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■概要 設立 昭和38年11月  資本金 5億8,912万　全役職員数407名 (うち技術系 205名)

【代表者】代表取締役社長　山本　洋一

【役員】 (専)柴田　貴徳 (常)福山　俊弘 (取)福島　宏治 (取)中村　　宏

 (取)山根　公八 (監)近藤　隆治 (監)福田　玄祥 (監)野田　仁志

【登録】 建設コンサルタント 建21第109号(平成21年10月01日)／測量業者 第12-851号／地質調査業者 質17第1557号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／土木学会／日本技術士会／再開発コーディネーター協会他多数

【本社以外の事業所】

 本社事業部　　福岡県北九州市　093-931-2586　　　　　　西日本事業部　広島県広島市　　082-502-8800

東日本事業部　東京都江東区　　03-3683-6006　　　　　　東北事業部　　宮城県仙台市　　022-262-0118

熊本事務所　　熊本県熊本市　　096-322-4449　　　　　　四国事務所　　香川県高松市　　087-811-7120

北東北事務所　岩手県盛岡市　　019-653-7009
  
■特徴・特色・業務内容

福山コンサルタントは、プロの発想・技術と生活者の視点から、未来を創造する建設コンサルタントです。
 
■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】 42件 223百万円

【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】 30名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 19名 一級建築士 3名 RCCM 8名 土地区画整理士 1名 再開発プランナー 1名

 RLA 0名 博士 3名

【管理技術者】 伊藤　将司   技術士   　　　　　群馬大学工学部建設工学科   H03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)道路部門  (2)鉄道部門  (3)土質及び基礎部門  (4)鋼構造及びコンクリート部門  (5)施工計画・施工設備及び積算  (6)建設環

境

【道路部門責任者名】 福山　俊弘 技術士 九州大学大学院 昭55年

【建設環境部門責任者名】 宮崎　   悟 技術士/RCCM/環境計量士 山口大学 昭47年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
松原　賢一 区域ＭＰ、土地利用、都市交通等の計画策定や都市施設、市街地整備等の都市計
  神戸大学大学院工学研究科 昭48 画事業など都市計画行政全般に長年従事｡またテクノポリス・地方拠点都市等の大
  技術士（都市及び地方計画部門） 規模開発や中心市街地活性化、景観計画等の住民参加型のまちづくりにも実績｡

海野　伸 地方公務員として、線引き・土地利用・交通計画等の都市計画行政に携わる。
  日本大学理工学部交通工学科 昭47 (社)交通工学研究会会員。
  技術士（都市及び地方計画部門） NPO奥州街道会議の理事として街道をシーズに地域づくりの支援を行っている。

波木　健一 総合計画、都市計画マスタープランを始めとして、都市地域計画業務全般について実
  山口大学大学院工学研究科 昭51 績。都市計画家協会、都市環境デザイン会議、風景デザイン研究会等に所属。
  技術士（総監・建設）/再開発プランナー 地域づくり支援を行う九州郷づくり共助ネットワーク研究会の事務局長を勤める。

片岡　俊正 都市計画、都市施設計画、公園緑地計画など都市地域計画全般及び設計業務に
  日本大学農獣医学部農業工学科 昭59 ついて実績。土木学会、日本計画行政学会、廃棄物学会に所属。国土交通省関東
  技術士（総監・建設）/土木学会上級技術者 地方整備局優良技術者表彰や仙台市都市計画審議会委員など社会活動を経験。

伊藤　将司 総合計画、都市計画マスタープラン等の都市計画、交通計画全般に関わる業務を携
  群馬大学工学部建設工学科 平03 わる。ワークショップなど市民参加にかかる業務を多数実施。土木学会、交通工学研
  技術士（総監・建設）/APECエンジニア 究会に所属。

