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■概要 設立 昭和21年6月  資本金 1億円　全役職員数457名 (うち技術系 321名)

【代表者】代表取締役社長　本島　哲也

【役員】 （専）　林　　茂雄 （取）　石井　久夫 （取）　澁谷　英樹 （取）　成田　武志

 （監）　川名　伴行

【登録】 建設コンサルタント建30第1558号(平成30年11月16日)/測量業第15-17号/補償コンサルタント第30-63号/一級建築士事務所

登録　東京都知事登録 第53987号・大阪府知事登録 （イ）第23790号・神奈川県知事登録　第16747号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会/都市計画協会/都市計画学会/街づくり区画整理協会/全日本区画整理士会/区画整理促進機構

【本社以外の事業所】

 東北支社　宮城城県　022-742-5301　茨城営業所　茨城県　029-233-2922　北関東支店　埼玉県　048-521-0234　埼玉支社　埼玉県　

048-831-4828　東京支社　東京都　03-5276-8779　千葉支社　千葉県　043-245-0121　神奈川支社　神奈川県　045-328-1621　名古屋支

社　愛知県　052-262-3573　関西支社　大阪府　06-6307-5123　九州支社　福岡県　092-739-1480　沖縄支社　098-876-5107　他
  
■特徴・特色・業務内容

『未来をみすえたまちづくり』をテーマとし、都市計画、都市の開発・整備、再開発等、まちづくり事業のコンサルタント業務を

行なっています。多様な顧客のニーズを的確に把握し、これに対応する人と組織をもって、信頼度の高い技術により、社会に貢献

することを目的と務に取り組んでおります。
 
■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】 570件 3,452百万円

【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】 179名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001

【有資格者数】 技術士 36名 一級建築士 7名 RCCM 25名 土地区画整理士 107名 再開発プランナー 4名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 吉田　勝博   技術士   　　　　　東京農業大学農学部造園学   平7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)地上測量・空中写真測量・台帳作成　　(2)補償調査　　　　　　　　　　　　(3)環境調査

(4)土木設計・土質、地質調査　　　　　　(5)地理情報、業務支援システム　　　(6)建築設計

【道路部門責任者名】 飯塚　正明 技術士 東北学院大学工学部土木工学科 平8年

【下水道部門責任者名】 杉本　一次 技術士 東京理科大学理学部化学科 昭39年

【土質及び基礎部門責任者名】 前田　恭男 技術士 東京工業大学工学部土木工学科 昭47年

【造園部門責任者名】 立山　善宏 技術士 日本大学理工学部交通土木工学科 平10年

【建設環境部門責任者名】 平良　裕之 技術士 慶應義塾大学文学部人間関係学科 平13年

【農業土木部門責任者名】 安江　二夫 技術士 三重大学農学部農業土木学科 昭44年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
小宮　秀隆 総合計画、都市計画マスタープラン、国土利用計画、商工業振興計画、
  工学院大学工学部建築学科 平06 中心市街地活性化基本計画、市街地開発関連、用途･地区計画関連、
  技術士　建設部門（都市及び地方計画） 各種マーケット調査　等

立山　善宏 都市計画マスタープラン、中心市街地活性化基本計画、緑の基本計画、
  日本大学理工学部交通土木工学科 平10 低炭素型まちづくり計画、都市交通計画、街づくりに係る関係地権者等の啓蒙、
  技術士　建設部門（都市及び地方計画） 用途･地区計画関連　等
  土地区画整理士

丸山　昭彦 総合振興計画・国土利用計画・都市交通計画・景観計画・観光振興計画・区域、
  八戸工業大学工学部建築工学科 昭56 都市計画マスタープラン・緑の基本計画・中心市街地活性化基本計画・地区計画・
  技術士　建設部門（都市及び地方計画） 地域開発、区画整理の計画、啓発、組織立ち上げ及び事業マネジメント全般　等

西久保　貴司 総合計画・都市計画マスタープラン、用途地域・地区計画等都市計画、
  三重大学工学部建築学科 平5 都市再生整備計画、まちづくり・区画整理の計画作成及び合意形成活動
  技術士　総合技術管理部門・建設部門

  土地区画整理士

中林　寿美 総合計画・都市計画マスタープラン、用途地域・地区計画等都市計画、
  石川工業高等専門学校 昭55 都市再生整備計画、まちづくり・区画整理の計画作成及び合意形成活動
  技術士　総合技術管理部門・建設部門

  （都市及び地方計画）    土地区画整理士

小林　友美 総合計画・土地利用計画・都市計画マスタープラン・用途地域・地区計画等都市計画、
  一橋大学社会学部社会問題・政策課程 平15 地区計画・用途地域・その他の地域地区・住民参加型まちづくり・地区まちづくり計画・
  技術士　建設部門(都市及び地方計画)

青野　智樹 総合計画・都市計画マスタープラン、用途地域・地区計画等都市計画、
  早稲田大学大学院 平12 都市再生整備計画、まちづくり・区画整理の計画作成及び合意形成活動
  技術士　建設部門(都市及び地方計画)

森井　益恵 総合計画・土地利用計画・都市計画マスタープラン・用途地域・地区計画等都市計画、
  東洋大学工学部建築学科 平8 地区計画・用途地域・その他の地域地区・住民参加型まちづくり・地区まちづくり計画・
  技術士　建設部門(都市及び地方計画)
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

