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組合員・賛助会員名簿
【組合員名簿】 （50音順）

会　社　名 電話番号 会　社　名 電話番号

株式会社 アテック吉村 （072）422-7032 株式会社 地圏総合コンサルタント 四国支店 （0897）33-3123

株式会社 インテコ （0742）30-5655 中央開発 株式会社 関西支社 （06）6386-3691

株式会社 エイト日本技術開発 関西支社 （06）6397-3888 中央復建コンサルタンツ 株式会社 （06）6160-1121

株式会社 オキコ コーポレーション （06）6881-1788 株式会社 東京ソイルリサーチ 関西支店 （06）6384-5321

応用地質 株式会社 関西事務所 （06）6885-6357 株式会社 東建ジオテック 大阪支店 （072）265-2651

川崎地質 株式会社 西日本支社 （06）7175-7700 東邦地水 株式会社 大阪支社 （06）6353-7900

株式会社 関西土木技術センター （075）641-3015 土質コンサル 株式会社 大阪事務所 （072）634-6373

株式会社 基礎建設コンサルタント （088）642-5330 株式会社 中堀ソイルコーナー （06）6384-9069

基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 関西支社 （06）4861-7000 株式会社 日さく 大阪支店 （06）6318-0360

キタイ設計 株式会社 （0748）46-2336 株式会社 日建設計シビル （06）6229-6372

株式会社 キンキ地質センター （075）611-5281 株式会社 日本インシーク （06）6282-0310

株式会社 KGS （072）279-6770 日本基礎技術 株式会社 関西支店 （06）6351-0562

株式会社 建設技術研究所 大阪本社 （06）6206-5700 日本物理探鑛 株式会社 関西支店 （06）6777-3517

興亜開発 株式会社 関西支店 （072）250-3451 ハイテック 株式会社 （06）6396-7571

株式会社 興陽ボーリング （06）6932-1590 株式会社 阪神コンサルタンツ （0742）36-0211

国際航業 株式会社 関西技術所 （06）6487-1111 阪神測建 株式会社 （078）360-8481

株式会社 国土地建 （0748）63-0680 株式会社 ビュー設計 （088）665-7360

サンコーコンサルタント 株式会社 大阪支店 （06）6121-5011 復建調査設計 株式会社 大阪支社 （06）6392-7200

有限会社 ジオ・ロジック （072）429-2623 双葉建設 株式会社 （0748）86-2616

株式会社 白浜試錐 （0739）42-4728 報国エンジニアリング 株式会社 （06）6336-0228

株式会社 ソイルシステム （06）6976-7788 株式会社 メーサイ （06）6190-3371

株式会社 ダイヤコンサルタント 関西支社 （06）6339-9141 明治コンサルタント 株式会社 大阪支店 （072）751-1659

株式会社 タニガキ建工 （073）489-6200 株式会社 ヨコタテック （06）6877-2666

株式会社 地域地盤環境研究所 （06）6943-9705

【賛助会員名簿】

会 社 名 電話番号 会 社 名 電話番号

株式会社 アーステック東洋 （075）575-2233 株式会社 綜合技術コンサルタント （075）312-0653

株式会社 勇コンサルタンツ （078）652-3330 株式会社 ソルブレイン （06）6981-3330

株式会社 池田地質 （06）6797-2280 株式会社 兵庫コンサルタント （0799）28-1074

株式会社 JFDエンジニアリング （06）6531-3326
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　年度末の業務が大方終わり、大阪の短い春を満喫できるかと思いきや、世界を揺る

