
都市計画コンサルタント協会　会員名簿

日　本　工　営　株式会社
東京都千代田区麹町4-2

〒102-0083 TEL.03-3238-8180 FAX.03-3238-8239

 http://www.n-koei.co.jp 
 
■概要 設立 昭和19年6月  資本金 7,393百万円　全役職員数1730名 (うち技術系 1500名)

【代表者】代表取締役社長　廣瀬　典昭　　　　　　代表取締役副社長執行役員　　西谷　正司

【役員】 (取専執)吉田　保 (取常執)有元　龍一 (取常執)水越　彰 (取常執)高野　登

 (取常執)井上　美公 　(取執)秋吉　博之 　(専執)唐崎　隆史 　(常執)関根　博道

 　　(監)清水　敏彰 　　(監)新井　泉 　　(監)榎本　峰夫

【登録】 建設コンサルタント登録　建21第34号（平成21年10月1日）

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／全国地質調査業協会／日本環境アセスメント協会

【本社以外の事業所】

 札幌支店　     北海道札幌市　　　011-205-5531　　　      仙台支店　     宮城県仙台市　　　022-227-3525

新潟支店　     新潟県新潟市　　　025-280-1701　　　      名古屋支店　   愛知県名古屋市　  052-559-7300

大阪支店　     大阪府大阪市　　　06-7177-9500　　　      広島支店　     広島県広島市　　　082-262-6565

四国支店　     香川県高松市　　　087-811-2660　　　      福岡支店　     福岡県福岡市　　　092-475-7131

中央研究所　   茨城県つくば市　  029-871-2000　　　      神奈川事務所　 横浜市　　　　    045-212-5601

北関東事務所　 さいたま市        048-647-8411　　　      北東北事務所　 盛岡市　　　　    0196-22-6491

長野事務所　　 長野市　　　　    026-226-8092　　　      北陸事務所　　 金沢市　　　　    076-232-3155

長崎事務所　　 長崎市　　　　    095-832-7121　　　      沖縄事務所　　 那覇市　　　　    098-857-0919 

 　　　　　　　
  
■特徴・特色・業務内容

総合建設コンサルタント会社として、国内、海外における建設プロジェクトに幅広く携わっている。都市及び地方計画分野の業務

も多岐にわたり、道路、河川、環境、情報、建築、農村などの多分野の計画との複合的な業務も多く手がけている。調査、計画、

設計、施工管理まで一貫して担える技術力を背景に、常に次のステップを見据えた提言を心がけている。
 
■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】 29件 345百万円

【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】 62名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 21名 一級建築士 23名 RCCM 9名 土地区画整理士 2名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 溝口　伸一   技術士   　　　　　東大   平成元年
 
■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】

 ○インフラマネジメント　　　○エスコ事業　　　○ＰＦＩ

【土地区画整理部門責任者名】 松本　博文 技術士 九州産業大学 昭60年

【建築部門責任者名】 林　昌直 一級建築士 千葉工業大学 平2年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
松本　博文�　九州産業大学� 都市公園並びに公共空間における緑地の計画・設計を手掛けてきた。また近年では多摩
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） 昭60 NTやTX沿線の住宅団地や地方都市における工業団地などの計画/設計に携る。
  近年は国営公園におけるアセットマネジメント計画業務にも従事している。

溝口　伸一　東京大学 河川、道路などの環境整備・景観整備、ＰＩなど住民参加業務、都市マスタープラン
  技術士（総合技術監理部門） 平元 など幅広い計画系業務への経験を活かして、広域地方計画など広域圏の計画や小
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） 規模高齢化集落などの地域活性化計画に従事
  技術士（建設部門：建設環境） 近年は、大規模公園の長寿命化計画や管理運営計画検討業務も手がけている。

上野　一弘　芝浦工業大学 PI、ワークショップなど住民参加型の計画手法を駆使しつつ、都市マスタープラン、
  技術士（総合技術監理部門） 平元 景観計画などの計画系業務に従事している。
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） 近年は、交通計画の整備効果・需要推計業務・各種社会実験などの業務にも
  技術士（道路） 手を広げつつある。

