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■概要 設立 1946年12月  資本金 ３億円　全役職員数555名 (うち技術系 466名)

【代表者】代表取締役社長　　小田　秀樹　　　代表取締役会長　　福成　孝三

【役員】 （常）福田　直三 （常）宮川　一始 （常）河野　吉次郎 （取）鈴山　成人

 （取）行竹　和幸 （監）大田　一夫 （監）柏信　憲二 （常執）吉浪　康行

 （常執）岡崎　修嗣 （常執）大谷　博信 （執）中山　誠 （執）林　秀樹

 （執）藤本　睦 （執）山根　哲之進 （執）向井　雅司 （執）村岡　和彦

 （執）來山　尚義　　 （執）吉永　知弘 （執）三好　憲正 （執）森山　学

【登録】 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：建21-10　地質調査業：質24-183　測量調査業：(14)-115　補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：補20-190　建設業：(特)24-10727

一級建築事務所　計量証明事業：第K=83､84､96　環境省-指定調査機関：環2003-1-657　定労働者派遣事業：特34-300423

【所属団体】

【本社以外の事業所】

 ■東京支社 (03)5835-2631  東北支店･札幌(事)･横浜(事)　■大阪支社 (06)6392-7200  名古屋支店･三重(事)･滋賀(事)･神戸(事)

■岡山支社 (086)222-6118　　　　　　　　　　　　　　　■広島支社 (082)506-1888  福山支店･備北(事)･呉(営)･東広島(営)

■山口支社 (083)974-4700  下関(事)･岩国(事)･周南(事)･防府(事)

■松江支社 (0852)21-7367  鳥取(事)･倉吉(事)･浜田(事)･雲南(営)･大田(営)･安来(営)

■四国支社 (087)826-1911  松山支店･徳島支店･高知支店･宇和島(営)

■九州支社 (092)471-8324  長崎支店･佐世保(事)･諫早(営)･対馬(営)･大分(事)･熊本(事)･鹿児島(事)･沖縄(事)

■ミャンマーヤンゴン事務所(95)1-544856
  
■特徴・特色・業務内容

戦災からの復興と発展への貢献に向け昭和21年に総合建設コンサルタントとして創業して以来、地域づくり及び社会資本整備等に

かかる計画・設計分野を中心に社会に貢献してきました。まちづくりや社会資本整備へのニーズや課題の多様化に対応するため、

これまでの技術と経験、知識をもとに、新しいアイデアや技術を創造付加し融合させ、豊かで幸福な地域社会の構築をめざして、

都市再生、地域づくり等に貢献していきます。
 
■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】 -件 430百万円

【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】 35名 【品質管理に係わる特記事項】ＩＳＯ９００１・ ＩＳＯ１４００１認証登録

【有資格者数】 技術士 15名 一級建築士 8名 RCCM 7名 土地区画整理士 8名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 藤田　章弘   技術士   　　　　　鳥取大学大学院工学研究科   平5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】

 各種社会インフラにかかる企画・調査・診断・計画・設計・施工計画等（河川砂防及び海岸海洋・港湾空港・道路・鉄道・上下水道

・工業用水道・下水道等）、空間情報調査・測量調査・地質土質調査・環境調査、廃棄物・農業土木・森林土木・水産土木等

【道路部門責任者名】 石田　友英 技術士 長崎大学 昭60年

【建設環境部門責任者名】 羽原　浩史 技術士 北海道大学 昭55年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
藤田　章弘 土地利用計画、各種マスタープランの策定、住民参加型まちづくり活動支援
  鳥取大学大学院工学研究科 平5 市街地開発事業計画策定、法定都市計画手続き
  技術士（都市・地方） 費用対効果分析、各種マーケッティング・意向調査

佐伯　達郎 土地利用計画、市街地整備計画、各種マスタープランの策定
  芝浦工業大学大学院工学研究科 昭58 都市計画制度等の調査・計画
  技術士（総監、都市・地方） 住民参加型まちづくり活動活動支援

宮迫　勇次 土地利用計画、都市施設開発計画、都市景観・アーバンデザイン
  九州大学芸術工学部環境設計学科 昭59 公園緑地計画・設計、住宅系計画
  技術士（総監、都市・地方、自然環境保全） 住民参加のまちづくり支援、ＣＧ作成
  一級建築士

宮崎　保通 住民参加型まちづくり活動支援、地域防災計画、各種マスタープランの策定
  鹿児島大学工学部海洋土木工学科 昭60 土地区画整理事業など市街地開発事業に係る調査･計画･設計
  技術士（都市・地方）/土地区画整理士 各種マーケッティング・意向調査

金沢　洋和 総合交通体系調査、都市交通戦略
  日本大学理工学部交通土木工学科 平3 交通施設計画（道路、駅前広場、駐車場、駐輪場等）
  技術士（都市・地方） 地区交通計画、公共交通計画、交通バリアフリー計画

山根　啓典 総合交通体系調査、都市交通戦略、道路網計画
  広島大学大学院工学研究科 平5 交通量推計・シミュレーション、公共交通計画
  技術士（都市・地方、道路） 観光調査・分析、交通事故分析

浦上　博行 公園・緑地、観光レクリエーション施設の計画、設計
  千葉大学園芸学部造園学科 昭56

  技術士（都市・地方）



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
 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

愛媛県 愛媛県防災・減災まちづくり関連基礎調査委託業務 1 平24

山口県下関市 下関北都市計画地域地区指定調査業務 1 平24

広島県廿日市市 旧宮島支所庁舎跡地利用計画作成業務 1 平24

広島県住宅供給公社 高陽ﾆｭｰﾀｳﾝ創生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに基づく事業可能性調査業務 1 平24

