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■概要 設立 昭和24年12月15日  資本金 16億7,378万円　全役職員数909名 (うち技術系 279名)

【代表者】代表取締役社長　小川　紀一朗

【役員】 （取締役副社長）河村　和夫（取締役）宮武　孝誠 （取締役）齊藤　和也 （取締役）吉川　智彦

 （取締役）田仲　文郎 （常勤監査役）柴　泰伸 （監査役）遠藤　元一 （監査役）藤田　　裕

【登録】 建設コンサルタント登録 建21第29号(平成21年10月01日)   

一級建築士事務所登録 大阪府（ホ）第15172号、神奈川県　第16310号

補償コンサルタント登録 補21第2000    測量業者登録 第(14)-60号

地質調査業者登録 質24第341号         土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 環2003-1-591

【所属団体】 建設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／日本環境アセスメント協会

【本社以外の事業所】

 新宿本社　　　　　　　東京都新宿区　　　　03-3348-2281　　　　本社営業部　　　　　　東京都新宿区　　　　03-5909-4181

首都圏営業部　  　　　神奈川県川崎市　　　044-967-6410　　　　土壌・水環境事業部　　神奈川県川崎市　　　044-967-6290

盛岡支店　  　　　　　岩手県盛岡市　　　　019-604-3880　　　　仙台支店　　　　　　　宮城県仙台市　　　　022-216-3553

福島支店　　　　　　　福島県福島市　　　　024-521-2841　　　　北関東支店　　　　　　群馬県前橋市　　　　027-253-3353　

千葉支店　　　　　　　千葉県千葉市　　　　043-245-9520　　　　埼玉支店　　　　　　　埼玉県さいたま市　　048-833-8444　

神奈川支店　　　　　　神奈川県川崎市　　　044-967-6400　　　　静岡支店　　　　　　　静岡県静岡市　　　　054-286-3420　

名古屋支店　　　　　　愛知県名古屋市　　　052-919-0155　　　　岐阜支店　　　　　　　岐阜県岐阜市　　　　058-278-3033　

北陸支店　　　　　　　富山県富山市　　　　076-421-7500　　　　大阪支店　　　　　　　大阪府大阪市　　　　06-4801-2230

京都支店　　　　　　　京都府京都市　　  　075-254-0447　　　　神戸支店　　　　　　　兵庫県神戸市　　　　078-230-0950　

広島支店　　　　　　　広島県広島市　　　　082-568-8211　　　　四国支店　　　　　　　香川県高松市　　　　087-823-5555

福岡支店　　　　　　　福岡県福岡市　　　　092-441-1480

札幌営業所 札幌市 011-281-3935／青森営業所 青森市 017-728-8871／釜石営業所 釜石市 0193-31-1277／気仙沼営業所 気仙沼市

0226-21-5755／秋田営業所 秋田市 018-888-3955／山形営業所 天童市　023-655-5774／郡山営業所 郡山市 024-925-0318／水戸営

業所 水戸市 029-224-0128／宇都宮営業所 宇都宮市 028-614-3213／新潟営業所 新潟市 025-243-3246／福井営業所 福井市 0776-

29-7007／長野営業所 長野市 026-226-4750／恵那営業所 恵那市 0573-26-1173／三重営業所 津市 059-213-3186／奈良営業所 奈

良市 0742-30-3225／滋賀営業所 大津市 077-526-8098／和歌山営業所 和歌山市 073-402-0211／出雲営業所 出雲市 0853-23-7401

／山口営業所 山口市 083-923-7474／岡山営業所 岡山市 086-232-1406／徳島営業所 徳島市 088-656-5686／松山営業所 松山市

089-945-0757／高知営業所 高知市 088-882-9842／佐賀営業所 佐賀市 0952-27-5690／長崎営業所 長崎市 095-821-4481／熊本営

業所 熊本市 096-382-1591／鹿児島営業所 鹿児島市 099-226-5661／沖縄営業所 那覇市 098-863-0687
  
■特徴・特色・業務内容

AASグループは、自社で保有する最新鋭の航空機とセンサによる空間情報の収集・解析から、活用方法の提案や事業実施プラン策定

までのサービスを提供し、安全・安心な社会基盤の維持管理・更新・構築を通じて、人々の豊な暮らしの創造に貢献して参ります。
 
■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】 147件 843百万円

【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】 13名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001：2008全社

【有資格者数】 技術士 3名 一級建築士 2名 RCCM 9名 土地区画整理士 7名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 6名

【管理技術者】 袴田 敏雄   技術士／土地区画整理士   　　　　　日本大学理工学部土木工学   昭51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)航空写真測量及び地形図作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)リモートセンシング

