
都市計画コンサルタント協会　会員名簿

株式会社　ウ エ ス コ
岡山県岡山市島田本町2-5-35

WESCO Inc. 〒700-0033 TEL.086-254-2111 FAX.086-254-2508

 http://www.wesco.co.jp 
 
■概要 設立 昭和45年9月  資本金 32億8,264万円　全役職員数420名 (うち技術系 340名)

【代表者】代表取締役社長　松原　利直

【役員】 （会長）山地　　弘 （取）角南　輝行 （取）大倉　一夫

【登録】 建設コンサルタント登録 建25第1540号(平成25年10月25日)/一級建築士事務所(岡山県)第12521号（兵庫県)第01A00215号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／再開発コーディネーター協会／ランドスケープコンサルタンツ協会／全国地質調査業協

会／全国測量設計業協会連合会

【本社以外の事業所】

 岡山支社　　　　　　　岡山県岡山市　　　086-254-2346　　　　広島支社　　　　　　　　広島県広島市　　　082-238-8120

九州支社　　　　　　　福岡県福岡市　　　092-483-3291　　　　四国支社　　　　　　　　香川県高松市　　　087-867-9123

鳥取支社　　　　　　　鳥取県鳥取市　　　0857-31-3531　　　　島根支社　　　　　　　　島根県松江市　　　0852-25-1252

関西支社　　　　　　　大阪府大阪市　　　06-6943-1486　　　　東京支社　　　　　　　　東京都世田谷区　　03-5787-2255　　

津山支店　　　　　　　岡山県津山市　　　0868-22-4497　　　　山口支店　　　　　　　　山口県山口市　　　083-932-5923

南九州支店　　　　　　熊本県熊本市　　　096-214-6401　　　　米子支店　　　　　　　　鳥取県米子市　　　0859-32-0915

浜田支店　　　　　　　島根県浜田市　　　0855-23-3755　　　　京滋支店　　　　　　　　京都府福知山市　　0773-23-2840

神戸支店　　　　　　　兵庫県神戸市　　　078-252-2552　　　　東北支店　　　　　　　　宮城県仙台市　　　022-776-3151
  
■特徴・特色・業務内容

総合建設コンサルタントとして、航空測量、地質調査、測量及び設計などを社業の中心に据え、岡山本社を拠点に近畿、中国、四

国、九州に事業所を配置し、地域密着の営業方針で技術サービスを提供しています。都市計画部門では、都市計画基礎調査、都市

計画マスタープラン、土地利用計画、交通計画、土地区画整理事業などの計画、調査を行っています。他に市町村の総合計画、地

域計画などから許認可手続や環境アセスメント、実施設計まで一連の業務を行っています。
 
■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】 -件 -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) 無し

【技術者数】 30名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001:2008

【有資格者数】 技術士 13名 一級建築士 3名 RCCM 11名 土地区画整理士 11名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 1名

【管理技術者】 兵頭　良一   技術士   　　　　　愛媛大農学部   昭61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】

 (1)測量全般  (2)地質調査  (3)一般道、橋梁、隧道、堰堤等の設計、管理  (4)申請業務  (5)補償コンサルタント

【土地区画整理部門責任者名】 青盛　　聡 技術士 香川大農学部 平03年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
兵頭　良一 都市計画マスタープラン（区域MP・市町村MP）、区域区分・地域地区の見直し、
  愛媛大農学部 昭61 地区計画、都市再生整備計画、中心市街地活性化基本計画
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 まちづくり関連業務

諏訪　滋則 都市計画マスタープラン（区域MP・市町村MP）、区域区分・地域地区の見直し、
  愛媛大工学部 平02 地区計画、都市再生整備計画、住宅マスタープラン
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 まちづくり関連業務

桑垣　智志 都市計画マスタープラン（区域MP・市町村MP）、区域区分・地域地区の見直し、
  群馬大工学部 平03 地区計画、都市再生整備計画
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 まちづくり関連業務

井原　友建 中心市街地活性化基本計画、交通関連計画、市街地整備計画・事業、都市景観
  神戸大工学部 平08 まちづくり関連業務
  技術士　総合技術監理部門　建設-建設環境

  技術士　建設部門　都市及び地方計画

青盛　　聡 土地区画整理事業
  香川大農学部 平03 まちづくり関連業務
  技術士　建設部門　都市及び地方計画

荒木　俊之 都市計画マスタープラン（区域MP・市町村MP）、区域区分・地域地区の見直し、
  京都大大学院人間・環境学研究科 平05 地区計画、都市再生整備計画
  博士（人間・環境学） まちづくり関連業務