内田　智昭　 国土利用計画（市町村計画）、都市計画マスタープラン等都市地域計画全般に実績。
  佐賀大学工学部建設工学科 平03 総合都市交通体系調査や長期未着手都市計画道路問題を中心とした都市計画道路見直
  技術士（総監・建設） しなど都市交通計画にも実績有り。

結城　勲 都市計画マスタープラン、土地利用計画、都市交通施設計画等の都市計画、地域計画
  長崎大学工学部構造工学科 平06 全般に関わる業務に携わる。土木学会建設マネジメント委員会小委員会、風景デザイン
  技術士（都市及び地方計画部門） 研究会に所属。

山本　英治 総合計画、都市計画マスタープラン、景観計画等の都市計画、地域計画全般に関わる
  九州芸術工科大学大学院 平07 業務に携わる。都市環境デザイン会議、風景デザイン研究会等に所属。地域まちづくり
  技術士（総監・建設）/１級建築士 の支援を行う博多区美野島まちづくり協議会の事務局長を勤める。

佐藤　正一　 総合計画、都市計画マスタープラン等の都市計画、交通計画全般に関わる業務に携
  宮崎大学大学院工学研究科 平09 わる。また、ワークショップなど市民参加にかかる業務を多数実施。土木学会に所属。
  技術士（都市及び地方計画部門他）

高井　洋志 都市計画、都市施設計画、交通計画、景観計画・設計に関わる業務に携わる。また、
  東北大学工学部土木工学科 平12 ワークショップなど市民参加にかかわる業務を多数実施。
  技術士（都市及び地方計画部門）
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

宮崎県日南市 日南市総合計画等策定業務 1 平２１
1市2町合併後初めての宮崎県日南市における総合計画の策定を行った。策定にあたって、住民アンケートを行うと共に、
策定委員会及び庁内連絡会議を通して重点施策等の抽出を行い、計画期間における行政評価の仕組みを検討した。

熊本県 熊本都市計画区域他都市計画調査検討業務委託 1 平２１
合併後に新たに複数の都市計画区域を内包することになった熊本市及び周辺市町村を対象として、区域区分決定の有無等
の条件を重ねながら、都市計画区域再編の検討を行った。

福岡県北九州市 小倉都心部低炭素街づくり推進プラン作成業務委託 1 平２１
環境モデル都市に指定されている福岡県北九州市の小倉都心部を対象として、地球温暖化対策としての低炭素街づくりに
向けた集約型都市形成、公共交通主体の交通体系整備、エネルギー施策、都市緑化推進等の施策を検討し、推進プランと
してとりまとめた。

千葉県柏市 柏市都市計画マスタープラン策定業務委託 1 平１９
千葉県柏市の都市計画マスタープランの策定を行った。策定にあたっては、市民参加によるワークショップを実施しなが
ら、土地利用、都市基盤に加えて、省CO2化の方針も含めて検討、先進的な柏をめざしている。

熊本県 熊本都市計画区域都市計画事業調査委託 1 平１９
熊本市を中心とする広域都市計画区域としての熊本都市計画区域を対象として、近年の都市動向分析及び将来の都市人口
推計等の検討により、区域区分の見直し素案の作成及び農政協議資料の作成を行い、区域区分変更作業を行った。

岩手県 都市計画基礎調査結果の分析及び今後の都市計画のあり方検討業務 1 平１９
前年度に実施した都市計画基礎調査に基づく県内の都市動向分析を行い、今後の人口減少下における集約型都市構造形成
に向けた都市計画のあり方を検討した。

秋田県由利本荘市 都市計画マスタープラン策定業務委託 1 平１８
秋田県由利本荘市の都市計画マスタープランの策定を行った。策定にあたっては、市民参加によるワークショップを実施
し、市民意見を反映しながら土地利用、都市施設等の都市計画に関する基本方針をとりまとめた。

鳥取県倉吉市 倉吉都市計画マスタープラン策定業務 1 平１８
鳥取県倉吉市の都市計画マスタープランの策定を行った。策定にあたっては、市民参加によるワークショップを実施し、
市民意見を反映しながら土地利用、都市施設等の都市計画に関する基本方針をとりまとめた。