がすコロナウイルス禍で、世間は外出自粛要請やイベント自粛で意気消沈しておりま

す。そんな折ですが、センターはお陰様で令和元年度の業績は、好調だった昨年度以

上の完成高の見込みで、直近 5 ケ年で最高となりました。これもひとえに組合員皆様

方のご支援の賜物と役職員一同、厚く御礼申し上げます。

　組合員の動向につきましては、令和元年度は 1 社の加入と 1 社の脱会があり、昨年

度と同じ 47 社で、平成 25 年度の 40 社から増加傾向にあります。これまでの組合活動

の成果と組合加入のメリットを理解して頂いた結果だと感謝しております。今以上に

業務・支援サービスの充実をはかるとともに、「社会にとってなくてはならない存在」

がより広く浸透するよう精進してまいります。

　試験設備に関しまして、8 月に一軸圧縮試験機（高容量：改良土等の一軸圧縮試験用）

と CBR 試験用貫入装置を更新導入いたしました。さらに 9 月には定ひずみ速度圧密試

験機 5 連を更新導入いたしましたので、ぜひご活用ください。

　支援サービス事業として 4 月と 5 月に若手技術者向けの土質試験体験会を、6 月に員

外の参加を含めた組合施設見学会を開催し、いずれも定員を超す応募があり好評を博

しました。また昨年度に引き続き、11 月に教育・技術小委員会委員と職員によるミニ

講習会を開催し、活発な意見交換と技術研鑽に務めました。恒例の 3 団体（関西地質

調査業協会、日本応用地質学会関西支部、センター）の合同行事として、 9 月に竹田城

の見学会を、12 月には技術講演会を開催し、多数の参加を得て盛会裏に終了いたしま

した。また、11 月に＂市民防災フォーラム 2019 in OSAKA”をセンター 40 周年記念

事業の一環と位置づけ、関西地質調査業協会と共催し、広く市民の方々に＂防災”意

識の啓蒙に努めました。

　外部活動として、7 月・9 月に関西地質調査業協会の活動支援として滋賀県および大

阪府の防災訓練に協力いたしました。10 月には大阪府都市整備部主催の土質試験研修

令和元年度を振り返り

理事長　寺西　一哲
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会を、また同月には兵庫県まちづくり技術センター主催の兵庫県職員を対象とした土

質試験研修会を開催し、発注機関の職員方々に土質試験の種類と結果の見方について、

職員が解説いたしました。

　また、ジオ・ラボネットワークの一員として 7 月の地盤工学会と 9 月の全地連「技

術フォーラム」で研究発表とブース展示を行い、土質試験の啓蒙と重要性を広くアピー

ルいたしました。

　さて皆様は土質試験管理者認定試験をご存じでしょうか。土質試験管理者とは地盤

調査・設計に関わる資格（技術士・RCCM・地質調査技士）に対して、土質試験従事

者に関わる資格制度です。ジオ・ラボネットワークが中心となり、新たな資格制度と

してスタートしたものです。資格者は土質試験に関し知識と技能を兼ね備え、いわば「土

質試験のコンサルタント」みたいなものです。センターには 3 名居りますので、試験

計画・解釈でお困りの際は、お気軽にお声掛けください。

　今年度は理事会と職員、昨年 4 月に迎え入れた 2 名の新入職員とともに一丸となっ

た行動ができ、お陰様で計画を達成することが出来ました。まだまだ至らぬ点も多々

あるかと存じますがなお一層のご支援・ご鞭撻をお願い申しあげます。
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　令和 2 年 3 月 19 日（木）15 時 00 分より、大阪キャッスルホテル会議室において、理事 10
名が出席して開催した。
　定款の定めにより、寺西理事長が議長に就任し議事進行を行った。
 

 1 ）一般経過報告
  2 月の会議・会合・行事について報告した｡
 2 ）2 月分事業報告の件
 3 ）その他の件
　　（1）土質試験体験会実施について
　　（2）4 月中の組合主催行事の実施について
　　（3）ＷＥＢ会議導入について

 1 ）令和元年度利益予想及び職員期末手当及び期末役員報酬支給並びに剰余金処分（案）検討の件
 2 ）組合ビジョン検討の件

定例理事会 Regular board of directors3月

［報告事項］

［審議事項］

定例理事会 Regular board of directors2月
　令和 2 年 2 月 27 日（木）14 時 00 分より、大阪キャッスルホテル会議室において、理事 9 名
が出席して開催した。
　定款の定めにより、寺西理事長が議長に就任し議事進行を行った。

