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新 任 挨 拶 

     

（一社）東京都地質調査業協会 

  総務・広報委員長  室矢 朋徳 

   （大和基礎設計 株式会社） 

 

 年明け早々コロナ禍のため、政府から緊急事態宣言が発令されたりアメリカ大統領がバイデン氏に決

定したりと、慌ただしくスタートを切った令和 3 年も折り返し地点に参りました。さらに、東京オリンピ

ックの開催も控えあっという間に 1年が終わってしまいそうです。 

そのような中、この度当協会総務・広報委員長をやらせていただくことになりました。IOT、AI、ビッグ

データの第 4 次産業革命の時期とも重なり、真に時代の変革期にあり当協会も変革を迫られているものだ

と実感しております。 

 

主に当協会では 

１．地質調査についての普及・啓発活動 

２．地質調査についての情報の提供に関する事業 

３．地質調査技術の向上に関する事業 

４．地質調査業者の経営の近代化促進及び資質の向上に関する事業 

の 4点に絞り活動しております。 

 

 これらの考えをベースに、会員企業に入会して良かったと言ってもらえるよう私たち総務・広報委員

会は活動していければと思います。 

 もう少し具体的なお話をさせて頂くと、私たちが活動することで私たちのみならず発注者、同業者、

協力会社等のステークホルダーが互いに満足感を持てる業界に昇華していければと思います。 

当業界では安全・品質・価格・若手育成と取り組まなければならない課題が多く全てを短期間に解決す

ることは困難ですが、一歩ずつ確実に解決していければと考えております。若輩者で至らない事が多々あ

るかと思いますが、業界・協会の発展を誰よりも真剣に取り組みたいと思っております。 

 業界の地位向上、協会の発展、会員企業の成長のため、理事・委員共々時代の変革にも負けず尽力し

てまいりますので、引き続きご支援の程よろしくお願い申し上げます。 

  一般社団法人 東京都 
地質調査業協会 
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● 会議報告等  

○ 第 37回定時総会 

第 37 回定時総会が、4 月 27 日(火)測量地質健保会館  

7階大会議室において開催されました。今年度の総会も新

型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会員各位へ事前

に総会資料をお送りし、承認いただける場合は、委任状の

ご提出をお願いしました。会員数 26社の内、24社が出席

(委任状提出 18 社)し、全議案が満場一致で議決されま

した。 

＜ 議 案 ＞ 

(1) 令和 2年度事業報告承認の件 

(2) 令和 2年度決算報告及び監査報告承認の件 

(3) 役員変更の件 

  総務・広報委員長である亀井理事が本総会をもって

退任し、後任理事に総務・広報委員を務める大和基礎

設計(株)代表取締役社長 室矢氏を推挙したいとの申

し入れがありました。 

上記のとおり役員変更を諮ったところ、満場異議なく

承認可決されました。 

＜報告事項＞ 

(1) 令和 3年度事業計画の報告 

(2) 令和 3年度予算の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 理 事 会 

１．令和2年度 第6回 

日時：令和3年2月16日（火） 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 令和2年度正味財産見込及び令和3年度事業計画・予算

（案）について 

1） 策定スケジュール 

2） 令和2年度正味財産見込み 

3） 令和3年度事業計画・予算について 

(3) 委員会報告 

1） 総務・広報委員会 

・第3回、第4回委員会報告 

・東京都の意見交換会について 

・東地協ニュース12月号発刊 

2） 技術委員会 

・第4回委員会報告 

・技術ノートNo53「特集：高輪ゲートウェイ」 

発刊予定 

・防災協定について 

・東地協HPでの情報発信について 

(4) その他報告 

1） 東京都との意見交換会結果報告 

2） 賛助会員の退会について              

(5) その他協議事項 

1） ボーリングマシン春期特別講習会 

2） 東京都港湾局「協会員に対する事故情報の周知依頼」 

 

２．令和3年度 第1回 

日時：令和3年4月5日（月） 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 令和2年度 貸借対照表、正味財産増減計算書 

(3) 令和3年度 事業計画、正味財産増減予算書 

(4) 第37回 定時総会について 

(5) 委員会報告 

1） 総務・広報委員会 

・第5回委員会報告 

・新年度の委員会体制について 

2）技術委員会 

(6) その他報告 

1) 会員の退会について 

2) 東京都財務局 経理部契約調整担当  

浜暁也課長代理 異動について 

 

 

＜総会風景＞ 
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３．令和3年度 第2回 

日時：令和3年4月27日（火） 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 第37回定時総会の進行について 

(3) 委員会報告 

1) 総務・広報委員会 

2) 技術委員会 

(4) 令和3年度東京都予算書等に対する要望の回答について 

(5) 支部補助金申請について 

 

