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東京都渋谷区本町3-12-1　住友不動産西新宿ビル6号館

〒151-0071 TEL.03-6311-7551 FAX.03-6311-8011

 http://www.oriconsul.com/ 　tech@oriconsul.com
 
■概要 設立 昭和32年12月  資本金 50億95万円　全役職員数995名 (うち技術系 402名)

【代表者】代表取締役社長　野崎　秀則　　相談役会長　廣谷　彰彦

【役員】 （専）青木　　滋 （常）三百田敏夫 （執）崎本　繁治 （執）大江田　毅

 （執）薮内　一彦 （執）宮内　和則 （執）江藤　和昭 （執）橘    義規

 （執）堤　安希佳 （執）岩上　憲一 （執）樋口　嘉章 （執）池内　武文

 （監）龍野　彰男

【登録】 建設コンサルタント　建21第71号／一級建築士事務所　東京都第23343号／一級建築士事務所　大阪府(ニ)第16351号／

一級建築士事務所　愛知県(い-24)第11635号／測量業者　(13)-135号／補償コンサルタント　補24第1710号／

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／土木学会／日本技術士会　他多数

【本社以外の事業所】

 関東支店　東京都渋谷区 03-6311-7851　　北海道支店　北海道札幌市 011-789-6008　　東北支店 宮城県仙台市 022-215-5522

北陸支店　新潟県新潟市 025-244-7881　　中部支店　愛知県名古屋市 052-564-7711　　関西支店 大阪府大阪市 06-6479-2551

中国支店　広島県広島市 082-223-0030　　四国支店　　香川県高松市 087-821-4012　　　九州支店 福岡県福岡市 092-411-6209

沖縄支店　沖縄県那覇市 098-860-8403
  
■特徴・特色・業務内容

総合建設コンサルタントとして環境・景観・都市地域・交通・道路・トンネル・橋梁・マネジメントなど広範な分野にわたって業

務を展開。発展途上国の社会基盤整備や、経済・福祉などに関連する開発分野においても付加価値の高い提案を行っています。
 
■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】 -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】 35名 【品質管理に係わる特記事項】

【有資格者数】 技術士 486名 一級建築士 35名 RCCM 92名 土地区画整理士 9名 再開発プランナー 2名

 RLA 0名 博士 20名

【管理技術者】 薮内　一彦   技術士・土地区画整理士   　　　　　鳥取大学工学部土木工学   昭59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)河川　(2)港湾　(3)道路　(4)鉄道　(5)下水道　(6)造園　(7)土質及び基礎　(8)鋼構造及びコンクリート　(9)トンネル　

(10)施工管理　(11)建設環境、(12)測量、(13)情報処理システム、(14)プロジェクトマネジメント　(15)アセットマネジメント

【造園部門責任者名】 兒玉　隆昌 技術士 南九州大学・園芸学部・造園学科 昭56年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
斉藤　浩 公園緑地の計画・設計、市街地整備の計画・設計、都市基盤施設の計画・設計などの
  東京電機大学・理工学部・建設工学科 昭57 業務に従事
  技術士(建設部門　都市及び地方)　

太田　啓介 都市景観・アーバンデザインの計画・設計、公園緑地の計画・設計、建築施設の
  東京工業大学大学院・理工学研究科 平9 計画・設計などの業務に従事
  技術士(建設部門　都市及び地方)　

  一級建築士

中島　誠 公園緑地の計画・設計及び管理運営、都市基盤施設の計画・設計などの業務に従事
  拓殖大学・工学部・工業デザイン学科 平3

  技術士(建設部門　都市及び地方)　

大波　修二 都市景観・アーバンデザインの計画・設計、公園緑地の計画・設計、建築施設の
  福島工業高等学校・建築科 昭62 計画・設計などの業務に従事
  技術士(建設部門　都市及び地方)　

  一級建築士

川本　卓史 公園緑地の計画・設計及び管理運営、都市基盤施設の計画・設計などの業務に従事
  立命館大学大学院・環境社会工学科 平8

  技術士(建設部門　都市及び地方)　

  一級建築士

山川　仙和 地域防災計画や津波避難計画などの防災まちづくり計画、災害からの復興まちづくり
  東京都立大学・工学部・土木工学科 平6 計画、都市マスタープラン、土地利用計画などの業務に従事
  技術士(総合技術監理部門/都市及び地方計画)　

川原　伸朗 市街地再開発事業のコーディネート業務、土地利用計画、都市開発、防災まちづくり
  大阪大学大学院・工学研究科 昭61 計画などの業務に従事
  技術士(総合技術監理部門/都市及び地方計画)

  一級建築士　　再開発プランナー

佐藤　寧 公園緑地の計画・設計、市街地整備の計画・設計、都市基盤施設の計画・設計などの
  京都工芸繊維大学・工芸学部・住環境学科 平1 業務に従事
  技術士(建設部門　都市及び地方)　

  一級建築士
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

福岡県北九州市             神嶽川（旦過地区）基本計画策定業務委託 2 平24
洪水の危険がある神嶽川の改修を進めるうえで、現在河川上空を利用している旦過市場を魅力ある市場として存続させるため
、市と市場関係者で勉強会を行い、市場の将来像を検討した

福島県土木部 防災緑地基本計画策定業務委託（浅見川地区） 5 平24
広野町浅見川地区の津波被災地において、津波防災まちづくりに資する津波防災緑地を整備するに当たり、防災緑地機能の
ゾーニングや施設の規模、配置、形態等の基本計画を策定した

