リージョナルデザイン株式会社
Regional Design

会社案内
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ビジョン
理念の大きさを学び
人の成長を知り
永続企業を目指します

§大切にしていること
仕事を創る人を育て、世界一面白いまちづくりを追求しています。
近代化産業遺産別子銅山のある都市、新居浜に本社があります。
一、仕事する人を創り
まちづくりを仕事にすると内容が
わかりづらいと言われます。

二、仕事の楽しさの追求するために
人のためにする。人のために仕事
をするから自分の存在価値が見え
てくる。仕事の原動力は楽しさと人

建築設計も土地区画整理事業の
ような都市開発も商店街の活性化

から誉められ認められることが一番
ではないでしょうか。

も町並み保全も歴史文化のまちづく
りも観光も農村地域の景観保全も

まちづくり活動+都市計画の立案

ため池周辺の環境保全も地産地消

の二足のわらじを履く集団です。社

の食育も教育関係も福祉関係もみ

内研修で、二足のわらじの意味を追

んなまちづくり。

求し、それぞれがまちづくりに参加
し、まちと人を育てる活動をし続け

会社が目指す事業は社会と地域

る。これが我々の地域との共存共栄

に順応し、創造的な仕事でまちづく

です。新居浜市に本社のある会社

りに楽しさを追求していくことです。

です。別子銅山の繁栄から新居浜

今後、ある時々に仕事の内容が変わ

は共存共栄の精神でまちが育って

っていくでしょう。

きました。まちづくりをデザインする
人を育てる会社です。

仕事内容がわかりづらいからこ
そ、変化していくからこそ、リージョナ
ルデザインは仕事する人を創り続け
ることを目指しています。

まちづくりはもちろんですが、会社
の仲間とのコミュニケーションを大
切にし、仲間に思いやりを持つこと
で共に仕事ができるチームが成り
立ちます。
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仕事の楽しさの追求は、仲間との
コミュニケーションがあってこそで
す。
リージョナルデザインは、仕事の
楽しさを追求するため、仲間づくり、
チームづくり、会社づくりを大切に考
え、価値観、職業倫理、選択判断の
共有を図る教育を厭わない集団で
す。

三、世界で一番面白い
まちづくりを追求し

四、そしてもっとも大切
にされる会社に

五、だから人本主義なんです。
究極は人を愛し抜くことです。会

会社で仕事する人が輝き続ける
ことを目指しています。
社員が仕事を通じて、多くの人か
ら笑顔を与えられる存在であること

リージョナルデザインは、まちづく
りの仕事をする社員が育ち、社内コ
ミュニケーションを大切にする価値
観共有集団は、まちづくりを通じて
笑顔を求める利他の心を育んだ会
社となります。

が目標です。
世界で、地域でもっとも大切にさ
世界で一番面白いまちづくりと

れる会社を目指しています。

は、たくさんの笑顔が返ってくること
です。独創的なまちづくりプランでは
ありません。
リージョナルデザインは、技術力、
人間力を高めることをし続ける多彩
な集団として、笑顔を求めて、世界
で一番面白いまちづくりを追求して
いきます
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社は働く人のためにあるからこそ、
社会に意味ある会社になります。
リージョナルデザインは人本主義経
営です。

Regional
Planning
地域コンサルティング部門

日本の約 8 割を占める人口 5 万人程度以下の自治体の地域づくりを研究しています。
行政区内調査、政策、計画策定に取り組んでいます。
業務内容と実績
■シンクタンクの領域

