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社名 株式会社 建設環境研究所

住所
（本社）

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2‐23‐2
 TEL 03‐3988‐1818（代表） 

設立
（創業） 昭和 58 年 1月 ( 創立：昭和 41 年 4月 ) 

資本金 2 億 5000 万円

役員 代表取締役会長兼 CEO 
取締役副会長
代表取締役社長兼 COO 
取締役副社長  
取締役副社長 
取締役兼常務執行役員 
取締役兼常務執行役員  
取締役兼常務執行役員 
取締役兼常務執行役員
監査役  
監査役  
監査役 

顧問小木曽 博 
百目木 信悟 
富田 邦裕 
清野 昌宏 
浦川 雅太 
井上 修 
益岡 卓史  
川鍋 範廣 
坂口 喜久二 
深川 靖 
山田 俊郎
飯村 修 

1
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6
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顧問
 
顧問 

顧問
技術顧問 
技術顧問 
技術顧問 
技術顧問
技術顧問

工学博士・NPO東京押花文化普及協会副理事長

元（財）経済調査会理事長・元ダム工学会会長 

工学博士・元（社）雪センター理事長

元（財）日本道路交通情報センター副理事長 

元株式会社建設環境研究所専務取締役 

理学博士・横浜国立大学名誉教授（植物） 

元 NPO砂防広報センター理事長 

 理学博士・広島大学名誉教授（蘚苔類） 

技術士・元土木研究所地質官

理学博士・京都大学名誉教授 （両棲類・爬虫類） 

山口 甚郎

酒井 孝

村田 昭夫
奥田 重俊
保科 幸二
出口 博則
桑原 啓三
松井 正文

売上高 61 億 57 百万円（2019 年 6月期） 従業員 職員総数：426 人（2019 年 6月現在）

事業内容

特許

建設コンサルタント
（環境・建設事業に関する企画・調査・  計画・設計および工事監理等）

登録資格 ・建設コンサルタント登録 建 29 第 3460 号 ( 平成 29 年 12 月 13 日 )
　河川、砂防及び海岸・海洋部門
　港湾及び空港部門
　道路部門
　造園部門
　都市計画及び地方計画部門
　土質及び基礎部門
　建設環境部門
・地質調査業者登録 質 27 第 1547 号
・測量業者登録 第 8-14861 号
・一級建築士事務所 ( 東京都 ) 第 37113 号
・計量証明事業 濃度 第 573 号、音圧レベル 第音 15 号、   振動加速度レベル 第振 17 号
・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 2003-3-1127
・作業環境測定機関登録 ( 埼玉県 )11-47
・ISO 認定 ISO9001(ASR-Q3589)

・第 1898704 号 下水管における堆積物流送と浄化方法
・第 3907021 号 橋梁における伸縮装置の支持具
・第 4520878 号 河川流量観測システム
・第 4539842 号 流量測定装置
・第 4902263 号 河川用電磁流速センサ、河川用流速測定装置、及び河川用流速測定システム
・第 5047886 号 水流計測システム及び水流計測方法
・第 5235120 号 騒音計および騒音計測用プログラム
・第 5594697 号 透視歪の測定方法
・第 5925230 号 樋門・樋管点検支援システム及び樋門・樋管点検支援方法
・第 6025148 号 騒音計および騒音測定用プログラム
・第 6533276 号 遮音板検査方法及び遮音板検査装置

企業概要



創立
東京都千代田区神田小川町 1丁目 11 番地に株式会社建設環境研究所を設立 
大阪事務所開設
建設コンサルタント登録
福岡事務所開設
測量業登録
仙台事務所開設
札幌事務所開設 
環境分析センター開設
本社を東京都文京区湯島 2-10-10 に移転
計量証明事業登録（濃度） 
計量証明事業登録（音圧レベル）
広島事務所開設
名古屋事務所開設
本社を東京都文京区湯島 2-17-12 に移転
一級建築士事務所登録 
本社を東京都豊島区東池袋 2-23-2 に移転
地質調査業登録
高松事務所開設
大宮事務所（現・さいたま事務所）開設
新潟事務所開設
東京事務所開設
福岡事務所を福岡支店に昇格 

