
・植物技術者

・哺乳・鳥類技術者

全社の横断的組織

　・昆虫類技術者

　・水生生物技術者

ＧＩＳグループ

情報システムグループ（ＰＣ・ＬＡＮ関連）

広報グループ

安全衛生グループ

生物ＤＢグループ

営業グループ

分野別技術交流会

生物分類技能検定１級  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45名 

有資格者数

技術士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26名 

総合技術監理部門：環境-自然環境保全   （1名） 

環境部門：自然環境保全              （14名）

建設部門：建設環境　　　　　　　　  （10名） 

建設部門：都市及び地方計画　　　　 　（2名）

植物部門：植物専門分野　　 　　　 （13名） 

動物部門：哺乳･爬虫･両生類専門分野   （10名）  

動物部門：鳥類専門分野 　　　　　　  （7名） 

動物部門：魚類専門分野               （7名） 

動物部門：昆虫類専門分野             （7名）

水圏生物部門：底生生物専門分野       （1名）

RCCM（建設環境部門）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

博士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

一級建築士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名 

G I S 上級技術者   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名 

１級造園施工管理技士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2名

森林情報士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名   

１級ビオトープ計画管理士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

１級ビオトープ施工管理士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5名 

樹木医 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3名 

環境アセスメント士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5名 

環境カウンセラー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

生物分類技能検定２級 ‥15名 ※１級との重複除く

　　　　　　　　　　　　　　　　 植物部門（7名）

　　　　　　　　　　　　　　　　 動物部門（5名）

　　　　　　　　　　　　　　　　 水圏部門（3名）

環境再生医　自然環境部門上級 ‥‥‥‥‥‥‥1名 

国土交通省認定

建設コンサルタント　造園部門・建設環境部門登録                 

JIS Q 9001:2008  ISO 9001:2008 東京支社登録                     

KES・環境マネジメントシステム・スタンダード　ステップ2登録　

登録番号：建28第5694号

登録番号：Q0083

登録番号：KES2-0647

社　名 株式会社地域環境計画

設　立 1981年6月8日

資本金 1,000万円

役　員

社員数 110名

代表取締役

常務取締役支社統括

取締役技術顧問

非常勤取締役

髙塚　　敏

浜田　　拓

宮畑　貴之

逸見　一郎

会社概要／業務概要
2017年5月現在

常務取締役

（支社統括）

フェロー

ネットワーク社員

代表取締役

取締役会

本社部門

執行役員 営業統括

組織図

事業部門

プロダクト営業部

Fieldsaver.com

支社統括補佐
（兼任）

取締役 技術顧問

鳥獣被害対策.com

東 京 支 社

神奈川事務所

埼玉事務所

自然環境研究室

生物多様性推進室

名古屋支社 自然環境研究室

大 阪 支 社

福山分室

自然環境研究室

生物多様性推進室

北海道支社 自然環境研究室

生物多様性推進室

東 北 支 社

福島事務所

自然環境研究室

九 州 支 社 自然環境研究室

人 事 部

管 理 部 各支社担当

野
生
生
物
管
理
グ
ル
ー
プ

野生生物管理担当

野生生物管理担当

野生生物管理担当

野生生物管理担当

生物多様性推進担当

野生生物管理担当

生物多様性推進担当

野生生物管理担当

生物多様性推進担当

・植物技術者

・哺乳・鳥類技術者

全社の横断的組織

　・昆虫類技術者

　・水生生物技術者

野生生物管理Ｇ(グループ)

