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Message from the PresidentMessage from the President
人と自然の調和

私たちは “未来”に貢献します。
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　わが国で、地震、火山、土砂崩れ、洪水などの自然災害が

多く発生しています。このような中で、戦後の高度成長期に

急速に整備された社会インフラの老朽化が進み、その保全

や更新が不可欠となってきました。更に多発する自然災害

にも十分に備えていかなければなりません。

　一方、視野を拡げると、閉鎖系の地球環境の中では、地

球温暖化に伴う集中豪雨や砂漠化などが地球上の各地で発

生しています。このため、わが国だけではなく、世界各国

において、災害に対する防災・減災対策、人口増に伴う環

境問題、資源・エネルギー問題など、解決すべき課題が山積

となっています。

　私たち応用地質と応用地質グループは、地質学、地球物理

学、土質力学、土木工学、水理学、環境工学、生態学など、

地球科学全般についての幅広い知識と豊富な経験を持つ

専門技術者集団です。その専門知識と技術を駆使して、

大地や地下水の性質、自然現象や災害現象などの実態や

特性を調べ、さらに事業や社会への影響を予測・評価し、

地球科学に関するさまざまな課題解決に向けて、最適な

提案をしてまいります。

　そして、将来にわたって安全で安心な社会、持続可能な

社会の構築のために貢献していくことが、私たちの使命で

あると考えています。

代 表 取 締 役 社 長

Mas a r u  Na r i t a

私たちは、地球科学に関する

さまざまな課題の

解決をめざします。経営ビジョン

地球にかかわる総合コンサルタントとして

地域社会に貢献するとともに

独創的な技術により

新しい市場を自ら創造できる企業

経営理念

人と自然の調和を図るとともに

安全と安心を技術で支え

社業の発展を通じて社会に貢献する
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As Your Business PartnerAs Your Business Partner

私たちは地質学をはじめとした地球に関わる科学技術を活用し、60年

にわたり、人々が生活する大地や自然環境に発生するさまざまな課題

の解決に取り組んできました。

そして、これまでに培ってきた技術、得られた知見、蓄積してき

た記録、開発した計測機器を活用するとともに、最新

の研究成果を取り入れた最適なソリューショ

ンを提供しています。

私たちが活動するフィールド

は、国内だけでなく世界

の各地域に広がり、

今後も多様な領

域に拡大してい

きます。

60 年にわたる技術と経験を活かし
お客様の問題解決に貢献します。

地盤に関するさまざまな問題に
最適なソリューションをご提案

お客様の事業パートナーとして
大きな価値を生み出します

計測機器開発・
計測システム開発
OYOは機器メーカーとして、計測機器
の開発・製造・販売も行っています。
物理探査機器、傾斜計、雨量計、水
質計、地震計、放射線量測定器など
種類も豊富。人命探査レーダーは世
界中の災害現場で活躍しています。
さらに、ご要望に合わせたシス
テムも開発しています。

予測・評価
調査・分析・モニタリングで得られた結
果を用いて、将来予測や事業への評価
を行い、“お客様が事業に活用できる情
報として提供するサービス”を行っていま
す。例えば、地震動・津波シミュレーショ
ン、地震被害リスクの評価、土壌・地下
水汚染浄化予測、構造物の健全度評
価、斜面崩壊予測など、各種事業
の意思決定に必要な判断材料と
なる情報を提供しています。

調査･分析･モニタリング
OYOは、“地球科学の領域のさまざまな事象
を定量化・モデル化するサービス”を提供し
ています。例えば、基礎の支持層分布、地下
水汚染調査・分析、岩石・土質試験、液状化
調査、地すべり地挙動モニタリング、火山・
地震監視など、建設事業、不動産管理、防災
事業などに必要な情報を提供しています。
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OYOグループは世界各地にネットワークを広げ、

