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北海道コンクリート診断士会設立総会 
 

 

 

 

 

日  時   平成２１年１月３０日 

場  所   ホテルポールスター札幌 

 



北海道コンクリート診断士会 
設立総会次第  

 

1.開会の辞                           １３：３０  

2.発起人代表挨拶  

3.来賓者挨拶  東京コンクリート診断士会会長 小野 定 様  

4.北海道コンクリート診断士会の取組経過  

 第１号議案  会則（案）について  

 第２号議案  役員の選出について  

5.会長挨拶  

6.議長選出  

7.議案審議  

 第３号議案  平成２１年事業計画（案）  

 第４号議案  平成２１年予算（案）  

8.その他、会の運営方法について（ＨＰ、アンケート、講習会）  

9.その他、質疑応答  

10.閉会の辞                          １５：００  

 

設立記念講演会次第  

 

1.開会の辞                         １５：０５  

2.記念講演  

 演題：コンクリート構造物の維持管理技術とコンクリート診断士の使命  

 講師：㈱Ｃ＆Ｒコンサルタント 代表取締役社長 小野 定 様  

3.閉会の辞                         １７：００  



 

北海道コンクリート診断士会の取組経過 
 
 
１．平成２０年１０月２４日に記者発表（ＳＣＯＰＥ内会議室にて） 
 
２．平成２０年１１月 １日に会員募集開始 
 
３．平成２０年１２月１７日に第１回発起人会会議（ＳＣＯＰＥ内会議室にて） 
 
４．平成２０年１２月２４日に設立総会・記念講演会・交流会の案内送信 
 
５．平成２１年 １月１５日に設立総会等の出欠締切 
 
６．平成２１年 １月２０日に第２回発起人会会議（ＳＣＯＰＥ内会議室にて） 
 
７．平成２１年 １月３０日に設立総会開催（ホテルポールスター札幌にて） 

正  会  員 ：４４（出席３２、委任状１２） 
賛助会員（個人）： ６（出席 ２、委任状 ４） 
賛助会員（法人）：２５（出席 ５、委任状 ４、代理出席１６） 

計    ：７５（出席３９、委任状２０、代理出席１６） 
  総 会 出 席 者 ：５２（３９＋１６－３（重複）） 
                   ３名内訳  上原泰正（賛助個人・賛助法人） 
                         齋藤恒雄（正会員・賛助法人） 
                         並松知己（正会員・賛助法人） 
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北 海 道 コ ン ク リ ー ト 診 断 士 会 会 則 （案） 
 

第１章 総則 

（名称） 
第 １ 条 この会の名称は、北海道コンクリート診断士会（以下、本会という）と称する。 
 （事務局） 
第 ２ 条 本会は事務局を札幌市内に置く。 
 （目的） 
第 ３ 条 本会は、社団法人日本コンクリート工学協会のコンクリート診断士制度の趣旨

に基づきコンクリート診断技術の向上、コンクリート診断士の品位の保持により、

偏らない公正なコンクリート診断士を目指すことで社会に貢献し、このことによ

り社会の信頼を得て、社会的地位の向上を図ることを目的とする。 
 （事業） 
第 ４ 条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 （１）コンクリート診断技術の向上のための活動 
 （２）コンクリート診断士の品位保持に関する活動 
 （３）コンクリート診断士制度の普及 
 （４）コンクリート維持管理最新技術収集、会員への配信 
 （５）コンクリート維持管理業務を通じた社会への貢献 
 （６）コンクリート診断・補修に関する見積の調査・研究 
 （７）その他、会員の親睦、本会の目的のための活動 

 

第２章 会員 

 （会員の条件） 
第 ５ 条 本会の会員は規約３条の目的に賛同し、次の条件を満たすものとする。 
   （１）正会員は北海道内に居住し、又は勤務するコンクリート診断士 
   （２）賛助会員は本会の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体とする。 
 （入会） 
第 ６ 条 本会の入会は別に定める入会申込書を提出の後、役員会で資格確認を行い、会

