
 

 

 

公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会 関東支部 

加盟会員会社の採用情報のご案内（令和 4 年版） 
 

当協会に加盟している会員会社の採用情報です。 

詳しくは、各社のホームページにアクセスまたは問い合わせ先へ、お気軽にご連絡ください。 

あなたの情熱や夢を実現できる「水コンサルタント」の会社が、この中にきっとあります。 

インターンシップを受入れている会員会社もありますので、上下水道コンサルタントの現場を是非体験してみてください。 
 

掲載している情報は、令和４年 7 月 1 日現在のものです。 

加盟会員会社 本社住所 
インターン 

シップ 
制度 

アクセス・問い合わせ先 採用担当者からのメッセージ 

アジア航測(株) 
東京都新宿区西新宿 6-14-1 

新宿グリーンタワービル 
あり 

URL：https://www.ajiko.co.jp/ 

TEL：044-969-7250 

当社は、上下水道台帳整備,GIS 開発,ストックマネジメント,上下水道

経営コンサルタントなど、上下水道事業全般をサポートする空間情報コ

ンサルタントです。何ごともチャレンジを恐れない方、最先端技術を駆使

し幅広い事業を展開する当社で共に成長していきませんか。 

(株)エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野 3-3-3 なし 
URL：http://www.nsc-e.co.jp 

TEL：03-5846-3011 

当社は「人にやさしい、地球にやさしい水環境づくり」をモットーに、水に

関するインフラ設備や施設の設計・技術提案を行っています。人々の生

活を支えるインフラ整備事業の場で私たちと一緒に活躍しませんか？ 

(株)NJS 東京都港区芝浦 1-1-1 あり 
URL：https://www.njs.co.jp 

TEL：03-6324-4362 

1951 年に水道・下水道のエンジニアを育てる会社として創立。以来、

水インフラの整備に貢献してきており、海外進出や管理運営支援、東

証一部上場など、業界のパイオニアとして歩んできました。時代に合わせ

て進化し続ける当社で力を発揮しませんか？ 

 

(株)オウギ工設 群馬県前橋市上泉町 268 あり 
URL：https://www.ohgi-k.co.jp 

TEL：027-233-0561 

建設コンサルタントとして、社会資本整備（道路、河川、下水道、橋

梁等）に関わる中で、川上的位置づけにある業務を通じ、地域環境

整備を創る役割を担っています。 

(株)オリエンタルコンサルタンツ 
東京都渋谷区本町 3-12-1 

住友不動産西新宿ビル 6 号館 
あり 

URL：https://www.oriconsul.com/recruit/ 

TEL：03-6311-7551 

当社は、「個の成長」が「企業の成長」につながり、「豊かさを実現」する

ことで、さらに個が成長するという好循環を生み出すことを大切にし、自

由闊達でチャレンジ精神に富んだ企業風土です。また、社員一人ひとり

の“情熱とやりがい”を大切にした企業です。 

オリジナル設計(株) 東京都渋谷区元代々木町 30-13 あり 
URL：https://www.oec-solution.co.jp/ 6recruit/ 

TEL：03-6757-8801 

新卒からベテランまで、皆が健康で活き活きと働き、ワークライフバランス

を取りながら能力を発揮できる「働き続けたい企業」を目指し日々職場

環境を進化させています。水インフラを支えるやりがいと公私共充実でき

る働きやすさ、どちらも実現できる会社です。 



 

 

 

加盟会員会社 本社住所 
インターン 

シップ 

制度 

アクセス・問い合わせ先 採用担当者からのメッセージ 

(株)環境技研コンサルタント 千葉県千葉市中央区都町 3-14-4 あり 
URL：http://www.kankyogiken.co.jp 

TEL：043-226-4501 

千葉県、茨城県において、県市町村の上下水道事業に対するコンサル

ティング業務を地域密着型で行っております。毎年、夏休みの時期に大

学３年生の実習を受け入れ、業務の一端を経験してもらっています。 

共和コンサルタント(株) 埼玉県さいたま市浦和区岸町 7-10-5 あり 
URL：https://www.kyowanet.jp 

TEL：048-829-2402 

埼玉県内を主体として、上下水道施設の設計・維持管理を主に行って

おります。皆様と共に未来の世代までインフラを守りたいと思っておりま

す。 

(株)工藤設計 栃木県宇都宮市鶴田町 578-6 あり 
URL：http://www.kudousekkei.co.jp/ 

TEL：028-648-1751 

栃木県に根ざした地域密着型の『水』コンサルタントとして、上下水道

施設の設計や調査診断等を行い、地元の皆様と共に水インフラの問題

解決に取り組んでおります。 

(株)建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町 3-21-1 あり 
URL：http://www.ctie.co.jp/recruit/ 

