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■概要 設立 昭和45年9月  資本金 4500万円　全役職員数189名 (うち技術系 146名)

【代表者】代表取締役社長　松崎  由美子

【役員】 (取副社)山口   明 (取副社)西  建吾 (常取) 柴崎  　努 (取) 佐藤  義信

     (取)三角  禎夫     (取)鳥飼　  修   (取) 内藤  芳治 (取) 池田 正夫

     (取)松崎   明毅

【登録】 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ建21第1530号/補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ補21第649号/測量業 第(11)3611号/一級建築士事務所  東京都  第48008号

【所属団体】 日本都市計画学会/街づくり区画整理協会 /日本河川協会 /日本交通計画協会 /区画整理促進機構/都市計画協会/　

全日本土地区画整理士会/全国市街地再開発協会/その他

【本社以外の事業所】

 関西支店　　  大阪府大阪市      06-6567-1718　　　　茨城支店　　  茨城県守谷市      0297-45-2971　　　　    

埼玉支店　　  埼玉県さいたま市  048-648-9993        東北支店　　  福島県福島市      024-536-1678        

千葉支店　　  千葉県千葉市　    043-233-7711　           
  
■特徴・特色・業務内容

「一歩未来（あした）のまちを見る」をキーワードに、自然との融合、そして調和、日本の、地球の美しさに包まれたまちづくり

を目指す、都市計画総合コンサルタント会社として社会貢献を目指しています。

人々がふるさととして誇れる｢まちづくり｣を目指し､魅力あるまちづくりを提案する創造企業です｡
 
■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】 324件 1,911百万円

【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】 69名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 10名 一級建築士 2名 RCCM 11名 土地区画整理士 60名 再開発プランナー 1名

 RLA 0名 博士 1名

【管理技術者】 永井  康昌   技術士   　　　　　東京教育大学農業工学科   昭39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)道路部門        (2)下水道部門        (3)測量全般        (4)補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ        (5)一級建築士事務所

【道路部門責任者名】 箕輪   章 一級土木施工管理技士､技術士補､RCCM 大阪工業大工学部土木工学科 昭55年

【下水道部門責任者名】 高梨   哲彦 技術士(上下水道部門) 東北大学工学部土木工学科 昭47年

【測量全般部門責任者名】 三角　禎夫 測量士 国土建設学院測量学科 昭46年

【補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ部門責任者名】

須藤　良一 補償業務管理士(土地調査部門) 東北測量専門学校測量学科 昭60年

【一級建築士事務所部門責任者名】清水  貞彦 一級建築士 日本大学工学部建築学科 昭34年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
西　　建吾 建設省都市局都市計画課都市交通調査室長､埼玉県住宅都市部新都心建設局長
  東京大学 都市工学科 昭41 建設省都市局区画整理課長
  技術士 建設部門(都市計画及び地方計画) 石川県土木部長､石川県審議監
  東京大学博士号(工学)取得 財団法人 区画整理促進機構 専務理事､財団法人 都市計画協会 専務理事を歴任

佐藤　　義信 東京臨海部の開発者負担のﾙｰﾙ及び大街区方式土地区画整理事業の構築、また、宅鉄
  建設大学校  測量設計学科 昭47 法にかかる事業実施のﾏﾆｭｱﾙ作成（常磐新線沿線開発）等に委員会を通じて参画､更
  測量士／土地区整理士 に阪神淡路大震災時には、芦屋中央地区、東部新都心地区の速やかな復興計画策定
  技術士 建設部門(都市計画及び地方計画) に係わり､その他、多くのまちづくりに関与し、平成22年末「区画整理功労賞」受賞

内藤　　芳治 市街地の土地区画整理事業を主軸に従事し、柔軟な区画整理の有り方やｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒ
  日本大学 理工学部建築学科 昭54 ﾝﾄ等について、多方面での地元・行政等への期待に応える。特に、江戸川区において
  土地区画整理士 小規模連鎖型土地区画整理事業の構築と住民等の合意形成支援を実施し事業の成果を
  得ている。よって、国土交通大臣から「平成21年土地活用モデル大賞」表彰を受ける。

二階堂　　徳雄 都市計画分野全般で約30年の業務実績。関東から東北福島仙台まで、幅広い地域におい
  東洋大学 工学部土木工学科 昭53 てまちづくりに貢献している。
  土地区画整理士 また、草加都市計画事業住宅街区整備事業の草分けとして担当した。
  技術士 建設部門(都市計画及び地方計画) 土地区画整理事業地区の掘り起こしから事業完了までの全般業務に係わっている｡
  一級土木施工管理技士

加藤  研 都市農地の土地利用計画案の策定及び事業化検討、地区開発の企画提案または立地支
  千葉工業大学 建築学科 昭61 援業務等にも精通し、特にワークショップによる合意形成やパブコメなどの分析にも
  RCCM(都市計画及び地方計画) 精通。都市計画区域、区域区分、地域地区、都市マス、地区計画、防災計画、
  公共事業景観ガイドラインや景観計画･景観条例等の作成

野邊  孝男 関西学園都市木津中央地区の事業や木津駅前開発に係わるなど都市計画分野の技術
  大阪工業大学 建築工学科 平1 者として、基本計画、事業計画策定に係わる。また、阪神･淡路大震災時には、被災
  土地区画整理士／技術士補 建設部門 市街地復興特別措置法に伴う被災市街地復興基本計画（芦屋中央地区）を策定。
  さらに、公共事業による低炭素社会の構築を目指し、地域･社会貢献を目指している。
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