長が承認した者について入会が認められる。 
 （退会） 
第 ７ 条 会員は次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。 
   （１）退会の申出をしたとき 

第１号議案 

2



 

   （２）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき 
   （３）死亡し、若しくは失跡宣言を受け、又は会員である法人が消滅したとき 
   （４）２年以上、会費を滞納したとき 
   （５）除名されたとき 
   （６）会員は法、又は本規約に違反し、本会の秩序、若しくは信用を害し、また、

その他診断士の品位を失うような行為をしたときは、総会、又は臨時総会の議

決に基づき除名することができる。但し、その会員に対し総会、又は臨時総会

の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
 

第３章 役員、顧問及び技術顧問 

 （種類、及び定数） 
第 ８ 条 本会に次の役員を置く 
   （１）会  長  １人 
   （２）副 会 長  １人 
   （３）幹  事  ５人 
   （４）監 査 役  ２人 
   （５）事務局長  １人 
 （役員の選出） 
第 ９ 条 役員の選出は、総会において選出する。 
   ２ 会長は役員会、又は５名以上の会員の推薦する者から総会において選出する。 
   ３ 役員は会長の推薦する者、又は会員の立候補から総会において選出する。 
   ４ 役員の任期は、選任されたときより２年後の総会までとする。但し、再任は妨

げない。 
   ５ 役員が第７条の規定により退会した場合は、役員会は速やかに会員に通知し、

新任の役員を選出する。但し、新任役員の任期は、先任役員の残期間とする。 
 （役員の職務） 
第１０条 役員は、別に定める他、次の職務を有する。 
   （１）会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
   （２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

会長の職務を代行する。 
   （３）監査役は、本会の会計、及び業務を監査する。 
   （４）幹事は、会長・副会長を補佐し、本会の運営に携わる。 
   （５）事務局長は、活動計画を他の役員と協力して立案し、総会に図り実施に関す

る諸業務を行う。 
   （６）総会、及び臨時総会、役員会の議長は、会長が行う。 

3



 

 （顧問、及び技術顧問） 
第１１条 本会に顧問、及び技術顧問を置くことができる。 
   ２ 顧問は、学識経験者の中から役員会で推薦し、総会、又は臨時総会での承認を

得て会長がこれを委嘱する。 
   ３ 技術顧問は、本会の役員を経験した技術者、又は本会の会員以外の技術者を役

員会が推薦し、尚かつ本会の協力を同意した技術者に総会、又は臨時総会での承

認を得て会長が委嘱する。 
   ４ 顧問、及び技術顧問は本会に対し、必要な助言することができる。 
   ５ 技術顧問は、役員会の求めに応じ、技術活動を支援することができる。 
 

第４章 会議 

 （会議の種類） 
第１２条 本会に次の会議を置く。 
   （１）総会（臨時総会） 
   （２）役員会 
   （３）部会（広報部会、技術部会） 
 （総会） 
第１３条 総会は正会員、賛助会員（法人、団体は代表者）をもって構成し、年１回開催

し、次の事項を審議する。 
   （１）事業報告、及び収支決算 
   （２）事業計画、及び収支予算 
   （３）会則の改正 
   （４）役員の改選 
   （５）その他、総会が必要と認める事項 
 （臨時総会） 
第１４条 次の場合、臨時総会を会長が招集することができる。 
   （１）会長が必要と認めたとき 
   （２）会員の３分の１以上の要望があったとき 
 （総会の議決） 
第１５条 総会は、会員の３分の２以上の出席を要し、総会出席者の過半数をもって議決

とする。但し、委任状による出席を認める。 
 （役員会） 
第１６条 役員会は、会長、副会長、幹事、監査役、及び事務局長をもって構成し、第４

条の各項に関する事項等を審議する。役員会議の議事録は、会員に公開する。 
 

4



 

