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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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新年挨拶
建設コンサルタンツ協同組合 理事長

山本

実

新年明けましておめでとうございます。
平成31年の年頭にあたり、
ご挨拶を申し上げます。
はじめに、組合役職員、関係者の皆さまには、
日頃から組合の事業
活動に熱心にお取り組みいただいておりますことに心よりお礼を申し
上げます。
昨年も、相次いで各地で発生した台風や豪雨、
また北海道を襲っ
た胆振東部地震により、多数の被害が発生し、多くの命や建物が失
われました。
いずれの被災地におかれましても、完全な復旧・復興に
はまだ時間がかかるものと思われます。被害を受けられた皆さまに心
よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈りい
たします。
さて、我われ中小企業を取り巻く経営環境は、高齢化や担い手不足により、
その厳しさは年々増大してい
るものと思われます。
そのような状況の中にあって、昨年は働き方改革関連法が成立し、労働環境改善が中
小企業においても急務な課題として突き付けられました。人手不足、労働環境問題を抱えながらも、社会イン
フラは成熟と技術の高度化を迎えております。
これら課題に対処していくためには、組合の基本理念である
「相互扶助の精神」
のもと、企業間の協力体制、
また広範囲な技術のネットワークを構築して問題解決を図っ
ていくことが強く求められていると考えております。
同時に、
この業界で働く皆さまの技術・知識の習得に努めて行くことも組合の責務であると考えております。
昨年は北海道、千葉、福岡の３箇所にて
「公共工事の品質確保の促進」、
「設計瑕疵について」講習会を開
催しました。今年度は金沢、広島の２箇所で計画をしております。
このような活動を通じ少しでもスキルアップ
が図られ、魅力ある組合づくりに寄与することができるのであれば幸いに存じます。今後も普段お会いする
機会が少ない組合員同士が、共にこの業界で働く同志であることの連帯意識が持てるよう、努力を重ねて
参りたいと存じます。見える成果を得るには多少時間がかかるかも知れませんが、継続して相互扶助の活動
を行って参りたいと思います。
それと同時に、我われ社会資本整備に携わるコ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して行くことであることを再確認し、
それ
が実践できる環境づくりにも寄与できるよう、組合活動を充実させて参ります。
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出来る施策を、誠心誠意、考えて参りま
す。今後も組合員の皆様にはご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
平成三十一年 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

高野

泰隆

新年あけましておめでとうございます。
建設コンサルタント業を取り巻く厳しい状況のなか、組合員の皆様ととも
に希望に満ちた新年を迎えることができ、役員一同大変うれしく思っており
ます。
また、皆様には日頃組合活動へのご理解ご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
昨年もまた、ここ数年来顕著となってきている自然災害が多発しました。
西日本の度重なる豪雨被害をはじめ、大阪北部地震、北海道胆振東部地
震をはじめとする地震が発生し、当組合員様の会社所在地が被災地と
なった災害もありました。国土強靭化、防災・減災対策の推進に対して建
設コンサルタントの果たす役割が重要であると改めて感じた所であります。
しかしながら建設投資の拡大が多くは望めない現在、役割の重要性と
は裏腹に、建設コンサルタント事業者を取巻く経営環境は非常に厳しい状況にあると言えます。特に中小規模の
建設コンサルタントでは、担い手の確保・育成に四苦八苦し、技術の伝承や世代の交代などのへ不安、設計ミ
スによる補償費発生などに対する不安など、多くの懸念材料があるのではないでしょうか。
このような状況の中、当組合では組合員様をはじめ、中小規模の事業者様に対し、問題解決の糸口となるよう
な情報を提供し、少しでも不安の軽減や対策にお役立ていただけることを願って活動を実施し、今後も実施して
ゆく所存でございます。
その一環として、数年来「改正品確法」
と
「設計瑕疵保険」
について、全国から年に 3 か
所程度開催地を選択して講習会を開催し、多数のご参加を頂いてまいりました。
おかげさまで講習実施時のアン
ケートでは、改正品確法に対しては、
「さらに改正があったら講習会を開催して欲しい。」
「大変わかりやすく、参考
になった。」、設計瑕疵保険については、
「非常に興味深い内容だった。」
「身近なことなので、怖さを感じた。」
な
ど、主催者冥利に尽きるご感想を頂いた所であります。
さて、当組合の目的は、
「相互扶助の精神」
を基本理念とし、組合員が事業を経営するのに必要な活動のう
ち、個々の企業単独では実現し難く共同での実施が効果的な活動を、互いに協力して行う、
という事にあります。
これまでの活動同様、山本理事長の方針の下、目的に沿った場や環境作りをはじめとし、講習会などによる有益
情報の提供を進めてゆく所存です。皆様方におかれましても、是非お知り合いの会社様に組合参加のお声がけ
を頂き、組合員数を増加させてより強靭な組織を作り上げて行きたいと願っております。今後とも皆様のご協力な
らびにご指導ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。
最後になりましたが、世の中明るいニュースもありました。作年末には大阪万博の開催も決まりました。5 月には
元号も改まります。世の中そう悪い事だけではありません。本年が発展の始まりの年となり、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る事を祈念いたしまして、新年のご挨拶に代えさせていただきます。
平成三十一年 元旦
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土木学会
CPD認定プログラム