熊本県熊本市 第2次熊本市都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝにおける多核連携型都市構造の検討業務 1 平24

国土交通省中国地方整備局 中国ブロックにおける社会資本整備方針検討業務 1 平24

広島県 広島県都市計画基礎調査（その１）業務委託 1 平24

島根県雲南市 雲南市都市計画全体構想（案）策定業務 1 平24

島根県雲南市 丸子山周辺地区土地区画整理事業計画書変更･仮換地指定変更等作成業務 2 平24

防衛省中国四国防衛局 岩国飛行場(H24)愛宕山土木基本設計 2 平24

広島県世羅町広域観光推進実行委員会 世羅町「ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（仮称）」基本計画策定業務 2 平24

熊本県熊本市 ゆうゆうバス及び公共交通空白・不便地域等の路線検討調査 4 平24

上天草市地域公共交通活性化協議会 上天草市生活交通ネットワーク計画策定支援 4 平24

山口県下関市 竹崎～六連島航路改善計画策定 4 平24

長崎県長崎市 長崎市バリアフリー基本構想策定業務 4 平24

大阪府茨木市 平成24年度茨木市総合交通戦略策定業務 4 平24

兵庫県神戸市 平成24年度神戸市総合交通計画の検討･策定業務 4 平24

島根県大田市 平成24年度総合都市交通体系調査業務委託 4 平24

岩手県陸前高田市 平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業 4 平24

山口県下関市 世界園芸博覧会下関展示園基本計画作成委託業務 5 平24

広島県三次市 八次子どもの水辺構想策定業務 5 平24

広島県尾道市 尾道市サンセットビーチ整備事業基本計画策定業務委託 5 平24

宮城県名取市 防災まちづくり拠点施設整備計画策定業務 5 平24

島根県大田市 平成24年度大田市駅周辺東側まちづくり基本計画策定に係る部会運営業務 9 平24

広島県広島港湾振興事務所 国際拠点港湾広島港五日市地区土地利用計画検討業務委託 1 平23

国土交通省中国地方整備局 中山間地域交流連携基盤整備検討業務 1 平23

神奈川県川崎市 浮島１期地区土地利用計画策定基本調査委託 1 平23

徳島県徳島市 徳島市都市計画マスタープラン策定業務 1 平23

広島県安芸太田町 安芸太田町防災コミュニティ広場敷地造成測量設計業務 2 平23

広島県庄原市 庄原駅周辺地区仮換地指定及び街区画地計算業務委託 2 平23

広島県庄原市 庄原駅周辺地区土地区画整理事業実施設計業務委託 2 平23

岡山県瀬戸内市 第23-1 瀬戸内市宮下工業団地測量･設計･用地･地質業務 2 平23

備後商船(株) 常石～尾道航路改善計画策定業務 4 平23

広島県大竹市 大竹駅周辺整備新構想策定業務 4 平23

広島県大竹市 晴海臨海公園基本設計業務 5 平23

高知県 高知空港緑の広場他1公園長寿命化計画調査策定委託業務 9 平23

広島県三次市 三次地区まちづくり協議ワークショップ業務 9 平23

福岡県飯塚市 飯塚市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 9 平23

広島県 広島県都市計画区域マスタープラン策定業務 1 平22

香川県高松市 高松市コンパクト・エコシティ検討業務 1 平22

岡山県瀬戸内市 瀬戸内市社会資本総合整備計画策定業務 1 平22

防衛省中国四国防衛局 岩国飛行場(H22)コミュニティ地区土木設計 2 平22

島根県雲南市 大木原土地区画整理事業計画書(変更)作成･換地計画認可申請書作成業務 2 平22

岡山県早島町 早島町都市計画マスタープラン策定業務 1 平22

国土交通省都市局 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興ﾊﾟﾀｰﾝ詳細検討業務24 2 平22

島根県浜田市 浜田文教地区基盤整備事業測量設計業務委託 2 平22

福岡県飯塚市 飯塚市中心市街地活性化基本計画調査業務委託 2 平22

愛媛県松山市 市道二番町線道路再配分および景観検討業務 3 平22

広島県広島市 中央公園(旧市民球場跡地)測量･設計業務 5 平22

広島県 びんご運動公園における長寿命化計画策定業務 9 平22

愛媛県 都市計画区域マスタープラン策定業務 1 平21

大分県大分市 大分市都市計画マスタープラン見直しに関する計画策定業務委託 1 平21

広島県東広島市 平成21年度 寺家地区土地区画整理事業実施設計作成業務 2 平21

岡山県岡山市 西口筋他景観形成重点地区等策定業務 3 平21

広島県三次市 三次都市計画道路見直し検討業務委託 4 平21

岡山県倉敷市 (仮称)玉島みなと公園設計業務委託 5 平21

香川県高松土木事務所 高松港港湾改良工事緑地設計業務委託 5 平21

広島県東広島市 平成20年度 寺家地区土地区画整理事業寺家地区換地設計業務委託 4 平20

鳥取県鳥取市 鳥取市地域公共交通総合連携計画策定調査業務 4 平20

福岡市宗像市 東郷駅北口整備基本計画策定 4 平20

大分県竹田ダム建設事務所 ダム周辺環境整備計画設計業務 5 平20

愛知県豊田市 豊田市旭高原元気村基本設計等策定業務 5 平20


