
都市計画コンサルタント協会　会員名簿

株式会社　梓設計
東京都品川区東品川2-1-11　

〒140-0002 TEL.03-6710-0600 FAX.03-6710-0380

 http://www.azusasekkei.jp/ 
 
■概要 設立 昭和21年10月  資本金 6,000万円　全役職員数434名 (うち技術系 388名)

【代表者】代表取締役社長　杉谷 文彦

【役員】 (会)松本　年央 (代取専執)倉岡　敏則 (専取執)安野　芳彦 (専取執)喜多村　成雄

 (常取執)村本　一彦 (常取執)柳田　耕治 (常取執)和出　知明 (常執)島　新也

 (常執)星野　幸義 (常執)関　洋之 (常執)土肥口　清 (常執)永池　雅人

 (常執)原口　修 (執)柴田　昭彦 (執)門脇　正晃 (執)前田　隆

 (執)永廣　正邦 (執)有吉　匡 (監)塩原　達郎

【登録】 建設コンサルタント登録　建21第5281号（平成21年8月2日）　一級建築士事務所　東京都　第380号

【所属団体】 再開発コーディネーター協会／日本建築家協会／全国市街地再開発協会／日本建築学会／公共建築協会／他

【本社以外の事業所】

 羽田設計室　　　　東京都大田区　　　03-3747-0570　　　　大阪支社　　　　　大阪府大阪市　　　06-6450-1771

九州支社　　　　　福岡県福岡市　　　092-713-0311　　　　東北事務所　　　　宮城県仙台市　　　022-224-3183　　　

横浜事務所　　　　神奈川県横浜市　　045-263-8331　　　　名古屋事務所　　　愛知県名古屋市　　052-386-2011

静岡事務所　　　　静岡県静岡市　　　054-251-6671　　　　四国事務所　　　　香川県高松市　　　087-833-3180　　　

中国事務所　　　　広島県広島市　　　082-511-1317　　　　沖縄事務所　　　　沖縄県那覇市　　　098-963-9302　　　

中国瀋陽事務所　　中華人民共和国遼寧省瀋陽市　86-24-2253-0873　

ﾊﾉｲ事務所　ﾍﾞﾄﾅﾑ社会主義共和国ﾊﾉｲ市　　84-4-3748-0940
  
■特徴・特色・業務内容

1946年の創業以来、建築設計のデザイン、エンジニアリングﾞ分野、PM/CM分野で高い品質のサービスを提供している総合建築事務

所です。一般建築はもとより航空・都市開発・ヘルスケア・文教スポーツ・流通の各部の豊富な実績により、我が国の設計界の一

翼を担っています。また環境に配慮した建築を実現することを経営理念とし、広く社会貢献を目指しています。
 
■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】 388名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 7名 一級建築士 254名 RCCM 0名 土地区画整理士 0名 再開発プランナー 9名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 和出　知明   一級建築士／再開発プラン   　　　　　早稲田大学   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)建築の企画及び設計監理

【都市再開発部門責任者名】 和出　知明 一級建築士・再開発プランナー 早稲田大学 昭59年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
松本　年央 再開発創生期より法定再開発事業の促進を手掛け、新潟、埼玉等にて事業化、
  早稲田大学 昭45 コーディネート業務を行う。首都圏ニュータウンのセンター地区計画および
  一級建築士／再開発プランナー 多摩センター駅前の一連の計画を担当。

杉谷　文彦 首都圏の大型法定再開発事業を中心にコーディネート。建築計画の統括を担当。
  早稲田大学 昭56 首都圏ニュータウンのセンター地区計画および工場跡地等の再生計画、
  一級建築士／再開発プランナー PFIなどのコーディネートを担当。

和出　知明 熊本、埼玉、都内の大型法定再開発事業をコーディネート。建築設計の総括と、
  早稲田大学 昭59 商業施設のコンサルタント、PFIを担当。
  一級建築士／再開発プランナー

柳田　耕治 北千住、多摩地区の大型法定再開発事業の事業促進業務等を担当。
  豊橋科技大院 昭59 近年は関西圏内の開発・企画等およびベトナムハノイの都市開発を手掛ける。
  一級建築士

那須　　浩 首都圏の大型法定再開発事業のコーディネート業務および環境配慮型再開発の
  早稲田大学 昭63 コーディネートを担当。都市計画業務や合意形成を担当。
  一級建築士／再開発プランナー

菅野　聡明 北千住地区や、都内・横浜などの再開発事業のコーディネート業務を担当。
  日本大学 平3 事務局業務や、合意形成、住宅系の計画を担当。
  一級建築士／再開発プランナー

田中 信之 都内や神奈川県の法定再開発業務のコーディネート業務、都市計画の企画策定・
  九州大学 平4 エリアマネジメントを担当。
  一級建築士／再開発プランナー

河野 哲裕 九州圏内の法定再開発事業のコーディネート業務、計画立案業務を担当。
  広島大学 昭64

  一級建築士／再開発プランナー

荘司 径孝 都内の法定再開発事業の初動期支援＋計画立案業務を担当。
  日本大学　 平7

  一級建築士／再開発プランナー
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■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

