
－ 161 －－ 160 －

本　　社 〒 003-0021 北海道札幌市白石区栄通二丁目 8－30 TEL 011-859-2600
帯広支店 〒 080-0043 北海道帯広市西 13 条北五丁目 1－16 TEL 0155-38-3151
東京支店 〒 192-0363 東京都八王子市別所一丁目 10－6 TEL 042-677-5480
東北支店 〒 981-1104 宮城県仙台市太白区中田五丁目 3－21 TEL 022-741-2850
北関東支店 〒 370-1135 群馬県佐波郡玉村町板井 311－1 TEL 0270-65-2777
新潟支店 〒 950-2004 新潟県新潟市西区平島一丁目 3－3 TEL 025-378-1858
北広島営業所 〒 061-1113 北海道北広島市共栄町一丁目 12－4 TEL 011-372-4401
函館営業所 〒 040-0073 北海道函館市宮前町 29－3 TEL 0138-45-5045
福島営業所 〒 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大欠 3－5 TEL 024-983-3615
前橋営業所 〒 371-0804 群馬県前橋市六供町一丁目 16－6 TEL 027-289-4627
高崎営業所 〒 370-0046 群馬県高崎市江木町 117－5 TEL 027-384-4301
伊勢崎営業所 〒 372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町 1875－8 TEL 0270-27-4780
神奈川営業所 〒 252-0241 神奈川県相模原市中央区横山台二丁目 22－22－4 TEL 042-786-6338
山梨営業所 〒 400-0014 山梨県甲府市古府中町 1421－6 TEL 055-225-5199
静岡営業所 〒 410-0016 静岡県沼津市高砂町 8－8 TEL 055-920-6016
名古屋営業所 〒 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町西正地 19 TEL 052-613-9708
長崎営業所 〒 857-0832 長崎県佐世保市藤原町 72－3 TEL 0956-20-8277
鹿児島営業所 〒 890-0021 鹿児島県鹿児島市小野一丁目 19－2 TEL 099-218-3181
沖縄営業所 〒 901-2201 沖縄県宜野湾市新城二丁目 29－5－202 TEL 098-975-9477
栃木営業所 〒 328-0123 栃木県栃木市川原田町 1556－2 TEL 0282-21-7902

■ ホームページ：https://www.shin-eng.co.jp/
■ メールアドレス：tokyo@shin-eng.co.jp

【設立】昭和 33 年 4 月 24 日

【資本金】30,000 千円

【役員】代表取締役社長　志村一夫　　　代表取締役副社長　中田敬人　　　専務取締役　　宇佐美光宏 　　
 　　  常務取締役　　　布田哲朗　　　常務取締役　　　　平井　貢　　　取締役　　　　岡田　宏　　
 　　  取締役　　　　　重清祐之　　　取締役　　　　　　高田一徳　　　常務執行役員　堀切　悟　　
 　　  執行役員　　　　佐々木公明　　執行役員　　　　　神田正博

【役職員数】総人員　203 名　　うち文化財部門　62 名

【文化財統括責任者】平井　貢 

【埋蔵文化財調査士】巾　隆之　　芹澤清八　　細野高伯　　福嶋正史　　　相澤正信　　小川長導　　
   伊比博和　　吉澤　学　　小林一弘　　菊池康一郎　　小林朋恵　　石川博行　　
   倉石広太　　安生素明　　北村和穂

【埋蔵文化財調査士補】重留康宏　　渡邉絵里

【日本考古学協会会員】芹澤清八　　細野高伯　　福嶋正史　　吉澤　学　　小林一弘　　小林朋恵　　
   　大島秀俊

【日本文化財科学会会員】該当者なし

【日本旧石器学会会員】芹澤清八

株式会社 シン技術コンサル

株式会社 シン技術コンサル

【学芸員】巾　隆之　　　芹澤清八　　福嶋正史　　相澤正信　　小川長導　　小林朋恵　　　石川博行　　
 　　　  菊池康一郎　　倉石広太　　安生素明　　北村和穂　　重留康宏　　竹越亜希子　　佐藤敬太　　
 　　　  大島秀俊

【一級土木施工管理技士】3 名

【二級土木施工管理技士】4 名

【測量士】13 名

【測量士補】15 名

【直前一年間の会社の総売上高】
会社の総売上高　3,584,737 千円　　このうち文化財部門の売上高　1,259,739 千円
（平成 28 年 7 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日）

【業務内容】
①文化財部門の業務
主力業務：試掘調査・本格調査
その他：遺物整理・遺跡環境変遷解析・報告書作成、遺跡関係測量一般、土器復元・修復・保存修理等文化
財保存修復、史跡整備設計・監理

②文化財部門以外の業務
建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、その他

【遺物整理スペース】東京都八王子市 70 ㎡ 群馬県佐波郡玉村町 300 ㎡ 宮城県仙台市 190 ㎡
   新潟県新潟市 136 ㎡

【遺物保管スペース】東京都八王子市 30 ㎡ 群馬県佐波郡玉村町 200 ㎡ 宮城県仙台市 100 ㎡
   新潟県新潟市 48 ㎡

【直前 3 年間（平成 27 年、28 年、29 年）の主な調査実績】
平成 27 年
・細池寺道上遺跡発掘調査支援業務　新潟県　8,713 ㎡　本調査、支援業務
・共同住宅建築工事に伴う発掘調査業務　茨城県　81 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成
・上中居宇名室遺跡 2 発掘調査業務　群馬県　300 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成
・夷隅川 1 期地区埋蔵文化財発掘調査 ( 確認調査 ･ 本調査 ) 業務　千葉県　12,826 ㎡　本調査、支援業務
・泉沢屋敷遺跡埋蔵文化財発掘調査業務委託　岩手県　1,442 ㎡　本調査、支援業務

平成 28 年
・高塚遺跡 15 次発掘調査業務　静岡県　2,100 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成
・向田Ⅱ遺跡発掘調査業務　群馬県　3,500 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成
・細池寺道上遺跡発掘調査支援業務　新潟県　8,717 ㎡　本調査、支援業務
・朝倉伊勢西№ 3 遺跡発掘調査業務　群馬県　1,200 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成
・上溝乙二号遺跡第 5 地点埋蔵文化財発掘調査業務　神奈川県　94 ㎡　本調査、遺物整理
・矢原塚越遺跡発掘調査業務委託　群馬県　200 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成

平成 29 年
・「八ッ場１工区」埋蔵文化財遺跡掘削工事　群馬県　59,257 ㎡　支援業務
・市道 6019 号線文化財発掘調査業務　群馬県　1,786 ㎡　本調査、報告書作成
・夷隅川１期地区埋蔵文化財発掘調査業務　千葉県　30,271 ㎡　報告書作成
・細池寺道上遺跡発掘調査支援業務　新潟県　1,746 ㎡　本調査
・毛萱館跡発掘調査支援業務　福島県　5,000 ㎡　支援業務