 1 ）一般経過報告
  1 月の会議・会合・行事について報告した｡
 2 ）1 月分事業報告の件
 3 ）令和 2 年度行事予定について
 4 ）その他の件
　　（1）組合員代表者変更について
　　（2）委員会について
　　（3）工事代増額の件

 1 ）令和元年度利益予想について
 2 ）令和元年度概算剰余金処分（案）及び職員期末手当について
 3 ）令和 2 年度概算予算（案）について
 4 ）組合ビジョンについて
 5 ）創立 40 周年記念事業について
 6 ）その他の件
　　（1）顧問・相談役の件

［報告事項］

［審議事項］
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氏　　名 所　　属

担当理事

窪田　博之 ㈱アテック吉村
藤井　勉 ㈱エイト日本技術開発
荒木　繁幸 ㈱ダイヤコンサルタント
髙松　博司 ㈱キンキ地質センター

委　　員

荒谷　賢一 ㈱関西土木技術センター
杉原　普作 中央開発㈱
加藤　博之 ㈱メーサイ
髙村　憲明 ㈱ KGS
中谷　英之 ㈱インテコ
曽根　直樹 ハイテック㈱
長谷川　智昭 ㈱日建設計シビル
高柳　昴 ㈱キンキ地質センター
長谷川　友祐 国際航業㈱
高野　郁弥 川崎地質㈱

事 務 局
橋本　篤

㈿関西地盤環境研究センター梅本　学
西野　真海

氏　　名 所　　属

担当理事

八谷　誠 中央復建コンサルタンツ㈱
髙村　勝年 ㈱ KGS
束原　純 中央開発㈱
竹内　功 ㈱関西土木技術センター

委　　員

深井　晴夫 基礎地盤コンサルタンツ㈱
木村　耕治 日本基礎技術㈱
鏡原　聖史 ㈱ダイヤコンサルタント
金村　和生 中央復建コンサルタンツ㈱
新井　靖明 ㈱キンキ地質センター
田中　洋 ㈱東京ソイルリサーチ
山本　保則 ㈱日さく
五十嵐　慎久 キタイ設計㈱
辻　貴博 ㈱地域地盤環境研究所
澁谷　奨　 ㈱地圏総合コンサルタント

事 務 局
金津　正子

㈿関西地盤環境研究センター林　俊平
三好　功季

2020～2022 センター小委員会 新委員決定しました

広報小委員会

教育・技術小委員会

委員の皆様、組合委員活動にご協力よろしくお願いします。
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氏　　名 所　　属
実行委員長 荒木　繁幸 ㈱ダイヤコンサルタント
副実行委員長 中山　義久 ㈿関西地盤環境研究センター
理事長 寺西　一哲 ㈱ソイルシステム
センター長 松川　尚史 ㈿関西地盤環境研究センター
副センター長 森　辰義 ㈿関西地盤環境研究センター

WG 長 束原　純 中央開発㈱
担当理事 髙松　博司 ㈱キンキ地質センター
WG 主査 荒谷　賢一 ㈱関西土木技術センター

中谷　英之 ㈱インテコ
長谷川　智昭 ㈱日建設計シビル
曽根　直樹 ハイテック㈱
澁谷　奨　 ㈱地圏総合コンサルタント
高柳　昴 ㈱キンキ地質センター
長谷川　友祐 国際航業㈱
高野　郁弥 川崎地質㈱
梅本　学 ㈿関西地盤環境研究センター
西野　真海 ㈿関西地盤環境研究センター

創立40周年記念事業実行委員会 委員決まりました

WG 長 竹内　功 ㈱関西土木技術センター
担当理事 藤井　勉 ㈱エイト日本技術開発
担当理事 髙村　勝年 ㈱ KGS
WG 主査 鏡原　聖史 ㈱ダイヤコンサルタント