■プランニングの領域

▽健康・福祉分野

▽地域福祉、介護保険事業計画、

▽都市政策分野

高齢者計画、障害福祉計画等

▽地域歴史文化・コミュニティ

▽男女共同参画、子ども子育て支
援事業計画、健康増進計画、ス

地域づくり・まちづくりに関する事

ポーツ推進計画等

■企画＆プロデュースの領域
▽公共施設、公共空間における
指定管理
▽まちづくりコミュニティ型・人材
育成型ワークショップ
▽地域オーラルヒストリー

業及び事業運営に関わる地域の長

▽都市計画マスタープラン、総合

▽公共施設、中心市街地、文化

と分析評価、効果的な事業実施の

計画、景観計画、歴史文化計

財、歴史文化資源、景観区域

基礎となる地域分析とその戦術を

画、市街地整備計画、中心市街

等におけるまちづくり活動の企

研究しています。

地等

画づくり。

▽地域資源活用まちづくり
人口規模 5 万人程度の自治体、

▽地域コミュニティ支援

ラム。歴史文化をまちづくりに導入す

自治体の規模に応じた自治体運営
の課題から実現化方策を研究して
います。

ひとづくりのワークショッププログ

今後の縮退する都市づくりに向け

るプロデュース。

て、地域資源や歴史文化を活かした
居住意識を高めるまちづくり計画な

居住意識を高めるまちづくり計画

ど、新たな課題に対応したテーマへ

など、新たな課題に対応したテーマ

のソリューションを提供します。

へのソリューションを提供します。

プランニングは全て地域との対話を

プランニングは全て地域との対話を

重視します。

重視します。

地域参加型企画、協働型まちづく

地域参加型企画、協働型まちづく

りなどまちづくり事業評価、まちづく

りなどまちづくり事業評価、まちづく

り活動評価を行います。

り活動評価を行います。
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地域づくり・まちづくり

■調査

■計画策定

■人材育成

○様々な調査手法の提供

〇健康福祉系

まちづくり勉強会、地域歴史文

アンケート調査

地域福祉、高齢者福祉、障害福

化・地域資源活用、近代化産業

ヒアリング調査

祉、介護保険事業計画、子ども子

遺産等人材育成

インターネット調査

育て男女共同参画、健康増進、ス

ワークショップ型調査

ポーツ推進計画等

■公園づくり
市民参画公園づくり計画及び設

〇地域資源調査

〇都市政策系

計、自然環境と共生する公園広

景観・歴史文化・オーラルヒストリ

総合計画、景観計画・景観条例、

場づくり、歴史文化を活かした公

ー

歴史まちづくり計画策定、文化財

園づくり

等活用まちづくり計画、観光まち
〇計画策定の調査

づくり計画、市民参画まちづくり・

総合計画、都市計画、まちづくり、

協働のまちづくり、都市計画マス

福祉、子育て、健康増進、スポー

タープラン（地域との対話を重

ツ、男女共同参画、市民意識、経

視。発注機関が考案する体制の

済調査、産業振興、工業立地等

サポートもできます。）住民都市計
画提案制度における地区計画、
都市開発、土地区画整理事業調
査・基本構想・基本計画、産業振
興等
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■環境計画
環境基本計画
環境家計簿

Design
Learning
学びのデザイン部門

第 4 回 日本ものづくり大賞 経済産業大臣省 優秀賞受賞（青少年支援部門）
【ベンチャー留学】

■キャリア教育

日本で一番大切にしたい会社（＝人を大切にする会
社）から学ぶ企業と起業。

キャリア教育とは、「児童生徒一人一人のキャリア発達
を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを形成していくた
めに必要な意欲・態度や能力を育てる教育」です。
リージョナルデザインはキャリア教育の一環として

１．"企業と起業"
会社を創る人の芽を育てる。
大学生（with 高校生）が東京等でベンチャー企業を
訪問し企業経営者等からそれぞれの生き方、会社経営、
起業の考えを聞く（学ぶ）。