福岡県 都市計画区域マスタープラン（線引き区域）等策定検討調査業務 1 平１4
福岡県における１８の線引き都市計画区域を対象として、都市計画区域マスタープランの素案作成を行った。前年度作成の
「福岡県都市計画基本方針」を踏まえながら、県内全域及び都市計画区域単位の将来人口推計を実施してとりまとめた。

国土交通省四国地方整備局 平成21年度四国におけるまちづくり検討調査業務委託 2 平２１
四国管内30都市におけるまちづくり交付金事業の実施を踏まえて、事業完了地区における事業効果及び期間中の事業マネ
ジメントについてヒアリング調査を行い、まちづくり事例集及び効果的なまちづくりに向けた提言書としてとりまとめた。

国土交通省九州地方整備局 九州新幹線長崎ルート整備に伴う駅周辺整備方策検討業務 2 平２０
九州新幹線長崎ルートにおいて新幹線駅が設置される嬉野市、大村市、諫早市の駅周辺地区を対象として、新幹線開業に
よる開発ポテンシャルを円滑に都市整備に導くための方策について、類似駅事例を参考にしながら検討した。

大分県大分市 細住環　都市再生整備計画策定業務委託 2 平１９
大分県大分市の細地区を対象として、地区内の生活道路整備、公園整備、生垣保存さらに地区の歴史記録作成等のハード、
ソフト両面からのまちづくり施策を都市再生整備計画としてとりまとめ、まちづくり交付金申請に向けた資料作成を行った。

宮崎県延岡市 延岡市景観計画策定業務委託 3 平２１
宮崎県延岡市を対象として、景観法に基づく景観計画の策定を行った。

鹿児島県鹿児島市 景観に配慮した屋外広告物調査検討業務委託 3 平２１
鹿児島市を対象として、屋外広告物の実態調査を行い、景観法等に基づく屋外広告物条例のあり方について検討した。

長崎県 日本風景街道検討業務委託 3 平１９
長崎県内での日本風景街道の推進において、活動母体の協議会立ち上げを支援し、沿道景観向上を図る活動計画等の検討を
行った。

宮城県仙台市 仙台駅周辺交通施設配置検討業務委託 4 平２０
ＪＲ仙台駅駅前広場及び周辺における交通結節施設の再整備計画について、周辺部での都市機能配置等に配慮しながら検討
を行った。

宮城県仙台市 仙台市都市計画道路網見直し検討調査 4 平１８
宮城県仙台市を対象として、長期未着手都市計画道路問題及び今後の都市動向に対応した都市計画道路再編等を課題とし
て、都市計画道路網の見直し検討を行った。

東京都江東区 仙台堀川公園及び沿道整備調査設計委託 5 平２１
東京都江東区における仙台堀川公園の計画設計を、周辺道路における沿道整備と関連付けて行った。

大分県竹田市 平成１７年度竹田市観光振興計画策定事業 9 平１７
１市３町の合併により新竹田市が誕生したことを踏まえて、旧市町個々に実施していた観光施策の一体的な展開と、新た
な広域観光振興の展開を目的とする観光振興計画を作成した。

社団法人 日本都市計画学会 広島市地区別まちづくり構想にかかるワークショップ運営業務 9 平１９
広島市内の地区別まちづくり構想の検討にあたり、市民参加によるまちづくりワークショップの運営を行った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

国土交通省 高知河川国道事務所 平成１９年度都市内道路の沿道環境対策調査業務委託 3 平１９

千葉県千葉市 千葉市バリアフリー基本構想策定業務委託 4 平１９

国土交通省 福山幹線国道事務所 福山都市圏ＴＦＰ地域展開検討業務 4 平１９

福岡県 第４回北部九州圏総合都市交通体系調査業務委託 4 平１９


