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■概要 設立 昭和42年1月  資本金 1億3000万円　全役職員数339名 (うち技術系 270名)

【代表者】代表取締役社長　馬場　直俊

【役員】 専務取締役　木原　一行 専務取締役　木村　昭博 常務取締役　本田　直史 取締役　中田　健一

 取締役　樋口　吉隆 取締役　土谷　重勝 取締役　中村　誠 取締役　上原　啓一

 取締役　光森　泰紀 取締役　小野寺　敬 監査役　笠置　惠三

【登録】 建設コンサルタント登録　建21第1043号／地質調査業者登録　質21第1491号／測量業者登録　第（4）－23060号/一級建築

士事務所登録東京都第7583号　神奈川県第10956号／計量証明事業所登録東京都（音圧レベル）第745号／ISO9001認証登録

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／都市計画協会／再開発コーディネーター協会／街づくり区画整理協会

【本社以外の事業所】

 東京事業本部　　　　　東京都中央区　　　03-3532-8032　　　　東北支社　　　　　　宮城県仙台市　　　022-264-1923

中部支社　　　　　　　愛知県名古屋市　　052-223-0380　　　　大阪支社　　　　　　大阪府大阪市　　　06-6882-2130

広島支店　　　　　　　広島県広島市　　　082-263-8040　　　　九州支店　　　　　　福岡県福岡市　　　092-432-5385
  
■特徴・特色・業務内容

土木、都市計画、都市再開発、交通計画、建築、公園・レクリエーション施設等多方面にわたり調査、計画、設計、施工管理を行

う総合建設コンサルタント。
 
■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】 67件 334百万円

【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】 20名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 8名 一級建築士 5名 RCCM 2名 土地区画整理士 0名 再開発プランナー 2名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 小野寺　敬   技術士／一級建築士   　　　　　千葉大学工学部建築学科   昭49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　　　　　　　　　(2)港湾及び空港　　　　　　　　　　(3)道路

(4)鋼構造及びコンクリートトンネル　　　(5)トンネル　　　　　　　　　　　　(6)上下水道

(7)造園　　　　　　　　　　　　　　　　(8)土質及び基礎　　　　　　　　　　(9)建築
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
小野寺　敬 市街地開発、宅地造成等に関する調査・計画検討
  千葉大学工学部建築学科 昭49 港湾・物流・整備効果等に関する調査・計画検討
  技術士／一級建築士 住民参加・ワークショップ等の運営支援

澤幡　敬直 市街地整備・再開発等に関する調査・計画検討
  京都大学工学部建築学科 昭50 都市施設（交通施設等）に関する調査・計画検討
  技術士／再開発プランナー 住民参加・ワークショップ等の運営支援

青田　浩光 港湾・物流・整備効果等に関する調査・計画検討
  宇都宮大学大学院工学研究科 昭63 中心市街地活性化等に関する調査・計画検討
  技術士 住民参加・ワークショップ等の運営支援

高野　英生 公園・緑地等に関する調査・計画検討
  東京農業大学農学部造園学科 平１ 住民参加・ワークショップ等の運営支援
  RCCM／一級造園施工管理技士

山岡　潮 公園・緑地等に関する調査・計画検討
  北海道大学大学院環境科学研究科 平６ 港湾・物流・整備効果等に関する調査・計画検討
  技術士／一級造園施工管理技士 住民参加・ワークショップ等の運営支援

小坂　知義 土地利用に関する調査・計画検討
  近畿大学理工学部建築学科 平７ 市街地整備・再開発等に関する調査・計画検討
  技術士／再開発プランナー 都市施設（交通施設等）に関する調査・計画検討

龍野　恵則 土地利用に関する調査・計画検討
  関西大学工学部建築学科 平７ 市街地整備・再開発等に関する調査・計画検討
  技術士 都市施設（交通施設等）に関する調査・計画検討

今堀　琢士 公園・緑地等に関する調査・計画検討
  名古屋工業大学工学部社会開発工学科 平８ 都市施設（交通施設等）に関する調査・計画検討
  技術士／一級建築士 住民参加・ワークショップ等の運営支援

長澤　真也 公園・緑地等に関する調査・計画検討
  東京農業大学大学院農学研究科造園学専攻 平７ 住民参加・ワークショップ等の運営支援
  技術士／一級造園施工管理技士
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

山梨県富士河口湖町 富士河口湖町用途地域見直し検討業務委託 1 平24
本業務は、社会経済情勢の変化や法改正等を踏まえつつ、目指すべき都市像を実現するために最も基本的な土地利用規制であ
る用途地域を見直すための調査・検討を、町民参加による会議での議論を反映しながら行った。

神奈川県藤沢市 村岡地区都市計画資料作成調査委託 2 平24
本業務は、東海道本線村岡新駅周辺の村岡地区整備計画に基づき、都市計画道路、都市計画公園、用途地域、地区計画、土地
区画整理事業区域の都市計画決定に向けた素案等資料及び関係機関との調整に必要な資料作成を行った。

東京都昭島市 （仮称）都営中神団地周辺地区地区計画策定調査等業務委託 1 平23
本業務は、都営中神団地の建替えに伴い、一団地の住宅施設を廃止し、地区計画へ移行することで、地区環境の維持に配慮し
た市街地及び調和のとれたまちづくりを推進するために、用途地域変更及び地区計画等の案を作成するための基本的な調査
を行った。

