
大福コンサルタント株式会社



夢・快適・文化提案業
「あなたの会社の仕事はなんですか？」

そう尋ねられたとき、私たちは「夢・快適・文化提案業」と答えます。
私たちの仕事は、みんなの暮らしに役立つ、社会から求められる仕事。
そして、まちや人の未来を考え、人々に幸せをもたらす夢のある仕事。
災害が発生すればいち早く現場にかけつけ対応する、これも私たちの仕事。
私たちはこれらの仕事をとおして、お客さまだけでなくその地域の期待に
応え、社会貢献をする。
そして、地域の夢を叶え、生活を快適にし、新しい文化を生み出す。
それが私たちの仕事です。
私たちが現場を歩き、課題を見出し、知恵を絞り、その現場にふさわしい
最適なアイデアを提案したとき、それはまさに「夢・快適・文化」提案と
なり得ます。
しかし、私たちの仕事は、一人のちからでは到底こなせるものではありま
せん。
力を合わせて一緒に取り組む仲間が必要です。私たちの得た知恵を受け継
ぎ、ともに歩む仲間が必要です。

１年後にあなたに聞いてみたい。
あなたの会社の仕事はなんですか？
その答えが私たちと同じであれば嬉しいです。



お客様の満足を常に大切にして、
夢のある豊かな未来へ貢献する。

本社

「変化を恐れず、常に自己変革を !」（第 48 期）

経営ビジョン

福田   真也    Fukuda Shinya

代表取締役 社長

　大福コンサルタント株式会社は、建設コンサルタントであり、環境プランナーである。
限りある自然を生かし、潤いと快適性を求め、安全な住みやすい地域社会を実現し、共
に繁栄していく。そして、そこにはお客様、社員の喜ぶ姿、笑顔、満足感に満ちあふれ
ている。

　毎期にスローガンを掲げております。そのスローガンを念頭において、年間を通して
行動して欲しいというものになっています。今期のスローガンの意味は、だれも見てい
ない時こそ自らを正し、業務処理にベストを尽くし、内外の信用信頼を得ることが大事
であるということです。そして明日を正すために、基本的な動作を日々徹底することが
大切であるということです。

　地元鹿児島を拠点に、測量、道路、橋梁・
河川や砂防など、人々の暮らしを安全・安心、
快適な地域づくりを掲げて、地域に社会貢
献してまいりました。今ではその実績と信
頼が認められ、事業は九州エリアへと拡大
しております。
　ここ数年、頻繁に自然災害が発生してお
ります。それらに対応する防災、減災へも
取り組みながら、これまで同様、限りある
資源を大切にし、地球環境や歴史の保全に
つとめた事業を展開していきます。そして、
長期的な視点で、総合建設コンサルタント
として、環境プランナーとして、地域に社
会貢献できる事業を展開してまいります。

社章



□仕事の内容について
　砂防基礎調査として、「土石流」
や「急傾斜地の崩壊」という現象
を解析し、警戒区域等の設定を行っ
ています。県の土砂災害警戒情報
マップやハザードマップに、自分
の設定した区域が増えてきていて、
嬉しく感じます。

□入社した理由
　元々土木業界に興味がありまし
た。自分の産まれ育った鹿児島に
貢献したいという気持ちがあり、
県内で幅広く業務展開している弊社に入社しました。

□大福ってどんな会社？
　土木って堅ぐるしいイメージがありましたが、技術職では７人に１
人が女性がいて、華やかな職場です。結婚後に在宅勤務をしている方
もいて、課長職の女性社員もいます。業界全体が女性の活躍を期待し
ているような環境なのでプレッシャーも感じますが、働きがいも持て
ています。
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調査部　調査課

なんにでも前向き
あきらめない

調査課を縁の下から支える
齋藤さんだぞ

◆課長のヒトコト◆
仕事の流れをよく理解
しているので指示する
前に必要な資料を作成
してくれるので助かり
ます。また、そのほん
わかとしたトークで皆
を和ませてくれるムー
ドメーカーでもありま
す。

