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代 表 者 代表取締役社長 松原 利直 資 本 金 100百万円 

担 当 役 員 取締役 與那城 稔 従 業 員 数 622名(廃棄物担当10名) 

(脱炭素社会担当  3名) 

(自然共生社会担当30名) 

設立年月日 昭和45年 9月21日 売 上 高 10,639百万円(廃棄物関連 69百万円) 

(脱炭素社会関連 3百万円) 

(自然共生社会関連1,019百万円) 

登 録 部 門 ・建設コンサルタント 
（廃棄物部門登録 済） 
・一級建築士事務所 
・測量業、地質調査業 
・計量証明事業 
・補償コンサルタント 

加 盟 団 体 （一社）建設コンサルタンツ協会 
（公社）全国上下水道コンサルタント協会 
（公社）日本下水道協会 
（公社）日本水道協会 
（一社）都市計画コンサルタント協会 
（一社）日本補償コンサルタント協会 

ＩＳＯ認証 9001、14001、27001、55001 廃棄物関係

の有資格者 

1.技術士 

①廃棄物関係(衛生工学･資源工学部門) 4名 

②環境部門 4名 ③建設部門(建設環境) 21名 

2.ＲＣＣＭ 

①廃棄物部門 2名 ②建設環境部門   13名 

3.その他 

①環境計量士 3名 ②ビオトープ計画管理士 5名 

③ビオトープ施工管理士           7名 
 

本社所在地 

岡山支社 

広島支社 

鳥取支社 

島根支社 

四国支社 

九州支社 

関西支社 

東京支社 

〒700-0033 岡山市北区島田本町2-5-35 

〒700-0033 岡山市北区島田本町2-5-35 

〒730-0043 広島市中区東白島町14-15 NTTｸﾚﾄﾞ白島ﾋﾞﾙ 

〒680-0903 鳥取市南隈905 

〒690-0047 松江市嫁島町16-1 

〒761-8055 高松市紙町494 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅前2-4-11 ｼﾃｨｺｰﾄ中陽 

〒540-0021 大阪市中央区大手通2-2-13 

〒273-0005 船橋市本町3-36-28 ﾎｰﾒｽﾄ船橋ﾋﾞﾙ 

TEL 086-254-2111 FAX 086-253-2098 

TEL 086-254-2346 FAX 086-254-2567 

TEL 082-208-4311 FAX 082-208-4312 

TEL 0857-31-3531 FAX 0857-31-3510 

TEL 0852-25-1252 FAX 0852-25-1258 

TEL 087-867-9123 FAX 087-868-3266 

TEL 092-489-3291 FAX 092-483-3292 

TEL 06-6943-1486 FAX 06-6943-1487  

TEL 047-460-7255 FAX 047-460-7258  

支店 米子 浜田 山口 南九州 神戸 京滋 

事務所 津山 豊岡 姫路 倉吉 愛媛 高知 徳島 名古屋 東北 

営業所 東広島 境港 出雲 雲南 安来 大田 益田 筑紫 佐賀 長崎 宮崎 鹿児島 淡路 和歌山 

奈良 京丹後 滋賀 福井 三重 東京 横浜 長野 
 
業 務 内 容  

【測    量】(SDGs 9/11/13/14/15)地上レーザースキャナ、空中写真測量（ＵＡＶ）、３Ｄ計測、深浅測量、
公共測量 

【地理情報】(SDGs 4/9/11/12) 航空レーザ測量、空中写真測量、移動型レーザ計測、地理情報システム(GI
S)、基本測量・公共測量 

【補償調査】(SDGs 9/11/16/17)土地調査・評価、営業補償・特殊物件、事業損失、補償関連調査、総合補償 
【施工管理】(SDGs 7/8/11/12) 設計積算、工事監督支援、発注者支援、道路情報管理 
【地盤調査】(SDGs 3/6/9/11/12/13/14/15) 地質調査・探査・解析、土壌・地下水環境調査、防災施設点検、

路面下空洞探査、災害調査・対策 
【環境計画・調査】(SDGs 4/6/7/9/11/12/13/14/15) 環境調査全般、環境アセスメント、生物多様性の保全、