第５章 会計 

 （入会金） 
第１７条 入会金は無料とする。 
 （年会費） 
第１８条 本会の年会費は、個人（賛助会員を含む）５，０００円、賛助会員法人、団体

３０，０００円とし、原則として銀行振込とし、振込に要する費用は、会員個人

が負担する。但し、本会の運営上、役員会が必要認めた場合は、臨時総会で承認

を得て、臨時会費を徴収することができる。 
 （会計年度） 
第１９条 会の会計年度は、毎年１月１日より１２月３１日までとする。 
 （決算） 
第２０条 本会の決算は、毎会計年度終了後、速やかに決算書を事務局が作成し、監査役

の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 
 

第６章 事務局 

 （事務局） 
第２１条 本会の会務を処理するため、会長の下に事務局を置く。 
   ２ 事務局は、第１０条第５項に定める他、必要事項は、会長がこれを決定する。 
   ３ 事務局には、常に規約、役員名簿、会員名簿、事業報告書、収支決算書、財産

目録、事業計画書、収支予算書等の書類を備えておかなければならない。但し、

これに代わる書類、及び帳票を備えたときは、この限りではない。 
 

第７章 その他 

 （会則） 
第２２条 この会則の執行にあたり、必要な規定、及び事項は、役員会の決議により別に

定める。 
   ２ この会則は会員、又は役員からの要請により、役員会において出席した役員の

３分の２以上の同意、又は３分の１以上の会員の要請をもって発議し、総会にお

いて出席した会員の３分の２以上の議決がなければ変更することができない。 
   ３ この会則は、平成２１年１月３０日発効する。 
 （会の運営） 
第２３条 本会は原則としてインターネットで運営するものとする。 

5



 

 
平成２１年 北海道コンクリート診断士会 事業計画（案） 

 

１．北海道コンクリート診断士会、会則４条の事業活動方針により、次の活動を行う。 

（１）会則４条（１）による活動（コンクリート診断技術の向上） 

   コンクリート診断士を対象とした研修会を年３回程度行い、さらに現場研修会を年１回行う。 

（２）会則４条（２）による活動（品位の保持） 

   講演会を年１回行う。 

（３）会則４条（３）による活動（診断士制度の普及） 

   コンクリート診断士資格者の普及を目指す考えから、その支援活動として賛助会員を対象として

講習会を年１回行う。 

（４）会則４条（４）による活動（最新技術の収集配信） 

   他県におけるコンクリート診断士会の情報交換、土木学会、日本コンクリート工学協会の最新技

術についての配信を行う。 

 

２．事業計画のまとめ 

（１）コンクリート診断技術研修会・・・年３回、対象は正会員・賛助会員（平成２１年度は、２００

７年度制定された示方書、維持管理編を主体・アセットマネ

ジメントについて研究） 

（２）コンクリート診断士普及講習会・・年１回、対象は賛助会員（コンクリート診断士を目指す人を

対象とした講習会） 

（３）コンクリート講演会・・・・・・・年１回、対象は正会員、賛助会員（コンクリート診断最新技

術及び診断士の品位について） 

（４）現場研修会・・・・・・・・・・・年１回、対象は正会員、希望があれば賛助会員の参加も認め

る（道路、河川、ダム、港湾等の構造物劣化診断の現場研修） 

 