◆課長のヒトコト◆
齋藤さんは、一見ちゃ
らっとした雰囲気があり
ますが、寡黙な男で、頼
んだことを淡々とこなし
てくれます。本人は縁の
下と言っていますが、班
長を任せられる男です。
はやく測量士を取得して
主任技術者として活躍し
てほしいですね。

◆わたしの目標◆
管理技術者の資格を
得て、女性チームを
つくりたい。

◆わたしの目標◆
まずは、調査課を縁の
下から支えるスーパー
サブです。

□仕事の内容について
　入社してまず、用地測量を主体
とした部署に配属になりました。
そのあと調査課という部署に合併
し、基本測量、公共測量を含め、
社内の測量業務全般を請け負って
います。

□測量ってどんな仕事？
　入社当初は「地図を作る仕事」
だと考えていたのですが、より設
計者の使いやすい資料を意識した
り、土地の所有者に理解してもら
うために資料に工夫したりだとか、人を想いやる仕事ですね。

□仕事は楽しいですか？
　地理院や九州防衛局など九州内の様々な官公庁の仕事を請け負って
います。上司は仕事にプライドを持っており、常に最速・最良を目指
しています。部署内で 3 班くらい組んでいるのですが、天気や協議、
他現場の進捗によって、毎夕課長から指示が来て、日々行き先と班体
制が変わります。めまぐるしくもありますが、やりがいがあります。



技術部　構造課
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四郎園祥吾
入社 6 年目

失敗からも学べ！

◆課長のヒトコト◆
入社 6 年目で経験値が
高まりつつも、分から
ないことが多いと実感
する時期ですね。知識
を集めるだけでなく、
基準書の背景や理由を
想像してください。焦
らず中身を理解するこ
とが重要です。

◆目標とする生き様◆
技術士（鋼構造及び
コンクリート、土質
及び基礎）、コンク
リート診断士

□仕事の内容について
　主に橋梁の点検，補修設計，新
規設計を行っています。先輩方の
フォローもあり点検や補修設計に
ついては一人でもある程度はこな
せるようになってきました。ただ，
新規設計となると求められるもの
も膨大であり経験不足，知識不足
を痛感し，日々学んでいます。

□やりがいを感じたこと
　現地での調査の際に，「この橋が
なくては生活が不便になるのでよ
ろしくお願い致します。」と言われたことがあります。いくつもある
橋の内のたった一つの橋ですが，地域の方にとっては大事な橋である
ことを改めて認識し、丁寧な調査を心がけています。

□職場の雰囲気
　比較的同年代が多い部署でありますが，経験豊富な上司の指導の元、
学びを深めることができます。資格取得についても先輩方の背中をみ
ながら、日々切磋琢磨しています。

調査部　開発課

Dai
 Kuwayama

桑山　大
入社 6 年目

いつも心にナマズを！

◆課長のヒトコト◆
顧客や行政職員、施工
業者等これから色々な
人との出会いがあると
思います。そんな出会
いを一つ一つ大切にし
て、色々な人から「仕
事」について学んで下
さい。

◆目標とする資格◆
宅地建物取引士
技術士 ( 都市計画 )
測量士

□仕事の内容について
　主に林地開発や宅地造成の設計
業務と、これらに伴う許認可申請
を行っています。今後はこれに加
えて自分の将来設計も行っていく
予定です。
　さて、弊社は官公庁の仕事をす
るメンバーが多い中、うちの部署
は民間企業の相手が主体となるた
め、より説明力・コミュニケーショ
ン力が重要視されます。

□入社の理由
　実は、僕の専門は体育なんです。全くの畑違いである業種を選んだ
理由は「何事も勉強である」です。専門外の業種に入り、苦しむこと
はわかっていましたが、その分学ぶことも多いと考えたからです。現
在、日々勉強中であります。感謝！

□仕事でやりがいを感じるとき
　自分の設計した吹上サッカーグラウンドの起工式に参加しました。
悲しくなくても涙って出るんですね。
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研修制度 現在、会社で行われている研修・勉強会の紹介です。