持続可能な社会の構築に向けて多彩な技術を結集しています。

世界に広がる、OYOグループのネットワーク

本社

本部、研究所、事業部

支社

支店、営業所

応用地質の事業所 国　内

主なグループ会社

Global NetworkGlobal Network

商　号 応用地質株式会社
 （OYO Corporation）

住　所 〒101-8486
 東京都千代田区神田美土代町7番地

設　立 1957年 （昭和32年）5月2日

資本金 161億7460万円 

株式市場 東京証券取引所市場第一部
 （証券コード 9755）

会社概要

OYO CORPORATION U.S.A. （アメリカ）

KINEMETRICS, INC. （アメリカ）

GEOMETRICS, INC. （アメリカ）

GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS, INC. （アメリカ）

OYO CORPORATION, PACIFIC （アメリカ）

NCS SUBSEA, INC.（アメリカ）

ROBERTSON GEOLOGGING LTD. （イギリス）

IRIS INSTRUMENTS SAS （フランス）　

天津奥優星通伝感技術有限公司 （中国）

海　外

エヌエス環境株式会社

株式会社ケー・シー・エス

東北ボーリング株式会社

オーシャンエンジニアリング株式会社

宏栄コンサルタント株式会社

OYOインターナショナル株式会社

応用アール・エム・エス株式会社

南九地質株式会社

応用ジオテクニカルサービス株式会社

株式会社イー・アール・エス

応用地震計測株式会社

応用リソースマネージメント株式会社

応用計測サービス株式会社

環境調査・計量・衛生管理、アスベスト調査・分析・対策工事

道路計画、交通解析、経済波及効果分析、経済損失予測

さく井工事、井戸メンテナンス、水処理施設の設計施工、地質土質調査

海底地形調査、海洋環境調査、海洋土木施工管理

都市計画、構造物設計、測量、調査、施工管理

海外に於ける建設コンサルティング（地震防災、地下水開発、インフラ整備等）

自然災害リスクの分析とアドバイザリーサービス（企業、不動産市場）

地質土質調査、土木設計

地盤調査、耐震調査、模擬地震波作成

建物評価、土壌環境評価、災害リスク評価

地震観測装置の販売、地震防災コンサルティングサービス

OA機器・事務用品販売、リース業、地盤調査・情報ソフトの開発、販売

計測機器レンタル、現場計測

エヌエス環境株式会社
株式会社ケー・シー・エス
東北ボーリング株式会社
オーシャンエンジニアリング株式会社
宏栄コンサルタント株式会社
OYOインターナショナル株式会社
応用アール・エム・エス株式会社

南九地質株式会社
応用ジオテクニカルサービス株式会社
株式会社イー・アール・エス
応用地震計測株式会社
応用リソースマネージメント株式会社
応用計測サービス株式会社

北米での機器事業等の統括

地震計・強震計・地震観測システムの開発、製造、販売

地震探査・磁気探査及び電磁探査機器の開発、製造、販売

地下レーダー装置の開発、製造、販売

地質土質調査、土木設計

海域での地震探査・工事におけるナビゲーション及びポジショニングサービス

小孔径検層装置の開発、製造、販売

電気探査・電磁探査機器の開発、製造、販売

土砂災害モニタリング機器の製造･販売

ROBERTSON GEOLOGGING LTD.

天津奥優星通伝感技術有限公司
GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS, INC.

IRIS INSTRUMENTS SAS GEOMETRICS, INC.

OYO CORPORATION U.S.A.
KINEMETRICS, INC.

OYO CORPORATION, PACIFIC

東北支社

応用生態工学研究所

四国支社

地球環境事業部
計測システム事業部

社会システム事業部

コアラボ試験センター

エネルギー事業部

本 社

九州支社

関西支社

中部支社

東京支社
維持管理事業部
砂防・防災事業部

NCS SUBSEA, INC.
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商　号 応用地質株式会社
 （OYO Corporation）
設　立 1957年 （昭和32年）5月2日
資本金 161億7460万円 
株式市場 東京証券取引所市場第一部
売上高 513億23百万円（連結：2016年12月期）
 306億75百万円（単体：2016年12月期）
総資産 855億  9百万円（連結：2016年12月期） 
自己資本比率 80.1%（連結：2016年12月期） 
社員数 2,039名（連結）
 1,082名（単体）

■品質マネジメントシステム（ISO 9001：2015）
　登録事業所：本社内部署を除く全事業所
　登録活動範囲：
 1. 地質調査、建設コンサルタント及び土木設計
 2. 以下の計測機器の設計・開発、製造及び付帯サー
 　ビス（機器の修理）
 　・地震探査機器・電気探査機器・物理検層機器
 　・原位置試験機器・地盤モニタリング機器
 　・防犯セキュリティ機器・海洋調査機器・地下レー  
　 　  ダー探査機器・磁力探査機器・重力探査機器
　登録番号：JQA-2772
　登  録  日：1998年11月13日
■環境マネジメントシステム（ISO14001:2015）
　登録事業所：全事業所
　登録活動範囲：品質マネジメントシステムに同じ
　登録番号：JQA-EM6855
　登  録  日：2012年7月6日（初回登録日:2003年1月1日）
■情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001：2013）
　登録事業所：全事業所
　登録活動範囲：品質マネジメントシステムに同じ
　登録番号：JQA-IM1238
　登  録  日：2014年3月14日

