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■概要 設立 平成18年6月2日  資本金 2100万円　全役職員数8名 (うち技術系 6名)

【代表者】代表取締役　安孫子　尚正

【役員】 安孫子　尚正 安孫子　春彦

【登録】

【所属団体】 日本技術士会　日本都市計画学会　日本公園緑地協会

【本社以外の事業所】

 
  
■特徴・特色・業務内容

自治体の都市分野、経済分野、福祉分野、人文分野、文化スポーツ分野、総合計画等調査分析及び計画策定を四国で事業展開しており

、人口5万人程度以下の自治体の地域課題、特性を踏まえた各種個別計画づくりのエンジニアを育成しています。小中学生のキャリ

ア教育事業を中四国、九州で展開しています。計画づくりに地域生活の課題を解決するため、住民や自治体職員とワークショップ形式

の計画づくりを実践しています。
 
■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】 20件 50百万円

【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) 無し

(7) 無し (8) 都市計画制度等の調査・研究 (9) その他

【技術者数】 6名 【品質管理に係わる特記事項】 0

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

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 佐々木祐二      　　　　　九州大学   1998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】

 自治体の福祉計画、健康増進計画、スポーツ推進計画、子ども子育て支援計画、消費行動調査計画、教育振興計画、男女共同参画計画、

人権計画、各種世論調査。

小中学生のキャリア教育の企画。

【コンサルティング部門責任者名】佐々木祐二 九州大学 1998年

【キャリア教育部門責任者名】 小笠原茂 愛媛大学大学院 2011年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
大西教博 都市計画、調査
  英国ノーサンブリア大学大学院 1997 中心市街地活性化
  

小山健史 交通計画
  名古屋商科大学 1994

  

兵頭蒼 都市計画、調査
  鳥取大学大学院 2015

  

 
 
 
■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

宇和島市 市街地再生計画 2 2015
中心市街地の再生計画づくり

西条市 景観計画 3 2017
景観計画策定

久万高原町 景観計画 3 2017
景観計画策定

新居浜市 中心市街地再生計画 2 2015
中心市街地の再生計画、再開発、広場づくり。

鬼北町 地域公共交通基礎調査 4 2016
公共交通網形成計画の基礎調査

四万十市 都市計画マスタープランン 1 2017
四万十市の都市計画マスタープラン策定（下請）

西条市 景観ワークショップ 3 2015
景観計画の策定。景観計画策定前に2か年、景観づくりのワークショップ企画と運営。

新居浜市 国体会場基本計画 5 2015
国体会場の基本計画づくり。

松山市 松山駅西口周辺整備 2 2015
松山駅周辺の地区計画策定に向けて、住民発案地区計画づくり。

砥部町 景観計画 3 2019
景観計画の策定。

今治市 わがまちの価値向上のための調査研究 2 2018
中心市街地の調査分析、基本構想の立案。

東温市 空家等対策支援業務 2 2018



空家等対策計画と地権者意向調査。

三好市 大野地区みらい会議 9 2016
住民の暮らしの分析と地域づくりワークショップの展開。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

愛媛県土地改良事業団体連合会、西条市 ため池周辺環境整備計画 5 2008

新居浜商工会議所 宅配アンケート調査解析業務 9 2008

愛媛県土地改良事業団体連合会、西条市 大谷池周辺公園整備実施設計 9 2009

松山市 まちづくり勉強会 9 2009

松山市 まちづくり協議会支援 9 2010

財団法人東予産業創造センター 工業用地未利用地調査 9 2010

松山市 松山駅周辺のまちづくりワークショップ 9 2011

新居浜市 別子銅山まちづくり総合計画 2 2011

新居浜市 歴史公園の計画及び設計 5 2012

新居浜市 総合文化施設調査計画 9 2012

新居浜市 総合文化施設の飲食物販調査 9 2013

大洲市 肱川橋周辺まちづくり 9 2013

松前町 グランドホッケー場設計 5 2013

新居浜市 国体会場基本計画 5 2013

新居浜市 総合文化施設運営計画 9 2013

松山市 松山駅西口勉強会 2 2014

大洲市 肱川橋周辺まちづくり 9 2014

西条市 公共交通計画調査 4 2014

新居浜市 総合計画調査 9 2014

西条市 景観計画ワークショップ 3 2014

新居浜市 中心市街地再生計画 2 2015

鬼北町 空き家調査 9 2015

西条市 景観計画ワークショップ 3 2015

宇和島市 中心市街地再生基本構想 2 2015

鬼北町 地域公共交通網形成計画調査 4 2016

民間企業 都市計画マスタープラン 1 2016

三好市 みらい会議 9 2016

西条市 景観計画 3 2017

久万高原町 景観計画 3 2017

JICA 太平洋州スポーツを通じた地域振興 9 2017

今治市 わがまちの価値向上に向けた調査研究 2 2018

東温市 空家等対策支援業務 2 2018

商店街連盟 新居浜商店街調査事業 2 2018

新居浜市 山田社宅保存活用計画 9 2018

宇和島市 復旧復興に関する市民調査 9 2018

久万高原町 中小企業実態調査 9 2018

今治市 わがまちの価値向上のためのワークショップ 2 2019

今治市 子ども子育て支援事業計画 3 2019

今治市 障がい者計画 2 2019

阿南市 教育振興基本計画 9 2019

砥部町 景観計画 3 2019

宇多津町 子ども子子育て支援事業計画 9 2019

今治市 男女共同参画基本計画 9 2019

美馬市 地域福祉計画 9 2019

三好市 子ども子育て支援事業計画 9 2019

久万高原町 中小企業振興計画 9 2019

愛媛県 男女共同参画世論調査 9 2019

愛媛県 県民世論調査 9 2019

今治市 地域福祉計画市民アンケート調査 9 2019


