
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 

首都圏総合計画研究所 
 

（研究スタッフ・受託研究実績） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
令和 2年度版 

R2.07 現在 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究スタッフ 
 

 

  





■代表取締役 

  井上
いのうえ

  隆
たかし

 一級建築士 №142532（登録 昭和 55 年 7 月 30 日） 

           技術士（都市及び地方計画）№17393（登録 昭和 59 年 5 月 9 日） 

(一社)再開発コーディネーター協会・個人正会員 

 

 昭和 46 年 広島大学工学部建築学科卒業 

 昭和 49 年 早稲田大学大学院修士課程（都市計画）修了 

  (以降在籍) 

 

 昭和 52 年 杉並区基本構想協議会研究幹事 

 昭和 55 年～56 年 中央区基本構想審議会専門員 

 昭和 57 年～58 年 中野区まちづくり専門員 

 昭和 59 年～60 年 渋谷区基本構想審議会専門員 

 昭和 60 年～62 年 中央区学校配置検討委員会委員 

 昭和 61 年～63 年 新都市ハウジング研究開発協議会会員 

 平成 4 年～ （社）日本都市計画学会論文審査委員 

 平成 6 年～ 国土交通大学校非常勤講師 

 平成 9 年～ 東京都防災・建築まちづくりセンターまちづくり専門家 

 平成 11 年 広島大学工学部非常勤講師 

 平成 13 年～22 年 世田谷区建築審査会委員 

 平成 14 年～16 年 東京都立大学非常勤講師 

 平成 19 年～21 年 (社)再開発コーディネーター協会理論誌委員会委員 

平成 21 年～30 年 大田区建築審査会委員 

平成 21 年～ 杉並区建築審査会委員 

平成 26～27 年 杉並区狭あい道路の拡幅整備に関する審議会委員 

平成 31 年 埼玉県川口市建築審査会委員 

 

 



■取締役 

  木下
きのした

 眞一
まさかず

 一級建築士 №237926(登録 平成 4 年 2 月 20 日) 

昭和 59 年 神戸大学大学院修士課程(環境計画)修了 

 (以降在籍) 

 

昭和 61～63 年 千代田工科芸術専門学校非常勤講師 

平成 13～15 年 東京電機大学工学部建築学科非常勤講師 

平成 26 年～ 大東文化大学環境創造学部非常勤講師 

平成 2～6 年 府中市まちづくりコンサルタント（北山地区） 

平成 10～14 年 府中市まちづくりコンサルタント（多磨駅周辺地区） 

平成 15 年 （財）東京都新都市建設公社まちづくり専門家（府中アゼリア台地区） 

平成 16 年 （財）東京都新都市建設公社まちづくり専門家（府中住吉町５丁目地域） 

平成 18 年 （財）東京都新都市建設公社まちづくり専門家（府中市若松町二丁目地区） 

平成 20 年 （財）東京都新都市建設公社まちづくり専門家（府中市幸町二丁目地区） 

平成 21 年～ 府中市まちづくりコンサルタント 

平成 31 年～ 大田区建築審査会委員 

 

  北島
きたじま

 繁
しげ

昭
あき

 宅地建物取引主任者資格登録 (東京)№179990（登録 平成 16 年 8 月 20 日） 

技術士補 №27279（登録 平成 20 年 5 月 20 日） 

防災士 №051644（登録 平成 24 年５月 25 日） 

 

平成 6 年 神戸大学大学院修士課程(環境計画)修了 

  (以降在籍) 

平成 26 年～ 横浜市まちづくりコーディネーター 

 

  肥田
ひ だ

 大祐
だいすけ

 一級建築士 №312745（登録 平成 16 年 2 月 23 日） 

技術士 №77522（登録 平成 24 年 5 月 2 日） 

 

平成９年 東京大学大学院修士課程(建築計画)修了 

  (以降在籍) 

平成 16～25 年 明海大学不動産学部非常勤講師 

 



■主任研究員 

湯浅
ゆ あ さ

 栄
え

理子
り こ

 昭和 61 年 東京都立大学大学院修士課程(基礎法)修了 

  (以降在籍) 

 

木村
き む ら

 陽一
よういち

 再開発プランナー №230023（登録 平成 25 年 2 月 1 日） 

 URCA マンション建替えアドバイザー №MA-1746（登録 平成 27 年 9 月 12 日） 

 平成 17 年 千葉大学大学院修士課程(都市環境システム)修了 

  (以降在籍) 

 
 

■研究員 

髙橋
たかはし

 知
ち

香子
か こ

 平成 19 年 神戸大学大学院修士課程（建設学)修了 

  (以降在籍) 
 

  荒
あら

井
い

 詩
し

穂
ほ

那
な

 平成 26 年 東海大学大学院修士課程（建設学)修了 

  (以降在籍) 

 

 平成 29 年～ 横浜市まちづくりコーディネーター 

 

  小林
こばやし

 絢
あや

 平成 28 年 東京理科大学大学院修士課程（建築学）修了 

  (以降在籍) 

 

  三浦
み う ら

 康
こう

平
へい

 二級建築士 №88377（平成 30 年 3 月 12 日） 

 平成 30 年 法政大学大学院修士課程（建築学）修了 

  (以降在籍) 

 

  細野
ほ そ の

 真央
ま お

 平成 31 年 横浜国立大学大学院修士課程（建築都市文化）修了 

  (以降在籍) 
 
 

田
た

中
なか

 慧
けい

 令和２年    法政大学大学院修士課程（建築学）修了 

  (以降在籍) 
 



■事務局 

  林
はやし

 佳子
よ し こ

 昭和57 年 相模女子大学短期大学部家政学科卒業 

 平成19 年 (以降在籍)  

 

  渕上
ふちがみ

 典子
の り こ

 平成8 年 杉野女子大学家政学部被服学科卒業 

 平成28 年 (以降在籍)  

 

■相談役  

  濱田
は ま だ

 甚
じん

三郎
ざぶろう

 昭和 46 年 早稲田大学大学院修士課程（都市計画）修了 

 昭和 47～平成 23 年 ㈱首都圏総合計画研究所 

 平成 23 年～ ㈱首都圏総合計画研究所相談役 

 平成 24 年～ ＮＰＯ復興まちづくり研究所・仮設市街地研究会 代表 

 

  井上
いのうえ

 赫郎
かくろう

   一級建築士 №１１３３１１   (登録 昭和 52 年 3 月 30 日） 

 昭和 47 年 早稲田大学大学院修士課程（都市計画）修了 

 昭和 47～平成 16 年 

  ㈱首都圏総合計画研究所 

 平成 16 年～ ㈱まちつくり研究所代表取締役 

 平成 16 年～ ㈱首都圏総合計画研究所相談役 

 

■特別研究員 

  大戸
お お と

 徹
とおる

 昭和 51 年 早稲田大学大学院修士課程(都市計画)修了 

 昭和 52～53 年 ㈱佐藤工業中央技術研究所 

 昭和 53～平成 6 年 ㈱首都圏総合計画研究所 

 平成 7 年 (有)大戸まちつくり研究所設立 

 

  広島
ひろしま

 一
かず

嘉
よし

 一級建築士 №182113(登録 昭和 59 年 2 月 20 日) 

 昭和 55 年 京都大学工学部建築系学科卒業 

 昭和 55～61 年 ㈱環境整備センター 

 昭和 61 年～平成 30 年  

  ㈱首都圏総合計画研究所 

 昭和 63～平成 2 年 文京区まちづくり専門家（コンサルタント） 

 平成 11～18 年 住まいづくり・まちづくりアドバイザー 

 平成 17 年～    住まい・まちづくり活動アドバイザー 
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Ⅰ．総合計画・総合振興計画等

１．自治体の基本構想・基本計画

東京都中央区
1979 東京都中央区中央区基本構想及び基本計画策定のための調査研究（その１） 年度

1980 東京都中央区中央区基本構想及び基本計画策定のための調査研究（その２） 年度

東京都港区
1972 東京都港区港区長期計画策定のための基礎調査・基本構想素案の検討 年度

1973 東京都港区港区地区別整備計画のための調査研究 年度

1987 東京都港区第２次港区基本構想策定に関する調査研究（その１） 年度

1988 東京都港区第２次港区基本構想策定に関する調査研究（その２） 年度

1989 東京都港区第２次港区基本構想策定に関する調査研究（その３） 年度

東京都新宿区
1985 東京都新宿区新宿区基本構想の策定にかかわる調査（その１） 年度

1986 東京都新宿区新宿区基本構想の策定にかかわる調査（その２） 年度

1987 東京都新宿区新宿区基本構想住民周知版の作成及び新宿区基本計画の作成にかかわる検討 年度

1989 東京都新宿区新宿区基本計画の印刷（その１） 年度

1990 東京都新宿区新宿区基本計画の印刷（その２） 年度

1992 東京都新宿区新宿区基本計画（後期）策定調査 年度

東京都文京区
1976 東京都文京区文京区基本構想予備調査 年度

1977 東京都文京区文京区基本構想への試案・基本構想策定のための調査研究 年度

東京都台東区
1976 東京都台東区台東区基本構想・長期総合計画 年度

1986 東京都台東区台東区行政基礎データ分析システム検討調査・研究（その１） 年度

1987 東京都台東区台東区行政基礎デ－タ分析システム検討調査・研究（その２） 年度

1988 東京都台東区台東区行政基礎データ分析システム機能整備 年度

1988 東京都台東区台東区長期総合計画改訂に関する調査研究（その１） 年度

1989 東京都台東区台東区長期総合計画改訂に関する調査研究（その２） 年度

1990 東京都台東区台東区長期総合計画・本編概要版の編集・印刷管理 年度

東京都江東区
1977 東京都江東区江東区基本構想のための基礎調査 年度

1978 東京都江東区江東区地域整備対策調査（コミュニティカルテの作成）・地区総合計画 年度

1987 東京都江東区江東区基本構想及び基本計画改定等に係わる基本調査 年度

1988 東京都江東区江東区基本構想及び基本計画改訂等のための計画条件等に関する調査 年度

1988 東京都江東区江東区基本構想素案策定等に関する調査 年度

1989 東京都江東区江東区基本構想及び基本計画改訂等のための関連調査 年度

1990 東京都江東区江東区長期基本計画策定に関する関連調査 年度

東京都渋谷区

- 1 -



1983 東京都渋谷区渋谷区基本構想・長期基本計画策定のための調査（その１） 年度

1984 東京都渋谷区渋谷区基本構想・長期基本計画策定のための調査（その２） 年度

東京都杉並区
1976 東京都杉並区杉並区長期行政計画の改訂に関する調査研究 年度

1977 東京都杉並区杉並区基本構想策定のための調査研究 年度

1987 東京都杉並区杉並区基本構想策定調査（その１） 年度

1988 東京都杉並区杉並区基本構想策定調査（その２） 年度

東京都豊島区
1978 東京都豊島区豊島区基本構想基本計画策定のための調査研究(その１) 年度

1979 東京都豊島区豊島区基本構想基本計画策定のための調査研究（その２） 年度

東京都北区
1971 東京都北区北区長期計画策定のための基礎調査 年度

東京都板橋区
1971 東京都板橋区板橋区長期計画策定のための基礎調査 年度

1972 東京都板橋区板橋区長期計画（試案）・要保育児童実態調査 年度

1983 東京都板橋区板橋区基本構想・基本計画のための調査研究（その１） 年度

1984 東京都板橋区板橋区基本構想・基本計画のための調査研究（その２） 年度

1990 東京都板橋区板橋区総合実施計画書編集デザイン 年度

1992 東京都板橋区板橋区制60周年記念論文募集事業 年度

東京都練馬区
1972 東京都練馬区練馬区長期計画策定のための基礎調査 年度

東京都小平市
1979 東京都小平市小平市第２次長期総合計画策定のための調査 年度

東京都日野市
1999 東京都日野市２０１０年プラン（日野市基本構想・基本計画）策定調査（その１） 年度

2000 東京都日野市２０１０年プラン（日野市基本構想・基本計画）策定調査（その２） 年度

2001 東京都日野市日野いいプラン２０１０進行管理業務委託（その１） 年度

2002 東京都日野市日野いいプラン２０１０進行管理業務委託（その２） 年度

東京都保谷市
1978 東京都保谷市保谷市基本計画への提言の作成 年度

神奈川県川崎市
2004 神奈川県川崎市区版統計書の作成業務委託 年度

神奈川県秦野市
2018 神奈川県秦野市秦野市新総合計画策定支援委託業務（その１） 年度

2019 神奈川県秦野市秦野市新総合計画策定支援委託業務（その２) 年度

神奈川県厚木市
2015 神奈川県厚木市「厚木市人口ビジョン」及び「厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定支援業務委託 年度

神奈川県箱根町
1975 神奈川県箱根町箱根町総合計画に関する基礎調査 年度

1976 神奈川県箱根町箱根町住民意識・意向調査 年度
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埼玉県熊谷市
1985 埼玉県熊谷市熊谷市総合振興計画策定調査（その１） 年度

1986 埼玉総合研究機構熊谷市総合振興計画策定調査（その２） 年度

埼玉県さいたま市
1980 埼玉県大宮市大宮市コミュニティ計画調査（その１） 年度

1981 埼玉県大宮市大宮市第二次基本構想基礎指標の調査〔共同〕 年度

1981 埼玉県大宮市大宮市コミュニティ計画調査（その２） 年度

千葉県松戸市
1974 千葉県松戸市松戸市長期構想策定のための調査研究 年度

千葉県野田市
1980 千葉県野田市野田市総合計画改訂調査研究（その１） 年度

1981 千葉県野田市野田市総合計画改訂調査研究（その２） 年度

1982 千葉県野田市野田市総合計画改訂調査研究（その３） 年度

千葉県浦安市
2006 千葉県浦安市浦安市第２期基本計画策定支援業務委託（その１） 年度

2007 千葉県浦安市浦安市第２期基本計画策定支援業務委託（その２） 年度

2008 千葉県浦安市第２期基本計画書及び概要版等制作業務委託 年度

2008 千葉県浦安市第２期基本計画策定市民会議活動報告書の作成業務委託 年度

2010 千葉県浦安市第２期基本計画時点修正支援業務 年度

2012 千葉県浦安市第２期基本計画修正支援業務 年度

2014 千葉県浦安市第２期基本計画時点修正策定支援業務 年度

その他
1972 山梨県昭和町山梨県昭和町長期基本計画策定のための基礎調査 年度

1974 茨城県岩間町岩間町総合計画策定のための調査・研究 年度

1976 茨城県内原町内原町基本構想・基本計画策定に関する調査研究 年度

1976 三重県海山町海山町引本地域振興計画試案の作成 年度

1977 茨城県山方町山方町基本構想策定のための調査研究 年度

1980 長野県栄村秋山郷振興計画策定のための調査研究〔共同〕 年度

２．広域圏構想･計画

東京都
1990 東京都企画審議室第三次東京都長期計画のデザイン、図版等作成 年度

1995 東京都東京の地域特性に関する検討調査 年度

神奈川県
1986 神奈川県自治総合

研修センター
首都圏における居住環境の現状及び今後の動向に関する調査 年度

埼玉県
1985 埼玉総合研究機構埼玉県南地域都市整備調査 年度

３．まちづくり関連条例等

東京都世田谷区
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1992 東京都世田谷区街づくり関連条例・要綱等の見直し検討調査 年度

1993 東京都世田谷区世田谷区環境基本条例制定検討委員会設置に伴うコンサルタント業務 年度

1994 東京都世田谷区世田谷区環境基本条例制定に伴う関連施策の整備のための調査・検討等 年度

1994 東京都世田谷区世田谷区環境基本条例制定事務に伴うコンサルタント業務 年度

1994 東京都世田谷区世田谷区街づくり条例見直し調査 年度

1996 東京都世田谷区（仮）細街路拡幅整備条例案作成 年度

2003 東京都世田谷区「自然的環境の保護及び回復に関する条例」改正基礎調査委託 年度

2004 東京都世田谷区「自然的環境の保護及び回復に関する条例」改正検討調査委託 年度

2007 東京都世田谷区世田谷区街づくり条例見直しに向けた調査・研究委託 年度

2008 東京都世田谷区世田谷区街づくり条例のあり方検討に関する調査・研究委託 年度

2009 東京都世田谷区世田谷区街づくり条例のあり方検討に関する事業運営委託 年度

東京都荒川区
2000 東京都荒川区荒川区まちづくり制度検討調査委託（その１） 年度

2001 東京都荒川区荒川区まちづくり制度策定業務委託（その２） 年度

2002 東京都荒川区荒川区近隣まちづくり推進制度活用調査委託 年度

東京都府中市
2003 東京都府中市地域まちづくり条例のパンフレット作成委託 年度

2004 東京都府中市府中市建築行政に係る制度等調査・検討委託 年度

2005 東京都府中市建築行政に係る制度等調査・検討委託 年度

2006 東京都府中市地域まちづくり事業支援検討委託 年度

東京都調布市
2004 東京都調布市街づくり条例に関する市民及び開発事業者パンフレット作成委託 年度

2004 東京都調布市調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例パンフレット等作成委託 年度

東京都国立市
2015 東京都国立市（仮称）国立市まちづくり条例関連例規等整備業務支援委託 年度

神奈川県横浜市
2005 神奈川県横浜市土地利用規制誘導施策の体系的整理業務委託 年度

神奈川県厚木市
2008 神奈川県厚木市厚木市自治基本条例の制定を考える市民会議に係る支援等業務委託（その１） 年度

2009 神奈川県厚木市厚木市自治基本条例の制定を考える市民会議に係る支援等業務委託（その２） 年度

埼玉県川越市
2013 埼玉県川越市（仮称）川越市地区街づくり推進条例の周知等業務委託 年度

埼玉県戸田市
2007 埼玉県戸田市（仮称）戸田市都市まちづくり推進条例推進業務委託 年度

千葉県浦安市
2008 千葉県浦安市（仮称）浦安市協働のガイドライン策定事業業務委託（その１） 年度

2009 千葉県浦安市（仮称）浦安市協働のガイドライン策定事業業務委託（その２） 年度
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Ⅱ．部門別計画

１．都市計画

①都市計画マスタープラン等

東京都港区

1993港区街づくりマスタープラン改定調査（その１）〔共同〕 東京都港区年度

1994港区街づくりマスタープラン改定調査（その２） 東京都港区年度

東京都新宿区

1985新宿区都市整備計画策定のための基礎調査及び「新宿区の土地利用」の作成調査 東京都新宿区年度

1986新宿区都市整備計画策定調査 東京都新宿区年度

1987新宿区都市整備方針（案）作成調査 東京都新宿区年度

1988新宿区地域別整備方針の推進に係わる調査（その１） 東京都新宿区年度

1989新宿区地域別整備方針の推進に係わる調査（その２） 東京都新宿区年度

1994新宿区都市マスタープラン作成調査（その１） 東京都新宿区年度

1995新宿区都市マスタープラン策定調査（その２） 東京都新宿区年度

東京都江東区

1971江東区土地利用基本計画策定に関する調査 東京都江東区年度

1991江東区都市整備方針策定に関する基礎調査 東京都江東区年度

1992江東区都市整備方針策定調査（その１） 東京都江東区年度

1993江東区都市整備方針策定調査（その２） 東京都江東区年度

1994「江東区都市整備方針」報告書及び同概要パンフレット編集・デザイン等 東京都江東区年度

1995江東区都市計画マスタープラン策定調査（その１） 東京都江東区年度

1996江東区都市計画マスタープラン策定調査（その２） 東京都江東区年度

1997江東区都市計画マスタープラン策定調査（その３） 東京都江東区年度

1998江東区都市計画マスタープラン作成に伴う住民参加記録集編集委託 東京都江東区年度

東京都世田谷区

1991世田谷区地域整備方針策定要領作成調査 東京都世田谷区年度

1992世田谷区地域整備方針策定調査（その１） 東京都世田谷区年度

1993世田谷区地域整備方針策定調査（その２） 東京都世田谷区年度

1994世田谷区都市整備方針策定調査 東京都世田谷区年度

1994都市整備方針・地域整備方針策定に関する住民意見反映のための調査 （財）世田谷区都市
整備公社

年度

1995新都市整備方針概要普及版作成 東京都世田谷区年度

1998世田谷区新都市整備方針改訂調査 東京都世田谷区年度

2000世田谷区都市計画マスタープラン策定調査 東京都世田谷区年度

2001世田谷区都市計画マスタープラン補足調査 東京都世田谷区年度

2002世田谷区都市整備方針の中間見直し事前調査委託（その１） 東京都世田谷区年度

2003世田谷区都市整備方針の中間見直し事前調査委託（その２） 東京都世田谷区年度

2004世田谷区都市整備方針の中間見直し作業委託 東京都世田谷区年度
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東京都渋谷区