第３号議案 
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第４号議案

１．収入の部

項　　　　目 予算金額

　会費 円

個人   5,000円/人 * （44+6名） 250,000

法人  30,000円/社 *  25社 750,000

収入の部合計 1,000,000

２．支出の部

項　　　　目 予算金額

　１）技術研修会（3回/年） 円

　　　　80,000円 * 1回（講師 札幌） 80,000 内　　　　訳

会場費(SCOPE) 0円

講師料 50,000円

雑費及び資料 30,000円

合   計 80,000円

　　　150,000円 * 2回（講師 東京） 300,000 内　　　　訳

会場費(SCOPE) 0円

講師料 50,000円

旅　 費 70,000円

雑費及び資料 30,000円

合   計 150,000円

　２）診断士普及講習会

　　　180,000円 * 1回 180,000 内　　　　訳

　　　（２月開催予定） 会場費(SCOPE) 0円

講師料 120,000円

旅　 費 20,000円

雑費及び資料 40,000円

合   計 180,000円

　３）講演会（１回/年）

　　　　247,000円 * 1回 247,000 内　　　　訳

会場費 66,000円

講師料 50,000円

旅　 費 70,000円

雑費及び資料 61,000円

合   計 247,000円

　４）現場研修会（１回/年）

　　　 70,000円 * 1回 70,000

　５）総会費（１回/年）

　　　 28,000円 * 1回 28,000 内　　　　訳

会場費 28,000円

　６）その他予備費 95,000

支出の部合計 1,000,000

平成２１年　北海道コンクリート診断士会　予算書（案）

記　　事

記　　事

（65,000×1.5/3.5）

（65,000×2/3.5+29,400）
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会員区分 ： 正会員 ・ ・

（○を付けて下さい）

会員名及び法人名：

・正会員の方に聞きます。

・賛助会員（個人・法人）の方に聞きます。（年１回の講習会・講演会

アンケート用紙

現場研修会の現場希望
（希望がある場合）

現場研修会時期
（年１回）

月頃

賛助会員（個人） 賛助会員（法人）

研修会時期
（年３回）

１回目 ２回目 ３回目 その他意見

講師
（特に希望がある場合）

研修会開催場所
（札幌を考えている）

市・町・村 市・町・村 市・町・村

講演会 講習会

研修会内容
（今年は、２００７年度制定された
示方書、維持管理編を主体・ア
セットマネジメントを考えている

が、その他意見）

月頃 月頃 月頃

その他意見

講演会内容
（コンクリート診断技術の問題で

何か希望があれば）

講習会内容
（コンクリート診断技術の問題で

何か希望があれば）

講演会・講習会時期
（今年の講演会は総会時、講習

会は２月に）
月頃 月頃

10



平成２１年 １月２７日 
賛 助 会 員 各 位 
正 会 員 各 位 

北海道コンクリート診断士会 
発起人代表 上原 泰正  

 

北海道コンクリート診断士会 講習会のご案内について 
 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 皆様の御協力により、北海道コンクリート診断士会が１月３０日の総会で設立する運び

となりましたことにお礼申し上げます。 
つきましては、平成２１年事業として賛助会員を対象としたコンクリート診断士を目指

す人の講習会を考えています。この講習会を下記の要領で開催しますので、御多忙とは思

いますが、ご案内させて頂きます。 
 

記 
 
１．日  時：平成２１年２月２１日（土） １０時００分～１７時００分 
２．場  所：（財）港湾空港建設技術サービスセンター北海道支部内大会議室 
       札幌市北区北７条西２丁目８ 北ビル６Ｆ 
３．講習内容：コンクリート診断技術のポイント 
４．講  師：㈱Ｃ＆Ｒコンサルタント 代表取締役社長 小野 定 様 
５．会  費：無料 
６．定  員：７０名（定員になりしだい締め切らせて頂きます） 
７．そ の 他：賛助会員を対象としていますが、正会員でも参加希望者は出席可能です。 
 

出欠確認票 
 
会 員 名： 
 

出 席   ・  欠 席 
 

 
出 席 者 名 
 
 

   

 
 

   

※ 提出期限：平成２１年２月１３日（金）まで 
※ 提 出 先：北海道コンクリート診断士会事務局 ＦＡＸ：０１５４－４１－１２７０ 
                     Ｅ－ｍａｉｌ：m-toku@kk-hamaya.co.jp 
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正会員 （平成２１年１月３０日現在、順不同・氏名敬称略）

