
会社概要

沿 革

社　　　名 通信土木コンサルタント株式会社

代　表　者 代表取締役社長　竹　岡　雅　裕

本社所在地 〒135-0042　東京都江東区木場5-8-40
 　　　　　　　東京パークサイドビル
 TEL:03-5621-5966　FAX:03-5621-5942

資　本　金 3,000万円

設　　　立 昭和46年5月

従 業 員 数 170名（2022年4月現在）

登　　　録 法人番号 　7010601036484
 建設コンサルタント 　建01第1054号
 測量業 　第（10）8847号
 建設業 　特2第44008号
  　　土木工事業
  　　電気通信工事業
 一般労働派遣事業 　派13-040528
 有料職業紹介事業 　13-ユ-307616

役　　　員 代表取締役社長 　竹　岡　雅　裕
 取締役シビルEG事業部長 　栗　林　俊　展
 取締役関西支店長　 　山　﨑　　　弘
 取締役社会インフラ事業部長 　杉　野　文　秀
 取締役（非常勤） 　小　枝　明　広
 取締役（非常勤） 　小　池　敏　文
 取締役（非常勤） 　沖　　　良太郎
 監査役 　川　端　章　夫

資 格 者（2022年4月現在）
技術士 20名
技術士補 27名
電気通信主任技術者 21名
一級土木施工管理技士 42名
一級電気工事施工管理技士 3名
測量士 18名
一級舗装施工管理技士 1名
博士 3名
コンクリート技士 16名
コンクリート主任技士 1名
コンクリート診断士 12名
コンクリート構造診断士 2名
第二種電気主任技術者 2名
第三種電気主任技術者 2名

第一種電気工事士 4名
第二種電気工事士 12名
第二種情報処理技術者 3名
システム監査技術者 1名
RCCM 11名
ー級建築士 1名
道路橋点検士 8名
監理技術者
　土木 18名
　電気工事 2名
　電気通信工事 2名
ドローン操作資格者 6名
エスパー技術者 7名

1971年 創立5/15、設立5/17
 設計・測量・土質調査 開始
 大阪事務所開設
1973年 計測業務開始
1976年 情報通信トンネル精密点検業務開始
1983年 専用橋精密点検業務開始
1985年 情報通信管路調査業務開始
1986年 施設記録整備に伴うマンホール・ハンドホール調査開始
1991年 本社移転
1996年 CCBOX設計業務開始
1998年 静岡事務所開設
2001年 一般労働者派遣事業開始
2004年 本社移転
2005年 東海事務所開設
2006年 九州事務所開設
2008年 本社移転および事務所名称変更
2009年 東京、大分事務所開設
 静岡、三重、岐阜事務所開設
2010年 北海道支店開設
 大阪三国、鹿児島事務所開設
2011年 長崎、沖縄、熊本事務所開設
 東北復興支援事務所開設

2013年 福岡、福岡渡辺通事務所開設
 佐賀事務所開設
2014年 東北支店、五橋事務所開設
 北九州事務所開設
2015年 神奈川、千葉事務所開設
 関西支店移転（大阪本町西第ービル）
2016年 宮崎事務所開設
 本社移転（東京パークサイドビル）
2017年 五橋事務所を東北支店へ統合
 埼玉事務所開設
2018年 東海支店移転（アーバンネット伏見ビル）
 三重、岐阜事務所を東海支店へ統合
2020年 九州支店移転（博多サンシティビルⅡ）
 福岡事務所を九州支店へ統合
2021年 大阪事務所を関西支店へ統合
 佐賀事務所を九州支店へ統合

事業開発部を社会インフラ事業部へ
名称変更
営業部をスマートインフラ推進室へ
名称変更
東京・神奈川・千葉・埼玉事務所を
シビルEG事業部に編入

2022年 北九州事務所を九州支店へ統合

2022.7

主 な 株 主
住友電気工業株式会社 日本コムシス株式会社
株式会社フジクラ エクシオグループ株式会社
古河電気工業株式会社 株式会社ミライト・ワン
株式会社NTC NDS株式会社

主な取引先
日本電信電話株式会社 国土交通省
東日本電信電話株式会社 東京都
西日本電信電話株式会社 神奈川県
NTTインフラネット株式会社 埼玉県
KDDI株式会社 横浜市
東京電力パワーグリッド株式会社
日本コムシス株式会社 
エクシオグループ株式会社 
株式会社ミライト・ワン
NDS株式会社

