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■概要 設立 昭和42年9月  資本金 1億円　全役職員数795名 (うち技術系 729名)

【代表者】取締役会長　六鹿　正治　　　　代表取締役社長　千鳥　義典　　　　　

【役員】 （取・副社長執）田代 太一（取・副社長執）佐藤 信孝（取・専執）長堀 嘉一 （取・専執）福田 卓司

 （取・常執）岡田 洋司 （取・常執）加藤 彰一 （執）大塚 正宏 （執）三塩 達也

 （執）三井 雅貴 （執）古賀 大

【登録】 建設コンサルタント登録　建21第1457号(平成21年10月01日)／一級建築士事務所登録　東京都第6892号

【所属団体】 日本建築学会/再開発コーディネーター協会

【本社以外の事業所】

 札幌支社　札幌市　050-3139-7200　　中部支社　名古屋市　050-3139-7300　　関西支社　大阪市　050-3139-7400

九州支社　福岡市　050-3139-7500　　横浜事務所　　東北事務所
  
■特徴・特色・業務内容

都市計画部門を備えた総合建築事務所であり、都市計画部門は創立当初からの歴史と豊富な実績を持っている。都市計画、再開発

事業、環境アセスメント、ランドスケープ、土木設計の専門家を有して各種の計画策定業務からプロジェクト型都市計画の策定、

都市デザイン計画設計を行なっている。特に、再開発事業コンサル業務については我国屈指の実績を持つ。
 
■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) その他

【技術者数】 74名 【品質管理に係わる特記事項】 2000年　ISO14001認証取得

【有資格者数】 技術士 34名 一級建築士 435名 RCCM 0名 土地区画整理士 1名 再開発プランナー 31名

 RLA 1名 博士 0名

【管理技術者】 岩永　敬造   技術士   　　　　　信州大院工学   平02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】

 建築設計・監理、ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ・土木設計、ﾊﾞﾘｭｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・PM/CM、環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、環境ｱｾｽﾒﾝﾄ、海外ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

【土地区画整理部門責任者名】 上岡　良司 土地区画整理士 高崎経済大学経済学部 昭62年

【都市再開発部門責任者名】 高橋　恵子 再開発プランナー 東京工業大学工学部社会工学科 平05年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
堀田　善治 立体道路制度活用の環2二種再開発（初動期から事業まで）、大規模跡地開発（品川駅
  横浜国大工学部・建築学科 昭48 東口一連の都市計画）、五反田・大崎地区（一連の再開発まちづくり）、赤坂一丁目街
  一級建築士/再開発プランナー 区再編型まちづくり、品川駅南地域まちづくり構想・ビジョン策定等。

岩永　敬造 街づくり基本構想、地区計画、プロジェクト型都市計画。大崎・東五反田地区、東雲一
  信州大学大学院・工学研究科 平02 丁目地区、霞が関三丁目南地区、札幌市北2西4地区、葛飾区新宿六丁目地区、沖縄基地
  技術士建設部門 返還跡地コンペ、東静岡駅都市デザインコンペなど。

井上　弘一 地区計画から大規模市街地整備計画（特街、促進区、都市再生特区）までの幅広い都市
  工学院大学大学院・工学研究科 昭60 計画コンサルティング、景観計画の策定など。コレド日本橋、日本橋三井タワー、京橋
  技術士建設部門 三丁目、日本橋室町三丁目、日本橋本町二丁目、月島地区街並み誘導型地区計画。

田島　泰 低炭素まちづくり計画策定、TMO設立に関する事業計画、都市基盤施設の計画・設計等
  東京大学・工学部・建築学科 昭59 都市づくり初期段階の企画立案からマネジメント業務。
  技術士建設部門/一級建築士 みなとみらい21地区、多摩ニュータウン等の一連の都市づくりに関わる。

佐野　洋 都市計画マスタープラン、地区計画等の計画策定、市街地整備計画、プロジェクトマネ
  神戸大学大学院・工学研究科 昭61 ジメントなど。赤坂一丁目地区再開発計画、虎ノ門二丁目開発計画、麹町地区地区計画、
  一級建築士 東京都市構造基礎調査等。

安田　功 都市開発における実現化戦略づくり、都市計画コンサルティング（特区・促進区等）。
  北海道大学大学院・建築工学 昭63 東五反田エリア、品川駅東口、目黒駅前、梅田一丁目エリア。
  再開発プランナー

松本　光史 地区計画等の策定（日本橋二丁目、横浜北仲北、南池袋二、月島等）、都市計画マス
  広島大学大学院・工学研究科 平08 タープラン・中心市街地活性化基本計画の策定（広島府中、武蔵野等）、市街地再開発
  技術士建設部門/一級建築士/再開発プランナー 事業（浦和第四、本八幡A等）等。

水谷　宏杉 マスタープラン、土地利用・都市施設等の都市計画、市街地整備計画、都市環境・景観
  コロンビア大学大学院・建築都市デザイン 平12 計画など。羽田空港跡地計画、芝浦水再生センター上部利用都市計画等。
  一級建築士

田中　健介 プロジェクト型都市計画、市街地整備計画、地域・地区MP計画等、霞が関三丁目南地区
  東京大学大学院・工学研究科・都市工学 平13 地区計画、北仲通北地区地区計画、神田淡路町周辺地区地区計画、広島県府中市まちづ
  技術士建設部門 くり、JR松山駅前地区低炭素まちづくり計画等。

