産を守る
「地域の守り手」
として大きな役割を担うととも に、
都市再生や地方創生な
ど活力ある未来を築く上で多大な貢献をしています。
建設業が引き続きこのような役割
を果たしていくためには、
将来を見据 え、
産業全体の力を高めていくことが必要です。
我が国は、
人口減少時代を迎え、
それに伴って生産年齢人口が減ってきており、
建設産業
が今後ともその役割を果たしていくためには、
担い手の減少を上回る
「生産性向上」
と、
「働き方改革」
の双方を一段と強化していく必要があります。
国土交通省では、
本年を
「生産性革命・深化の年」
と位置づけ、
調査、
測量、
設計、
施工、
検
査、
将来的には維持管理更新まで含め、
あらゆる建設生 産プロセスでICTを活用する
i-Constructionを更に普及促進させていきます。
また、
本年3月にも実施した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、
更なる早期発注や繰越制度の活用等による業務の履行期限の平準化、
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
れらの施策への御理解、
御協力をよろしくお願い申し上げます。
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。
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組合員紹介

《本社》〒732-0052 広島県広島市東区光町一丁目3番5号

SHINKAIHATSU CONSULTANTS CO.,LTD

新開発コンサルタント株式会社

082-263-1928

082-263-1984

《山口営業所》〒749-0101 山口県柳井市神代4013番12

信頼と実績で確かな技術を提供します

0820-45-3077

0820-45-3077

業務内容
施設の設計

調査・解析

港湾・漁港・海岸域。
海洋構造物等の基本設計から実
施設計に到るまで施設の設計

波浪調査、漂砂調査、港湾・漁
港の基礎調査
港湾・漁港施設の劣化調査、耐
震性調査、老朽化・耐久性調査、
維持管理計画策定

測量業

地質調査業

計画

出願申請

港湾、漁港、海岸域に関わる開
発構想及び計画
整備効果等調査・分析

公有水面の埋立免許、港湾・漁
港施設の管理委託書類、占有許
可及び工作物の設置許可申請等
の所要書類の作成

会社概要
■設立年月日
■資 本 金
■代 表 者
■社 員 数
■登
録

■有 資 格 者
基準点測量、水準測量、路線測
量、用地測量、確定測量、深浅
測量

地質調査、CBR、ボーリング

昭和53年（1978年）12月22日
16,500千円
代表取締役 鈴木 宏昭
10名
・建設コンサルタント : 第29-4954号
・測量業者 : 第（9）-10153号
・地質調査業者 : 質25第1787号
・労働者派遣：特34-300630
・技術士（総合技術監理）：１名
・技術士（港湾及び空港）：１名
・技術士（土質及び基礎）：１名
・測量士：２名
・測量士補 ：２名
・１級土木施工管理技士：１名
・２級土木施工管理技士：２名

海と陸が出会う水際空間の活用！
東日本大震災以降、防災に対する意識が高まり、ハード面では施設の耐震強化への早急な取り組みが求められています。また、多くの
港湾、漁港構造物は、更新の時期を迎えており、従来の事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換が進められています。
当社は、港湾・漁港整備に関して、波浪変形計算、静穏度解析から、岸壁・防波堤・護岸等の各種構造物設計、維持管理計画書・機能
保全計画書作成に至るまでの一連の業務をトータルでサポートします。
スタッフ一丸となり、自然豊かで活力のある社会の実現、魅力ある水際空間の創造をお手伝いします。
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組合員紹介

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘一丁目31番地10 PINE BLDⅡ102号

099-298-5270

南日本地質調査株式会社は地質調査業を通じて社会に貢献します。

099-298-5271

会社概要
設
立
資 本 金
代 表 者
従 業 員 数
許可・登録

主要取引先

昭和62年8月
2,000万円
代表取締役 笹尾 隆司
12名
地質調査業者登録 質26第2213号
建設コンサルタント登録 建27第10241号
ISO 品質：MSA-QS-4430
ISO 環境：MSA-ES-1594
国土交通省、鹿児島県、鹿児島市、他市町村、民間団体

業務内容

資 格 者 数

技術士 応用理学部門（地質）1名、建設部門（土質及び基礎）2名
技術士補 建設部門 1名
地質調査技師 3名
ＲＣＣＭ 1名
１級土木施工管理技士 2名
２級土木施工管理技士 1名
１級造園施工管理技士 1名
測量士 1名
さく井技能士 2名

弊社では地質調査業を中心にさく井、一般工事等に関わっています。公官庁だけでなく、民間の建築に関する地質調査も随時受け付けています。
《ご不明な点等ございましたら、お気軽にお尋ねください》

地質調査

土質調査

岩盤ボーリング、地質踏査、
物理検層、探査、
岩盤試験

土質ボーリング、各種サウンディング、
各種原位置試験

解

析

岩盤・土質・すべり、
斜面開析、
地下水観測等
（流向、
流速）

環

境

土壌汚染調査、
地下水汚染調査

建築工事関係

さく井

一般工事

地域貢献

土木・塗装・とび・土木工事、
鋼構造物・水道施設工事、
石工事

用水試験、
温度検層等さく井掘削、
電気探査

地すべり対策工事、地盤改良工事、グラウト工事、
アンカー工事、法面工事、交通安全施設工事

各種調査・工事だけの貢献でなく、ボランティア
活動などを通じて地域に貢献しています。
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組合員紹介

土木計画・設計（橋梁・道路・河川・上下水道etc）

橋梁予備設計

橋梁補修・補強設計・橋梁撤去計画

地質調査・測量成果を頂ければ、
１次選定・２次選定を設計計
算・数量・積算・架設計画・報告書作成まで一括処理します。

煩わしい、
補修・補強設計は計画から全て任せて下さい。
・橋梁上部工の補修・補強
・橋台・橋脚の耐震補強
・既存橋梁の撤去計画

橋梁実施設計

道路構造物の設計

設計条件を頂ければ設計計画より行います。
構造計算・自動図
化が完備していますので、
作業の途中段階からの場合もご用命
下さい。

擁壁・ボックスカルバート・アンカーの設計は設計計算から
自動図化・数量まで完備しています。

■上部工（PC・RC）
プレテンション単純Ｔ桁・ホロー桁
ポストテンション単純Ｔ桁・ホロー桁
プレテンション連結桁
ポストテンション連結桁
ＲＣ床版橋
ＲＣ中空床版橋
ＰＣ中空床版橋

■下部工
橋台（逆Ｔ式・重力式・ラーメン式・箱式）
橋脚（壁式・柱式・ラーメン式）
基礎（既製杭・場所打杭・深礎杭・ケーソン・鋼管井筒）
■仮設工
鋼矢版・親杭横矢板・仮橋他

会社概要
社
名
代 表 者
創
立
資 本 金
登
録
所 在 地
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セントラルエンジニアリング株式会社
代表取締役 平田 成弘
平成2年1月
1000万円
建設コンサルタント 建28第9705号（土質及び基礎部門）
測量業
第（5）-23444号
〒791-8031 愛媛県松山市北斎院町973-2
TEL（089）974-0705 FAX
（089）972-7848
メールアドレス centrale@muc.biglobe.ne.jp
ホームページ
http://www.ce-eng.co.jp/

【建コンコープジャーナル】2018年6月28日発行 通巻第110号

KENCON COOP

編集／発行

〒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

最新情報は建コンホームページをご覧ください。

http://www.kencon-coop.or.jp

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）

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。
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

webmaster@kencon-coop.or.jp