深井　晴夫 基礎地盤コンサルタンツ㈱
木村　耕治 日本基礎技術㈱
金村　和生 中央復建コンサルタンツ㈱
田中　洋 ㈱東京ソイルリサーチ
山本　保則 ㈱日さく
五十嵐　慎久 キタイ設計㈱
辻　貴博 ㈱地域地盤環境研究所
金津　正子 ㈿関西地盤環境研究センター
鈴木　剛 ㈿関西地盤環境研究センター
林　俊平 ㈿関西地盤環境研究センター

WG 長 八谷　誠 中央復建コンサルタンツ㈱
担当理事 窪田　博之 ㈱アテック吉村
WG 主査 橋本　篤 ㈿関西地盤環境研究センター

髙村　憲明 ㈱ KGS
杉原　普作 中央開発㈱
加藤　博之 ㈱メーサイ
山口　裕弘 ㈱キンキ地質センター
吉田　敬 応用地質㈱
遠藤　暢 ㈿関西地盤環境研究センター
三好　功季 ㈿関西地盤環境研究センター

WG1　記念誌・座談会

WG2　見学会・講演会

WG3　式典・表彰
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センター改修工事の様子

改修前クロマト室

解体後の原子吸光～クロマト室

２Fデッキコンクリ打ち

改修前原子吸光室

２F搬入口解体直後

水害被害を想定した現在行っている、改修工事の様子を写真で紹介します。

現在、COVID-19 の影響から緊急事態宣言が発令中ですが、センターは今自分たちにできるこ
とを、精一杯実践しております。
業務や世間の動きがもとに戻ったときに、全力で走れるように準備しています。
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　先日、あるメディアで「人生時計」という話題を聞いて、「よ
～できた話やな」と思ったので紹介します。
　昨今、人生 80 年と言われて久しくないですが、これを 1 日に
置き換えたのが人生時計です。24 時間を 8 で割ると 3 時間、つ
まり 10 歳で 3 時間です。
　この世に誕生したのを 0 時とすると、10 歳で 3 時。まだ夢のなか。
　20 歳で 6 時。起床して、1 日の生活を活動し始める頃です。
　余談ですが、私が携わる少年サッカーの卒団生（小学校 6 年生）
にこの話をして、君たちは今寝てる状態だけど 1 日（人生）を最
良に過ごすために全てのエネルギーを蓄えている時期なので、勉
強もスポーツも遊びも、そして恋愛（!?）も頑張りなさい、と熱
弁しました。
　話は戻って、30 歳で 9 時。やっと、一人前に「仕事」が出来
る頃です。
　40 歳で 12 時、50 歳で 15 時。早くも今晩なに吞もうかと考え
る時間ですかね。
　そして、定年の 60 歳で 18 時。ここからが残業という名の第二
の人生ですかね。年金も 65 歳まで引き上げられ、嘱託にとどま
るか、定時に退社してアルバイトに就くのかの分かれ道。
　70 歳で 21 時。それ以降が、いわゆる「終活」なのでしょうか。
　我が国の健康寿命は 70 歳と言われています。通常 21 時からっ
て平日では楽しい時間帯なのに、寝たきりとは勿体ない話だとは
思いませんか？私は 80 歳の 24 時に気持ちよく就寝したいので、
健康面も懐事情も維持したいですね。