新子安駅西地区再開発準備組合 新子安駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物コーディネータ業務 6 平9

新子安駅西地区再開発準備組合 新子安駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物基本設計・実施設計業務 6 平10

新子安駅西地区再開発準備組合 新子安駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事・監理業務 6 平13

横浜山の内地区区画整理組合 横浜山の内開発B街区・D街区基本計画業務 6 平17

横浜山の内地区区画整理組合 横浜山の内開発B街区・D街区基本設計業務 6 平18

横浜山の内地区区画整理組合 横浜山の内開発B街区・D街区監理業務 6 平19

白金一丁目東地区市街地再開発組合 白金一丁目東地区市街地再開発事業施設建築物基本計画業務 6 平10

白金一丁目東地区市街地再開発組合 白金一丁目東地区市街地再開発事業施設建築物基本設計・実施設計業務 6 平15

白金一丁目東地区市街地再開発組合 白金一丁目東地区市街地再開発事業施設建築物監理業務業務 6 平16

白金一丁目東地区市街地再開発組合 白金一丁目東地区市街地再開発事業施設建築物コンサルティング業務 2 平18

北千住駅西口市街地再開発組合 北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物基本設計実施設計業務 6 平12

北千住駅西口市街地再開発組合 北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業施設新築工事監理業務 6 平16

北千住駅西口市街地再開発組合 北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物コーディネータ業務 2 平18

鎌倉市 大船駅東口市街地再開発第二地区計画検討業務 8 平9

鎌倉市 大船駅東口市街地再開発第二地区事業計画業務 2 平10

鎌倉市 大船駅東口市街地再開発第二地区基本設計・実施設計業務 6 平19

上通A地区再開発組合 熊本上通A地区第一種再開発事業施設建築物基本設計・実施設計業務 6 平11

上通A地区再開発組合 熊本上通A地区第一種再開発事業施設建築物工事監理業務 6 平14

上通A地区再開発組合 熊本上通A地区第一種再開発事業大店立地法対応、管理運営計画業務 9 平14

横浜市住宅供給公社 長津田駅北口市街地再開発基本計画業務 6 平17

横浜市住宅供給公社 長津田駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物基本設計・実施設計業務 6 平22

横浜市住宅供給公社 長津田駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物監理業務 6 平22

川口市栄町三丁目Ｃ地区市街地再開発 川口市栄町三丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業施設建築物設計業務 6 平18

個人施行者

川口市栄町三丁目Ｃ地区市街地再開発 川口市栄町三丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業補助金申請業務 2 平18

個人施行者

川口市栄町三丁目Ｃ地区市街地再開発 川口市栄町三丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業施設建築物監理業務 6 平18

個人施行者

越谷駅東口市街地再開発組合 越谷駅東口第一種市街地再開発事業 補助金申請業務 2 平19

越谷駅東口市街地再開発組合 越谷駅東口第一種市街地再開発事業施設建築物基本設計・実施設計業務 6 平21

越谷駅東口市街地再開発組合 越谷駅東口第一種市街地再開発事業施設建築物監理業務 6 平23

越谷駅東口市街地再開発組合 越谷駅東口第一種市街地再開発事業 総合コンサルティング業務 2 平23

西小倉駅前第一地区市街地再開発組合 西小倉駅前第一地区市街地再開発事業基本設計・実施設計業務 6 平20

西小倉駅前第一地区市街地再開発組合 西小倉駅前市街地再開発H21年度建築設計コンサルティング業務 2 平21

西小倉駅前第一地区市街地再開発組合 西小倉駅前第一地区市街地再開発事業監理業務 6 平23

東神奈川一丁目地区再開発組合 東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業    基本設計業務 6 平23

三軒茶屋二丁目Ｂ地区市街地再開発 三軒茶屋二丁目Ｂ地区第一種市街地再開発事業基本計画業務 6 平21

準備組合

株式会社上野計画事務所 池袋西口駅前街区街づくり推進･建築計画業務 1 平22

清水駅西第一地区再開発準備組合 清水駅西第1地区再開発事業施設建設物基本設計・実施設計業務 6 平22

清水駅西第一地区再開発準備組合 清水駅西第1地区再開発事業施設建設物監理業務 6 平24

佐伯市大手前市街地再開発組合 佐伯市大手前再開発組合大手前地区再開発基本設計・実施設計業務 6 平24

白金一丁目東部北地区市街地 白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業基本計画業務 6 平24

再開発準備組合

白金一丁目東部北地区市街地 白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業基本設計業務 6 平25

再開発準備組合

中央町19・20番街区市街地 鹿児島中央町19・20番街区事業推進コンサルティング業務 2 平25

再開発準備組

大船駅北第二地区市街地再開発準備組合 大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業 基本計画業務 6 平25

諫早市栄町東西街区市街地 諫早市栄町東西街区第一種市街地再開発事業基本設計業務 6 平25

再開発準備組合