1989渋谷区土地利用計画策定調査業務（その１） 東京都渋谷区年度

1990渋谷区土地利用計画策定調査業務（その２） 東京都渋谷区年度

1990渋谷区副都心育成整備に関する指針策定調査 東京都渋谷区年度

東京都杉並区

1987杉並区まちづくり基本方針調査（その１） 東京都杉並区年度

1988杉並区まちづくり基本方針調査（その２） 東京都杉並区年度

1989杉並区まちづくり基本方針調査（その３） 東京都杉並区年度

1994「杉並区都市計画マスタープラン」策定のための検討課題調査（その１） 東京都杉並区年度

1995「杉並区都市計画マスタープラン」策定のための検討課題調査（その２） 東京都杉並区年度

1996｢杉並区都市計画マスタープラン」策定のための検討課題調査（その３） 東京都杉並区年度

2012杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）改定業務委託 東京都杉並区年度

東京都豊島区

1980豊島区都市整備パイロットプラン策定のための調査 東京都豊島区年度

東京都練馬区

1988練馬区街づくりマスタープラン策定調査（その１） 東京都練馬区年度

1989練馬区街づくりマスタープラン策定調査（その２） 東京都練馬区年度

東京都府中市

1990府中市市街地整備計画検討調査 東京都府中市年度

2003府中都市計画基本方針原案資料作成策定支援委託 東京都府中市年度

2005府中都市計画基本方針原案資料作成委託（その１） 東京都府中市年度

2006府中都市計画基本方針原案資料作成委託（その２) 東京都府中市年度

2006土地利用調整審査会資料作成委託 東京都府中市年度

2007土地利用調整審査会資料等作成委託 東京都府中市年度

2007府中都市計画基本方針原案資料作成委託（その３） 東京都府中市年度

2008大規模開発事業調査委託（その１） 東京都府中市年度

2008府中都市計画基本方針原案資料作成委託（その４） 東京都府中市年度

2009大規模開発事業調査委託（その２） 東京都府中市年度

2009府中都市計画基本方針原案資料作成委託（その５） 東京都府中市年度

2010大規模開発事業調査委託（その３） 東京都府中市年度

2011大規模開発事業調査委託（その４） 東京都府中市年度

2012大規模開発事業調査委託（その５） 東京都府中市年度

2013大規模開発事業調査委託（その６） 東京都府中市年度

2014府中市都市計画基本方針実現化方策検討業務委託（その１） 東京都府中市年度

2014大規模開発事業調査委託（その７） 東京都府中市年度

2015大規模開発事業調査委託（その８） 東京都府中市年度

2015府中市都市計画基本方針実現化方策検討業務委託（その２） 東京都府中市年度

2016大規模開発事業調査委託（その９） 東京都府中市年度

2016府中市都市計画基本方針実現化方策検討業務委託（その３） 東京都府中市年度
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2017大規模開発事業調査委託（その１０） 東京都府中市年度

2017府中市都市計画基本方針実現化方策検討業務委託（その４） 東京都府中市年度

2018大規模開発事業調査委託（その１１） 東京都府中市年度

2018府中市都市計画基本方針実現化方策検討業務委託（その５) 東京都府中市年度

2019大規模開発事業調査委託（その１２） 東京都府中市年度

2019府中市都市計画基本方針実現化方策検討業務委託（その６) 東京都府中市年度

東京都町田市

2005町田市都市計画マスタープラン見直し基礎調査業務委託 東京都町田市年度

2007町田市まちづくり50年史編集業務委託 東京都町田市年度

2009町田市まちづくり50年史印刷 東京都町田市年度

2009町田市都市計画マスタープラン改定事業業務委託（その１） 東京都町田市年度

2010町田市都市計画マスタープラン改定事業業務委託（その２） 東京都町田市年度

2011町田市市有財産活用検討支援等業務委託 東京都町田市年度

神奈川県横浜市

1996横浜市都市マスタープラン策定調査（その１） 神奈川県横浜市年度

横浜市南区

2001都市計画マスタープラン南区プラン策定事業委託（その１） 横浜市南区年度

2002都市計画マスタープラン南区プラン策定事業委託（その２） 横浜市南区年度

2003都市計画マスタープラン南区プラン策定事業委託（その３） 横浜市南区年度

横浜市旭区

2001旭区街づくり基礎調査事業 横浜市旭区年度

2002都市計画マスタープラン・旭区プラン策定事業（その１） 横浜市旭区年度

2003都市計画マスタープラン・旭区プラン策定事業（その２） 横浜市旭区年度

横浜市瀬谷区

2002瀬谷区住民意識調査 横浜市瀬谷区年度

埼玉県上尾市

1988上尾市土地利用計画検討のための基礎調査 埼玉県上尾市年度

埼玉県草加市

1996草加市都市計画マスタープラン地域整備課題の整理･ 検討調査 埼玉県草加市年度

1997草加市都市計画マスタープラン(素案)の作成･検討調査 埼玉県草加市年度

1999草加市都市計画マスタープラン策定業務委託（その１） 埼玉県草加市年度

埼玉県富士見市

1999富士見市都市計画マスタープラン策定委託（その１） 埼玉県富士見市年度

2000富士見市都市計画マスタープラン策定委託（その２） 埼玉県富士見市年度

2001富士見市都市計画マスタープラン策定委託（その３） 埼玉県富士見市年度

2002富士見市都市計画マスタープラン他印刷 埼玉県富士見市年度

埼玉県さいたま市

1994浦和市地区カルテ見直し調査業務 埼玉県浦和市年度

埼玉県宮代町

1998宮代町土地利用調整基本計画策定調査 埼玉県宮代町年度
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1998宮代町国土利用計画策定調査 埼玉県宮代町年度

千葉県茂原市

2000茂原市都市計画マスタープラン策定業務委託（その１）[共同] 千葉県茂原市年度

2001茂原市都市計画マスタープラン策定調査業務（その２）〔共同〕 千葉県茂原市年度

千葉県浦安市

2009浦安市都市計画基本方針策定業務委託（その１） 千葉県浦安市年度

2010浦安市都市計画基本方針策定業務委託（その２） 千葉県浦安市年度

2012浦安市都市計画基本方針策定業務委託（その３） 千葉県浦安市年度

2013浦安市都市計画基本方針策定業務委託（その４） 千葉県浦安市年度

石川県輪島市

1997輪島市都市計画マスタープラン策定調査［共同］（その１） 石川県輪島市年度

1998輪島市都市計画マスタープラン策定調査［共同］（その２） 石川県輪島市年度

②都市計画見直し等

東京都千代田区

1987千代田区地域地区指定状況等検討調査 東京都千代田区年度

東京都港区

1993港区用途地域等改定に関する資料作成 東京都港区年度

1994用途地域等の見直し区原案に関する資料作成 東京都港区年度

東京都新宿区

1989「新宿区の土地利用」冊子の作成業務（その１） 東京都新宿区年度

1993新宿区地域地区指定替えの検討に関する調査（その１） 東京都新宿区年度

1994新宿区地域地区指定替えの検討に関する調査（その２） 東京都新宿区年度

1995「新宿区の土地利用」冊子の作成業務（その２） 東京都新宿区年度

東京都江東区

1981江東区土地利用現況調査（その１） 東京都江東区年度

1982江東区土地利用現況調査（その２） 東京都江東区年度

1986土地利用現況等調査 東京都江東区年度

東京都世田谷区

1994新用途地域等指定第１次素案地元説明会質疑応答集の作成　 東京都世田谷区年度

東京都杉並区

2003土地区画整理事業調査等の委託 東京都杉並区年度

2004土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備計画案策定調査委託 東京都杉並区年度

東京都足立区

2008東京都市計画都市再開発の方針一斉見直しにおける変更図面作成業務委託 東京都足立区年度

2008都市計画基礎調査業務委託 東京都足立区年度

東京都府中市

1987まちづくりスライド作成（用途地域等の解説） 東京都府中市年度

2002地域別整備計画の検討委託 東京都府中市年度

2003地区計画原案検討委託 東京都府中市年度

2004地区計画等原案検討委託（その１） 東京都府中市年度
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2005地区計画等原案検討委託（その２） 東京都府中市年度

東京都国立市

2017国立市用途地域等見直し検討支援業務委託 東京都国立市年度

神奈川県葉山町

1999葉山町第５回線引き見直しに係る業務委託 神奈川県葉山町年度

埼玉県草加市

1993草加市新用途地域指定業務調査 埼玉県草加市年度

1994草加市地区別土地利用現況特性の分析調査 埼玉県草加市年度

２．都市防災計画

①防災まちづくり計画

東京都

1996東京都防災都市づくり推進計画〈整備計画〉に関する調査 （財）東京建築防災セ
ンター

年度

2002第５回地震に関する地域危険度測定調査（その４）委託 東京都年度

2006第６回地震に関する地域危険度測定調査（その２）［共同］ 東京都年度

2007避難場所等の指定見直しに関する検討調査委託 東京都年度

2008防災都市づくり推進計画策定調査委託 東京都年度

2008都立公園震災時利用計画等作成委託 東京都年度

東京消防庁

2007防災市民組織等の消火能力及び震災時消火体制に関する研究委託 東京消防庁年度

東京都中央区

2003防災拠点運営委員会設置業務補助委託（その１） 東京都中央区年度

2006防災拠点運営委員会設置業務補助委託（その２) 東京都中央区年度

2007防災拠点運営委員会活動マニュアル・活動計画書の修正支援委託 東京都中央区年度

2008中央区地域防災計画修正に係る補助業務委託 東京都中央区年度

2008中央区地域防災計画修正の概要（案）パンフレット作成委託 東京都中央区年度

東京都墨田区

1990燃えないまちづくりプラン作成 東京都墨田区年度

東京都江東区

1984都市防災不燃化促進助成木場地区建築物現況調査 東京都江東区年度

1985不燃建築物促進助成事業促進区域選定に関する基礎調査 東京都江東区年度

東京都目黒区

1983林業試験場跡地周辺道路整備計画調査 東京都目黒区年度

東京都世田谷区

1987世田谷区防災緑地網整備事業計画作成調査 東京都世田谷区年度

1991世田谷区防災生活圏促進事業選定調査 東京都世田谷区年度

1992世田谷区「地域一体型防災街づくり推進計画」調査 東京都世田谷区年度

1992世田谷区防災生活圏促進事業地区推進計画作成調査 東京都世田谷区年度

1994世田谷区防災環境マップ作成にむけての予備調査関連業務〔共同〕 東京都世田谷区年度

1995「世田谷防災環境マップ」の作成作業 東京都世田谷区年度
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1996世田谷区防災街づくり基本方針策定調査（その１） 東京都世田谷区年度

1997世田谷区防災街づくり基本方針策定調査（その２） 東京都世田谷区年度

1998世田谷区防災街づくり基本方針策定調査（その３） 東京都世田谷区年度

2014世田谷区防災街づくり基本方針改定作業委託（その１） 東京都世田谷区年度

2015「世田谷区耐震改修促進計画」の改訂に伴う業務委託 東京都世田谷区年度

2015世田谷区防災街づくり基本方針改定作業委託（その２） 東京都世田谷区年度

東京都中野区

1985障害者のための防災対策に係わる実態調査 東京都中野区年度

東京都豊島区

1978地域防災条件の検討調査（現況調査編） 東京都豊島区年度

東京都板橋区

2016補助第８２号線板橋地区都市防災不燃化促進調査及び不燃化促進区域指定・都市計画決定
業務支援委託

東京都板橋区年度

東京都練馬区

2013不燃化促進地区の調査検討業務委託 東京都練馬区年度

東京都府中市

2008耐震改修促進事業支援委託（その１） 東京都府中市年度

2009耐震改修促進事業支援委託（その２） 東京都府中市年度

2010耐震改修促進事業支援委託（その３） 東京都府中市年度

2011耐震改修促進事業支援委託（その４） 東京都府中市年度

2012耐震改修促進事業事務支援委託（その１） 東京都府中市年度

2013耐震改修促進事業事務支援委託（その２） 東京都府中市年度

2014耐震改修促進事業事務支援委託（その３） 東京都府中市年度

2015耐震改修促進事業事務支援委託（その４） 東京都府中市年度

2016耐震改修促進事業事務支援委託（その５） 東京都府中市年度

2018耐震改修促進事業事務支援委託（その６） 東京都府中市年度

2019耐震改修促進事業事務支援委託（その７） 東京都府中市年度

東京都小金井市

2013地域防災計画修正支援委託（その１） 東京都小金井市年度

2013小金井市耐震改修促進計画策定支援委託 東京都小金井市年度

2014地域防災計画修正支援委託（その２） 東京都小金井市年度

神奈川県横浜市

2005横浜市域における市街地環境の特性整理に関する調査業務委託 神奈川県横浜市年度

2006いえ・みち　まち改善事業対象地区市街地データ更新業務委託 神奈川県横浜市年度

2008横浜市域における密集市街地改善に向けた事業化検討調査業務 神奈川県横浜市年度

2009いえ・みち　まち改善事業対象地区抽出データ整理及び更新業務委託 神奈川県横浜市年度

2010いえ・みち　まち改善事業のデータ更新等に関する調査業務委託 神奈川県横浜市年度

2010不燃化促進区域指定調査業務委託 神奈川県横浜市年度

2011不燃化促進区域の指定に向けた調査 神奈川県横浜市年度

2019令和元年度　岡村中部地区防災マップ作成のための地図作成業務委託 神奈川県横浜市年度
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埼玉県上尾市

1999上尾市既存建築物耐震改修促進実施計画策定調査 埼玉県上尾市年度

2015上尾市建築物耐震改修促進計画等改定業務 埼玉県上尾市年度

埼玉県八潮市

2019地区防災計画策定支援業務委託 埼玉県八潮市年度

千葉県市川市

1977市川市総合防災調査（その１） 千葉県市川市年度

1978市川市総合防災調査（その２） 千葉県市川市年度

千葉県松戸市

1975松戸市都市防災（地震）に関する調査 千葉県松戸市年度

②震災復興マニュアル・計画

東京都

1995東京都復興マニュアル作成調査（その１) （社）日本都市計画
学会

年度

1996東京都復興マニュアル作成調査（その２） （社）日本都市計画
学会

年度

1997東京都都市復興計画における街路整備検討調査 （社）日本都市計画
学会

年度

1997復興市街地整備事業のあり方と事業制度に関する調査研究（その１） （社）日本都市計画
学会

年度

1997東京都都市復興計画検討調査 （社）日本都市計画
学会

年度

1998復興市街地整備事業のあり方と事業制度に関する調査研究（その２） （社）日本都市計画
学会

年度

1998東京都都市復興計画策定模擬訓練の実施に係る調査 （社）日本都市計画
学会

年度

1999都市復興マニュアルの改訂に係る調査（震災復興グランドデザイン）の委託 東京都年度

2000震災復興グランドデザイン策定調査委託 東京都年度

2001「東京都都市復興マニュアル」改訂調査委託 東京都年度

2002東京都震災復興マニュアルの検討〔共同〕 東京都年度

東京都港区

2017震災復興まちづくり模擬訓練支援業務委託（その１） 東京都港区年度

2018震災復興まちづくり模擬訓練支援業務委託（その２） 東京都港区年度

2019震災復興まちづくり模擬訓練支援業務委託（その３) 東京都港区年度

東京都新宿区

2006新宿区榎地区地域協働復興模擬訓練の運営支援に係る業務委託 早稲田大学年度

2007新宿区箪笥地区協働復興模擬訓練の実施運営に係る補助委託 早稲田大学年度

2008新宿区落合第二地区協働復興模擬訓練の実施運営に係る補助委託 早稲田大学年度

東京都江東区

2012高層住宅震災時活動マニュアル策定の手引き作成業務委託 東京都江東区年度

東京都世田谷区

1999（仮称）世田谷区都市復興プログラム策定調査（その１） 東京都世田谷区年度

2000（仮称）世田谷区都市復興プログラム策定調査（その２） 東京都世田谷区年度

2005世田谷区都市復興プログラム見直し調査業務 東京都世田谷区年度

2005復興市民組織育成事業に関する復興まちづくり支援業務委託 （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

2006「世田谷区震災復興マニュアル」の改定に係る支援業務委託 東京都世田谷区年度
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2008世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その１） 東京都世田谷区年度

2008世田谷区復興まちづくり資料の編集業務委託 東京都世田谷区年度

2009世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その２） 東京都世田谷区年度

2010世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その３） 東京都世田谷区年度

2011世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その４） 東京都世田谷区年度

2012世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援等業務委託（その５） 東京都世田谷区年度

2013世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援等業務委託（その６） 東京都世田谷区年度

2014世田谷区都市復興を考える研修実施支援業務委託 東京都世田谷区年度

2015世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その７） 東京都世田谷区年度

2016世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その８） 東京都世田谷区年度

2017世田谷区都市復興プログラム実践訓練実施支援業務委託（その９） 東京都世田谷区年度

東京都杉並区

2006阿佐谷・高円寺地区震災復興まちづくり模擬訓練企画実施等業務委託 （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

東京都豊島区

2008都市復興マニュアル基礎調査業務委託 東京都豊島区年度

2009「豊島区における都市復興マニュアル策定」における調査支援等委託（その１） 首都大学東京年度

2010「豊島区における都市復興マニュアル策定」における調査支援等委託（その２） 首都大学東京年度

2012「豊島区震災復興ﾏﾆｭｱﾙ（生活・産業編）作成に関する支援委託」におけるﾏﾆｭｱﾙ作成支援
等委託

首都大学東京年度

東京都北区

2001北区市街地復興マニュアル策定支援業務委託 東京都北区年度

2002北区市街地復興セミナー実施支援業務委託（その１） 東京都北区年度

2003北区市街地復興セミナー実施支援事業委託（その２） 東京都北区年度

2004北区市街地復興セミナー実施支援業務委託（その３） 東京都北区年度

2013北区震災復興マニュアル策定業務委託 東京都北区年度

東京都板橋区

1998板橋区都市復興マニュアル基礎調査 東京都板橋区年度

1999板橋区都市復興マニュアル策定調査（その１） 東京都板橋区年度

2000板橋区都市復興マニュアル策定調査（その２） 東京都板橋区年度

東京都足立区

2004「西新井西口地区地域防災復興まちづくり訓練」企画実施等業務委託 東京都足立区年度

2005「千寿第五小学校周辺地区復興まちづくり訓練」企画実施等業務委託 東京都足立区年度

2006「千寿小学校周辺地区復興まちづくり訓練｣実施業務委託 東京都足立区年度

2007「千寿本町小学校周辺地区復興まちづくり訓練」実施業務委託 東京都足立区年度

2008「千寿桜堤中学校周辺地区復興まちづくり訓練」業務委託 東京都足立区年度

2008足立区都市復興ﾏﾆｭｱﾙ改訂業務委託 東京都足立区年度

2009「関原一丁目地区復興まちづくり訓練」業務委託 東京都足立区年度

2010都市復興・防災まちづくり推進業務委託 東京都足立区年度

2011「千住大川町・千住寿町・千住柳町地区　復興まちづくり訓練」業務委託 東京都足立区年度

東京都八王子市

- 12 -



2014八王子市職員都市復興図上訓練支援等委託（その１） 東京都八王子市年度

2015八王子市職員都市復興図上訓練支援等委託（その２） 首都大学東京年度

2015「都市復興模擬訓練(地域協働復興コース)実施に向けた検討に関する協定」における訓練手
引き等作成支援委託

首都大学東京年度

2016「八王子市元横山町周辺地区地域協働復興訓練企画支援業務委託」における調査支援等委
託

首都大学東京年度

2017「八王子市震災復興まちづくり訓練企画支援業務委託」における調査支援等委託（その１） 首都大学東京年度

2018「八王子市震災復興まちづくり訓練企画支援業務委託」における調査支援等委託（その２） 首都大学東京年度

2019「八王子市震災復興まちづくり訓練企画支援業務委託」における調査支援等委託（その３） 首都大学東京年度

千葉県市川市

2019市川市震災復興マニュアル等策定業務委託 千葉県市川市年度

千葉県浦安市

2011浦安市復興計画策定業務委託 千葉県浦安市年度

その他

2004「震災復興模擬訓練の実施記録」の作成に係わる業務委託（その１） （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