「会社を創る芽を育てるプロジェクト」に取り組んでいま
す。
【ものづくり体験講座 for 中学生】
ものづくり体験講座は、総合的な学習の時間を活用し

四国の大学生の次のステップ（就職活動）に向けて、

て、生徒一人ひとりの職業観の芽を育てる体験プログラム

大学生の社会を見る目（＝芽）を育てる。

です。
２．高校生は次のステップ
大学生と混じり学ぶ
大学生講座であるが高校生も背伸びし学ぶ。
企業家と起業家に触れ、人生を考え将来地元に戻り

【ビジネスキッズ for 小学生】
ビジネス体験で実践的な社会体験をし、起業家精神
（アントレプレナーシップ）を意識づけるプログラムです。

次のステップに向うきっかけを与える。
与えたきっかけに本気でぶつかる高校生を育てる。
「会社を創る芽を育てるプロジェクト」は、地域の様々な
人たちが関わり「生きた教育」を提供することで、地域交
流や地域連携、地域活性化といった相乗効果が生まれ
ます。
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■海事産業ものづくり体験講座
造船業の盛んな地域を対象に、船の仕事をテーマにキャ
リア教育プログラムを実践しています。
裾野の広い造船業は地域の主要な産業となっています。
日本のものづくりを学び、工学系人材の発掘や地元に定着
し輝く人材の発掘を目指しています。
■実践インターンシップ募集
リージョナルデザイン株式会社では、まちづくり活動を
通じて新しいまちづくりベンチャーの担い手を育成するこ
とを目的に、これから社会人となる学生等に業務の一端
を体験してもらうことによって、企業が取り組む具体的な
活動について理解を深めるとともに、まちづくりベンチャ
ー企業の抱える課題解決する機会を提供します。
当社のインターンシップ・プログラムは次のことを学ぶ
ことができます。
・近代化産業遺産活用など地域コミュニティ再生まちづくり
活動
・都市計画コンサルタント業務体験
・人材育成事業体験
・ベンチャー企業経営と事業計画立案
・デザイン、Web、映像アプリケーションスキル習得
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■電子教材開発
キャリア教育向けの電子教材を開発しています。
ものづくり体験講座のノウハウでアクティブラーニ
ングをテーマにした教材開発を行っています。

会社紹介

わたしたちの会社紹介

地域を創るシンクタンクを目指して
■Idea

■ミッション

■History

●歴史文化と地域固有性を基盤に

2006.4.1 創業

－まちづくりは常に実践し続ける事－

するまちづくりを実践し、持続型社

－創業期の事業計画を現実的な企

会の構築と地域コミュニティ形成

業活動へ具現化し背中を押してくれ

を図り、情熱を持って面白さを追

た－

求するまちづくり活動

2006.6.2 法人設立
資本金 200 万円
2006.10.1 松山事務所開設
テクノプラザ愛媛
2007.6.2 本社移転

－まちづくり活動と都市計画の二本

●都市を解析する・都市づくりの協

【新居浜市：東予産業創造センター】

立て。まちづくりは、それを構想する

働の場をつくる・地域対話プロセ

【松山市事務所：松山市南町】に移転

ことではなく、実践者たること。－

スを重視・最適な都市計画を提

2007.6.28 資本金増資
資本金 700 万円
2008.8.1 経営革新認可

案する
会社設立時にて記す
代表取締役 安孫子 尚正

●社会で起業する・企業に就職して
会社を創る・理念を持つ会社を創
る“芽”を育てる
●働き方を考える
子育ての状況に応じた勤務体制
構築
障がい者雇用を進める
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（東予地方局）
Team えびす経営革新第１号
2012.2.3
第 4 回「日本ものづくり大賞」
経済産業大臣優秀賞受賞
2014.3.30 資本金増資
資本金 1,100 万円
2016.3.20 愛媛スゴＶｅｎ認定
2016.11.1 資本金増資
資本金 2,100 万円

■経営方針

４ 堅実で実直な企業活動による

１ 社員の強みを引き出す。
プロフェッショナルエンジニアを育

社会との良好な関係をつくる。
愛媛銀行新居浜支店
まじめに実直に仕事に励み社会
日本政策金融公庫新居浜支店

成するため個性の中にある強みを

的信用のもとこつこつと企業活動を

引き出す人材育成を行ないます。

推進します。

２ 社員とのエンゲージメント

５ 地球環境問題に配慮します。

を高める。
社員一人ひとりがまちづくりによ

一人ひとりが取り組む地球環境
問題を持続させます。

り自らの存在価値を認識し働きがい
■企業概要
を感じることが顧客満足と地域貢献
商号
リージョナルデザイン株式会社

６ 働きやすい職場環境を創ります。

〒792-0060
につながります。そのために、仕事の

結婚、出産、子育て、人生の転機

新居浜市大生院２１５１番地の１０
価値観を共有するエンゲージメント

ライフスタイルに応じて良好な職場

東予産業創造センター内
を高めます。

環境を社員全員で取り組みます。

TEL：0897-47-3636
FAX：/0897-40-0161
３ 高い職業倫理と適正な

７ 楽しみます。

e-mail ：regionaldesign@gmail.com
事業活動の推進。
HP：ttp://www.regional-design.co.jp
法令遵守の精神で社会における

