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■概要 設立 昭41年8月  資本金 1億円　全役職員数135名 (うち技術系 105名)

【代表者】代表取締役　　間瀬　　哲

【役員】 (取) 徳永　　剛 (取) 完田　充穂

 (監) 立花　　敬

【登録】 建設コンサルタント登録　建21第442号(平成21年10月1日)

一級建築士事務所登録　　東京都 第14512号(本社)　愛知県(い-13) 第10075号　岡山県 第13380号　福岡県 第1-11522号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／再開発コーディネ－ター協会／補償コンサルタント協会

【本社以外の事業所】

 東京支店　　東京都狛江市　　03-3430-9511　　　厚木支店　　神奈川県厚木市　046-295-6161　　

名古屋支店　愛知県名古屋市　052-414-6020　　　大阪支店　　大阪府吹田市　　06-6385-0891　

岡山支店　　岡山県岡山市　　086-234-3643　　　福岡支店　　福岡県福岡市　　092-471-6610　　　

 仙台営業所   022-727-5085　　群馬営業所　 027-330-5146　　栃木営業所　 0285-41-0485　　茨城営業所　0297-77-7980  

 北関東営業所 048-648-9810　  千葉営業所   047-308-3525    横浜営業所   045-300-3161　　川崎営業所　044-966-9301　

 相模原営業所 042-751-8010　　藤沢営業所   0466-45-5404    甲府営業所   055-230-0880　　沼津営業所　055-933-2342　

 静岡営業所　 054-272-3801　　飯田営業所   0265-56-8584    浜松営業所   053-486-2993　　豊橋営業所　0532-37-2425　

 豊田営業所　 0565-88-1998　　豊川営業所　 0533-77-2525    刈谷営業所   0566-63-5806    新城営業所　0536-34-5015  

 岐阜営業所 　058-275-7283　　三重営業所　 059-213-5760　  京都営業所　 075-474-0160　　奈良営業所  0742-40-1506 

 和歌山営業所 073-425-0151　　神戸営業所　 078-950-3547　  姫路営業所　 0792-81-0043　　紀北営業所  0736-78-3880

 山口営業所   0836-71-0541    北九州営業所 093-693-4688　  久留米営業所 0942-36-7356　　佐賀営業所　0952-33-0370　

 唐津営業所　 0955-70-6695　　佐世保営業所 0956-39-4509    長崎営業所   095-848-6566　　諫早営業所　0957-28-9500　

 熊本営業所　 096-360-2151　  宮崎営業所　 0982-23-7033    鹿児島営業所 099-275-1151　　沖縄営業所　098-951-2666　
  
■特徴・特色・業務内容

住みよいまち、豊かさを実感できるまちとするために、そこで暮らし、活動している人々の視点が大切です。

弊社は総合建設コンサルタントの強みを活かし、市民、事業者、行政が一体となり、まちづくりに積極的に参加するという雰囲気

づくりから始め、地域に則した事業手法を見極め、人々と一緒に未来に誇れるまちづくりに取り組んでいます。
 
■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】 25件 85百万円

【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】 30名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001:2008

【有資格者数】 技術士 13名 一級建築士 10名 RCCM 12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 1名

【管理技術者】 後田　　淳   一級建築士   　　　　　九州産業大学・建築科   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】

 道路・橋梁・河川・砂防・港湾・上下水道・公園緑地の計画・設計・監理、

用地取得及び区画整理等に伴う補償コンサルタント業務　環境調査・影響評価、測量、地質調査

【道路部門責任者名】 完田　充穂 技術士 日本大学・土木工学科 昭53年

【下水道部門責任者名】 林　　 秀喜 技術士 岐阜大学・土木工学科 昭55年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
後田　淳 都市再開発計画・市街地再開発事業等に関する調査、都市計画作成及び
  九州産業大学･建築科 昭57 推進コーディネート業務、歴史的環境整備計画･設計
  一級建築士／補償業務管理士

杉本　文子 中心市街地活性化・交通バリアフリー基本構想策定及び都市景観整備事業
  奈良女子大学･住居学科 昭48 都市公園整備、まちづくりや景観条例等条例整備
  技術士／一級建築士

水越　浩嗣 土地区画整理事業、都市再開発事業等に伴う補償算定･交渉業務
  日本大学・建築科 昭55

  一級建築士／補償業務管理士

吉川　斉児 都市再開発計画･中心市街活性化計画及び交通バリアフリー計画
  名古屋大学大学院･地圏環境工学科 平17 都市景観計画
  技術士／測量士補

林　秀喜 都市再開発計画や区画整理に伴う上･下水道計画
  岐阜大学･土木工学科 昭55

  技術士／測量士／ＲＣＣＭ／補償業務管理士

岩本　和也 交通バリアフリー基本構想策定等の社会実験、交通施設計画･設計、土地利用調査
  東海大学･土木工学科 昭61

  技術士／測量士／土壌環境管理士
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

奈良県宇陀市 まちづくり交付金事業事業効果分析(事後評価)業務 8 Ｈ24
都市再生事業において、整備効果検証のため交通量調査や市民アンケート調査を実施した。その結果、利用度、認識度が向上した
ことを確認し報告書にまとめ都市計画審議会及び庁内検討会での検討を経て、予想されてた評価を得て進捗していることを
明らかにした。

広島県三次市 三次公共下水道下水道法事業認可図書作成業務 7 Ｈ22
公共下水道事業を施行するに当り、下水道法第4条、都市計画法第60条に規定する事業計画を定めるのに必要な変更図書及び汚
水処理交付金変更図を作成した。対象面積は640ha.