代 表 取 締 役 社 長
取締役専務執行役員
取締役常務執行役員
取締役常務執行役員
取締役常務執行役員
取 締 役
取 締 役
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役
監 査 役
監 査 役
補 欠 監 査 役
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員

成田     賢
平嶋  優一
重信     純
佐藤  謙司
天野  洋文
八木  和則
中村     薫
西田  和範
長尾     登
齋藤  俊二
内藤     潤
赤松  俊武
中川  渉
平松  晋一
大城  信隆
原田  益雄
田中  敏彦
川地  真人
井出     修
荘司  泰敬
大島  雅浩
岩下  信一
飛田  健二
大内  博夫
香川  眞一
橋本     進
嘉山  稔朗
茂本  直人
佐野     康
大山  洋一
宇野  嘉伯
大曾根 啓介

会社概要 2016年12月31日現在 役員・執行役員 2017年4月1日現在

連結業績の推移

2016年4月1日現在マネジメントシステム

会社概要

470.3 486.3 492.3 513.2

407.0

単位：億円

単位：億円

単位：億円

36.7
42.1

24.6

33.3

40.7
46.5

21.8

25.3

15.7

20.1

■建設コンサルタント業 建26第175号
　河川、砂防及び海岸・海洋部門
　港湾及び空港部門
　道路部門
　上水道及び工業用水道部門
　下水道部門
　農業土木部門
　森林土木部門
　廃棄物部門
　都市計画及び地方計画部門
　地質部門
　土質及び基礎部門
　鋼構造及びコンクリート部門
　トンネル部門
　建設環境部門
　電気電子部門
■地質調査業  質24第12号
■計量証明事業
　濃　度  埼玉県　第555号
　音圧レベル  埼玉県　第音42号
　振動加速度レベル 埼玉県　第振31号
■測　量　業  第（13）-1334号
■建　設　業  国土交通大臣許可（特-24）第2181号
■一級建築士事務所 埼玉県（2）第10113号
■環境省指定調査機関（土壌汚染対策法）
　土壌汚染状況調査指定機関 環2003-8-1025
■特定労働者派遣事業（特13-305162）

業務内容 2016年4月1日現在



1964年 6月 16日
1968年 5月 16日
1971年 2月 9日
1974年 5月 9日
1975年 4月 21日
1975年 8月
1975年 8月
1976年 7月 11日
1976年 8月 18日
1978年 1月 14日
1978年 6月 12日
1980年 6月 29日
1982年 3月 21日
1983年 5月 26日
1983年 8月 8日
1984年 9月 14日
1985年 9月 19日
1987年 3月 18日
1987年 12月 17日
1989年 10月 17日
1992年 6月 28日
1993年 1月 15日
1993年 2月 7日
1993年 7月 12日
1994年 1月 17日
1994年 10月 4日
1994年 12月 28日
1995年 1月 17日
1997年 3月 26日
1997年 5月 13日
1999年 8月 17日
1999年 9月 21日
2000年 10月 6日
2001年 1月 13日
2001年 1月 26日
2001年 3月 24日
2003年 7月 26日
2003年 9月 26日
2004年 10月 23日
2004年 12月 26日
2005年 3月 20日
2005年 8月
2005年 8月 16日
2006年 5月 27日
2006年 7月 17日
2007年 3月 25日
2007年 7月 16日
2008年 5月 12日
2008年 6月 14日
2009年 8月 11日
2011年 3月 11日
2011年 3月 12日
2011年 7月
2012年 7月
2013年 10月 16日
2014年 8月 20日
2015年 4月 25日
2015年 9月 9日
2016年 4月 16日 
2016年 8月 