会社は人と同じ。楽しい会社運営
をします。

中立性・独立性を堅持し、公正な競
資本金
2100 万円
業活動を行ないます。
代表取締役 安孫子

設立 2006 年（平成 18 年）６月２日
資本金 2,100 万円
代表者 代表取締役 安孫子 尚正
取引金融機関
愛媛信用金庫新居浜支店
伊予銀行新居浜支店
愛媛銀行新居浜支店
東予信用金庫新居浜駅前支店
日本政策金融公庫新居浜支店

設立
２００６年（平成１８年）６月２日
争により、適正な利益を創出した企
代表者

■企業概要
リージョナルデザイン株式会社
〒792-0060
新居浜市大生院２１５１番地の１０
東予産業創造センター内
TEL：0897-47-3636
FAX：/0897-40-0161
e-mail ：
regionaldesign@gmail.com
HP：
http://www.regional-design.co.jp

尚正

取引金融機関
愛媛信用金庫新居浜支店
伊予銀行新居浜支店
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実績紹介

わたしたちの会社実績紹介

■保有資格
技術士（建設部門・都市及び地方計画） 第 51004 号
APEC エンジニア（CIVIL）
JP-1-002407
IPEA 国際エンジニア
E-00009-A
1 級土木施工管理技士
下水道第 2 種
宅地造成認定技術者
愛媛県被災宅地危険度判定士
E8-0610168
環境社会検定（eco 検定）

■委員会など
平成 20 年～平成 26 年
愛媛県国土利用計画審議会委員
平成 25 年 今治港ビジョン・デザイン検討委員
平成 23 年 あかがねミュージアム建設委員
平成 23 年
愛媛県総合計画地域別懇談会委員
平成 19 年～平成 21 年
新居浜市協働事業推進委員
平成 19 年 松山市都市景観賞選考委員
平成 23 年～ 日本技術士会四国本部役員
平成 20 年～ 新居浜市地域環境活動推進員
平成 20 年～平成 22 年 愛媛県技術士会幹事
平成 19 年～
愛媛県地球温暖化防止活動推進員
平成 19 年
全国ﾘｻｲｸﾙ商店街サミット・マイ箸宣言
平成 19 年 松山市地域リーダーセミナー修了
平成 18 年 地域づくり人養成講座修了
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■業務実績（近年の代表的なもの）

多喜浜塩田歴史公園設計（新居浜市）

■都市・地域分野

西条市ため池周辺環境整備計画・実施設計

〇県政

（2 箇年） 他

令和元年度愛媛県民生活に関する世論調査
令和 2 年度愛媛県政に関わる世論調査

〇公共交通

〇総合計画

鬼北町地域公共交通網形成計画基礎調査

新居浜市総合計画意識調査

西条市地域交通計画

伊方町第 2 次総合計画後期基本計画

他

他

〇災害・防災

〇都市計画
別子銅山を活かしたまちづくり総合計画

山口県内ヒヤリハット調査
徳島県三好市自主防災マニュアル作成

四万十市都市計画マスタープラン

宇和島市災害復旧復興アンケート調査

他

伊予市立地適正化計画
米子市、真庭市など都市計画マスタープラン 他

■福祉・地域社会分野

〇景観計画

〇地域福祉分野

西条市景観計画（2 箇年）

第 3 期美馬市地域福祉計画
今治市地域福祉計画市民アンケート調査

西条市景観ワークショップ（2 箇年）
久万高原町景観計画（2 契約・4 箇年）

土佐市・令和元年度 効果的な地域生活支援事業
のための実態委把握調査
第 2 期小松島市地域福祉計画
第 3 期今治市地域福祉計画
第 3 期阿南市地域福祉計画
他

