
都市計画コンサルタント協会　会員名簿

株式会社 ニュージェック
大阪府大阪市北区本庄東２-３-２０

〒531-0074 TEL.06-6374-4901 FAX.06-6374-4633

 http://www.newjec.co.jp 
 
■概要 設立 昭和38年9月  資本金 2億円　全役職員数627名 (うち技術系 545名)

【代表者】代表取締役社長　森本 浩

【役員】 （副社）濱口　達男 （常）湯浅　佳昭 （常）清水　公二 （取）石井　秀紀

 （取）吉田　潔史 （取）繁田　彰 （取）石濱　賢二 （取）前川　太

 （執）入澤　博 （執）山本　純也 （執）牧野　裕至 （監）板倉　正和

 （監）田村　康生

【登録】 建設コンサルタント登録建21第5号(平成21年10月01日)／一級建築士事務所大阪府(オ)第1362号　東京都第40036号　

愛知県(い-20)第10667号/滋賀県(イ)第1910号/京都府(17A)第10208号/兵庫県(一級)第102370号/奈良県第2005(い)2021号

和歌山県第(ト)743-2／測量業第(12)839号／地質調査業質19第302号／補償コンサルタント補21第869号

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

【本社以外の事業所】

 東京本社　　　　　　　03-5625-1801        北海道支店　　　　　　011-241-5851　　　　東北支店　　　　022-301-7611

関東支店　　　　　　　03-5625-1888　　　　北陸支店　　　　　　　025-243-4471        中部支店　　　　052-541-8251　　　

近畿支店　　　　　　　06-6374-4003        中国支店　　　　　　　082-568-6700　　　　四国支店　　　　087-834-7522

九州支店　　　　　　　092-715-3301　　　　沖縄支店　　　　  　　098-833-7411        
  
■特徴・特色・業務内容

　「優れた技術で社会に貢献する」企業理念のもと、総合建設コンサルタントとして、都市計画関連では広域計画、都市計画、

まちづくり、地区整備計画、地域活性化計画をはじめ、交通計画、公園計画、景観計画、PFI、防災関連計画、等の広範な領域に

おいて総合性を発揮した調査、計画、立案を行っています。
 
■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】 -件 -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) 無し (8) 都市計画制度等の調査・研究 (9) 無し

【技術者数】 18名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 11名 一級建築士 3名 RCCM 2名 土地区画整理士 1名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 加藤　徹郎   技術士   　　　　　大阪府立大学   平２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)建築企画、計画、設計、監理　(2)道路　　　　　　　　　　(3)河川

(4)上下水道　　　　　　　　　　(5)港湾、砂防および海岸　　(6)環境（自然環境、建設環境）、新エネルギー

(7)地質、土質および基礎　　　　(8)電力土木　　　　　　　　(9)電気通信
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
藤岡　三夫 都市計画、都市再生、土地利用、景観、地域振興、観光等担当。昭51年神戸大卒
  大阪府大院緑地計画工学修士 昭55 昭53-54年カリフォルニア大学バークリー校環境デザイン学部大学院客員研究員。
  技術士/認定都市プランナー/土地区画整理士 企画・フィジカルプランから事業化、推進施策関連にわたる領域対応

青木俊文 PPP/PFI　都市計画　地域振興
  大阪大学　院　環境工学修士 平17

  技術士

島　　　義了 PFI、事業化
  京都工芸繊維大学建築学 昭60

  一級建築士/中小企業診断士/PMP

加藤　徹郎 交通計画、地域振興計画
  大阪府大造園 平02

  技術士

鈴木　直司 交通計画、景観
  名古屋工業大学院社会開発工学修士 平08

  技術士

三角　信夫 交通計画、都市計画、まちづくり
  近畿大学工学部建築学科 平06

  一級建築士/ＲＣＣＭ

増田　将典 景観計画　公園・緑地計画　都市計画
  大阪府立大　緑地計画工学 平9

  技術士

堀内　　康介 公園・緑地計画、公園設計、景観計画
  大阪府大院緑地計画工学修士 平03

  技術士
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

滋賀県東近江市 東近江市都市計画マスタープラン策定業務 1 平20
複数市町の合併に伴う新市の都市計画マスタープランの策定、及び、都市計画区域等の検討調査

国土交通省近畿地方整備局建政部 都市の特性と活性化に関する検討業務 1 平18
近畿地域における都市の賑わい、活性化の視点から、近畿地域の都市特性をマクロに分析し、モデル都市を対象に賑わいの要因
分析を行い、将来あるべき都市構造や各種施策について検討するための基礎資料を作成

国土交通省近畿地方整備局 平成18年度近畿道路網等機能検討業務 2 平19
近畿地方の幹線道路網形成に向けて、今後求められる道路の機能、必要性等を検討

京都府長岡京市 阪急新駅周辺地区都市再生整備計画策定業務委託 3 平19
京都第二外環状道路交差部付近における阪急電鉄新駅設置及び新駅周辺における都市基盤整備に伴う駅前広場等の基本計画の
策定、及び新駅周辺のまちづくりの推進に向けて、まちづくり交付金の活用を目指した都市再生整備計画の策定の実施