国土交通省関東地方整備局 個性を活かしたまちづくり方策検討業務 1 平22
本業務は、統計情報を地図上に３次元で表示する「都市構造可視化システム」について、まちづくりに有効活用されるよう、
その活用方法の検討を行った。また、新たなまちづくりに関する事例の収集・分析を行い、特色あるまちづくりの支援を可能
とする資料の作成を行った。

長野県下諏訪町 下諏訪町景観計画策定業務委託 3 平22
本業務は、下諏訪宿を中心とした歴史地区や街なか住宅地区・商業地区など地域特性が豊かな長野県下諏訪町において、景
観法に基づく景観計画の検討を、町民参加による委員会やワークショップなど運営を行いながら検討した。

東京都練馬区 放射第35号線沿道地区まちづくり計画検討等業務委託 2 平21
本業務は、練馬区内の放射第35号線の沿道地区において、同路線の整備により沿道住環境の変化が想定される中、沿道自治体
である練馬区が地域にふさわしいまちづくりを進めるための調査・検討を行った。

埼玉県深谷市 緑の基本計画策定業務委託 5 平21
本業務は、深谷市における緑の基本計画の策定業務であり、自然環境を将来に確実に継承していくために、強い規制をかける
のではなく、緩やかな規制の中で、市民の活動で保全していくことのできる方策を検討した。

神奈川県相模原市 橋本地区まちづくり交付金事業事後評価業務委託 2 平20
本業務は、相模原市橋本駅の周辺地区において実施されたまちづくり交付金事業の事後評価として目標指標の達成度の検証や
課題整理、今後のまちづくり方策の検討などを行った。

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所　地下トンネル上部土地利用方策検討業務 4 平19
本業務は、道路等社会資本の整備にあたり住宅や公共施設等が密集している地域において、周辺地域への影響等を考慮して地
下トンネル構造を採用した区間におけるトンネル上部の土地利用のあり方を検討した。

山梨県土木部都市計画課 都市計画区域の再編検討業務委託 1 平19
人口減少・超高齢社会の進展の中、山梨県の目指すべき将来都市像を明確にし、それを実現するための施策として都市計画区
域の見直しの検討を行った。都市機能の集約を目指した拠点、軸、土地利用により構成される県土全体の将来都市構造を策定
した。

山梨県甲府市都市建設部都市計画課 甲府市都市計画マスタープラン検討業務 1 平19
市町村合併等に伴う都市計画マスタープランの見直し策定業務。アンケート及びワークショップ開催による市民ニーズと県都
としての甲府市を取り巻く状況から課題を設定し、「成長・拡大から効率・持続へ」を基本方針とし、まちづくりの方針を設
定した。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

千葉県木更津市 合葬式納骨堂整備基本計画策定業務委託 7 平24

栃木県足利市 足利市「道の駅」基本計画策定業務委託 2 平24

茨城県大洗町 大貫台地区土地利用計画策定業務委託 2 平24

東京都交通局 局有地利活用検討調査委託(浜松町駅周辺地区) 2 平24

国土交通省道路局 立体道路制度の活用方策検討調査業務 4 平23

埼玉県蓮田市 (仮称)蓮田市総合文化会館整備構想作成業務委託 2 平23

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パターン詳細検討業務 その3 2 平23

千葉県木更津市 道の駅等交流拠点整備基本構想策定業務委託 2 平23

埼玉県さいたま市 与野中央公園整備計画作成業務 3 平23

国土交通省都市局 広域的施設の配置及び広域的な連携のあり方に関する検討業務 1 平23

茨城県坂東市 弓田地区開発検討調査業務委託 2 平22

神奈川県秦野市 秦野駅南部(今泉地区)まちづくり調査委託業務 2 平22

山梨県北杜市 北杜市まちづくり計画策定業務委託 1 平22

神奈川県川崎市 等々力緑地再編整備実施に向けた検討業務委託 3 平22

東京都国分寺市 幹線道路における沿道まちづくりの具体化に向けた検討業務委託 2 平21

国土交通省関東地方整備局 効果的なまちづくり実施方策検討業務 1 平21

東京都交通局 浜松町駅周辺地区整備方針における交通局有地利活用の検討調査委託 2 平21

埼玉県滑川町 まちづくり交付金事後評価業務委託 2 平21

神奈川県秦野市 平成21年度秦野市インターチェンジ等周辺土地利用構想(仮称)策定等支援 2 平21

栃木県大田原市 都市再生整備計画策定業務委託 2 平20

東京都大田区 平成20年度蒲田駅周辺地区グランドデザイン策定基本調査委託 2 平20

茨城県坂東市 圏央道インターチェンジ周辺まちづくり基本計画策定業務委託 2 平20

長野県千曲市 千曲市景観計画策定業務 3 平20

東京都板橋区 都市再開発の方針の都市計画変更に伴う計画図作成業務委託 2 平20

大阪府堺市 平成19年度堺市中心市街地活性化基本計画策定業務 2 平19

東村山駅西口地区市街地再開発組合 東村山駅西口地区第一種市街地再開発事業に伴う事務局支援業務 2 平19

神奈川県秦野市 秦野市インターチェンジ等周辺土地利用構想(仮称)策定調査 2 平19

長野県佐久市 佐久市緑の基本計画策定業務 3 平19

東京都台東区 旧福井中学校跡地活用に関する基本構想策定委託 2 平19

東京都町田市 無電柱化推進基本計画業務委託 7 平19

東京都中央区 施設サービスのあり方検討調査委託 2 平19


