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■概要
設立 2004年7月
資本金 1億円 全役職員数779名
【代表者】代表取締役社長 髙松 慶幸
【役員】 (専)齋藤 賢一
(常)都築 秀雄
(常)原本 敏明
(常)真野 修司
(常)前園 耕夫
(取)髙津 浩明
(取)青沼 光一
(取)織田 寛明
(監)本田 一則
【登録】 建設コンサルタント業 建26第5187号(平成26年1月20日)
補償コンサルタント 補20-442号
測量業
第(9)ー7031号
一級建築士事務所
東京都 第27596号
宅地建物取引業
東京都 (12)第27874号
環境省指定調査機関 環2004-2-55
【所属団体】 ランドスケープコンサルタンツ協会／再開発コーディネーター協会
【本社以外の事業所】
■都市・居住本部
(業務管理部 新宿分室)03-5339-0571 (建築部 新宿事務所)03-5348-2544
■都市整備本部
（神奈川事務所）045-914-3815 （神奈川中部分室）0463-97-2816 （北千葉事務所）0476-46-3600
（南千葉事務所）043-241-7321 （西埼玉事務所）048-872-3057
（東埼玉事務所）048-710-6020
（茨城事務所）029-828-4455
（東北営業所）022-722-3107
（北海道営業所）011-788-2333

■特徴・特色・業務内容

当社は、独立行政法人都市再生機構の実施する業務の一部を代行、補完することにより、機構業務の推進を図るとともに、地方公
共団体等の実施する事業に対して適切な協力を行うことを目的とし、(株)都市開発システム、(株)都市開発技術サービス、(株)都
市整備エンジニアリング、(株)都市整備プランニングの４社の合併により設立されました。調査、計画、設計、積算、各種工事監
理から宅地の募集、販売、管理までフルラインを備えた総合コンサルタントとして、都市再生の推進に取り組んで参ります。

■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】
-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) 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】
264名
【品質管理に係わる特記事項】 0
【有資格者数】 技術士
27名 一級建築士
64名 RCCM
54名 土地区画整理士 96名 再開発プランナー
RLA
0名 博士
0名
【管理技術者】 三田村喜己男
技術士
北見工業大学
昭53年

23名

■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】
*施工計画・施工設備及び積算 *補償全般 *工事監理 *測量全般 *建築物、工作物の設計及び施工に関する審査及び判定
*不動産の売買、鑑定、斡旋、保有、調査、賃貸及び管理 *公共公益施設の管理 *ソフトウェア開発・管理・情報処理サービス
*広告 *労働者派遣 *保険代理業 *事務機器等の販売・斡旋・リース
*店舗、事務所、倉庫、文化施設、駐車場の企画・建設・運営・管理

■都市・地方計画部門の主な技術者
三田村

喜己男

北見工業大学
技術士 建設部門：都市及び地方計画

川添

修

東京農業大学短期大学
技術士 建設部門：都市及び地方計画
技術士 建設部門：環境
一級建築士

吉沼

叔孝

明星大学
技術士 建設部門：都市及び地方計画
土地区画整理士

今村

玲子

法政大学
技術士 建設部門：都市及び地方計画
土地区画整理士

川崎

庸二

東京電機大学
技術士 建設部門：都市及び地方計画
土地区画整理士

湊二丁目東地区まちなみ形成基本方針検討業務

昭53 海老川上流地区土地区画整理事業検討業務委託

総合的なまちづくりの事業効果分析に関する調査
海老名市運動公園周辺地区及び本郷･門沢橋地区まちづくり基本構想策定業務委託
道路緑化充実設計

昭52 緑化地域候補地調査業務委託

樹木支柱による移植樹木等への経年的な影響に関する研究
生田榎戸特別緑地保全地区保全管理計画策定業務委託
平成22年度伊勢原駅北口地区まちづくり方策等調査検討業務

平4 平成22年度エキサイトよこはま22計画推進検討他業務

平成21年度伊勢原駅北口地区まちづくり方策等調査検討業務
都市再生アドバイザー制度の運用による地方都市再生支援のあり方調査
藤沢北口駅前地区整備事業に関わる事業支援業務委託

平5 海老名市運動公園周辺地区及び本郷・門沢橋地区まちづくり基本計画策定業務委託

まちづくり交付金事後効果分析に関する調査（西日本ブロック）
都市再生ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ制度の運用による地方都市再生支援のあり方調査業務
総合的なまちづくりの事業効果分析に関する調査