『改正品確法』
と
『設計瑕疵』講習会開催
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組合員紹介

株式
会社

小野工業所

【本 社】
〒960-2261 福島県福島市町庭坂字堀ノ内3 -1

024-591-1001
（代）

作り続ける時代から維持する時代へ
地元福島の発展と生活の安全・便利さの向上に貢献しています。
わたしたち は高度成長期に集中して造られたインフラの老朽化の問題と向き合い、
橋梁保全の分野で実績を重ね、
東北のトップシェアを得ています。

施工技術の研鑽に努め、
良質な工事をもって地域社会の進展に寄与する
「自然と人間の調和」
をテーマにかかげながら、
鉄道土木、
疎水、
水力発電所、
治山治水、
河川砂防、
道路の新設改良、
下水道、
橋梁補修等、
その時代の先進技術と多種多様な施工実績を基に国土開発、
街づくりに積極的に取り組んでおります。

建設コンサルタント業

特定建設業
1889年
（明治22年）
の創業から、
地域の発展と生活の安全・便利さの向上など、
その時代の
要請に沿った公共工事に貢献しております。近年では高度成長期に集中して造られたイン
フラの老朽化問題と向き合い、
橋梁保全の分野で実績を重ね、
現在東北のトップシェアを
得ています。トップ企業として公共工事に対し安定した供給力を確保するため、
系列化に
よる重要工程のグループ内製化に取り組み、建設業が他の産業と比較して魅力的で人が集
まる産業にするための取り組みも行っています。

少子高齢化が進む、
現代社会、
その現代社会の安全安心・経済流通を結ぶ道路ネットワーク、
道路ネットワークを支える社会インフラ、その社会インフラの老朽化が社会問題となって
います。それらの問題を地域ともに意思決定と効率的維持管理が求められています。そし
て社会インフラの維持管理は、事後保全から予防保全への転換に舵が切られました。予防
保全を実現するには、
「 造ってきた会社だからこそわかる治し方、治してきた会社だからで
きる維持管理のノウハウ」が求められます。私たちはこれらのノウハウを橋梁点検、健全度
評価、
補修設計、
施工計画に活かし、
建設コンサルタントとして社会に貢献します。

超速硬コンクリートモービル事業
超速硬コンクリート製造プラントを搭載したスーパーコンクリートモービル車を自社配備しています。
特殊ベルトコンベア状に積層状に計量された材料は、
その状態で既に配合がなされているため、
任意の時間
（位置）
でミキ
サーへのコンクリート材料の供給・停止ができます。
バッチミキサーとは、
根本的にコンクリート製造プロセスが異なる構造を有しています。
一定速度で回転する特殊ベルトコ
ンベア状に各材料
（セメント・細骨材・粗骨材）
が連続して計量され、
積層状に配合された状態でミキサーへ導かれます。
こ
の時点で水・各混和剤が計量器によって計量され、
各材料と同調してミキサーに投入されます。
投入された材料は、
特殊形
状一軸ミキサーにより練り混ぜし、
コンクリートとなって排出されます。
バッチミキサーのように材料計量・投入・混合という待ち時間は全く生じません。
また、
1バッチ毎の計量では無いため任
意の量コンクリートの製造ができるため材料のロスが最小限留められます。

