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■特徴・特色・業務内容

既成市街地の再構築に向けて調査・計画・設計・事業までを一環して行う総合コンサルタントです。

新たなまちづくりの転換に対応して、住民参加、バリアフリーとユニバーサルデザイン、コンピュータグラフィック等を活用した

景観の検討、無電柱化の推進、沿道区画整理型街路事業・沿道整備街路事業の活用による既成市街地の再整備、交通流ミクロシミ

ュレーションによる効果的な交通解析と交通計画等の新たな事業に取り組んでいます。
 
■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】 266件 1,331百万円

【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】 57名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001

【有資格者数】 技術士 19名 一級建築士 4名 RCCM 16名 土地区画整理士 17名 再開発プランナー 2名

 RLA 1名 博士 0名

【管理技術者】 大﨑　清史   技術士   　　　　　横浜国立大学建設学科   平7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)土木設計部門  (2)都市デザイン部門  (3)建築部門  (4)コンピューターソフトの開発及び販売

【造園部門責任者名】 芳賀　稔 技術士 千葉大学造園学科 昭54年

【道路部門責任者名】 高瀬　一希 技術士 埼玉大学工学部建設工学科 平9年

【下水道部門責任者名】 芳賀　章 技術士 秋田大学鉱山学部土木工学科 昭54年

【建設環境部門責任者名】 小島　昭彦 技術士 早稲田大学土木工学科 昭52年

【鋼構造及びコンクリート部門責任者名】

藤原　秀也 技術士 芝浦工業大学機械工学科 昭44年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
大﨑　清史 【専門分野】
  横浜国立大学建設学科 平7 マスタープラン・立地適正化計画・コンパクトシティ・線引き及び都市計画制度全般・
  技術士(建設　都市及び地方計画） 市街地整備に関する事業計画立案（既成市街地整備・沿道整備・再開発との一体施行・
  認定都市プランナー（総合計画・市街地整備） 駅周辺まちづくり）
  再開発プランナー

石栗　敏和 【専門分野】
  東北工業大学建築工学科 昭47 既成市街地整備事業・総合計画・大規模住宅開発・土地区画整理事業
  一級建築士 各種法定都市計画立案・都市計画マスタープラン・市町村合併
  技術士（建設　都市及び地方計画） 公園施設長寿命化・環境アセスメント調査・宅地開発・宅地造成
  土地区画整理士

大森　和仁 【専門分野】
  早稲田大学経済学科 昭51 土地利用計画・都市施設配置・都市計画道路見直し・交通マスタープラン
  技術士(建設　都市及び地方計画） バリアフリー基本構想・モビリティマネジメント・車両軌跡シミュレーション
  土地区画整理士 交通解析・道路網計画・バス交通計画・コミュニティバス導入計画

芳賀　稔 【専門分野】
  千葉大学造園学科 昭54 公園緑地・都市景観・アーバンデザイン・道路デザイン・駅前広場
  技術士(建設　都市及び地方計画） 都市施設整備・コンピュータグラフィック・CG・バーチャルリアリティ・VR
  一級土木施工管理技士 障害者計画・障害福祉計画・PI手法・防災公園・まちづくりワークショップ
  一級造園施工管理技士

牧田　博之 【専門分野】
  日本大学土木工学科 昭56 地区交通計画・地区交通環境改善・道路整備優先順位・道路・路線計画
  技術士(建設　都市及び地方計画） ユニバーサルデザイン調査計画・道路交通施設・交通量推計調査
  土地区画整理士 バス計画・バス網再編・交通シミュレーション・ミクロシミュレーター

小野　正美 【専門分野】
  東北工業大学建築学科 昭57 地域計画・地区計画・市街地調整区域区分・区域区分の見直し・農業振興
  技術士(建設　都市及び地方計画） 都市・地域活性化・沿道街路整備・商店街活性化・中心市街地活性化
  委員会運営・協議会運営・住民参加型まちづくり・大規模集客施設の立地制限
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

宮城県亘理町 平成２４年度亘理町防災集団移転促進事業実施計画策定業務委託 2 平24
東日本大震災による被災地の防災集団移転促進事業に係る移転先住宅団地の整備、開発行為申請に向けた測量業務、地質調査
・解析業務、基本設計、実施設計を行うものである。対象地域は宮城県亘理郡亘理町の６つの移転先団地、面積合計約13.5ｈ
ａである。

千葉県千葉市 平成２４年度千葉市集約型都市構造検討調査業務委託 8 平24
千葉市らしい多心型都市構造の具現化を目指し、現況分析を基に、集約型都市構造の概念を検討することにより、実現方策の検
討に向けた基礎資料を作成することを目的とする。具体的には、都市構造に係る現況の把握（市域の現況、地区別の現況）、
課題・方向性の整理（千葉市における都市構造の課題、トレンドでの将来都市像の予測）、都市構造づくりの方向性（都市構造
づくりの方向性、目標の設定、都市構造概念図の作成）、展開すべき施策の方向性について検討した。作業においては、ＧＩ
Ｓデータを活用し、図面・データ等の作成を行った。

埼玉県北本市 深井地区土地利用見直し業務委託 1 平24
都市的な土地利用が進行している市街化調整区域（調査区域面積約５９ヘクタール）について、土地利用やまちづくりのあり
方に関する基本的な方向を検討するものである。まちづくり構想においては、積極的に都市的整備を行うケースと現況の環
境を一定程度維持するケースの２パターンについて作成した。また市街化調整区域でのまちづくりのあり方について、土地区
画整理事業や地区計画等の整備手法適用についての検討を行った。