田中　　聡 都市計画マスタープラン（区域MP・市町村MP）、区域区分・地域地区の見直し、
  千葉大園芸学部 平10 地区計画、都市再生整備計画
  RCCM まちづくり関連業務

津田　勝啓 都市計画マスタープラン（区域MP・市町村MP）、区域区分・地域地区の見直し、
  山口大工学部 平11 地区計画、都市再生整備計画、都市景観
  技術士第一次試験合格 まちづくり関連業務

浜本　晃司 交通関連計画、市街地整備計画・事業
  広島工業大大学院工学研究科 平12 まちづくり関連業務
  技術士第一次試験合格
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度
 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

島根県 松江圏都市計画区域都市計画基礎調査業務 1 H24

兵庫県 第７回区域区分（線引き）等見直し基本方針作成業務 1 H24

大阪府八尾市 八尾市準防火地域指定拡大検討業務 1 H24

岡山市 岡山市都市計画基礎調査業務 1 H24

愛媛県松山市 松山市中心地区市街地総合再生計画策定業務 2 H23

愛媛県松山市 道後温泉活性化計画等検討業務 2 H24

徳島県徳島市 徳島市都市計画用途地域変更検討業務 1 H23

和歌山県 和歌山県景観施策検討業務 3 H24

香川県三豊市 三豊市都市計画マスタープラン策定業務 1 H22

兵庫県小野市 住生活基本計画及び市営住宅長寿命化計画策定 6 H24

愛媛県 愛媛県住生活基本計画策定業務 6 H23

岡山県備前市 伊部まちづくり支援業務 9 H23

岡山市 岡山市土地利用現況等調査業務 1 H23

和歌山県 和歌山県都市計画マスタープラン見直し検討調査業務 1 H23

兵庫県篠山市 住生活基本計画及び市営住宅長寿命化計画策定 6 H23

岡山市 都心まちおこし関連事業の検討及び実施業務 9 H23

大阪府柏原市 民間資金等活用事業調査業務 7 H23

岡山県玉野市 社会資本総合整備計画策定業務 2 H23

広島県東広島市 東広島市都市計画マスタープラン策定業務 1 H22

岡山県浅口市 浅口市地域地区等調査及び変更図書等作成業務 1 H23

兵庫県淡路市 五斗長地区遺跡　垣内遺跡及び周辺整備・活用構想策定業務 5 H21

兵庫県洲本市 洲本市国土利用計画等策定業務 1 H21

福岡県朝倉市 朝倉市国土利用計画・都市計画マスタープラン策定業務 1 H21

神戸市 こうべ農村応援団活動支援事業 9 H23

兵庫県南あわじ市 南あわじ市国土利用計画及び都市計画マスタープラン策定業務 1 H21

兵庫県加西市 加西市地球温暖化対策地域推進計画策定業務 7 H21

岡山市 岡山市都市計画マスタープラン（全体構想編）策定業務 1 H21

兵庫県高砂市 高砂市都市計画マスタープラン策定業務 1 H21

奈良県奈良市 奈良市都市計画道路見直し業務 4 H21

兵庫県朝来市 柿坪工業団地事業計画策定 2 H22

兵庫県朝来市 あさご地域まちづくり計画策定業務 2 H22

大阪府柏原市 柏原市都市計画マスタープラン策定調査業務 1 H22

岡山県総合流通センター卸協同組合 卸団地機能向上支援事業にかかわる業務 9 H22

島根県浜田市 浜田市国土利用計画策定及び浜田市都市計画マスタープラン策定 1 H22

鳥取県米子市 米子市総合計画策定支援 1 H22

島根県安来市 安来市用途地域見直し資料作成業務 1 H21

大阪府八尾市 線引き見直し・用途地域見直し検討業務 1 H21

兵庫県福崎町 福崎町特別指定区域検討業務 1 H21

大阪府箕面市 第２次快適環境づくり計画策定支援等に関する業務 9 H21

兵庫県たつの市 （仮）「御津・道の駅」基本計画・設計委託業務 4 H18

島根県 松江圏都市計画区域　区域区分見直し協議資料作成業務 1 H21

兵庫県加東市 加東市環境基本計画策定業務 7 H21

兵庫県芦屋市 芦屋市都市計画事業検討業務 4 H20

愛知県豊田市 （仮）御幸前田地区土地利用計画推進調査業務 1 H20

兵庫県 都市計画区域指定に関する調査業務 1 H19

国土交通省近畿地方整備局 淀川河川公園整備計画検討業務 5 H20