(3)地理情報管理（各種行政支援、防災等各種情報管理システム他）　　　(4)固定資産関連業務（電力施設、上下水道、道路他）

(5)施設情報管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6)環境調査及びアセスメント

(7)地質調査・水文調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(8)建設コンサルタント（河川・砂防及び海岸・海洋、道路、上水道及び工業用水道、下水道、造園、港湾及び空港、土質及び基

礎、農業土木、鋼構造及びコンクリート、建設環境、森林土木、地質）

【建ｺﾝ部門責任者名】 前田　禎 技術士（総監/建設－河川、砂防及び海岸・

九州大学 昭56年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
袴田　敏雄 自治体の都市計画関連業務（都市計画マスタープラン策定、まちづくり計画、都市計
  日本大学理工学部土木工学科 昭51 画基礎調査、景観計画、住宅ストック活用計画策定等）、土地区画整理事業に関わる
  技術士（都市及び地方計画）/土地区画整理士等 業務全般の実績を保有

佐藤　隆 自治体の都市計画関連業務（まちづくり計画、都市計画基礎調査、緑の基本計画策定
  宮崎大学農学部農業工学科 昭56 等）、公園整備計画、公園施設保全計画、農業振興地域整備計画、土地区画整理事業
  技術士（総合技術監理/都市及び地方計画等） に関わる業務全般の実績を保有

塚本　吉雄 公園・緑地計画、樹木調査、エコロジカル・ネットワーク形成の促進検討、環境影響
  静岡大学農学部林学科 昭50 評価、バイオマス施設計画などの業務実績を保有
  技術士（総合技術監理/都市及び地方計画等）
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

岩手県久慈市 久慈市防災公園整備事業測量調査・基本設計業務委託 1 平25
東日本大震災における久慈市の役割を踏まえ、久慈市が県北地区における広域的防災拠点として機能する防災施設整備を目的と
して、防災公園(約30ｈａ)の空中写真図化、地表地質調査解析および基本設計を行ったものである。計画地が地すべり地形で
あることから、地質踏査を行い地形に合わせた基本計画を行った。また、代表地点の地質調査を基に地盤対策工を立案し、学
識経験者より地盤対策および平面計画案に対する助言を得た上で、対策工の基本方針を決定した。計画に際しては、防災機能
として必要な面積を確保するとともに、市民が憩える広場としての機能も考慮した。なお、都市計画決定や事業認可の資料作成
を行った。

岩手県釜石市 釜石市都市計画マスタープラン策定業務委託 1 平25
平成２３年度に策定された「スクラムかまいし復興プラン」を上位計画に位置づけ、平成２２年度に改訂作業を進めていた
「釜石市都市計画マスタープラン」について、今後の都市づくりの長期指標となる新たなマスタープランを策定することを目的
に、東日本大震災後の本市を取り巻く変化を踏まえた見直しを行った。

宮城県東松島市 平成２４年度東松島市復興まちづくり土地利用基本計画策定業務 1 平25
「津波防災区域（災害危険区域）」及び防災集団移転跡地について、被災後の都市の現状を踏まえ、復興を推進する開発構
想や整備計画の検討を行い、復興まちづくり事業及び防災計画等と整合が図られた土地利用計画を策定した。

宮城県気仙沼市 赤岩港水産加工団地調査測量設計業務 2 平24
津波復興拠点整備事業（Ａ＝２０ｈａ）における現地測量、用地測量、補償調査、地質調査及び造成等設計を実施した。造成等
設計にあたっては、各種調査に基づき造成条件を整理するとともに、軟弱地盤を有することから解析に必要な調査を実施した。
復興交付金による事業を進めることから、交付金申請における事業計画書の作成支援、都市計画決定並びに都市計画事業認可申請
の図書を行った。Ｌ２対応の敷地造成高を設定するために、津波シミュレーションを実施し浸水深を検証した。

仙台市都市整備局公共建築部 仙台市鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業民間活用用地造成測量実施設計業務委託4 平24
市営住宅の再整備により生じる民間活用用地に対して、造成実施設計（Ａ＝６ｈａ）、道路（交差点）詳細設計及び都市計画法
開発行為に係わる許認可申請業務を行った。造成実施設計に際しては、段階施工を前提とした設計とともに、ランドスケープ
の見地に立った造成実施設計を実施した。道路詳細設計に関しては、交差点を新設することから、交差点協議を実施した。開発行
為に関しては、都市計画法第３４条の２に基づく、手続きによる開発許可を取得した。

鹿児島県姶良市 姶良市都市計画マスタープラン策定業務委託 2 平24
平成22年3月に3町合併後、近年の社会・経済情勢の変化や市街化の進展、都市基盤施設の整備、住民意向等を十分に把握し、新
市における今後の都市づくりの基本的な方向性を示す都市計画マスタープランを策定した。