■技術士
 総合技術監理部門 
 建設部門 
 上下水道部門
 環境部門 
 応用理学部門 
 情報工学部門 
 衛生工学部門 
 農業部門
 機械部門 

■RCCM
■博士 

■特別上級土木技術者
■上級土木技術者
■1級土木技術者
■一級建築士 
■一級土木施工管理技士
■一級造園施工管理技士
■測量士
■河川維持管理技術者
■河川点検士 
■コンクリート診断士 
■地すべり防止工事士
■地質調査技士
■環境計量士
 
   

■気象予報士
■公害防止管理者
■土壌汚染調査技術管理者 
■環境カウンセラー 
■環境アセスメント士 
■ビオトープ管理士 
■生物分類技術検定 
■樹木医
■認定都市プランナー
■水産研究・教育機構フェロー 
■港湾海洋調査士
■情報処理技術者
■交通工学研究会認定 TOP 

氏名
奥田 重俊
出口 博則
松井 正文
京田 憲明

植物生態学、植生学、植物地理学  
蘚苔類 
両棲類、爬虫類
都市計画、コンパクトシティ（前 富山市都市整備部長） 

専門分野等

昭和 41 年 4月
昭和 58 年 1月
昭和 58 年 9月
昭和 58 年 12 月
昭和 58 年 12 月
昭和 59 年 9月
昭和 60 年 1月
昭和 60 年 2月
昭和 60 年 4月
昭和 60 年 6月
昭和 60 年 10 月
昭和 62 年 3月
昭和 62 年 5月
平成元年 1月
平成 3年 6月
平成 5年 5月
平成 6年 5月
平成 7年 4月
平成 8年 4月
平成 8年 7月
平成 9年 3月
平成 9年 4月
平成 9年 7月

有資格者数（2019 年 9月 1日現在）

技術アドバイザー

沿革

 （計 225 人）
53 人
145 人
1人
 15 人
4 人
 1 人
 3 人
1 人
1人

91 人
34 人

1人
8人
15 人
 4 人
28 人
 10 人
25 人
13 人
69 人
 1 人
 1 人
3 人
17 人

5人
17 人
5人
14 人
 31 人
62 人
 28 人
1 人
5人
 1 人
 1 人
9 人
1人



ISO9001 認証取得
環境科学技術センター開設
名古屋事務所を名古屋支店に昇格
沖縄事務所開設
静岡営業所開設
岐阜営業所開設
三重営業所開設
各支店を支社に各事務所を支店に昇格
福島営業所開設
作業環境測定機関登録
栃木営業所開設
島根営業所開設
山梨営業所開設
鹿児島営業所開設
熊本支店開設
群馬営業所開設
茨城営業所開設
徳島営業所開設
富山営業所開設
高知営業所開設
熊本支店を九州支社熊本営業所に変更
広島支店岡山分室開設
大阪支店を大阪支社に昇格
神奈川営業所開設
仙台支店を東北支社に昇格
岩手営業所開設
兵庫営業所開設
岡山分室を岡山事務所に昇格 
秋田営業所開設
大分営業所開設
宮崎営業所開設
愛媛営業所開設
京都営業所、奈良営業所開設
高知営業所を高知事務所に昇格
山形営業所開設
豊田営業所開設
新城営業所開設
八戸営業所開設
静岡東部営業所開設
東濃営業所開設

平成 10 年 10 月
平成 13 年 3月
平成 14 年 12 月
平成 15 年 4月
平成 15 年 9月
平成 16 年 8月
平成 16 年 12 月
平成 18 年 4月
平成 18 年 7月
平成 19 年 8月
平成 20 年 2月
平成 20 年 4月
平成 20 年 5月
平成 20 年 5月
平成 20 年 6月
平成 20 年 10 月
平成 20 年 11 月
平成 21 年 4月
平成 21 年 4月
平成 21 年 5月
平成 22 年 1月
平成 22 年 6月
平成 22 年 7月
平成 23 年 7月
平成 23 年 11 月
平成 23 年 12 月
平成 24 年 8月
平成 25 年 4月
平成 25 年 6月
平成 25 年 8月
平成 27 年 4月
平成 27 年 6月
平成 27 年 9月
平成 29 年 6月
平成 30 年 1月
平成 31 年 1月
平成 31 年 1月
令和元年 7月
令和 2年 3月
令和 2年 3月

沿革

 



経営方針

代表挨拶

企業理念

環境と建設をともに理解する

私たちだからできること

「人と自然を未来につなげます」

「明るく、楽しく、自己実現できる企業」を目指します

1. 私たちは、新しいことへ挑戦する情熱と創造力を大切にします。 
1. 私たちは、日々の仕事の中から喜びと楽しみと誇りを見出します。 
1. 私たちは、同じ目標に向かって進む仲間とのチームワーク、コミュニケーションを大切にします。 
1. 私たちは、ワークライフバランスを意識しながら日々活動します。 
1. 私たちは、仲間の成長に協力します。

