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■概要 設立 昭和46年10月  資本金 5,000万円　全役職員数35名 (うち技術系 24名)

【代表者】代表取締役　筒井　康仁

【役員】 （副社長）川合　史朗 （取）熊田　光男　

【登録】 建設コンサルタント　建21第5410号(平成21年12月26日)　/　一級建築士事務所  愛知県  （い-23）第5691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

【本社以外の事業所】

 東京本社　　　　　　　東京都港区　　　　03-6854-4311　　　　岐阜支店　　　　　　　　岐阜県岐阜市　　　058-268-6733

三重支店　　　　　　　三重県津市　　　　059-236-3550　　　　静岡支店　　　　　　　　静岡県静岡市　　　054-202-8890

横浜支店　　　　　　　神奈川県横浜市　　045-222-8512
  
■特徴・特色・業務内容

当社は、「世の中の基(もとい)をつくる」を会社の基本方針とし、次に掲げる業務内容を創るシンクタンクです。

?公共政策の研究  ?都市・交通計画  ?環境・創生計画  ?地域再生・活性化
 
■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】 120件 500百万円

【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) 無し

【技術者数】 20名 【品質管理に係わる特記事項】 0

【有資格者数】 技術士 4名 一級建築士 1名 RCCM 0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 3名

【管理技術者】 川合　史朗   技術士   　　　　　三重大工学研究   平4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)公共政策の研究(2)環境・創生計画
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
川合　史朗 歴史的町並み保全調査、景観計画・景観形成指針、地域ビジョン・地域活性化計画、 
  三重大学大学院・工学研究 平4 ヒートアイランド対策及び地球温暖化対策等に関連する調査・研究・計画を従事する
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 とともに、道路や公園等の社会基盤整備に伴う費用対効果・経済波及効果の把握に
  技術士　総合技術監理部門　都市及び地方計画 関する業務に取り組む
  博士（都市情報）

所　功治 都市交通計画、都市施設計画、地域公共交通計画、都市マスタープラン、ヒート
  中部大学・工学部・土木工学科 平元 アイランド及び地球温暖化対策等に関連する調査・研究・計画に従事するとともに、
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 道路等の社会基盤整備に伴う費用対効果・経済波及効果の把握に関する業務に
  技術士　建設部門　道路 取り組む

寺嶋　大輔 定量的な解析をベースとした都市交通計画および交通施設計画、並びに交通結節点や
  神戸大学大学院 自然科学研究科 平16 公共施設を中心とした土地利用計画、施設配置計画に加え、公共事業の費用便益分析
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 や経済波及効果分析といった事業評価に関する調査業務を推進。
  博士（工学）

中尾　理恵子 緑の基本計画策定、都市における生物多様性の確保・エコロジカルネットワーク形成
  東京大学大学院  農学生命科学研究科 平12 都市公園の活性化・再生、公園経営など
  技術士　建設部門　都市及び地方計画 緑地の保全・創出、都市公園の管理・活用に係る調査・計画業務を推進。
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

東京都港区 港区緑と水の総合計画策定支援業務委託 5 平22
東京都港区における「緑と水の総合計画」の改定に向けて、現行計画の再評価、基本的方向性に関する検討等を行うととも
に、計画の遂行に資する策定体制の構築、運営支援検討等を行った。

名古屋市緑政土木局 緑の基本計画改定業務委託 5 平22
名古屋市における「緑の基本計画」の改定に向け、計画案の作成、各審議会等の運営及び事務局補助事業、公聴会に関する各
種支援を行った。

名古屋市緑政土木局 公園経営基本計画（仮称）策定等業務委託 5 平23
名古屋市の「公園経営基本計画（仮称）」案を取りまとめるとともに、緑の基本計画リーディングプロジェクト「都市公園の
利活用推進：公園経営基本計画（仮称）の策定」を具体的に推進した。

国土交通省国土技術政策総合研究所 道路事業に関わる外部効果分析の高度化に関する検討 8 平18
道路事業の実施による費便益分析の高度化を図るため、道路整備による生活機会・交流機会の拡大効果等の貨幣価値換算に関
する検討を行うとともに、表明選考法による外部の貨幣化に関する検討を行った。

東京都墨田区 墨田区自転車利用総合方針策定委託 4 平24
墨田区内の鉄道各駅の自転車の利用に伴う現状を把握した上で、諸問題を明らかにし、自転車駐車場施設整備や放置自転車対
策、自転車利用マナーの向上などの自転車利用に関する総合的な方針を検討した。

国土交通省中部地方整備局 平成２０年度郊外における既存開発地域の実態調査業務 8 平20
高度経済成長期前後に開発された郊外市街地を対象に、人口や土地利用等の調査、都市開発施策の現状等の調査を通じ、郊外
市街地の今後の都市開発の方向性の検討を行い、都市開発支援策をとりまとめた。