４.令和3年度 第3回 

日時：令和3年6月22日（火） 

（1）前回議事録の確認 

（2）東京都財務局・建設局との意見交換会について 

（3）委員会報告 

1） 総務・広報委員会 

・第1回、第2回委員会報告 

  ・意見交換会の要望事項（案） 

2） 技術委員会 

・第2回委員会報告 

・令和3年度 建設局研修災害対策科 

（オンライン形式）（7月20日） 

（4）その他報告 

1） 令和3年度（一社）関東地質調査業協会  

新体制について 

2） 支部補助金申請「技術ノートの発刊・配布」の 

審査結果 

3） 東京都建設局 ドローン（ＵＡＶ）等に関する 

アンケート調査結果 

4） 正味財産増減計算書（5月） 

5） 海上ボーリング作業時の事故報告 

6） 「災害対策セミナーin東京」の中止について 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ トピックス(協会行事紹介) 
 

 

◎ 令和3年度ボーリングマシン安全衛生特別教育講習会 

(春期・4月1日～4月3日) 

この講習会は、当協会の地質調査技術の向上に関する

事業の一環として、東邦地下工機株式会社様(東京都品川

区)にご協力頂き、例年春・秋の 2 回実施しています。 

今年度も新型コロナウイルスの猛威は収まる事は無く、 

前回同様、学科講習を 2 日間に分け、参加者も人数を制

限しての募集となりました。 

講習会には計 40 名の方が集まり、北海道や大阪といっ

た遠方からの受講者もあり、事前の問い合わせの多さも

含めて、この講習会の必要性の高さが伺えました。 

開催にあたっては参加者の体温計測、消毒、換気など

を実施し、感染拡大防止に努めました。 

3 日目の実技講習終了後、受講された方全員にＣＰＤ

ポイントと修了証が授与され、講習会は無事に終了しま

した。 

講師である片山理事（東邦地下工機(株)）には、学科

2 日間及び実技と 3 日間にわたりご指導をいただきまし

た。心よりお礼申し上げます。 

現場作業での安心・安全を確保するために多くの知識

を獲得できる場として、今後も感染対策をしながら継続

して開催していきたいと思います。 

（協会事務局） 

＜学科講習の様子＞ 
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◆ 新任委員紹介 

 

応用地質 株式会社 東京営業所  

主任  星田 正人 (44歳） 

この度、令和3年

5 月から総務広報委

員として参加させて

頂くことになりまし

た応用地質株式会社 

東京営業所 星田と

申します。総務広報

委員会では、ＭＯ部

会を担当させて頂き

ます。 

平成12年4月に入社、新潟・金沢・東京・大阪と異動し、

営業一途に勤めて参りました。民間主体でしたが、最近は

官公庁の割合も多くなりました。 

恐縮ながら私自身の話をさせて頂くのですが、気が付け

ば本厄を過ぎ、年とともに痛風、緑内障と持病も増えまし

た。これから彼らとは我が身と同じように大切に寄り添っ

ていきます。医療技術の進歩により安価でよい薬が入手で

きる時代になりました。おかげ様で良い加減にて安酒もた

しなんでおります。 

今は新型コロナの報道を目にしない日はありませんが、

このような世界的なパンデミックが発生しても、自然災害

は待ってくれません。もはや忘れようのないスパンで大規

模災害が巻き起こっています。そんな今だからこそ、地質

調査業界が世間の皆様にお役立ちできると思います。 

恥ずかしながら今まで協会活動の経験がなく皆様にはご

迷惑をお掛け致しますが、このような素晴らしい機会を頂

いたので、よいご縁に恵まれたと思い精進したいと思いま

す。今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

株式会社 地盤試験所  

総務部課長  田村 英明 (43歳） 

令和3年5月から総務広

報委員として参加させて頂

くことになりました。総務

広報委員会では、ＮＰ部会

を担当させていただきます

ので、よろしくお願い申し

上げます。 

 地盤試験所への入社は２

０１７年１１月で地質調査

業界経験はまだ3年半とな

ります。そして、恥ずかしながら４社目となります。 

前職迄は新卒からどっぷり１８年間、飲食業界で仕事をさ

せて頂きました。業態も「居酒屋・レストラン→介護給食

→ケータリングサービス→葬儀料理屋→宅配お弁当屋」と

飲食業の中をほぼほぼ経験したのでは？？と考えるくらい

いろいろな勉強をさせて頂きました。実は調理師免許もも

っております。 

では経験職種は？というと、調理現場は最初の居酒屋で

２年間経験しただけで調理場→情報システム→経理→財務

→経営企画→事業部長→営業（お弁当屋） 

というこれまた、幸運にもさまざまな職種を経験する事が

出来ました。 

当社では入社後１年だけ現場部門で各種調査の経験をし、

今は総務課長として総務・庶務、経理、財務、システム管

理全般を任されております。 

得意とする専門分社は情報システムと管理会計です。 

趣味はキャンプと料理です。しかし、コロナになってから

は急に動画にハマって廃人のような休日を送ってます。で

も案外楽しいですね。(;’∀’) 

地盤試験所とは社長の山本とうちの妻との縁で入社する

事になりました。異業種からでも暖かく迎えてくれた素敵

な仲間と共に、自分を生かせる仕事ができている事に大き

な幸せを感じる日々です。 

経験不足で未知な事ばかりですが、ご指導頂きながら少

しでも協会の助力になればと思います。何卒宜しくお願い

致します。 
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株式会社 ダイヤコンサルタント 千葉事務所 