行動方針

自己実現に向けた行動

1. 私たちは、社会倫理、技術者倫理にもとづき日々活動します。
1. 私たちは、個人情報、顧客情報を適正に保護します。
1. 私たちは、省エネ・省資源など広く環境へ配慮して日々活動します。
1. 私たちは、企業市民として、地域社会への貢献に積極的に取組みます。

信頼の確保に向けた行動

1. 私たちは、新技術・新分野へ積極的に挑戦していきます。
1. 私たちは、高度な専門技術力・問題解決能力・提案力の確保と向上を目指し、日々研鑚につとめます。
1. 私たちは、成果品の品質向上をとおし、顧客の信頼・満足を追求します。

技術の向上に向けた行動

私たちはこれらの行動をとおして、企業価値の向上・企業理念の実現につとめます。
以上

 平成 20 年 7月 28 日制定

　株式会社建設環境研究所は、昭和 58 年の設立以来、環境関連の調査、検討を中心に、社会インフラの整備推進への貢献に努めてまい
りました。
　近年、我が国は大規模地震や地球規模の気候変動に伴なう風水害や火山噴火など、自然災害が頻発し、加えて、少子高齢化や経済活
動等のグローバル化に伴う社会構造の変化、インフラ施設の老朽化対策などの危急の課題に直面し、改めて、それらに対応したインフ
ラ整備の必要性を痛感しました。
　弊社では、これらの課題に対応するため、環境分野を軸に据えつつ、河川・ダム・砂防・道路等のインフラ整備や維持管理、まちづ
くりと一体となった防災対策やグリーンインフラ等に係る「環境に強い総合コンサルタント」を目指すとともに、社会的責任について
も重視し、中期経営計画をもとに売上や新分野への取り組みなど、目標を概ね達成したところです。
　また、このたびさらなる成長に向けたチャレンジをテーマに、「新たな事業（主力商品）の開拓」と「成長する組織にふさわしい企業
体質への転換」を目標とした新中期経営計画（2019 ～ 2021 年）を策定しました。長期ビジョンである「環境分野における真のトップ
企業として、快適な社会を創造する総合コンサルタント」を目指し、環境、防災・減災へのアプローチ、都市緑化、砂防、防災まちづ
くりを軸とする「新しい国土形成に対応した環境面からの事業展開の実現」、グリーンインフラ等の他業種とのネットワーク構築や新技
術開発などによる「コンサルタント業務の拡大による総合コンサルタント化」に努力してきました。そして、人材育成や自己実現をか
なえる「成長する組織の企業体質への転換」を基本に掲げ、全社、グループ一丸となって取り組んでいるところです。
　私たち株式会社建設環境研究所は、最新技術の積極的な導入、働きやすい環境づくり、ステークホルダーと心を一つにして、チャレ
ンジと誠実をモットーに、社会への貢献に向けて努力を続け、皆様とともに、歩み成長してまいります。