株式
会社

小野工業所 http://ono-net.co.jp/

商号
株式会社 小野工業所
代表者名 代表取締役社長 小野 晃良
創業年月 ����年（明治��年）�月
設立年月 ����年（平成�年）�月
従業員数
※����年（平成��年）��月�日現在 ��人（���人）
（）値は小野工業所グループ含む
本社
〒���-����
福島県福島市町庭坂字堀ノ内�-�
TEL：���-���-����（代）
FAX：���-���-����
営業部直通：���-���-����
工事部直通：���-���-����

・東京支店
・郡山営業所
・いわき営業所
・札幌営業所
・資材センター
・天戸橋太陽光発電所

有資格者
※����年（平成��年）��月�日現在
技術士
�人（�人）
技術士補
�人（�人）
RCCM
�人（�人）
�級土木施工管理技士
��人（��人）
�級土木施工管理技士
��人（��人）
�級舗装施工管理技士
�人（�人）
�級舗装施工管理技士
�人（�人）
コンクリート技士
�人（�人）
１級構造物診断士
�人（�人）
道路橋点検士
�人（�人）
�級建築士
�人（�人）
�級建築士
�人（�人）
�級建築施工管理技士
�人（�人）
�級建築施工管理技士
�人（�人）
測量士
�人（�人）
測量士補
��人（��人）
宅地建物取引士
�人（�人）
�級建設業経理士
�人（�人）
公認会計士
�人（�人）
（ ）値は、小野工業所グループ含む

4

主な許可番号

国土交通大臣（特）第�����号
土木工事、とび·土工工事、石工事、電気工事、
鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
塗装工事、造園工事、水道施設工事、解体工事

建設コンサルタント登録 建��第�����号
宅地建物取引業免許 福島県知事（�）第����号
加盟団体

一般社団法人 福島県建設業協会
福島県建設業協同組合
福島商工会議所
公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会
一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会
ふくしまインフラ長寿命化研究会
一般社団法人 イージースラブ橋協会
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株式会社フルテック

富山支店

FULL TECHNOLOGY CO., LTD.

〒932-0031 富山県小矢部市岡312
TEL:0766-54-6195(総務直通)
TEL:0766-54-6198(調査・設計直通)

「たとえ小さな一歩でも、昨日より確実に前へと進んでいること。」

点検業務
構造物を長寿命化し、トータルコストを低減させていくアセットマネージメントが大事であると考えます。
点検業務は、構造物の健全な状態を保つ上で重要な作業といえます。

調査業務
点検での結果さらに調査が必要な構造物は詳しく調査し、診断します。構造物の状態を把握する為に、目視はもちろんさまざまな方法で調査していきます。
的確な補修をするために、各種試験などを用いて調査することが重要となります。

解析
橋梁には、通行する車両の荷重だけでなくさまざまな力が加わりますが、より良い設計のためには、それらを適切に解析する必要があります。
また、ひび割れ等、現在起こっている現象を解析することで原因を把握し、最適な対策を立てることができます。

■会社名
■所在地
■代表者

■創 立
■資本金
■社員数
■登録等

株式会社フルテック
〒939-0125 富山県高岡市福岡町矢部601番地
代表取締役社長 古村 崇
取締役副社長
野村 昌弘
取締役副社長
大浦 隆
平成22年6月（平成24年4月法人化）
502万円
26人（男性15人、女性11人）※平成30年9月現在
建設業（般・29第15294号）
建設コンサルタント（建・26第10127号）