TEL：03-3668-0474 

水コンとして働くために必要なのは、【新しい技術を探究する好奇心と、

新たな提案を生む創造力】です。当社にはそれぞれの技術研鑽やチャレ

ンジをサポートする制度、提案を議論し実現していく風土があります。ま

ずはインターンシップにてお待ちしております。 

(株)コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-32-13 あり 
URL：https://www.kosetsu.co.jp 

TEL：045-323-0136 

神奈川県をはじめ関東地方を中心とする地域で、上下水道、河川、

道路、橋梁など、よりよい生活環境を実現する社会基盤づくりに取り組

んでいます。 

国際航業(株) 東京都新宿区北新宿 2−21−2 あり 
URL：https://www.kkc.co.jp/recruit/index.html 

TEL：03-6362-5931 

国際航業は総合建設コンサルタントとして、上下水道整備やまちづくり、

防災、GIS による次世代のインフラ管理など幅広い事業を展開していま

す。社会が抱える課題の解決に向け最新の技術を提供し、安全・安心

な未来都市の構築に注力しています！ 

 

サンコーコンサルタント(株) 東京都江東区亀戸 1-8-9 あり 
URL：https://www.suncoh.co.jp 

TEL：03-3683-7106 

上下水道、河川、道路、橋梁、トンネルなどの土木設計から、まちづく

り、環境、地質調査まで、幅広く業務を展開する総合建設コンサルタン

トです。部門間の交流が多く、総合力を発揮した設計が得意な会社で

す。 

セントラルコンサルタント(株) 
東京都中央区晴海 2-5-24 

晴海センタービル 
あり 

URL：https://www.central-con.co.jp 

TEL：03-3532-8028 

道路、橋梁、河川、上下水道、都市計画、環境など幅広い分野のエ

ンジニアリングサービスを提供する総合建設コンサルタント。企業理念の

“人財”育成に取組む一方、働き方改革を推進し、アフターコロナ時代

の新しいワークスタイル導入・定着を目指しています。 

大日本コンサルタント(株) 東京都千代田区神田練塀町 300 あり 
URL：https://www.ne-con.co.jp 

TEL：03-5298-2051 

「手を挙げればやりたいことができる。」これが当社の誇る企業文化です。

しかし勘違いしないでください。強い意志と説得力、そして、責任感が伴

っての事です。新しい道をつくりたい人。スキルを磨きたい人。熱意を隠せ

ない人。あなたの成長を手助けする環境は整っています。 

中央開発(株) 東京都新宿区西早稲田 3-13-5 あり 
URL：https://www.ckcnet.co.jp 

TEL：03-3208-3111 

「土と水と人の調和したエンジニアリング」をテーマに、特徴あるオンリーワ

ン・コンサルタントを目指して、豊富な経験をもとに、全国自治体の下水

道施設の最適な再構築計画に取り組んでいます。 



 

 

 

加盟会員会社 本社住所 
インターン 

シップ 

制度 

アクセス・問い合わせ先 採用担当者からのメッセージ 

(株)長大 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-20-4 あり 
URL：https://www.chodai.co.jp/ 

