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■概要 設立 昭和28年9月22日  資本金 5千万円　全役職員数135名 (うち技術系 102名)

【代表者】代表取締役社長　谷口　智之　

【役員】 〈取〉高橋　正浩 〈取〉久保　貴孝 〈取〉西矢　靖 〈取〉道本　能久

 〈取〉塩山　等 〈取〉山内　徹郎 〈取〉伊藤　克敏 〈取〉木原　芳樹

 〈監〉岩﨑　哲 〈監〉南沢　洋平

【登録】 建設コンサルタント登録　建04第1364号　　一級建築士事務所登録　　(ヌ)-6776号　　

測量業者登録　　　　　　第15-889号　　　　　　　　　　　　補償コンサルタント登録　補30第2337号

【所属団体】 日本都市計画学会／建設コンサルタンツ協会／街づくり区画整理協会／日本測量調査技術協会／日本測量協会／　

大阪府測量設計業協会

【本社以外の事業所】

 技術本部計画部　06-6935-6906　 大阪支店　06-6935-6922　 京都支店　075-746-7606　 神戸支店　　0798-42-7435

奈良支店　　　　0742-34-4152　 東京支店　03-6264-7174　 

滋賀営業所　　　077-522-1707　　　　　　　　　　　　和歌山営業所　073-435-0450　 三重営業所　0598-50-0102　
  
■特徴・特色・業務内容

当社は、京阪電気鉄道株式会社の100％子会社として、地域公共交通計画、都市計画マスタープランの策定、連続立体交差事業基

礎調査、駅前広場基本構想・基本計画、総合計画、景観計画、農業振興地域整備計画など、京阪沿線を中心とした関西圏の地域

密着型コンサルタントであります。地域住民の暮らしの基盤となる公共施設の計画を中心に、豊かで利便性のある街づくりの実現

に向けて、少しでも貢献することが、私たちの目標であります。
 
■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】 50件 200百万円

【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) その他

【技術者数】 10名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001認証登録

【有資格者数】 技術士 22名 一級建築士 3名 RCCM 20名 土地区画整理士 2名 再開発プランナー 1名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 樋口一雄   技術士   　　　　　コンピューター総合学園   平5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）道路設計　（2）鉄道設計　（3）橋梁等構造物設計　（4）土質・地質調査　（5）砂防基礎調査　

【道路部門部門責任者名】 三輪佳充 技術士　 山梨大学工学部 平10年

【鉄道部門部門責任者名】 竹中智 技術士 大阪工業大学工学部 平1年

【地質部門部門責任者名】 岡本成夫 技術士 神戸大学理学部 昭58年

【鋼構造およびコンクリート部門部門責任者名】

小柴友彦 技術士 大阪工業大学工学部 平4年

【土質及び基礎部門部門責任者名】市川千尋 技術士 岐阜大学工学部 昭59年

【河川砂防及び海岸海洋部門部門責任者名】

田中保夫 技術士 芝浦工業大学工学部 昭45年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
松葉修一郎 鉄道駅を中心とした街づくり計画や駅前広場計画、公園計画、土地区画整理事業等まち
  関西大学工学部土木工学科 昭62 づくり構想、土地利用計画等の立案などに従事。
  技術士(都市及び地方計画)

  土地区画整理士  RCCM（造園）

松本直也 都市公園、緑地計画並びに景観計画の他、自然エネルギーの利活用計画等環境保全
  北海道大学大学院 昭60 型の地域活性化計画、農村計画、地域および広域防災計画等に従事。
  技術士(都市及び地方計画)

東　恒好 都市計画、市街地整備計画、地域公共交通計画、耐震改修計画、住宅長寿命化計画
  京都大学大学院 昭56 地域防災計画等に従事。
  一級建築士  RCCM(都市及び地方計画）

藤原　尚美 都市計画、建築計画、住宅長寿命化計画などに従事。ワークショップなど市民参加型
  平安女学院短期大学 平元 業務のファシリテーターとして従事。
  技術士(都市及び地方計画)　一級建築士

鎌木隆太 交通計画、駅周辺まちづくり、区画整理事業、開発申請等を担当。
  近畿大学理工学部土木工学科 平9

  技術士(道路)　RCCM（都市及び地方計画） 

   交通工学研究会認定TOPP

前田俊寛 土地区画整理事業、都市マスタープラン、用途変更、線引き等都市計画制度等に従事。
  大阪府立大学農業工学 平元

  RCCM（都市及び地方計画）  土地区画整理士

樋口一雄 都市計画基礎調査、まちづくり基礎調査などに従事。
  コンピューター総合学園HAL工学科 平5

  RCCM（都市及び地方計画）第2種情報処理技術者
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

大阪府 府営住宅の再編整備に係る用途廃止計画団地の調査検討業務 6 平24
府営住宅における良質なストックの形成に資するための、その中で一部用途廃止に位置付けられた団地について住宅経営上あ
るいは地域力向上の観点等から、用途廃止後の土地利用転換を計画的に推進するための基本構想案の策定を行った。

たつの市 市営住宅長寿命化計画策定業務委託 6 平24
市営住宅の長寿命化に関する基本方針を定め、それに基づく建替え、改善等の事業計画を策定し、ライフサイクルコストの縮
減につなげていくことを目的とした住宅長寿命化計画を策定した。併せて住宅マスタープランの修正を行った。

泉南市 泉南市バリアフリー基本構想策定等業務委託 4 平24
南海樽井駅周辺地区における、バリアフリー整備の現状を把握するため、タウンウォッチングを行うとともに、アンケート
調査及びパブリックコメントを行い、協議会を開催し、学識経験者や当事者、事業者とともに協議を行い基本構想を策定した。