2005パキスタン国ムザファラバード復興・復興計画調査（第１年次その１） （株）パセット年度

2006「震災復興模擬訓練の実施記録」の作成に係わる業務委託（その２） （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

2006パキスタン国ムザファラバード復旧・復興計画調査（第１年次その２） （株）パセット年度

2007｢震災復興模擬訓練の実施記録」の作成に係わる業務委託（その３） （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

2016復興まちづくり実務者養成訓練実施支援委託 首都大学東京年度

３．市街地・住環境整備計画

東京都

1973居住環境整備に関する住民意識意向調査 東京都首都整備局年度

1975東京都市部居住環境評価のあり方に関する実態調査 東京都住宅局年度

1989東京都・再開発促進地区における事業促進方策検討調査（その１） （社）日本都市計画
学会

年度

1990東京都・再開発促進地区における事業促進方策検討調査（その２） （社）日本都市計画
学会

年度

1992東京都都市再開発方針策定調査（その１） 東京都都市計画局年度

1994東京都都市再開発方針策定調査（その２） 東京都都市計画局年度

1998東京多摩地域事業開発５ｹ年戦略に基づく地域整備構想作成業務 住宅・都市整備公団
東京支社

年度

1998東京都下における土地有効利用事業に係る重点整備事業開発調査 住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度

1999多摩地域における居住構造のあり方検討調査業務 （社）日本都市計画
学会

年度

2003武蔵野線・西武線沿線、三鷹周辺地区事業化検討調査 都市基盤整備公団
東京支社

年度

2012人口減少を見据えたまちづくりに関する実態調査委託 東京都都市整備局年度

東京都千代田区

1988千代田区まちづくりマップ作成 東京都千代田区年度

1993千代田区内における住宅再開発の促進についての調査・研究 千代田区街づくり推
進公社

年度

東京都港区

1988港区まちづくり総合パンフレットの作成及び印刷 東京都港区年度

1989港区まちづくりマップ印刷業務 東京都港区年度

- 13 -



東京都新宿区

1989新宿区コミュニテイ推進計画策定に係わる基礎調査等 東京都新宿区年度

1990新宿区コミュニティ推進計画策定に係わる調査等 東京都新宿区年度

1993新宿区まちづくり推進地区パンフレット作成 東京都新宿区年度

東京都文京区

1988文京区木造賃貸住宅広域調査 東京都文京区年度

1992住環境整備の基礎調査及び方針策定 （財）文京区まちづく
り公社

年度

東京都大田区

1986木造賃貸住宅地区総合整備事業広域調査 東京都大田区年度

1993「大田区木造賃貸住宅地区整備促進事業」に係わるリーフレット等の制作 東京都大田区年度

東京都世田谷区

1976世田谷区既成市街地の再整備基本調査 東京都世田谷区年度

1977世田谷区市街地再整備基本計画 東京都世田谷区年度

1978東京都世田谷区における住宅再開発手法の研究（その１） 日本住宅公団年度

1981東京都世田谷区における住宅再開発手法の研究（その２） 日本住宅公団年度

1983駅周辺整備計画策定調査（その１） 東京都世田谷区年度

1984駅周辺整備計画策定調査（その２） 東京都世田谷区年度

1985駅周辺整備計画策定調査（その３） 東京都世田谷区年度

1986駅周辺整備計画策定調査（その４） 東京都世田谷区年度

1992世田谷区木賃再生アクションプログラム策定調査〔共同〕 東京都世田谷区年度

1998世田谷区における住都公団の新法人移行にかかる市街地整備（土地有効利用事業展開）ニ
ーズ調査

東京都世田谷区年度

東京都杉並区

1987木造共同住宅密集地の環境整備に関する研究 杉並区防災不燃化
公社

年度

1988水路敷宅地の整備計画に関する研究 杉並区防災不燃化
公社

年度

1992建築着工動向調査（その１） 東京都杉並区年度

1993建築着工動向調査（その２） 東京都杉並区年度

1994建築着工動向調査（その３） 東京都杉並区年度

1998重点整備事業区域の設定に係る基礎調査（杉並区） 住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度

1998杉並区における市街地整備（土地有効利用事業展開）方針と住都公団の新法人移行に係る
ニーズ調査委託

杉並区まちづくり公
社

年度

東京都豊島区

1990池袋副都心整備基本計画策定のための調査 東京都豊島区年度

1998豊島区における住都公団の新法人移行にかかる市街地整備（土地有効利用事業展開）ニー
ズ調査（池袋本町地区）［共同］

住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度

東京都板橋区

1977板橋区日照等の実態に関する調査 東京都板橋区年度

1989地区別動向調査（第２年次）研究 東京都板橋区年度

東京都練馬区

2008密集住宅市街地整備促進事業新規地区の策定に伴う現況調査委託 東京都練馬区年度

東京都府中市

2010府中市建築行政マネジメント計画策定支援業務委託 東京都府中市年度

神奈川県
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2005新規事業開拓に資する事業戦略策定調査に係る業務 （株）ＵＲリンケージ年度

神奈川県横浜市

1986横浜市住環境整備基本方針策定調査 神奈川県横浜市年度

1989横浜市区まちづくり推進基礎調査 神奈川県横浜市年度

1990横浜市区まちづくり推進調査（その１） 神奈川県横浜市年度

1991横浜市区まちづくり推進調査（その２) 神奈川県横浜市年度

1997横浜市建築行政高度化推進事業の検討調査 神奈川県横浜市年度

2001災害に強い住宅市街地の整備・改善方策に関する調査 神奈川県横浜市年度

2007横浜市における密集市街地分析及び検討業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2008地域まちづくり戦略地区検討調査（その1） 神奈川県横浜市年度

埼玉県川口市

1998川口駅周辺地区土地有効利用事業化検討調査 住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度

埼玉県狭山市

1988狭山市まちづくりパンフレット作成業務 埼玉県狭山市年度

埼玉県上尾市

1987上尾市都市再開発方針策定調査 埼玉総合研究機構年度

1989上尾駅周辺地域育成調査 埼玉県上尾市年度

埼玉県戸田市

1986戸田市総合都市整備調査 住宅・都市整備公団
埼玉地域支社

年度

2005住宅市街地整備方針作成業務委託 埼玉県戸田市年度

その他

1973名護市土地利用基本計画・市街地計画 沖縄県名護市年度

４．環境保全計画

①環境基本計画等

東京都世田谷区

1991「ゴミゼロ社会をめざしたまちづくり提案ワークショップ」発表会等の企画、運営 東京都世田谷区年度

1995世田谷区環境基本計画策定に関する業務 東京都世田谷区年度

1996世田谷区環境行動指針策定に関する業務 東京都世田谷区年度

2000環境配慮制度改善に関する分析評価等に伴う調査委託（緊急地域雇用特別事業） 東京都世田谷区年度

2008生産緑地保全活用方針の策定支援業務委託 東京都世田谷区年度

埼玉県宮代町

1998宮代町環境基本計画策定業務（その１） 埼玉県宮代町年度

1999宮代町環境基本計画策定業務（その２） 埼玉県宮代町年度

2000宮代町環境基本計画策定業務（その３） 埼玉県宮代町年度

②緑と水の計画等

東京都江東区

1981江東区「みどり」の現況調査 東京都江東区年度

1982緑と水のネットワーク構想基本計画構想図作成 東京都江東区年度

1982緑と水のネットワーク構想策定調査 東京都江東区年度
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1983内部河川親水基本計画調査 東京都江東区年度

東京都世田谷区

1981世田谷区農地分布現況図等の作成 東京都世田谷区年度

1982区内農地実態調査ならびに農地分布図の作成 東京都世田谷区年度

2001エコビレッジ基本構想策定調査委託（その１） （財）世田谷区都市
整備公社

年度

2002世田谷区エコビレッジ・プロジェクト基本計画策定調査委託（その２） （財）世田谷区都市
整備公社

年度

2012世田谷区みどりとみずの行動計画策定のための基礎調査・分析業務委託 東京都世田谷区年度

2013世田谷区みどりとみずの行動計画策定支援業務委託 東京都世田谷区年度

東京都中野区

1972中野区公園緑地配置計画に関する基礎調査，樹木実態調査 東京都中野区年度

東京都練馬区

1974練馬区緑化計画策定のための調査研究 東京都練馬区年度

東京都府中市

1991府中市農地保全基礎調査 東京都府中市年度

東京都町田市

1988町田市公園緑地利用計画図作成業務 東京都町田市年度

2009町田市公衆トイレ整備計画策定業務委託 東京都町田市年度

2010町田市公共トイレ計画推進業務委託 東京都町田市年度

東京都日野市

1992「日野の自然環境－緑と清流のまち－」ビデオ製作業務 東京都日野市年度

1993日野市農のあるまちづくり計画策定 東京都日野市年度

神奈川県横浜市

1989水と緑と歴史のプロムナード事業パンフレット作成業務 神奈川県横浜市年度

1990（仮称）水と緑と歴史のプロムナ－ド事業パンフレット作成業務 神奈川県横浜市年度

５．道路・交通計画

①狭あい道路・生活道路、交通安全施設整備計画

東京都港区

1992港区狭あい道路整備のあり方検討調査 東京都港区年度

東京都新宿区

1982新宿区細街路整備調査 東京都新宿区年度

1984新宿区道路整備調査 東京都新宿区年度

1986新宿区道路整備計画策定 東京都新宿区年度

東京都台東区

1991台東区細街路整備指針策定のための調査 東京都台東区年度

東京都江東区

1990江東区細街路事業に伴う課題検討調査 東京都江東区年度

東京都大田区

1979大田区狭隘道路基本調査 東京都大田区年度

1980大田区狭隘道路整備の実現化方策に関する調査 東京都大田区年度
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1983大田区におけるモデル地区道路整備計画策定のための調査研究 東京都大田区年度

1984「大田区狭隘道路拡幅整備促進助成制度」パンフレット作成 東京都大田区年度

1986大田区地区住環境総合整備事業調査 東京都大田区年度

1986大田区地区道路カルテ作成（その１）及びモデル事業化案の検討 東京都大田区年度

1987大田区地区道路カルテ作成調査（その２） 東京都大田区年度

1988大田区地区道路カルテ作成調査（その３） 東京都大田区年度

1989大田区地区道路カルテ作成調査（その４） 東京都大田区年度

1990大田区地区道路カルテ作成調査（その５） 東京都大田区年度

1991大田区地区道路カルテ作成調査（その６） 東京都大田区年度

1992大田区地区道路カルテ作成調査（その７） 東京都大田区年度

1993大田区地区道路カルテ作成調査（その８） 東京都大田区年度

東京都世田谷区

1980世田谷区生活道路整備計画策定のための調査（その１）〔共同〕 東京都世田谷区年度

1981世田谷区生活道路整備計画策定のための調査（その２）〔共同〕 東京都世田谷区年度

東京都杉並区

1991杉並区生活道路整備ガイドライン作成（その１） 東京都杉並区年度

1992杉並区生活道路整備ガイドライン作成（その２） 東京都杉並区年度

1993杉並区生活道路網整備基本計画策定調査（その１） 東京都杉並区年度

1994交通安全対策モデル地区検討調査 東京都杉並区年度

1994杉並区生活道路網整備基本計画策定調査（その２） 東京都杉並区年度

1995リーフレット「地区交通計画」の印刷 東京都杉並区年度

1996交通安全モデル地区整備計画調査研究（その１） 東京都杉並区年度

1997交通安全モデル地区整備計画調査研究（その２） 東京都杉並区年度

1998交通安全モデル地区整備計画調査研究（その３） 東京都杉並区年度

東京都足立区

1984足立区細街路計画の策定に関する調査 東京都足立区年度

神奈川県横浜市

1983横浜市狭小道路拡幅整備調査 神奈川県横浜市年度

1984魅力ある道路づくり基礎調査（旭区） 神奈川県横浜市年度

1992横浜市住宅地の環境改善手法検討調査 (狭あい道路編) 神奈川県横浜市年度

1993横浜市狭あい道路重点整備計画策定調査（その１） 神奈川県横浜市年度

1994横浜市狭あい道路重点整備計画策定調査（その２） 神奈川県横浜市年度

1995横浜市狭あい道路重点整備計画策定調査（その３） 神奈川県横浜市年度

1996横浜市狭あい道路重点整備計画策定調査（その４） 神奈川県横浜市年度

2007指定道路図及び指定道路作成方策検討業務委託について 神奈川県横浜市年度

2011いえ・みち　まち改善事業の対象地域における３項道路の活用方策の検討調査委託（その１） 神奈川県横浜市年度

2012いえ・みち　まち改善事業の対象地域における３項道路の活用方策の検討調査委託（その２） 神奈川県横浜市年度

2013いえ・みち　まち改善事業の対象地域における３項道路の活用方策の検討調査委託（その３） 神奈川県横浜市年度

2015防災路線型整備手法検討委託 神奈川県横浜市年度
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埼玉県さいたま市

2004大宮駅周辺地区道路整備事業計画書作成業務委託（その２） 埼玉県さいたま市年度

兵庫県神戸市

2009密集市街地再生方針検討調査業務委託 兵庫県神戸市年度

②道路・交通関連調査

東京都杉並区

1992井荻駅改善に伴う交通流の調査検討 東京都杉並区年度

1994中央線３駅乗降客数調査 東京都杉並区年度

1994交通量調査 東京都杉並区年度

1996荻窪駅南北歩行者アクセス調査検討 東京都杉並区年度

東京都豊島区

1987池袋西口地区Ａブロック共同ビル計画に伴う交通量影響の検討〔共同〕 東京都豊島区年度

東京都練馬区

2005江古田駅周辺整備構想検討調査委託 東京都練馬区年度

東京都武蔵野市

2005武蔵境駅周辺地区道路交通体系調査 東京都武蔵野市年度

６．住宅計画

東京都港区

1991優良住宅制度パンフレット作成 東京都港区年度

東京都新宿区

1988新宿区定住化対策検討調査 東京都新宿区年度

東京都文京区

1991文京区住宅マスタープランの策定及び区内公共施設の実態調査 住宅都市工学研究
所

年度

東京都台東区

1979台東区における住宅立地及び居住実態調査 東京都台東区年度

1980住宅整備と人口の地区配置計画に関する調査 東京都台東区年度

1987定住促進に関する調査・研究（その１） 東京都台東区年度

1988定住促進に関する調査・研究（その２） 東京都台東区年度

1989定住促進に関する調査・研究（その３） 東京都台東区年度

1990定住促進に関する調査・研究（その４） 東京都台東区年度

1990台東区住宅整備指針策定調査 東京都台東区年度

東京都江東区

1979集合住宅建設に伴う環境整備計画策定のための調査 東京都江東区年度

1980江東区集合住宅白書作成調査研究 東京都江東区年度

1990江東区住宅施策基礎調査 東京都江東区年度

1991江東区住宅マスタープラン策定調査（その１） 東京都江東区年度

1992江東区住宅マスタープラン策定調査（その２） 東京都江東区年度

1999江東区住宅マスタープラン改定調査（その１） 東京都江東区年度
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2000江東区住宅マスタープラン改定調査（その２） 東京都江東区年度

2008マンション実態調査委託 東京都江東区年度

2009江東区住宅マスタープラン策定支援委託 東京都江東区年度

東京都世田谷区

1981木賃アパートの現況と経営実態及び建て替え意向についての調査 東京都世田谷区年度

1983世田谷区ワンルームマンション実態調査 東京都世田谷区年度

1988「世田谷地区土地・住宅問題懇談会」の運営〔共同〕 東京都世田谷区年度

東京都渋谷区

1992渋谷区住宅マスタープラン調査策定業務 東京都渋谷区年度

東京都中野区

1988中野区ワンルームマンション実態調査 東京都中野区年度

東京都杉並区

1990住宅に関する調査 東京都杉並区年度

1991「杉並の住宅に関する調査」報告書増刷 東京都杉並区年度

1991杉並区住宅マスタープラン等策定に関する調査 東京都杉並区年度

1992杉並区マンション実態調査（その１） 東京都杉並区年度

1993杉並区マンション実態調査（その２） 東京都杉並区年度

1994杉並区マンション実態調査（その３） 東京都杉並区年度

1995住まいに関する基礎調査 東京都杉並区年度

1996住宅マスタープラン等改定調査 東京都杉並区年度

東京都豊島区

1992豊島区住環境整備方針検討〔共同〕 東京都豊島区年度

東京都足立区

2009住宅政策関連調査委託 東京都足立区年度

2018新田地区区営住宅建替基本計画検討業務委託 東京都足立区年度

東京都府中市

1992府中市住宅現況調査 東京都府中市年度

1993府中市地域高齢者住宅計画策定調査 東京都府中市年度

1993府中市住宅マスタープラン策定調査 東京都府中市年度

東京都小金井市

2009環境配慮型住宅活用計画策定委託 東京都小金井市年度

東京都国分寺市

2005国分寺市住宅マスタープラン策定業務委託 東京都国分寺市年度

神奈川県

1985神奈川県住宅基本計画策定基礎調査 日本住宅協会年度

1986市街地共同住宅更新事業の推進方策検討調査 神奈川県住宅供給
公社

年度

埼玉県上尾市

1994上尾市住宅基本計画基礎調査業務 埼玉県上尾市年度

1995上尾市住宅基本計画策定調査委託業務 埼玉県上尾市年度

埼玉県草加市
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1995草加市地域住宅計画現況調査 埼玉県草加市年度

1996草加市地域住宅計画策定調査 埼玉県草加市年度

千葉県千葉市

1993千葉市特定優良住宅供給促進事業供給計画の認定等の運用基準の策定調査 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1998住宅市場動向調査 千葉県千葉市年度