所長 藤倉 聡史（48歳） 

 

令和 3年5月から総務広報

委員として参加させて頂くこ

とになりました。総務広報委

員会では、ＭＯ部会を担当さ

せていただきますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

私は平成１７年４月に株式

会社ダイヤコンサルタントへ

入社し、５年目となりますが、

一時この業界を離れていた時期もありますが地質調査業界

はおおよそ２０年ほどで主に営業活動全般について従事し

てきました。 

趣味は、全国の競馬場と競艇場へ旅打ちをしながら郷土

料理を食べ歩くことをしておりボートレース津で食べたど

て煮が今まで食べた中で一番安くておいしかったです。コ

ロナ禍になり現地へいけないのが非常にさみしいです。 

地質調査業界だけではないですが人手不足が深刻になっ

ております。 

今後は、協会活動を通じ社会的地位の向上、地質調査業

の魅力などを微力ながら伝えていきたいと思います。 

何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

中央開発 株式会社 東京支社 営業部 

中島 和也（37歳） 

令和 3年5月から総務広

報委員として参加させて頂

くことになりました。総務

広報委員会では、ＭＯ部会

を担当させていただきます。 

私は平成 29年12月に中

央開発株式会社に入社、東

京支社の営業部に配属となり営業活動全般について従事し

てきました。それ以前は紙・パルプ業界の会社で板紙の営

業（7年半）及び営業事務（2年半）に従事していたため、

全く異業種からの転職となります。 

 

趣味はおいしいものの食べ歩きのため、外食が自由にで

きる日々を心待ちにしておる状況です。 

このような協会活動への参加は初めてで不慣れな点もご

ざいますが、異業種の風を本協会内にも吹き込むことが私

の使命であると考えております。先輩委員の方々から様々

なことを学びながら、当協会活動に微力ながら貢献してい

きますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

■ 会員(正会員･賛助会員)動向 

(1) 会員の退会 

 ［正会員］ 

・(株)大東地質 

※令和3年3月末日退会 

 

(2) 代表者変更 

  ・応用地質(株) 東京営業所 

   ［新］東京営業所長 臼元 直仁 氏 

   ［旧］東京営業所長 亀井 厚志 氏 

 

  ・(株)ダイヤコンサルタント 東京事務所 

   [新]東京事務所長 倉斗 泰 氏 

   [旧]東京事務所長 松田 啓明 氏 

 

  ・千葉エンジニアリング(株) 東京支社 

   [新]東京支社長 長沢 幸人 氏 

   [旧]東京支社長 新妻 信一 氏 

 

住所、代表者、会社名等の変更がございましたら、

お手数ですが協会事務局までご連絡をお願い致し

ます。 (協会事務局  TEL 03-3252-2963) 
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▲ 行事日程 

 

日 程 行事名・内容等 

10月頃 
(東京) ボーリングマシン安全衛生 

特別教育講習会（秋期） [予定] 

11月19日(金) (全地連) 道路防災点検講習会 

11月21日(日) 
(関東･東京) 

東京都･東村山市合同総合防災訓錬 

12月7日(火) (関東) 地質調査技士 登録更新講習会 

 

 

 

 

・編集後記・ 
 

 さる 4 月 27 日に当協会の第 37 回定時総会が開催され、

亀井総務・広報委員長の勇退に伴い、室矢委員長が就任さ

れました。亀井総務・広報委員長には御尽力頂きまして誠

にありがとうございました。また、総務・広報委員会も四

名が新メンバーとなりました。  

さて、いよいよオリンピック、パラリンピック開催です。

賛否両論ですが。do our best，for the worst．我々も今ま

で以上に皆で協力しながら協会という一つの組織として、

理念に基づいた活動を行い、地道に少しでもよりよい方向

にしていきましょう。                    （Ｙ.Ｏ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和50年に創業した「Bar Yamato」Menuは生ビ

ールからウイスキー、ワイン、カクテル、関西では知る

人ぞ知るスーパー酎ハイ等々無料で提供しております。

またお酒が飲めない方向けにはソフトドリンクも種類

は多くありませんが用意しております。 

 

コーヒー好きの方は 1 杯 50 円でコーヒー、カフェラ

テ、エスプレッソなどコンビニやカフェにも置いてある

本格機械で作った挽きたてコーヒーも用意してありま

す。 

圧密試験機を眺めながら飲めるお店は全国でもこのお

店だけ。 

ぜひ土質試験室の見学や雑談しにいらして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店  名：Bar Yamato（大和基礎設計㈱会社内） 

住  所：182-0035 東京都調布市上石原3-56-1 

電  話：042-480-3560 

営業時間：９：００～１７：３０ 

 （従業員が出社してから帰るまで） 

休  日：土、日、祝日 

店舗HP：http://www.yamatokiso.co.jp

お店紹介 
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