江津市、美馬市など景観計画
砥部町景観計画

他

〇空家対策
鬼北町空家実態調査

〇高齢福祉分野

東温市空家対策支援 他

須崎市介護保険予防日常生活圏ニーズ調査

〇中心市街地

阿南市介護保険予防日常生活圏域ニーズ調査 他

新居浜中心市街地再生計画

〇障害福祉分野

宇和島市中心市街地整備基本構想

須崎市障害福祉計画

今治市わがまちの価値向上に向けた調査研究 他

伊予市障害福祉計画（第 4 期・第 5 期）

〇地域振興
宇和島市九島地区地域活性化計画

新居浜市障がい福祉計画

他

砥部町障がい福祉計画

〇開発調査

今治市障害者計画

浅口市工業立地可能性調査

上島町障がい者計画及び障がい（児）福祉計画
阿南市障害者基本計画・障害（児）福祉計画
梼原町障がい福祉計画・障がい児福祉計画

工業用地未利用地等調査
企業立地調査

他

〇地域づくり支援

中土佐町障害者計画及び障害（児）福祉計画
さぬき市障害者計画並びに障害（児）福祉計画 他

三好市大野みらい会議
松山駅西口まちづくり勉強会（3 箇年）

〇子ども・子育て分野

大洲市まちづくり支援（3 箇年）

新居浜市子ども・子育て支援事業計画

松山市まちづくり協議会支援（3 箇年）

今治市子ども・子育てニーズ調査

松山市まちづくりシンポジウムコーディネーター 他

鳴門市子ども・子育てニーズ調査

〇公園緑地

第 2 期今治市子ども・子育て支援事業計画
第 2 期宇多津町子ども・子育て支援事業計画

新居浜市えひめ国体セーリング会場基本計画
（2 箇年）

第 2 期三好市子ども・子育て支援事業計画 他

松前町えひめ国体グランドホッケー場実施設計
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〇教育分野
第 2 期阿南市教育振興基本計画
海陽教育大綱及び第 3 期海陽町教育振興計画

〇ものづくり体験講座

第 3 期芸西村教育振興基本計画
〇男女共同参画分野
今治市男女共同参画計画
愛媛県・令和元年度男女共同参画に関する

四国中央市（平成 26 年度～ ）
今治市（平成 22 年度～ ）
新居浜市（平成 21 年度～平成 27 年度）

世論調査
第 2 次上島町男女共同参画基本計画

〇海事産業ものづくり体験講座
H25 年 今治市、下関市

〇健康分野
安芸市健康増進計画調査

H26 年 今治市、下関市、津野町

他

H27 年 今治市、下関市、津野町

〇生活分野

H28 年 今治市、下関市、津野町、佐伯市

松前町環境家計簿作成

H29 年 今治市、下関市、津野町、須崎市、

にいはま環境市民会議（自転車マイレージ）
ふれ愛アンケート調査

佐伯市

他

H30 年 今治市、下関市、須崎市、佐伯市、

〇文化・スポーツ分野

尾道市

JICA スポーツを通じた地域振興

R 元年 今治市、下関市、須崎市、佐伯市、

県民スポーツ意識調査

尾道市、丸亀市、呉市

新居浜市スポーツ推進調査・計画

R2 年 今治市、下関市、須崎市、佐伯市、

山田社宅保存活用計画

宇和島市、呉市、三原市

新居浜市記憶の継承事業（オーラルヒストリー）他
〇文化施設

〇その他キャリア教育

新居浜市総合文化施設

ビジネスキッズ

新居浜市総合文化施設運営計画 他

東京ベンチャー留学（高校生）

〇商業調査

インターンシップ事業

新居浜中心市街地ヒアリング調査

産業人材育成事業

はまさい調査

重松建設ダイバーシティマネジメント

久万高原町中小企業実態調査
久万高原町中小企業振興計画

わが町の価値向上のためのワークショップ

他

他

■イベント事業

■キャリア教育

愛媛県東予地方局記憶の継承イベント業務（2 箇年）

〇講座企画運営

ものづくり体験見学促進事業

別子銅山産業遺産創造塾

ものづくりメディア作成事業

（平成 27 年度～ ）

市民活動イベント事業支援

近代化産業遺産Ｊｒマイスター養成講座

他

（平成 24 年度～平成 26 年度）
■出版・デザイン

歴史文化資源ガイド養成講座

愛媛県東予地方局産業遺産パネル製作（2 箇年）

（平成 27 年度～ ）

角野中学校 PTA 本作成

東予の地域活性化人材育成事業
～人づくり～

昭和レトロ展リーフレット作成
登り道マップ作成

他
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他