代表取締役社長



組織図

株式会社建設環境研究所の組織図を掲載しております。

株主総会
監査役

管理本部 総務部・経理部・生産監理部・情報管理室

営　業　部 札幌支店・東京支店・新潟支店・広島支店
高松支店・高知事務所・沖縄支店

品質管理室

河川砂防部

道路計画部

道路都市環境部

環境計画部

環　境　部

環境分析部

東北支社営業部

東北支社技術部

水戸分室

土壌環境室

インフラマネジメントセンター

環境防災部

河川計画部

水 環 境 部

地域まちづくり・防災室

IS O推進室

営業本部

品質マネジメント本部

技術本部

技師長室

東北支社

中部支社営業部

中部支社技術部
中部支社

大阪支社営業部

大阪支社技術部

岡山技術室

高知技術室

大阪支社

九州支社営業部

九州支社技術部
九州支社

札幌技術室札幌支店

取締役会

会　　長

社　　長

執行役員会

門
部
災
防
川
河

門
部
市
都
路
道

部
境
環

門

技

タ
ン
セ
術

学
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各部門の成果物の照査、指導等

システムの効率化と全社の ISO 対応

河川の調査、計画に係る検討等

河川、ダム、砂防に係わる各種調査、計画、企画、検討、
評価、構造物設計等

河川､ ダム、砂防、公園緑地に係わる環境計画、環境整備、
企画・調査等

道路及び都市空間に係わる計画検討調査
策施設等関連構造物の計画設計と交通計

、道路・橋梁・環境対
画・都市空間計画等

道路及び都市空間に係わる環境アセスメント､生活環境
（大気質や騒音・振動等）・自然環境調査､予測・評価、
解析､対策等､再生エネルギー関連の環境影響調査等

河川・ダム・湖沼等の水質や地下水の課題解決に係る調査､解析、
対策の検討や維持管理に係る検討等

水質・底質及び土壌汚染有害物質の調査・分析・アスベストの調査・
分析等を行う当社独自の埼玉県さいたま市にある自社分析センター

放射性物質の測定・分析

環境DNA室 環境DNAの分析、検討

公共施設の老朽化対策に関する調査・維持補修
等の計画策定

土壌に関わる調査、分析

河川、砂防、海岸、湖沼、河口域に係わる各種の計画検討、設計、
総合土砂管理、防災計画、BCP 、事業評価、環境情報の予測・解析・
評価、水質分析、予測等、環境 DNA 分析、かわまちづくり

道路､都市､河川における防災計画､まちづくり

河川・ダム､砂防等の自然環境・生態系に係わる調査・環境アセスメント、
各種解析・保全対策､自然再生計画の検討､環境学習・市民連携の企画・運営等

中部地方の河川､道路､公園の環境調査･各構造物の設計､自然再生
計画､防災教育､災害時の防災計画策定

河川･ダム･道路の自然環境関連業務、
河川構造物･道路構造物の点検､河川管理施設監理等各種検討

近畿･中国･四国地方の河川､ダム､砂防､道路､公園に係る環境調査･
解析･予測評価､環境計画､環境整備等

河川･ダム･砂防･道路等の自然環境･生態系に係わる調査､公園運営
計画検討､再生エネルギー関連の環境影響調査等

河川･ダムに係わる環境調査､環境アセスメント､災害復旧に係わる
環境調査自然再生事業に係わる調査･計画､かわまちづくり､環境学
習､防災教育



〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-3-10  仙台ＴＢビル６階
 電話：022-292-6012　 FAX：022-292-6013

東北支社

〒971-8101　福島県いわき市小名浜字古湊 196-50
電話：0246-73-2866　 FAX：0246-73-2867 

福島営業所

〒990-2339　山形県山形市成沢西二丁目 7-3
電話：023-665-5267　 FAX：023-665-5268

山形営業所

〒031-0802　青森県八戸市小中野 5-8-1
電話：0178-73-6455　 FAX：0178-73-6456

八戸営業所

〒020-0022 　岩手県盛岡市中央通 1-9-11 CUBE 映画館通りビル 4階 E
電話：019-629-3033　 FAX：019-629-3034   

岩手営業所

〒030-0941　青森県青森市自由ヶ丘 2丁目 13-17
電話：017-765-5955　 FAX：017-765-5956   

青森営業所

北海道・東北

支社・支店紹介

〒060-0033　北海道札幌市中央区北三条東 3-1-30 KN ビル 2階
 電話：011-251-2361　 FAX：011-251-2367

札幌支店
( 札幌技術室 )

〒010-0961　秋田県秋田市八橋イサノ 2-6-3
電話：018-883-3320　 FAX：018-883-3321   

秋田営業所

〒170-0013　東京都豊島区東池袋 2-23-2 いちご池袋イーストビル
電話：03-3988-1818　FAX：03-3988-2018

本社

〒305-0008　茨城県つくば市流星台 52-16
電話：029-850-6412　 FAX：029-850-6413 

茨城営業所

〒170-0013　東京都豊島区東池袋 2-23-2 いちご池袋イーストビル
電話：03-3988-1818　 FAX：03-3988-2158  

東京支店

〒310-0903　茨城県水戸市堀町 1044
電話：029-300-2012　 FAX：029-300-2013  

関東・北陸

〒330-0851　埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 1-268-1
電話：048-668-7282　 FAX：048-668-1979

環境科学技術センター
( 環境分析部 )

環境科学技術センター
 ( 水戸分室 )

〒330-0851　埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 1-268-1
電話：048-668-7286　 FAX：048-660-1150  

さいたま事務所

〒214-0003　神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 3-19-17
電話：044-949-6620　 FAX：044-949-6621   