新潟地震（M7.5） 
十勝沖地震（M7.9）
アメリカ・サンフェルナンド地震（M6.6）
伊豆半島沖地震（M6.9）
大分県中部地震（M6.4）
台風6号による北海道南部の災害
台風6号による徳島県の災害
豪雨による伊豆半島南部の災害
伊豆河津地震（M5.4）
伊豆大島近海地震（M7.0）
宮城県沖地震（M7.4）
伊豆半島東方沖地震（M6.7）
浦河沖地震（M7.1）
日本海中部地震（M7.7）
神奈川県西部地震（M6.0）
長野県西部地震（M6.8）
メキシコ・ミチョアカン地震（M8.1）
日向灘地震（M6.6）
千葉県東方沖地震（M6.7）
アメリカ・ロマプリータ地震（M7.1）
アメリカ・ランダース地震（M7.3）
釧路沖地震（M7.5）
能登半島沖地震（M6.6）
北海道南西沖地震（M7.8）
アメリカ・ノースリッジ地震（M6.8）
北海道東方沖地震（M8.2）
三陸はるか沖地震（M7.6）
兵庫県南部地震（M7.3）
鹿児島県北西部地震（M6.6）
第2鹿児島県北西部地震（M6.4）
トルコ・コジャエリ地震（M7.4）
台湾・集集地震（M7.6）
鳥取県西部地震（M7.3）
エルサルバドル沖地震（M7.6）
インド西部地震（M7.9）
芸予地震（M6.7）
宮城県北部地震（M6.4）
十勝沖地震（M8.0）
新潟県中越地震（M6.8）
インドネシア・スマトラ沖地震（M9.0）
福岡県西方沖地震（M7.0）
ハリケーン「カトリーナ」の災害
宮城県沖地震（M7.2）
インドネシア・ジャワ島中部地震（M6.3）
インドネシア・ジャワ島南西沖地震（M7.7）
能登半島地震（M6.9）
新潟県中越沖地震（M6.8）
中国・四川地震（M7.9）
岩手・宮城内陸地震（M7.2）
静岡沖地震（M6.5）
東北地方太平洋沖地震（M9.0）
長野県北部地震（M6.7）
タイ洪水の災害
九州北部豪雨の災害
台風26号による伊豆大島の斜面災害
豪雨による広島市の土砂災害
ネパール・ゴルカ地震（M7.8）
関東・東北豪雨
熊本地震
台風10号災害