橋場　浩　東京理科大 市街地整備や都市施設整備に係る計画・設計をはじめ、広域災害を対象とした
  技術士（総合技術監理部門） 平2 防災計画等務に従事。近年は、広域防災ネットワーク形成や宅地防災、ＰＩ手法
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） による地域防災力向上等、防災マネジメントに係る業務を手掛けている。
  技術士（道路）

市川　健　早稲田大学（院） 公園緑地や河川・道路周辺整備の基本計画、景観デザイン、道の駅や駅前広場など
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） 平8 の地域拠点の企画・構想、住民参加型のマスタープラン検討、国営公園の整備運営
  一級建築士 方針検討、震災復興計画等を手がける。

松尾　環　早稲田大学（院） 災害時の物流計画、防災拠点整備計画、道路・河川・まちづくりなど各種部門の
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） 平10 住民参加型計画策定に携わった経験を活かし、現在は、行政の危機管理計画及び
  防災分野における住民啓発・広報広聴活動業務に従事している。

白石　悦二　長岡技術科学大学（院） 九州圏の自治体を中心とした、都市再生整備計画、地域公共交通総合連携計画、
  技術士（総合技術監理部門） 平12 環境基本計画等の各種部門計画の策定経験を活かし、九州圏広域地方計画など
  技術士（建設部門：都市及び地方計画） 広域圏の計画や小規模高齢化集落などの地域活性化計画に従事
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

香川県��� H22自然活用ゾーン管理運営計画検討外業務委託 ５ H22
平成２４年度に予定している国営讃岐まんのう公園の概成開園に向けて、市民協働による里山保全を目指す自然活用ゾーン及
び概成開園後の管理・運営計画の作成を行うとともに、ターゲット別の利用促進策の作成、展示施設のデザイン等のビジター
センターのリニューアル、協会認定を見据えたウォーキング・サイクリングコース等の検討を行うものである。
また、国営讃岐まんのう公園の再評価に必要な資料の収集・整理を行うものである。 

福岡県 福岡県省エネ・創エネまちづくり推進事業委託業務 ９ H22
県内市町村等における低炭素型まちづくりの取り組みを推進するため、都市施策において、どのように温室効果ガスの削減を
図るかについて、都市施策の考え方の整理を行うとともに、目指すべき低炭素社会の姿とその推進方策を具体的に分かりやす
く示したガイドラインを策定し、市町村や県民、事業者に対しての普及・啓発に寄与することを目的とする。 

国土交通省東北地方整備局 東北圏広域地方計画官民連携による地域支援検討業務 ９ H22
本業務は、東北圏広域地方計画の推進に向けた官民連携による地域支援検討として、地域づくりを支援する中間支援システム
の構築に向けて、既存のコミュニティ支援ネットワークと連携を図りながら検討を行った。東北圏の活動団体や中間支援組織
へのヒアリングを実施し、優良活動事例、中間支援組織の取組、ファンド運営等に関する事例収集、広域型中間支援組織に対
する現場のニーズ把握等を実施した。そこから、資金面、人材面、情報面での地域づくり支援施策の課題や、東北圏での広域
型中間支援組織が担うべき役割、ファンド運営の可能性、人材育成に関する今後の方針等を検討した。またプロジェクトチ
ーム会議の資料作成、議事録作成等を行った。 

