
都市計画コンサルタント協会　会員名簿

株式会社　日本海コンサルタント
石川県金沢市泉本町2-126

Nihonkai Consultant Co., Ltd. 〒921-8042 TEL.076-243-8258 FAX.076-243-0887

 http://www.nihonkai.co.jp/ 　nihonkai@nihonkai.co.jp
 
■概要 設立 昭和51年6月  資本金 3,000万円　全役職員数247名 (うち技術系 213名)

【代表者】代表取締役社長　黒木　康生

【役員】 （会）黒木　輝久 （専）埒　正浩 （常）長森　孝司 （常）橋本　浩一

 （常）喜多　敏春 （常）西本　憲正 （常）大脇　豊 （常）小間井　孝吉

 （取）竹村　敏則

【登録】 建設コンサルタント登録　建30第3963号／補償コンサルタント登録　補31第642号／地質調査業者登録　質第2110号／測量業

登録　第(11)-8101号／一級建築士事務所登録　石川県知事登録第1633号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／日本補償コンサルタント協会／日本測量協会／都市計画協会／全国市街地再開発協会

【本社以外の事業所】

 富山支店　富山県富山市　076-422-7645　　新潟支店　　新潟県新潟市　　　025-282-5813

長野支店　長野県長野市　026-231-6581　　関東支店　　埼玉県さいたま市　048-871-8991

関西支店　大阪府大阪市　06-4790-9811　　和歌山支店　和歌山県和歌山市　073-499-8411

福井支店　福井県福井市　0776-54-9188　　中京支店　　愛知県名古屋市　　052-325-2601
  
■特徴・特色・業務内容

計画、技術、調査解析、空間情報の4つの部門の中に24のセクションを有し、これらのセクションの高い技術力を縦横に組み合わ

せることで、あらゆるニーズに対応できる最高のコンサルティングが強みです。

「情熱、技術、そして挑戦」をテーマとし、建設コンサルタントとして、これまで培ってきた経験と確かな技術力、そしてグロ

ーバルな視野を持って豊かな地域社会づくりに貢献するため、研究開発や技術力の充実など、一層の研鑽を重ねています。
 
■都市・地方計画部門の概要
【過去5年間の年平均受注件数・金額】 100件 500百万円

【主な業務内容】

(1) 土地利用計画等 (2) 市街地整備計画・事業 (3) 都市景観・アーバンデザイン

(4) 交通計画・設計 (5) 公園緑地計画・設計等 (6) 住宅系計画・設計

(7) 供給・処理計画 (8) 都市計画制度等の調査・研究 (9) その他

【技術者数】 43名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001

【有資格者数】 技術士 15名 一級建築士 5名 RCCM 16名 土地区画整理士 26名 再開発プランナー 2名

 RLA 1名 博士 4名

【管理技術者】 埒　正浩   技術士/博士（工学）   　　　　　金沢大大学院自然科学研究   平15年
 
■その他部門の概要
【都市・地方計画部門以外の主な併設業務】

 一般土木、農林業土木、造園、ライフライン、環境・廃棄物、建築・補償、測量、地質調査、施工管理、情報システム、研究・開

発等

【一般土木部門責任者名】 喜多　敏春 技術士／RCCM／一級土木施工管理技士 国立石川工業高等専門学校 昭52年

【造園部門責任者名】 中田　匡 技術士／一級造園施工管理技士 大阪産業大学 平7年

【建築部門責任者名】 川端　博之 一級建築士／建築積算士 福井工業大学建築学科 昭61年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
埒　正浩 総合計画、都市計画、地域計画、景観計画、交通計画等
  金沢大学大学院自然科学研究科 平15

  博士（工学）/技術士/一級土木施工管理技士

柳瀬　邦治 景観計画、地区計画・まちづくり協定、都市緑化・公園緑地計画、緑の基本計画、
  国土建設学院建設学部造園土木工学科 平1 都市計画・ワークショップ、環境計画、観光振興計画等
  技術士/一級造園施工管理技士

