
都市計画コンサルタント協会　会員名簿

大日本コンサルタント　株式会社
東京都豊島区駒込3-23-1

NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. 〒170-0003 TEL.03-5394-7611 FAX.03-5394-7601

 http://www.ne-con.co.jp 
 
■概要 設立 昭和38年1月  資本金 13億9,900万円　全役職員数572名 (うち技術系 499名)

【代表者】代表取締役会長　　川神　雅秀　　　代表取締役社長　　高久　　晃

【役員】 (常) 藤田　隆 (常) 土井　朗 (常) 新井　伸博 (取) 古味　敏行

 (取) 楠本　良徳 (取) 中岡　和伸 (常監)古田　寛志 (監) 吉田　勝

 (監) 前田　興志猛

【登録】 東京証券取引所　市場第二部

建設コンサルタント/建21第26号　一級建築士事務所/東京都第17144号　測量業/第(13)-717号　地質調査業/質20第453号　

計量証明事業/第音27号（音圧レベル）/第振16号（振動加速度レベル）　土壌汚染状況調査指定機関/環2003-1-400　

特定労働者派遣事業/特13-303903

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／日本環境アセスメント協会／ランドスケープコンサルタンツ協会

【本社以外の事業所】

 東京支社　　　　　　　埼玉県越谷市　　　048-988-8111　　　　東北支社　　　　　　　　宮城県仙台市　　　022-261-0404

北陸支社　　　　　　　富山県富山市　　　076-436-7855　　　　中部支社　　　　　　　　愛知県名古屋市　　052-581-8993

大阪支社　　　　　　　大阪府大阪市　　　06-6541-5601　　　　九州支社　　　　　　　　福岡県福岡市　　　092-441-0433
  
■特徴・特色・業務内容

都市計画をはじめ橋梁、道路、河川砂防などの企画・調査から計画・設計および施工管理までを幅広く手掛けている総合コンサル

タントである。都市計画部門においては、土地利用計画、交通計画、公園・緑地計画、市街地整備計画、環境・景観計画など多彩

なニーズに応えられる体制を整えている。
 
■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】 144件 841百万円

【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】 54名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO 9001　　ISO14001

【有資格者数】 技術士 42名 一級建築士 7名 RCCM 9名 土地区画整理士 3名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 13名

【管理技術者】 伝谷　恵一   技術士(総監・建設)   　　　　　埼玉大土木   昭57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)橋梁・地下構造物・トンネルの計画・設計・監理  (2)道路・道路構造物の計画・設計・監理　(3)交通計画　(4)河川・砂防

・海岸・海洋の計画・設計　(5)港湾・空港の計画・設計　(6)各種環境調査・計画　(7)地質調査  (7)各種構造物の景観デザイン

【鋼構造及ｺﾝｸﾘｰﾄ部門責任者名】

新井　伸博 技術士(総監・建設)、工学博士 長崎大(院)土木 昭55年

【道路部門責任者名】 中田　淳之介 技術士(総監・建設) 金沢大建設 昭62年

【河川、砂防部門責任者名】 山本　信二 技術士(総監・建設) 愛媛大土木 昭57年

【土質及び基礎部門責任者名】 中岡　和伸 技術士(総監・建設) 立命館大土木 昭57年

【環境部門責任者名】 木田　博史 技術士(総監・建設) 千葉大造園 昭51年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
伝谷　恵一 みちのく公園事業効果・運営検討業務
  埼玉大土木 昭57 ふるさとの森等検討業務
  技術士(総合技術監理部門－建設) 次世代エネルギーインフラ(都市モデル)構想策定調査業務
  技術士(建設部門－都市及び地方計画) 都市計画基礎調査業務委託(都市計画区域マスタープラン策定）

平本　健二 国道357号交通流動解析検討業務22F9
  金沢大(院)土木 昭52 平成22年秋葉の森総合公園南工区整備検討業務
  技術士(総合技術監理部門－建設) 平成22年度都市計画道路見直し検討調査業務
  技術士(建設部門－都市及び地方計画) 平成21年度都市計画道路再検証業務委託

石月　謙一 自転車走行環境整備検討業務
  千葉大建築 昭62 高岡市都市計画道路見直し計画策定業務委託
  技術士(総合技術監理部門－建設) 岩瀬スポーツ公園・五福公園大型複合遊具実施設計業務
  技術士(建設部門－都市及び地方計画) ぐんま地域づくり策定調査業務（区域MP改定）

高柳　乃彦 平成21年度山形市嶋土地区画整理事業換地計画作成外４件業務委託
  関東学院大建築 昭63 庄内自然博物園(仮称)基本計画策定支援業務
  技術士(総合技術監理部門－建設) 国道399号風景街道づくり計画策定業務(地域づくり交流促進)
  技術士(建設部門－都市及び地方計画) 大衡村総合計画並びに大衡村国土利用計画策定業務

稲塚　裕右 (仮称)倉敷ふれあい公園設計業務委託
  甲南大経済 昭63 高知広域都市計画区域市街地整備計画検討委託
  技術士(建設部門－都市及び地方計画) 妙高市都市計画マスタープラン策定業務委託
  まちづくり活性化実態調査業務

杉山　敏彦 倉敷駅前広場歩行空間整備測量設計業務委託
  信州大(院)土木 平2 平成22年秋葉の森総合公園南工区整備検討業務
  技術士(総合技術監理部門－建設) 道路高架橋下利用検討業務22F7
  技術士(建設部門－都市及び地方計画) 都市計画基礎調査(都市計画区域拡大等に係る基礎調査)
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