千葉県旭市 平成２３年度総合計画・後期基本計画策定支援業務委託 2 平23
総合計画の基礎調査を踏まえ、復興計画等と連携した後期基本計画(計画期間：平成24～28年度)」の策定を行った。被災後
も含めた基礎調査の見直し、審議会の支援、各課ヒアリング、市長ヒアリング、人口推計、財政フレーム、市民意識調査、地区
懇談会等の実施・分析を行った。さらに、前期基本計画の成果を検証すると共に、各施策の目標設定(成果指標)を示すことで、
震災からの復興と将来都市像を示す今後5年間の取り組みの方針・事業内容のとりまとめを行った。

千葉県松戸市 土地利用課題検討調査業務委託 1 平23
市全域を対象に、区域区分、用途地域、その他の地域地区等の決定・見直しなど、都市計画の検討に向けた基礎的資料を作成
する為、土地利用全般に係わる課題や将来の方向性について検討を行った。土地利用の課題検討地区を「市街化調整区域」
と「用途地域」で設定し、それぞれの地区について、土地・建物の利用実態や課題、将来像の方向性などを整理し、用途地
域や区域区分等の見直しの必要性・可能性の検討を行った。又、松戸市の用途指定基準(案)、市街化調整区域における地区計
画運用基準(案)の検討を行った。

群馬県佐波郡玉村町 玉村町都市計画マスタープラン改定業務 平23
東毛広域幹線道路、スマートＩＣ等の大規模な交通施設整備を踏まえた計画策定を検討し、隣接する前橋市、高崎市等の関連
計画や施設・交通基盤等の連携の可能性も踏まえた計画づくりを検討した。また、より分かりやすく開かれた町民との協働
による計画づくりを目指し、住民懇談会やパブリックコメントだけではなく、小学生から将来の玉村町をイメージした絵画
コンクールを実施した。さらに、総合計画の成果指標を活用した事業の進捗度について、計画を経年管理できる仕組みづくりを
行った。

千葉県旭市 旭市総合計画・後期基本計画策定支援業務 1 平22
平成19年3月に新旭市として策定した「総合計画(基本構想・前期基本計画)」を踏まえて、「後期基本計画(計画期間：平成
24～平成28年度)」の基礎調査を行った。又、前期基本計画の評価や改善点、今後の旭市としてまちづくりに対する意見や課
題、施策方針などの取りまとめを行った。

神奈川県藤沢市 平成22年度 藤沢市公園施設長寿命化計画策定業務 5 平22
既存ストックの長寿命化を図るとともに計画的な修繕・改築・更新を行うための点検調査、計画策定・検討を行った。又、
Webで閲覧可能な公園台帳システムを構築し、長寿命化計画に必要な点検結果等のデータをインポートした。長寿命化対策の
検討では、基本方針の検討、緊急度の判定、修繕及び消耗部材の交換計画検討、LCC算出を行い、長寿命化計画を策定した。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

岩手県久慈市 久慈市防災公園整備事業測量調査・基本設計業務委託 1 平25

岩手県釜石市 釜石市都市計画マスタープラン策定業務委託 1 平25

宮城県東松島市 平成２４年度東松島市復興まちづくり土地利用基本計画策定業務 1 平25

宮城県気仙沼市 赤岩港水産加工団地調査測量設計業務 2 平24

仙台市都市整備局公共建築部 仙台市鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業民間活用用地造成測量実施設計

業務 4 平24

鹿児島県姶良市 姶良市都市計画マスタープラン策定業務委託 2 平24

千葉県旭市 平成２３年度総合計画・後期基本計画策定支援業務委託 2 平23

千葉県松戸市 土地利用課題検討調査業務委託 1 平23

群馬県佐波郡玉村町 玉村町都市計画マスタープラン改定業務 2 平23

千葉県匝瑳市 都市計画マスタープラン策定業務 1 平22

千葉県旭市 旭市総合計画・後期基本計画策定支援業務委託 1 平22

鹿児島県鹿屋市 都市公園施設長寿命化計画策定業務委託 5 平22

静岡県 H21伊東、熱海都市計画区域　都市基本計画策定業務 5 平21

埼玉県本庄市 本庄市児玉都市計画検討資料作成業務 1 平21

京都府京田辺市 三山木地区実施計画等変更業務 1 平21

埼玉県戸田市 新曽第二地区仮換地及び画地確定測量修正業務 2 平21

神奈川県秦野市 H20秦野市IC等周辺土地利用構想策定業務 2 平20

静岡県浜松市 H20浜松都市計画区域　都市基本計画策定業務 1 平20