神奈川営業所

〒323-0820　栃木県小山市西城南 2-22-20
電話：0285-31-0270　 FAX：0285-31-0271   

栃木営業所

〒370-0806　群馬県高崎市上和田町 1-9
電話：027-310－2770　 FAX：027-310－2771   

群馬営業所

〒939-8006　富山県富山市山室 306
電話：076-492-1260　 FAX：076-492-1262

富山営業所

〒950-0965　新潟県新潟市中央区新光町 6-1 興和ビル 7階
 電話：025-285-6437　 FAX：025-280-9750

新潟支店



〒460-0003　名古屋市中区錦 3-20-27 御幸ビル 5F
 電話：052-218-0666　 FAX：052-218-0667

中部支社

〒411-0039　静岡県三島市寿町 9-17-305
電話：055-957-6095　 FAX：055-957-6096

静岡東部営業所

〒509-6132　岐阜県瑞浪市明世町山野内 58 番地 1
電話：0572-66-0223　 FAX：0572-66-0224

東濃営業所

〒421-3107　静岡県静岡市清水区由比阿僧 13-2
電話：054-377-0120　 FAX：054-377-0121   

静岡営業所

〒515-0018　三重県松阪市京町一区 19-6 レスポールⅠ 305 号室
電話：0598-50-0701　 FAX：0598-50-0702   

三重営業所

中部

〒395-0242　長野県飯田市竹佐 425-1
電話：0265-32-1801　 FAX：0265-32-1802   

南信営業所

〒471-0064　愛知県豊田市梅坪町 10 丁目 1-6-106
電話：0565-47-7217　 FAX：0565-47-7218

豊田営業所

〒503-0888　岐阜県大垣市丸の内 2丁目 24 サンビリアンビル 6C
電話：0584-83-2022　 FAX：0584-83-2023   岐阜営業所

〒441-1377　愛知県新城市字宮ノ西 4-16-203
電話：0536-24-0777　 FAX：0536-24-0778

新城営業所

〒542－0081　大阪府大阪市中央区南船場 1-15-14 堺筋稲畑ビル 5階
 電話：06-6265-8081　 FAX：06-6265-8082

大阪支社

〒690-0014　島根県松江市八雲台 2-14-22
電話：0852-60-1066　 FAX：0852-60-1067   

島根営業所

〒651-2125　兵庫県神戸市西区玉津町新方 457-13
電話：078-915-1840　 FAX：078-915-1841   

兵庫営業所

〒631-0013　奈良県奈良市中山町西 3-365-4
電話：0742-53-7720　 FAX：0742-53-7721   

近畿・中国・四国

〒616-8022　京都府京都市右京区谷口円成寺町 5-12
電話：075-467-8870　 FAX：075-467-8871   京都営業所

〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀 3-6 第 2 ウエノヤビル 5階
 電話：082-502-3803　 FAX：082-224-6605

広島支店

 奈良営業所

〒700-0902　岡山県岡山市北区錦町 1-1 岡山駅前ビル 606B
電話：086-803-3444　 FAX：086-803-3445   

岡山事務所

〒760-0068　香川県高松市松島町 1-13-10 カントビル 5階
 電話：087-835-6908　 FAX：087-835-6909

高松支店

〒790-0056　愛媛県松山市土居田町 321-7
電話：089-965-0350　 FAX：089-965-0351

愛媛営業所

〒780-0834　高知県高知市堺町 2-26 高知中央ビジネススクエア 8階
電話：088-855-3551　 FAX：088-855-3561

高知事務所

〒525-0054　滋賀県草津市東矢倉 3-22-20
電話：077-561-4155　 FAX：077-561-4156   

滋賀営業所



建設環境グループ

〒812-0023　福岡県福岡市博多区奈良屋町 2-1 博多蔵本太田ビル 7階
 電話：092-271-6600　FAX：092-271-6565

九州支社

〒880-0841　宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下 2290 コスタ吉村 112 号
 電話：0985-61-4145　 FAX：0985-61-4155   

