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■概要 設立 昭和2年9月  資本金 4000万円　全役職員数363名 (うち技術系 258名)

【代表者】代表取締役社長　長尾 昌高

【役員】 （常）植野  收 （取）佐藤 維 （執）榎戸 正浩 （執）小林 務

 （執）上川 滋 （執）南 知之 （執）田中 秀人 （執）能勢 修治

 （執）白井 俊明 （執）横川 和人 （執）松尾 和彦 （執）加藤 淳一

 （執）石﨑 孝之 （監）伊藤一夫

【登録】 建設コンサルタント登録　建25第1097号(平成25年11月30日)  　一級建築士事務所登録　東京都第793号

【所属団体】 全国市街地再開発協会／再開発コーディネーター協会/日本都市計画学会/日本建築学会

【本社以外の事業所】

 札幌オフィス　　　　　北海道札幌市　　　011-281-5571　　　　名古屋オフィス　　　　愛知県名古屋市　　052-263-1821

大阪オフィス　　　　　大阪府大阪市　　　06-6251-7507　　　　九州オフィス　　　　　福岡県福岡市　　　092-271-3190

東北事務所　　　　　　宮城県仙台市　　　022-227-8367　　　　横浜事務所　　　　　　神奈川県横浜市　　045-222-7823

静岡事務所　　　　　　静岡県静岡市　　　054-280-7666　　　　広島事務所　　　　　　広島県広島市　　　082-245-7272

沖縄事務所　　　　　　沖縄県那覇市　　　098-858-7620　　　　
  
■特徴・特色・業務内容

総合組織設計事務所という特徴を活かし、社内の他部門と密接な連携を保ちながら、再開発等に係る建築物設計や再開発事業への

コンサルティング、市街地再開発コーディネート業務等の幅広い分野を受け持ち、各種の調査業務を行うなど、都市計画に意欲的

に取り組んでいる。
 
■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】 -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) 無し (6) 住宅系計画・設計

(7) 無し (8) 無し (9) その他

【技術者数】 20名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 3名 一級建築士 15名 RCCM 0名 土地区画整理士 0名 再開発プランナー 3名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 佐藤  維   一級建築士   　　　　　京都大学工学部建築学科   昭56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)建築企画、計画、設計、監理、診断　　　　　　　　(2)建設・維持管理マネジメント

【都市再開発部門責任者名】 有阪貴之 技術士／1級建築士 武蔵工業大学工学部建築学科 平6年

【土地区画整理部門責任者名】 有阪貴之 技術士／1級建築士 武蔵工業大学工学部建築学科 平6年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
佐藤  維 市街地再開発事業の構想・計画/単体建築物の企画・設計・監理
  京都大学工学部建築学科 昭56 ・三軒茶屋・太子堂四丁目地区第一種市街地再開発事業施設設計業務
  一級建築士

杉山　浩二 市街地再開発事業の構想・計画・コーディネート/中心市街地活性化等まちづくり構想・
  東京理科大学大学院工学研究科 平4 計画・コーディネート/単体建築物の企画・設計・監理
  再開発プランナー ・既存ストックを活用した事業化における建物基本計画作成等業務
  一級建築士

有阪　貴之 市街地再開発事業の構想・計画・コーディネート/中心市街地活性化等まちづくり構想・
  武蔵工業大学工学部建築学科 平6 計画・コーディネート/単体建築物の企画・設計・監理
  技術士 ・篠崎駅西口公益複合施設設計･監理業務
  一級建築士

田中　淳也 市街地再開発事業の構想・計画・コーディネート/中心市街地活性化等まちづくり構想・
  青山学院大学 国際政治学科 平10 計画・コーディネート
  再開発プランナー ・南石堂町A地区まちづくり総合コンサルタント業務

亀井　誠一 市街地再開発事業の構想・計画・コーディネート/中心市街地活性化等まちづくり構想・
  東洋大学大学院経済学研究科 平26 計画・コーディネート/PFI･PPP
  ・中町第２-２地区周辺整備に係るコーディネート等業務

角田　崇一郎 市街地再開発事業の構想・計画・コーディネート/中心市街地活性化等まちづくり構想・
  東京工業大学大学院社会理工学研究科 平22 計画・コーディネート
  再開発プランナー ・平河町二丁目東部地区地区計画策定調査業務
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