ＧＩＳグループ

情報システムグループ

（ＰＣ・ＬＡＮ関連）

広報グループ

安全衛生グループ

生物ＤＢグループ

営業グループ

分野別技術交流会

生物分類技能検定１級  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45名 

有資格者数

技術士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26名 

総合技術監理部門：環境-自然環境保全   （1名） 

環境部門：自然環境保全              （14名）

建設部門：建設環境　　　　　　　　  （10名） 

建設部門：都市及び地方計画　　　　 　（2名）

植物部門：植物専門分野　　 　　　 （13名） 

動物部門：哺乳･爬虫･両生類専門分野   （10名）  

動物部門：鳥類専門分野 　　　　　　  （7名） 

動物部門：魚類専門分野               （7名） 

動物部門：昆虫類専門分野             （7名）

水圏生物部門：底生生物専門分野       （1名）

RCCM（建設環境部門）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

博士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

一級建築士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名 

G I S 上級技術者   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名 

１級造園施工管理技士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2名

森林情報士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名   

１級ビオトープ計画管理士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

１級ビオトープ施工管理士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5名 

樹木医 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3名 

環境アセスメント士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5名 

環境カウンセラー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

生物分類技能検定２級 ‥15名 ※１級との重複除く

　　　　　　　　　　　　　　　　 植物部門（7名）

　　　　　　　　　　　　　　　　 動物部門（5名）

　　　　　　　　　　　　　　　　 水圏部門（3名）

環境再生医　自然環境部門上級 ‥‥‥‥‥‥‥1名 

国土交通省認定

建設コンサルタント　造園部門・建設環境部門登録                 

JIS Q 9001:2008  ISO 9001:2008 東京支社登録                     

KES・環境マネジメントシステム・スタンダード　ステップ2登録　

登録番号：建28第5694号

登録番号：Q0083

登録番号：KES2-0647

社　名 株式会社地域環境計画

設　立 1981年6月8日

資本金 1,000万円

役　員

社員数 110名

代表取締役

常務取締役支社統括

取締役技術顧問

非常勤取締役

髙塚　　敏

浜田　　拓

宮畑　貴之

逸見　一郎

会社概要／業務概要
2017年5月現在

常務取締役

（支社統括）

フェロー

ネットワーク社員

代表取締役

取締役会

本社部門

執行役員 営業統括

組織図

事業部門

プロダクト営業部

Fieldsaver.com

取締役 技術顧問

鳥獣被害対策.com

人 事 部

管 理 部 各支社担当

野
生
生
物
管
理
Ｇ

北海道支社 自然環境研究室

生物多様性推進室

野生生物管理担当

自然環境研究室

生物多様性推進室

野生生物管理担当

名古屋支社

自然環境研究室

生物多様性推進室

野生生物管理担当

神奈川事務所

埼玉事務所

東 京 支 社

東 北 支 社

福島事務所

自然環境研究室

生物多様性推進室

野生生物管理担当

九 州 支 社 自然環境研究室

生物多様性推進室

野生生物管理担当

福山分室

自然環境研究室

生物多様性推進室

野生生物管理担当

大 阪 支 社

・植物技術者

・哺乳・鳥類技術者

全社の横断的組織

　・昆虫類技術者

　・水生生物技術者

野生生物管理Ｇ(グループ)

ＧＩＳグループ

情報システムグループ

（ＰＣ・ＬＡＮ関連）

広報グループ

安全衛生グループ

生物ＤＢグループ

営業グループ

分野別技術交流会

生物分類技能検定１級  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45名 

有資格者数

技術士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26名 

総合技術監理部門：環境-自然環境保全   （1名） 

環境部門：自然環境保全              （14名）

建設部門：建設環境　　　　　　　　  （10名） 

建設部門：都市及び地方計画　　　　 　（2名）

植物部門：植物専門分野　　 　　　 （13名） 

動物部門：哺乳･爬虫･両生類専門分野   （10名）  

動物部門：鳥類専門分野 　　　　　　  （7名） 

動物部門：魚類専門分野               （7名） 

動物部門：昆虫類専門分野             （7名）

水圏生物部門：底生生物専門分野       （1名）

RCCM（建設環境部門）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

博士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

一級建築士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名 

G I S 上級技術者   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名 

１級造園施工管理技士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2名

森林情報士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1名   

１級ビオトープ計画管理士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

１級ビオトープ施工管理士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5名 

樹木医 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3名 

環境アセスメント士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5名 

環境カウンセラー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6名 

生物分類技能検定２級 ‥15名 ※１級との重複除く

　　　　　　　　　　　　　　　　 植物部門（7名）

　　　　　　　　　　　　　　　　 動物部門（5名）

　　　　　　　　　　　　　　　　 水圏部門（3名）

環境再生医　自然環境部門上級 ‥‥‥‥‥‥‥1名 

国土交通省認定

建設コンサルタント　造園部門・建設環境部門登録                 

JIS Q 9001:2008  ISO 9001:2008 東京支社登録                     

KES・環境マネジメントシステム・スタンダード　ステップ2登録　

登録番号：建28第5694号

登録番号：Q0083

登録番号：KES2-0647

社　名 株式会社地域環境計画

設　立 1981年6月8日

資本金 1,000万円

役　員

社員数 110名

代表取締役

常務取締役支社統括

取締役技術顧問

非常勤取締役

髙塚　　敏

浜田　　拓

宮畑　貴之

逸見　一郎

会社概要／業務概要
2017年5月現在

常務取締役

（支社統括）

フェロー

ネットワーク社員

代表取締役

取締役会

本社部門

執行役員 営業統括

組織図

事業部門

プロダクト営業部

Fieldsaver.com

取締役 技術顧問

鳥獣被害対策.com

人 事 部

管 理 部 (各支社担当)

野
生
生
物
管
理
Ｇ

北海道支社 自然環境研究室

生物多様性推進室

(野生生物管理担当)

自然環境研究室

(生物多様性推進担当)

(野生生物管理担当)

名古屋支社

自然環境研究室

生物多様性推進室

(野生生物管理担当)

神奈川事務所

埼玉事務所

東 京 支 社

東 北 支 社

福島事務所

自然環境研究室

(生物多様性推進担当)

(野生生物管理担当)

九 州 支 社 自然環境研究室

(生物多様性推進担当)

(野生生物管理担当)

福山分室

自然環境研究室

生物多様性推進室

(野生生物管理担当)