大山崎町 平成２４年度大山崎町都市計画マスタープラン見直し業務委託 8 平24
大山崎町を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえるとともに、多様化する住民ニーズを取り入れたマスタープランを策定した。

奈良県宇陀土木 宇陀市内　一市一まちづくり構想推進事業 1 平23
住民が元気で暮らしやすく、賑わいのあるまちをつくるために協議会を立ち上げ、宇陀市観光振興のあり方の協議、ＷＳ形式
で観光マップの作成や、協議結果のとりまとめを行い、まちづくりの課題・方向性を検討し、とりまとめていった。

京田辺市  平成２２年度　京田辺市都市計画マスタープラン改訂版作成業務委託 8 平22
平成１４年度京田辺市都市計画マスタープランの策定から８年が経過したことから、改訂版を策定した。

近江八幡市 近江八幡市都市計画道路等見直し検討調査業務委託 4 平22
都市計画道路の必要性を再検証した上で、真に必要である路線を抽出した上で、不要な路線についてはこれを見直すことに
より、都市計画道路のあるべき姿を導き出し、長年の課題である無用な建築制限の排除などの問題の解決を図った。

堺市 阪堺線活性化プログラム策定関連業務 4 平22
堺市総合交通体系検討庁内委員会及び阪堺線再生検討専門家ワーキンググループにおいて、阪堺線活性化プログラムを作成
するにため、会議の運営補助等を行い、市民意見の把握として市民アンケートの集計・分析や市民ＷＳ等の運営を行った。

桜井市 桜井市地域公共交通総合連携計画策定支援業務委託 4 平21
桜井市の既存バス路線を見直しコミュニティバスの再編並びに乗合タクシー等多様な運行形態検討し、さらに公共交通利用
促進策も合わせて検討を行う事により、公共交通サービスの為の「桜井市地域公共交通総合連携計画」の策定を行った。

久御山町 住街区促進ゾーン整備検討調査業務 1 平21
久御山町の「第４次総合計画」「都市計画マスタープラン（改訂版）」にある『住街区促進ゾーン』整備に向け、現況調査・
課題等を分析整理し、公共施設や緑地環境と調和した快適な住宅地形成を目指す土地利用計画や整備手法等の検討を行った。

寝屋川市 寝屋川市景観計画作成業務 3 平21
景観に関する総合的な法律である景観法が平成１６年に制定され、寝屋川市においても積極的に景観行政に取り組んでいくた
め、景観法に基づき、景観行政団体となることをめざすとともに、良好な景観を誘導するための景観計画の策定を行った。

守山市 守山市自転車道路網整備計画策定業務 4 平21
平成１６年度に策定された「守山市まちづくり市道整備計画」中に掲げられている「自転車道」について見直しを進めると共に、
今後都市における日常での安全・安心、コミュニティの強化・再生、そして地域の自然や歴史文化を巡る交通手段として、自転車
の利用促進を図る為、連続的な自転車道路網と歩行者・自転車に配慮した道路空間の基本的な計画を策定した。

奈良県 広域的なまちづくり調査 2 平21
住民の生活が広域化、多様化する中で、限られた資源を有効的に活用し、産業振興及び雇用促進等ができるよう、市町村の区
域を越えた広域的なまちづくりのあり方について検討を行った。

明石市 朝霧駅前広場整備基本計画 4 平21
ＪＲ朝霧駅周辺の自動車・歩行者・自転車等、バス・タクシー・一般車の現状や課題等を交通量調査やアンケート調査で把握し、
問題点整理の上、駅前広場の利便性や安全性強化を目的に、駅前広場整備基本計画の作成、事業化に向けた検討を行った。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

日野町 日野町住生活基本計画策定委託業務 6 平24

枚方市 星ヶ丘公園整備工事実施設計業務委託 5 平24

大東市 大東市都市計画道路の見直しに伴う都市計画変更業務委託 4 平24

大山崎町 大山崎町生産緑地地区の指定に関する調査検討業務委託 8 平24

亀岡市 亀岡市都市計画基礎調査業務委託 8 平24

長浜市 長浜市営住宅マスタープラン策定業務委託 6 平24

たつの市 たつの市防災マップ更新業務 9 平24

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所淀川船着場関連危機管理とりまとめ業務 9 平23

大山崎町 京都第二外環状道路大山崎ＪＣＴ接続部公園基本計画業務委託 5 平23

伊賀市 伊賀市農業振興地域整備計画策定業務委託 9 平23

堺市 百舌鳥駅前交通広場整備検討業務 4 平23

草津市 草津市ファシリティマネジメント推進・実行計画策定業務 9 平23

南国市 南国市生活交通ネットワーク計画策定支援業務 4 平23

栗東市 栗東市農業振興地域整備計画策定委託業務 9 平22

枚方市 枚方市駅周辺再整備ビジョン策定に係る基礎調査業務 2 平22

三郷町 三郷町農業振興地域整備計画策定業務 9 平22

明石市 明石市都心循環バス社会実験運行利用実態調査等業務委託　 4 平22

大東市 大東市地震ハザードマップ作成業務 9 平22

国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所国道１号鳥羽大橋側道橋事業効果説明資料作成業務 9 平22

枚方市 市有建築物計画保全システム拡充委託 9 平22

宇治田原町 宇治田原町都市計画図作成及び都市計画制度導入検討業務 8 平22

かつらぎ町 住宅市街地総合整備事業 かつらぎ町高田地区住宅市街地総合整備事業再評価2 平21

吉野町 吉野町地震防災マップ作成業務 9 平21

堺市 ＬＲＴを中心とした市内公共交通ネットワーク検討業務 4 平21

大阪府岸和田土木事務所 南海本線（泉佐野市）連続立体交差事業費用便益分析 4 平21

岸和田市 第６回線引き見直し素案等作成業務委託 8 平21


