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建設コンサルタンツ協同組合

議案は原案通り可決される。
議長に堀尚義理事長を指名し、議案審議に入りました。
第１号議案

平成２７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２８年度事業計画及び収支予算決定の件

第３号議案

平成２８年度経費の賦課及び徴収方法決定の件

第４号議案

平成２８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

定款一部変更の件

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

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。
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ご挨拶
建設コンサルタンツ協同組合理事長

堀 尚義

本日はご多用のとこ第５４回通常総会にご出席を賜りありがとうございます。
日頃は当組合に対し温かいご支援を頂いておりますことを御礼申し上げます。
まず初めに、
４月１４日及び１６日の震度７をはじめとする、未曽有の地震に見舞われた熊本地
方の皆様には衷心より御見舞申し上げます。熊本市のキャッチフレーズはわくわく(湧く湧く)都
市熊本、
そして益城町は水と緑豊かで人安らぐ町だそうです。
キャッチフレーズ通りの一日も
早い復興をお祈り申し上げます。
さて、昨年度の組合の活動でございますが、
改正品確法と設計瑕疵についての勉強会を、
６
月に青森、
１２月に沖縄で開催致しました。
いずれも１００名を超える受講申し込みを頂き盛会
のうちに終了致しました。
これもひとえに皆様のご協力の賜物と心より感謝申し上げます。今
年度は９月に東京、
１１月に大阪で同様の勉強会の開催を予定しております。
どちらも土木学会のCPD認定講習ですので、皆
様お誘い合わせの上お越し頂ければ幸いです。
次に組合員の推移でございますが、
この５年間で皆様のお蔭をもちまして毎年平均７社合計３６社の増加となりました。今年度
は４月に２社、
さらに現在３社から加入の申し込みを頂戴しております。私ども建設コンサルタンツ協同組合には、昭和３７年の設
立当初から組合員の方々もおられます。
それら古豪と新鋭の組合員の皆様とが交流し、助け合うことのできる組合を目指してお
ります。
そして組合員の皆様の力が日本経済を支えていくのに少しでもお役にたちたいと願っております。
終わりに、本日の総会にて慎重な審議を賜りますようお願いし御挨拶とさせていただきます。
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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

建設コンサルタンツ協同組合の第 54 回通常総会が無事終了され、ここに懇親パー
ティーが開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
また､皆様におかれましては､平素より国土交通行政の推進に当たり格別の御理解と
御協力を賜り､厚く御礼を申し上げます。
東日本大震災以降、一昨年は広島で発生した土砂災害、昨年は鬼怒川の破堤に
よって大規模な被害がありました。
また、今年は、熊本地震により、多数の死傷者の発生
のほか、家屋倒壊などの被害が発生しています。近年、我が国では災害が立て続けに
発生しており､自然災害に対する国土の脆弱さが改めて認識されたところです。
一方、災害時に重要な役割を担う建設産業及び建設関連業が持続的に機能する
ためには､安定した中長期的な事業の見通しに加え、次世代を担う若者の確保･育成
環境を整えることは喫緊の課題です。
国土交通省では、一昨年成立した改正品確法など
「担い手三法」
を適切に運用し、
設計業務委託等技術者単価を、平成 28 年度は平成 27 年度に比べ 3.8％、平成 24 年度に比べ 15.3％増加させているところ
です。加えて、低入札調査価格基準の見直し、発注の平準化等についても積極的に取り組んでいます。
担い手確保に関しましては､国土交通省では､建設関連業関係団体と共同で平成２４年６月に
「建設関連業イメージアップ促
進協議会」を設置して､各関連業の第一線で活躍されている若手･中堅技術者による大学・工業高校での説明会を実施して
おりますが､毎年､受講者からは好評を得ており､業界及び入職に対する理解の向上に寄与していると考えております。
今後とも、新規入職者である若者へのアプローチを積極的に進めてまいります。
貴組合におかれましては、昭和 37 年の創立以来、建設
コンサルタントの経営改善と技術向上のため、損害賠償責
任保険、企業経営に関する調査、各種の指導助言など組
合員間の連携協力を続けてこられています。先ほど申し上
げましたとおり、今後は担い手や若手の人材確保・育成に、
一層、貴組合および組合員の皆様の力を発揮して頂くこと
を期待いたします。
最後になりますが、貴組合の益々の御発展と本日御列席
の皆様の御活躍と御健勝を心より祈念いたしまして、挨拶
とさせていただきます。
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祝電
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参加
無料