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

関東地方整備局相武国道事務所 19Ｆ甲州街道地域連携支援検討 ４ H19

静岡県静岡市 平成19年度道計委第９号　静岡市山間地域道路網検討業務委託 ４ H19

東京都羽村市 羽村市都市計画マスタープラン策定業務 １ H19

九州地方整備局企画部 九州圏における地域の存続・再生に関する調査業務 ８ H19

国営海ノ中道海浜公園事務所 園内管理効率化のための都市公園台帳等作成業務 ５ H19

九州運輸局旅客第一課 小城市におけるコミュニティバスを中心とした公共交通体系の構築調査業務 ４ H19

大分県豊後大野市 まちづくり交付金事業事後評価調査事業委託 １ H19

鹿児島県 鹿児島県都市づくりに関する基本方針 １ H19

茨城県 茨城県都市計画マスタープラン策定業務 １ H20

長野県佐久市 （仮）佐久市春日地区整備基本構想検討業務 １ H20

山口県岩国市 川下地区まちづくり活動支援に伴う都市基盤計画検討業務 ２ H20

近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所 足羽川ダム関連地域整備計画検討業務 ５ H20

中部地方整備局沼津河川国道事務所 大規模土砂災害危機管理計画策定業務 ９ H20

中部地方整備局天竜川上流河川事務所 既往災害における教訓の伝承手法検討業務 ９ H20

東北地方整備局湯沢河川国道事務所 雄物川上流危機管理演習企画運営業務 ９ H20

佐賀県県土づくり本部 佐賀県準都市計画区域指定に伴う調査業務委託 １ H20

佐賀県小城市 小城市中心市街地活性化基本計画策定支援業務 ２ H20

川辺川ダム砂防事務所 大径木移植検討業務 ５ H20

九州地方整備局企画部 九州圏広域地方計画モニタリングに係る基礎資料作成等業務 １ H20

宗像市渡船課 宗像市地域公共交通総合連携計画策定調査業務委託 ４ H20

国営昭和記念公園工事事務所 H20国営昭和記念公園アセットマネジメント計画業務 ５ H20

長崎県土木部 20景まち調2-1号環長崎港地域アーバンデザインシステム運営委託 ３ H20

大阪府大阪市 都市内高速道路の事業可能性に関する検討調査業務委託 ４ H20

新潟県新潟市 新潟東港拠点化戦略調査業務委託 ４ H20

宮崎県延岡市 第三セクター等経営診断委託事業 ９ H20

国土交通省国営常陸海浜公園事務所 アセットマネジメント計画策定業務 ５ H21

茨城県 茨城県都市計画マスタープラン策定業務 １ H21

長野県佐久市 まちづくり交付金事業効果確認分析業務 １ H21

群馬県西部県民局富岡土木事務所 上州富岡駅駅前広場駅舎基本計画業務委託 ４ H21

長崎市みどりの課 長崎市公園施設長寿命化計画策定業務 ４ H21

国土交通省国土技術政策総合研究所 地域特性と地域防災力向上方策の相互関係分析業務 ９ H21

北海道開発局網走開発建設部 網走開発建設部管内道路交通特性調査業務 ４ H21

国東半島～周南航路活性化協議会 国東半島・周南航路地域公共交通総合連携計画策定調査業務 ４ H21

熊本県公共交通総合案内システム運営協議会　　熊本県公共交通総合案内システム整備業務委託 ４ H21

大分県大分駅周辺総合整備事務所 平成21年度　都計連委第１－52号　交通処理計画評価業務 ４ H21

関東地方整備局荒川下流河川事務所 新河岸川総合治水展開業務 ９ H21

関東地方整備局常陸河川国道事務所 日立バイパスPI実施計画業務 ４ H21

近畿地方整備局木津川上流河川事務所 木津川上流砂防植樹体験企画調査業務 ９ H21

近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所 足羽川ダム周辺地域整備計画検討業務 ５ H21

香川県土木部 高松港（玉藻地区）駐輪場整備計画策定業務委託 ４ H21

国土交通省四国運輸局 フェリーへの陸上電力供給に向けた需要動向等基礎調査 ４ H21

国土交通省北陸地方整備局企画部 北陸圏における真に暮らしやすい連接型都市圏の形成の推進調査 １ H21

国土交通省東北地方整備局港湾空港部 東北地方における循環資源の物流効率化方策検討業務 ９ H21

国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園　　H22昭和・武蔵運営維持管理方針等策定業務 ５ H22

国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務　所　　H22自然活用ゾーン管理運営計画検討外業務委託 ５ H22

神奈川県川崎市 生田緑地ビジョン策定支援業務委託 ５ H22

福岡県 福岡県省エネ・創エネまちづくり推進事業委託業務 ９ H22

福岡県糟屋郡久山町 久山町地域公共交通総合連携計画策定業務 ４ H22

小城本町開発組合 中心市街地商店街エリアマネジメント推進事業 ２ H22

国土交通省東北地方整備局企画部 東北圏広域地方計画官民連携による地域支援検討業務 ９ H22


