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ゴミのポイ捨て禁止運動

忠和公園「さくら」植樹 ペンギン散歩道修復

大雪連合神輿

●測量・設計
公益社団法人　日本測量協会
一般社団法人　北海道測量設計業協会
公益社団法人　砂防学会
一般社団法人　北海道測量会館
上川調査設計協会
道央測量協会
十勝測量設計協会
根釧測量設計業協会
稚内測量設計協会
留萌調査設計協会

●地籍
一般社団法人　日本国土調査測量協会
北海道国土調査連絡協議会
官公需適格組合　北土地籍事業協同組合

●補償
社団法人　日本補償コンサルタント協会

●ＮＰＯ
ＮＰＯ法人　北海道魚道研究会
ＮＰＯ法人　Digital北海道研究会

官公需適格組合　情報創造事業協同組合
官公需適格組合　ペルセ協同組合
上サロベツ自然再生協議会
北海道ドローン協会
河川協力団体（旭川開発建設部）
河川協力団体（ルルモッペ河川愛護の会）
ほっかいどう応援団会議
北海道移住支援金対象法人
北海道SDGs推進ネットワーク
ミズベリング旭川

●その他

留萌開発建設部　留萌川河川清掃

美瑛川築堤天端除雪（3月予定）

旭川夏まつり大雪連合神輿

旭川冬まつりウェルカム雪だるま制作

旭山動物園ペンギン散歩道修復作業

周辺道路の除排雪

旭川市内小中学校空撮写真パネル寄贈(創立50周年記念事業)

忠和公園「さくら」植樹(創立50周年記念事業)

旭川建設管理部　河川清掃

倫理法人会ゴミ拾い

綱引きフェスティバルinあさひかわ

神居地区及び橋梁ゴミ拾い(社内行事)

旭川開発建設部　河川愛護月間　河川清掃

ゴミのポイ捨て禁止運動(春、秋)

2022.07

働き方改革への取り組み
●時間外労働削減

　　ノー残業デー(毎週水曜日実施)

●年次有給休暇取得

　　有給休暇義務化による5日の取得

　　付与日数の60％以上を取得目標

●勤務時間インターバル制度

　　設定時間　10時間の確保

　　勤務みなし制度を採用

●長時間労働者への面接指導

　　時間外・休日労働時間

　　月80時間超又は月60時間（2ヶ月連続）超が対象

片面印刷禁止

照明の節減(取外し)

服装の軽装化(夏期)

冷暖房節減(夏28℃、冬20℃)

車両アイドリング節減

ノーマイカーデー(自転車･徒歩・公共交通機関推奨)

植樹会参加

北海道グリーン・ビズ認定（環境に貢献する事業所）

旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定

報連相の徹底による無駄の削減

株式会社日興ジオテックは持続可能な

開発目標（SDGs）を支援しています。

ホームページ 動 画 動 画



　代表取締役

小　山　重　芳

ドプト支援事業等ボランティア活動への参加を通じて､

地域行事への積極的な参加、今後広がると思われるア

ます。

　今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいた

　21世紀となり社会情勢の変化は、目を見張るものが

ません。

豊かで安全な国づくり』の一端を担うことを、主とし

えられて、今日を迎えることができました。

あります。当業界が取り扱う領域が急速に広がるとと

て歩んで参りました。お蔭様でユーザーの皆様方に支

します。

地域への貢献にも努め、地域密着企業としての強みを

十分発揮して、皆様のお役に立てるよう努力して参り

たいと考えております。

まで以上に高い次元での行動を、徹底しなければなり

なく、様々な新技術・専門技術を付加・融合させて、

顧客の皆様またはエンドユーザーの方々が満足できる､

　従って、従前からの技術・サービスに安住すること

　今後も地元企業としての特徴を十分発揮すると共に､

「安全」「安心」「健康」な生活環境を提案していき

　弊社は創業以来50年余の年月を、『国民の皆さんの

もに、求められるニーズも多様化されてきました。

　また、公共事業費の圧縮からくるコスト縮減、コン

プライアンスの徹底、成果品の品質確保向上など、今

社 名

創 立 昭和40年4月1日(1965)