日付 自然災害名 2017年3月31日現在

自然災害調査履歴

M9（マグニチュード9）クラス

M8クラス

M7クラス

M6クラス

コジャエリ地震

集集地震
エルサルバドル沖地震

スマトラ沖地震

インド西部地震

四川地震ネパール・
ゴルカ地震

ミチョアカン地震

ノースリッジ地震
ランダース地震
ロマプリータ地震

サンフェルナンド地震

十勝沖地震

北海道南西沖地震

兵庫県南部地震

日本海中部地震

岩手・宮城内陸地震

新潟地震

新潟県中越地震

東北地方太平洋沖地震



平成26-27年度32-55号管内防災点検観測業務

防災点検業務（姫路川河川国道事務所管内）

平成26年度多治見管内道路防災点検業務

H26江戸川堤防調査検討業務

平成24年度佐賀導水空洞化対策検討業務

平成23年度西浦・北利根川堤防統合物理探査調査業務

秋山地区他地質調査等業務

早明浦ダム早明浦地区地すべり調査業務

平成25年度富士山南部物理探査業務

北海道横断自動車道小樽東地区地下水影響調査･解析

平成24年度高千穂日之影道路水文観測（下半期）業務

平成22年度土佐市バイパス水文調査解析業務

平成27年度白川地質調査業務

H26長野国道管内地質調査その4業務

平成25年度宮前地区地質調査業務

大下津地区地盤環調査解析業務

旭川開発建設部管内道路トンネル技術検討業務

摩当山トンネル地質分析業務

釜房ダム水辺現地調査（動植物プランクトン・ダム湖環境基図）業務

摺上川ダム水辺現地調査（魚類、空間利用実態調査）業務

飯豊山系砂防事務所管内自然環境調査業務

平成28年度熊本地震災害に対する感謝状

鬼怒川の水害における水防活動及び災害対応貢献に対する感謝状

道路維持管理における放射性物質で汚染された発生土壌洗浄
技術による処理・減容化に関する取組み

四国地方整備局長表彰（2016年度）

近畿地方整備局長表彰（2016年度）

中部地方整備局長表彰（2015年度）

関東地方整備局長表彰（2015年度）

九州地方整備局筑後川河川事務所長表彰（2013年度）

関東地方整備局長表彰（2013年度）

北陸地方整備局長表彰（2016年度）

（独）水資源機構理事長表彰（2016年度）

中部地方整備局富士砂防事務所長表彰（2014年度）

東日本高速道路(株)北海道支社長表彰（2013年度）

九州地方整備局長表彰（2013年度）

四国地方整備局長表彰（2012年度）

九州地方整備局長表彰（2016年度）

関東地方整備局長表彰（2016年度）

四国地方整備局長表彰（2014年度）

近畿地方整備局淀川河川事務所長表彰（2016年度）

北海道開発局長表彰（2012年度）

東北地方整備局長表彰（2009年度）

東北地方整備局長表彰（2016年度）

東北地方整備局長表彰（2015年度）

北陸地方整備局長表彰（2013年度）

九州地方整備局長表彰（2016年度）

関東地方整備局下館河川事務所長表彰（2016年度）

（公社）地盤工学会地盤環境賞（2015年度）

建設（地下水調査・解析）

維持管理（道路・トンネル）

維持管理（河川管理施設）

防災・減災（地震・土砂災害）

建設（地質・土質調査）

環境（自然由来重金属・土壌汚染）

環境（自然環境・自然再生）

その他の表彰

主な表彰実績 2017年4月1日現在



「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）
に基づき、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として、厚生労
働大臣より「えるぼし企業」（2段階目）の認定を受けました。えるぼし認定
企業は、対外的なPRに認定マークを活用できるほか、公共調達において
加点評価を受けるなどのメリットもあります。今後も女性の積極的な採用
及び働きやすい職場環境づくりに向けて、さらに取り組みを強化してまい
ります。

内閣官房国土強靭化推進室「国土強靭化貢献団体の認証に関するガイ
ドライン」に基づく国土強靱化貢献団体認証（レジリエンス認証）を取得
しました。レジリエンス認証は、企業、学校、病院等各種の団体における
事業継続（BC）の積極的な取り組みを広めることにより、裾野の広い、社
会全体の強靭化を進めることを目的とし、事業継続に関する取り組みを
積極的に行っている事業者を「国土強靱化貢献団体」として認証するもの
です。当社はこれまでも自社の事業活動として、社会や企業の防災・減災
活動を支援してまいりました。国土強靭化貢献団体として、自社の事業継
続にも一層の責任を果たすとともに、社会全体の強靭化にむけて、さらな
る貢献をしてまいります。

違法な長時間労働などが社会問題化する中で、当社はこの問題をコーポ
レートガバナンスの上で重要な経営課題と捉え、長時間労働の撲滅及び
仕事と生活の調和を目指し、生産性向上を目的とした働き方改革も含め
て、ワークライフバランスの取組みを本格化させています。全国から24 
名の「WLB推進者」を任命し、組織対応により個人の業務負担を減らすと
ともに生産性を向上させる働き方や、そのために必要な新たな人事制度
等の検討を進めております。

2016年4月に発生した熊本地震においては、行政機関等からの支援要請
に基づき、災害現場の早期復旧にむけて各地の崩壊原因調査や復旧工
事の設計などを全社体制で実施しました。これらの支援活動に対し、
2016年6月に国土交通省九州地方整備局より感謝状をいただきました。
感謝状の対象は、九州地方整備局大分河川国道事務所との災害協定に
基づき対応した国道210号の災害復旧事業等に対するものです。

CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）は地球温暖化対策上の重
要な技術として国内外に認識されていますが、実用化にあたっては、安全
かつ大規模・効率的なCO2地中貯留技術の実現が必須となります。我が
国の貯留層に適した実用化規模（100万トン/年）でのCO2地中貯留技術
を開発するとともに、CCSの社会受容性の獲得を志向した研究開発を行
うため、当社を含む4企業、1国立研究開発法人、1公益財団法人による
「二酸化炭素地中貯留技術研究組合」の設立に参画いたしました。

レジリエンス認証取得

ワークライフバランス推進

熊本地震

二酸化炭素地中貯留技術研究組合の設立に参画

えるぼし認定

CSR活動紹介 2017年4月1日現在



事業所一覧  ｰ 1 2017年4月1日現在

本　社
人事企画室

国内グループ事業本部

海外グループ事業本部

事務本部

工務本部 

サービス開発本部

技術本部

 研究開発センター

 コアラボ試験センター

計測システム事業部

エネルギー事業部

社会システム事業部

地球環境事業部

 応用生態工学研究所

維持管理事業部 

砂防・防災事業部

東京支社 

 千葉営業所

 東 京 支 店

 横 浜 支 店

 茨 城 支 店

 長 野 支 店

 新 潟 支 店

 上越営業所

 北 陸 支 店

 富山営業所

 北 海 道 支 店 

東 北 支 社 

 青 森 支 店

 盛 岡 支 店

 秋 田 支 店

 山 形 支 店

 福 島 支 店

中 部 支 社 

 静 岡 支 店

 岐阜営業所

 三重営業所

〒101-8486 千代田区神田美土代町7番地 TEL 03（5577）4501 FAX 03（5577）4567

〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-66-2 TEL 048（663）8611 FAX 048（663）8618