名古屋市緑政土木局 コミュニティサイクル事業効果検討業務委託 4 平23
名古屋市での｢コミュニティサイクル事業｣の本格実施に向け、実施による便益を推定し、名古屋市版コミュニティサイクルの
実現に向けた、フィージビリティ（実現可能性）調査を実施した。

名チャリ社会実験実行委員会事務局 名チャリ社会実験２０１０ 4 平22
名古屋市でのコミュニティサイクルの実現可能性の検証のため、実行委員会での検討、各種調査を通じ、無人機械式でのコミ
ュニティサイクル社会実験（名チャリ）を実施した。

名古屋市総務局 名古屋大都市圏に係る戦略検討調査業務委託 8 平24
名古屋大都市圏域全体の持続的発展を図るため、国の大都市圏戦略策定の動き、リニア新幹線整備、圏域内企業動向等を踏ま
え、将来の名古屋大都市圏の発展の方向性、市の果たすべき役割等を取りまとめた。

静岡県建設部 平成24年度富士山眺望景観づくり事業に伴う富士山周辺景観形成保全行動 3 平24
                                    計画策定業務委託
本業務は、富士山周辺の統一的な景観形成と保全を図るため、富士山地域景観協議会、有識者会議等での協議を通じて、「富
士山周辺景観形成保全行動計画」を策定した。

愛知県犬山市 犬山城周辺歴史資産保全計画策定委託 3 平20
歴史的まちづくりを基軸とする犬山市において、国が示す「歴史的風致維持向上基本方針」に基づき、歴史まちづくり法に基
づく「歴史的風致維持向上計画」の策定を行った。

東京都港区 港区景観計画改訂支援業務委託 3 平24
東京都港区において、これまでの景観計画の運用実績を踏まえ、より効果的な景観形成を推進するため、港区景観計画の充実
に向けた調査等を実施し、港区景観計画の改定に向けた支援を行った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

東京都調布市 平成２４年度調布市景観計画策定等検討調査業務委託 3 平24

東京都小平市 小川駅前周辺地区まちづくりビジョン作成業務委託 2 平24

東京都町田市 町田市公園施設長寿命化計画の検討と策定業務委託 5 平24

国土交通省都市局 持続可能な景観まちづくりファンド検討調査 8 平24

東京都港区 新橋駅周辺地区まちづくり詳細調査及び検討支援業務委託 2 平24

国土交通省都市・地域整備局 地方公共団体における都市の生物多様性の確保の実現性向上等検討調査 5 平24

東京都港区 港区震災復興マニュアル改定支援業務委託 8 平24

名古屋高速道路公社 平成２４年度大高線集中工事調査検討業務委託 4 平24

愛知県建設部 あいち建築減災プラン2020調査検討業務 6 平23

東京都港区 区民とともにつくる魅力ある歩行空間整備検討業務委託 4 平23

東京都多摩市 多摩市駐輪場整備計画策定業務委託 4 平23

東京都調布市 平成２３年度調布市都市計画マスタープラン策定等検討調査業務委託 1 平23

名古屋市環境局 平成２３年度生態系サービスの見える化等業務委託 5 平23

国土交通省中部地方整備局 平成２３年度中部地方における官民連携まちづくり方策検討業務 8 平23

東京都町田市 公共事業景観形成指針・景観づくりガイドラインの策定に係る調査検討業務 3 平23

愛知県建設部 みずから守るプログラム推進業務 8 平22

東京都港区 港区緑と水の総合計画策定支援業務委託 5 平22

愛知県豊橋市 豊橋市緑の基本計画策定委託業務 5 平22

名古屋市緑政土木局 公園経営に関する調査研究業務委託 5 平22

国土交通省国土技術政策総合研究所 旅行費用法（ＴＣＭ）適用のための技術的事項に関する業務 8 平22

名古屋市総務局 モノづくり文化交流エリア民間活力導入検討業務委託 8 平21

愛知県刈谷市 都市交通計画調査業務委託 4 平21

国土交通省国土技術政策総合研究所 ヒートアイランド現象対策を対象とした社会一体型施策の事例調査業務 5 平21

名古屋市緑政土木局 久屋大通公園魅力アップ事業基本計画委託 5 平21

国土交通省中部地方整備局 平成２１年度中部地方の景観設計事後評価に関する業務 3 平21

愛知県建設部 住替え支援に係る調査・検討業務 6 平20

愛知県西加茂郡三好町 三好拠点地区都市整備構想策定業務委託（三好町地内） 2 平20

愛知県豊田市 先導的都市環境形成計画策定業務委託 2 平20

国土交通省中部地方整備局 平成２０年度中部地方整備局景観設計業務 3 平20

環境省中部地方環境事務所 平成２０年度中部圏生態系ネットワーク形成にかかる検討調査委託業務 5 平20


