
－ 245 －－ 244 －

本　　社 〒 581-0034 大阪府八尾市弓削町南 3 丁目 20 番地 2 TEL 072-949-2410
東京本店 〒 143-0014 東京都大田区大森中 1－11－8 TEL 03-6404-8939
大阪支店 〒 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町 3－4－10－204 TEL 06-4706-3077
沖縄支店 〒 900-0034 沖縄県那覇市東町 6－11－101 TEL 098-851-8128
九州支店 〒 839-0863 福岡県久留米市国分町 1277－3 TEL 0942-64-9945
東北営業所 〒 987-1303 宮城県大崎市松山金谷向田 88－58 TEL 0229-25-8853
神奈川営業所 〒 248-0031 神奈川県鎌倉市鎌倉山 3－14－19 TEL 0467-31-5215
静岡営業所 〒 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町 2－1－15－B5 TEL 054-260-4567
新潟営業所 〒 950-0212 新潟県新潟市江南区茜ヶ丘 8－11－105 TEL 025-385-6924
福井営業所 〒 910-0004 福井県福井市宝永 3－35－18 TEL 0776-97-6143
中部営業所 〒 454-0804 愛知県名古屋市中川区月島町 6－1 TEL 052-369-1677
三重営業所 〒 519-0215 三重県亀山市太森町 1287 TEL 0595-84-2780
奈良営業所 〒 631-0813 奈良県奈良市秋篠新町 262－4－101 TEL 0742-53-4828
神戸営業所 〒 658-0026 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町 3－4－3 TEL 078-855-5447
鳥取営業所 〒 680-0421 鳥取県八頭郡八頭町下門尾 195－1－101 TEL 0858-72-6131
大分営業所 〒 870-1133 大分県大分市大字宮崎 1385－1－103 TEL 097-504-9680
佐賀営業所 〒 843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和 71 TEL 0954-22-6607
長崎営業所 〒 852-8145 長崎県長崎市昭和 3 丁目 514－8－3 TEL 095-842-6010
熊本営業所 〒 862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿 2－7－14 TEL 096-375-9102
鹿児島営業所 〒 895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町 1260－1 TEL 0996-21-1782
宜野湾営業所 〒 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 3－16－23 TEL 098-988-4058
整理棟 〒 581-0034 大阪府八尾市弓削町南 3 丁目 21 番地 2
泉佐野作業所 〒 598-0013 大阪府泉佐野市中町 2 丁目 4－38

■ ホームページ：http://www.shimadagumi.co.jp/
■ メールアドレス：shimadagumi-eigyou@nifty.com

【設立】昭和 53 年 2 月 3 日

【資本金】85,000 千円

【役員】代表取締役社長　岩立二郎　　　  取締役　髙﨑充弘　　  取締役　前田真澄
 　　  取締役　　　　　田野慎一郎　　  取締役　嶋村邦彦　　  監査役　西川友康

【役職員数】総人員　126 名　　うち文化財部門　126 名

【文化財統括責任者】前田真澄

【埋蔵文化財調査士】國分篤志　　丹生泰雪　　高見澤太基　　中井英策

【埋蔵文化財調査士補】前田芳孝　　植野良子　　大橋 裕子　　瀧口泰孝　　中條英樹　　榑谷雅幸
   　結城　香　　藤本信幸

【日本考古学協会会員】角上寿行　　安孫子雅史　　國分篤志　　　清岡廣子　　西森忠幸　　安川賢太
   　瀧口泰孝　　田代郁夫　　　鍛治屋勝二　　重金　誠　　中條英樹　　塩濱浩之
   　萩原美香　　高見澤太基　　園井正隆　　　森　　隆　　及川　穣　　坂本雄介
   　中井英策

【日本文化財科学会会員】安孫子雅史　　結城　香

【日本旧石器学会会員】及川　穣

【学芸員】角上寿行　　安孫子雅史　　國分篤志　　清岡廣子　　　植野良子　　西森忠幸　　　岡中喜美
 　　　  安川賢太　　大橋裕子　　　瀧口泰孝　　高見澤太基　　大泉光子　　鍛治屋勝二　　中條英樹
 　　　  加藤優弥　　塩濱浩之　　　重金　誠　　藤謙太朗　　　中村寛志　　仲宗根和帆　　及川　穣
 　　　  大迫敏美　　坂本雄介　　　内田　徹　　前田一樹　　　深町祥子　　中瀬真奈

株式会社 島田組

株式会社 島田組

【一級土木施工管理技士】22 名

【二級土木施工管理技士】11 名

【測量士】14 名

【測量士補】9 名

【直前一年間の会社の総売上高】
会社の総売上高　3,774,980 千円　　このうち文化財部門の売上高　3,251,591 千円
（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 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

（2）文化財部門以外の業務
なし

【遺物整理スペース】大阪府八尾市 250 ㎡ 　　東京都大田区 55 ㎡ 　　東京都大田区 104 ㎡

【遺物保管スペース】大阪府八尾市 200 ㎡ 　　東京都大田区 55 ㎡ 　　東京都大田区 104 ㎡

【直前 3 年間（平成 29 年、30 年、令和元年）の主な調査実績】
平成 29 年
・西普天間住宅地区における緊急発掘調査業務委託（その 6）　沖縄県　12,500 ㎡　本調査
・大町田遺跡（第 4 地区）埋蔵文化財発掘調査業務委託　福井県　5,300 ㎡　本調査
・川久保遺跡の発掘調査支援業務委託　鹿児島県　5,097 ㎡　支援業務
・平成 29 年度埋蔵文化財本発掘調査Ｂ業務委託その 2  （トヨタテストコース関連北野田Ｂ遺跡始め 4 遺跡本発
掘調査Ｂ）　愛知県　2,350 ㎡　本調査

・中坪遺跡第 3 次埋蔵文化財発掘調査業務委託　三重県　3,885 ㎡　本調査
・千原遺跡埋蔵文化財遺跡報告書作成業務委託　沖縄県　報告書作成
・乙亥正屋敷廻遺跡出土土器実測、トレース及び編集図作成業務　鳥取県　図面作成・トレース

平成 30 年
・寺部遺跡 18HIJKLM 区発掘調査委託　愛知県　4,500 ㎡　本調査
・城泉遺跡埋蔵文化財発掘調査支援業務　香川県　2,652 ㎡　本調査
・市道宜野湾 11 号整備予定地における発掘調査支援業務委託　沖縄県　1,350 ㎡　本調査
・六反ヶ丸遺跡の発掘調査支援業務委託　鹿児島県　2,849 ㎡　本調査
・西九州自動車道建設に伴う古瓶屋下窯跡文化財調査支援委託業務　佐賀県　1,140 ㎡　本調査
・（仮称）アパホテル上野稲荷町計画に伴う埋蔵文化財調査　東京都　200 ㎡　本調査

令和元年
・平成 31 年度埋蔵文化財試掘・確認調査掘削業務委託　福島県　試掘調査
・（仮称）鎌倉市大町二丁目計画に伴う埋蔵文化財調査　神奈川県　395 ㎡　本調査
・令和元年度埋蔵文化財発掘調査業務委託その 3（一色城跡）　愛知県　2,500 ㎡　本調査
・大坂城跡発掘調査（OS19-5 次）工事等補助業務　大阪府　370 ㎡　本調査
・六反ケ丸遺跡及び山ノ段遺跡の発掘調査支援業務委託　鹿児島県　1,776 ㎡、4,000 ㎡　本調査
・平成 30 年度牧港補給地区（城間村集落跡）発掘調査支援業務委託　沖縄県　2,200 ㎡　本調査