勤務先名 勤務先電話番号

勤務先住所 勤務先ＦＡＸ番号

㈱ホッコン 0133-64-6570

石狩市新港南1丁目28-10 0133-64-6579

宮坂建設工業㈱ 0155-23-9151

帯広市西4条南8丁目12 0155-24-8587

㈱ナオック 0157-25-7000

北見市青葉町16-23 0157-25-9363

北日本港湾コンサルタント㈱ 011-863-9111

札幌市白石区平和通2丁目北11番18号 011-861-3400

宮坂建設工業㈱ 0155-23-9151

帯広市西4条南8丁目12 0155-24-8587

道東コンクリート㈱ 0156-25-3113

足寄郡足寄町北４条１丁目１５－２ 0156-25-5175

伊藤工業㈱ 0166-51-2987

旭川市春光台1条7丁目2-3 0166-51-2988

日本データーサービス㈱ 011-780-1116

札幌市東区北16条東19丁目1-14 011-780-1126

新太平洋建設㈱ 011-815-2820

札幌市豊平区豊平4条10丁目3-15 011-815-2825

鹿島建設㈱北海道支店 011-231-7521

札幌市中央区北3条西3丁目1-4　札幌北三条ビル 011-231-7628

三ツ輪ﾍﾞﾝﾀｽ㈱根室工場 0153-25-3232

根室市月岡町2丁目86番地7 0153-25-3716

道東セメント販売㈱ 0155-22-8805

帯広市東1条南21丁目11番地 0155-22-8806

大北土建工業㈱ 0167-23-1111

富良野市本町8番１号 0167-23-1116

加藤建設㈱ 01558-8-2011

中川郡幕別町忠類白銀町200番地 01558-8-2642

㈱山田組 011-261-3521

札幌市中央区大通西14丁目1番地 011-281-4390

㈱上田商会千歳工場 0123-27-2220

千歳市上長郡1130-12 0123-27-3699

大成建設㈱札幌支店 01632-5-2080

天塩郡幌延町北進432-2 -

日本データーサービス㈱ 011-780-1111

札幌市東区北16条東19丁目1番14号 011-780-1126

サンスイコンサルタント㈱ 011-712-3935

札幌市東区北41条東3丁目3番10号 011-712-3932

北成建設㈱ 0133-23-2625

石狩郡当別町園生54番地 0133-23-2832

野外科学㈱ 011-751-5154

札幌市東区苗穂町12丁目2番39号 011-711-6846

梶山　和徳
（かじやま　かずのり）

土木

18

20

21

19

14

15

16

17

10

11

13

6

7

8

9

12

番号

2

4

5

1

3

コンサルタント

専門分野名　　前

伊藤　隆
（いとう　たかし）

秋山　護
（あきやま　まもる）

阿部　英俊
（あべ　ひでとし）

生コンクリート

土木

木村　博史
（きむら　ひろし）

菅野　三夫
（かんの　みつお）

北川　義人
（きたがわ　よしひと）

木村　雅彰
（きむら　まさあき）

土木

市村　隆二
（いちむら　りゅうじ）

土木

阿部　忍
（あべ　しのぶ）

石川　浩希
（いしかわ　ひろき）

コンサルタント

片山　貴大
（かたやま　たかひろ）

コンクリート製品

神田　貴尚
（かんだ　たかなお）

-

土木

土木

土木

小林　宏明
（こばやし　ひろあき）

小室　秋雄
（こむろ　あきお）

コンサルタント

奥　義男
（おく　よしお）

土木
建築

伊藤　正己
（いとう　まさみ）

大塩　進一
（おおしお　しんいち）

太田　匠
（おおた　たくみ）

生コンクリート

土木

コンサルタント

－

「北海道コンクリート診断士会」　会員名簿

コンクリート製品
生コンクリート

土木

コンサルタント
大内　義仁
（おおうち　よしひと）

加藤　茂樹
（かとう　しげき）

※個人情報が含まれていますので、取り扱いに注意して下さい。
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正会員 （平成２１年１月３０日現在、順不同・氏名敬称略）