                                                                       （荒谷　記）



　昨年末より世界中で大流行しております新型コロナウィルスの影響で、ついにこの日

本でも全国に「緊急事態宣言」が発令されました。不要不急の外出の自粛要請や商業施

設をはじめとした一部企業に休業要請が出ております。特に個人経営の居酒屋や食堂な

どの飲食店は大きな打撃を受けているようで、私の住んでいる地域の商店街も人通りが

少なく閑散としており、ほとんどの店にはシャッターが下り、「緊急事態宣言により当

面の間、臨時休業」、あるいは「閉店」の紙が貼られています。

　台風、大雨による土砂災害、火事や洪水などとは違い、目に見えない脅威ですので、

いつまでこのような苦しい状況が続くかはわかりません。政府が呼びかけているように、

「3 密」を避ける、徹底的な消毒など、いま一人一人ができることを続けていくことが

大切だと思います。

（藤村　亮　記）

編集後記
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組合員・賛助会員名簿
【組合員名簿】 （50音順）

会　社　名 電話番号 会　社　名 電話番号

株式会社 アテック吉村 （072）422-7032 株式会社 地圏総合コンサルタント 四国支店 （0897）33-3123

株式会社 インテコ （0742）30-5655 中央開発 株式会社 関西支社 （06）6386-3691

株式会社 エイト日本技術開発 関西支社 （06）6397-3888 中央復建コンサルタンツ 株式会社 （06）6160-1121

株式会社 オキコ コーポレーション （06）6881-1788 株式会社 東京ソイルリサーチ 関西支店 （06）6384-5321

応用地質 株式会社 関西事務所 （06）6885-6357 株式会社 東建ジオテック 大阪支店 （072）265-2651

川崎地質 株式会社 西日本支社 （06）7175-7700 東邦地水 株式会社 大阪支社 （06）6353-7900

株式会社 関西土木技術センター （075）641-3015 土質コンサル 株式会社 大阪事務所 （072）634-6373

株式会社 基礎建設コンサルタント （088）642-5330 株式会社 中堀ソイルコーナー （06）6384-9069

基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 関西支社 （06）4861-7000 株式会社 日さく 大阪支店 （06）6318-0360

キタイ設計 株式会社 （0748）46-2336 株式会社 日建設計シビル （06）6229-6372

株式会社 キンキ地質センター （075）611-5281 株式会社 日本インシーク （06）6282-0310

株式会社 KGS （072）279-6770 日本基礎技術 株式会社 関西支店 （06）6351-0562

株式会社 建設技術研究所 大阪本社 （06）6206-5700 日本物理探鑛 株式会社 関西支店 （06）6777-3517

興亜開発 株式会社 関西支店 （072）250-3451 ハイテック 株式会社 （06）6396-7571

株式会社 興陽ボーリング （06）6932-1590 株式会社 阪神コンサルタンツ （0742）36-0211

国際航業 株式会社 関西技術所 （06）6487-1111 阪神測建 株式会社 （078）360-8481

株式会社 国土地建 （0748）63-0680 株式会社 ビュー設計 （088）665-7360

サンコーコンサルタント 株式会社 大阪支店 （06）6121-5011 復建調査設計 株式会社 大阪支社 （06）6392-7200

有限会社 ジオ・ロジック （072）429-2623 双葉建設 株式会社 （0748）86-2616

株式会社 白浜試錐 （0739）42-4728 報国エンジニアリング 株式会社 （06）6336-0228

株式会社 ソイルシステム （06）6976-7788 株式会社 メーサイ （06）6190-3371

株式会社 ダイヤコンサルタント 関西支社 （06）6339-9141 明治コンサルタント 株式会社 大阪支店 （072）751-1659

株式会社 タニガキ建工 （073）489-6200 株式会社 ヨコタテック （06）6877-2666

株式会社 地域地盤環境研究所 （06）6943-9705

【賛助会員名簿】

会 社 名 電話番号 会 社 名 電話番号

株式会社 アーステック東洋 （075）575-2233 株式会社 綜合技術コンサルタント （075）312-0653

株式会社 勇コンサルタンツ （078）652-3330 株式会社 ソルブレイン （06）6981-3330

株式会社 池田地質 （06）6797-2280 株式会社 兵庫コンサルタント （0799）28-1074

株式会社 JFDエンジニアリング （06）6531-3326
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