福田社長のけんせつ小町と給湯室

◀外部研修

▲新技術勉強会

　例えば熊本大学で行われてい
る CIM チャンピオン養成講座（全
8 回）への継続参加など、人材育
成への投資は積極的に行ってい
ます。

営業課による積算勉強会はフ
レッシュマン向け、中堅社員向
けなど、様々なバージョンで実
施され好評を得ています。

技術士勉強会▶

積算勉強会▶

特に若い世代の技術士の拡充
を目標とし、ベテラン技術者
をリーダーとして論文の採点
や勉強のスケジュール管理を
行っています。

▲共育塾
中堅・幹部社員を対象に経
営者と一緒になって、コー
チングなどヒューマンスキ
ルについて学びます。こち
らもフォローアップ研修ま
でしっかり行います。

最新技術に対応するため、
外部講師による技術勉強会
も随時実施しています。

◀新入社員研修会
2 泊 3 日でビジネスマナー、
働くとは ? など他業種の新入
社員と一緒になって学びま
す。フォローアップ研修まで
しっかり行います。
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川越桃子
魅力というかわからないですけど、自分の仕事を与えら
れて任せられているっていうのは自慢できるかな？

宮里 そうね。資格相当の仕事をたくさんこなしたら、もっ
とお給料あがりますよね？真也さん♪

今の時代、男も女も関係ないじゃないですか。うちの会社
も女だからってエコヒイキはされないですし。　　　　　

大原 女性でも資格を取れば平等に扱ってもらえるところも
いいところですよね。　　　　

宮里さんカッコいい！

少しくらい遠慮してくださいって思うこともあるけ
どねｗｗ　やっぱり社会貢献度の高さが魅力じゃな
いですか？

枠が小さいので手短に。。。君たちにとっての土木の魅力って何かな？

むむむ。考えておきます。。。

福田真也（ふくだしんや）
代表取締役社長　入社 20 年目



迫っちを追え！ 迫田正博（さこだただひろ）
技術第一部　道路構造課　入社 25 年目

大福の一年間 一年間の行事をざっくりひとまとめにしてみました

新入社員歓迎会

社員研修旅行 （隔年）

入社式

4 月

ボーリング大会

6 月

ゴルフコンペ

写真もとむ

5 月

納涼会

8 月

釣り大会

ＤａｉｆｕｋｕＳａｋｕｒａ号を
和志副社長が操縦するよ！

7 月

忘年会

12 月

ゲートボール大会

7:45 出社

迫っちは指宿から車で
通勤します。
さわやかな笑顔で挨
拶してくれるよ♪

8:10 掃除

10 分間の掃除の時
間。 今月は駐車場
の掃除を担当してい
るよ。

8:20 朝礼

週初めは朝礼がある
んだ。 副社長の訓話
を集中して聴いている
ね。

9:00 設計業務

CAD を使って、 構造
計算結果を図化して
いるところだよ。

13:00 電話対応

お客様からの問い合
わせ。 思わず立ったま
ま丁寧に回答してい
るよ。

11:00 質問タイム

後輩からの質問にジェ
スチャーを交えて丁寧
に答えているね。

12:00 昼休み

待ちに待ったお弁当タ
イム♪迫っちは人の２
倍の量を平らげた
よ！？

17:00 課内ミーティング

部署メンバーの設計内
容について逆説的知
見で意見を交わしてい
るよ。

でもそれは逆に言うと ・ ・

17:40 終業時間

迫っちの１日どうだった
かな？現場に打ち合わ
せ、 毎日奔走お疲れ
さまです。

19:30 残業？

あれ？まだ残業？いい
え、 資格取得に向け
て試験勉強中です。

納品ラッシュ

3 月

1 月

2 月

経営計画発表会

10 月

子供の職場参観

レブナイズの応援！

 9 月

大福コンサルタントは　

　鹿児島レブナイズ （バスケ）

　鹿児島ユナイテッドＦＣ（サッカー）

のサポーター企業です！



夢・快適・文化提案業
大福コンサルタント株式会社

〒891-0068　鹿児島市東郡元町 17 番 15 号
Tel( 代表 ):099(251)7075  Fax:099(256)8534
E-mail:daifuku@po.minc.ne.jp
https://www.daifuku-consultant.com/
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