勤務先名 勤務先電話番号

勤務先住所 勤務先ＦＡＸ番号

㈱南組 札幌支店 011-562-5722

札幌市中央区南7条西1丁目13番地　弘安ビル3F 011-562-5733

水元建設㈱ 0157-25-6000

北見市青葉町16番23号 0157-22-2620

函館上田コンクリート㈱ 01374-8-3321

茅部郡森町字砂原西4丁目242番地 01374-8-2459

水元建設㈱ 0157-25-6000

北見市青葉町16番23号 0157-22-2620

大野アサノコンクリート㈱ 0138-77-1411

北斗市村山154番地の1 0138-77-8466

㈱上田商会 0143-85-5174

登別市川上町297 0143-85-3049

髙堂建設㈱ 0155-23-1578

帯広市東1条南17丁目2番地 0155-23-1554

水元建設㈱ 0157-25-6000

北見市青葉町16番23号 0157-22-2620

㈱北菱サービス 011-261-6077

札幌市中央区大通西14丁目1番地 011-261-0025

北海道職業能力開発大学校 0134-62-3553

小樽市銭函3丁目190番地 0134-62-2154

東海産業㈱ 0166-24-4111

旭川市東3条6丁目 0166-26-5217

㈱濱谷建設 0154-42-5380

釧路市港町3番6号 0154-41-1270

㈱山田組 011-261-3521

札幌市中央区大通西14丁目1番地 011-281-4390

㈱高木組 0138-22-1195

函館市東雲町19-13 0138-22-1291

ＨＲＳ㈱ 0134-22-7710

小樽市勝内町8番39号 0134-22-7696

大北土建工業㈱ 0167-22-8881

富良野市本町8-1 0167-44-2135

北海羽田コンクリート㈱ 0152-23-3707

斜里郡斜里町新光町12番地 0152-23-2787

㈱アサヒ建設コンサルタント 0166-23-4526

旭川市8条通15丁目左4号 0166-23-4528

㈱山田組 011-261-3521

札幌市中央区大通西14丁目1番地 011-281-4390

小針土建㈱ 0153-72-3265

標津郡中標津町緑町南2-1-1 0153-72-3496

㈱協和コンサルタント 0166-60-1188

旭川市神楽6条1丁目4-12 0166-60-1117

松田　喜行
（まつだ　のぶゆき）

コンサルタント

37

28

26

29

38

40

30

32

33

42

36

35

39

41

34

25

27

31

22

24

髙堂　匠美
（たかどう　たくみ）

得地　幹男
（とくち　みきお）

土木

齋藤　恒雄
（さいとう　つねお）

－

土木

塩澤　豊
（しおざわ　ゆたか）

土木
コンサルタント

生コンクリート

元茂　広実
（もとしげ　ひろみ）

土木

土木

土木

立野　芳信
（たちの　よしのぶ）

髙野　章彦
（たかの　あきひこ）

髙木　俊憲
（たかぎ　としのり）

福重　幸一
（ふくしげ　こういち）

生コンクリート

土木

土木

森脇　秀幸
（もりわき　ひでゆき）

土木

奈良　義明
（なら　よしあき）

土木
平山　正幸
（ひらやま　まさゆき）

並松　知己
（なみまつ　ともみ）

永渕　正巳
（ながぶち　まさみ）

建築

土木

23
佐生　寿和
（さおい　としかず）

建築、独立行政法人・事業団・公庫
大学・学校

生コンクリート

山﨑　俊一
（やまざき　しゅんいち）

コンサルタント

椿本　稔
（つばきもと　みのる）

佐藤　敏仁
（さとう　としひと）

東雲　宏和
（しののめ　ひろかず）

田畑　雅幸
（たばた　まさゆき）

土木

土木

「北海道コンクリート診断士会」　会員名簿

番号 名　　前 専門分野

※個人情報が含まれていますので、取り扱いに注意して下さい。
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正会員 （平成２１年１月３０日現在、順不同・氏名敬称略）

