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■概要 設立 昭和35年6月  資本金 3億6,000万円　全役職員数615名 (うち技術系 553名)

【代表者】代表取締役社長  藤本　博史　　

【役員】 （専）藤本　隆史 （常）天野　清光 （常）岩田　充広 （取）橋本　崇

 （監）小島　裕二 （監）尾関　智彦

【登録】 建設コンサルタント　建01第738号（令和元年10月1日）/ 一級建築士事務所　愛知県(い29)第3761号

地質調査業質04第857号/測量業第(15)-202号/補償コンサルタント補28第1061号

【所属団体】 建設コンサルタンツ協会／ランドスケープコンサルタンツ協会／全国上下水道コンサルタント協会

【本社以外の事業所】

 本　　店　愛知県名古屋市　052-971-2541　　札幌支店　北海道札幌市　011-233-2541　　仙台支店　宮城県仙台市　022-722-2541

東京支店　東京都新宿区　　03-5337-2541　　大阪支店　大阪府大阪市　06-4706-2541　　高松支店　香川県高松市　087-826-2541

福岡支店　福岡県福岡市　　092-271-2541

事務所

盛岡　山形　北関東　千葉　横浜　静岡　岐阜　三重　飯田　滋賀　神戸　高知　熊本　宮崎　鹿児島
  
■特徴・特色・業務内容

　まちづくり分野におけるデジタル技術の進展やポストコロナ時代への対応など、大きな転換期を迎える都市・地域において、民

間活力を生かした施設整備をはじめ、新たな価値の創造に向けたプランニングを支援します。

　また、リニア駅周辺等の新たな時代の賑わい創出に向けた拠点整備のほか、新技術を活用した新たなモビリティサービスや誰も

が移動しやすい交通環境の提供など、便利で魅力的な交通インフラの実現に向けた取組みを支援します。
 
■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】 185件 1,454百万円

【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】 91名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001、ISO14001

【有資格者数】 技術士 42名 一級建築士 5名 RCCM 12名 土地区画整理士 20名 再開発プランナー 1名

 RLA 2名 博士 2名

【管理技術者】 今井　智之   技術士   　　　　　福井大学　環境設計工学科   平成12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】

 ・コンサルタント業務／橋梁、道路、トンネル、河川、砂防、海岸、港湾、空港、鉄道、土質、基礎、上下水道、政策分析、環境

等 

・マネジメント業務　／アセットマネジメント、PM、CM、PPP/PFI、VE等

・実験・解析業務・社会実験 ／ 構造・交通・水利、地質等 

 
■都市・地方計画部門の主な技術者
今井　智之 都市計画マスタープラン、立地適正計画、緑の基本計画、都市交通計画、
  福井大学 工学部 環境設計工学科 平12 駅周辺整備構想、バリアフリー構想、地域公共交通計画、事業評価等
  技術士・認定都市プランナー

高平　薫 道路設計、交通事故対策、都市交通計画、交通円滑化検討、
  室蘭工業大学 工学部 建設システム工学科 平9 地域公共交通計画、整備効果検討等
  技術士・認定都市プランナー

石黒　茂樹 緑の基本計画、公園緑地計画・設計、公園アセットマネジメント、
  山梨大学 工学部 環境整備工学科 昭61 街並み景観計画、PPP/PFI、Park-PFI等
  技術士・総合技術監理・認定都市プランナー

鈴木　孝広 都市計画マスタープラン、緑の基本計画、公園緑地計画・設計、
  名古屋工業大学 工学部 社会開発工学科 平2 観光レクリエーション計画、駅前広場計画、街並み景観計画、
  技術士・認定都市プランナー 事業評価、防災まちづくり等

桶本　孝 造成基本設計、道路整備計画、自動車道事業評価、生活交通ネットワーク計画、
  佐賀大学大学院 工学系研究科 平10 地域づくり計画、地域公共交通計画、事故要因分析等
  技術士・総合技術監理・認定都市プランナー

市瀬　理紀 復興計画、道路設計、駅前広場計画・設計、防災まちづくり、公園緑地計画・設計、
  金沢大学 工学部 土木建設工学科 平21 公園アセットマネジメント、地域公共交通計画等
  技術士

長崎　浩紀 公園施設長寿命化計画、緑の基本計画、駅前広場計画、公園緑地計画・設計、
  徳島大学大学院 先端技術科学教育部 平20 公園アセットマネジメント、PPP/PFI、Park-PFI等
  技術士



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

愛知県豊田市 鞍ケ池公園民間活力公募支援業務委託 5 H31
豊田市の鞍ケ池公園において、民間活力導入可能性調査の結果を受けた公募資料案の作成、民間事業者の募集・選定の補助を行
ったものである。  

愛知県春日井市 朝宮公園整備設計業務委託 5 H30
運動公園である朝宮公園について第3種公認陸上競技場の新設、全天候型テニスコートの拡張等の再整備を図る公園基本設計
、実施設計及び建築設計を行ったものである。

長野県飯田市 令和２～３年度社会資本整備総合交付金事業　リニア駅周辺整備実施設計業務委託 4 R2
基本設計で策定したデザインノートを踏まえ、魅力的なリニア駅前空間の実現に向け、有識者やＪＲ東海、長野県公安委員会
等の関係機関との協議・調整を図りながら、駅周辺整備区域の実施設計を行ったものである。 