TEL：03-3639-3301 

私たちの合言葉は「人・夢・技術」。新しい技術や仕組みに前向きに取

組む人材が欠かせません。IT の進化する時代において、有用な情報を

活かせるのは固定観念にとらわれない自由な発想の若い力です。未来

を築く皆さんとの出会いを楽しみにしています。 

(株)データ設計 
東京都中央区日本橋本町 2-8-12 

データ日本橋本町ビル 
なし 

URL: - 

TEL：03-5641-1391 

1.ミッション 社会の非合理、非効率、不都合、不公平を解消し、社会

を変革することで、誰もが豊かで、快適で、そして持続可能な社会を創

造する。2.ビジョン 3.バリューは当社で語り合いましょう。 

(株)東京建設コンサルタント 東京都豊島区北大塚 1-15-6 あり 
URL: https://www.tokencon.co.jp/ 

TEL:03-5980-2633 
採用情報等については、当社 HP をご覧ください。 

(株)東京設計事務所 
東京都千代田区霞が関 3-7-1 

霞が関東急ビル 
あり 

URL：https://recruit.tokyoengicon.co.jp 

TEL：03-3580-2751 

1959 年の創業以来、“誠実を旨とし、優れた技術者を育て、良い作

品を残す“ことをモットーに、国内外で上下水道インフラの整備やマネジメ

ントに関するコンサルティングを行っています。水ビジネスの世界で私たち

と一緒に働きませんか！ 

(株)東洋コンサルタント 東京都豊島区高田 3-18-11 あり 
URL：https://toyocon.co.jp 

TEL：03-5992-1161 

何事にもコツコツと取り組むことができる方、新しいことにも果敢にチャレン

ジできる方、人の役に立ちたいという思いが強い方、ひとつでも当てはま

ると感じる方にお会いしたいと願っています。 

(株)東洋設計事務所 東京都文京区本郷 3-6-6 あり 
URL：https://www.toyo-sekkei.com 

TEL：03-3816-4051 

「水の未来をひらく」を合言葉に業務を進め、70 周年が経ち、生活に欠

かせない「水」を守る永続企業として在ることを目標にしています。命を

守る上水道、環境を守る下水道。私たちと一緒に歩き、知識やスキル

を身につけませんか。 

 

都市開発設計(株) 群馬県前橋市新前橋町 14-26 あり 
URL：http://www.toshi.co.jp/ 

TEL：027-251-3919 

地域密着型の少数精鋭の建設コンサルタントです。上下水道をはじめ

幅広い業務を行っています。地域と貢献のできるやりがいのある仕事で

す。一緒やりがいを見つけてみませんか？そしてチャレンジすることに支援

は惜しみません。ともに成長していきましょう。 

 

(株)利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町 274-3 あり 
URL：http://www.tonesekkei.co.jp 

TEL：027-290-3500 

1960 年（昭和 35 年）の創業以来、水道行政の一助となるべく一

貫して携わってきました。私達は水循環のコンサルタントとして主に群馬

県及び埼玉県の市町村の皆様に貢献致します。 

(株)日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町 1-5-7 なし 
URL：https://www.nict.co.jp 

TEL：03-5847-7850 

“清らかな水環境と快適な地域環境づくり”を目指して地域の種々のニ

ーズに応えるために一緒に取り組みませんか。また，維持管理の視点と

いう新しい「差別化・区分化」の武器を手に入れました。これまで以上に

付加価値を向上させた技術提案を提供していきましょう。 

(株)日水コン 
東京都新宿区西新宿 6-22-1 

新宿スクエアタワー 
あり 

URL：http://www.nissuicon.co.jp 

TEL：03-5323-6213 

当社は水のインパクトカンパニーとして、国内外の水インフラ整備に貢献

してきました。1 日仕事体験（夏・冬）や OB 訪問を随時実施してい

ますので、ぜひ水コンサルタントの仕事内容や社風に触れてみてくださ

い。 



 

 

 

加盟会員会社 本社住所 
インターン 

シップ 

制度 

アクセス・問い合わせ先 採用担当者からのメッセージ 

日本工営(株) 東京都千代田区九段北 1-14-6 あり 
URL：https://www.n-koei.co.jp/recruit/internship/ 

TEL：03-3238-8035 

当社のインターンシップ制度を体験し、社会や会社で働く意味や将来の

キャリアについて学び、水コン業界の仕事内容、当社の仕事・人・社風

についても肌で感じ、設計コンサルタントを理解するきっかけにしていただ

ければと思います。 

日本シビックコンサルタント(株) 東京都荒川区西日暮里 2-26-2 あり 
URL：https://www.nccnet.co.jp 

TEL：03-5604-7500 

地下構造物を得意とする建設コンサルタントとして、国内外の道路トン

ネル、鉄道、上下水道といった地下インフラ整備に貢献しています。夏に

長期インターンシップ、夏秋冬にワンデー仕事体験を開催しています。ぜ

ひお気軽にご参加ください。 

 