土木学会
CPD認定プログラム

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、組織に所
属されていない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勉強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。
今年度はこのような勉強会を全国2か所で開催するものであり、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
援できるイベントと確信しております。何卒、本勉強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。

-----------------------------------------------------------------------2016-----------------------------------------------------------------------

9/5（月）

11/16（水）

CPD単位 2.3

☞天満研修センター

☞KFC Hall & Rooms

・東京都墨田区横網1丁目6-1
・13:30 〜 16:30 Room111
・定員／ 100名
13:30
14:00-15:00

CPD単位 2.3

・大阪府大阪市北区錦町2-21
・13:30 〜 16:30 101ホール
・定員／ 100名

受付開始
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」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

13:30
14:00-15:00

〜休憩15 分〜
15:15-16:15

受付開始
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」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

〜休憩15分〜
15:15-16:15

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
16:15-16:30 質疑応答

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
16:15-16:30 質疑応答

両日とも定員になり次第締め切らせていただきます。

参加お申込み方法
お電話でのお申込み

03-5956-5598

FAX・Emailでのお申込み（参加申込書にご記入の上ご送付ください）

FAX.03-5956-5599 E-mail webmaster@kencon-coop.or.jp
〒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
E-mail webmaster@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。

☞ http://www.kencon-coop.or.jp
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株式会社CORE技術研究所
〜土木建設技術のCORE[核]になることを目指す〜

コンクリート構造物は、社会基盤施設として市民社会を支えてきました。丈夫で長持ちするコンクリート構造物によっ
てはじめて社会は健全な姿を保ってきたと言えます。コンクリートは建設材料の中でも最も多く使用されるようになり，
その品質は人工の石材に例えられるように安定し、不変であると信じられてきました。しかし、これらのコンクリート構造
物が、その原材料、施工、環境および供用条件等の要因により、必ずしもメンテナンスフリーではなくなってきました。この
ため、コンクリート構造物といえども、適切な維持管理なしにその寿命を全うすることは、難しくなってきています。これ
までのスクラップ・アンド・ビルドと言った考えではなく、現在供用されているコンクリート構造物を効率的に維持管理
し、当初設定した供用期間を超えて有効利用するかが重要となっています。時代は、ストック・アンド・リノベーションへと
変化しており、持続可能なサスティナブルな社会が望まれています。
このような時代の中で、私たちの使命は、コンクリート構造物に代表される社会基盤構造物に対して適切で有効な診断
を行い、最適な解決策を提案することであります。また、サスティナブルな社会を実現するという目的をもって、私たちの
培ってきた高度な技術力を活かすことにより、社会に貢献したいと考えています。社員一同 丈夫で，美しく，長持ち する
コンクリート構造物の実現に向けて日々技術の研鑽に励む所存です。
代表取締役社長

真鍋英規

事業内容
■点検・調査━━━━━━━ 外観目視点検（橋梁・トンネル）／超音波法／衝撃弾性波法／電磁波レーダ法／電磁誘導法／
弾性波トモグラフィー法／Ｘ線透過法／赤外線法／ PCグラウト充填度に関する調査 他
■試験・計測━━━━━━━ 橋梁の載荷試験／床版の押抜きせん断試験／残存膨張量試験／塩化物イオン含有量試験／
コンクリート強度試験／コンクリート部材に作用する有効応力の推定試験／ ASR劣化に関する各種試験／
各種供試体の設計・製作 他
■PC・RC構造物の設計━━ 新設構造物の概略・詳細設計／復元設計／既設構造物の補修・補強設計／耐震補強設計／
PC施工支援検討／施工計画 他
■数値解析━━━━━━━━ 弾塑性FEM解析／非線形FEM解析／温度応力解析／時間依存性ひずみ解析／ウェーブレット解析 他

