
 

  株式会社東洋設計                  https://www.toyosk.co.jp/ 

 

代 表 者 代表取締役 大嶋 庸介 

 

資 本 金 100百万円 

担 当 役 員 専務取締役 山形 秀紀 従 業 員 数 219名 (廃棄物担当       11名) 

(脱炭素社会担当   10名) 

(自然共生社会担当 10名) 

設立年月日 1970年 3月 6日 売 上 高 3,021百万円  

(廃棄物関連 100百万円) 

(脱炭素社会関連 155百万円) 

(自然共生社会関連 15百万円) 

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 

・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）日本補償コンサルタント協会 

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    1名 

③その他部門  37名 

2.ＲＣＣＭ 

①廃棄物部門   0名 

②その他部門  41名 

3.その他 

①公害防止管理者  11名 

②ビオトープ士      4名 

 

 
本社所在地 

支店営業所 
〒920-0016 金沢市諸江町中丁 212番地 1 TEL 076-233-1124  FAX 076-233-1224 

東京支社 〒125-0062 東京都葛飾区青戸 6-1-1 朝日生命葛飾ビル 2F TEL 03-6662-7511  FAX 03-6662-7522 

千葉支店 〒260-0032 千葉市中央区登戸 1-26-1朝日生命千葉登戸ビル 1F TEL 043-301-7223  FAX 043-301-7224 

埼玉支店 〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮 5-3-2 山直ビル 3F TEL 048-681-7030  FAX 048-681-7031 

福井支店 〒918-8238 福井市和田 2-1621 TEL 0776-26-0510  FAX 048-681-7031 

富山支店 〒939-2708 富山市婦中町島本郷 10-13 

 富山イノベーションパーク内 

TEL 076-422-5781  FAX 076-422-5797 

新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通 2-3-26 プレイス新潟 5F TEL 025-246-7332  FAX 025-246-7337 

高山支店 〒506-0001 高山市冬頭町 833-1-322 TEL 0577-36-3188  FAX 0577-36-3186 

中部支店 〒460-0022 名古屋市中区金山 2-6-17 プラシードＹ’ｓ1F TEL 052-228-7408  FAX 052-228-7409 

営 業 所 白山・江戸川・多摩・大島・横浜・相模原・船橋・松戸・流山・水戸・

伊豆の国・佐渡・上越・敦賀・高岡・新川・南砺・飛騨・岐阜・滋賀・

三重・比企 

 

 

業 務 内 容  

【水道系業務】( SDGs 6,11,12,14,17 ) 
上水道・下水道・排水・廃棄物処理施設（調査・計画・設計） 

【建設系業務】( SDGs 2,9,11,12,15 ) 
道路・橋梁・トンネル（調査・設計）、河川・砂防ダム施設（調査・計画・設計）、農業土木（灌漑
排水・圃場整備・農村環境整備の調査計画）、維持・補修 

【計画系業務】( SDGs 1～17 ) 
都市及び地方計画、地域開発、環境デザイン、まちづくり 

【エネルギー系業務】( SDGs 7,13 ) 
再生可能エネルギー・風力発電・バイオマス発電等（調査・計画・設計）、発電・送電・受変電施設
（調査・計画・設計）、環境アセスメント調査 

【調査系業務】( SDGs 9,11,17 ) 
空間情報・測量（航空・地形・基準点測量等）、建築・補償（建築設備・各種建築許認可申請等、土
地調査・物件・営業補償・機械工作物・事業損失等）、フィールドボーリング等各種地質・土質調査 

  



 

 

廃棄物関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 北秋田市 米代流域衛生センター解体撤去工事発注支援業務委託 

〃 山形県 山形広域環境事務組合 山形広域クリーンセンター改修工事発注支援等業務委託 

〃 金沢市 金沢市食品ロス削減推進計画策定業務 

R1 秋田県 鹿角広域行政組合 (仮称)汚泥再生処理センター整備工事施工監理業務委託 

〃 金沢市 金沢市ごみ処理基本計画（第６期）策定業務 

〃 石川県 奥能登クリーン組合 容器包装廃棄物に係る分別収集計画策定業務 

〃 湖西市 湖西市笠子廃棄物処分場浸出水処理施設長寿命化工事に係る施工監理

業務委託 

〃 三重県南伊勢町 南勢クリーンセンター解体工事に係る発注仕様書作成支援業務 

H30 秋田県 鹿角広域行政組合 汚泥再生処理センター整備事業発注支援業務委託 

〃 湖西市 湖西市笠子廃棄物処分場浸出水処理施設長寿命化工事発注仕様書等作

成業務委託 

〃 蒲郡市 蒲郡市クリーンセンター精密機能検査業務委託 

脱炭素社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 石川県志賀町 志賀町役場庁舎太陽光発電等導入事業基本設計業務委託 

〃 北海道寿都町 寿都町風力発電所建設実施設計業務委託 

〃 秋田県 再生可能エネルギー導入可能性調査業務委託 

〃 鳥取県北栄町 北条砂丘風力発電所設備更新に係る環境影響評価業務委託 

R1 稚内市 風力発電所改修調査業務委託 

〃 岩手県 稲庭高原風況観測業務委託 

〃 金沢市 金沢市公共施設等ＬＥＤ照明導入調査及び計画策定業務 

〃 鳥取県北栄町 北条砂丘風力発電所設備更新調査業務 

H30 七尾市 第２次七尾市環境基本計画策定業務 

〃 北海道寿都町 環境アセスメント方法書等作成業務委託 

〃 金沢市 金沢市温室効果ガス排出量算定マニュアル改定業務 

〃 岩手県 稲庭高原風況観測業務委託 

 
自然共生社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 石川県中能登土木総合事務所 押水羽咋海岸 侵食対策工事（調査）業務委託（環境調査） 

〃 石川県奥能登農林総合事務所 県営ほ場整備事業（面的集積型） 町野北部地区 環境調査業務  

〃 小松市 林道北谷線 環境調査業務 

〃 滋賀県東近江土木事務所 国道421号補助道路整備調査委託 

R1 石川県中能登土木総合事務所 増穂浦海岸 侵食対策工事（調査）業務委託（その１） 

〃 石川県奥能登農林総合事務所 県営ほ場整備事業（機構関連型） 天坂・久田地区 環境調査業務 

〃 小松市 林道北谷線 環境調査業務 

H30 小松市 林道北谷線 環境調査業務 

〃 石川県中能登農林総合事務所 県営ほ場整備事業(機構関連型) 末坂地区 環境調査業務 

 

担当者所属氏名  水環境事業部 水環境１部      西嶋 真幸       TEL 076-233-4388 

住     所 〒920-0016 金沢市諸江町中丁212番地1            FAX 076-233-4358 

                        Ｅ-mail  m.nishijima@toyosk.co.jp 

 

社是  

「人間愛」「奉仕」「向上」「創造」「和慶」 

 

経営理念   

1.会社は国家社会があって成り立つ 

2.利潤に対する認識 

3.人間尊重 

4.競存共栄と創造の精神 

5.成長と夢 

mailto:m.nishijima@toyosk.co.jp