勤務先名 勤務先電話番号

勤務先住所 勤務先ＦＡＸ番号

㈱北菱サービス 011-261-6077

札幌市中央区大通西14丁目1番地 011-261-0025

一二三北路㈱ 011-772-8778

札幌市北区百合が原6丁目1-5 011-772-8668

賛助会員（個人） （平成２１年１月３０日現在、順不同・氏名敬称略）

勤務先名 勤務先電話番号

勤務先住所 勤務先ＦＡＸ番号

北日本港湾コンサルタント㈱ 011-863-9111

札幌市白石区平和通2丁目北11番18号 011-863-6833

㈱女澤建設 011-791-3854

札幌市東区中沼町181番地1 011-791-4029

㈱ササキ 0162-32-3211

稚内市末広5丁目1-22 0162-32-3200

㈱フィックス 011-582-2236

札幌市南区真駒内幸町1丁目3番1号 NTT東日本真駒内ビル 011-582-2238

津別建設㈱ 0152-76-2174

網走郡津別町字東2条23番地 0152-76-4540

㈱生駒組 0166-22-1251

旭川市4条通3丁目右1号 0166-22-1254

番号 名　　前

43

44

矢元　正宏
（やもと　まさひろ）

湯本　良一
（ゆもと　りょういち）

土木

土木

専門分野

番号 名　　前 専門分野

「北海道コンクリート診断士会」　会員名簿

2
女澤　信行
（おんなざわ　のぶゆき）

建築

1
上原　泰正
（うえはら　たいせい）

コンサルタント

4
鈴木　清和
（すずき　きよかず）

土木

3
佐々木　正明
（ささき　まさあき）

土木

6
村椿　清高
（むらつばき　きよたか）

土木

5
蓮井　和一
（はすい　かずいち）

土木

※個人情報が含まれていますので、取り扱いに注意して下さい。
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賛助会員（法人） （平成２１年１月３０日現在、順不同・氏名敬称略）

電話番号 代表者役職 担当者役職

ＦＡＸ番号 代表者氏名 担当者氏名

011-820-2122 代表取締役社長 札幌生ｺﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

011-820-2277 會澤 祥弘 田辺　治樹

0154-41-4111 代表取締役社長 土木部　土木課長

0154-42-1436 山中　博 長谷川　俊一

011-221-0171 代表取締役社長 －

011-221-0199 坂　敏弘 高根　健介

011-281-7712 代表取締役社長 土木部管理課長

011-281-7725 宮崎　英樹 成田　憲治

011-863-6711 札幌支社長 技術部長

011-863-0138 佐藤　謙司 前島　俊哉

011-863-9111 代表取締役 総務部課長代理

011-863-6833 上原　泰正 冨田　信二

011-709-7701 常務理事　北海道支部長 総務課長

011-709-7702 中村　信之 多屋　和輝

0153-72-3265 代表取締役社長 総務部次長

0153-72-3496 小針　武志 瀧場　慎一

0146-32-3104 代表取締役 専務取締役

0146-32-3442 酒井　秀男 酒井　芳宏

0154-41-0288 代表取締役社長 工事部長

0154-41-0958 白崎　義章 樽井　寿博

0154-51-2347 代表取締役 取締役営業部長

0154-53-0449 西村　智久 小池　和也

011-241-1617 執行役員支店長 担当部長

011-232-5098 小野沢　潔 福田　雄二

0138-22-1195 代表取締役社長 土木部次長

0138-22-1199 黒田　憲治 並松　知己

「北海道コンクリート診断士会」　会員名簿

8 小針土建㈱
標津郡中標津町緑町南
2丁目1番地1

土木

住　　　　　　　　所会　　社　　名 専門分野

釧石工業㈱
釧路市鳥取大通9丁目9
番4号

土木

釧路市材木町15番17号葵建設㈱ 土木

札幌市中央区北6条西
14丁目4番地

札幌市白石区菊水上町
4条4丁目95-1

會澤高圧コンクリート㈱

札幌市白石区南郷通1
丁目北9番20号

応用地質㈱札幌支社

函館市東雲町19番13号㈱高木組 土木

土木
コンサルタント

生コンクリート

勇建設㈱

コンサルタント

日高郡新ひだか町三石
東蓬莱10番地の5

岩倉建設㈱

札幌市北区北7条西2丁
目8
北ビル6F

（財）港湾空港建設技術サービ
スセンター（ＳＣＯＰＥ）北海道
支部

土木

土木

土木

札幌市中央区南1条西7
丁目16番2

白崎建設㈱

土木

札幌市白石区平和通2
丁目北11番18号

土木
生コンクリート

釧路市城山1丁目10番5
号

土木
建築

4

5

7

北日本港湾コンサルタント㈱

酒井建設㈱

札幌市中央区南1条西1
丁目4番地
大成札幌ビル

大成建設㈱札幌支店

番号

1

2

3

9

10

12

13

11

6

※個人情報が含まれていますので、取り扱いに注意して下さい。
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賛助会員（法人） （平成２１年１月３０日現在、順不同・氏名敬称略）