資 本 金 1,000万円

登 録

機 構 役職員数43名(技術系33名､事務系10名)

(濃度第692号､音圧第755号､振動第855号)

測量業(第1256号)

株式会社　日興ジオテック

建設コンサルタント(第6847号)

計量証明事業

補償コンサルタント(第764号)

しています。

日興
ＮＩＫＫＯ

の「Ｎ」を3Dで表現。

立体の「Ｎ」を側面から見せることによって、

視野の広さや発展性、飛躍を感じさせるものと

ごあいさつ 会社概要

役員及び組織

主な保有資格

沿 革

業務内容
基 準 点 測 量 河 川 測 量（ 深 浅 測 量 ）

３次元計測（ 地上レーザ ）

航 空 写 真 U A V 事 業

建設コンサルタント登録

計量証明事業登録

(濃度第658号）令和2年6月廃止

(音圧第727号、振動第827号）令和2年6月廃止

平成15年8月 土壌汚染対策法指定調査機関登録

(指定番号2003-0100-2009）令和2年6月廃止

現社長就任

創立50周年

留萌支店新築移転

計量証明事業登録

(濃度第692号､音圧第755号､振動第855号)

札幌支店開設平成11年3月

新社屋移転

昭和60年2月 補償コンサルタント登録

平成27年3月

平成26年

平成5年10月

平成12年4月

令和4年2月

平成11年4月

平成19年8月

平成13年12月

社名変更、留萌支店へ格上げ

昭和40年4月1日 株式会社日興工務所設立(測量業登録)

昭和61年4月 資本金1,000万円に増資

留萌出張所開設平成元年7月

　　　　  　　(環境計量士)

●顧問

●代表取締役

小　山　重　芳

佐 々 木  　淳

山　畠　博　光

●取締役

●取締役設計部長

佐 々 木  　健

●執行役員(札幌支店長)

笹　谷　節　子

前　原　孝　之

●取締役総務部長

多　田　孝　雄

劉　　　大　力(技術士)

照　井　幸　夫

●取締役調査部長

●専務取締役(留萌支店長)

原　　　克　実

●取締役業務部次長

小　川　光　明

●技術顧問

　　博士（地球環境科学） 1名

　　技術士

1名

1名

1名

1名

　　環境計量士

1名

　　技術士補

1名

　　ＲＣＣＭ

3名

1名

1名

2名

2名

1名

1名

1名

　　測量士 9名

　　測量士補 5名

　　地理空間情報専門技術者(基準点1級) 4名

　　地理空間情報専門技術者(ＧＩＳ2級) 1名

　　1級土木施工管理技士 5名

　　2級土木施工管理技士 1名

　　2級造園施工管理技士 1名

　　2級建築士 1名

　　地籍主任調査員 5名

　　地籍工程管理士 2名

　　河川点検士 9名

　　林業技士

森林総合監理部門 1名

森林土木部門 1名

林業経営部門 3名

森林評価部門 2名

　　文書情報管理士2級 1名

　　陸上特殊無線技士 10名

　　二級小型船舶操縦士 5名

営業・特殊補償

建設部門（河川・砂防及び海岸）

補償関連

総合技術監理部門（建設－建設環境）

森林部門（森林土木）

建設部門

鋼構造及びコンクリート

事業損失

河川・砂防及び海岸

　　補償業務管理士

物件

道路

土地調査

（騒音・振動）（濃度）

建設部門（建設環境）

  　　地上測量(河川、路線、用地、管理、地籍、基準点)

　　航空写真測量(セスナ、UAV)

　　3次元計測(地上レーザ・UAV・MMS)

　　物件(立木調査)、事業損失、土地調査

●UAV事業

●地理情報

●測量調査

    騒音・振動調査、土壌分析、濃度分析

●補償コンサルタント

    地理情報システム、３次元モデル、オルソ

    河川、道路、治山、公園、農業、施工管理

    動画撮影、静止画撮影(斜め・垂直・定点)

●建設コンサルタント

●計量証明事業

「ロゴマーク」について

橋 梁 点 検

３次元計測（ M M S ）

家 屋 調 査

河川管理施設点検 道路附属物点検