独立行政法人都市再生機構 東松島市野蒜北部丘陵地区換地設計及び権利調査業務 2 平24
石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業（施行地区面積は約９０ヘクタール）の権利調査を行
うとともに、換地設計を行い仮換地原案を作成するものである。本区画整理事業は、東日本大震災の被災地区の移転先とし
て高台に新たな市街地を造成する事業であり、ＪＲ仙石線の移設、災害公営住宅用地、公益施設用地の整備等を行い、安全で
快適な市街地形成を目指している。

神奈川県横浜市 線引き見直し基準等検討調査業務委託 8 平24
都市計画法改正により線引きの決定権限が本市に移譲されたことを受け、現在、改定作業中の横浜市都市計画マスタープラン(全
市プラン)の考えを踏まえつつ、本市の実情に即し将来を見据えた線引き見直しのあり方について検討を行うものである。具体
的には、本市における線引きの経緯と現状、人口・世帯動態、開発動向、緑地面積の推移等について整理すると共に、過去
の線引き見直し基準を基本としながら、線引き見直しの考え方を設定し、その上で線引き見直しのシミュレーションを行っ
た。

千葉県茂原市 茂原駅前通り地区土地区画整理事業　事業計画再検討業務委託 8 平24
茂原駅前通り地区土地区画整理事業については、ＪＲ茂原駅に近接した歴史ある中心市街地を本市の都心地区の一翼を担うべき
商店街の活性化と住環境整備を図ることを目的に開始された事業である。地区面積は約１０．７ヘクタール、事業施行期間は平
成４年度から平成２８年度であるが、昨今の財政状況や関係権利者との連続する移転交渉の難航等から事業進捗率は未だ低い
状況にある。
今後も本事業の長期化が懸念されるなか、事業の見直しを検討し、早期完成を目指した一層の事業展開を図る事を目的とする。

愛知県犬山市 公園施設長寿命化計画策定業務委託 5 平24
犬山市が管理する都市公園(街区公園６７箇所　近隣公園３箇所　地区公園１箇所、都市緑地等５箇所)について、公園利用者
の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減と費用の平準化の観点から、公園施設の計画的な修繕・更新・改築等に係る取
り組みを推進し、安全・安心な公園施設の利用、効果的な維持管理や修繕・更新を行う為の犬山市公園施設長寿命化計画を策
定した。

愛知県安城市 安城市デマンドタクシー実証実験運行支援・評価業務委託 4 平24
「安城市コミュニティ交通検討業務　平成２４年３月」に基づき、平成２４年１１月より市内の公共交通が利用しにくい地域
の３地区において予約型の乗合タクシーの運行支援をするとともに、実証実験運航の評価を実施した。

埼玉県志木市 宗岡地区歩道ネットワーク化計画策定業務委託 4 平24
志木市が推進する歩車道分離事業の一環として、また志木市版ヘルシーロード構築の一環として、宗岡地区全体の歩道のネット
ワーク化整備計画を策定することにより、だれもが安心・安全で快適に歩行できる歩道空間の創出を図ることを目的とし
て行った。徒歩移動を基本とした生活圏を設定し、公共交通(路線バス)への歩行アクセスを確保することにより歩いて暮ら
せるまちとなるよう歩行者ネットワークを構築した。歩行者ネットワークを構成する各路線について、望ましい断面構成等を
計画した。歩行者ネットワークは必ずしも歩道を設けるものとせず、路線の性格や幅員等条件に応じて歩車共存道路型の断面
計画も提案した。

愛知県田原市 (仮称)田原市景観計画策定業務 3 平24
田原市は、海、山の恵まれた自然環境や、都市の公園、緑地、沿道緑化等のまちの緑、田原藩城下町の面影を残す街並みなどの
歴史的資源などが地域の特徴となっており、これらを生活や産業と共生させながら、地域特性を生かした美しい地域づくりを
進め、次世代に引き継ぐことが重要となっている。平成２３年度には田原市の景観に関する現況や課題、方針を整理し、本業
務はその課題や方針を受け、田原市景観基本計画案を策定した。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

神奈川県鎌倉市 平成２４年度深沢地区事業化推進検討業務（その１）委託 2 平24

国土交通省 健康・医療・福祉政策及びコミュニティ活動と連携したまちづくり検討調査 8 平24

埼玉県 埼玉県都市計画基礎調査（集計・解析）業務委託 8 平24

独立行政法人都市再生機構 葛城地区Ｃ－４４街区外宅地整備その他実施設計 2 平24

宮城県大崎市 土業第００８号大崎市中心市街地復興まちづくり計画策定業務 8 平24

宮城県亘理町 平成２４年度亘理町災害公営住宅（亘理）実施計画策定業務委託（復交） 6 平24

宮城県亘理町 平成２４年度亘理町防災集団移転促進事業事業管理等業務委託（復交） 2 平24

独立行政法人都市再生機構 東松島市野蒜北部丘陵地区住宅・施設計画及びまちなみ・景観検討業務 2 平24

宮城県東松島市 平成２４年度津波防災地域づくり総合計画策定業務 8 平24

宮城県東松島市 平成２４年度矢本西地区防災集団移転促進事業調査測量設計業務 2 平24

三重県亀山市地域公共交通会議 平成２４年度亀山市地域公共交通計画策定調査業務 4 平24

愛知県豊田市 特別用途地区指定検討調査業務委託 1 平24

愛知県安城市 安城南明治第一・第二土地区画整理事業「南吉みちづくり」デザイン検討 3 平24

業務

愛知県尾張旭市 尾張旭市交通基本計画策定委託業務 4 平24


