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■概要 設立 昭和38年4月  資本金 30億2,588万円　全役職員数1284名 (うち技術系 1091名)

【代表者】代表取締役会長　大島　一哉　　　代表取締役社長　村田　和夫　　　代表取締役副社長執行役員　阿部　令一・内村　好

【役員】 (取副社長)小松　泰樹 (取専)兪　朝夫 (取専)棚橋　通雄 (取常)友永　則雄

 (取常)栗田　秀明 　(取)寺井　和弘 　(取)中村　哲己 (常監)谷　和弘

 　(監)和作　幹雄

【登録】 建設コンサルタント　建21第133号(平成21年10月1日)　　一級建築士事務所　　東京都　第4330号、大阪府(ヘ)第12091号

地質調査業者　　　　質24第19号　　　　　　　　　　　補償コンサルタント　補21第1002号

測量業者　      　　第(13)-848号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／日本環境アセスメント協会

【本社以外の事業所】

 北海道支社　　　　　　北海道札幌市　　　011-281-3747　　　　東北支社　　　　　　　　宮城県仙台市　　　022-261-6861

さいたまオフィス　　　埼玉県さいたま市　048-835-3700　　　　北陸支社　　　　　　　　新潟県新潟市　　　025-245-3883

中部支社　　　　　　　愛知県名古屋市　　052-218-3833　　　　大阪本社　　　　　　　　大阪府大阪市　　　06-6944-7777

中国支社　　　　　　　広島県広島市　　　082-261-3680　　　　九州支社　　　　　　　　福岡県福岡市　　　092-714-2211

沖縄支社　　　　　　　沖縄県那覇市　　　098-840-4041　　　　マネジメント事業部　　　東京都中央区　　　03-3668-0451

研究センターつくば　　茨城県つくば市　　029-847-0234　　　　地質センター　　　　　　東京都中央区　　　03-3668-0451

横浜事務所　　　　　　神奈川県横浜市　　045-212-2619

事務所：青森・盛岡・秋田・福島・東京・関東・茨城・千葉・山梨・長野・富山・金沢・静岡・岐阜・福井・滋賀

　　　　・奈良・神戸・岡山・山口・松山・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
  
■特徴・特色・業務内容

当社は日本国内に限らず社会に必要不可欠なインフラ整備のあらゆる分野で活躍している。又、社会的ニーズの高度化、多様化

に伴い、都市・情報・地球環境・バイオ・廃棄物等の複合領域やＰＦＩ・ＰＰＰ等の新分野へも積極的に進出。さらに、開発効果

・経済効果・システム開発等のソフト分野でも圧倒的なノウハウの蓄積をもっている。
 
■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】 180件 1,500百万円

【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】 54名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 31名 一級建築士 13名 RCCM 2名 土地区画整理士 2名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 2名

【管理技術者】 岡村　幸二   技術士   　　　　　東工大土木   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)建設コンサルタント業務全般

 河川、海岸海洋、砂防、水システム、河川構造、ダム、水理実験、道路、交通、トンネル、橋梁、アセットマネジメント、上下

水道、地質、環境、環境システム、情報、マネジメント、地域マネジメント、防災
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
岡村　幸二
  東工大土木 昭51

  技術士

矢ケ部　輝明
  佐賀大(院)土木 昭54

  技術士

松本　健一
  筑波大(院)環境科学 昭58

  技術士

牛来　　司
  長岡技術科学大(院)土木 昭63

  技術士

山本　大樹
  室蘭工業大土木 平元

  技術士

小原　裕博
  名古屋大(院)土木 平5

  技術士
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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

千葉県流山市 流山市交通バリアフリー基本構想策定業務 H17

国土交通省東北地方整備局浅瀬石川ダム管理所　浅瀬石川ダム水源地域ビジョン推進検討業務 H17

東京都府中市 コミュニティバス運行調査検討委託 H18

東京都江戸川区土木部 篠崎公園地区まちづくり計画策定調査 H18

千葉県いすみ市 いすみ市第一次総合計画策定業務 H18

東京都国分寺市 国分寺都市計画道路３・３・８号線沿道まちづくり計画（案）策定業務委託 H18

東京都品川区 新・水とみどりのネットワーク推進計画策定委託 H19

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所平成１９年度　１号静清共同溝辻地区基本設計業務 H19