Composite
Organize
Researches
Engineering

経営理念
◇我社は、社会貢献を第一義とし、世の中に最適な技術を提供する。
◇社員は、皆の幸福のために協働し、和をもって業務を遂行する。
◇各人は、技術の研鑽に励み、土木技術の核となることを目指す。

企業概要
会 社 名
所 在 地

設
立
代 表 者
従業員数
有資格者数

HP URL

沿革

株式会社CORE技術研究所
●本社（大阪）
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目2番5号 大阪JAビル4F
TEL.06-6367-2122 FAX.06-6367-2322
●東京支店
〒111-0053 東京都台東区浅草橋3丁目8番5号 VORT浅草橋8F
TEL.03-5825-9166 FAX.03-5825-9170
平成25年7月3日
真鍋 英規
40人
博士(工学) 3名
技術士(総合技術監理部門) 2名 技術士(建設部門) 5名
コンクリート診断士 7名 コンクリート構造診断士 1名
http://www.coreit.co.jp
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2013年 7月

コンクリート構造物の長寿命化技術の提供を目的とし、
大阪市北区に「株式会社CORE技術研究所」を設立

2013年10月

東京都千代田区に東京支店を設置

2015年 9月

本社拡張及び東京都台東区に東京支店拡張移転

2015年12月 「非破壊検査方法及び非破壊検査装置並びに弾性波トモ
グラフィにおける情報特定方法及び特定装置」を特許申請
2015年12月 「合成コンクリート構造物の検査方法、健全度評価方法
及び検査結果表示システム」を特許申請
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河川構造物設計の専門コンサルタント
私たちクラウンコンサルタントは設立以来、樋門・樋管など河川構造物の設計業務を
コアに全国展開してまいりました。河川構造物としては堰や水門、サイホン、床固め
工、またそれらに付帯する水路や桝等、様々な構造物がありますが、なかでも樋門・樋
管の設計においては技術力、実績ともに揺るぎないものがあると自負しております。

土木・ゲート・上屋、丸ごと一体での対応可能
クラウングループには建築設計部門もあり、樋門・樋管の上屋、堰の操作室などの建
築設計に対応しております。また、ゲートの機械・電気設計を専門に手がける部門も
あり、各種多様なゲートに対応できます。土木構造物のみならず、上屋設計からゲート
設計までの一連をすべて一体で設計することが可能です。

豊富な実績とノウハウ
年度によって多少異なりますが、クラウンコンサルタントで
は、年間約500基程度の樋門・樋管の設計に携わっています。
全都道府県のあらゆる河川、また国交省、農水省、各県、市町村
等あらゆる発注機関の設計実績を有しており、長年培ってきた
豊富なノウハウをもって、お客様を下支えいたします。
会社概要
商

号

クラウンコンサルタント株式会社

設

立

昭和60年1月17日

資 本 金

9,500万円

本

〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町2-11-11 クラウンビル

社

営業内容

樋門･樋管･水門等河川構造物の設計
堤防、
護岸の計画と設計
流出・内水解析及び水理計算
河川構造物の点検調査、
動態観測
土木・建築構造物の耐震診断
施工計画全般

【さいたま設計室 -本社-】
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町2-11-11 クラウンビル
TEL.048-835-7227 FAX.048-835-7255
【札幌設計室】
〒064-0914 北海道札幌市中央区南14条西7丁目1-2 クラウン札幌ビル
TEL.011-518-4884 FAX.011-518-4881
【仙台設計室】
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目1-24 クラウン仙台ビル
TEL.022-716-2270 FAX.022-712-1750
【大阪設計室】
〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田3-6-3 クラウン大阪ビル
TEL.06-6469-1600 FAX.06-6469-1601
【福岡設計室】
〒814-0031 福岡県福岡市早良区南庄2-17-8 クラウン福岡ビル
TEL.092-822-1112 FAX.092-852-1213

業務のご相談およびお問い合わせ
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町2-11-11
TEL 048-835-7227
FAX 048-835-7255
Mail info001@crown-c.com
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連 載 「日本海外コンサルタンツ株式会社」の海外での仕事