●情報通信
情報通信トンネル・管路・マンホール等に関する設計・点検調査・補修補強設計・モニタリング・維持管理計画
●道路
電線共同溝・無電柱化等に関する計画・設計・台帳整備・点検調査・維持管理計画
道路・道路付帯構造物等に関する設計・点検調査・補修設計・維持管理計画
共同溝・防火水槽・マンホール等の地下構造物に関する設計・点検調査・補修設計・維持管理計画
●鋼構造及びコンクリート
橋梁等に関する点検調査・補修補強設計・維持修繕計画
●トンネル
各種トンネル・地下調節池等に関する点検調査・補修補強設計・維持修繕計画
●技術者派遣
情報通信・土木関係業務等に関する有スキル者の人材派遣・人材紹介

業 務 内 容



組織図
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管路系事業・首都圏エリア業務全般

情報通信トンネル系事業全般

社会インフラ系事業・開発全般

無電柱化事業全般

スマートインフラ・DX系事業全般

共通業務全般
安全・品質管理全般

北海道エリア業務全般

東北エリア業務全般

東海・北陸エリア業務全般

関西・中国・四国エリア業務全般

九州エリア業務全般

社長

取締役会

本　　社 〒135-0042　東京都江東区木場5-8-40 東京パークサイドビル9F

　企画・総務部 TEL:03-5621-5966　FAX:03-5621-5942

　安全品質管理室 TEL:03-5621-5922　FAX:03-5621-5942

　シビルEG事業部 TEL:03-5621-5935　FAX:03-3820-5217

　アーバンEG事業部 TEL:03-5621-5936　FAX:03-3820-5216

　社会インフラ事業部 TEL:03-5621-5937　FAX:03-3820-5216

　地中化事業部 TEL:03-5621-5938　FAX:03-3820-5217

　スマートインフラ推進室 TEL:03-5621-5934　FAX:03-3820-5217

　小石川事務所 〒112-0002　東京都文京区小石川1-13-1 高田ビル3F

 TEL:03-3868-3472　FAX:03-3868-3473

　東京事務所 〒114-0012　東京都北区田端新町1-19-10 NTT田端尾久ビル1F

　（地中化担当） TEL:03-5901-9221　FAX:03-5901-9222

　（監理支援担当） TEL:03-5901-9365　FAX:03-5901-9368

　神奈川事務所 〒231-0005　神奈川県横浜市中区本町1-5-2 ロワレール横浜本町503号

 TEL:045-228-9821　FAX:045-228-9822

　千葉事務所 〒260-0012　千葉県千葉市中央区本町1-6-8 本町藤ビル201号

 TEL:043-304-5575　FAX:043-304-5576

　埼玉事務所 〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル3階5号

 TEL:048-789-7021　FAX:048-789-7051

北海道支店 〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西7丁目1番 プレスト1・7ビル5F

 TEL:011-522-6820　FAX:011-522-6825

東北支店 〒980-0023　宮城県仙台市青葉区北目町1番18号 ピースビル北目町8F

 TEL:022-281-9515　FAX:022-281-9516

東海支店 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル3F

 TEL:052-212-9351　FAX:052-526-9368

　静岡事務所 〒420-0823　静岡県静岡市葵区春日2-11-21 SOZOSYA春日ビル3F

 TEL:054-201-9220　FAX:054-201-9255

関西支店 〒550-0011　大阪府大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビル7F

 TEL:06-6541-6964　FAX:06-6532-0981

九州支店 〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-28 博多サンシティビルⅡ7F

 TEL:092-474-3488　FAX:092-474-3599

　大分事務所 〒870-0021　大分県大分市府内町3-6-11 NTT府内ビル3F

 TEL:097-547-7537　FAX:097-547-7538

　鹿児島事務所 〒892-0833　鹿児島県鹿児島市松原町4-26 NTT銀座ビル2F

 TEL:099-248-7600　FAX:099-248-7611

　長崎事務所 〒850-0037　長崎県長崎市金屋町4-15 NTT金屋ビル5F

 TEL:095-895-8128　FAX:095-895-8132

　沖縄事務所 〒901-2225　沖縄県宜野湾市大謝名1-1-3 NTT大謝名ビル2F

 TEL:098-943-2900　FAX:098-943-2901

　熊本事務所 〒860-0805　熊本県熊本市中央区桜町4-5 NTT桜町ビル1F

 TEL:096-227-6081　FAX:096-227-6082

　宮崎事務所 〒880-0904　宮崎県宮崎市中村東3-4-30 NTT大淀ビル3F

 TEL:0985-67-5255

本  社

東北支店
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HP：http://www.tsushin-doboku.co.jp/