千葉県浦安市

2018第２次浦安市住生活基本計画策定検討業務委託 千葉県浦安市年度

2019第２次浦安市住生活基本計画策定支援業務委託（その２) 千葉県浦安市年度

７．景観・街並み誘導計画

東京都

1990東京都都市景観形成事業に関する基礎調査 東京都都市計画局年度

1991東京都都市景観形成手法検討調査 東京都都市計画局年度

1992東京都都市景観形成計画策定調査 東京都都市計画局年度

東京都港区

1991港区景観整備検討調査 東京都港区年度

1992港区景観マスタープラン素案作成調査（その１） 東京都港区年度

1992港区公共施設デザインマニュアル (案)印刷 東京都港区年度

1993港区景観マスタープラン素案作成調査（その２） 東京都港区年度

1993港区公共施設デザインマニュアル編集 東京都港区年度

1994港区景観啓発業務等（その１） 東京都港区年度

1995港区景観啓発業務等（その２） 東京都港区年度

1996港区景観啓発業務等（その３） 東京都港区年度

東京都台東区

1992建築デザインマニュアル作成 東京都台東区年度

東京都世田谷区

1987世田谷区都市景観形成基本計画策定調査（その１） 東京都世田谷区年度

1988世田谷区都市景観形成基本計画策定調査（その２） 東京都世田谷区年度

1989都市デザインモニターの運営及び活動記録の作成（その１） 東京都世田谷区年度

1990都市デザインモニタ－の運営及び活動記録の作成（その２） 東京都世田谷区年度

1991第２期都市デザインモニターの運営及び活動記録の作成 東京都世田谷区年度

1992第２期都市デザインモニターの後期活動運営 東京都世田谷区年度

1992第１期都市デザインモニター提言集の再編集 東京都世田谷区年度

1993(仮称) 都市デザインモニターの本作成 東京都世田谷区年度

1994第３期都市デザインモニターの前期活動運営 東京都世田谷区年度

1995第３期都市デザインモニターの後期活動運営 東京都世田谷区年度

1995第３期都市デザインモニター活動記録報告書と提案集の作成 東京都世田谷区年度

東京都杉並区
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1995杉並区まちかど修景整備事業基礎調査 東京都杉並区年度

東京都練馬区

1990仮称「練馬の散歩道」整備計画の策定調査 東京都練馬区年度

東京都八王子市

1989八王子市市街地景観調査（その１） 東京都八王子市年度

1990八王子市市街地景観調査（その２） 東京都八王子市年度

1991八王子市都市景観形成基本計画策定調査 東京都八王子市年度

1992八王子市景観ウォッチング実施業務 東京都八王子市年度

1993八王子市タウントレイル実施業務 東京都八王子市年度

東京都府中市

1992府中市都市景観基本計画策定調査（その１） 東京都府中市年度

1993府中市都市景観基本計画策定調査（その２） 東京都府中市年度

1994府中市都市景観基本計画策定調査（その３） 東京都府中市年度

1995府中市都市景観基本計画策定調査（その４） 東京都府中市年度

1996府中市都市景観シンポジウムポスター等作成 東京都府中市年度

1996府中市都市景観協議会資料作成 東京都府中市年度

1998府中市都市景観パンフレット作成委託 東京都府中市年度

1999景観づくりのガイドライン作成委託 東京都府中市年度

2000都市景観ガイドライン資料作成委託 東京都府中市年度

2001都市景観ガイドライン作成委託 東京都府中市年度

2002都市景観審議会提出資料作成委託（その１） 東京都府中市年度

2003都市景観審議会提出資料作成委託（その２） 東京都府中市年度

2004都市景観審議会提出資料作成委託（その３） 東京都府中市年度

2004府中市都市景観賞及び都市景観シンポジウム実施支援委託 東京都府中市年度

2004都市景観賞パンフレット 東京都府中市年度

2005都市景観審議会提出資料作成委託（その４） 東京都府中市年度

2006都市景観審議会資料等作成委託 東京都府中市年度

神奈川県横浜市

1988新山下地区開発デザイン検討調査〔共同〕 神奈川県横浜市年度

埼玉県草加市

1991草加駅・谷塚駅周辺まちづくりガイドライン策定調査 埼玉県草加市年度

８．保健・福祉・教育計画

東京都中央区

2004中央区学校教育に関する調査・検討委託（その１） 東京都中央区年度

2005中央区学校教育に関する調査・検討委託（その２） 東京都中央区年度

2006「学校のあり方検討会（仮称）」調査･検討及び幼保総合施設導入のための調査検討委託 東京都中央区年度

2007｢教育の中央区学校づくり検討会」等の運営委託 東京都中央区年度
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東京都台東区

1988高齢者実態調査 東京都台東区年度

1988特養ホームにおける新たな施設検討のための調査 東京都台東区年度

1989特養ホームにおける新たな施策の検討の為の調査研究 東京都台東区年度

1989老人実態調査報告書作成 東京都台東区年度

1989台東区福祉・保健サービス等検討委員会の調査研究 東京都台東区年度

東京都世田谷区

1983世田谷区健康づくり実態調査 東京都世田谷区年度

1986世田谷区健康実態調査 東京都世田谷区年度

1990高齢化社会まちづくりワ－クショップ企画・運営 東京都世田谷区年度

東京都杉並区

1991高齢者の生活実態と意識に関する調査の集計 東京都杉並区年度

神奈川県横浜市

1984横浜市学校開放事業基本調査（その１） 神奈川県横浜市年度

1985横浜市学校開放事業基本調査（その２） 神奈川県横浜市年度

1986横浜市学校開放事業調査（その３） 神奈川県横浜市年度

神奈川県川崎市

2013地域課題解決につなげる地域人材育成事業業務委託 神奈川県川崎市年度

2014多摩区地域人材育成事業業務委託（その１） 神奈川県川崎市年度

2015多摩区地域人材育成事業業務委託（その２） 神奈川県川崎市年度

神奈川県海老名市

2013（仮称）えびな市民大学設立検討業務委託（その１） 神奈川県海老名市年度

2014（仮称）えびな市民大学設立検討業務委託（その２） 神奈川県海老名市年度

千葉県浦安市

2008市民大学検討支援業務 （財）日本開発構想
研究所

年度

2010浦安市生涯学習推進計画策定業務委託 千葉県浦安市年度

９．産業経済振興計画

東京都

1979小笠原新集落計画・観光振興計画〔共同〕 東京都総務局年度

1982大島町港湾周辺整備基礎調査〔共同〕 東京都港湾局年度

東京都千代田区

1980千代田区産業動向構造調査 東京都千代田区年度

東京都台東区

1977台東区産業・生活環境基礎調査，区政世論調査 東京都台東区年度

1979台東区浅草地区商業診断〔共同〕 東京都商工指導所年度

1981台東区商業近代化計画報告書〔共同〕 東京商工会議所年度

東京都日野市

2002日野市農業振興計画策定委託 東京都日野市年度
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神奈川県横浜市

2003横浜サイエンスフロンティア整備検討調査 神奈川県横浜市年度

その他

1974八戸地域・商業近代化計画〔共同〕 中小企業庁年度

1982日本沿岸地域に係わる港湾調査〔共同〕 建設省東北地方建
設局

年度

1987十和田湖リクリエーション港湾計画〔共同〕 秋田県港湾局年度

2004首都圏における産業廃棄物処理に関する受給バランスの検討調査 (財）国土計画協会年度

１０．行財政計画

東京都港区

1974港区昼間人口に関する基礎調査 東京都港区年度

1983「区政白書」「港区商店街近代化のてびき」作成 東京都港区年度

1984港区区民生活特性調査 東京都港区年度

1985港区区政白書制作 東京都港区年度

東京都台東区

1978台東区人口移動調査 東京都台東区年度

東京都杉並区

1991住民基本台帳集計調査 東京都杉並区年度

1992杉並区人口の分析及び将来推計について 東京都杉並区年度

1993杉並区転出・転入者アンケート分析 東京都杉並区年度

東京都練馬区

1973練馬区財政予測に関する調査研究 東京都練馬区年度

1975練馬区民意識調査 東京都練馬区年度

1976練馬区民意識調査（医療問題・公共施設） 東京都練馬区年度

1978練馬区計画フレーム調査 東京都練馬区年度

埼玉県宮代町

1998将来児童生徒数推計調査 埼玉県宮代町年度

千葉県浦安市

1982浦安市の人口予測 千葉県浦安市年度

1992固定資産課税資料作成業務 千葉県浦安市年度
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Ⅲ．特定地区の計画・事業コーディネート

１．特定地区の総合調査・計画

東京都足立区

千住西地区

2019 東京都足立区年度千住西地区整備計画（密集市街地整備事業）推進事業業務委託（その２）

①密集市街地関連
東京都新宿区

新宿五・六丁目地区

1995 東京都新宿区年度新宿五・六丁目地区まちづくりニュース作成

東京都文京区

大塚五・六丁目地区

1989 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくり現況調査

1990 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくり計画作成

1990 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区個別出張相談

1991 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談所運営（その１）

1992 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その１）

1992 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目木賃住宅経営者意向調査

1992 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区建替相談会運営（その２）

1993 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その２）

1993 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区建替相談所運営（その３）

1994 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その３）　

1994 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区建替相談会運営（その４）

1995 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その４）

1995 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区建替相談会運営（その５）

1996 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区建替相談会運営（その６）

1996 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その５）

1997 （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度大塚五･六丁目地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計画作成調査

1997 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五･六丁目地区整備誘導計画策定調査

1997 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五･六丁目地区まちづくりニュース作成（その６）

1997 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五･六丁目地区建替相談会運営（その７）

1998 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区建替相談会運営（その８）

1998 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくり協議会の運営（その１）

1998 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その７）

1999 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その８）

1999 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくり協議会の運営（その２）

1999 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会運営（その９）

2000 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会の運営委託（その１０）
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2000 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成（その９）

2001 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成・配布委託（その１０）

2001 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会の運営委託（その１１）

2002 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会の運営委託（その１２）

2002 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成・配布委託(その１１）

2003 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成・配布委託（その１２）

2003 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会の運営委託（その１３）

2004 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査委託

2004 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュース作成・配布委託（その１３）

2004 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会の運営委託（その１４）

2005 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区まちづくりニュースの作成・配布委託（その１４）

2005 東京都文京区年度大塚五・六丁目地区建替相談会の運営委託（その１５）

東京都墨田区

東向島地区

1982 東京都墨田区年度東向島一丁目地区整備基礎調査

1983 東京都墨田区年度木造賃貸住宅地区総合整備調査

東京都品川区

東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区

2003 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区現況調査委託

2004 都市再生機構東京都
心支社

年度密集市街地における狭小老朽分譲住宅地の整備改善に係る事業方策検討調査

2004 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区整備計画策定委託

2005 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業計画策定委託

2006 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その１）

2007 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進業務委託（その２）

2008 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その３）

2009 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その４）

2010 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その５）

2011 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その６）

2012 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その７）

2013 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区全戸訪問業務委託

2013 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その８）

2014 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その９）

2015 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その１０）

2016 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その１１）

2017 東京都品川区年度東中延１・２丁目、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その１２）

2018 東京都品川区年度東中延１・２、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その１３）

2019 東京都品川区年度東中延１・２、中延２・３丁目地区事業推進業務委託（その１４）

西品川２・３丁目地区

2014 東京都品川区年度西品川２・３丁目地区不燃化特区支援メニュー説明会支援業務委託
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補助２８号線沿道地区

2016 東京都品川区年度不燃化特区建物更新調査委託（補助２８号線沿道地区）

放射２号線沿道地区

2016 東京都品川区年度不燃化特区建物更新調査委託（放射２号線沿道地区）（その１）

2017 東京都品川区年度不燃化特区建物更新調査委託（放射２号線沿道地区）（その２）

2018 東京都品川区年度不燃化特区建物更新調査委託（放射２号線沿道地区）（その３）

2019 東京都品川区年度不燃化特区建物更新調査委託（放射２号線沿道地区）（その４)

東京都大田区

大森・北糀谷地区

1997 （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査(大森･北糀谷地区)

1997 東京都大田区年度東京都緊急木造住宅密集地域整備促進事業に基づく地区整備誘導計画策定調査(大森･北
糀谷)

1999 東京都大田区年度「大森・北糀谷」密集住宅市街地整備促進事業実施計画策定業務

2005 都市再生機構東京都
心支社

年度大森・北糀谷地区における密集市街地整備方策検討調査

大森東・大森中地区

1989 東京都大田区年度市街地住宅密集地区再生事業の補足調査

1991 東京都大田区年度大森東・大森中地区「市街地住宅密集地区再生事業」現況調査

1992 東京都大田区年度大森東・大森中地区「市街地住宅密集地区再生事業」整備計画作成調査

1992 東京都大田区年度大森東・大森中地区ガイドライン策定調査

2000 東京都大田区年度大森東・大森南地区防災まちづくりの会活動支援委託（その１）

2003 東京都大田区年度大森東・大森南地区防災まちづくりの会活動支援委託（その２）

2004 東京都大田区年度大森東・大森南地区防災まちづくりの会活動支援委託（その３）

2005 東京都大田区年度大森東・大森南地区防災まちづくりの会活動支援委託（その４）

蒲田二・三丁目地区

1993 東京都大田区年度「蒲田二・三丁目地区」市街地住宅密集地区再生事業整備計画作成調査

1993 東京都大田区年度「蒲田二・三丁目地区」木造賃貸住宅地区整備促進事業ガイドライン調査

1994 東京都大田区年度パンフレット「蒲田 2・3 丁目地区のまちづくり」の制作・印刷

1996 （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度大田区｢蒲田2･3丁目地区｣密集住宅市街地整備促進事業の事業計画作成調査

西蒲田・蒲田地区

1987 東京都大田区年度西蒲田・蒲田地区木造賃貸住宅地区総合整備事業現況調査

1988 東京都大田区年度西蒲田・蒲田地区木造賃貸住宅地区総合整備事業整備計画策定調査

1990 東京都大田区年度西蒲田・蒲田地区ガイドライン作成調査

1997 （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査(西蒲田･蒲田地区)

1997 東京都大田区年度東京都緊急木造住宅密集地域整備促進事業に基づく地区整備誘導計画策定(西蒲田･蒲田
地区)

西六郷地区

1987 東京都大田区年度地区住環境総合整備事業調査（西六郷地区）

1988 東京都大田区年度大田区西六郷一丁目西地区地区住環境総合整備事業調査

羽田地区

1991 東京都大田区年度羽田地区（１～６丁目）地域整備計画検討調査（その１）

1992 東京都大田区年度羽田地区（１～６丁目）地域整備計画検討調査（その２）
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1993 東京都大田区年度羽田地区(１～６丁目) 地域整備計画検討調査（その３）

1994 東京都大田区年度羽田地区（１～６丁目）地域整備計画検討業務（その４）

1995 東京都大田区年度羽田地区修復型市街地整備計画 (案) 検討業務

2010 東京都大田区年度羽田の防災まちづくりの会活動支援

2011 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくりの会活動支援及び現況調査・住民意向調査委託

2012 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくりの会活動支援及び整備計画等策定調査委託

2013 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進支援及び事業計画等策定等委託

2014 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進業務委託（その１）

2015 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進業務委託（その２）

2016 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進業務委託（その３）

2017 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進業務委託（その４）

2018 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進業務委託（その５）

2019 東京都大田区年度羽田地区防災まちづくり推進業務委託（その６）

矢口・下丸子地区

1994 東京都大田区年度「矢口・下丸子地区」密集住宅市街地整備促進事業現況調査

1995 東京都大田区年度「矢口・下丸子地区」木造賃貸住宅地区整備促進事業・ガイドライン作成

1995 東京都大田区年度「矢口・下丸子地区」密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成調査

1996 東京都大田区年度｢矢口・下丸子地区｣ 密集住宅市街地整備促進事業の事業計画作成業務（その１）

1998 東京都大田区年度矢口・下丸子地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計画策定業務の委託（その２）

2000 東京都大田区年度矢口・下丸子地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計画策定業務の委託（その３）

東京都世田谷区

太子堂地区

1980 東京都住宅局年度住宅建設事業調査（世田谷区太子堂地区）

1980 東京都世田谷区年度北沢・太子堂地区まちづくり通信の編集（その１）

1981 東京都世田谷区年度北沢・太子堂地区まちづくり通信の編集（その２）

1984 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣（太子堂地区・北沢地区）

1985 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣（太子堂地区・北沢地区）まちづくりニュース作成

1986 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣（太子堂地区・北沢地区）まちづくりニュース作成

1987 東京都住宅供給公社年度太子堂住宅（賃貸）地区の整備基本構想計画調査

1987 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣（太子堂地区・北沢地区）

1988 東京都世田谷区年度太子堂地区木造賃貸住宅地区総合整備事業計画更新調査

1988 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣（太子堂地区・北沢地区）

1989 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区ガイドライン策定調査

1989 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣（太子堂地区・三宿地区）

1990 東京都世田谷区年度太子堂・北沢「事業成果集」作成

1990 東京都世田谷区年度街づくり専門家派遣制度調査

1991 東京都世田谷区年度まちづくり通信原稿作成および編集

1992 東京都世田谷区年度太子堂地区まちづくり協議会１０年の活動の完全版下作成
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1993 東京都世田谷区年度市街地住宅密集地区再生事業整備計画作成及び東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業ガ
イドライン作成

1994 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区きつねまつりイベント用パネル作成

1994 東京都世田谷区年度太子堂まちづくり通信の編集

1996 東京都世田谷区年度太子堂地区まちづくりの歩み原稿作成及び編集

2000 都市基盤整備公団東
京支社

年度太子堂三丁目地区基本計画検討調査

2002 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区地区街づくり計画変更案作成委託

2002 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区密集住宅市街地整備促進事業チェックリスト作成委託

2002 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区密集住宅市街地整備促進事業再評価調査委託

2003 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区密集住宅市街地整備促進事業等延伸に係る調査

2004 都市再生機構東京都
心支社

年度太子堂３丁目地区事業用地を活用したまちづくり推進方策検討調査業務

2004 都市再生機構東京都
心支社

年度太子堂２・３丁目地区まちづくり推進方策検討調査業務

2005 都市再生機構東京都
心支社

年度太子堂２・３丁目地区まちづくり推進方策検討調査業務

2005 都市再生機構東京都
心支社

年度太子堂三丁目地区事業用地を活用したまちづくり推進方策検討業務

2005 東京都世田谷区年度太子堂・三宿地区住宅市街地総合整備事業見直し調査委託

2006 都市再生機構東京都
心支社

年度太子堂２・３丁目地区まちづくり推進方策検討調査業務

2007 都市再生機構東京都
心支社

年度太子堂周辺地区まちづくり推進支援業務

2007 東京都世田谷区年度太子堂・三宿地区住宅市街地総合整備事業費用対効果分析業務委託

北沢３・４丁目地区

1978 東京都世田谷区年度北沢地区市街地再整備基本調査

1979 東京都世田谷区年度北沢地区防災まちづくり調査

1989 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区ガイドライン策定調査

1990 東京都世田谷区年度北沢地区まちづくり通信Ｎｏ．２８原稿作成

1992 東京都世田谷区年度北沢まちづくりガイド改訂版の作成

1993 東京都世田谷区年度北沢４丁目茶沢通り沿道北側街区事業計画作成調査

1993 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区市街地住宅密集地区再生事業更新調査

2008 都市再生機構東京都
心支社

年度北沢三・四丁目地区事業推進方策等検討支援業務

2009 都市再生機構東京都
心支社

年度北沢三･四丁目地区茶沢通り整備推進支援業務　

2009 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区まちづくり通信№４４版下作成委託

2010 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区まちづくり通信№４５版下作成委託

2011 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区まちづくり通信№４６版下作成委託

2012 東京都世田谷区年度北沢三丁目内商業地域への街並み誘導型地区計画等導入効果検討業務委託

2012 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区まちづくり通信№４７版下作成委託

2013 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区防災まちづくり通信№２版下作成委託

2014 東京都世田谷区年度「北沢三・四丁目地区」街づくり通信No.４８の版下作成委託

2015 東京都世田谷区年度「北沢三・四丁目地区」街づくり通信No.４９の版下作成委託

三宿１・２丁目地区

1989 東京都世田谷区年度三宿１丁目地区まちづくり基礎調査

1990 東京都世田谷区年度三宿１丁目地区ガイドライン策定調査
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1991 東京都世田谷区年度市街地住宅密集地区再生事業整備計画作成及び東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業ガ
イドライン作成