〒305-0841 つくば市御幸が丘43 TEL 029（851）5078 FAX 029（851）7290

〒336-0015 さいたま市南区太田窪2-10-9 TEL 048（882）5374  FAX 048（886）9680

〒112-0002 文京区小石川1-1-17　とみん日生春日町ビル 5F TEL 03（3868）0535 FAX 03（3868）2675

〒305-0841 つくば市御幸が丘43 TEL 029（851）6621 FAX 029（851）5450

〒963-7722 福島県田村郡三春町大字西方字石畑275 TEL 0247（62）1756 FAX 0247（62）3856

〒331-8688 さいたま市北区土呂町2-61-5 TEL 048（652）4956 FAX 048（652）3758

〒331-8688 さいたま市北区土呂町2-61-5 TEL 048（652）4975 FAX 048（652）4017

〒331-8688 さいたま市北区土呂町2-61-5 TEL 048（652）0651 FAX 048（652）3950

〒261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6-1　WBGマリブイースト 23F TEL 043（299）4111 FAX 043（299）4113

〒101-8486 千代田区神田美土代町7番地　 TEL 03（5577）4612 FAX 03（5577）4616

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12　IKビル 9F TEL 045（474）0910 FAX 045（474）0919

〒305-0841 つくば市御幸が丘43 TEL 029（851）6420 FAX 029（851）6410

〒380-0921 長野市大字栗田995-1　倉石ビル301 TEL 026（217）2565 FAX 026（223）6020

〒950-0864 新潟市東区紫竹 7-27-35 TEL 025（274）5656 FAX 025（271）6765

〒942-0074 上越市石橋2-5-33 TEL 025（520）8101 FAX 025（543）2030

〒920-0365 金沢市神野町東108 TEL 076（249）3362 FAX 076（249）9078

〒937-0006 富山県魚津市経田西町10-100 TEL 0765（32）3801 FAX 0765（32）3802

〒003-0023 札幌市白石区南郷通1丁目北 9-20    TEL 011（863）6711  FAX 011（864）5162

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3-21-2 TEL 022（237）0471 FAX 022（283）1801

〒030-0862 青森市古川1-21-12　セントラルビューあおもり3F TEL 017（777）4156 FAX 017（773）5016

〒020-0866 盛岡市本宮4-1-1 TEL 019（635）7662 FAX 019（635）7720

〒010-0951 秋田市山王 2-2-17　山王ピアレスビル TEL 018（863）3305 FAX 018（864）3755

〒990-0044 山形市木の実町10-36 TEL 023（631）3488 FAX 023（623）6159

〒960-8053 福島市三河南町11-10　小畑ビル2F TEL 024（536）0543 FAX 024（536）0820

〒463-8541 名古屋市守山区瀬古東2-907 TEL 052（793）8321 FAX 052（794）8477

〒422-8056 静岡市駿河区津島町12-19 TEL 054（283）8161 FAX 054（286）6978

〒500-8402 岐阜市竜田町6-11　東海マンション603号 TEL 058（249）1201 FAX 058（249）1202

〒514-0823 津市半田3438-88  TEL 059（227）1914 FAX 059（226）7994

2017/3-4.1K



事業所一覧  ｰ 2

国内グループ会社

関 西 支 社 

 神 戸 支 店

 滋 賀 支 店

 福井営業所

 和歌山営業所

 広 島 支 店

 山 口 支 店

 岡 山 支 店

 鳥取営業所

四 国 支 社 

 高松営業所

 高 知 支 店

 徳 島 支 店

九 州 支 社 

 大 分 支 店

 長 崎 支 店

 熊 本 支 店

 宮 崎 支 店

 鹿児島支店

 沖縄営業所

 エヌエス環境（株）

 （株）ケー・シー・エス

 応用リソースマネージメント（株）

 OYOアセットサービス（株）

 応用計測サービス（株）

 東北ボーリング（株）

 シグマ工業（株）

 オーシャンエンジニアリング（株）

 応用地震計測（株）

 宏栄コンサルタント（株）

 南九地質（株）

 OYOインターナショナル（株）

 応用ジオテクニカルサービス㈱

 応用アール・エム・エス（株）

 （株）イー・アール・エス

2017年4月1日現在

〒532-0021 大阪市淀川区田川北2-4-66 大阪深田ビル TEL 06（6885）6357 FAX 06（6885）6379

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 5-1-14　神戸商工貿易センタービル401 TEL 078（252）2108 FAX 078（252）2109