愛媛県内子町 六日市地区市街地整備基本計画策定業務 4 平18
歴史的街並みの残る六日市地区（約17ha）において、観光拠点となる施設整備や商店街の各種施設（建物修景、看板、電柱撤去、
ポケットパーク等）の整備を総合的に行い、中心市街地整備の基本計画を地域住民と合意形成を図りながら策定

国土交通省中部地方整備局建政部 平成１８年度　建築と街なみ景観の整備に関する調査業務 5 平18
中部地方における景観の観点から重要と思われる地区（約120地区）の現地調査、文献調査、市町村アンケート調査から地区
の概要・特徴と景観づくりの課題、景観づくりの今後の方向性等の検討。具体地区での今後の景観づくりの可能性検討等

滋賀県近江八幡市 近江八幡市南東部地区農商工連携整備構想 6 平20
近江八幡市における農商工連携による地域の活性化、地域振興、土地利用のあり方等に関する構想の立案を委員会方式で実施

（財）電源地域振興センター マーケッティングﾞ調査（愛媛県久万高原町） 7 平17
中山間地域である愛媛県久万高原町における、未活用な自然資源である湧水（四国ｶﾙｽﾄまぼろし原水）を活用した、産品や観光
振興、地域ブランド化等の地域活性化の検討を行った。

大阪府 大阪府営住宅民活プロジェクトアドバイザリー業務 9 平20
大阪府営住宅の建替えに際してPFI導入の可能性調査、アドバイザリー業務の一連の実施

国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所  平成19年度「にそと」周辺景観検討業務 3 平19
京都第二外環状道路の景観検討を委員会方式で検討。また、高架下や環境施設帯の活用方法については、住民や活動団体との
ワークショップ形式にて検討  事務所長表彰受賞

大阪府吹田市 吹田市都市計画マスタープラン見直し検討業務 1 平26
都市計画マスタープランの中間見直し、改定。

徳島県美馬市 美馬市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 1 平27
「美馬市人口ビジョン」及び「美馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定支援

京都府舞鶴市 シティマネジメント計画策定業務 2 平26
居住環境や商店街をソフト＆ハードの両面からトータルに考え、中心市街地に居住誘導エリア、商店街モデルゾーンを検討
し、新しい時代の「商店街」の再生についての計画を策定した。

都市再生機構西日本支社 国文都市地区　環境配慮型まちづくり方策検討その他業務 9 平22
国交省の「先導的都市環境形成促進事業」の採択を受けて、彩都の低炭素化社会の実現及び良好なまちづくりの推進に資する検討
を実施。。住民参加による緑化及び維持管理を見据えた取組みをワークショップを通じて実施するとともに、彩都西部地区におけ
る新エネルギー導入メニューを検討しスマートコミュニティ形成のメニューを提示。

国土交通省近畿地方整備局企画部 地域活性化に向けた社会資本整備手法整理業務 9 平22
地域活性化に向けた効率的な社会資本整備手法の整理及び地域づくり活動の連携方策を取りまとめる目的で実施。関西で活動して
いる地域づくり団体等の活動状況、特徴ある取組やアイデアを収集、活動上の課題、ニーズ等を把握し、活性化の妨げとなっ
ている国・地方の諸制度及び運用等を整理し、改善のための対応策を整理した。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

京都府長岡京市 阪急新駅駅前広場等基本計画策定業務 2 平20

篠原駅周辺都市基盤整備推進協議会 篠原駅周辺地区都市再生整備計画策定業務 3 平20

福井県高浜町 花のまちづくり事業調査検討業務 8 平20

大阪市 地震防災戦略策定にかかわる業務 10 平20

三重県四日市市 川原町駅周辺地区まちづくり交付金事後評価業務 3 平20

国土交通省中国地方整備局企画部 中国地方整備局ユニバーサルデザイン推進業務 2 平19

（財）国土技術研究センター 82都市圏見直し検討 1 平19

福井県池田町 Ｈ19　水源地域再建基本計画策定業務（その１） 6 平19

福井県高浜町 脇坂整備事業化検討調査業務 6 平18

福井県高浜町 脇坂整備基本計画策定調査委託業務 6 平17

国土交通省中部地方整備局 平成17年度　天竜川上流景観調査業務 5 平17

佐賀県唐津市 唐建都工第507号　　「唐津・海遊浪漫都市構想調査業務 」 1 平16

国土交通省北陸地方整備局企画部 「北陸地域」その特性把握検討調査業務 1 平15

兵庫県播磨町 ＪＲ土山駅南地区土地利用基本計画策定業務 4 平15

（財）南西地域活性化センター 中部広域圏の産業・学園都市機能に関する調査 1 平15

島根県 六日市町都市計画マスタープラン策定調査 1 平14

和歌山県太地町 太地町観光振興計画策定業務 7 平14

大阪府交野市 交野市まちづくり総合支援事業調査 1 平13

兵庫県神戸市 公園長寿命化計画 5 平25

京都府舞鶴市 赤れんがパーク周辺まちづくり検討 2 平27

京都府舞鶴市 街なか環境づくり（西地区）計画策定業務 2 平24

福島県福島市 土湯温泉町地区都市再生整備基本構想策定業務 1 平26

境港管理組合 境港みなとを核とした官民連携による賑わいづくり方策検討業務 1 平25