1992 東京都世田谷区年度三宿１丁目地区及び２丁目地区事業導入調査

1995 東京都世田谷区年度三宿１丁目地区まちづくり通信№８原稿作成及び編集

1995 東京都世田谷区年度三宿１・２丁目地区整備計画及び事業計画作成・補足調査

1996 東京都世田谷区年度三宿２丁目のまちづくり通信原稿作成及び編集

1998 東京都世田谷区年度三宿１丁目地区まちづくり通信原稿作成及び編集委託

1999 （財）世田谷区都市整
備公社

年度三宿１丁目地区まちづくり協議会への専門家派遣

北沢５・大原１丁目地区

1992 東京都世田谷区年度北沢５丁目・大原１丁目地区街づくり基礎調査（現況調査）

1994 東京都世田谷区年度北沢５丁目・大原１丁目地区まちづくり通信第２号版下原稿作成

1994 東京都世田谷区年度北沢５丁目・大原１丁目地区整備計画及びガイドライン作成調査

1995 東京都世田谷区年度北沢５丁目・大原１丁目地区整備計画及び事業計画作成補足調査

区役所周辺地区

1990 東京都世田谷区年度区役所周辺地区街づくり事業計画策定調査

千歳船橋駅周辺地区

2007 東京都世田谷区年度千歳船橋駅周辺地区住宅市街地総合整備事業事業評価及び整備計画変更（案）等作成業務
委託

玉川三丁目地区

2011 東京都世田谷区年度住宅市街地総合整備事業にかかる費用対効果分析業務委託（玉川三丁目地区）

池尻四丁目・三宿二丁目地区

2012 東京都世田谷区年度三宿二丁目・池尻四丁目地区街づくり計画策定に伴う調査及び新たな防火規制区域指定支
援業務委託

2013 東京都世田谷区年度池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画基礎調査及び策定業務委託

2014 東京都世田谷区年度池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画策定支援業務委託（その１）

2015 東京都世田谷区年度池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画策定支援業務委託（その２）

2016 東京都世田谷区年度池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画策定支援業務委託（その３）

2017 東京都世田谷区年度池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画策定支援業務委託（その４）

成城地区

2016 東京都世田谷区年度成城地区地区街づくり計画作成調査に係る基礎調査の一部作業

東京都渋谷区

本町地区

1991 東京都渋谷区年度本町地区市街地住宅密集地区再生事業現況調査

1992 東京都渋谷区年度本町地区整備構想（案）作成

1993 東京都渋谷区年度本町五・六丁目地区整備計画推進事業に係わる調査（その１）

1993 東京都渋谷区年度本町地区まちづくり推進事業に係わる調査（その１）

1994 東京都渋谷区年度本町地区まちづくり推進事業に係わる調査（その２）

1994 東京都渋谷区年度本町五・六丁目地区整備計画推進事業に係わる調査（その２）

1995 東京都渋谷区年度本町地区まちづくり推進事業に係わる調査（その３）

1996 東京都渋谷区年度本町地区まちづくり推進事業に係わる調査（その４）

2010 東京都渋谷区年度本町６丁目地区における防災まちづくり推進検討業務

東京都中野区
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弥生町一・二丁目他

2011 首都圏不燃建築公社年度まちづくり調査支援事業（中野区本町一・二・三丁目及び弥生町一・二丁目他地区）

大和町地区

2013 東京都中野区年度大和町防災まちづくり検討業務委託

2014 東京都中野区年度大和町防災まちづくり推進検討業務委託　　　　　　

2015 東京都中野区年度大和町防災まちづくり推進業務委託　　　　　　

東京都杉並区

２跡地周辺地区

1984 東京都杉並区年度蚕糸試験場跡地周辺及び気象研究所跡地周辺地区木造賃貸住宅地区総合整備計画作成調
査

1990 東京都杉並区年度蚕糸試験場跡地周辺地区及び気象研究所跡地周辺地区木造賃貸住宅地区整備促進事業調
査及び同事業ガイドライン策定

1995 東京都杉並区年度二跡地周辺地区密集住宅市街地整備促進事業更新調査

方南一丁目地区

2016 東京都杉並区年度方南一丁目地区まちづくり協議会準備会等の設立に向けた支援業務委託

東京都豊島区

東池袋４・５丁目地区

1983 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業に関する調査（その１）

1984 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区まちづくり計画作成調査（その２）

1984 東京都豊島区年度木造賃貸住宅密集地区整備事業計画（東池袋４・５丁目地区）基礎調査（その１）

1985 東京都豊島区年度木造賃貸住宅密集地区整備事業計画（東池袋４・５丁目地区）基礎調査（その２）

1985 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区住環境総合整備事業調査（その３）

1985 東京都豊島区年度東池袋地区まちづくりガイドブック（４）の作成，地区計画制度パンフレットの作成

1986 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区居住環境整備調査

1986 東京都豊島区年度木造賃貸住宅密集地区整備事業計画（東池袋４・５丁目地区）基礎調査（その３）

1987 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区居住環境整備調査

1987 東京都豊島区年度東池袋４丁目地区居住環境総合整備事業現況調査

1988 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区居住環境整備事業調査

1989 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査、東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備
事業建替相談等

1989 東京都豊島区年度東池袋４丁目Ｂ地区事業計画作成（地区住環境総合整備事業）

1989 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区ガイドライン作成調査（木造賃貸住宅地区整備促進事業）

1990 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業建替相談等補助

1990 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査

1991 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査

1991 東京都豊島区年度従前居住者施設案内パンフレット編集

1992 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査

1992 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区現況調査

1992 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区整備計画作成調査

1992 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区木造賃貸住宅等密集地区基礎調査

1993 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査

1993 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区まちづくりニュース（まちづくりだより第２・３・４号）作成
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1993 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区まちづくりニュース（まちづくりだより第１号）作成

1994 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査

1995 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業調査

1996 （財）豊島区街づくり
公社

年度居住環境総合整備事業調査（東池袋４・５丁目地区）

1997 （財）豊島区街づくり
公社

年度居住環境総合整備事業調査(東池袋４・５丁目地区)

1997 東京都豊島区年度緊急木造住宅密集地域防災対策事業に係る地区整備誘導計画作成調査(東池袋４・５丁目地
区)

1997 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計画作成調査

1998 （財）豊島区街づくり
公社

年度居住環境総合整備・緊急木造住宅密集地域防災対策事業調査（東池袋４・５丁目地区）

1999 （財）豊島区街づくり
公社

年度居住環境総合整備事業（東池袋４・５丁目地区）緊急木造住宅密集地域防災対策事業調査

2006 東京都豊島区年度東池袋４･５丁目地区住宅市街地総合整備事業に係る事業効果の分析･評価に関する調査委
託

2011 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区住宅市街地総合整備事業に係る事業効果の分析・評価に関する調査委
託

2012 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区「木密地域不燃化１０年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」不燃化特区制度の先行実施に関する
応募支援業務委託

2015 東京都豊島区年度東池袋四・五丁目地区密集市街地総合防災事業に係る事業効果の分析・評価に関する調査
業務請負

2019 東京都豊島区年度令和元年度東池袋四・五丁目地区密集市街地総合防災事業に係る調査業務請負

東京都北区

上十条一丁目、中十条一・二丁目地

2012 都市再生機構東日本
支社

年度上十条一丁目、中十条一・二丁目地区における沿道まちづくり検討支援業務

東京都荒川区

尾久地区

1982 東京都荒川区年度尾久地区整備基本構想調査

荒川五・六丁目地区

2000 東京都荒川区年度荒川五・六丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進活動業務委託（その１）

2001 東京都荒川区年度荒川五・六丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進活動業務委託（その２）

荒川二・四・七丁目地区

2017 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度荒川二・四・七丁目地区まちづくり推進支援補助業務

東京都板橋区

上板橋駅南口地区

1989 東京都板橋区年度東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業に係わる上板橋駅南口地区ガイドライン（整備指針）
作成調査

1989 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区市街地住宅密集地区再生事業現況調査及び整備計画作成調査

1990 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区市街地住宅密集地区再生事業整備計画推進事業調査（その１）

1990 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区まちづくりニュ－ス及び木造賃貸住宅地整備促進事業パンフレットの配布

1990 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区まちづくり協議会の活動支援及び住環境計画策定調査（その1）

1991 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区市街地住宅密集地区再生事業整備計画推進事業調査（その２）

1991 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区まちづくり協議会の活動支援及び住環境計画策定調査（その２）

1992 東京都板橋区年度上板橋駅南口地区市街地住宅密集地区再生事業整備計画推進事業調査（その３）

東京都練馬区

北町地区

2000 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係わる整備計画推進業務委託（その１）

2001 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その２）

2002 東京都練馬区年度北町二丁目地区まちづくり資料作成業務委託
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2002 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その３）

2003 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その４）

2004 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その５）

2004 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査委託

2005 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その６）

2006 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その７）

2007 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その８）

2008 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その９）

2009 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査委託

2009 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１０）

2010 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１１）

2011 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１２）

2012 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１３）

2013 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１４）

2014 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１５）

2014 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に関する基礎調査委託

2015 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１６）

2016 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１７）

2017 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１８）

2018 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その１９）

2019 東京都練馬区年度北町地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託（その２０）

練馬地区

2002 東京都練馬区年度練馬地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査委託

江古田北部地区

2005 東京都練馬区年度江古田北部地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査委託

2010 東京都練馬区年度江古田北部地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査委託

2014 東京都練馬区年度江古田北部地区密集住宅市街地整備促進事業に関する基礎調査委託

2015 東京都練馬区年度「江古田北部地区密集住宅市街地整備促進事業に関する整備計画の作成」に係る作業〔共同
〕

2016 東京都練馬区年度江古田北部地区密集住宅市街地整備促進事業に関する事業終了に向けた事業評価［共同］

2019 （株）象地域設計年度「江古田北部地区密集事業事後評価業務委託」に係る作業

東京都足立区

千住西地区

2017 東京都足立区年度千住西地区住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備事業）整備計画策定等業務委託

2018 東京都足立区年度千住西地区整備計画（密集市街地整備事業）推進事業業務委託（その１）

東京都江戸川区

2018 東京都江戸川区年度延伸事業計画等策定調査委託第３号（中葛西八丁目地区）

2018 東京都江戸川区年度延伸事業計画等策定調査委託第４号（一之江四丁目南地区）

一之江中央地区
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1997 東京都江戸川区年度一之江中央地区まちづくり推進調査（その１）

1998 東京都江戸川区年度一之江中央地区まちづくり推進調査（その２）

1999 東京都江戸川区年度一之江中央地区まちづくり推進調査（その３）

2000 東京都江戸川区年度一之江中央地区まちづくり推進調査（その４）

2001 東京都江戸川区年度一之江中央地区まちづくり推進調査（その５）

南小岩地区

1996 東京都江戸川区年度木造住宅密集地域（南小岩地区）現況調査

1997 東京都江戸川区年度重点整備地域(南小岩地域)住民意向調査等

1998 東京都江戸川区年度南小岩区域密集住宅市街地整備促進事業現況調査委託

1999 東京都江戸川区年度南小岩区域密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成調査委託

2000 東京都江戸川区年度南小岩七・八丁目地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査委託

2001 東京都江戸川区年度南小岩七・八丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進業務委託（その１）

2002 東京都江戸川区年度南小岩七・八丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進業務委託（その２）

2004 東京都江戸川区年度南小岩七・八丁目地区地区計画に関係する外周沿道地区の土地・建物所有者等の調査委託

2009 東京都江戸川区年度南小岩七・八丁目地区住宅市街地総合整備事業再評価に関する調査委託

2010 東京都江戸川区年度南小岩七・八丁目地区住宅市街地整備計画等の見直し等に関する調査委託

2012 東京都江戸川区年度ＪＲ小岩駅周辺地区地区計画における南小岩七・八丁目地区まちづくり町会等会議資料作成
及び 地区計画策定資料作成委託他

2014 東京都江戸川区年度事業再評価委託第７号（南小岩七・八丁目地区）

2015 東京都江戸川区年度延伸事業計画等策定調査委託第５号（南小岩七・八丁目地区）

一之江四丁目南地区

2002 東京都江戸川区年度一之江四丁目南地区まちづくり推進業務委託

2002 東京都江戸川区年度一之江四丁目南区域密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成調査等委託

2003 東京都江戸川区年度一之江四丁目南区域密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査等委託

2012 東京都江戸川区年度事業再評価委託第１０号（春江町三丁目南地区、一之江四丁目南地区）

2013 東京都江戸川区年度一之江四丁目南地区延伸事業計画等策定調査委託

2017 東京都江戸川区年度事業再評価委託第８号（一之江四丁目南地区）

下鎌田地区

2002 東京都江戸川区年度下鎌田東区域密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成調査委託

2003 東京都江戸川区年度下鎌田東地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査委託

2011 東京都江戸川区年度事業再評価委託第２０号（松島三丁目地区、下鎌田東地区）

中葛西八丁目地区

2005 東京都江戸川区年度中葛西八丁目地区まちづくり計画策定調査委託

2006 東京都江戸川区年度中葛西八丁目地区まちづくり推進業務委託

2008 都市再生機構東京都
心支社

年度中葛西八丁目地区における沿道まちづくり検討支援業務（その１）

2008 東京都江戸川区年度中葛西八丁目地区住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）事業計画作成委託

2009 都市再生機構東京都
心支社

年度中葛西八丁目地区における沿道まちづくり検討支援業務（その２）

2010 都市再生機構東京都
心支社

年度中葛西八丁目地区における沿道まちづくり検討支援業務（その３）

2017 東京都江戸川区年度事業再評価委託（第６号）中葛西八丁目地区

- 33 -



東京都武蔵野市

その他

1985 東京都武蔵野市年度環境浄化特別推進地区等アンケート結果の集計分析

神奈川県横浜市

鶴見①地区

1987 神奈川県横浜市年度木造賃貸住宅地区総合整備事業推進調査（鶴見①地区）その１

1988 神奈川県横浜市年度木造賃貸住宅地区総合整備事業推進調査（鶴見①地区）その２

1989 神奈川県横浜市年度市街地住宅密集地区再生事業制度推進調査（鶴見①地区）

鶴見②地区

1990 建設省年度低層住宅市街地再生・横浜地区検討業務〔共同〕

1990 神奈川県横浜市年度鶴見地区における市街地住宅密集地区再生事業の推進に関する調査

1991 建設省年度横浜市鶴見区整備方針検討調査〔共同〕

1992 建設省年度横浜市鶴見地区検討業務〔共同〕

1992 神奈川県横浜市年度市街地住宅密集地区再生事業 (鶴見本町通地区) 事業化調査

1993 神奈川県横浜市年度木造賃貸住宅等密集地区再生アクションプログラム策定調査

1994 神奈川県横浜市年度鶴見地区密集住宅市街地整備促進事業調査

1996 神奈川県横浜市年度鶴見区平安地区、本町通･ 潮田地区事業計画策定調査

1996 神奈川県横浜市年度鶴見区本町通･ 潮田地区事業推進業務

1997 神奈川県横浜市年度鶴見区潮田･本町通地区まちづくり協議会活動推進業務

1998 神奈川県横浜市年度潮田・本町通地区まちづくり計画作成業務委託

1999 神奈川県横浜市年度潮田・本町通地区まちづくり推進業務委託

2000 神奈川県横浜市年度潮田・本町通建替促進制度検討調査委託

2002 神奈川県横浜市年度鶴見②地区密集住宅市街地整備促進事業再評価に関する調査業務委託

2007 神奈川県横浜市年度鶴見②地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）事業再評価及び地区統合に
関する調査業務委託

下末吉三丁目地区

1995 神奈川県横浜市年度既成市街地整備モデル事業検討基礎調査

1996 神奈川県横浜市年度鶴見区下末吉三丁目（いすゞ自動車跡地）周辺地域現況及び整備手法検討調査

1999 神奈川県横浜市年度土地利用計画検討調査

中村地区

1993 横浜市南区年度中村川周辺地域住環境課題基礎調査

1994 横浜市南区年度中村地区住環境整備調査

1995 横浜市南区年度中村地区まちづくり推進調査

1996 横浜市南区年度中村地区まちづくり推進事業（その１）

1997 横浜市南区年度中村地区まちづくり推進事業（その２）

1999 横浜市南区年度中村地区まちづくり推進事業（その３）

2000 横浜市南区年度中村地区密集住宅市街地整備促進事業整備計画策定調査業務委託

2000 横浜市南区年度中村地区まちづくり推進事業（その４）

2001 神奈川県横浜市年度中村地区整備プログラム策定調査委託

2002 神奈川県横浜市年度南区中村地区密集住宅市街地整備促進事業整備計画策定に関する調査業務委託
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2003 神奈川県横浜市年度南区中村地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画策定調査委託

2004 （財）日本建築防災協
会

年度防災街区整備事業に係るモデルスタディ業務（南区八幡町Ａ・Ｂ地区）

子安通・浦島地区

2002 （社）全国市街地再開
発協会

年度防災街区整備事業（仮称）に係るモデルスタディ業務（浦島町・子安通地区）

2003 （財）日本建築防災協
会

年度防災街区整備事業に係るモデルスタディ業務（子安通・浦島地区）

本郷町３丁目地区

2005 神奈川県横浜市年度中区本郷町３丁目地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）整備計画策定調
査業務委託（その１）

2006 神奈川県横浜市年度中区本郷町３丁目地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型)整備計画策定調
査業務委託（その2）

2007 神奈川県横浜市年度中区本郷町３丁目地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）事業計画等策定
調査業務委託

2008 神奈川県横浜市年度中区本郷町３丁目地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型)事業計画等策定
調査業務委託（その2）

2009 住みよいまち・本郷町
３丁目地区協議会

年度中区本郷町３丁目地区まちづくり計画担い手支援事業調査委託（その１）

2009 神奈川県横浜市年度中区本郷町３丁目地区地域まちづくり活動支援事業業務委託

2010 住みよいまち・本郷町
３丁目地区協議会

年度中区本郷町３丁目まちづくり計画策定担い手支援事業調査委託（その２）

2011 神奈川県横浜市年度本郷町３丁目地区防災まちづくりルール等検討委託（その１）

2012 神奈川県横浜市年度本郷町３丁目地区防災まちづくりルール等検討委託（その２）

2013 神奈川県横浜市年度本郷町３丁目地区防災マップ更新支援等業務委託

2014 神奈川県横浜市年度本郷町３丁目地区空家対策支援等業務委託（その１）

2015 神奈川県横浜市年度本郷町３丁目地区空家対策支援等業務委託（その２）

2016 神奈川県横浜市年度本郷町３丁目地区防災まちづくり計画改定支援業務委託

金沢南部地区

2008 神奈川県横浜市年度金沢区金沢南部地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）整備計画策定調査
業務委託（その1）

2009 神奈川県横浜市年度金沢区金沢南部地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）整備計画策定調査
業務委託（その2）

2010 神奈川県横浜市年度金沢区金沢南部地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）整備計画策定調査
業務委託（その３）