平5 多摩地域における土地区画整理事業を活用した市街地整備方策検討業務

平成２１年度武蔵小山駅周辺地域整備方策検討調査業務
郊外ニュータウンの今日的評価に関する検討調査

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
国土交通省
総合的なまちづくりの事業効果分析に関する調査
2
H22
平成２３年度都市再生整備計画の事後評価を実施する全国の市区町村（約２００地区）を対象に、事後評価の相談会を実施し、事後
評価の方法や評価作業に関する相談、問い合わせ対応、市区町村が評価の手引き等を参考にして円滑かつ確実に事後評価を実施で
きるようアドバイスを行った。また、併せて事業効果等の整理・取りまとめと課題の分析を行った。
千葉県 船橋市
海老川上流地区土地区画整理事業検討業務委託
2
H22
業務代行予定者が撤退した海老川上流地区土地区画整理事業について、準備委員会において策定された事業計画（案）の検証
を行い、事業を推進するための事業費、減歩率などの妥当性を検証した。また、事業推進方策及び事業の見直し策の検討を行い
事業の成立性の判断を行った。
神奈川県 鎌倉市
緑化地域候補地調査業務委託
5
H22
都市緑地法第34条の緑化地域指定の取組みに必要となる地域の建築動向、建築緑化の現状等の基礎的な調査を行い、緑化地域
の候補地、緑化率等の検討資料を作成した。（実態把握と課題の整理、緑化地域指定案の検討、緑化地域指定後の運用に関する
緑化推進計画の検討等）
(独)都市再生機構
平成22年度エキサイトよこはま22計画推進検討他業務
2
H22
横浜駅周辺｢エキサイトよこはま22｣計画の先導エリアである駅街区において、再開発及び基盤施設整備を官民連携により、長
期的かつ段階的に実現するための事業スキームを構築するとともに、各懇談会・連絡会・基盤検討会・ガイドライン検討会な
どの運営支援（会議資料のとりまとめ、連絡通知、会場設置等準備、会議録作成等）も併せて行った。
東京都 墨田区
鐘ヶ淵通り沿道まちづくりコーディネート業務委託
2
H21
鐘ヶ淵地区における沿道まちづくりを推進するため、権利者の意欲醸成や合意形成を目的として住民の活動支援や事業計画の
作成等を行った。（事業スキームの検討、地元勉強会の企画・運営、権利関係の調査・整理、講演会等の開催、地元意向の
把握等）
神奈川県 海老名市
海老名市運動公園周辺地区及び本郷・門沢橋地区まちづくり基本構想策定業務委託
1
H21
海老名市域内で市街化が予定されている海老名運動公園周辺地区（特定保留区域予定地）及び本郷・門沢橋地区（特定保留区
域予定地）について、製造業・流通業などを中心とした工業系の市街地誘導を推進するため、多様な整備手法の検討を行い、
地権者の意見を反映させた実現性のあるまちづくり基本構想を策定した。
茨城県
計画住宅地基本設計策定業務委託
1
H21
茨城県施行の伊奈・谷和原丘陵部一体型土地区画整理事業地区において、事業計画変更に伴い、計画住宅地の造成計画を修正
すると伴に、今後の計画住宅地の公募に向けて基本設計を作成し、事業収支を踏まえた整備水準・販売条件を整理した。また
、基本設計を作成する過程においては民間企業等のニーズを踏まえた設計とし住宅事業者等とワーキングを実施し設計に反映さ
せた。
神奈川県 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市市街化・市街化調整区域見直し検討委託業務
2
H21
寒川南Ｉ・Ｃ周辺の萩園字上ノ前地区が特定保留区域として都市計画に位置づけられることを前提に、工業地としての計画的
な面整備事業の内容、市街地整備による周辺地域及び市政への様々な影響（メリット、デメリット）について検討した。また当
該地区の土地建物所有者及び自治会等の地元組織に対して情報共有、意識啓発など協働による推進体制、関係づくりを行った。
東京都 建設局
一体開発誘発型街路事業に係る事業化検討委託その3
2
H20
一体型開発誘発型街路事業により道路整備を実施する補助第１３８号線について、｢まちづくり連絡会｣｢街区別検討会｣を運営
する上の運営方法、内容、進め方等の検討及びプレゼンテーション資料の作成を実施し、運営結果の取りまとめを行った。
(独)都市再生機構
平成20年度武蔵小山駅周辺地域整備方策検討調査業務
3
H20
武蔵小山駅周辺地域における整備基本方針案および街並み再生地区等の拠点地区形成に向けた検討を行い、各種検討資料の作成
と、デザインガイドライン策定、商店街周辺地区再生方針策定、公有地等活用方策策定等を実施した。

■業務経歴全般

発注者
国土交通省
神奈川県 伊勢原市
千葉県 船橋市
独立行政法人都市再生機構
（社）街づくり区画整理協会
国土交通省
東京都 墨田区
神奈川県 海老名市
神奈川県 茅ヶ崎市
茨城県
茨城県 つくば市
茨城県 阿見町
新潟県 長岡市
（財）千葉県まちづくり公社
東京都
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人都市再生機構
茨城県 阿見町
独立行政法人都市再生機構
神奈川県 藤沢市

業務名
分類
総合的なまちづくりの事業効果分析に関する調査
平成22年度成瀬地区まちづくり交付金事業評価に係る事業効果分析調査業務
海老川上流地区土地区画整理事業検討業務委託
大宮区北袋町地区土地利用計画案策定等業務
根岸台五丁目土地区画整理事業（組合施行）見直し検討業務
まちづくり交付金の事業効果分析に関する調査（西日本ブロック）
鐘ヶ淵通り沿道まちづくりコーディネート業務委託
海老名市運動公園周辺地区及び本郷・門沢橋地区まちづくり基本構想策定業務
茅ヶ崎市市街化・市街化調整区域見直し検討委託業務
計画住宅地基本設計策定業務委託
第2期まちづくり交付金都市再生整備計画作成業務
荒川本郷地区都市計画図書作成業務
まちづくり交付金事業成果検証及びまちづくり方策検討業務委託
運動公園周辺地区事業推進計画案作成検討業務委託
一体開発誘発型街路事業に係る事業化検討委託その3
平成20年度武蔵小山駅周辺地域整備方策検討調査業務
東日本圏域における公共団体等の都市再生ニーズ調査
千葉北部地区21住区基本設計業務
平成20年度海老名駅周辺基本計画資料作成等業務
飯能大河原地区事業見直し計画検討･調整業務
荒川本郷地区まちづくり意向調査業務
萱丸地区経営改善に向けた事業見直し方策検討業務
藤沢北口駅前地区整備計画策定業務委託

年度
H22
H22
H22
H22
H22
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H20
H20
H20
H20
H20
H20
H19
H18
H17

