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■概要 設立 昭和34年4月  資本金 1億円　全役職員数133名 (うち技術系 107名)

【代表者】代表取締役社長　田中　　清

【役員】 （会長/取）　植田　　薫 （取）　藤山　勤 （取）山下　裕二 （取）髙橋　祐司

 （取）箱嶋　斉 （監）畠山　美久

【登録】 建設コンサルタント 建21第1432号／一級建築士事務所 福岡県知事第1－11263号／測量業 第14-275号

地質調査業 質24第47号／補償コンサルタント 補26第593号／特定労働者派遣事業 特40-301618

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／ランドスケープコンサルタンツ協会／全国測量設計業協会連合会

【本社以外の事業所】

 東京支社　　　　　　　東京都中野区　　　03-3384-7221　　　　大阪支店　　　　　　　大阪府大阪市　　　06-6394-8821

横浜事務所　　　　　　神奈川県横浜市　　045-664-3201　　　　山梨支店　　　　　　　山梨県甲府市　　　055-228-4617

埼玉事務所　　　　　　埼玉県さいたま市　048-814-3215　　　　千葉事務所　　　　　　千葉県市原市　　　0436-40-7235

相模原事務所　　　　　神奈川県相模原市　042-701-0521　　　　藤沢事務所　　　　　　神奈川県藤沢市　　0466-54-0325

長野事務所　　　　　　長野県長野市　　　026-223-5735　　　　福井事務所　　　　　　福井県福井市　　　0776-36-6404

名古屋事務所　　　　　愛知県名古屋市　　052-931-7071　　　　滋賀事務所　　　　　　滋賀県大津市　　　077-510-0831

京都事務所　　　　　　京都府京田辺市　　0774-68-1597　　　　奈良事務所　　　　　　奈良県奈良市　　　0742-30-3302

和歌山事務所　　　　　和歌山県和歌山市　073-421-3521　　　　兵庫事務所　　　　　　兵庫県神戸市　　　078-845-3781

北兵庫事務所　　　　　兵庫県朝来市　　　079-670-7751　　　　山口事務所　　　　　　山口県山口市　　　083-972-2924

周南事務所　　　　　　山口県周南市　　　0834-61-1620　　　　防府事務所　　　　　　山口県防府市　　　0835-26-0205

下関事務所　　　　　　山口県下関市　　　083-767-0600　　　　北九州事務所　　　　　福岡県北九州市　　093-512-8577

佐賀事務所　　　　　　佐賀県佐賀市　　　0952-29-2146　　　　長崎事務所　　　　　　長崎県長崎市　　　095-827-5329

熊本事務所　　　　　　熊本県熊本市　　　096-384-0946　　　　大分事務所　　　　　　大分県大分市　　　097-586-7007

宮崎事務所　　　　　　宮崎県宮崎市　　　0985-62-5250　　　　鹿児島事務所　　　　　鹿児島県鹿児島市　099-260-3110
  
■特徴・特色・業務内容

弊社は、昭和21年10月の創業から今日まで、建設コンサルタント事業の先駆的役割を果たしてきました。今後は、企業理念である

「人と自然の共生をめざし、総合力とスペシャリティを発揮して、夢と活力に富んだ、より豊かな地域づくりに貢献する。」に基

づいて、継続的な国土の創造のために、社員一同、日々研鑽しております。
 
■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】 40件 286百万円

【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) 無し

【技術者数】 17名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 2名 一級建築士 1名 RCCM 3名 土地区画整理士 1名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 畠山　美久   技術士   　　　　　東海大学工学部土木工学科   昭47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・砂防及び海岸、港湾　　(2)上・下水道　　　　　　　　　　　　　(3)騒音・振動・水質分析における環境計量解析

(4)道路、土質・基礎、トンネル　(5)鋼構造．コンクリート　　　　　　　　(6)測量業、地質調査業、補償コンサルタント

【土地区画整理部門責任者名】 立嶋　博明 ＲＣＣＭ／土地区画整理士 玉名工業高校土木科 昭46年

【都市再開発部門責任者名】 村武　賢治 ＲＣＣＭ 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
畠山　美久 業務履歴は、都市計画・宅地造成・公園緑地・環境アセス関連を３４年間にわたり従事
  東海大学工学部土木工学科 昭47 しいる。得意な分野としては宅地造成・公園緑地関係の経験が豊富である。また、
  技術士／一級土木施工管理技士 (社)ランドスケープコンサルタンツ協会九州支部の幹事を務めている。

立嶋　博明 業務履歴は、土地区画整理事業・都市計画を長年にわたり従事している。専門分野とし
  玉名工業高校土木科 昭46 ては土地区画整理事業（公共団体・組合）の経験が豊富である。また、(一社)全日本土
  ＲＣＣＭ/土地区画整理士 地区画整理士会福岡県支部の幹事を務めている。

村武　賢治 公園・緑地を専門としながら、まちづくりや地域活性化等幅広い実務経験がある。ＧＩ
  南九州大学園芸学部造園学科 昭56 Ｓのコンサルタント業務の応用も積極的に進め実績を増やしつつあある。なお、プライ
  ＲＣＣＭ/一級造園施工管理技士 ベートではＮＰＯ法人「エコ・ブランド・コミュニティ」の代表として活躍中。

箱嶋　斉 安全・安心・便利な「まち」を創造するために、ＩＣＴを有効活用した「誰にでも優し
  名城大学大学院工学研究科 昭57 いまちづくり」を研究している。
  技術士

小田憲一郎 道路計画を専門としながら、交通計画・まちづくり・まちづくり交付金事後評価などの
  福岡大学工学部土木工学科 平09 実務経験がある。現在は、ＧＩＳを活用した道路計画系の業務を中心に実務の幅を広げ
  技術士補/一級土木施工管理技士/測量士 ている。
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