金沢地区

2016 神奈川県横浜市年度平成２８年度住宅市街地総合整備事業における事業評価に関する調査業務委託

その他

1996 神奈川県横浜市年度環境改善検討調査

1997 神奈川県横浜市年度地区環境改善パンフレット編集

神奈川県川崎市

小田２・３丁目地区、幸町３丁目地区

2016 神奈川県川崎市年度平成２８年度　密集市街地の改善に向けた地域啓発活動支援及び改善計画策定に関する業
務委託

2017 神奈川県川崎市年度密集市街地の改善に向けた地域啓発活動支援等に関する業務委託

神奈川県相模原市

1979 神奈川県相模原市年度相模原市火葬場周辺整備に関する検討〔共同〕

神奈川県大磯町

大磯地区

2000 神奈川県住環境整備
事業推進協議会

年度大磯町大磯地区を対象とする密集市街地整備モデル策定調査業務

2001 神奈川県大磯町年度大磯町下町地区まちづくり調査委託

埼玉県川口市
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川口芝地区

2009 都市再生機構埼玉地
域支社

年度川口芝地区住宅市街地総合整備事業（密集型）整備計画等策定業務

2010 都市再生機構埼玉地
域支社

年度川口芝地区密集整備計画等策定業務

2011 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その１）

2012 埼玉県川口市年度芝富士地区及び芝樋ノ爪地区並びに芝４・５丁目地区地区計画作成支援業務委託（その１）

2012 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その２）

2013 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その３）

2013 埼玉県川口市年度芝富士地区及び芝樋ノ爪地区並びに芝４・５丁目地区地区計画作成支援業務委託（その２）

2014 埼玉県川口市年度芝富士地区並びに芝樋ノ爪地区及び芝４・５丁目地区地区計画図面作成等支援業務委託（そ
の３）

2014 埼玉県川口市年度地区計画パンフレット作成等業務委託

2014 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その２）

2015 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その３）

2016 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その４）

2017 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その５）

2018 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その６）

2019 埼玉県川口市年度芝地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業等業務委託（その7）

埼玉県戸田市

川岸地区

1991 埼玉県戸田市年度住宅地区改良事業等計画基礎調査業務（その１）

1991 埼玉県戸田市年度戸田市まちづくり事業推進業務

1992 埼玉県戸田市年度住宅地区改良事業等計画基礎調査業務（その２）

1993 埼玉県戸田市年度住宅地区改良事業等計画基礎調査業務（その３）

1994 埼玉県戸田市年度住環境整備事業化検討業務

1997 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり進協議会の活動支援（その１）

1998 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その２）

1999 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その３）

2000 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その４）

2001 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その５）

2002 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その６）

2003 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その７）

2004 川岸地区まちづくり推
進協議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その８）

2005 川岸地区まちづくり協
議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その９）

2006 埼玉県戸田市年度住宅市街地総合整備事業整備計画作成業務委託

2006 川岸地区まちづくり協
議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その１０）

2007 川岸地区まちづくり協
議会

年度川岸地区まちづくり推進協議会活動支援（その１１）

2008 埼玉県戸田市年度住宅市街地総合整備事業事業計画作成業務委託

高知県高知市

潮江地区

1978 高知県高知市年度高知市潮江地区市環境整備計画〔共同〕
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都市再生機構東日本都市再生本部

荒川二・四・七丁目地区

2018 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度荒川二・四・七丁目地区まちづくり推進支援補助業務（その２）

2019 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度荒川二・四・七丁目地区まちづくり推進支援補助業務（その３）

②駅周辺再開発等
東京都港区

芝大門二丁目地区

1987 住宅・都市整備公団年度街づくり推進地区に係わる調査（芝大門二丁目地区）

1988 住宅・都市整備公団年度街づくり推進地区に係わる調査（芝大門二丁目地区）

1989 住宅・都市整備公団年度街づくり推進地区（芝大門二丁目地区）に係る調査

1990 東京都港区年度街づくり推進地区に係る街づくり支援制度検討のための基礎調査

芝・浜松町・虎の門地区

1985 住宅・都市整備公団年度芝・浜松町・虎の門地区等整備計画策定調査

東京都新宿区

四谷駅前地区

2007 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その１）

2008 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その２）

2009 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その３）

2010 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その４）

2011 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その５）

2012 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その６）

2013 東京都新宿区年度四谷駅前地区まちづくり支援業務委託（その７）

2014 東京都新宿区年度四谷駅周辺地区における区分地区指定に関する支援業務委託

高田馬場駅周辺地区

2015 東京都新宿区年度高田馬場駅周辺地区まちづくり支援業務委託（その１）

2016 東京都新宿区年度高田馬場駅周辺地区まちづくり支援業務委託（その２）

2016 東京都新宿区年度高田馬場駅東口地区市街地再開発事業等調査検討業務委託

2017 東京都新宿区年度高田馬場駅周辺地区まちづくり支援業務委託（その３）

2018 東京都新宿区年度高田馬場駅周辺地区まちづくり支援業務委託（その４）

2019 東京都新宿区年度高田馬場駅周辺地区まちづくり支援業務委託（その５）

飯田橋駅東口周辺地区

2017 東京都新宿区年度津久戸町周辺地区まちづくり支援業務委託

2018 東京都新宿区年度飯田橋駅東口周辺地区まちづくり支援業務委託（その１）

2019 東京都新宿区年度飯田橋駅東口周辺地区まちづくり支援業務委託（その２)

東京都江東区

1973 東京都江東区年度江東区中心商業地区再開発基礎調査

1974 東京都江東区年度江東区中心ゾーン再開発計画

東京都大田区

蒲田駅周辺地区
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1987 東京都大田区年度蒲田駅周辺整備基本構想策定調査（その１）[共同]

1988 東京都大田区年度蒲田駅周辺整備基本構想策定調査（その２）

東京都世田谷区

京王・小田急線沿線地区

1987 東京都世田谷区年度京王・小田急線連続立体交差事業調査

1988 東京都世田谷区年度京王・小田急線連続立体交差事業に伴う沿線街づくり調査

祖師谷大蔵駅周辺地区

1995 東京都世田谷区年度小田急線祖師谷大蔵駅周辺地区街づくり調査

1996 東京都世田谷区年度祖師谷大蔵駅周辺地区整備計画作成調査

芦花公園駅周辺地区

2012 東京都世田谷区年度京王線沿線芦花公園駅周辺地区街づくり計画の対応方針策定調査委託

2013 東京都世田谷区年度芦花公園駅周辺地区地区街づくり計画（案）策定調査委託（その１）

2014 東京都世田谷区年度芦花公園駅周辺地区地区街づくり計画（案）策定調査委託（その２）

2015 東京都世田谷区年度芦花公園駅周辺地区地区街づくり計画（案）策定調査委託（その３）

東京都中野区

中野坂上地区

1985 東京都中野区年度中野坂上地区整備基本計画モデルの作成

山手通り沿道地区

1987 東京都中野区年度山手通り沿道地区現況調査

1987 東京都中野区年度山手通り沿道地区都市総合再開発促進計画案策定調査

中野駅周辺地区

2013 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度中野駅周辺まちづくり等関連資料作成業務

東京都杉並区

荻窪駅周辺地区

2012 東京都杉並区年度荻窪まちづくり会議運営等支援業務（その１）

2013 東京都杉並区年度荻窪まちづくり会議運営等支援業務（その２）

2014 東京都杉並区年度荻窪まちづくり会議運営等支援業務（その３）

2015 東京都杉並区年度荻窪まちづくり会議運営等支援業務（その４）

2016 東京都杉並区年度荻窪駅周辺まちづくり方針策定等支援業務委託

富士見ヶ丘駅周辺地区

2019 東京都杉並区年度富士見ヶ丘駅周辺まちづくり方針策定支援業務委託

東京都豊島区

池袋駅西口地区

1982 東京都豊島区年度池袋駅西口地区開発計画策定のための調査（その１）

1983 東京都豊島区年度池袋駅西口地区開発計画策定のための調査（その２）

1984 東京都豊島区年度池袋駅西口地区開発計画策定のための調査（その３）

1985 東京都豊島区年度池袋駅西口協議会提言ＰＲ紙の企画・編集・印刷

1986 東京都豊島区年度池袋西口地区街づくりニュース企画・編集

1987 東京都豊島区年度池袋西口地区Ｃ・Ｇブロック住民意向調査

1988 東京都豊島区年度池袋駅西口地区街づくりニュースＮＯ６発行に伴う企画・編集
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東京都練馬区

練馬駅周辺地区

1990 東京都練馬区年度練馬駅周辺地区街づくり計画作成調査（その１）

1991 東京都練馬区年度練馬駅周辺地区街づくり計画作成調査（その２）

1991 東京都練馬区年度「練馬駅周辺地区街づくり計画」報告書概要版及びパンフレットの作成

1991 東京都練馬区年度「練馬駅周辺地区街づくり計画」現況図面及び模型の製作

1992 東京都練馬区年度練馬駅周辺地区街づくり事業の推進のための業務

1992 東京都練馬区年度練馬駅周辺地区街づくり協議会ニュースの印刷

1992 東京都練馬区年度練馬駅周辺地区街づくり協議会ニュースの第２号の印刷

武蔵関駅周辺地区

2009 東京都練馬区年度西武新宿線駅周辺地区まちづくり業務委託（その１）

2010 東京都練馬区年度西武新宿線駅周辺地区まちづくり業務委託（その２）

武蔵関駅周辺・上井草駅周辺地区

2015 東京都練馬区年度武蔵関駅周辺地区・上井草駅周辺地区（下石神井四丁目）まちづくり業務支援委託（その１）

2016 東京都練馬区年度武蔵関駅周辺地区・上井草駅周辺地区（下石神井四丁目）まちづくり業務支援委託（その２）

2017 東京都練馬区年度武蔵関駅周辺地区・上井草駅周辺地区（下石神井四丁目）まちづくり業務支援委託（その３）

2018 東京都練馬区年度武蔵関駅周辺地区・上井草駅周辺地区（下石神井四丁目）まちづくり業務支援委託（その４）

2019 東京都練馬区年度武蔵関駅周辺地区・上井草駅周辺地区（下石神井四丁目）まちづくり業務支援委託（その５）

東京都江戸川区

平井中部地区

1988 東京都江戸川区年度平井中部地区総合整備プラン策定調査

東京都三鷹市

三鷹駅南口中央通り東地区

2016 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度三鷹駅南口中央通り東地区（再）都市計画等検討業務（平成２８年度）

2017 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度三鷹駅南口中央通り東地区（再）都市計画検討業務（平成２９年度）

東京都武蔵野市

武蔵境駅北口地区

2006 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場等整備実施計画業務委託

2007 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場等基本設計業務委託

2008 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場築造に伴う調整業務委託（その１）

2008 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場概略設計に伴う測量委託

2009 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場築造に伴う調整業務委託（その３）

2009 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場築造に伴う調整業務委託（その２）

2010 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場に関する調整・概略設計委託

2011 東京都武蔵野市年度武蔵境駅北口広場計画に関わる基本設計委託

東京都府中市

2018 東京都府中市年度分倍河原駅周辺まちづくり推進業務委託

多磨駅周辺地区

1999 東京都府中市年度多磨墓地前駅周辺地区まちづくりに係る調査・検討委託
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2000 東京都府中市年度多磨墓地前駅周辺地区まちづくり構想検討委託

2001 東京都府中市年度多磨墓地前駅周辺地区まちづくり事業化手法検討委託

東京都小金井市

東小金井駅北口地区

2007 東京都小金井市年度東小金井駅北口地区都市計画決定図書等作成業務委託（その１）

2008 東京都小金井市年度東小金井駅北口地区都市計画決定図書等作成業務委託（その２）

東京都小平市

小川駅周辺地区

2004 都市再生機構東日本
支社

年度小川駅周辺他の地区整備構想策定基礎検討業務〔共同〕

東京都東村山市

秋津地区

1998 住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度秋津地区開発条件調査［共同］

神奈川県横浜市

関外地区

1992 神奈川県横浜市年度関外地区都市居住更新事業整備計画作成調査

1992 神奈川県住宅供給公
社

年度横浜市関外地区都市居住更新事業整備計画作成調査

1993 神奈川県横浜市年度関外地区市街地総合再生計画検討調査

1994 神奈川県横浜市年度関外地区市街地再整備計画検討調査

伊勢佐木町１・２丁目地区

1991 神奈川県横浜市年度伊勢佐木町１・２丁目地区周辺整備計画基礎調査

杉田・新杉田駅周辺地区

1988 神奈川県横浜市年度杉田・新杉田駅周辺地区整備計画策定調査

鶴見小野駅周辺地区

1997 神奈川県横浜市年度京浜地区臨海部と連携した鶴見まちづくり構想検討調査

1999 神奈川県横浜市年度ＪＲ鶴見小野駅周辺地区まちづくり推進調査（その１）

1999 都市基盤整備公団神
奈川地域支社

年度鶴見小野駅周辺地区住宅市街地整備総合支援事業の整備計画策定関連業務（その３）

1999 都市基盤整備公団神
奈川地域支社

年度ＪＲ鶴見小野駅周辺地区におけるまちづくり推進調査（その１）

2000 神奈川県横浜市年度ＪＲ鶴見小野駅周辺地区まちづくり推進調査（その２）

2000 都市基盤整備公団神
奈川地域支社

年度鶴見小野駅周辺地区住宅市街地整備総合支援事業の整備計画策定関連業務（その２）

2008 神奈川県横浜市年度鶴見小野駅周辺地区整備構想検討調査業務委託

2009 神奈川県横浜市年度鶴見小野駅周辺地区整備計画修正検討調査

2009 都市再生機構神奈川
地域支社

年度鶴見小野駅周辺地区における密集市街地改善に向けた事業化検討調査業務

2012 神奈川県横浜市年度鶴見小野駅周辺地区整備事業土地利用計画検討業務

井土ヶ谷駅周辺地区

2000 神奈川県横浜市年度井土ヶ谷駅周辺地区街づくり検討調査（その１）

2001 神奈川県横浜市年度井土ヶ谷駅周辺地区街づくり検討調査（その２）

神奈川県川崎市

武蔵小杉駅周辺地区

2005 （株）ＵＲリンケージ年度川崎市域における大規模工場跡地土地利用調査に係る業務

京急川崎駅周辺地区

2016 神奈川県川崎市年度平成２８年度京急川崎駅周辺地区権利者勉強会業務委託
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埼玉県上尾市

上尾駅周辺

1983 埼玉県上尾市年度上尾駅周辺地域整備計画策定のための調査（その１）

1984 埼玉県上尾市年度上尾駅周辺地域整備計画策定のための調査（その２）

1984 埼玉県上尾市年度上尾駅東口商店街近代化計画のための調査

埼玉県草加市

新田駅西口地区

2004 埼玉県草加市年度新田駅西口地区まちづくり構想案作成委託

2005 埼玉県草加市年度新田駅西口地区まちづくり基本計画策定業務委託

2006 埼玉県草加市年度新田駅西口地区まちづくり事業推進調査業務委託

「今様・草加宿」地域

2004 埼玉県草加市年度「今様・草加宿」地域再生ビジョン策定業務委託

2004 埼玉県草加市年度「今様・草加宿」地域再生計画策定業務委託

谷塚駅西口地区

2014 埼玉県草加市年度谷塚駅西口地区まちづくり検討業務委託（その１）

2015 埼玉県草加市年度谷塚駅西口地区まちづくり検討業務委託（その２）

2016 埼玉県草加市年度谷塚駅西口地区まちづくり検討業務委託（その３）

2017 埼玉県草加市年度谷塚駅西口地区まちづくり基本計画検討業務委託（まちづくり基本計画（案）の検討等）

埼玉県鳩ヶ谷市

埼玉高速鉄道駅周辺地区

1993 埼玉県鳩ヶ谷市年度都市複合施設等駅周辺関連施設整備計画策定事業調査（その１）

1993 住宅・都市整備公団年度埼玉県高速鉄道２及び３駅周辺地区整備計画作成調査

1994 埼玉県鳩ヶ谷市年度都市複合施設等駅周辺関連施設整備計画策定事業調査（その２）

1994 埼玉県鳩ヶ谷市年度市街地再開発基本整備計画策定調査（その１）

1994 住宅・都市整備公団年度埼玉高速鉄道３駅周辺地区整備構想作成調査

1995 埼玉県鳩ヶ谷市年度市街地再開発基本整備計画策定調査（その２）

1996 埼玉県鳩ヶ谷市年度鳩ヶ谷駅西口施設整備検討調査（その１）

1996 埼玉県鳩ヶ谷市年度鳩ヶ谷駅西口施設整備検討調査（その２）

千葉県千葉市

千葉駅西口地区

1987 （社）全国市街地再開
発協会

年度ＪＲ千葉駅西口周辺地区市街地再開発事業基本計画作成調査

新潟県松代町

1987 新潟県松代町年度北越急行松代駅及び周辺開発基本計画に関する調査〔共同〕

都市再生機構東日本都市再生本部

2019 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度平成31年度東京都内ターミナル駅周辺地区におけるまちづくり検討補助業務

三鷹駅南口中央通り東地区

2018 都市再生機構東日本
都市再生本部

年度三鷹駅南口中央通り東地区（再）都市計画検討業務（平成３０年度）

③景観まちづくり
東京都新宿区
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神楽坂地区

1990 東京都新宿区年度神楽坂・飯田橋地区調査（その１）

1991 東京都新宿区年度神楽坂・飯田橋地区調査（その２)

1992 東京都新宿区年度神楽坂地区調査（その３）

1993 東京都新宿区年度神楽坂地区調査（その４）

1994 東京都新宿区年度神楽坂地区まちづくりニュース等作成

1995 東京都新宿区年度神楽坂地区街なみ環境整備事業の現況調査

東京都杉並区

中杉通り沿道地区

1994 東京都杉並区年度中杉通り沿道周辺地区景観まちづくり構想案作成

東京都府中市

府中駅周辺地区

2007 東京都府中市年度けやき並木周辺調査及び整備計画策定委託

2008 東京都府中市年度けやき並木通りの歩行者専用道路化に向けた調査委託

その他

2009 （株）アルファコックス年度都市景観モデリング作成に関するコンサルティング

④福祉のまちづくり等
東京都

2002 東京都城北福祉セン
ター

年度山谷地域に関する基礎調査に係わる調査委託

⑤中心市街地再生・エリアマネジメント
東京都台東区

2018 東京都台東区年度緑化装飾等検討調査委託

2019 東京都台東区年度東京2020大会に合わせた花の装飾設計等業務委託

東京都渋谷区

渋谷駅周辺地区

2015 渋谷駅前エリアマネ
ジメント協議会

年度渋谷駅前エリアマネジメント協議会　防災対策検討支援業務

東京都豊島区

池袋東口エリア

2015 東京都豊島区年度池袋駅東口エリアまちづくり活動支援業務請負

2016 東京都豊島区年度グリーン大通りにおけるエリアマネジメント検討支援業務委託

2017 東京都豊島区年度グリーン大通りエリアマネジメント活動実施計画作成支援業務

2017 東京都豊島区年度グリーン大通りエリアマネジメント活動実施計画作成支援業務（効果検証）

東京都町田市

町田駅周辺地区

2013 東京都町田市年度中心市街地整備構想調査検討委託

2014 東京都町田市年度中心市街地歩行環境改善検討調査業務委託

2014 東京都町田市年度中心市街地土地利用制度導入に向けた調査検討業務委託

2016 東京都町田市年度町田市中心市街地回遊性向上検討業務委託

茨城県水戸市
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2005 都市再生機構本社年度地方都市再生のための新たな事業手法検討に伴う基礎的調査（その１）