埼玉県さいたま市 平成22年秋葉の森総合公園南工区整備検討業務 5 H22
秋葉の森総合公園の南工区(16ha)の整備に向け、後の整備工事及び環境アセスの基本資料の作成を目的に、湿地環境を活かし
た造成基本設計など公園全体計画・設計を実施。

山形県 平成22年度山形市嶋土地区画整理事業換地処分通知書作成外業務委託 2 H22
土地区画整理事業(97.2ha)について、換地計画に基づき、換地処分の通知書作成及び区画整理登記を実施。

中部地方整備局 平成21年度設楽ダム景観検討業務 3 H21
ダム本体・国県道の付替道路・湖畔湖面施設に対して、VRCGや模型などの視覚化資料を駆使して、周辺の山林景観を含む総合的な
景観検討を実施。また、ダム本体・残土受入地公園・主要交差点部の個別デザインを実施し、地域振興に係る景観対策や湖面利用施
設の検討を実施。更には景観検討指針案を作成。

新潟県妙高市 妙高市都市計画マスタープラン策定業務委託 1 H21
新潟県妙高市における都市計画マスタープランを策定するものであり、将来都市像を受け、全体構想及び地域別構想、実現化方
策の検討を実施。

四国地方整備局 平成20年度四国管内における自転車利用に関する調査業務委託 4 H20
自転車の有効活用を念頭に、自転車空間を確保するにあたり、道路空間を再構築した場合の道路交通への影響を予測し、地方都
市における今後の自転車走行空間について検討。具体的には、高松市の社会実験区間(五番町西宝線)の道路空間再構築による
交通影響を交通転換の面からピーク時交通量配分を実施し、ミクロシミュレーションによる社会実験時における交通影響予測を
実施した。
また、社会実験の結果を踏まえ、四国内他都市における道路空間再構築の展開方針について検討。

栃木県 公共交通ネットワーク課題分析・改善方策検討調査業務委託 4 H20
公共交通の維持・充実に向け、栃木県内の公共交通(バス・鉄道)の路線体系や運行サービス等を整理し、需要カバー状況を踏
まえた公共交通空白地域等の需給不整合の課題分析を実施。また、バス利用実態調査を実施し、利用者特性やニーズ、問題点を明
確化した後、ケーススタディとして路線やサービスの見直し方策・最適化方策を検討。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

上田市 都市計画基礎調査業務委託 1 H13

湯沢町 湯沢町都市計画基礎調査業務委託 1 H15

東村山市 都市計画用途地域見直し業務委託 1 H15

高知市 高知市用途地域見直し委託業務 1 H14

山形県 平成14年度山形県都市計画区域マスタープラン(置賜地域)策定業務 1 H14

栃木県 都市計画基礎調査（都市計画区域マスタープラン策定調査）業務委託 1 H13

群馬県 都市計画指導調査(田園居住区)太田・館林広域都市圏整備・保全構想 2 H14

長野県 平成14年度県単都市計画推進費(都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ)作成 1 H14

高知県 高知県都市計画マスタープラン策定委託業務 1 H15

藤原町 藤原町まちづくり基本計画作成業務委託 8 H13

館林市 館林市都市計画マスタープラン策定調査業務委託 1 H15

邑楽町 平成15年度邑楽町都市計画マスタープラン策定業務委託 1 H15

大曲市 大曲市都市計画マスタープラン策定業務委託　都市マス委第1号 1 H14

立山町 立山町緑のまちづくり計画策定業務 5 H14

若美町 住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画策定業務委託 6 H15

館林市 館林都市圏総合交通体系調査業務委託 4 H15

静岡県 平成14年度静岡中部都市圏総合都市交通体系ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定業務委託 4 H14

四国地方整備局 平成13年度地方都市におけるバス交通活用策に関する調査業務委託 4 H13

湯沢町 みつまた道の駅及び関連施設基本構想検討業務 4 H15

菖蒲町 圏央道休憩施設基本計画策定業務 4 H13

越谷市 蒲生駅東口駅前広場基本計画・基本設計業務委託 4 H13

石川県 金沢西部地区土地区画整理事業設計業務委託(交通広場修正設計) 2 H14

四国地方整備局 平成14年度高速バス交通結節点機能強化に関する調査業務委託 4 H14

富山市 富山市パークアンドライド試行事業調査業務委託 4 H15

大曲市 大曲市総合公園基本設計見直し業務委託単委-15-02 5 H15

北陸地方整備局 中心市街地の空洞化対策手法の分析に関する業務委託 2 H15

民間 敦賀市地域活性化調査に係る道路ネットワーク作成業務 4 H14

大東市 大東市まちづくり総合支援事業調査業務委託 2 H15

佐世保市 早岐地区まちづくり事業計画調査業務委託 2 H15

魚津市 魚津駅周辺まちづくり構想作成業務委託 2 H15

米原町 米原駅周辺地区まちづくり事業計画策定業務 2 H15

栃木市 県庁堀周辺地区整備の実現方策の検討業務委託 3 H14

横浜市 東山田駅周辺地区及び川和駅周辺地区街づくり基礎調査 2 H12

一関市 一関市交通バリアフリー基本構想策定業務委託 4 H15

白鷹町 平成13年度白鷹町土地利用調整基本計画策定業務 1 H13

本荘市 6号本荘中央地区土地区画整理事業仮換地・画地確定計算業務委託 2 H13

栃木県 平成13年度思川開発事業関連調査業務委託2 1 H13

民間 再開発事業に伴う周辺整備総合計画及び基本設計に関わる交通検討 2 H15

上北町 第14-3号観光ビジョン作成 9 H14

京都市 京都市公共事業評価システム運用検討業務委託 8 H15


