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■概要 設立 昭和19年8月  資本金 31億9,250万円　全役職員数1149名 (うち技術系 760名)

【代表者】代表取締役社長　　立野 良太郎　　　常務取締役　高岡 信

【役員】 （取）塩澤　　達也 （取）中山 信之 （取）熊谷 清 （取）今井 道夫

 （取）藤原 善昭 （取）大屋 政則 （取）土井 義宏 （執）国安 博

 （執）保坂 道範 （監）堤 美紀雄 （監）滋野 公彦 （監）伊藤 康博

【登録】 建設コンサルタント業 　建21第3238号(平成21年9月8日)　　一級建築士事務所　第35783号

測量業　　　　　　　 　第(7)-12950号　　　　　　　　　 不動産鑑定業　　　(7)第116号

建設コンサルタント登録 補21第946号　　　　　　　　　   建設業　　　　　　般19第95235号

【所属団体】 都市計画協会/都市計画学会/建設コンサルタンツ協会/全国測量設計業協会連合会

【本社以外の事業所】

 空間情報事業本社　埼玉県川越市　　　049-244-6061　　北海道空情支社　北海道札幌市　　　011-661-1819

北日本空情支社　　岩手県盛岡市　　　019-651-3901　　東北空情支社　　宮城県仙台市　　　022-771-2382　　

東京空情支社　　　東京都豊島区　　　03-3988-1013    北陸空情支社　　新潟県新潟市　　　025-249-1150

中部空情支社　　　愛知県名古屋市　　052-930-3431　　西日本空情支社　大阪府吹田市　　　06-6338-3321

九州空情支社　　　福岡県福岡市　　　092-437-5905

札幌支店/仙台支店/盛岡支店/郡山支店/横浜支店/水戸支店/埼玉支店/狭山支店/千葉支店/長野支店/新潟支店/上越支店/富山支店/

名古屋支店/静岡支店/岐阜支店/大阪支店/神戸支店/滋賀支店/高松支店/福岡支店/山口支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店
  
■特徴・特色・業務内容

自治体のまちづくりに関する各種計画の策定サポート業務とともに、レーザ等先進技術を駆使した3次元デジタル計測・解析技術をベ

ースにした測量・コンサルタント・システム開発・調査業務を行っています。
 
■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】 20件 50百万円

【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】 12名 【品質管理に係わる特記事項】 ISO9001/ISO14001/ISO27001取得

【有資格者数】 技術士 6名 一級建築士 2名 RCCM 11名 土地区画整理士 6名 再開発プランナー 0名

 RLA 0名 博士 0名

【管理技術者】 八木　鋼治   技術士   　　　　　長岡技術科学大   昭55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)防災コンサルタント　(2)航空コンサルタント　(3)固定資産税評価・調査　(4)空間情報計測・解析

(4)空間情報システム　(5)ITSソリュージョン　(6)航空事業（回転翼・固定翼・ビジネスジェット）　　　　

【防災コンサルタント部門責任者名】

長野 英次 技術士 年
 
■都市・地方計画部門の主な技術者
髙梨　勝弘 得意分野：区画整理事業調査、事業計画、実施計画の策定
  明星大学・理工学部・土木工学科 平03 交通計画、土地利用計画、都市施設等長寿命化計画の策定
  技術士(建設部門：都市及び地方計画) ・（一社）全日本土地区画整理士会：会員
  空間情報総括監理技術者/区画整理士/測量士 ・被災宅地危険度判定士（埼玉県登録）

中川原　聡 得意分野：区画整理　業務履歴：近津地区（長野県佐久市）、関川東部下門前地区（新
  千葉大学　工学部　建築学科 平02 潟県上越市）、関川東部オフィスアルカディア地区（〃）、十日町駅西地区
  技術士(建設部門：都市及び地方計画) （新潟県十日町）、亀田駅西地区（新潟県新潟市）ほか
  一級建築士

木村　章法 得意分野：都市計画マスタープラン、緑の基本計画、区域区分・地域地区、まちづくり
  玉川大学農学部農学科 平02 条例・建築条例等の計画立案、調査、市民協働支援、
  技術士(建設部門：都市及び地方計画) 航空レーザ計測による高度地区の指定、固定資産データによる最低敷地規模の指定
  RCCM(都市計画及び地方計画) 都市計画区域の新規指定及び関連調査

鈴田　雄三 得意分野：地域防災計画、防災関連調査、防災マップ等作成
  北海道大学 市民協働による避難計画の策定、防災演習支援
  技術士(総合監理部門)/RCCM (一社)建設コンサルタンツ協会　参加型計画委員会委員

山田　仁也 業務履歴：昭和51年から土地区画整理を主とする都市計画業務に従事。
  鹿児島県立鹿児島工業高校工業化学科 昭53 得意分野：土地区画整理業務全般
  RCCM/土地区画整理士/測量士補

神谷　友美 得意分野：都市計画マスタープラン、緑の基本計画、区域区分・地域地区等
  筑波大学第二学群生物資源学類 平11

  技術士(建設部門：都市及び地方計画)

八木　鋼治 得意分野：区画整理、都市計画、造園、道路計画ほか
  長岡技術科学大 昭55 RCCMについては、都市計画、道路、鋼構造、下水道、土質及び基礎、上下 水道、
  技術士(建設部門)/RCCM/土地区画整理 河川・砂防他多数取得
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■都市・地方計画部門の主要業務紹介 分類 年度

