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■概要 設立 昭和26年9月  資本金 4億9,000万円　全役職員数1490名 (うち技術系 1320名)

【代表者】代表取締役社長　長谷川　伸一

【役員】 (代専)高木　茂知 (専)渡邉　  浩 (常)根岸　辰之 (常)伊藤　重文

 (常)縣　    清 (常)戸松　嘉則 (取)松井　弘 (取)重永　智之

 (取)徳川　和彦 (取)渡邊　眞道 (取)千葉　淳 (監)松村　友行

 (監)三村　隆平

【登録】 建設コンサルタント登録　建21第141号（平成21年10月1日）　　　一級建築士事務所登録　東京都　第2836号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／日本建築家協会／ランドスケープコンサルタンツ協会／再開発コーディネーター協会

【本社以外の事業所】

 営業統括本部　 　東京都新宿区　　 03-5989-8150　　　国際事業本部　　　　 　 東京都多摩市　　042-372-6250

事業開発本部　　 東京都多摩市　　 042-372-6170　　　マネジメント事業本部　  東京都多摩市　　042-372-6190

交通基盤事業本部 東京都新宿区　　 03-5989-8300　　  国土保全事業本部　　　　東京都新宿区　　03-5989-8400

首都圏本社　　　 東京都新宿区　　 03-5989-8150      大阪本社　　　　        大阪府大阪市    06-4964-2222

北海道支社　　　 北海道札幌市　　 011-700-5222      東北支社　　　　        宮城県仙台市　　022-302-3940

中部支社　　　　 愛知県名古屋市　 052-589-3111      九州支社　　　　　　　　福岡県福岡市　　092-409-3011

北陸支社　　　　 新潟県新潟市　　 025-247-1341      沖縄支社　　　　　　　　沖縄県沖縄市　　098-868-8278

中国支社　　　　 広島県広島市　　 082-504-1000    　四国支社　　　 　　　　 香川県高松市　　087-851-5645

埼玉事務所　　　 埼玉県さいたま市 048-658-0471    　千葉事務所 　　　　 　　千葉県千葉市　　043-301-0222

横浜事務所　　　 神奈川県横浜市　 045-326-0402　　　茨城事務所　　　　　　　茨城県水戸市　　029-227-8088

栃木事務所　　　 栃木県宇都宮市　 028-650-5391
  
■特徴・特色・業務内容

昭和26年創業後およそ50有余年の歴史を誇る社員約1,500人を有する総合コンサルタントです。今後ますます進展が予想される都

市化・高度情報化・国際化等に対するコンサルタントへのニーズに対応すべく、コンサルタント技術の多様化・高度化・複合化を

図り、都市計画部門を中心に種々のプロジェクトに適確に対応する体制を整えております。
 
■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】 750件 5,500百万円

【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】 298名 【品質管理に係わる特記事項】

【有資格者数】 技術士 999名 一級建築士 61名 RCCM 156名 土地区画整理士 4名 再開発プランナー 1名

 RLA 1名 博士 31名

【管理技術者】 縣　    清   技術士   　　　　　都立大学   昭52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】

 河川・砂防、海岸・海洋、港湾、空港、道路、鉄道、上水道、工業用水道、下水道、水産土木、廃棄物、造園、地質、土質・基礎、

鋼構造及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備、積算、建設環境、環境、機械、電気電子の分野

【土地区画整理部門責任者名】 坂口　裕志 技術士・土地区画整理士 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学､ 大阪大学(昭60） 平12年

【都市再開発部門責任者名】 中島　誠 一級建築士 東海大学 昭58年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
縣　清 国際航空旅客動態  航空貨物需要推計影響
  東京都立大学土木工学科 S52 中山間地域における道路整備効果　　臨港道路計画
  技術士（都市及び地方計画）

河邊　隆英 環境経済評価に関する基礎的研究
  京都大学交通土木工学科 S59 社会基盤投資における多基準分析手法に関する研究
  技術士（都市及び地方計画） 道路投資の評価に関する研究　　街路事業の成果指標研究

寄崎　高弘 駅周辺まちづくり　　土地活用計画
  ハーバード大学Ｊ.Ｆ.ケネディスクール S58 都市・田園共生型地域創造計画　　都市計画基本方針
  技術士（都市及び地方計画）

  技術士（総合技術監理　都市及び地方計画）

矢倉　信行 地区計画　　駅周辺地区まちづくり計画　　地域防災計画
  芝浦工業大学建築学科 S58 復興まちづくり計画マニュアル等策定業務
  技術士（都市及び地方計画）　　一級建築士

阿部　真樹 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン計画
  北海道大学大学院環境計画学専攻 S62 中心市街地活性化基本計画策定調査　　今後の社会情勢に対応した都市計画制度
  技術士（都市及び地方計画） 都市計画区域マスタープラン策定調査

板橋　秀行 高齢者にやさしい運転環境技術開発　　高規格幹線道路整備効果調査解析業務
  日本大学交通工学科 S55 観光推進計画　　交通事故対策
  技術士（都市及び地方計画／道路）

佐藤　勝幸 都市計画マスタープラン策定基礎調査　　市庁舎開発計画策定調査
  東北工業大学工業意匠科 H2 東日本大震災の被害状況に対応した市街地復興パターン計画
  技術士（都市及び地方計画）