愛知県春日井市 都市計画マスタープラン作成業務委託 1 H30
人口減少期を迎える春日井市において、これまでの社会情勢の変化や市民ニーズを捉えたうえで、魅力ある都市づくりの推進に
向けた戦略的な施策を位置付けた新たな「春日井市都市計画マスタープラン」を策定した業務である。

岐阜県中津川市 駅周委第１号　リニア岐阜県駅周辺エリアデザイン検討業務 4 H31
リニア岐阜県駅周辺について、 岐阜県の新たな玄関口や中津川市の新たな拠点となる位置づけを踏まえて、エリアデザイン
の検討を行い、デザイン指針をまとめた上で、駅前広場等の公共施設の基本設計を行ったものである。 

三重県伊賀市 （仮称）第２期伊賀市地域公共交通網形成計画策定業務委託 1 R2
計画期間満了となる地域公共交通網形成計画をもとに、地域の輸送資源の総動員など、法改正の趣旨などの新たな視点を盛り込
んだ伊賀市地域公共交通計画を策定したものである。 

北海道勇払郡むかわ町 都市計画マスタープラン策定業務 1 R3
「むかわ町まちなか再生基本計画」に基づいた中心市街地における主要課題など、新たな都市づくりの方向性として、将来像
や基本目標、テーマ別の整備・誘導方針を位置づけた「むかわ町都市計画マスタープラン」の策定を行ったものである。

山形県山形市 交通結節点整備検討業務 4 R3
山形市地域公共交通計画に掲げる公共交通ネットワークビジョン実現のための交通結節点候補地や必要な機能について検討し
、整備方針を定めたものである。

神奈川県横浜市中区 中区バリアフリー基本構想検討業務委託 4 R4
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、関内駅周辺地区交通バリアフリー基本構想の見直しと
、１駅から７駅周辺の地区を拡大したエリアを対象とした新たなバリアフリー基本構想の策定を行ったものである。

大阪府高石市 蓮池公園基本設計等業務委託 5 H31
新たに整備する面積4.2haの地区公園（蓮池公園）について、広域避難場所としての利用も想定する防災公園としての機能
を備えた基本設計及び公園整備を行ったものである。 

熊本県熊本市 令和２年度共同経営計画策定業務委託 9 R2
赤字経営や運転士不足等の影響により将来的なサービス維持が困難と予見される熊本都市圏について、県内バス事業者５社を主体と
する熊本地域乗合バス事業共同経営計画第１版の作成を行ったものである。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

愛知県西尾市 公園長寿命化計画策定業務 5 H30

愛知県春日井市 地域公共交通網形成計画作成業務委託 1 H31

三重県四日市市 近鉄四日市駅周辺整備交通処理検討業務委託 4 H31

愛知県知立市 知立市都市計画マスタープラン・緑の基本計画策定委託業務 1 H31

愛知県岡崎市 岡崎駅西口　道路詳細設計及び駅前広場修正設計業務 4 H31

愛知県愛西市 道の駅「立田ふれあいの里」周辺整備事業基本計画策定業務委託 2 H31

愛知県岡崎市 南公園基本計画策定業務 4 H31

愛知県豊田市 香嵐渓再整備計画策定業務委託 5 H31

愛知県春日井市 春日井市地域強靭化計画策定業務委託 1 R2

愛知県春日井市 ＪＲ春日井駅北東地区まちづくり検討に伴う駅周辺交通処理検討業務委託 4 R2

中部地方整備局木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園桑名七里の渡し公園整備検討業務 5 R2

中部地方整備局木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園長寿命化計画検討業務 5 R2

愛知県 道路維持補修工事の内街路樹適正管理の手引き作成業務委託 5 R2

静岡県掛川市 都市づくり推進事業　まちなかウォーカブル事業推進業務委託 3 R3

愛知県津島市 津島駅周辺まちづくり構想検討業務委託 4 R3

愛知県蒲郡市 蒲郡市都市計画マスタープラン策定業務委託 1 R3

岐阜県各務原市 各務原市新総合体育館整備基本計画策定業務委託 9 R3

愛知県東海市 東海市立地適正化計画改定業務委託 1 R3

愛知県名古屋市 名古屋駅西側エリアの再整備検討業務委託 4 R3

北海道石狩市 石狩市地域公共交通網形成計画策定業務 1 H30

北海道札幌市中央区 バリアフリー基本構想の見直しに係る調査・検討業務 4 H31

北海道小樽市 ＪＲ小樽駅前広場再整備基本計画策定調査業務 4 R2

岩手県盛岡市 新盛岡バスセンター整備による中心市街地活性化のための整備検討業務 4 H30

山形県上山市 かみのやま温泉駅前広場整備基本設計等業務委託 4 H31

宮城県仙台市 広域防災拠点公園詳細設計業務委託 5 R2

東京都新宿区 大会関係者輸送関連施設調査委託 4 H29

長野県 あづみの公園施設改修設計他業務 5 R2

神奈川県横浜市 エキサイトよこはま２２横浜駅西口周辺地区ガイドラインに係る更新業務 4 R3

兵庫県神戸市中央区 新神戸駅前広場設計業務 4 R2

大阪府吹田市 吹田市公共交通維持・改善計画策定委託業務 1 R3

滋賀県彦根市 金亀公園整備調査業務委託（民間活力導入検討） 5 R3

福岡県福岡市 海の中道海浜公園駐車場対策調査検討業務 5 H31

宮崎県宮崎市 宮崎市駐車場整備計画改訂業務委託 4 R2

大分県別府市内 別府市地域公共交通計画策定調査業務 1 R3