宮崎営業所

〒860-0067　熊本県熊本市西区城山大塘 1-9-14
電話：096-319-4877　 FAX：096-319-4888   

熊本営業所

九州・沖縄

〒870-1101　大分県大分市敷戸北町 1-8
電話：097-504-7340　 FAX：097-504-7341   

大分営業所

〒890-0064　鹿児島県鹿児島市鴨池新町 37-1-202
電話：099-214-5215　 FAX：099-214-5218   

鹿児島営業所

〒900-0012　沖縄県那覇市泊 1-2-7-201
電話：098-860-7472　 FAX：098-860-7473 

沖縄支店

建設環境研究所

河川・砂防・ダム、道路・交通
都市環境、防災、エネルギー

当グループは広範囲にわたる社会インフラ整備、維持管理に対応できるコンサルタント集団です。
中核2社はそれぞれ、河川・道路・都市等の陸域、及び沿岸を中心とした海域を主な事業領域としています。

株式会社建設環境テクノサービス
技術サービス

分析調査
株式会社サンケイ分析センター
エコテク地域環境センター

インフラ維持管理
株式会社東環リサーチ
株式会社サンケイメンテ・エンジニアリング

港湾、海岸、海洋、水産
環境、資源、測量

三洋テクノマリン
株式会社

株式会社

陸 域 海 域（沿岸域）

株式会社建設環境研究所は、関連会社の三洋テクノマリン株式会社と共に
建設環境グループを構成しています。

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町 1-3-17

☎ 03-3666-3173
https://www.stm.co.jp



社会貢献の取り組み

地域の環境活動への協力

目標 3「人々に保健と福祉を」の取り組み

目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の取り組み

目標 11「住み続けられるまちづくりを」の取り組み

目標 15「緑の豊かさも守ろう」の取り組み

目標 6「安全な水とトイレを世界中に」の取り組み

目標 7「エネルギーをみんなに、
　　　　　　　　 そしてクリーンに」の取り組み
目標 13「気候変動に具体的な対策を」の取り組み

イベントへの協力・出展

労働時間の短縮・効率化

在宅勤務制度の導入

・社内広報紙の発行
・社員交流会
・クラブ活動

・毎週水曜日定時退社の推進
・退社時間表明カードの掲示
・休暇取得推奨日の設定

・水質分析・改善の取り組み
・土壌汚染対策の取り組み

・荒川水辺サポーター
・学校が実施する環境調査への協力
・大学が取り組んでいる環境保全活動へ
　の参加・協力
・市民団体・自治体が実施する活動・イ
　ベントへの参加

・日比谷公園ガーデニングショーのデザ
　イン協力
・夏のリコチャレ※への出展
　　※理工チャレンジ
・WIND EXPO（風力発電展 ) への出展

・砂防学会
・応用生態工学会
・環境DNA学会
・国際大ダム会議　等

・グリーンインフラの取り組み
・水害・土砂災害対策の取り組み

・住民と連携したまちづくりの取り組み
・公園の計画・設計・維持管理の取り組み
・地域防災の支援の取り組み

・最新技術による調査の取り組み
・地域と連携した環境活動の取り組み

・再生可能エネルギーの取り組み

社員交流

学会活動への参加

ＣＳＲ活動

当社は、「人と自然が調和した環境を未来につなげること」をミッションとして、「環境分野」の事業活動を通して、企業の社会的責任
（Corporate Social Responsibility）を果たす努力を続けています。

CSR 活動として、環境分野の専門知識と経験を生かした社会貢献の取り組み、事業活動を通した持続可能な開発目標（SDGs への取り
組み、社員の働きやすい職場環境づくり（ワークライフバランス）を推進しています。

環境分野の専門知識と経験を生かし、地域の環境活動やイベント、学会活動に参加・協力しています。

SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けた取り組み

当社は、環境分野における総合コンサルタントとして、事業
活動を通して SDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献し
ています。 

働きやすい職場環境づくり（ワークライフバランス）

当社は、社員一人一人がモチベーションを維持して仕事が続け
られるように、政府が進める「働き方改革」に対応した取り組
みを進めています。
社員が柔軟で多様な働き方ができる制度を導入し、社内のコ
ミュニケーションを円滑にする取り組みを支援しています。



私たちは、「公共事業などの調査・計画・設計に携わる建設コンサルタントとして、顧客の皆様の良きパートナーを目指し、緻密な調査
・豊かな計画・確かな設計の最終製品・適切な対応・サービスを提供する。」ことを目的としています。