塩士　圭介 都市交通政策、交通需要予測、公共交通、鉄軌道計画、バス交通計画、
  金沢大学大学院自然科学研究科（博士後期）平27 交通関連調査、道路整備効果等
  博士（工学）/技術士

片岸　将広 総合計画、駅周辺整備計画、都市計画及びまちづくりの調査、道路整備効果、
  金沢大学大学院自然科学研究科 平23 市民参画型道路計画（ＰＩ）、自転車利用環境整備計画、自転車走行空間、
  博士（工学）/技術士 コミュニティサイクル等

宮下　昌之 市街地開発事業（土地区画整理事業、再開発事業、開発許可事業）、
  芝浦工業大学工学部土木工学科 平11 駅周辺整備計画・設計、駐車場計画・設計、中心市街地再生計画、地区計画、
  技術士/再開発プランナー/土地区画整理士 景観設計等

小滝　省市 土地区画整理事業、市街地開発事業、駅周辺整備計画、中心市街地再生計画、
  金沢大学大学院自然科学研究科 平4 地区計画、景観設計等
  技術士/一級土木施工管理技士/土地区画整理士

小坂　健一郎 ランドスケープ分野の計画設計（都市公園、公共建築空間、駅前広場、街路、
  金沢工業大学工学部建築学科 平6 橋梁等）、都市公園長寿命化計画、庭園調査等
  技術士/ＲＬＡ/一級造園施工管理技士

横山　誠 交通計画、都市計画マスタープラン、線引き・用途地域、道路整備効果、
  金沢大学大学院自然科学研究科 平13 地域防災計画、各種災害ハザードマップ等
  技術士/一級土木施工管理技士

眞島　俊光 都市計画、土地利用計画、地区交通計画、公共交通計画、農業・農村計画等
  金沢大学大学院自然科学研究科 平25

  博士（工学）/技術士
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

金沢市南新保土地区画整理組合 金沢市南新保土地区画整理事業設立認可までの測量設計業務 2 平30
金沢副都心に隣接する県立中央病院周辺エリアに位置付けられ、魅力ある市街地形成を目指す地区として組合設立に向けた測
量設計を行った。

大阪府和泉市 北信太駅前整備測量・設計等業務 4 令1
和泉市の玄関口としてふさわしい東西自由通路や駅前アクセス道路、商店街のコミュニティ道路化などについて、地元とワー
クショップをしながら検討、設計した。

富山県射水市 射水市地域公共交通網形成計画策定支援業務 4 令1
地域特性に応じた生活交通手段の確保・公共交通機関の連携強化・主要施設への交通利便性の向上の施策、重点実施プロジェクト
としてのコミュニティバス再編などを盛り込んだ「地域公共交通網形成計画」を策定した。

石川県金沢市 金沢市自転車活用推進計画策定業務 4 令1
自転車活用推進法に基づく「金沢市自転車活用推進計画」の策定に向けて、市民アンケート調査による現状課題の把握、各種自転車施
策を検討するとともに、自転車の利活用方策としてサイクリングツアーの企画・運営を行った。

石川県白山市 立地適正化計画策定業務 1 令2
白山市の「コンパクト・プラス・ネットワーク」の形成に向け、都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定と、誘導施設・誘導施
策の立案・設定を行った。

福井県永平寺町 永平寺町景観計画改定業務 3 令2,3
永平寺町景観計画の改定に向けて、景観資源の現状課題を整理した上で、景観形成基準や景観重要公共施設を検討するととも
に、永平寺町の風景まちづくりの実現に向けて、地区別のリーディングプロジェクトを検討した。

石川県金沢市 夢ある公園再生・活用計画（泉野地区）策定及び公園調査業務 5 令3
泉野地区４公園において、利用実態調査の実施と住民とのワークショップを開催し、地域との合意形成を図りながら公園の機
能再編や運営管理についての検討を行った。

石川県金沢市 金沢市都市防災指針策定業務 1 令3
平成29年に策定した金沢市集約都市形成計画について、新たに防災指針策定に必要な災害リスクの分析や防災上の課題の整理
、防災都市づくりの将来像や目標、方針の検討を行い、居住誘導区域の方向性や減災対策を検討した。