(株)日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町 2-50 あり 
URL：http://www.nissuiko.co.jp 

TEL：048-783-5664 

埼玉に本社を構え、地域に根ざしたきめ細やかなコンサルティング業務を

実践しています。昭和 40 年の創業以来、農業土木と上下水道を主

体に「自然との調和に配慮し農村と都市の新たな風景を創造する」こと

をコンセプトに活躍しています。 

 

日本水工設計(株) 東京都中央区勝どき 3-12-1 あり 
URL：https://www.n-suiko.co.jp 

TEL：03-3534-5511 

水インフラの専門コンサルタントです。お客様である各自治体から課題・

ニーズをヒアリングし、調査・計画・設計によって街づくりの上流工程を担

っています。水を通して地域の暮らしを支え、快適で安全な街づくりに貢

献しています。 

(株)日本水道設計社 
東京都千代田区三番町 1 

ＫＹ三番町ビル 
あり 

URL：https://www.sekkeisya.co.jp 

TEL：03-3263-8431 

創業から一貫して上下水道に関するインフラ事業に貢献してきました。

70 年近い技術の蓄積で未来の技術者を育て上げていきたいと考えて

います。又、SDGs の精神に則り未来に向け羽ばたける組織を作りま

す。 

パシフィックコンサルタンツ(株) 東京都千代田区神田錦町 3-22 あり 
URL：https://www.pacific.co.jp 

TEL：03-6777-3045 

弊社は社会資本を整備・充実させていくためのコンサルティングを行って

います。分野は、上下水道の他、防災、まちづくり、環境、交通など多

岐に渡り、各専門分野のプロフェッショナルが国内外で活躍しています。

ぜひ皆様のご応募をお待ちしております！ 

常陸測工(株) 茨城県水戸市白梅 2-4-11 なし 
URL：http://www.hitachi-sokko.co.jp 

TEL：029-221-6011 

茨城県、市町村に「地域のホームドクター」として安全・安心をモットーに

コンサルティングを心がけ、地域とともに歩んでいます。 

当社の事業内容、並びに募集予定等については、お問い合わせくださ

い。 

冨洋設計(株) 
東京都墨田区菊川 2-23-6 

四国菊川別館 
なし 

URL：http://www.fuyou.co.jp 

TEL：03-5669-7333 

多年にわたり培ってきた豊富な経験と優れた技術を活かし、多くの人に

喜ばれる高度な未来の環境づくりを目指しています。 

(株)水環境プランニング 栃木県宇都宮市鶴田町 453-131 あり 
URL：http://www.aep-mizukankyou.jp/ 

TEL：028-666-0316 

平成 18 年 3 月創業、平均年齢 33 歳と会社ともに若き企業です。水

インフラのスペシャリストとして、高い技術力と社会ニーズに柔軟な対応が

できる若きコンサルタントの継続育成に取り組んでいます。貴方も貴女も

我が社で活躍してみませんか。 

 

(株)山下水道設計事務所 東京都中央区日本橋浜町 2-1-10 なし 
URL：- 
TEL：03-5641-4100 

昭和 32 年（1957）創業より上下水道コンサルタントとして長年にわ

たり地域に貢献してまいりました。 

当社の事業内容、並びに募集予定等につきましては、お問い合わせくだ

さい。 

tel:03-5641-4100


 

 

 

加盟会員会社 本社住所 
インターン 

シップ 

制度 

アクセス・問い合わせ先 採用担当者からのメッセージ 

(株)吉沢水道コンサルタント 千葉県千葉市中央区市場町 6-18 なし 
URL：http://www.ys-con.co.jp 

TEL：043-227-1064 

千葉県、茨城県、栃木県、市町村において『水』に関する総合コンサル

タントとして、安全・安心な水道供給に地域と連携して取り組む企業で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       水コン協 HP 

                                                                                                      水コンサルタントになろう 

 

公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会（通称 : 水コン協） 

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里五丁目 26 番８号 スズヨシビル７階 

TEL：03-6806-5751  FAX：03-6806-5753  https：//www.suikon.or.jp 


