
 

 株式会社環境技研コンサルタント      http:// www.kankyogiken.co.jp/ 

 

代 表 者 代表取締役社長 中川 昌人 

 

資 本 金 23百万円 

担 当 役 員 代表取締役社長 中川 昌人 

 

従 業 員 数 47名(廃棄物担当  6名) 

(脱炭素社会担当  3名) 

(自然共生社会担当 3名) 

設立年月日 1975 年 12 月 1 日 売 上 高 539百万円  

(廃棄物関連 42百万円) 

(脱炭素社会関連 5百万円) 

(自然共生社会関連 12百万円) 

登 録 部 門 ・建設コンサルタント 

（廃棄物部門登録 済） 

・測量業、地質調査業 

・一級建築士事務所 

加 盟 団 体 (公社)全国上下水道コンサルタント協会 
(公社)日本水道協会 
(NPO)最終処分場技術システム研究協会 
(一社)日本環境化学会 等 

ＩＳＯ認証 9001：2015  有資格者 1.技術士 

①廃棄物関係(衛生工学･資源工学部門) 2名 

②環境部門   0名 ③その他部門  8名 

2.ＲＣＣＭ 

①廃棄物部門  0名 ②その他部門  6名 

3.その他 

①環境計量士  1名 ②公害防止管理者 2名 

 

本社所在地 

支店営業所 

〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町3-14-4 TEL 043-226-4501  FAX 043-226-4502 

茨城支店 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町332-4 3F TEL 029-240-0651  FAX 029-240-0652 
日立事務所 〒319-1414 茨城県日立市日高町1-12-12 TEL 0294-88-5712  FAX 0294-88-5713 
常陸大宮事務所 〒319-2255 茨城県常陸大宮市野中町3275-17-101 TEL 0295-53-8775  FAX 0295-53-8776 
鉾田事務所 〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田2330-2 TEL 0291-34-9033  FAX 0291-34-9034 
長野事務所 〒386-0032 長野県上田市諏訪形1342-9 TEL 0268-29-2230  FAX 0268-29-2231 
群馬事務所 〒373-0035 群馬県太田市藤久良町28-10-106 TEL 0276-33-7126  FAX 0276-33-7127 
埼玉事務所 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-507-12 TEL 048-650-6781  FAX 048-650-6782 
松戸事務所 〒270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎6-57-11 TEL 047-309-2420  FAX 047-309-2421 
船橋事務所 〒274-0818 千葉県船橋市緑台2-8-6-405 TEL 047-490-5150 FAX 047-490-5155 
流山事務所 〒270-0114 千葉県流山市東初石1-123-102 TEL 04-7153-7900 FAX 04-7153-7901 
四街道事務所 〒284-0005 千葉県四街道市四街道2-22-6 TEL 043-433-6122 FAX 043-433-6123 
神奈川事務所 〒254-0815 神奈川県平塚市桃浜町22-23 TEL 0463-37-2038 FAX 0463-37-2039 

 