■本社
■富山支店

■富山営業所
■秋田支店

5

〒939-0125 富山県高岡市福岡町矢部601
TEL：0766-64-1195 FAX：0766-64-1196
〒932-0031 富山県小矢部市岡312
TEL：0766-54-6195 FAX：0766-54-6196(代表)
TEL：0766-54-6198 FAX：0766-54-6199(調査・設計直通)
〒932-0031 富山県富山市大手町3-9 朝日大手町ビル4F-C
TEL：076-461-4612 FAX：076-461-4613
〒010-0001 秋田県秋田市中通7-2-20-2F-1
TEL：018-827-3175 FAX：018-827-3176
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【本 社】
〒847-1201 佐賀県唐津市北波多徳須恵1417番地1
TEL.0955-64-2525（代表） FAX.0955-64-4255

日本建設技術株式 会社
NIHON KENSETSU GIJUTSU Co .,Lt d.

地球環境と地域環境の保護・保全および創出のために、
建設環境を考慮した技術開発を研鑚し、資源の有効利用を促進し、省エネ・省資源に挑戦する。

水と土と緑を創出するミラクルソル工法
ミラクルソル工法とは、日本建設技術株式会社が開発・製品化した、容器包装廃棄物である空きビンをはじめと
するガラス廃材を用いて作られたリサイクル製品「ミラクルソル」を使用した環境にやさしい工法です。
水環境工法

環境緑化工法

環境土木工法

水質を改善する

自然環境を創出する

環境に配慮した資材

水産養殖場、ダム入河川水、公園内親
水施設循環水、工事現場濁水、食品加
工排水などの幅広い水質改善に、微細
気孔を持ち比表面積が大きいミラク
ルソルを用いた水質改善工法をご案
内いたします。

道路、宅地、ダムなどの開発に伴って生
じ る 裸 地 法 面 の 緑 化 や、建 築 屋 上 の
ヒートアイランド現象への対策、断熱
性の向上を目的とした屋上緑化に、保
水性に富むミラクルソルを用いた緑化
工法をご案内いたします。

土木構造物の荷重・土圧軽減に、非吸
水性で雨水等による重量変化の少な
いミラクルソルを使用した軽量土工
法や、舗装表面の温度抑制に保水性ミ
ラクルソルを使用した透・保水性舗
装工法をご案内いたします。

ミラクルソルの特徴
◆空きビン等のガラス廃材を再資源化したリサイクル製品で環境負荷の低減に貢献します。多孔質間隙構造を有し，軽量・強固です。
◆連続間隙構造と独立間隙構造があり比重が0.3 〜 1.5に調整できます。
◆連続間隙構造は吸水性・保水性に優れ(吸水率100％以上)，斜面緑化や岩盤緑化・屋上緑化の保水材に用います。
◆独立間隙構造は非吸水性のため(吸水率10％以下)，軽量盛土材料・軽量骨材・地盤改良材等の建設材料として用いています。

多孔質連続間隙構造
吸水率100％以上

同左顕微鏡写真

多孔質独立間隙構造
吸水率10％以下
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組合員紹介

関 西 設 計 株 式 会 社 Kansai Design
Company, Ltd.（略称：KDC）は品質
マネジメントシステム(ISO9001)の
認証を取得しています。

〒550-0002
大阪市西区江戸堀2丁目6番33号 江戸堀フコク生命ビル 5F・6F
TEL.06（6479）9050 FAX.06（6479）9070

当社は、日立造船グループの一員としてオンリーワンの技術力で、土木･建築･船舶･海洋等の鋼構造物をはじめ、プラントの機械･
配管･設備、産業機械、遊戯施設など、様々な分野の設計を一貫して手がける総合エンジニアリング会社です。
また、各種解析を得意としており、設計・開発・強度評価・耐震診断等に役立てています。営業品目は下表のとおりです。
●橋梁、沈埋函
●港湾施設
●廃棄物処理場
●建築物強度計算