〒520-0044 大津市京町四丁目4-23　アソルティ大津京町 TEL 077（527）0146 FAX 077（527）0395

〒914-0814 敦賀市木崎7-11-3 TEL 0770（25）1741 FAX 0770（25）1742

〒640-8245 和歌山市有田屋町南ノ丁40 TEL 073（426）4857 FAX 073（424）2403

〒731-5133 広島市佐伯区旭園3-33 TEL 082（921）1161 FAX 082（923）0484

〒754-0013 山口市小郡緑町 4-27 TEL 083（973）2953 FAX 083（973）4285

〒700-0942 岡山市南区豊成 2-2-9 TEL 086（263）1331 FAX 086（264）4412

〒680-0804 鳥取市田島648　タナカビル2F TEL 0857（23）9899 FAX 0857（23）9965

〒791-8013 松山市山越 4-4-33 TEL 089（925）9516 FAX 089（925）9582

〒760-0074 高松市桜町1-1-17　ダイアパレス桜町102 TEL 087（834）2730 FAX 087（834）2731

〒780-0901 高知市上町2-5-1　臼井エステートビル3F TEL 088（855）3050 FAX 088（875）5066

〒770-0021 徳島市佐古一番町10-2　G2ビル TEL 088（653）0125 FAX 088（653）0124

〒811-1302 福岡市南区井尻 2-21-36 TEL 092（591）1840 FAX 092（573）0240

〒870-0954 大分市下郡中央2-2-2-1 TEL 097（554）3061 FAX 097（554）3062

〒852-8053 長崎市葉山1-28-1　日章葉山ビル502号 TEL 095（894）1160 FAX 095（855）0545

〒861-2101 熊本市東区桜木2-7-14 TEL 096（369）8891 FAX 096（369）8908

〒880-0013 宮崎市松橋1-8-24-5F　 TEL 0985（27）6859 FAX 0985（29）3397

〒890-0055 鹿児島市上荒田町26-11　メゾンフローラル上荒田202号 TEL 099（230）0301 FAX 099（250）0477

〒900-0015 那覇市久茂地3-15-9　アルテビルディング那覇305号室 TEL 098（860）1824 FAX 098（860）1825

〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-9　花井ビル4F TEL 03（3432）5451 FAX 03（3432）2191

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17　とみん日生春日町ビル3F TEL 03（6240）0581 FAX 03（6240）0591

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17　とみん日生春日町ビル3F TEL 03（6240）0411 FAX 03（6240）0445

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17　とみん日生春日町ビル3F TEL 03（6240）0460 FAX 03（6240）0464

〒334-0076 川口市本蓮1-11-21 TEL 048（285）2133 FAX 048（284）9553

〒984-0014 仙台市若林区六丁の目元町6-8 TEL 022（288）0321 FAX 022（288）0318

〒984-0014 仙台市若林区六丁の目元町6-7 TEL 022（288）6145 FAX 022（288）2008

〒305-0841 つくば市御幸が丘43 TEL 029（897）3151 FAX 029（897）3152

〒336-0021 さいたま市南区別所7-14-37 TEL 048（866）1228 FAX 048（829）9982

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-21-1　ニュー田村トリオビル2F TEL 03（5319）3377 FAX 03（5319）3380

〒890-0023 鹿児島市永吉1-2-22 TEL 099（837）3330 FAX 099（837）3331

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17　とみん日生春日町ビル3F TEL 03（5840）5155 FAX 03（5840）5166

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-54-5 TEL 03（5949）3410 FAX 03（3984）6510

〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-9　赤坂MKビル4F TEL 03（6434）9801 FAX 03（3479）0163

〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-9　赤坂MKビル4F TEL 03（5786）0090 FAX 03（5786）0094



有資格者数一覧  ｰ 1 2016年12月31日現在

博士 合計 36
工学  20 
理学  13 
学術  3
 
技術士 合計 559
建設部門 小計 233
　土質及び基礎  78 
　建設環境  56 
　河川、砂防及び海岸・海洋  46 
　道路  23 
　トンネル  21 
　都市及び地方計画  6 
　鋼構造及びコンクリート  2 
　港湾及び空港  1 

応用理学部門 小計 187
　地質  154 
　地球物理及び地球化学  31 
　物理及び化学  2 

環境部門 小計 14
　環境影響評価  4 
　環境保全計画  4 
　自然環境保全  3 
　環境測定  3 

森林部門 小計 6
　森林土木  5 
　森林環境  1 

情報工学部門 小計 4
　情報システム・データ工学  4 

衛生工学部門 小計 3
　廃棄物管理  3 

電気電子部門 小計 3
　電子応用  3 

上下水道部門 小計 2
　上水道及び工業用水道  1 
　下水道  1 

農業部門 小計 1
　農業土木  1 

総合技術監理部門 小計 106
　応用理学 -地質  37
　応用理学 - 地球物理及び地球化学  9 
　応用理学 - 物理及び化学  1 
　

　建設 - 土質及び基礎  20 
　建設 - 建設環境  11 
　建設 - トンネル  9 
　建設 - 河川、砂防及び海岸・海洋  7 
　建設 - 道路  5 
　建設 - 都市及び地方計画  2 
　建設 - 鋼構造及びコンクリート  2 
　建設 - 港湾及び空港  1 
　電気電子 - 電子応用  1 
　情報工学 - 情報システム・データ工学 1

