
 

  株式会社日産技術コンサルタント     http://www.nissan-gijutsu.co.jp/ 

 

代 表 者 代表取締役 宮脇 佳史 資 本 金 70百万円 

担 当 役 員 代表取締役 宮脇 佳史 従 業 員 数 90名(廃棄物担当 46名) 

(脱炭素社会担当  -  ) 

(自然共生社会担当 3名) 

設立年月日 1978年６月 13日 売 上 高 1,718百万円  

(廃棄物関連   1,402百万円) 

(脱炭素社会関連    -      ) 

(自然共生社会関連 63百万円) 

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 

（東京都、大阪府知事登録）  

・測量業、地質調査業 

加 盟 団 体 （一社）全国上下水道コンサルタント協会 
（公社）全国都市清掃会議 

有資格者 1.技術士 

①廃棄物関係(衛生工学･資源工学部門) 8名 

②環境部門   1名 ③その他部門  29名 

2.ＲＣＣＭ 

①廃棄物部門  3名 ②その他部門  16名 

3.その他 

①環境計量士 2名 ②公害防止管理者 7名 

③土壌汚染調査管理技術者 １名 

ＩＳＯ認証 9001:2015 

 

本社所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前一丁目2番15号 TEL 06-6944-0224  FAX 06-6944-3414 

支店営業所   
東京支社 〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目29番6号 TEL 03-3436-5444  FAX 03-3436-5170 
広島支店 〒731-5133 広島市佐伯区旭園3番33号 TEL 082-922-2350  FAX 082-922-2351 
東北事務所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目6番10号 TEL 022-738-8593  FAX 022-738-8594 
茨城事務所 〒310-0852 水戸市笠原町1189番地の2 TEL 029-306-7247  FAX 029-306-7257 
埼玉事務所 〒338-0002 さいたま市中央区下落合五丁目10番5号 TEL 048-711-5285  FAX 048-711-5286 
千葉事務所 〒260-0042 千葉市中央区椿森2丁目14番16号 TEL 043-207-0181  FAX 043-207-0182 
横浜事務所 〒231-0027 横浜市中区扇町3丁目8番地3 TEL 045-228-7936  FAX 045-228-7937 
長野事務所 〒391-0213 茅野市豊平福沢1231番地1 TEL 0266-75-2633  FAX 0266-75-2634 
静岡事務所 〒418-0068 富士宮市豊町18番11号 TEL 0544-25-1207  FAX 0544-25-1208 
名古屋事務所 〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目26番39号 TEL 052-249-3121  FAX 052-249-3122 
三重事務所 〒518-0611 名張市新田1272番地の1 TEL 0595-66-1410  FAX 0595-66-1415 
北陸事務所 〒918-8231 福井市問屋町1丁目10番地 TEL 0776-29-7122  FAX 0776-29-7123 
滋賀事務所 〒529-0212 長浜市高月町井口1433番地 TEL 0749-59-3650  FAX 0749-59-3651 
京都事務所 〒612-8051 京都市伏見区今町679番地 TEL 075-611-3121  FAX 075-611-8894 
神戸事務所 〒651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4番19号 TEL 078-241-1635  FAX 078-241-1636 
奈良事務所 〒639-1042 大和郡山市小泉町1905番地60 TEL 0743-51-2051  FAX 0743-51-2052 
和歌山事務所 〒640-8304 和歌山市松島347番地4 TEL 073-474-7701  FAX 073-488-6420 
岡山事務所 〒700-0815 岡山市北区野田屋町ニ丁目6番22号 TEL 086-230-3323  FAX 086-230-3324 
山口事務所 〒752-0927 下関市長府扇町7番13号 TEL 083-249-1581  FAX 083-249-1582 
四国事務所 〒763-0034 丸亀市大手町一丁目4番23号 TEL 0877-21-4368  FAX 0877-21-4370 
高知事務所 〒780-0066 高知市比島町四丁目5番8号 TEL 088-873-1330  FAX 088-873-1339 
九州事務所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号 TEL 092-451-7521  FAX 092-451-7572 
長崎事務所 〒857-0833 佐世保市若葉町27番11号 TEL 0956-46-5057  FAX 0956-46-5058 
沖縄事務所 〒904-2142 沖縄市字登川370番１号 TEL 098-988-7531  FAX 098-988-7532 

 

業 務 内 容  

国連持続可能な開発目標SDGs（ 特に SDGs 3/ 6/ 7/ 8 /9 / 11/ 12/ 13/ 14/ 15 ）の達成に貢献します。 

【廃棄物環境部門】 ·· 一般廃棄物処理基本計画､災害廃棄物処理計画､循環型社会形成推進地域計画､解体撤去計画､精密機能検

査､ごみ焼却処理施設､リサイクルセンター､汚泥再生処理施設､最終処分場､ごみ中継施設等 

【下 水環 境部 門】 ·· 雨水流出解析､基本計画､事業認可計画､ストックマネジメント計画、耐震診断、劣化診断等 

【上 水環 境部 門】 ·· 上水環境・施設に関する水源開発調査、上水道計画、事業認可計画等 

【交 通防 災部 門】 ·· 交通計画､治水計画､氾濫解析､道路､橋梁､電線共同溝､洪水調節池､急傾斜地､環境護岸､排水機場､砂防堰

堤等 

【環 境調 査部 門】 ·· 環境アセスメント､環境保全計画､史跡保全計画､土壌汚染対策調査､騒音･振動調査､大気･悪臭調査､動

植物生態調査､電波障害調査､日照調査､遺跡調査等 

【ＰＰＰ事業部門】 ·· ＰＦＩ導入可能性調査､ドバイザリー､モニタリング支援､長期包括運営維持管理計画､調達方式検討､支

援審査委員会運営支援､指定管理者制度導入支援等    



 