業 務 内 容  

【水道分野業務】水道事業ビジョン策定、アセットマネジメント、経営戦略、広域化、基本構想・再構築計画・

基本計画策定、水道安全計画、浄水処理方法最適化、施設管理台帳作成、マッピングシステム導入支援、施設

の環境・エネルギー対策、各種申請書等作成、危機管理マニュアル策定、施設耐震診断、機能診断（診断に伴

う調査、試験、分析）、施設耐震化計画及び更新計画策定、基本・実施設計・工事監理業務 

【下水道分野業務】下水道事業ビジョン策定、ストックマネジメント計画策定、調査・基本計画・ 実施設計、

施設・管渠耐震診断・耐震化計画策定、施設・設備再構築（更新・長寿命化）計画策定、管渠劣化・腐食状況

調査・対策策定、管渠更生工法検討・設計、下水汚泥エネルギー活用導入検討・計画・設計、太陽光発電導入

計画策定、施設上部空間利用計画・設計、浄化槽整備事業導入検討、合流式下水道改善施設計画・設計等 

【廃棄物・環境分野業務】一般廃棄物処理基本計画、廃棄物循環型社会形成推進地域計画、ごみ焼却施設・溶

融施設、粗大ごみ・不燃物再生利用施設等リサイクル関連施設、し尿処理施設、コミュニティプラント、最終

処分場、その他廃棄物処理・排水処理施設、処理施設等の精密機能検査等、環境アセスメント、環境調査（大

気・水・土壌・騒音・振動・動植物）等 

【その他建設関連分野業務】（一般土木）道路調査・設計・工事監理、河川改修設計・工事監理、河川工作物

（樋門、水門、護岸等）設計、急傾斜地崩壊防止対策設計、道路ストック点検、工作物設計・監理（建築）計

画/設備・設計・工事監理、確認申請、開発行為申請、耐震診断・劣化診断、耐震補強設計等 

【測量・調査関連業務】測量、地質・土質調査、物理探査、河川・地下水調査等 

  



 

 

廃棄物関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 松塩地区広域施設組合 松塩地区広域施設組合 循環型社会形成推進地域計画策定業務

委託 

〃 山武郡市環境衛生組合 最終処分場嵩上げ工事基本・実施設計業務委託 

〃 山武郡市環境衛生組合 最終処分場嵩上げに係る生活環境影響評価業務委託 

R1 山武郡市広域行政組合 一般廃棄物（生活排水）処理基本計画策定業務委託 

〃 笠間・水戸環境組合 第31-3-1-2-13-403号最終処分場整備事業に伴う調査設計

業務委託 

〃 山武郡市環境衛生組合 ごみ処理施設整備基本構想策定業務委託 

〃 渋川地区広域市町村圏振興整備組

合 

渋川地区広域圏清掃センター精密機能検査業務委託 

〃 環境省 「令和元年台風第19号」災害廃棄物処理支援業務 

（その２）D-Waste Net 派遣 

H30 千葉県いすみ市 いすみ市いすみクリーンセンター精密機能検査業務 

〃 千葉県香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場被覆施設移設工事（第５

槽）実施設計業務委託 

〃 茨城県笠間・水戸環境組合 第30-3-1-1-13-507号 精密機能検査業務委託 

〃 鴨川市 最終処分場残余容量測量調査委託 

 

 

脱炭素社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 山武郡市環境衛生組合 循環型社会形成推進地域計画策定業務 

〃 松塩地区広域施設組合 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 

R1 八街市 循環型社会形成推進地域計画策定業務 

 

 

自然共生社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 山武郡市環境衛生組合 最終処分場嵩上げに係る生活環境影響評価業務委託 

〃 （民間企業） 一般廃棄物処理施設（破砕・選別）生活環境影響調査 

〃 （民間企業） 東京工場生活環境影響調査 

R1 笠間・水戸環境組合 最終処分場整備事業に伴う調査設計業務委託 

H30 いすみ市 いすみクリーンセンター生活環境影響調査等業務 

 

 

 

弊社は、健康的で豊かな市民生活を営む上で不可欠な上水道・下水道をはじめ、私たちの周辺から排出される 

ごみ、し尿等のさまざまな廃棄物の処理などの環境基盤の整備を促進するために、専門的な立場からお手伝いで 

きるコンサルタントを目指しております。 

私たちは、これからの時代を追って変化するさまざまなご要望に的確に対応できるよう、常日頃、技術力の向 

上に努力し、業務の成果が皆様方にとって、より満足していただけるよう、最善の状態でお手伝いできる体制を 

整えております。 

経験豊かなスタッフが、調査・分析・試験・診断・評価を十分に行ったうえ、技術の信頼性や経済性を考慮し、 

かつ安全と安心が担保できる施設整備をお手伝いし、また、様々な計画をサポートいたします。 

SDGsにも積極的に取り組み、顧客の皆様に満足いただけるサービスを提供いたします。 

担当者所属氏名  業務部 次長  小出 直己                TEL 043-226-4505 

住        所 〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町3-14-4            FAX 043-226-4502 

                            Ｅ-mail eigyo@kankyogiken.co.jp 