RCCM 合計 218
河川、砂防及び海岸・海洋  66 
道路  42 
建設環境  22 
トンネル  21 
土質及び基礎  18 
地質  16 
森林土木  7 
鋼構造及びコンクリート  7 
電気電子  4 
建設情報  4
港湾及び空港  3 
施工計画、施工設備及び積算  3 
農業土木  2 
廃棄物  2 
都市計画及び地方計画  1 
 
地質・地盤・地形関係 合計 404
地質調査技士  186 
　現場技術・管理部門：126 

　土壌・地下水汚染部門：58 

　現場調査部門：2 

地すべり防止工事士  82 
測量士       52 
地質情報管理士  49 
地盤品質判定士  23 
応用地形判読士  5
応用地形マスターⅠ  3 
応用地形マスターⅡ  3 
斜面安定技士       1 



2016年12月31日現在有資格者数一覧  ｰ 2

土木・工事・維持管理関係 合計 432 
土木施工管理技士  181 
　一級：150

　二級：31

火薬類取扱保安責任者  88 
　甲種：14

　乙種：74

危険物取扱者  31 
　甲種：3

　乙種：27

　丙種：1

高所作業車運転技能講習  13 
酸素欠乏危険作業主任者  12 
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 7 
土木学会認定　土木技術者  13 
　上級：10

　一級：2

　二級：1

農業土木技術管理士  11 
監理技術者  8
エックス線作業主任者  5 
APEC ENGINEER（CIVIL ENGINEERING） 2
建築士（一級）  1
建築施工管理技士（一級）  1 
造園施工管理技士（一級）  1 
河川点検士  13
河川維持管理技術者  5
港湾海洋調査士  10 
　土質・地質調査部門：7 

　環境調査部門：2 

　深浅測量部門：1 

コンクリート関係  7 
　コンクリート診断士：5

　コンクリート中の配筋探査講習会修了者：1

　コンクリート構造診断士：1 

電気工事士  9 
電気主任技術者（三種）  1 
電気通信主任技術者  1 
下水道技術検定（二種）  4 
橋梁点検技術研修修了者  3
土木学会認定技術者（防災）  2
作業環境測定士  1
PMP（Project Management Professional） 1
ダム水路主任技術者（第一種）  1

環境・動植物関係 合計 162 
公害防止管理者  44 
　水質関係：17 

　振動関係：12

　騒音関係：10

　大気関係：3 

　ダイオキシン類関係：2

土壌汚染調査技術管理者  23 
環境計量士  14 
土壌環境監理士  7 

土壌環境保全士  4 
土壌環境リスク管理者  4 
環境アセスメント士  3 
　自然環境部門：2 

　生活環境部門：1 

環境カウンセラー  2 
特別管理産業廃棄物管理責任者  5
放射線取扱主任者  5
　第一種：1

　第二種：4 
特定化学物質等作業主任者  4 
ビオトープ計画管理士  21 
　一級：3

　二級：18

ビオトープ施工管理士  13 
　一級：2

　二級：11

生物分類技能検定  7 
　二級動物部門：2

　二級植物部門：3

　三級：2

樹木医補  4
環境再生医  2

経理・総務関係 合計 80
衛生管理者  35 
　第一種：16

　第二種：19 
建設業経理事務士  22
VE リーダー  13
ファイナンシャル・プランニング技能士 8
AFP（日本 FP 協会認定）  2

その他
防災士  16 
学芸員  12 
潜水士  8 
情報処理技術者  15 
　情報セキュリティマネジメント：6

　IT パスポート：3 

　応用情報技術者 (AP)：2  

　プロジェクトマネージャー：1  

　システム監査技術者：1 

　データベーススペシャリスト：1 

　基本情報技術者：1 

CALS/EC  14 
　インストラクター：9 

　エキスパート：5  

特殊無線技士  5 
陸上特殊無線技士  3 
　一級：1

　二級：2

陸上無線技術士  1 
海上特殊無線技士（一級）  1 