広島県 広島圏都市計画地区計画変更等に関する資料作成業務 1 平23
再開発等促進区を定める地区計画区域内に計画されている施設整備に際し必要となる資料作成及び地区計画変更手続きに関す
る関係官署等との協議資料及び調整等業務。

某民間会社 静岡呉服町第一地区市街地再開発事業都市計画決定資料作成業務 1 平20
再開発事業に係る都市計画決定に向けた施設計画検討及び都市計画手続きに関する検討及び資料作成･調整業務。

東京都再開発事務所 北新宿地区都市計画等検討業務 1 平13
東京都施行北新宿地区第二種市街地再開発事業の都市計画変更に向けて、施設計画の検討、及び、都市計画変更手続きに
関する各種サポート業務を担当。

東京都千代田区 平河町二丁目東部地区地区計画策定調査業務 1 平23
地区整備計画案の複数案検討及び評価、意見交換会等の開催に際する手法等の検討業務。

神奈川県平塚市 平塚駅西口周辺地区市街地再開発事業基本計画 1 平16
平塚駅西口を中心とする地区(区域面積7.7ha)の各種調査を行い、各整備方針等、今後の平塚駅西口周辺地区の整備、再開発
方針作成業務。

新潟駅南口第二地区市街地再開発組合 新潟駅南口第二地区市街地再開発事業総合コンサルタント業務 2 平21
再開発事業における施設計画、資金計画、権利変換計画、事業スケジュール等の調整等の再開発事業総合コンサルタント業務。

東京都新都市建設公社 稲城長沼駅周辺地区水路修景検討業務 3 平18
土地区画整理事業で計画されている主要道路沿道における水路を活用した景観まちづくりの検討業務。

南石堂町商店街振興組合 南石堂町A地区まちづくり総合コンサルタント業務 9 平21
まちづくり協議会の設立・運営サポート、並びにまちづくり事業の計画立案業務。住民参加型ワークショップの企画・運営も
担当している。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

東京都千代田区 神田駿河台地域まちづくり構想策定調査業務 2 平24

東京都千代田区 秋葉原駅付近地区現況調査等業務 2 平21

東京都千代田区 佐久間町一丁目地区整備計画等策定支援業務 2 平20

東京都千代田区 飯田橋清掃車庫周辺街区整備計画策定調査業務 2 平19

東京都千代田区 秋葉原駅東口広場南側地区整備構想策定業務 2 平18

神奈川県厚木市 中町第２-２地区周辺整備に係るコーディネート等業務 2 平22

神奈川県平塚市 平塚駅西口西街区Ａ地区再開発事業推進業務 2 平17

新潟県新潟市 新潟駅南口第二地区市街地再開発事業推進計画策定調査業務 2 平12

静岡県沼津市 沼津市大手町地区第一種市街地再開発事業基本設計業務 2 平13

山梨県上野原町 上野原駅及び駅周辺整備計画作成業務 2 平16

静岡県 沼津駅北拠点施設整備基本構想策定業務 2 平19

都市再生機構東京都心支社 市街地住宅共同建替えに係る設計条件等検討資料作成業務 6 平20

都市再生機構東京都心支社 市街地住宅共同建替えに係る従後建物基本計画検討資料等作成業務 6 平21

都市再生機構神奈川地域支社 既存ストックを活用した事業化における建物基本計画作成等業務 6 平21

都市再生機構神奈川地域支社 鶴見駅東口地区市街地再開発事業施設建築物基本設計業務 2 平15

静岡呉服町第一地区市街地再開発準備組合静岡呉服町第一地区市街地再開発事業に伴う施設建築物基本設計業務 6 平21

鶴ヶ峰駅南口地区市街地再開発準備組合 鶴ヶ峰駅南口地区第一種市街地再開発事業基本設計業務 2 平14

新潟駅南口第二地区市街地再開発準備組合新潟駅南口第二地区市街地再開発事業基本設計 2 平14

東京都再開発事務所 北新宿地区第一街区修正基本計画図書作成 2 平14

東京都再開発事務所 北新宿地区都市計画図書作成業務 1 平14

東京都再開発事務所 北新宿地区事業計画変更図書作成業務 2 平14

某民間会社 古町通５番町地区優良建築物等整備事業コーディネーﾄ業務 2 平18

某民間会社 西堀通６番町地区優良建築物等整備事業基本設計業務 2 平17

水戸市商業・駐車場公社 南町二丁目第一地区都市再開発素案策定業務 2 平13