水戸市泉町１丁目北地区

2005 (財）都市みらい推進
機構

年度地方都市再生のための低未利用地の有効活用モデル調査基礎資料作成（水戸市泉町１丁目
北地区）

岡山県倉敷市

倉敷駅周辺地区

2005 (財）区画整理促進機
構

年度面整備と連携した賑わい再生方策検討調査（倉敷市他２地域）地方の既成市街地における小
規模土地区画整理事業の有効活用検討調査

富山県富山市

富山駅周辺地区

2005 （財）国土技術研究セ
ンター

年度富山市モデル街区における資料等収集整理業務

2006 (財）都市みらい推進
機構

年度富山市中心市街地における「まちなか居住・まちなか再生出資金」を活用した事業方策検討調
査

2006 都市再生機構本社年度地方都市再生のための新たな事業手法検討に伴う基礎的調査（その２）

栃木県小山市

小山駅西口周辺地区

2005 （株）ＵＲリンケージ年度小山駅西口周辺地区都市再生整備構想

静岡県浜松市

浜松駅周辺地区

2005 (財）都市みらい推進
機構

年度大規模店舗撤退モデルに関する考察

群馬県前橋市

千代田町二丁目８番街区

2008 都市再生機構東日本
支社

年度前橋市中心市街地再生に向けたまちづくり方針検討調査業務

2009 都市再生機構東日本
支社

年度前橋市中心市街地再生に向けたまちづくり方針策定支援業務

その他

2006 （株）ＵＲリンケージ年度地方都市の街なか居住の推進に係る基礎検討

⑥その他
東京都練馬区

保谷駅周辺地区

2018 東京都練馬区年度保谷駅周辺地区まちづくり推進業務支援委託

東京都府中市

府中基地跡地等

2006 東京都府中市年度府中基地跡地留保地等の利用計画検討調査委託

2008 東京都府中市年度府中基地跡地留保地公園整備基本方針ほか調査検討委託（その１）

2009 東京都府中市年度府中基地跡地留保地公園整備基本方針ほか調査検討委託（その２）

2016 東京都府中市年度府中基地跡地留保地利用計画素案作成支援委託

東京都調布市

調布基地跡地等

2005 （株）ＵＲリンケージ年度調布基地跡地留保地に係る土地利用計画策定調査（その１）

2006 （株）ＵＲリンケージ年度調布基地跡地留保地に係る土地利用計画策定調査（その２）

2007 東京都調布市年度調布基地跡地留保地利用計画策定調査業務委託

神奈川県秦野市

2019 神奈川県秦野市年度国道246号バイパス（厚木秦野道路）周辺土地利用検討事業支援委託業務
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2019 神奈川県秦野市年度令和元年度表丹沢魅力づくり構想策定等支援委託業務

新潟県長岡市

山古志地域楢木集落

2005 新潟県長岡市年度山古志地域楢木集落再生計画［共同］

2006 新潟県長岡市年度山古志地域集落再生計画住宅配置検討

2007 新潟県長岡市年度山古志地域楢木集落復興プラン策定

2009 山古志楢木集落年度山古志地域楢木集落飯盛山整備計画（案）作成作業について

２．再開発事業や共同建替えの計画・事業コーディネート

東京都

東池袋４・５丁目地区

2019 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その１０）

東京都台東区

浅草橋・佐竹地区

1971 東京都台東区年度台東区浅草橋・佐竹地区再開発基本調査，再開発区民意識意向調査

東京都目黒区

目黒本町五丁目地区

2008 東京都目黒区年度補助第４６号線（目黒本町五丁目地区）沿道まちづくり促進業務委託

東京都豊島区

東池袋４・５丁目地区

1987 住宅・都市整備公団年度東池袋５丁目街区整備共同化事業計画調査

1991 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業建替等コンサルタント派遣（その１）

1992 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業建替等コンサルタント派遣（その２）

1993 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区居住環境総合整備事業建替等コンサルタント派遣（その３）

1996 （財）東京建築防災セ
ンター

年度東池袋重点地区平成８年度スタディ［共同]

1996 東京都年度東池袋地区再開発検討調査

1997 東京都年度東池袋地区再開発事業化検討調査（その１）

1998 東京都年度東池袋地区再開発事業化検討調査（その２）

1999 （財）ベターリビング年度東池袋４・５丁目地区モデル街区共同化計画の立案並びに事業化誘導活動の実態調査

1999 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋４・５丁目地区街づくり活動支援（２）モデル街区整備支援事業委託

2000 （財）ベターリビング年度豊島区東池袋４・５丁目の一部における地域住民の組織化、及び老朽化建築物の共同建替
等に関する実態調査

2002 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区重点街区整備実施計画策定業務委託

2004 東京都年度東池袋地区街路沿道まちづくり促進方策の検討資料作成業務［共同]

2004 東京都年度東池袋地区住民意向調査業務［共同]

2005 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区共同化促進パンフレット編集・作成業務委託

2005 東京都豊島区年度補助８１号線沿道まちづくり街区懇談会推進調査委託

2005 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区沿道街区整備実施計画作成業務委託

2005 東京都豊島区年度補助８１号線沿道まちづくり推進調査委託

2006 東京都豊島区年度補助第８１号線整備に伴う沿道まちづくりに係る調査委託
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2007 東京都豊島区年度補助第８１号線整備に伴う沿道まちづくりに係る調査委託

2008 東京都年度東池袋地区沿道まちづくり東京都・豊島区からのお知らせ印刷･配布業務委託（その１）

2008 東京都年度東池袋地区沿道まちづくり東京都・豊島区からのお知らせ印刷・配布業務委託（その２）

2008 東京都年度補助第８１号線整備に伴う沿道まちづくりにかかる調査委託（Ａ－ｄ　街区およびＩ 街区勉強会
運営補助･資料作成）

2008 東京都年度補助第８１号線整備に伴う沿道まちづくりにかかる調査委託（Ｋ街区）

2008 東京都豊島区年度補助第８１号線整備に伴う沿道まちづくりにかかる調査委託

2009 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり協議会運営補助委託

2009 東京都年度東池袋地区沿道まちづくり支援業務委託

2010 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その１）

2011 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その２）

2012 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その３）

2013 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その４）

2014 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その５）

2015 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その６）

2016 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その７）

2017 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その８）

2018 東京都年度東池袋地区補助第８１号線沿道まちづくり支援業務委託（その９）

東京都板橋区

大谷口上町地区

2001 東京都板橋区年度大谷口上町地区計画基礎調査事業〔共同〕

2001 東京都板橋区年度大谷口上町地区住宅地区改良事業評価調査委託

東京都足立区

五反野・綾瀬駅西口地区

1998 東京都足立区年度五反野駅周辺地区及び綾瀬駅西口地区開発調査

1999 東京都足立区年度五反野駅周辺地区及び綾瀬駅西口地区開発推進調査（その１）

2000 東京都足立区年度五反野駅周辺地区及び綾瀬駅西口地区開発推進調査（その２）

東京都日野市

豊田南地区

2013 （財）東京都都市づく
り公社

年度豊田南地区における建替時の共同化促進に関する検討支援業務

2016 （財）東京都都市づく
り公社

年度豊田南地区における建替時の共同化促進に関する検討支援業務（その２）

神奈川県横浜市

上大岡Ｂ地区地区

1998 横浜市住宅供給公社年度上大岡Ｂ地区市街地再開発事業資金計画検討業務

長者町４－３他地区

1993 神奈川県住宅供給公
社

年度山田町・長者町地区都市居住更新事業に係る長者町地区拠点的開発事業再開発検討調査

1995 神奈川県住宅供給公
社

年度長者町４－３地区再開発事業化推進調査（その２）

1996 神奈川県住宅供給公
社

年度長者町４－３他地区基本設計及び資金計画作成業務

1997 神奈川県住宅供給公
社

年度長者町４－３他地区資金計画作成業務

1998 神奈川県住宅供給公
社

年度長者町４－３他地区資金計画作成委託（その３）
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2001 神奈川県住宅供給公
社

年度「長者町４－３他地区」資金計画等作成業務委託（その４）

鶴見駅西口豊岡地区

1996 神奈川県横浜市年度鶴見駅西口豊岡地区再整備事業化促進業務

鶴見区本町通1丁目地区

1998 横浜市住宅供給公社年度横浜市鶴見区における木造密集事業手法検討業務

1999 横浜市住宅供給公社年度鶴見区本町通一丁目地区共同建替事業化検討調査（その１）

2000 横浜市住宅供給公社年度鶴見区本町通１丁目Ａ地区共同建替事業推進調査

白妙町４丁目北側地区

2000 横浜市住宅供給公社年度白妙町４丁目北側ブロック基本構想作成業務

埼玉県狭山市

入曾駅東口地区

1990 埼玉県狭山市年度入曾駅東口地区まちづくりパンフレット印刷業務

埼玉県上尾市

中山道東側地区

1984 埼玉県上尾市年度中山道東側地区市街地再開発調査

1985 埼玉県上尾市年度中山道東側地区市街地再開発事業推進調査

1985 埼玉県上尾市年度中山道東側地区市街地再開発調査

1986 埼玉県上尾市年度中山道東側地区市街地再開発事業推進に関する調査

1986 住宅・都市整備公団年度上尾駅東側地区再開発適地調査（その１）

1987 埼玉県上尾市年度中山道東側地区市街地再開発事業

1987 住宅・都市整備公団年度上尾市東側地区再開発適地調査（その２）

1988 埼玉県上尾市年度中山道東側地区市街地再開発事業調査

1988 埼玉県上尾市年度中山道沿道地区共同化事業〔共同〕

1990 埼玉県上尾市年度中山道沿道（東側地区）育成業務

1990 埼玉県上尾市年度中山道沿道（東側第２地区）育成業務

1990 中山道東側地市再開
発準備組合

年度上尾中山道東側地区の基本設計（施設建築物基本設計）その１

1991 中山道東側地市再開
発準備組合

年度上尾中山道東側地区の基本設計（施設建築物基本設計）その２

1991 中山道東側地市再開
発準備組合

年度上尾中山道東側地区市街地再開発事業推進業務

埼玉県戸田市

川岸地区

2003 （社）全国市街地再開
発協会

年度密集市街地の整備事業の導入に向けた共同化モデルプランづくり（都市再生モデル事業）

戸田公園駅周辺南地区

1992 埼玉県戸田市年度緊急住宅宅地関連特定施設整備事業「南地区事業化推進調査事業」

1993 埼玉県戸田市年度戸田公園駅周辺南地区再開発基本計画作成業務

1994 埼玉県戸田市年度戸田公園駅周辺南地区市街地再開発事業推進計画作成業務

1995 戸田公園駅周辺南地
区再開発研究会

年度研究会運営及び組織化に向けての総合推進業務（戸田公園駅周辺南地区）

埼玉県さいたま市

大宮駅東口周辺地区

2000 都市基盤整備公団埼
玉地域支社

年度大宮駅東口周辺再開発検討調査（その１）

2001 都市基盤整備公団埼
玉地域支社

年度大宮駅東口周辺再開発検討調査（その２）
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2002 都市基盤整備公団埼
玉地域支社

年度大宮駅東口周辺再開発検討調査（その３）

2003 埼玉県さいたま市年度大宮駅東口駅前地区まちづくり構想検討業務委託

2003 都市基盤整備公団埼
玉地域支社

年度大宮駅東口周辺再開発検討調査（その４）

2004 埼玉県さいたま市年度大宮駅東口駅前広場他沿道まちなみ検討業務委託

2004 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区事業化推進業務（その１）

2005 埼玉県さいたま市年度大宮駅東口駅前広場沿道街区まちづくり構想検討業務委託

2005 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区事業化推進業務（その２）

2006 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区共同化支援業務委託（その３）

2007 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区共同化支援業務委託（その４）

2008 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区共同化支援業務委託（その５）

2009 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区共同化支援業務委託（その６）

2010 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区まちづくり支援業務（その１）

2011 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区まちづくり支援業務（その２）

2012 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区まちづくり支援業務（その３）

2013 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区まちづくり支援業務（その４）

2014 都市再生機構埼玉地
域支社

年度大宮駅東口駅前南地区まちづくり支援業務（その５）

2015 （株）本郷計画事務所年度大宮駅東口駅前南地区まちづくり支援業務（その６）〔共同〕

福岡県大牟田市

小浜南地区

1997 （財）国土技術研究セ
ンター

年度大牟田市住宅地区改良事業等に関する資料作成業務

1997 福岡県大牟田市年度大牟田市(仮称)小浜南地区改良建設事業に係る建築主体及び設備等設計業務の一部(基本
設計)(共同)

３．地区計画制度等による建替え誘導計画

東京都

1981 東京都都市計画局年度東京都地区計画策定調査

東京都千代田区

猿楽町地区

1986 東京都千代田区年度猿楽町地区地区計画策定調査

六番町地区

1988 東京都千代田区年度六番町地区地区計画策定調査（その１）

1989 東京都千代田区年度六番町地区地区計画策定調査（その２）

1990 東京都千代田区年度六番町地区地区計画策定調査（その３）

東京都新宿区

2017 東京都新宿区年度地区計画の都市計画変更手続きのための図面作成業務委託

中落合・中井地区

1991 東京都新宿区年度中落合・中井地区地区計画策定調査

1992 東京都新宿区年度中落合・中井地区まちづくりニュースの作成等（その１）
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1993 東京都新宿区年度中落合・中井地区まちづくりニュースの作成等（その２）

1994 東京都新宿区年度中落合・中井地区まちづくりニュースの作成等（その３）

1995 東京都新宿区年度中落合・中井地区まちづくりの会の運営等

1996 東京都新宿区年度中落合・中井地区まちづくりニュース第13号作成等

赤城地区

2008 東京都新宿区年度赤城地区まちづくり構想策定支援業務委託（その１）

2009 東京都新宿区年度赤城地区まちづくり構想策定支援業務委託（その２）

2011 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その１）

2012 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その２）

2013 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その３）

2014 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その４）

2015 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その５）

2016 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その６）

2017 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その７）

2018 東京都新宿区年度赤城周辺地区まちづくり支援業務委託（その８）

南榎地区

2010 東京都新宿区年度南榎地区まちづくり基本方針策定支援業務委託（その１）

2011 東京都新宿区年度南榎地区まちづくり基本方針策定支援業務委託（その２）

2012 東京都新宿区年度南榎地区まちづくり基本方針策定支援業務委託（その３）

2013 東京都新宿区年度南榎地区まちづくり基本方針策定支援業務委託（その４）

2014 東京都新宿区年度南榎地区まちづくり基本方針策定支援業務委託（その５）

2015 東京都新宿区年度南榎地区まちづくり支援業務委託（その１）

2016 東京都新宿区年度南榎地区（牛込台西北地区）まちづくり支援業務委託（その２）

2017 東京都新宿区年度南榎地区（牛込台西北地区）まちづくり支援業務委託（その３）

2018 東京都新宿区年度南榎地区（牛込台西北地区）まちづくり支援業務委託（その４）

富久地区

2011 東京都新宿区年度環状第４号線沿道富久地区・余丁町周辺地区まちづくり支援業務委託（その１）

2012 東京都新宿区年度環状第４号線沿道富久地区・余丁町周辺地区まちづくり支援業務委託（その２）

2013 東京都新宿区年度環状第４号線沿道富久地区・余丁町周辺地区まちづくり支援業務委託（その３）

2014 東京都新宿区年度都市計画変更資料作成等支援業務委託

2014 東京都新宿区年度環状第４号線沿道富久地区・余丁町周辺地区まちづくり支援業務委託（その４）

2015 東京都新宿区年度環状第４号線沿道地区まちづくり支援業務委託（その５）

2016 東京都新宿区年度環状第４号線沿道地区まちづくり支援業務委託（その６）

2017 東京都新宿区年度環状第４号線沿道地区まちづくり支援業務委託（その７）

新宿ゴールデン街地区

2016 東京都新宿区年度新宿ゴールデン街地区まちづくり支援業務委託

歌舞伎町地区

2017 東京都新宿区年度歌舞伎町地区まちづくり支援業務委託
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2018 東京都新宿区年度歌舞伎町地区まちづくり支援業務委託（その２）

2019 東京都新宿区年度歌舞伎町地区まちづくり支援業務委託（その３）

東京都文京区

大塚五・六丁目地区

1993 （財）文京区まちづくり
公社

年度大塚五・六丁目地区計画準備調査

東京都江東区

亀戸駅周辺地区

1985 東京都江東区年度亀戸駅周辺地区計画策定調査

東京都世田谷区

太子堂地区

1986 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区計画案策定調査

1987 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区整備計画策定調査

1988 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区計画策定に伴う説明資料作成

2000 東京都世田谷区年度太子堂２・３丁目地区地区計画ポスターの作成

北沢３・４丁目地区

1987 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区計画案策定調査

1988 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区整備計画案策定調査

1989 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区計画策定に伴う説明資料等の作成について

1992 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区地区計画パンフレット原稿作成

1992 東京都世田谷区年度北沢３・４丁目地区地区計画パンフレット印刷に係わるデザイン編集及び版下作成

三宿１・２丁目地区

2001 東京都世田谷区年度三宿１丁目地区地区計画検討調査委託

用賀地区

1987 東京都世田谷区年度用賀地区地区計画策定調査

補助５２号線沿道地区

2014 東京都世田谷区年度都市計画道路補助５２号線沿道地区地区計画等検討及び沿道懇談会運営支援業務委託

2015 東京都世田谷区年度都市計画道路補助５２号線沿道街づくり検討業務委託

2016 東京都世田谷区年度都市計画道路補助５２号線沿道地区用途地域変更及び地区計画策定業務委託

2017 東京都世田谷区年度補助５２号線沿道地区における用途地域等変更及び地区計画等の策定・変更業務支援委託

補助５４号線沿道地区

2019 東京都世田谷区年度補助54号線沿道上祖師谷地区地区計画等検討支援業務委託

東京都杉並区

宮前二丁目地区

1984 東京都杉並区年度杉並区宮前二丁目地区地区計画策定のための専門家派遣

1986 東京都杉並区年度宮前二丁目地区まちづくり住民意識意向調査

1988 東京都杉並区年度宮前二丁目地区建築デザインガイドの調査

桃井三丁目地区

2001 東京都杉並区年度桃井三丁目地区防災公園街区整備事業導入に伴う周辺市街地整備のための調査

南部モデル地区

2007 東京都杉並区年度南部モデル地区の地区計画等検討委託（その１）
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2008 東京都杉並区年度南部モデル地区の地区計画等検討委託（その２）

玉川上水・放射第５号線周辺地区

2010 東京都杉並区年度玉川上水・放射第５号線周辺地区まちづくり基礎調査委託

2012 東京都杉並区年度玉川上水・放射第５号線周辺地区まちづくり計画案作成等支援業務（その１）

2013 東京都杉並区年度玉川上水・放射第５号線周辺地区まちづくり計画案作成等支援業務（その２）

2014 東京都杉並区年度玉川上水・放射第５号線周辺地区まちづくり計画案作成等支援委託（その３）

2015 東京都杉並区年度玉川上水・放射第５号線周辺地区まちづくり計画案作成等支援委託（その４）

2016 東京都杉並区年度玉川上水・放射５号線周辺地区まちづくり計画作成等支援委託（その５）

東京都豊島区

東池袋４・５丁目地区

2006 東京都豊島区年度東池袋４･５丁目地区地区計画等策定業務補助委託

2008 東京都豊島区年度パンフレット編集ﾃﾞｻﾞｲﾝ委託契約（東池袋四・五丁目地区地区計画）

池袋２・３・４丁目地区

2000 （財）豊島区街づくり
公社

年度まちづくり活動支援事業（池袋２・３・４丁目地区）コンサルタント業務委託

補助173号沿道

2001 （財）豊島区街づくり
公社

年度街づくり活動支援事業（補助１７３号線周辺地区）等コンサルタント業務委託

2002 東京都豊島区年度補助１７３号線周辺（池袋２・３・４丁目）地区まちづくり事業業務委託（その１）

2003 東京都豊島区年度補助１７３号線周辺（池袋２・３・４丁目）地区まちづくり事業業務委託（その２）

立教大学南地区

2001 東京都豊島区年度補助１７２号線沿道地区計画（立教大学周辺）説明会用パンフレット作成委託

東京都北区

浮間北部地区

1987 東京都北区年度都市計画道路補助１５７号線沿道浮間北部地区地区計画策定調査

1988 東京都北区年度浮間北部地区地区計画策定調査結果等パンフレット作成

1989 東京都北区年度浮間北部地区地区計画策定に係わるパンフレット作成（その１）

1990 東京都北区年度浮間北部地区地区計画策定に係わるパンフレット作成（その２）

東京都板橋区

若木周辺地区

2012 東京都板橋区年度若木周辺地区地区計画策定等調査委託（その１）

2013 東京都板橋区年度若木周辺地区地区計画策定等調査委託（その２）

2014 東京都板橋区年度若木周辺地区地区計画等策定委託（その１）

2015 東京都板橋区年度若木周辺地区地区計画等策定委託（その２）

2016 東京都板橋区年度若木二・三丁目地区地区計画策定委託（その１）

2017 東京都板橋区年度若木二・三丁目地区地区計画等策定委託（その２）

東京都練馬区

北町地区

2009 東京都練馬区年度東武練馬駅南口周辺地区地区計画策定業務委託

補助156号線沿道周辺地区

2019 東京都練馬区年度補助156号線沿道周辺地区等まちづくり推進業務支援委託

東京都足立区

扇一丁目地区
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1986 東京都足立区年度扇一丁目地区地区計画策定調査