(1) 組織の目的

私たちの目的を達成するため、「JIS Q 9001:2015」に適合した品質マネジメントシステムを構築し、以下の品質方針を定めました。

1. 私たちは、顧客の皆様の良きパートナーとして社会的責任を果たすために、健全で効率的な経営を心がけます。
2. 私たちは、顧客の皆様に高品質な最終製品・サービスをご提供するために、技術の向上に努めます。
3. 私たちは、高度な専門技術力・問題解決力・提案力の確保と向上を目指し、日々研鑽に努めます。
4. 経営者は、品質マネジメントシステムの要求事項を遵守し、システムの有効性の継続的な改善を行ないます。
5. 経営者は、各部署の品質目標の実施を支援し結果を評価します。

(2) 品質方針

品質・環境マネジメント

品質・環境マネジメント

　企業の社会的責任 (CSR) を果すためには、品質管理の実践と環境負荷の低減及び環境保護が経営の重要課題と考え、当社の事業活動
を通じて、その徹底を目指しております。

そのために、品質マネジメント本部 ( 品質企画室、品質管理室、ISO 推進室 ) の設置により、全社の品質マネジメントシステム及び環境
マネジメントしステムを構築し、「品質方針」並びに「環境宣言」に基づく体系的な活動を進めています。

品質マネジメントシステムについて

私たちは、「顧客の皆様のニーズに応えるための優れた成果品・サービスの提供」、「企業としての継続的な改善・体質強化」を目指し、
ISO9001 品質マネジメントシステムを 1998 年 10 月に取得いたしました。

 私たちは、下記の「組織の目的」と「品質方針」に基づき、各業務のデザイン・レビュー ( 適切性・妥当性・有効性のチェック ) によ
る品質活動を行っています。また、年度ごとに作成した「全社実行計画」に沿って、各部署の実行計画を立案・周知して、PDCAによ
る円滑な業務遂行を継続的に行っています。

さらなる品質の向上を目指し、ISO9001を活用して

継続的改善を推進しています。

ISO9001
登録番号 Ｑ-3589

登録日 1998 年 10 月 16 日



環境マネジメントシステムについて

①KES・環境マネジメントシステム・スタンダード

私たちは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、全組織を挙げて環境負荷の低減及び環境保護に努力し
ます。

(1) 基本理念

私たちは、建設コンサルタント事業・計量証明事業等に係る全ての活動、製品及びサービスに対する環境影響を改善するため、下記の
方針に基づき環境マネジメント活動を推進して地球環境との調和を目指します。

(2) 方針

②みちのく EMS

(1) 環境方針

1.　環境ボランティアへの参加 
2.　樋門・樋管点検支援システム（特許技術）の導入 
3.　環境負荷低減を目指す仕事の取り組み 

(2) 環境目標（環境負荷低減）

私たちは、創業以来、社名の通りに環境関連の調査、検討、設計を中心に環境に配慮した社会インフラの整備推進への貢献に努めてま
いりました。

私たちは、下記の基本理念・方針に基づく「環境宣言」を定め、環境改善目標の達成のために、環境マネジメント活動を推進します。

全組織を挙げて環境負荷の低減及び環境保護に努める

環境宣言を定めました。

KES ステップ１
登録番号  KES1-13-0056 

登録日 2017 年 6月 1日

みちのく環境管理規格認証機構

登録番号 18025

登録日 2019 年 3月 30 日

環境と建設をともに理解するわたしたちだからできること「人と自然を未来につなげます」
環境分野における真のトップ企業として快適な社会を創造する総合コンサルタントを目指すため、EMSの継続的な改善にて当社の環
境パフォーマンスの向上を実践します。
新技術の導入により、生態調査や施設点検業務の環境負担軽減に取り組むことにより、業務における環境保護を達成します。 
また、順守義務を満たした活動を徹底し、汚染の防止を徹底し、お客様に選ばれる企業を目指します。

1.　当社の活動、製品及びサービスに係る環境影響を常に認識し、環境汚染の予防及び環境の保   
        護を推進するとともに、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。 
2.　当社の活動、製品及びサービスに係る環境関連の法的及びその他の要求事項を順守します。 
3.　当社の活動、製品及びサービスに係る環境影響のうち、下記３項目を環境管理重点テーマと
       して取り組みます。
(1)  社会貢献としての「エコキャップ活動」への参加
(2)  環境保護活動としての「荒川水辺サポーター：自然地維持・管理」の参加 
(3)  啓発活動としての環境教育 
4.　一人ひとりが環境改善活動を積極的に実践できるように、この環境宣言を組織の全員に周知
       するとともに、一般の人々が入手できるようにします。 
5.　地域の環境改善活動に積極的に参画します。