長崎県 福江都市計画基礎調査業務委託 1 Ｈ21
長崎県五島市福江地区の都市計画決定に関する基礎調査（人口調査、産業調査、土地利用調査、都市開発調査、都市施設調査、
都市環境調査、建物及び住宅調査、交通調査等）を行った。

沖縄県 那覇市農連市場地区防災街区整備事業基本計画及び事業化促進業務 2 Ｈ20
那覇市農連市場の再開発事業における都市決定準備業務である。併せて、事業促進に向けた関係各行政機関との協議を行った。
内容は、防災施設建築物概略検討、公共施設概略設計計画、技略資金計画、事業コーディネイト及び事務局支援業務を行った。

長崎県 長崎中心部景観計画策定業務委託 3 Ｈ20
世界遺産登録に関連したキリスト教関連の主要文化財とその他の文化的価値の高い資源との関連性を踏まえ、今後の市全域に及
んだ景観形成都市を見据えた計画策定を行った。住民説明会での意見を反映させた景観区域毎の景観形成基準を制定した。

東京都 平成19年度羽田空港周辺道路網の計画検討調査 4 Ｈ19
東京国際空港は2010年までに再拡張及び国際化を図ることとして事業が進められている。本業務では、発着便等の容量の増
加が見込まれる空港周辺部の都市交通基盤に影響のある条件を予測し、計画検討を行った。主な内容としては、将来交通
量予測、概略路線計画、総合評価、空港周辺部における道路整備のほうこうせいの整理・まとめである

愛知県 若林東公園実施設計委託 5 Ｈ19
豊田市若林東町地内の若林東公園(近隣公園)を対象に実施設計を行った。尚、市民の健康及び福祉の増進を図ることのできる公園
とするため、地元住民及び公園利用者などを対象にワークショップを開催し、地元や利用者の意見を反映した公園設計を行っ
た。

岐阜県 景観計画策定業務委託 8 Ｈ19
平成17年度策定の美濃市景観形成基本計画を踏まえ、ワークショップ委員会、重点区域説明会、策定委員会により合意形成
を諮り、景観法に基づく美濃市景観計画、景観条例及び屋広告物条例の策定を行った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

那覇市農連市場地区防災街区整備事業準備農連市場地区防災街区整備事業事業計画作成業務（その２） 2 Ｈ24

委員会

奈良県宇陀市 まちづくり交付金事業事業効果分析(事後評価)業務 8 Ｈ24

岐阜県多治見市 多治見市バリアフリー基本構想策定業務委託 4 Ｈ24

愛知県豊田市 籠川緑地都市計画変更図書作成 1 Ｈ24

東京都立川市 立川駅北口デッキ施設等補修工事詳細設計 3 Ｈ23

奈良県大和高田市 大和高田市都市計画マスタープラン見直し業務 1 Ｈ23

愛知県豊田市 電線共同溝詳細設計 3 Ｈ23

（公社)東京都道路整備保全公社 港区三・四丁目景観詳細設計及び道路実施設計 3 Ｈ23

岐阜県中津川市 本町街なみ環境整備詳細設計 3 Ｈ22

広島県三次市 三次公共下水道下水道法事業認可図書作成業務 7 Ｈ22

岐阜県各務原市 まちづくり交付金事業事後評価作成業務 8 Ｈ22

愛知県豊田市 豊田市バリアフリー基本構想策定業務 4 Ｈ22

那覇市農連市場地区防災街区整備事業準備農連市場地区都市計画決定資料作成及び事業コーディネート業務 2 Ｈ21

委員会

長崎県佐世保市 戸尾･松川地区密集住宅市街地事業計画策定業務委託 6 Ｈ21

和歌山県那賀振興局 泉佐野打打線地方道路交付金交通安全調査業務 4 Ｈ21

岐阜県美濃加茂市 美濃加茂市景観づくり緊急支援事業業務委託 3 Ｈ21

岐阜県中津川市 本町中山道地区整備方針・事業計画書作成委託業務 1 Ｈ21

埼玉県川口市 川口市バリアフリー推進計画策定業務 4 Ｈ21

那覇市農連市場地区防災街区整備事業準備那覇市農連市場地区防災街区整備事業基本計画及び事業化促進業務 2 Ｈ20

委員会

長崎県五島市 福江都市計画基礎調査業務委託 1 Ｈ20

長崎県長崎市 長崎中心部景観計画策定業務委託 3 Ｈ20

岐阜県美濃加茂市 美濃加茂市景観計画策定業務 4 Ｈ20

山口県山陽小野田市 高千穂汚水枝線調査設計業務委託 7 Ｈ20

東京都世田谷区 千歳烏山商店街通り詳細設計委託 4 Ｈ20

岡山県岡山市 西川緑道公園沿線地区野外広告物モデル地区計画等策定業務委託 3 Ｈ19

京都府向日市 バリアフリー特定事業計画策定業務委託 4 Ｈ19

神奈川県厚木市 恩曽恩名特別緑地法面基本設計委託 5 Ｈ19

東京都都市整備局 羽田空港周辺道路網の計画検討業務 4 Ｈ19

岐阜県下呂市 下呂市景観計画・景観形成誘導基準策定業務 8 Ｈ18

岐阜県中津川市 景観形成推進事業委託 8 Ｈ18

農林省農林振興局 平成18年度景観農業振興地域整備計画策定実態調査委託業務 2 Ｈ18

東京都都市整備局 客待ちタクシー待機列対策に関する調査検討業務委託 4 Ｈ18

那覇市農連市場地区市街地再開発準備 再開発基本構想及び事業化促進業務 2 Ｈ17

委員会