大 阪 支 社



URL www.chiikan.co.jp

□北海道支社 〒001-0017    北海道札幌市北区北17条西1丁目1-3 末永ビル　　　　　　　

□東 北 支 社   〒981-3135    宮城県仙台市泉区八乙女中央5丁目17-23　八乙女こだまビル　　　　　　　　

□名古屋支社 〒465-0036    愛知県名古屋市名東区藤里町40-1 アーバン藤里　　　　　  

□大 阪 支 社           〒569-1123    大阪府高槻市芥川町1-15-18 ミドリ芥川ビル　                  

□九 州 支 社  〒814-0006    福岡県福岡市早良区百道2-9-3 笠ビル

□福 山 分 室  〒720-0066    広島県福山市三之丸町2-7 KANBARAビル4FA号室  

□本社／東京支社／プロダクト営業部
〒154-0015    東京都世田谷区桜新町2-22-3 ＮＤＳビル　　　　　　　　　　　 TEL：03-5450-3700　FAX：03-5450-3701

TEL：011-717-8001　FAX：011-717-8021

TEL: 022-772-6651  FAX: 022-772-6652

TEL：052-760-2822　FAX：052-760-2823

TEL：072-684-3182　FAX：072-684-3184

TEL：092-833-5270　FAX：092-833-5271

TEL：084-973-3733

鳥獣被害対策用品販売実績

鳥獣被害対策.com   http://www.choujuhigai.com/

(一社)日本環境アセスメント協会  (一社)日本生態学会  日本鳥学会  

(公社)日本造園学会　(一社)地理情報システム学会  (一社)自然環境共生技術協会

 NPO法人野生生物調査協会   NPO法人地域自然情報ネットワーク   他多数

所属加盟団体・学会等

【鳥獣被害対策用品販売サイト】  

【屋外防犯用品販売サイト】     

【GISソフトウェアの販売】

物品販売等

■自然環境調査・自然再生

・自然環境保全基礎調査 植生調査植生図作成（北海道ブロック2）（環境省）

・国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入促進のための自然環境等

　インベントリ整備促進（精度管理及び総合分析等）（環境省）　　　　

・沿岸域保全のための流域影響の検討調査（環境省）

・自然環境（貴重種等注目植物種）調査（愛知県）

■生物多様性地域戦略

・オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

　生物多様性の保全に関する研究（(公財)東京市町村自治調査会）

・「（仮称）世田谷区生物多様性地域戦略」策定支援業務（東京都世田谷区）

・生物多様性推進プラン事業支援（東京都千代田区）

・（仮称）生物多様性藤沢戦略策定支援（神奈川県藤沢市）

■公園・ビオトープ整備・管理計画

・妙高戸隠連山国立公園協働型管理運営推進（環境省）

・団地ビオトープの管理マニュアル作成（(独)都市再生機構）

・かなたけの里公園整備事業モニタリング調査（福岡県）

■ＧＩＳデータベース作成・解析

・UAVを用いた低高度空中写真を対象とした植物群落境界把握（(国研)土木研究所）

・北茨城周辺の林相区分図及びGISデータ作成（(国研)森林総合研究所）

　

■地域づくり・普及啓発・生物多様性

・「いきものログ」運営（環境省）

・大崎地域生物多様性基礎調査（宮城県大崎市）

・都市農村交流推進支援（滋賀県）

・ふくおかレンジャー養成講座運営（福岡県）

■外来生物・獣害対策

・特定外来生物防除等推進事業に係る関東地方アルゼンチンアリ防除等（環境省）

・指定管理鳥獣（イノシシ）生息状況等調査（福島県）

・イノシシ及びニホンジカ捕獲マニュアル作成（千葉県）

・指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定（福岡県）

■民間企業の生物多様性の取組み推進サポート

・企業緑地診断（周辺緑地を含めた敷地分析・迅速診断）

・事業所緑地・屋上緑地への提案・支援（生物多様性の取組み提案、啓発資料作成等）

・企業の森環境調査（生物多様性ポテンシャル評価や保全・活用提案）

 

　その他の実績は、ちいかんホームページ「事例・実績」をご確認ください。

　http://www.chiikan.co.jp/case/

直近の主な業務実績

鳥獣被害対策.com   http://www.choujuhigai.com/
Fieldsaver.com　http://field-saver.com/

ESRI 社　GIS関連製品等

(順不同・敬称略）

環境省九州地方環境事務所、環境省関東地方環境事務所、

林野庁九州森林管理局福岡森林管理署、茨城県、千葉県、埼玉県、

善通寺市、平塚市、神戸市、市原市、甲賀市、宇都宮市、平泉町、

山武市、八戸市、高島市、さいたま市、狭山市、野洲市、浜松市、

築上町、我孫子市、伊賀市、あきる野市、各地の鳥獣害対策協議会、

教育機関、ゴルフ場、民間企業、NPO法人、個人　　他

自動撮影カメラ、箱わな、足くくり罠、金属柵・ワイヤーメッシュ柵、

電気柵、防獣ネット、ICTセンサー、忌避用品など
取扱い商品カテゴリ

納　入　先