山口県美祢市 美祢市都市計画基礎調査業務委託 2 平19
美祢市全図と1/2500図をラスターデータ化した背景とし、土地利用等の状況をＧＩＳデータとしてとりまとめた都市計画基礎
調査を実施。都市内情報をデータベース化することで、効率化を実現した。

大分県玖珠町 玖珠町総合運動公園実施設計業務委託 7 平18
町の中心部に面積10.0haの総合運動公園を設計。本格的な野球場、陸上競技場、テニスコートなどを備え隣接する玖珠川の
増水対策や災害時における避難場所としての機能を付加した。

宮崎県日南市 日南市中心市街地活性化基本計画策定業務委託 9 平19
日南市の油津地区134haにおいて、「日南市中心市街地活性化基本計画」を策定。市民アンケート調査、ワークショップ開催に
より市民ニーズを把握するとともに、中心市街地活性化の課題抽出・目標・戦略の検討を行い、基本計画書を作成した。

宮崎県日南市 油津地区まちづくり交付金事業事後評価方法書作成業務委託 1 平20
油津地区(772ha)の都市再生整備計画(H17策定)に基づく「まちづくり交付金事業」において、事後評価が円滑・確実に実施される
よう指標の検証、代替指標の提案を行い、事後評価の方法を記載する「方法書」を作成した。

大分県竹田市 都市計画道路竹田玉来線本町工区活性化計画策定業務委託 9 平19
歴史的な町並みを色濃く残す竹田市、その中心市街地に計画されている都市計画道路の整備に向けて、地域住民の参画(ワークシ
ョップ形式)により整備計画を策定し、まちづくりルールの作成を実現した。

福岡県福岡市 早良区生活道路の歩車分離整備計画策定業務委託 1 平19
早良区の生活道路を対象として、歩道の有無・危険箇所などの現地調査を実施し、調査結果やその他関連資料をもとに整備の
優先順位を検討し生活道路の歩車分離整備計画を策定した。なお、この整備計画はＧＩＳを用いたデータベースとして構築
した。

福岡県新宮町 上府沖田・緑ヶ浜地区土地区画整理事業調査業務委託 6 平16
「新宮町の中心市街地構想」に基づく核となる沖田・緑ヶ浜地区の市街地整備に必要な整備課題や問題点検討、区画整理促進
調査及び事業計画（案）の作成を通じて、当地区の事業化に向けた合意形成を図るための業務である。現在施行の中盤に差し
かかっている。

福岡市田尻土地区画整理組合 福岡都市計画事業田尻土地区画整理事業区画整理登記業務委託 6 平18
九州大学新キャンパスから南へ２kmに位置し、環境・アメニティ性の高い住宅地の整備を行った事業(A=40ha)である。弊社は
、当事業の立ち上げから事業の収束まで、調査設計等全般にわたりお手伝いし、課題もあったがぶじに完成した業務である。

福岡県太宰府市 佐野土地区画整理事業　換地処分業務委託 6 平19
太宰府市が施行する面積約100haと大規模な事業である。事業もすでに２０年以上を経過しており、清算金の徴収交付や保留地の
中間所有者が数回替わったり不在などの課題があり、使用収益開始から時間経過が経った換地処分の対応を図った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

千葉県市原市 郡本地区都市計画変更図書作成業務委託 5 平20

長崎県長与町 長与町まちづくり交付金事後評価方法書作成業務委託 4 平20

鹿児島県霧島市 （仮称）新川北線都市計画決定図書作成業務委託 1 平20

福岡県福岡市 伊都土地区画整理事業　選挙人名簿作成（補正）外委託業務 6 平20

福岡県宗像土木事務所 山田川郷土の水辺整備事業検討業務委託 9 平20

鹿児島県鹿児島市 吉野第二地区(仮称)土地区画整理事業　環境影響評価現地調査業務委託 8 平20

埼玉県八潮市 電線地中化工事基本設計業務委託 10 平19

佐賀県県土づくり本部 まち都調第１号鳥栖基山都市計画基礎調査業務委託 3 平19

大分県竹田市 都市計画道路竹田玉来線本町工区活性化計画策定業務委託 9 平19

佐賀市兵庫北土地区画整理組合 ４号街区公園外２公園詳細設計（その２）業務委託 7 平19

佐賀県鳥栖市 新鳥栖駅西地区土地区画整理事業　基本設計及び地質調査解析業務委託 6 平19

福岡県直方市 都市計画変更図書作成業務委託 3 平19

福岡県粕屋町 福岡都市計画地区計画決定図書作成業務 5 平19

宮崎県日南市 日南市中心市街地活性化基本計画策定業務 9 平19

宮崎県延岡市 まちづくり交付金事業効果分析調査方法書作成業務委託 4 平19

福岡県太宰府市 佐野土地区画整理事業換地処分業務委託 6 平19

福岡県春日市 西鉄春日原駅周辺まちづくりコーディネイト業務委託（その７） 9 平18

山口県防府市 防府駅北土地区画整理事業電線共同溝設計業務委託 10 平18

佐賀市兵庫北土地区画整理組合 実施計画書（第２回変更）作成業務委託 6 平18

福岡市田尻土地区画整理組合 区画整理登記業務委託 6 平18

民間 新宮緑ケ浜土地区画整理事業（設計費） 6 平18

大分県玖珠町 玖珠町総合運動公園整備に係る実施設計策定委託業務 7 平18

福岡県福岡市 玄界島地区造成実施設計業務委託 5 平18

民間 平成１８年度橋本土地区画整理事業調査設計業務 6 平18