大住　勉 総合都市交通計画調査　　道路空間再編計画
  豊橋技術科学大学大学院建設工学専攻 S57 道路の交通処理機能に関する計画　　交通戦略・都市経営戦略
  技術士（都市及び地方計画／道路）

  技術士（総合技術監理　都市及び地方計画）

山口　恭永 総合計画、国土利用計画、及び都市計画マスタープラン
  岡山大学土木工学科 S59 都市経営戦略　　生活圏形成計画　　マスタープラン及び景観計画
  技術士（都市及び地方計画）

御代川　亨 交通安全事業計画　　高規格幹線自動車道概略計画
  九州芸術工科大学大学院生活環境第１専攻 S54 都市計画区域マスタープラン　　駅周辺エリアマネジメント業務
  技術士（都市及び地方計画　／道路）

  技術士（総合技術監理　都市及び地方計画）

都市計画コンサルタント協会
 

 
 
■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

国土交通省都市･地域整備局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン概略検討業務 H23
東日本大震災の被災状況に応じた市街地復興パターンの概略検討について、大船渡市、気仙沼市、名取市、南三陸町で実施

国土交通省都市･地域整備 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン詳細検討業務務 H23
東日本大震災の被災状況、都市特性、地元以降に応じた市街地復興パターンの詳細検討について、大船渡市、気仙沼市、名取市、
南三陸町で実施

大分県 大分都市圏総合都市交通体系予備調査 H24
大分都市圏の総合都市交通体系（PT調査）策定に向け、調査方法、課題設定等に関する事前検討の実施

国土交通省都市局 ＢＲＴの導入に向けた整備手法の調査検討業務 H23
国内におけるＢＲＴ導入促進に向けて、導入に必要となる施設整備のあり方や国内の事例収集や導入に向けた課題整理の実施

千葉県柏市 市立病院中期構想策定事業委託 H23
市立柏病院の将来のあり方・運営の基本方針の検討

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

埼玉県春日部市 春日部市中心市街地街づくり計画策定業務 H24

埼玉県本庄市 本庄市都市計画マスタープラン策定業務 H24

宮城県気仙沼市 被災地における復興まちづくり支援業務 H24

東京都品川区 まちづくりマスタープラン策定支援業務 H24

東京都葛飾区� 高砂駅周辺まちづくり推進業務 H24

宮城県名取市� 復興まちづくり計画策定業務 H24

神奈川県川崎市 南武線稲田堤駅駅前空間基本設計等業務 H24

三重県 木曽岬干拓地の都市的土地利用に向けた調査業務 H24

兵庫県明石市 明石駅周辺回遊性向上検討業務 H24

京都府京都市 京都駅南口駅前広場エリアマネジメント検討業務 H24

佐賀県 佐賀県の都市計画ビジョン策定業務 H24

大分県 大分都市圏総合都市交通体系予備調査 H24

(国)九州地方整備局福岡国道事務所 福岡都心部歩行空間検討外業務 H24

福岡県久留米市 都市計画公園見直し案策定業務 H24

福岡県福岡市 福岡市都市交通基本計画原案作成業務 H24

福島県 福島都市圏総合都市交通体系調査業務 H24

岩手県大船渡市 大船渡市復興計画推進業務 H24

福島県土木部 福島県都市計画区域マスタープラン策定業務委託 H24

福島県福島市 福島市景観まちづくり計画策定業務 H24

福島県福島市 福島市都市計画基礎調査業務 H24

(国)関東地方整備局湯西川ダム工事事務所鬼怒川上流ダム群水源地域ビジョン策定検討業務 H23 

東京都八王子市 八王子駅南口周辺地区まちづくり方針策定検討業務 H23

埼玉県寄居町 寄居町総合振興計画後期基本計画策定業務託 H23

東京都大田区 大森駅周辺地区活性化促進事業業務 H23

(国)都市・地域整備局 都市計画における交通と土地利用の連携等に関する検討 H23

(国)都市・地域整備局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン概略検討業務 H23

東京都立板橋区 板橋区最高限度高度地区等策定調査委託 H23

(国)都市・地域整備局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン詳細検討業務務 H23

東京都町田市 原町田一丁目地区まちづくり基本計画策定支援業務 H23

神奈川県横浜市 山下ふ頭・新山下地区土地利用基本計画素案作成に係る検討調査業務 H23

新潟県新潟市 荻川駅バリアフリー化方策概略検討業務 H23

愛媛県松山市 立花地区周辺基盤整備基本計画作成業務委託 H23

兵庫県姫路市 キャスティ２１コアゾーン等整備事業コンペ支援業務 H23

奈良県 一市一まちづくり構想推進事業（中心市街地活性化） H23

岡山県岡山市 岡山操車場跡地整備基本計画策定支援業務 H23

宮崎県日南市 飫肥地区及び酒谷地区景観計画策定業務 H23

鹿児島県鹿児島市 鹿児島中央駅周辺エリアマネジメント検討調査等業務 H23

福岡県久留米市 久留米市都市計画マスタープラン策定業務 H23