長野県佐久穂町 佐久穂町道路及び建築物現況調査業務委託 1 平24
新規都市計画区域の指定にともない、建築基準法上の道路及び建築物の建ぺい率、容積率、道路斜線制限、接道状況について
土地・家屋データ、現地調査により町内すべての建築物について調査し、白地地域形態制限値の検討資料とした。

埼玉県所沢市 所沢市みどりの基本計画策定業務委託 5 平23
ＧＩＳによる分析をもとに、市民委員会の検討、パブリックコメントを経てみどりの基本計画を策定した。公園緑地協会「
緑の基本計画」の優良事例40選に選定。策定委員長は横張真氏。

神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎市高度地区の拡大指定業務委託 3 平21
航空レーザ装置により市街地の建築物の高さを高精度で計測し、その結果の集計・分析を踏まえて、規制値の検討とともに
、適用除外、緩和基準等について検討し素案の策定を行う。平21年度はさらに都市計画決定手続きまで実施。平成25年土木学会
にて発表。

長野県佐久市 近津土地区画整理事業　換地計画・詳細設計委託業務 2 平20
沿道区画整理事業として一旦都市計画決定を行なったが、土地利用の誘導・再配置のため飛び施行区を区域に追加した区域に
おいて、事業を進めるための換地設計・詳細設計をする業務。

鹿児島県湧水町 湧水町吉松都市計画区域変更業務委託 1 平19
都市計画区域について、土地利用の動向を踏まえて、縮小する方向で変更を検討した業務。都市計画区域にかかる都市計画決
定図書を作成した。

神奈川県三浦市 三浦市都市計画マスタープラン見直し業務委託 8 平18
市町村マスタープランの現況資料及び素案作成を実施するとともに、平行してまちづくり条例について、市民を含む策定委員会
により検討を行い、まちづくり条例の素案について調査・立案をおこなった。策定委員会委員長は柳沢厚氏。

新潟県 都市計画基礎調査（非線引き都市計画区域）委託 1 平17
都市計画基礎調査の各市町村からのデータから読み取れる事象について解析・取りまとめる業務。
新潟県全体の非線引き都市計画区域のデータをとりまとめた。

千葉県佐原市・文化庁 佐原市 伝統的建築物群保存地区防災計画 3 平13
佐原市に指定される伝統的建築物群保存地区について、市民参加による防災まちづくりワークショップ等、市民協働を通じて地
域の防災意識を高めつつ、伝建地区における防災計画の策定おこなった。

 
■業務経歴全般
発注者 業務名 分類 年度

静岡県 磐田都市計画区域都市基本計画策定業務委託 1 平24

神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎市用途地域の敷地面積最低限度指定業務委託 1 平22

栃木県都賀町 都賀町まちづくりマスタープラン見直し業務委託 1 平20

神奈川県川崎市 商業系用途地域建物高さデータ分析調査委託 3 平20

茨城県神栖市 神栖市市街化調整区域(区域指定)基礎調査業務委託 1 平20

新潟県十日町市 十日町駅西土地区画整理事業　保留地処分業務委託 2 平20

関川東部オフィスアルカディア区画整理 換地計画書他作成業務委託 2 平19

組合

神奈川県三浦市 三浦市線引き見直し調査業務委託 1 平19

鹿児島県曽於市 平成19年度上町土地区画整理事業 換地計画等業務委託 2 平19

鹿児島県霧島市 平成19年度　費用対効果算定業務委託（麓第一地区） 2 平19

埼玉県杉戸町 杉戸町地域防災計画、地震ハザードﾏｯﾌﾟ作成 9 平19

鹿児島県湧水町 平成18年度下場土地区画整理事業調査業務委託 2 平18

鹿児島県日置市 日置市東市来都市計画公園決定資料作成業務 5 平18

鹿児島県瀬戸内町 平成18年度　用途地域変更調査業務委託 1 平18

埼玉県ふじみ野市 ふじみ野市国民保護計画策定業務委託 1 平18

神奈川県南足柄市 南足柄市緑の基本計画見直し業務委託 5 平18

鹿児島県指宿市 平成17年度湊土地区画整理事業実施計画書変更作成業務委託 2 平17

神奈川県松田町 松田町総合計画後期計画策定業務 1 平17

埼玉県所沢市 所沢市都市計画基礎調査 1 平17

埼玉県川越市 川越市都市計画基礎調査 1 平17

鹿児島県東市来町 湯之元第一地区土地区画整理事業実施計画書変更その他業務委託（交付金） 2 平16

鹿児島県入来町 平成16年度 温泉場土地区画整理事業実施設計等業務委託 2 平16

鹿児島県串木野市 区画委第1号 野元土地区画整理事業基本計画書（案）作成業務委託 2 平16

神奈川県真鶴町 真鶴町特定用途制限地域図書作成 1 平16

神奈川県逗子市 逗子市緑の基本計画見直し業務委託 5 平16

新潟県上越市 直江津駅前地区市街地整備計画策定業務委託 2 平16

鹿児島県栗野町 栗野町都市計画マスタープラン策定業務委託 1 平15

東京都北区 東京都北区緑の実態調査委託 5 平15

大分県杵築市 杵築市都市計画マスタープラン見直し委託委託業務 1 平15

東京都清瀬市 清瀬市用途地域等見直しに関する委託業務 1 平15

沖縄県具志川市 具志川市用途未指定地域建築規制調査 1 平15

鹿児島県国分市 鹿児島県国分市区域マスタープラン策定 1 平14

岐阜県岐阜市 岐阜市白地地域建築形態規制導入調査業務委託 1 平13

埼玉県戸田市 公園施設長寿命化計画策定業務委託 5 平24