石川県金沢市 広場等公共空間活用促進コーディネート業務 9 令3
金沢市中心部の４つの公共空間を利活用する社会実験「マチノバ・カナザワ」を企画・運営するとともに、「にぎわい協力団
体」との連携を図り、公民連携による賑わい創出を支援した。

石川県金沢市 屋外スポーツ施設改修検討調査業務 5 令3
金沢市において、重点的に取り組むべき郊外の屋外スポーツ施設に関する改修の方向性について調査検討を行った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

石川県金沢市 金沢美術工芸大学移転整備基本計画策定業務 2 平29

石川県金沢市 金沢市住生活基本計画改定業務委託 6 平29

福井県 福井県文化的景観保存調査（第１次調査）業務委託 3 平29

愛知県名古屋市 都市景観形成地区指定に向けた現況調査等業務委託（四間道地区） 3 平29

石川県白山市 白山総合車両所等を活用した観光・産業振興ビジョン策定業務 2 平29

富山県氷見市 氷見市都市計画マスタープラン改定業務委託 1 平29,30

大阪府和泉市 和泉市地域公共交通網形成計画策定支援業務委託 4 平30

石川県金沢市 無形民俗文化財保存継承調査業務 3 平30

石川県金沢市 眺望景観保全調査業務委託 3 平30

石川県金沢市 「新・金沢市緑の基本計画（仮称）」策定業務委託 5 平30

富山県氷見市 旧市民病院跡地活用に係る対話（サウンディング）型市場調査業務委託 2 平30

富山県南砺市 第２次南砺市総合計画策定支援業務 1 平30,31

石川県加賀市 加賀市歴史的風致維持向上計画策定業務 3 平30,31

国土交通省北陸地方整備局 北陸地方における地方都市再生に向けた整備等に関する調査業務 1 令1

財団法人地方自治研究機構 小規模自治体におけるコンパクトシティの在り方に関する調査研究基礎調査 1 令1

石川県 石川県自転車活用推進計画策定業務委託 4 令1

石川県金沢市 金沢市人口ビジョン・第２期金沢版総合戦略策定支援業務委託 1 令1

福井県福井市 福井市文化的景観保存計画策定業務委託 3 令1

富山県射水市 射水市農村地域産業等導入促進実施計画作成支援業務委託 2 令1

富山県 富山県都市計画区域マスタープラン市街地規模の検討委託業務 1 令1,2

国土交通省北陸地方整備局 北陸地方におけるコンパクトなまちづくり推進に向けた調査検討業務 1 令2

長野県 しなの鉄道沿線地域回遊性向上検討業務 2 令2

長野県千曲市 千曲市自転車活用推進計画策定業務委託 4 令2

石川県金沢市 広場等公共空間活用促進検討業務委託 9 令2

石川県金沢市 田園・中山間地域における地域交流拠点の形成に向けた検討調査業務委託 2 令2

新潟県上越市 城下町高田リノベーションまちづくり事業支援業務委託 9 令2

富山県黒部市 黒部市学校教育基本計画及び小学校再編計画基礎調査支援業務委託 1 令2

富山県射水市 射水市コミュニティバス等再編プラン策定業務委託 4 令2

富山県射水市 太閤山地区リノベーション計画策定支援業務委託 2 令2

石川県宝達志水町 宝達志水町地域公共交通網形成計画策定調査業務 4 令2,3

大阪府大東市 住道駅前デッキ基本計画策定業務委託 4 令3

石川県金沢市 屋内広告物規制検討業務委託 3 令3

石川県金沢市 第３次金沢交通戦略策定調査業務委託 4 令3

福井県 福井県住宅・宅地マスタープラン等改定業務委託 6 令3

福井県 県営住宅町屋団地未利用地活用可能性調査業務委託 6 令3

福井県福井市 福井市シェアサイクルシステム活用促進検討業務 4 令3

公益財団法人日本ナショナルトラスト 輪島市文化財保存活用地域計画支援委託 3 令3