高田　真 都市計画、景観計画、エリアマネジメント等。
  東京工業大学大学院・社会工学専攻 平16 文京区春日・後楽園駅前地区再開発に係る都市計画、大崎駅周辺景観重点地区検討、隅
  技術士建設部門 田川水辺活性化検討。



都市計画コンサルタント協会
 

 
 
■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

民間会社 八重洲一丁目北地区再開発計画 コンサルタント業務 　2  H24

再開発準備組合 八重洲二丁目北街区再開発　基本計画作成業務 　2  H24

民間会社 豊洲用地開発における事業化検討・調査 　2  H24

松山市 松山駅周辺先導的都市環境形成計画策定業務 　1  H24

品川区 大崎駅周辺地区　景観計画検討業務 　3  H24

品川区 品川駅南地域周辺　まちづくりビジョン策定業務 　1  H24

東京都 築地地区まちづくり調査・検討業務 　1  H24

市街地再開発組合 赤坂一丁目地区市街地再開発事業　事業コンサルタント業務等 　2  H24

市街地再開発組合 武蔵小杉駅南口地区西街区市街地再開発事業　総合コーディネート業務等 　2  H24

民間会社 千住大橋プロジェクト　都市計画関連業務 　1  H24

民間会社 名古屋市栄地区　都市再生ビジョン策定等支援業務 　2  H24

再開発準備組合 日本橋二丁目地区再開発　都市計画関連業務 　2  H23

民間会社 福岡市祇園町土地区画整理事業コンサルタント業務 　2  H23

東京都 芝浦水再生センター地区　都市計画関連調査業務 　1  H23

独立行政法人　都市再生機構 虎ノ門二丁目地区市街地再開発事業に係る基本構想検討業務 　1  H23

独立行政法人　都市再生機構 環状２号線虎ノ門・愛宕地区　事業化推進方策検討調査 　1  H23

長崎市 長崎駅周辺　低炭素型まちづくり計画策定業務 　1  H23

地元協議会 品川駅南地域　まちづくり構想策定業務 　9  H23

東京都 都市計画区域MP改定に関する調査業務 　1  H23

品川区 品川駅南地域（品川浦周辺地区）　整備の方向性検討業務委託 　1  H23

岩手県釜石市 東部地区商業集積エリア活用検討業務 　2  H23

市街地再開発組合 ひぐらしの里北地区市街地再開事業　事業コーディネート業務等 　2  H22

民間会社 環状第二号線Ⅲ街区　事業計画・管理処分計画変更業務 　2  H22

千代田区 霞が関周辺地区　地区計画策定調査業務 　1  H22

独立行政法人　都市再生機構 日本橋・東京駅前地区　都市再生推進方策検討業務 　2  H21

大田区 羽田空港跡地　整備計画案策定業務 　1  H21

独立行政法人　都市再生機構 大手町二丁目地区再開発基本計画作成業務（都市計画） 　1  H21

市街地再開発組合 ひぐらしの里中央地区市街地再開発事業　事業支援業務 　2  H20

千代田区 麹町地区　地区計画策定調査業務 　1  H20

民間会社 京橋三丁目第１地区（東京スクエアガーデン）　都市計画 　1  H20

再開発準備組合 目黒駅前地区再開発　都市計画関連業務・基本計画業務 　1  H20

再開発準備組合 八重洲一丁目東地区再開発　事業推進・都市計画コンサルタント業務 　2  H20

民間会社 北２条西４丁目計画（都市計画） 　1  H19

民間会社 武蔵村山市　学園四丁目地区地区計画、開発変更申請など業務 　6  H18

民間会社 北仲通北地区デザインガイドライン（基本方針編）作成業務 　3  H18

民間会社 神田淡路町周辺地区　地区計画策定業務 　1  H18

市街地再開発組合 浦和駅西口南第四地区再開発事業　権利変換計画・事業計画変更業務 　2  H17

独立行政法人　都市再生機構 葛飾区新宿六丁目地区　地区整備計画・デザインガイドライン作成業務 　1  H17

独立行政法人　都市再生機構 北品川五丁目第１地区再開発　都市計画及び施設基本計画策定業務 　1  H17

独立行政法人　都市再生機構 大崎駅周辺　都市再生緊急整備地域まちづくり連絡会等運営等業務 　1  H17

独立行政法人　都市再生機構 日本橋・東京駅前地区　都市再生推進方策検討業務 　2  H17

都市基盤整備公団　土地有効利用事業本部品川区上大崎三丁目地区再開発検討調査 　2  H16

民間会社 北仲通北地区都市計画推進業務 　2  H16

千代田区 三番町地区　地区計画検討業務 　1  H16

民間会社 芝浦・港南地区　住宅市街地整備総合支援事業（変更）にかかわる業務 　2  H15

都市基盤整備公団 東五反田二丁目第２地区都市計画関連及び施設基本計画策定業務 　2  H15

民間会社 赤坂一丁目開発（敷地整除型土地区画整理事業） 　2  H15

民間会社 首都心における街区再編制度案の可能性検討調査 　8  H14

広島県府中市 府中市都市計画マスタープラン見直し検討業務 　1  H13

市街地再開発組合 代官山地区市街地再開発事業に係るコンサルタント業務 　2  H13

中央区等 中央区月島地区まちづくり（街並み誘導型地区計画等一連の調査・計画） 　1  H13

民間会社 日本橋室町二丁目地区特定街区（日本橋三井タワー） 　1  H11

民間会社 日本橋一丁目地区特定街区（コレド日本橋） 　1  H11