国土交通省都市局 郊外市街地における持続可能性を見据えた区画整理事業のあり方検討 2 平30
再開発計画、土地区画整理事業調査

神奈川県厚木市 厚木市地球温暖化対策実行計画推進状況調査等委託 8 平29
地球温暖化対策実行計画

神奈川県相模原市 相模原市次期都市計画マスタープラン等策定検討調査業務委託 1 平29
市計画マスタープラン

神奈川県海老名市 平成29年度海老名市道路交通マスタープラン見直し業務委託 4 平29
交通マスタープラン

静岡県藤枝市 藤枝市コンパクトシティ＋ネットワーク構想策定業務委託 2 平29
コンパクトシティ

埼玉県八潮市 市街化調整区域まちづくり基本方針策定業務委託 2 平29
まちづくり基本方針

栃木県栃木市 栃木市歴史的風致維持向上計画策定支援業務委託 3 平29
総合振興計画・都市マスタープラン

埼玉県川口市 安行近郊緑地保全区域等土地利用検討調査 3 平29
緑地保全区域等土地利用検討

埼玉県川口市 川口市住生活基本計画策定基礎調査業務委託 6 平29
生活基本計画

東京都武蔵村山市 平成29年度榎地区まちづくり事業業務委託 1 平29
まちづくり事業

東京都 平成28年度東京都土地利用現況調査（区部）に係る業務委託（Aブロック） 1 平28
ガイドライン及びサイン計画策定

国土交通省都市局 集約型都市構造の実現に向けた合意形成推進方策の検討調査 2 平28
集約型都市構造

国土交通省都市局 市街地外縁部等における土地利用適正化方策等に関する調査 2 平28
土地利用適正化方策

神奈川県厚木市 平成28年度　中心市街地交通環境・駐車場等調査業務委託 4 平28
交通環境・駐車場等調査

沖縄県読谷村 平成28年度読谷村景観地区指定方策検討調査委託業務 3 平28
景観地区指定方策検討調査

埼玉県皆野町 皆野町都市計画基礎調査（基準年度平成27年）業務委託 1 平27
都市計画基礎調査

(財)都市計画協会 集約型都市構造の実現に向けた土地利用・開発許可制度等あり方検討 8 平27
土地利用・開発許可制度等のあり方検討

栃木県大田原市 大田原市中心市街地総合再生基本計画作成業務委託 2 平27
中心市街地総合再生基本計画

埼玉県小川町 第5次総合振興計画、都市計画マスタープラン及び地方版総合戦略策定業務 1 平27
都市マスタープラン及び地方版総合戦略

神奈川県伊勢原市 平成27年度　伊勢原駅北口周辺地区整備計画作成業務 2 平27
地区整備計画

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

沖縄県国頭村 国頭村空家等対策計画策定・空家等利活用方策検討調査委託業務 1 平29

民間 平成29年度エリアマネジメント事業推進プロジェクト支援業務 9 平29

埼玉県 住宅密集地延焼危険性調査業務委託 1 平29

静岡県富士市 平成29年度富士市集約・連携型都市づくりの推進に係る事前調査業務委託 2 平29

神奈川県秦野市 平成29年度秦野市立地適正化計画(都市機能誘導区域)策定委託業務 1 平29

小川町地域公共交通活性化協議会 デマンドタクシーの本格運行計画等検討業務委託 4 平29

沖縄県うるま市 うるま市農業振興ビジョンアクションプラン策定業務 1 平29

神奈川県藤沢市 健康と文化の森地区まちづくり事業化検討業務委託 1 平29

静岡県菊川市 平成29年度　駅北構想概略整備計画検討業務委託 2 平29

神奈川県大和市 平成29年度中央森林地区土地利用誘導方針検討業務委託 1 平29

沖縄県石垣市 石垣市役所現庁舎等の跡地利用基本方針策定業務委託 1 平29

神奈川県横浜市 平成29年度金沢八景駅東口地区のまちづくり推進業務委託 2 平29

沖縄県宜野湾市 関係地権者等の意向醸成・活動推進調査業務委託（普天間飛行場） 9 平29

民間 エリアマネジメント勉強会コーディネート業務 9 平28

熊本県玉名市 玉名市空家等実態調査及び対策計画策定業務委託 1 平28

神奈川県大和市 公共交通軸を中心とした都市機能評価誘導配置等計画策定業務委託その2 4 平28

愛知県豊橋市 土砂災害ハザードマップ作成委託業務 9 平28

茨城県下妻市 下妻市集約と連携による持続可能なまちづくり検討業務 1 平28

埼玉県川口市 安行近郊緑地保全区域における新たな緑農地保全方策検討調査委託 2 平28

静岡県磐田市 平成28年度　磐田市都市計画マスタープラン改定業務委託 1 平28

大阪府堺市 黒山西地区地区計画に係る都市計画案作成業務 2 平27

埼玉県小川町 第5次総合振興計画、都市計画マスタープラン及び地方版総合戦略策定業務 1 平27

(独)都市再生機構 名古屋都心エリアのまちづくりモデル検討業務 2 平27

沖縄県読谷村 平成27年度読谷村景観地区指定方策検討調査業務 3 平27