自然再生・シミュレーション、水質浄化、地域の魅力づくり・環境学習、ミュージアム・研究所
との連携 

【 上水道 】(SDGs 3/6/7/8/9/11/12/13) 上水道計画・設計、水事業の健全化、施設の改修・耐震化、PPP･P
FI、ストックマネジメント 

【環境設計】(SDGs 6/7/9/11/12/13/14) 下水道計画・設計、廃棄物処理計画、施設設計、PPP･PFI、 
ストックマネジメント 

【土木設計】(SDGs 9/11/12/13/15) 道路、河川・砂防、橋梁、トンネル、道路交通調査・計画、 
インフラ調査・点検、防災計画・耐震化、災害復旧、ＩＣＴ技術活用、３次元設計 

【都市計画】(SDGs 2/3/9/11/12/14/15) 都市計画・まちづくり、公園・緑地、開発計画・設計、PPP･PFI 
【農林振興】(SDGs 2/3/4/9/11/12/13/14/15) 農業生産基盤、農地防災、環境配慮計画・設計､ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  



 

廃棄物関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 出雲市 旧神西清掃工場解体工事施工監理業務 

〃 倉敷市 倉敷市一般廃棄物処理計画改訂業務 

〃 津山市 浸出水処理施設機能検査業務委託 

〃 屋久島町 屋久島町ごみ処理施設整備基本計画等策定業務 

〃 環境省 「令和2年7月大雨」災害廃棄物処理支援業務(その2)  

D-Waste.Net派遣 

R1 三重県鳥羽志勢広域連合 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務 

〃 丹波市 長期包括管理運営業務に係るモニタリング等業務 

〃 岡山市 岡山市瀬戸クリーンセンター解体工事詳細設計業務 

〃 小松島市 ごみ焼却施設整備工事設計業務 

〃 久万高原町（愛媛県） し尿処理施設精密機能検査委託業務 

H30 松戸市 ごみ中継施設建設工事 施工監理 

〃 松阪市 循環型社会形成推進地域計画策定業務 

〃 明石市 災害廃棄物処理計画策定業務 

〃 笠岡市 災害廃棄物処理計画策定業務 

〃 高松市 衛生センター精密機能検査 

   

脱炭素社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 丹波篠山市 温室効果ガス排出量算定等業務 

R1 尼崎市 尼崎市地球温暖化対策推進計画策定業務委託 

   

自然共生社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 
R2 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 鳥取西道路環境管理業務 

〃 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 吉井川水辺現地調査（鳥類）業務 

〃 国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所 今治道路環境調査業務 

〃 岡山県備中県民局井笠地域事務所 ２１１-５１-３単県河川工事（環境調査） 

〃 京都府環境部 鴨川オオバナミズキンバイ駆除業務 

R1 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 百間川分流部周辺環境調査業務 

〃 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所 宮崎管内環境調査（秋～冬）業務 

〃 国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所 土器川水辺現地調査（魚類）業務 

〃 岡山県総社市 準用河川国府川魚介類保護移動業務 

〃 長崎県諫早市 諫早北バイパス環境影響予測業務委託 

H30 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所 都城道路2期環境調査（動植物外）業務 

〃 国土交通省四国地方整備局野村ダム管理所 野村ダム水辺現地調査（底生動物）業務 

〃 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 多岐朝山道路自然環境調査業務 

〃 岡山県岡山市 （都）米倉津島線（万成工区）環境影響評価業務委託 

〃 京都府山城北土木事務所 国道307号道路新設改良業務委託 

   

担当者所属氏名  岡山支社 環境設計部 部長 林口 昌典 TEL 086-254-2111 

住     所  〒700-0033 岡山市北区島田本町2-5-35  FAX  086-253-2098 

   Ｅ-mail m-hayashiguchi@wesco.co.jp 

 

「未来に残す、自然との共生社会」 
 

私たちウエスコは、社会の新たなニーズや技術革新に対し、新技術の積極的な導入により果敢にチャレ

ンジを行うとともに、若手とベテランの力を融合し、総合力を持って地域の社会資本整備に取り組んでま

いります。 

 

 