電話番号 代表者役職 担当者役職

ＦＡＸ番号 代表者氏名 担当者氏名

011-281-3291 支店長 土木部　課長

011-281-3293 成田　正春 古田　圭也

01586-5-2111 代表取締役 工務課　課長

01586-5-2700 西村　幸浩 川合　邦広

011-662-2611 代表取締役社長 企画部　KB課

011-666-1749 菊原　茂 鈴木　義人

011-780-1111 代表取締役 設計診断部所属長

011-780-1123 白尾　宣彦 大内　義仁

011-747-7321 代表取締役社長 専務取締役

011-758-5491 堀井　健次 前佛　榮一

0154-42-5380 代表取締役社長 代表取締役副社長

0154-41-1270 濱谷　一生 得地　幹男

011-222-4420 代表取締役社長 技術研究所所長代理

011-222-4426 谷藤　和三 後藤　泰孝

0153-25-3125 代表取締役 総務部課長代理

0153-25-3654 山下　洋司 宮下　省

0138-42-7131 代表取締役社長 土木部工務課長

0138-40-5632 宮部　英一 米田　薫也

011-562-6122 代表取締役社長 取締役技術部長

011-562-6133 南　修 齋藤　恒雄

0154-22-1287 代表取締役社長 土木舗装部土木課長

0154-25-9510 村井　順一 桂木　郁博

011-261-3521 代表取締役 管理部業務管理室室長

011-281-4390 山田　實 神田　貴尚

25

21

20

19

22

23

24

15

16

17

18

14

釧路市住之江町12-17

㈱濱谷建設

東洋建設㈱北海道支店

土木
建築

函館市吉川町4-30

札幌市中央区北4条西
6-1-1
毎日札幌会館ビル

土木

根室市西和田68番地1

札幌市中央区大通西14
丁目1番地

㈱山田組 土木

コンサルタント日本データーサービス㈱

真壁建設㈱

釧路市港町3番6号

㈱松本組
土木
建築

㈱農土コンサル

土木

札幌市中央区北1条東3
丁目
北電興業ビル2F

札幌市西区発寒16条14
丁目6番50号

日本仮設㈱ 土木

土木

札幌市東区北16条東19
丁目1-14

コンサルタント

紋別郡湧別町栄町133
番地の1

㈱西村組

村井建設㈱

土木
建築

札幌市中央区南7条西1
丁目13番地
弘安ビル3階

㈱マレックス技研 土木

札幌市北区北7条西6-
2-5

北電総合設計㈱

コンサルタント

「北海道コンクリート診断士会」　会員名簿

番号 会　　社　　名 住　　　　　　　　所 専門分野

※個人情報が含まれていますので、取り扱いに注意して下さい。
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役    員（案） 
 
 
１．会   長    上 原 泰 正 （北日本港湾コンサルタント㈱） 
 
２．副 会 長    平 山 正 幸 （大北土建工業㈱） 
 
３．幹   事    田 畑 雅 幸 （北海道職業能力開発大学校） 
 
           大 塩 進 一 （新太平洋建設㈱） 
 
           神 田 貴 尚 （㈱山田組） 
 

大 内 義 仁 （日本データーサービス㈱） 
 
           奥   義 男 （三ツ輪ベンタス㈱根室工場） 
 
４．監 査 役    中 村 信 之 （（財）港湾空港建設技術サービスセンター 

北海道支部） 
 
           秋 山  護  （㈱ホッコン） 
 
５．事 務 局 長    得 地 幹 男 （㈱濱谷建設） 
 
 
 

顧    問（案） 
 
 
１．顧   問    小 野  定  （Ｃ＆Ｒコンサルタント㈱） 