埼玉県杉戸県土整備事務所 街路整備工事(東武動物公園駅東口通り線整備検討業務委託) 2 H21
まちづくりプラン作成､整備方策の検討､関係機関との協議資料作成       報告書とりまとめ

東京都江戸川区 篠崎公園地区まちづくり事業計画等策定委託 1 H21
まちづくり事業の再検討､概換地設計の修正､まちづくりルールの策定

千葉県船橋市 再評価図書作成業務委託 9 H21
事業再評価一式
(街路･区画整理事業･事業見直し)

埼玉県川越市 新河岸駅周辺地区まちづくり交付金導入検討調査業務委託(その2) 9 H21
費用便益分析報告書作成一式

東京都都市整備局 広域的地域活性化基盤整備計画策定調査委託 2 H20
広域的地域活性化
基盤整備計画(案)の作成

栃木県足利市 山辺南部第二土地区画整理事業見直し調査業務委託 2 H20
調査地区39.4ha
事業資料の収集･現地調査
事業見直し方針の検討

独立行政法人都市再生機構 石岡駅周辺おける整備基方針策定に係る検討支援業務 2 H20
石岡駅周辺における基礎的条件の整理
駅前大規模低未利用地の活用にかかる事業スキーム検討資料支援及び民間事業者への提案資料作成
石岡駅周辺地区に関する整備方針の検討

福島県伊達市 伊達市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定業務委託 8 H20
地域別構想の設定
実現化方策の検討
全体構想補正､庁内合意形成

神奈川県鎌倉市 平成19年度鎌倉駅西口周辺地区整備計画等策定業務委託 4 H19
駅前広場基本計画案の検討､共同化事業の支援業務
市役所前交差点段階的整備の検討､市民参加の推進
鎌倉駅周辺地区の景観検討

茨城県つくばまちづくりｾﾝﾀｰ 19国補街路第16-137-0-053号 直接施行補助業務委託 9 H19
直接施行の準備検討一式
実施計画書等の作成一式
業務計画書の作成一式

神奈川県愛川町 平成19年度愛川町都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ見直し業務委託 8 H19
都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ原案(案)の見直し検討､庁内合意形成､管理･運営計画の見直し･原案の作成､決定図書の作成
町都市計画の説明資料及び結果伴う国県関係調査資料の作成
町･都市計画地方審議会開催に伴う資料の作成､その他

埼玉県草加市 新田駅西口地区まちづくり事業計画書(案)等作成業務委託 2 H19
事業計画書･実施計画書(案)作成
都市計画決定(案)資料作成
権利調査､不動産鑑定m､事業啓発､意向調査

財団法人 公共用地補償機構 H19用地に関する課題分析業務(総合的な生活再建等の施検討)の補助業務 6 H19
権利者としての代替地等の整備事業
農住一帯型移転代替置等の整備事業

国土交通省関東地方整備局 H18栗橋地区高規格堤防検討業務 9 H18
ｽｰﾊﾟｰ堤防区域の検討､転出に伴う税制検討
関係機関との協議､ﾊﾟｰｽ作成�権利調査､実態調査､地元協議会との運営､今後の事業の進め､報告書作成

財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 平成18年度大橋川沿川整備資料整理業務 2 H18
大橋川まちづくり計画案の検討に資するための資料収集･整理

独立行政法人都市再生機構 土地有効利用事業に係る湊二丁目地区土地区画整理推進計画等策定調査 1 H17
調査地区  湊二丁目東地区約1.8ha

埼玉県幸手市 幸手駅西口地区土地区画整理事業推進整備計画作成業務委託(その2) 1 H17
事業啓発        権利査調査､(736筆､362棟)　　暫定換地設計14.4ha

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

(社)全日本土地区画整理士会 密集市街地における多様な土地区画整理手法の検討 8 H13

江戸川区 篠崎駅西部地区土地利用転換計画策定委託(地区計画前提型) 6 H13

都市基盤整備公団 広域幹線道路一体型都市基盤整備方策検討調査 4 H13

(財)国土計画協会 平成13年度長崎駅周辺地区土地区画整理事業実施方針検討業務 2 H13

(財)都市づくりパブリック ｢歩いて暮らせる街づくり｣を実現する為の新たな市街地整備手法検討調査 2 H13

　　　　　　　　　　　　デザインセンター

茨城県県南都市建設事務所 土地活用方策検討調査委託 1 H14

(社)日本交通計画協会 民間都市開発を誘導する道路整備検討調査 4 H13

さいたま市 宮町4･5丁目地区まちづくりワークショップ等運営委託 2 H14

(社)日本土地区画整理協会 密集･区画整理事業等合併施行マニュアル検討業務 8 H14

都市基盤整備公団 渡辺通り地区土地区画整理事業(市街地再開発事業との一体的施行)検討調査 2 H14

国土交通省八ﾂ場ダム工事事務所 H15長野原地区まちづくり設計業務 2 H15

(財)リバーフロント整備センター 水辺都市再生を図るための検討等に係る資料整理業務 3 H15

都市基盤整備公団 土地区画整理事業を活用した防災公園街区整備事業の事業成立性追加 5 H15

独立行政法人都市再生機構 平成16年度北仲通北地区基盤整備事業検討調査 2 H16