土木・建築
その他鋼構造物

プロジェクト例

鋼製沈埋函、浮体式可動橋、シップローダの構造設計、
コンテナクレーンの構造設計、ボーディングブリッジの設計・製作等
●エネルギープラント、各種工業プラント、生活関連プラント
●船舶・海洋施設
●上記にかかわる装置・配管・機械・電気・計装・制御

プラント・船舶・環境
エネルギー関連・海洋施設

プロジェクト例
ガスタービン吸気冷却設備、ガスエンジン
コージェネレーション・プラント、海底石油掘削装置、ブイ
双胴型高速旅客船、海上ボーリング用自己昇降式作業台（SEP）等
●各種産業機械
●FA自動化システム
●遊戯施設
●モニュメント・展示品等

産業機械

プロジェクト例

空気式カプセル輸送、回転荷卸し装置、
鉛直カプセル輸送設備（共同開発）、風力発電モニュメント等

解

●鋼構造物、機械、原子力機器の構造解析（応力、変形）
●耐震、衝突、熱伝導解析など
●浮体構造物の安定性、復原性、動揺解析
●係留解析

析

プロジェクト例

ビル屋上開閉屋根の設計、安治川水門の強度検討、
上路式アーチ橋（水路橋）の耐震強度検討、石油貯槽屋根の耐震検討等
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建設コンサルタンツ協同組合

組合員名簿

《最新の情報はホームページをご覧ください》
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加入のお勧め
建設コンサルタンツ協同組合は、昭和37年に建設省（現在は国土交通省）の認可を受けて設立されました。
当組合は中小建設コンサルタント業者の孤立した経営環境を、組合員同士の相互扶助により効果的で無駄のない
経営に改善し、組合員各社の事業が発展するよう活動しております。これを機会に加入をご検討頂きたくご案内
申し上げます。

◎対外信用力の増大
国の認可を受けた団体に所属していることと、中小企業が集まり法人化することにより信用力が増し、
顧客や取引先からも信頼され取引の円滑化が図れます。

◎建設コンサルタント賠償責任保険に入っていますか？
業務でのミスは取り返しがつきません。備えあれば憂いなし です。

◎資金調達（商工中金）のための組合員証明を発行します
組合員であることを組合が証明することで、商工中金から融資が受けられます。

◎ネットワークの利点
組合へ加入することで多くの同業者とつながり、仕事の交流を通じて有用な情報を入手する機会が増えます。

編集後記
昨年は、組合員数が100社を越えました。約10年前に60社近くまで減少したのですが、堀前理事長、山本理事
長を始めとして歴代の役員の方々の努力が実を結び始めたようです。どうしたら魅力的な組合になるのか、何が
求められているのか、模索し続けた10年でしたが、勉強会に多くの方々が参加され、皆さんの学習意欲が旺盛で
あることも認識いたしました。
CPDは最も有益な供給対象だと思いますが、ITやAI、ドローンなどの先端技術に関する情報提供等、元号が変わる時代にふさわしい充
実したものを企画できるよう、広報部会もしっかりとバックアップさせていただこうと思います。今後とも皆様のご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

建設コンサルタンツ協同組合 広報部会長

神田 康嗣

本年も宜しくお願い申し上げます。
組合広報部として活動させていただき、昨年組合員
数も100社を越えました。どんなものでも相互の利害が一致する
ことが大切ですね。個人でも、カード会員になる時にポイント還元率を各社比
較したりするのと同じです。でもその後のサポートが悪い、サービスが悪いではすぐに退会されてしまいます。
広報部も組合員様の加入がどういう形であれ利益に結び付いて欲しい、そう感じてもらえるには何をどう提案すればいいのか、
日々考えます。講習会がCPDを得られるものだとすれば、人と人、組合員様と企業を結び付けられるような、新しい「縁」を求めるコミュ
ニケーションスペースが欲しいと思います。
今後も精いっぱい組合、そして組合員様のバックアップに努めさせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

建設コンサルタンツ協同組合 広報委員

9

橋本 康延

【建コンコープジャーナル】2019年1月25日発行 通巻第111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