国土交通省関東地方整備局二瀬ダム管理所Ｈ１９荒川源流ダム水源地域ビジョン運営支援業務 H19

東京都江戸川区 篠崎公園地区（上篠崎一丁目）まちづくり実施計画策定委託 H19

神奈川県相模原市 相模原駅周辺まちづくり構想策定業務委託 H19

静岡県伊豆市 平成１９年度　修善寺駅周辺整備・整備計画策定業務委託 H19

三重県伊勢市 伊勢市交通システム検討業務委託 H19

千葉県成田市 ＪＲ成田駅東口駅前広場詳細設計委託 H19

群馬県庁 ぐんま県土整備ビジョン：第３部地域プラン策定支援業務（Ｂ地域） H19

国土交通省関東地方整備局本局 まちづくりと一体となった基幹的交通等調査業務 H20

国土交通省関東地方整備局二瀬ダム管理所Ｈ２０荒川源流ダム水源地域ビジョン運営支援業務 H20

神奈川県川崎市環境局 等々力緑地再編整備基本構想・陸上競技場検討業務委託 H20

千葉県松戸市 松戸駅東口地区交通バリアフリー道路整備設計業務委託 H20

静岡県庁 平成２０年度　東駿河湾広域都市計画区域　都市計画基礎調査業務委託 H20

神奈川県座間市 平成２０年度　座間市総合都市交通計画策定業務委託 H20

長野県松本建設事務所 平成２０年度　松本都市圏総合都市交通体系調査 H20

神奈川県南足柄市 まちづくり交付金事業効果分析業務委託 H20

愛知県豊田市 豊田市駅周辺地区　まちづくり交付金事業事後評価検討業務委託 H20

神奈川県川崎市環境局 平成２０年度川崎市多摩川プラン推進会議等運営委託 H20

東京都港区 港区商店街変身戦略プログラム事業検証業務委託 H20

福島県喜多方建設事務所 喜多方市街地地域づくり調査業務委託（地域づくり交流促進事業） H20

神奈川県秦野市 平成２０年度秦野市広域行政調査委託業務 H20

山梨県庁 美しい県土づくりガイドライン作成業務委託 H20

東京都荒川区 荒川区景観基礎調査に関する業務委託 H20

群馬県渋川市 伊香保温泉再生事業関所周辺整備設計業務委託 H20

独立行政法人都市再生機構東京都心支社 大手町地区歩行者専用道ほか空間デザイン検討その他業務 H20

茨城県水戸市 水戸駅北口駅前広場改修実施設計（その２）委託 H20

静岡県静岡市 平成２０年度　修善寺駅周辺整備計画修正業務委託 H20

国土交通省関東地方整備局二瀬ダム管理所Ｈ２１荒川源流ダム水源地域ビジョン検討業務 H21

埼玉県熊谷市 熊谷市緑の基本計画策定業務委託（平成２１年度） H21

神奈川県川崎市川崎区 川崎駅東口駅前広場再編整備修正設計委託 H21

神奈川県茅ケ崎市 香川駅前広場実施設計委託 H21

東京都板橋区 板橋区都市計画マスタープラン改正調査委託 H21

神奈川県座間市 平成２１年度　座間市総合都市交通計画策定業務委託 H21

東京都立川市 第２次自転車総合計画策定支援業務委託 H21

静岡県静岡市 平成２１年度　静岡市都市復興基本計画モデル計画策定調査業務 H21

福島県郡山市 郡山市都市計画マスタープラン改訂業務委託 H21

福島県郡山市 平成２１年度郡山市総合都市交通戦略策定業務委託 H21

東京都杉並区 杉並区南北バス「すぎ丸」フォローアップ調査及び新路線基礎調査委託 H21

国土交通省東北地方整備局 四十四田ダム水源地域ビジョン策定業務 H21

　　　　　　　　　北上川ダム統合管理所

愛知県産業労働部 「産業立地促進コンテンツ作成事業」委託業務 H21

独立行政法人水資源機構 水源地域活性化検討業務 H21

茨城県日立市 日立港後背地土地利用検討調査委託 H21

埼玉県吉川市 吉川中央土地区画整理事業地内公園整備等設計業務委託 H21

東京都青梅市 永山北部丘陵事業計画作成業務委託 H21

群馬県みどり市 動物産業誘致に係る調査研究業務 H21

東京都荒川区 荒川区景観計画（案）策定業務委託 H21

宮城県松島町 まち２１委第１３０号松島町景観計画策定業務委託 H21

愛知県安城市 平成２１年度堀内公園バリアフリー化基本計画業務委託 H21

福島県相双建設事務所   設計委託（都市公園整備費）《東ヶ丘公園》      H21

国土交通省東北地方整備局 成瀬ダム景観整備方針検討業務   H21

　　　　　　　　　　　湯沢河川国道事務所

国土交通省東北地方整備局 盛岡地区かわまちづくり検討業務 H21

　　　　　　　　　　　岩手河川国道事務所

静岡県伊豆市 平成２１年度　修善寺駅周辺地区まちづくり計画策定業務委託 H21

茨城県商工労働部 観光地・施設等における外国人観光客への対応状況調査 H22

宮城県仙台市 平成２１年度仙台市公園施設長寿命化計画策定業務委託 H22