廃棄物関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R02 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場建替事業計画策定調査 

〃 福岡県 大任町 最終処分場浸出水処理施設整備工事設計・施工監理業務委託 

〃 田原市 ごみ中継施設整備基本計画検討業務 

〃 東京都 品川区 品川区資源化センター施設長寿命化計画策定委託 

〃 香川県 小豆地区広域行政事務組合 小豆地区粗大ごみ及び不燃ごみ破砕選別処理施設整備基本設計 

〃 大野市 浄化センター施設整備基本方針等検討業務 

〃 下呂市 中山浄化園改修事業基本計画策定業務 

〃 仙台市環境局 一般廃棄物処理施設長寿命化計画策定支援業務 

〃 福井県 若狭広域行政事務組合 (仮称)広域ごみ処理施設建設工事施工監理委託業務 

〃 南房総市 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改定及び中継施設配置計画策定 

〃 静岡市 沼上清掃工場基幹的設備改良工事監理業務 

〃 成田市 成田浄化センター整備事業基本設計等支援業務 

〃 八街市 ごみ焼却施設基幹的設備改良工事に係る発注支援業務 

〃 群馬県 富岡甘楽衛生施設組合 汚泥再生処理センター建設工事発注支援業務 

〃 埼玉県 東埼玉資源環境組合 第一工場ごみ処理施設整備方針検討調査等委託 

〃 福島県 田村広域行政組合 田村地方衛生処理センター解体撤去工事設計業務 

〃 府中市 府中市リサイクルプラザ整備基本構想策定業務 

R01 東京都 ふじみ衛生組合 不燃ごみ処理施設整備計画策定支援業務 

〃 和歌山県 白浜町 マテリアルリサイクル推進施設基本設計改定委託業務 

〃 島根県 大田市環境生活部 し尿処理場長寿命化総合計画策定支援業務 

〃 青森県 中部上北広域事業組合 中部上北清掃センター基幹整備工事監理業務 

〃 福岡県 大任町 一般廃棄物最終処分場整備に伴う発注支援業務 

〃 福井県 若狭広域行政事務組合 ごみ積換え施設整備基本計画策定業務 

〃 香川県 中讃広域行政事務組合 仲善クリーンセンター長期運営維持管理事業発注者支援業務 

H30 愛媛県 大洲・喜多衛生事務組合 し尿処理施設災害復旧工事設計・施工監理 

〃 長崎県 対馬市市民生活部 汚泥再生処理センター汚泥増量対策工事発注支援等業務 

〃 青森県 中部上北広域事業組合 中部上北清掃センター吸塵機改修工事施工監理 

〃 市原市環境部 災害廃棄物処理計画策定業務 

〃 新潟県 五泉地域衛生施設組合 中間処理施設整備事業方式検討業務 

〃 長野市環境部 ストックヤード建設・焼却施設解体設計支援業務 

〃 神戸市環境局 旧港島クリーンセンター解体撤去基本計画策定業務 

〃 東京都 港区 港資源センタープラント設備整備に係る支援業務 
 

 
担当者所属氏名  大阪本社 業務部 副課長 山本 一慶       TEL 06-6944-0668 FAX 06-6944-3414 

住     所 〒540-0008 大阪市中央区大手前一丁目 2番 15号   E-mail k-yamamoto@nissan-gijutsu.co.jp 

                                                      

当社は、廃棄物処理施設・上下水道施設・道路・橋梁といった生活に欠かせない社会資本（インフラ）整備や環

境保全・循環型社会に関わる民間事業を含むプロジェクトの計画立案から調査・設計・施工監理・維持管理支援ま

でを一貫して行う技術コンサルティング会社です。 

私たちは、設立以来「Ecology Minded Plans」をモットーに環境先進企業として環境負荷低減に向け、「自然に親

しむ計画作り」を目指しています。 

 
 

自然共生社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R02 香川県 小豆地区広域行政事務組合 不燃ごみ破砕選別処理施設整備に伴う生活環境影響調査 

〃 奈良県 宇陀衛生一部事務組合 衛生センター地下水調査 

〃 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 生活環境影響調査業務 

R01 由布市 汚泥再生処理センター整備工事に伴う生活環境影響調査 

〃 交野市 汚泥処理施設建設に伴う生活環境影響調査業務 

〃 群馬県 富岡甘楽衛生施設組合 平成31年度生活環境影響調査業務 

H30 青森県 民間企業 ガス化溶融炉増設工事に伴う環境アセスメント業務 

〃 和歌山県 海南海草環境衛生施設組合 衛生センター生活環境影響調査業務 

〃 京都府 相楽郡広域事務組合 処理場基幹的設備改良事業に係る生活環境影響調査 

mailto:k-yamamoto@nissan-gijutsu.co.jp