茨城県大洗町 災害に強い市街地整備検討調査業務委託 1 平24
東日本大震災で被害を受けた大洗町の復興に向けて、沿岸部を中心としたハード・ソフトの津波対策と、海水浴場など観光
拠点の魅力向上に向けたまちづくり方策について検討した

茨城県神栖市 神栖市地域防災計画等改訂業務委託 9 平24
東日本大震災の課題等をふまえた地域防災計画の改訂及び関連マニュアルの作成、避難シミュレーションに基づく津波避難
計画の作成、津波ハザードマップの作成を行った

茨城県北茨城市 北茨城市復興まちづくり計画策定業務委託 1 平24
東日本大震災で津波被害を受けた北茨城市沿岸部の復興まちづくり計画・津波避難計画の作成、被災した主要幹線道路（国道
６号）の代替交通ネットワーク計画の検討を行った

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所淀川三川合流域地域連携機能計画業務 5 平23
淀川河川公園の背割提地区に計画する拠点施設（周遊活動機能、交通結節機能、交流活動支援機能、防災機能等）及び周辺公園
施設（船着場、親水空間、坂路）の概略設計を行った

国土交通省北海道局  「民族共生の象徴となる空間」に関するイメージの構築に向けた調査業務 3 平23
北海道白老町の「民族共生の象徴となる空間」について、訪問ニーズを調査したうえで、展示、体験・交流、精神文化を尊
重する機能など象徴空間の全体像や活動イメージの構築を行った

青森県八戸市 内丸地区街なみ環境整備方針策定業務委託 2 平22
八戸市内丸地区における街なみ環境整備事業を想定し、地域住民との協議のうえ、都市計画道路事業、建替え、コミュニティ道
路整備等を考慮した街なみ環境整備方針を策定した

埼玉県さいたま市 さいたま市（仮称）見沼基本計画策定業務 1 平22
さいたま市内の大規模農地空間である見沼田圃を対象として、見沼田圃及び周辺地域の保全、整備及び活用に係る分野別施策
を体系的に取りまとめた基本計画を作成した

東京都文京区 文京区公園再整備基本計画策定委託 5 平22
文京区の全公園を対象に、学識経験者、区民団体及び区民から構成する検討委員会に諮りながら、再整備の基本方針を検討し
、公園再整備基本計画をとりまとめた

福島県相双建設事務所    浅見川水辺環境づくり計画策定業務委託 3 平21
住民・学識経験者等による流域懇談会（ワークショップ）を行い、流域の保全・活用を推進するために協働で取り組むべき内
容を示した「浅見川水辺環境づくり計画」を策定した

国土交通省荒川下流河川事務 鉄道橋架替跡地活用検討業務 1 平21
京成本線荒川橋梁の架替事業に伴い発生する鉄道の跡地を対象として、治水、防災、利用、環境保全等の観点から、河川事業
として最適な跡地利用手法を検討した

防衛省 南西地域における防衛施設その他の既存の施設に係る現況等調査 9 平24
大規模災害発生時の新たな後方支援拠点の整備に向けた基礎調査の実施

西新宿八丁目成子地区市街地再開発組合 事業推進業務 2 平24
市街地再開発事業の推進業務

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

福岡県北九州市             神嶽川（旦過地区）基本計画策定業務委託 2 平24

福島県土木部 防災緑地基本計画策定業務委託（浅見川地区） 5 平24

青森県八戸市    鉄道沿線一体的住環境整備ビジョン策定調査業務委託 1 平24

茨城県鹿嶋市 高松地区復興まちづくり計画策定業務 1 平24

茨城県大洗町 災害に強い市街地整備検討調査業務委託 1 平24

茨城県神栖市 神栖市地域防災計画等改訂業務委託 9 平24

茨城県北茨城市 北茨城市復興まちづくり計画策定業務委託 1 平24

山梨県上野原市 上野原市都市計画マスタープラン策定業務 1 平24

茨城県高萩市 高萩市公共施設マネジメント白書作成業務委託 9 平24

茨城県高萩市 高萩市地域防災計画策定業務委託 9 平24

埼玉県上里町土地開発公社 上里町サービスエリア周辺地区整備事業　土地造成工事等実施設計業務委託 2 平24

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所淀川三川合流域地域連携機能計画業務 1 平23

国土交通省北海道局  「民族共生の象徴となる空間」に関するイメージの構築に向けた調査業務 3 平23

東京都練馬区    補助230号線(田通り～大泉学園通り区間)沿道まちづくり推進業務委託 1 平23

福島県会津若松建設事務所 会津広域おもてなしの道づくりプラン策定業務 1 平23

青森県八戸市 内丸地区街なみ環境整備方針策定業務委託 2 平22

山梨県富士吉田市 富士吉田市公営住宅等長寿命化計画策定業務 6 平22

埼玉県さいたま市 さいたま市（仮称）見沼基本計画策定業務 1 平22

東京都文京区 文京区公園再整備基本計画策定委託 5 平22

（独）都市再生機構東京都心支社 葛飾区新宿六丁目地区他平成２２年度計画推進支援業務 2 平22

国土交通省九州地方整備局 地方の特性を活かした総合的なまちづくり検討業務 8 平21

福島県相双建設事務所    浅見川水辺環境づくり計画策定業務委託 3 平21

国土交通省関東地方整備局 鉄道橋架替跡地活用検討業務 1 平21

　　　　　　　　荒川下流河川事務所

神奈川県庁 民間邸園(歴史的建造物)保全活用仕組みづくり調査業務委託 3 平20

秋葉原タウンマネジメント（株） 秋葉原タウンマネジメント支援業務 9 平20

　