「施工管理」
その3
現在、弊社では施工管理の仕事を行っております。
例えば、既に詳細設計が他のコンサルタントにより行われ、それをレビューすることから始まるケースが
あります。
弊社はＪＶを組むこともありますが、Ｌｅａｄ

ＦｉｒｍとしてJVを代表し、時には地質専門家、ある

いは環境専門家を派遣しております。もともと、弊社は特に、フイリッピンには20年超の経験を有してお
り、客先には知名度があり、現地のローカル・コンサルタントにも知己が多いのであります。
施工管理の仕事は現地に滞在し、コントラクターの工事の品質を管理し、工期を守らせ、施主の側に立っ
て検査立会を行い、欠陥工事の修復を指示し、月次請求を査定するのが中心の仕事です。日本とは異なる
自然環境のもと食事と健康に細心の注意を払い、現地人との友好な関係を維持し、施主との密接な連携を
保っていくということは大変な神経と体力を要求されることです。
弊社では、従業員の高齢化に備え、若年層の次期後継者の育成を図ることを念頭に置いて施工管理期間中
に１〜２名の技師のＯｎ−ｔｈｅ−Ｊｏｂ訓練を検討しております。
組合傘下の企業の方で、国内の仕事から海外の仕事にも経験を積んでみたいとお考えの人はぜひお申し
出ください。

建設コンサルタンツ協同組合

TEL.03-5956-5598

〒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

FAX.03-5956-5599

URL
http://www.kencon-coop.or.jp
E-mail webmaster@kencon-coop.or.jp

東京都中小企業団体中央会に加入しました。
建設コンサルタンツ協同組合は、
『東京都中小企業団体中央会』に加入しました。
当組合の組合員で、
「みんなの労災ガード 業務災害補償総合保険」にご加入なさっているのであれば、
制度運営団体・東京都中小企業団体中央会の事業者数割引が適用され、保険料が5%安くなります。
■詳細はお電話にてお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

東京都中小企業団体中央会
TEL.03-3542-0317

業務課

http://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/sienseido/kyousai.html
http://www.tokyochuokai.or.jp/images/tochu/rousaigaado26.12.24.pdf
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編集後記
今期は、沖縄と青森で勉強会が開催されました。CPD 認定の効果は上々で 100 名近くのご参加があり、組合
員の方々の取得意欲が旺盛で、組合が CPD を供給する意義が高いことを改めて認識いたしました。今後もより
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。
ジャーナルもホームページも双方向の情報交流の場ですので、組合員の皆様が希望される内容を勉強会に反
映できればと考えています。わが方の地域で開催せよ、というご要求も含めて、気軽にご意見をお寄せいただければ幸いです。
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

今年東京と大阪で開催されます勉強会のお申し込み方法を、記入後そのまま送信できる PDF ファイルで試験
的にご提供することにしてみました。企画や交流はもちろん大切ですが、それらをより効率よく運用するかとい
う点に置いては、こういった機能性・利便性という部分も追求する必要があるのではないかと思っています。
CPD 認定講習などのニーズのある企画が今後ますます増えていくことで、受け皿としての責任と対応なども
確実性を求められるようになってくるでしょう。事務局の方々とも連携しながら、立案〜募集〜申し込み〜開催〜その後に至るまで、バ
ランスの取れたシステムをみなさまに提供できることを理想としています。
今後も、そういった観点からいろんなツールを試験的に行うことも多くなるかも知れません。組合員のみなさまからのアイデアなど
もぜひご教授ください。

建設コンサルタンツ協同組合 広報委員

お知らせ

11月16 日
（月）
より

橋本 康延

東池袋に移転しました。

建設コンサルタンツ協同組合事務局は、2015 年 11 月 16 日（月）より下記住所に移転しました。
〒170-0013

東京都豊島区東池袋 4丁目41 番24 号
東池袋センタービル 7階
TEL.03-5956-5598
（代）
FAX.03-5956-5599

©google map

最寄駅

●JR 山手線
『大塚駅』徒歩 7 分

●東京メトロ丸の内線『新大塚駅』徒歩 7 分

●東京メトロ有楽町線『東池袋駅』徒歩 8 分
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●JR 他『池袋駅』徒歩 12 分
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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

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）

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