東京都江戸川区

一之江四丁目南地区

1996 東京都江戸川区年度一之江北部地区地区計画策定調査

中葛西八丁目地区

2007 東京都江戸川区年度中葛西八丁目地区地区計画（原案）策定委託

2009 東京都江戸川区年度中葛西八丁目地区地区計画策定委託

2010 東京都江戸川区年度二之江西地区地区計画策定委託

東京都東大和市

上北台１丁目地区

1991 東京都東大和市年度上北台１丁目地区地区計画策定調査

東京都八王子市

めじろ台地区

1985 東京都八王子市年度めじろ台地区地区計画策定調査（その１）

1985 東京都八王子市年度地区計画報告集及び届出の手引作成

1986 東京都八王子市年度めじろ台地区地区計画策定調査（その２）

東京都武蔵野市

西久保２・３丁目地区

1982 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区地区計画制度活用の検討調査（その１）

1983 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区地区計画制度活用の検討調査（その２）

1984 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区地区計画制度活用の検討調査（その３）

1985 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区地区計画制度活用の検討調査（その４）

1986 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区地区計画制度活用の検討調査（その５）

1987 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の調査検討（その１）

1988 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の調査検討（その２）

1989 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の調査検討（その３）

1990 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その１）

1991 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その２）

1992 東京都武蔵野市年度武蔵野市建築協定広報紙作成

1992 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その３）

1993 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区用途改正に伴う地区計画の調査検討

1993 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その４）

1994 東京都武蔵野市年度西久保２・３丁目地区地区計画の調査検討

1994 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その５）

1995 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その６）

1996 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その７）

1997 東京都武蔵野市年度西久保地区整備の推進調査（その８）

東京都府中市

北山地区

1987 東京都府中市年度北山町地区地区計画策定調査
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1988 東京都府中市年度北山地区まちづくりニュース作成（その１）

1989 東京都府中市年度北山地区まちづくりニュース作成（その２）

1990 東京都府中市年度北山地区まちづくりニュ－ス作成（その３）

1991 東京都府中市年度北山地区まちづくりニュース作成（その４）、まちづくりアンケート調査

1992 東京都府中市年度北山地区まちづくりコンサルタント派遣（その１）

1993 東京都府中市年度北山地区まちづくりコンサルタント派遣（その２）

1994 東京都府中市年度北山地区まちづくりコンサルタント派遣（その３）

四谷・日新町地区

1983 東京都府中市年度府中市地区計画に伴う住民意識調査

1983 東京都府中市年度府中市地区計画に伴う現況・課題調査

1984 東京都府中市年度まちづくりスライド作成

1985 東京都府中市年度四谷・日新町地区まちづくり（地区計画策定）調査

1989 東京都府中市年度四谷・日新町地区まちづくりニュース作成（その１）

1990 東京都府中市年度四谷・日新町地区まちづくりニュ－ス作成（その２）

1991 東京都府中市年度四谷・日新町地区まちづくりニュース作成（その３）

1992 東京都府中市年度四谷・日新町地区まちづくりニュース作成（その４）

1993 東京都府中市年度四谷・日新町地区まちづくりニュース作成（その５）

東京都昭島市

中神工業団地地区

1985 （社）日本都市計画学
会

年度昭島市中神工業団地地区地区計画策定のための調査

東京都狛江市

2018 東京都狛江市年度岩戸北二丁目周辺地区地区計画変更等業務委託

2018 東京都狛江市年度都市計画道路路線沿道用途地域変更支援業務委託

岩戸北周辺地区

2016 東京都狛江市年度（仮称）岩戸北周辺地区計画検討業務委託

2017 東京都狛江市年度（仮称）岩戸北周辺地区地区計画検討業務委託

2019 東京都狛江市年度岩戸北二丁目周辺地区地区計画変更等業務委託（その２）

神奈川県横浜市

横浜駅西口周辺地区

1983 神奈川県横浜市年度横浜駅西口周辺地区建築指導指針策定調査

1984 神奈川県横浜市年度都市計画道路内の建築制限に関する基本調査（その１）

1985 神奈川県横浜市年度都市計画道路内の建築指導指針策定調査

神奈川県葉山町

1997 神奈川県葉山町年度葉山町地区計画制度パンフレット作成･印刷

埼玉県川口市

東川口駅周辺地区

1997 埼玉県川口市年度地区計画推進調査委託(東川口駅周辺地区)

埼玉県草加市

４・５・６丁目地区
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2003 埼玉県草加市年度草加市パートナーシップによるまちづくり推進委託（四・五･六丁目地区）業務委託（その１）

2004 埼玉県草加市年度草加市パートナーシップによるまちづくり推進事業（四・五・六丁目地区）業務委託（その２）

埼玉県戸田市

川岸地区

1989 埼玉県戸田市年度地区計画策定業務(その１）

1990 埼玉県戸田市年度地区計画策定業務（その２）

1991 埼玉県戸田市年度地区計画策定業務（その３）

1992 埼玉県戸田市年度地区計画策定業務（その４）

1993 埼玉県戸田市年度地区計画策定業務（その５）

1994 埼玉県戸田市年度地区計画策定業務（その６）

千葉県千葉市

千葉駅西口地区

1989 千葉県千葉市年度千葉港黒砂台線沿道建物整備計画策定業務（その１）

1990 千葉県千葉市年度千葉港黒砂台線沿道建物整備計画策定業務（その２）

1991 千葉県千葉市年度千葉港黒砂台線沿道建物整備計画推進業務（その３）

1992 千葉県千葉市年度千葉駅西口周辺地区地区計画推進業務（その１）

1993 千葉県千葉市年度千葉駅西口地区市街地再開発事業 (千葉駅西口周辺地区ＣＧ製作業務）〔共同〕

1994 千葉県千葉市年度千葉駅西口周辺地区地区計画推進業務（その２）

４．市街地開発の計画・事業コーディネート

東京都

1991 政策科学研究所年度東京湾中央地区における「都市再開発の動向及び開発延床面積の将来見通し」に関する調
査

東京都台東区

東上野四丁目地区

2003 都市基盤整備公団土
地有効利用事業本部

年度土地有効利用事業に係る台東区東上野四丁目地区開発構想検討調査

東京都江東区

豊洲地区

2002 都市基盤整備公団土
地有効利用事業本部

年度豊洲地区住宅市街地整備総合支援事業新規採択時評価〔共同〕

東京都世田谷区

国立小児病院跡地周辺地区

2000 東京都世田谷区年度国立小児病院跡地周辺地区街づくり方針作成調査委託（その１）

2001 都市基盤整備公団土
地有効利用事業本部

年度太子堂三丁目周辺地区整備方策検討調査

2001 東京都世田谷区年度国立小児病院跡地周辺地区街づくり方針作成調査委託（その２）

2002 都市基盤整備公団土
地有効利用事業本部

年度太子堂三丁目周辺地区整備計画策定調査

東京都杉並区

桃井三丁目地区

1999 都市基盤整備公団土
地有効利用事業本部

年度土地有効利用に係る桃井三丁目地区開発基本構想検討調査

東京都八王子市

パークヒル宇津木台地区

1987 住宅・都市整備公団年度八王子パークヒル宇津木台第１６ＢＬ施設需要調査
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東京都武蔵野市

その他

1999 （株）日本都市総合研
究所

年度土地有効利用事業に係る吉祥寺・三鷹駅周辺区域等の都市整備方針調査

東京都府中市

調布基地跡地等

2001 都市基盤整備公団東
京支社

年度多磨墓地前駅前地区他一地区整備計画策定調査

府中駅周辺地区

2006 東京都府中市年度府中駅周辺都市再生方針等策定委託

2012 東京都府中市年度府中駅南口市営駐車場改善計画検討調査委託（その１）

2013 東京都府中市年度府中駅南口市営駐車場改善計画検討調査委託（その２）

東京都調布市

下連雀五丁目地区

1999 都市基盤整備公団東
京支社

年度下連雀五丁目第二地区他整備構想作成業務

東京都町田市

北部丘陵地域

1986 東京都町田市年度町田市北部丘陵地域調査

東京都小金井市

武蔵小金井駅南口地区

2002 都市基盤整備公団東
京支社

年度武蔵小金井駅周辺地区住宅市街地整備総合支援事業に関する事業評価検討業務委託〔共
同〕

東京都日野市

豊田南地区

1981 東京都日野市年度豊田南地区土地区画整理事業Ａ調査〔共同〕

神奈川県横浜市

鶴見小野駅周辺地区

1997 住宅・都市整備公団年度京浜地区既成市街地における工場跡地開発基本計画策定調査(その１)

1998 住宅・都市整備公団
神奈川地域支社

年度鶴見小野地域工場跡地等における開発計画検討調査（その２）

1998 住宅・都市整備公団
神奈川地域支社

年度鶴見小野地域工場跡地等における開発計画検討調査

2007 神奈川県横浜市年度鶴見小野駅周辺地区実態調査

長者町４－３他地区

2002 神奈川県横浜市年度山田町・長者町地区住宅市街地整備統合支援事業事業再評価関連調査

神奈川県川崎市

小田栄二丁目地区

1998 住宅・都市整備公団
神奈川地域支社

年度小田栄二丁目地域における開発計画策定調査

1998 住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度小田栄二丁目地区土地有効利用事業事業化検討調査

埼玉県

伊奈モデルタウン地区

1987 埼玉総合研究機構年度伊奈モデルタウン住宅地形成推進事業調査〔共同〕

合角ダム周辺地区

1979 埼玉県土木事務所年度合角ダムに係わる水源地域整備計画〔共同〕

埼玉県草加市

柿木地区

1997 埼玉県草加市年度柿木地区総合開発計画策定調査

1998 埼玉県草加市年度柿木地区種目別権利者別土地各筆集計表作成業務委託
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1999 埼玉県草加市年度柿木地区事業化検討調査委託

埼玉県さいたま市

大宮北部拠点宮原地区

1998 住宅・都市整備公団
埼玉地域支社

年度大宮北部拠点宮原地区整備構想策定調査

埼玉県栗橋町

高柳地区

1986 埼玉県栗橋町年度高柳地区まちづくり計画策定調査（その１）

1987 埼玉総合研究機構年度高柳地区まちづくり計画策定調査（その２）

その他

1978 建設局四国地方建設
局

年度本四架橋に伴う香川中央地域整備計画７５年構想〔共同〕

1981 建設省年度大滝ダム周辺地域整備計画調査〔共同〕

1982 静岡県清水市年度清水市土地利用転換計画〔共同〕

1987 沖縄開発庁開発建設
部

年度 コースタルリゾート（浦添地区）計画調査〔共同〕

1988 大分県国見町年度櫛来港コースタルリゾート計画調査

５．公共施設等の計画・事業コーディネート

①公共住宅団地・分譲マンション建替え等計画
東京都港区

芝白金団地地区

1987 住宅・都市整備公団年度ストック改善事業化検討調査（芝白金団地建替計画）

東京都新宿区

百人町地区

1984 日本建築センター年度百人町地区住宅総合建替モデル事業調査（その２）

1985 東京都住宅局年度百人町地区公営住宅総合建替モデル事業基本計画策定調査（その１）

東京都江東区

都営辰巳団地等地区

1984 東京都江東区年度都営住宅団地の環境改善等の調査

東京都大田区

2011 東京都大田区年度大田区営住宅等長寿命化計画策定業務委託

東京都杉並区

成田地域

2004 東京都杉並区年度「成田地域のまちづくり計画案」作成委託

2005 東京都杉並区年度成田西三丁目及び永福一丁目地区の市街地整備計画作成委託

東京都足立区

2011 東京都足立区年度区営住宅等長寿命化計画推進調査業務委託

2014 東京都足立区年度区営住宅等長寿命化計画推進調査業務委託

東京都武蔵村山市

都営村山団地地区

1984 日本住宅協会年度武蔵村山市地域住宅生活環境整備構想の策定及び都営村山団地再開発基本構想策定のた
めの調査

1987 日本住宅協会年度都営村山団地再生基本計画策定のための調査
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埼玉県草加市

松原団地地区

1991 住宅・都市整備公団年度松原団地駅西口地区開発基本構想策定のうち「草加区上位計画における位置づけの整理」
検討作業〔共同）

草加市中央・住吉地区

1990 住宅・都市整備公団年度草加市中央・住吉地区整備構想検討調査（その１）

1991 住宅・都市整備公団年度草加市中央・住吉地区整備構想検討調査（その２)

埼玉県さいたま市

公団宮原団地地区

1996 住宅・都市整備公団年度宮原団地建替基本構想策定業務

1997 住宅・都市整備公団年度宮原団地建替事業計画策定業務

千葉県船橋市

高根台団地地区

2002 都市基盤整備公団千
葉地域支社

年度高根台団地再生グランドプラン策定調査〔共同〕

2002 都市基盤整備公団千
葉地域支社

年度高根台団地再生計画策定調査（その１）

2003 都市基盤整備公団千
葉地域支社

年度高根台団地再生計画策定調査（その２）

2004 都市再生機構千葉地
域支社

年度高根公団駅前整備及び高根台団地再生計画策定調査（その３）

千葉県柏市

豊四季台団地

2001 都市基盤整備公団千
葉地域支社

年度柏駅周辺市街地における整備構想検討業務[共同]

2002 都市基盤整備公団千
葉地域支社

年度豊四季台団地再生グランドプラン策定調査〔共同〕

山口県宇部市

西岐波地区

2002 山口県宇部市年度市営西岐波団地建替基本構想〔共同〕

②道路、公園・広場整備計画
東京都台東区

1979 上野駅前広場東上野
地区推進協議会

年度上野駅前立体広場計画

東京都大田区

羽田地区

1988 東京都大田区年度羽田二丁目地区地区住環境総合整備事業調査

1988 東京都大田区年度羽田二丁目地区地区住環境総合整備事業道路調査設計

東京都世田谷区

2001 東京都世田谷区年度８０万緑化計画事業委託（砧その１）国分寺崖線、みんなの森づくり－成城みつ池を考える会
運営補助委託

2002 東京都世田谷区年度（仮称）成城みつ池緑地基本計画策定に係る住民参加会議運営委託

東京都豊島区

東池袋４・５丁目地区

1983 東京都豊島区年度東池袋地区「まちづくり広場」開発計画策定のための調査

1987 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区防災道路意向調査

1988 東京都豊島区年度東池袋４・５丁目地区第一広場活用方策に関する調査

1989 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋地区居住環境総合整備事業（防災道路拡幅事業）整備計画作成

1990 （財）豊島区街づくり
公社

年度東池袋地区居住環境総合整備事業（防災道路拡幅事業）Ａ路線沿道建物の建替ル－ル（案）
作成
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1990 東京都豊島区年度防災道路整備形態の検討調査

東京都東大和市

1990 東京都東大和市年度下砂公園整備基本計画作成及び現況測量

東京都武蔵野市

1993 東京都武蔵野市年度市道第79号線 (富士見通り) 街づくり研究会資料調査検討（その１）

1994 東京都武蔵野市年度市道第79号線 (富士見通り) 街づくり研究会資料調査検討（その２）

1995 東京都武蔵野市年度市道第79号線 (富士見通り) 街づくり研究会支援及び拡幅計画補完調査

東京都府中市

北山地区

1997 東京都府中市年度北山地区市道5-109号外1路線整備イメージ図作成

東京都調布市

2018 東京都調布市年度調布駅前広場等の利活用に関する検討委託（その２）

2017 東京都調布市年度調布駅前広場等の利活用に関する検討委託

東京都小金井市

東小金井駅北口地区

2007 東京都小金井市年度梶野公園活用計画作成調査委託

神奈川県横浜市

鶴見②地区

1998 神奈川県横浜市年度潮田・本町通地区まちかど広場整備基本構想策定調査委託

埼玉県富士見市

2002 埼玉県富士見市年度協働による公園づくり基礎調査

その他

1982 東京都豊島区年度秩父市における「いこいの森」建設のための調査

③学校、庁舎等建設基本構想等
東京都中央区

2007 東京都中央区年度学校施設整備基本調査委託

2008 東京都中央区年度小学校施設整備計画の策定業務委託

2009 東京都中央区年度学校改築準備協議会（仮称）運営支援等業務委託

東京都目黒区

1993 東京都目黒区年度来庁者実態調査

東京都世田谷区

1987 東京都世田谷区年度世田谷線宮の坂・界隈づくりコンペ作品集等の編集

1989 東京都世田谷区年度世田谷区立中町小学校・玉川中学校改築工事に伴う基本構想地域調査

1990 東京都世田谷区年度学校シンポジウムＰａｒｔⅡ記録作成等の作成
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1990 東京都世田谷区年度学校周辺環境カルテの作成

1991 東京都世田谷区年度学校改築だより編集（その１）

1992 東京都世田谷区年度学校改築だより編集（その２）

東京都豊島区

1988 東京都豊島区年度豊島区来庁者実態調査

東京都板橋区

2002 (財）都市みらい推進
機構

年度板橋小学校跡地活用計画検討

東京都立川市

2003 東京都立川市年度立川市新庁舎建設市民１００人委員会運営委託

2004 東京都立川市年度事業手法等調査検討支援業務委託

2008 東京都立川市年度現庁舎施設等活用事業調査等委託（その１）

2009 東京都立川市年度現庁舎施設等活用事業調査等委託（その２）

2009 東京都立川市年度立川市58街区の利活用のための庁内会議及び市民会議支援業務委託

東京都小金井市

2010 東京都小金井市年度新庁舎建設基本構想策定市民検討委員会支援委託

2011 東京都小金井市年度新庁舎建設基本計画策定支援委託（その１）

2012 東京都小金井市年度新庁舎建設基本計画策定支援援託（その２）

東小金井駅北口地区

2006 東京都小金井市年度東小金井駅北口土地区画整理事業区域内公共施設整備構想策定委託

④その他
東京都新宿区

1989 東京都新宿区年度公衆浴場実態調査実施

東京都江東区

2006 東京都江東区年度旧内職補導所（旧東京市深川食堂）施設活用検討調査業務委託

2007 東京都江東区年度旧内職補導所（旧東京市深川食堂）施設活用j実施計画検討調査業務委託

東京都杉並区

成田地域

2012 東京都杉並区年度成田東四丁目用地の取得に関する検討業務に係る支援業務

神奈川県横浜市

1985 神奈川県横浜市年度横浜マラソン大会コース選定調査
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Ⅳ．住民まちつくり支援・まちつくり研究活動

１．住民まちつくり支援活動

東京都目黒区
1987コミュニティカルテ作成調査（その１） 東京都目黒区年度

1988コミュニティカルテ作成調査（その２） 東京都目黒区年度

1989コミュニティカルテ作成調査（その３） 東京都目黒区年度

1990コミュニティカルテ作成調査（その４） 東京都目黒区年度

東京都世田谷区
1987世田谷まちづくりスライド〔共同〕 東京都世田谷区年度

1988「世田谷、ここがわたしたちのまち」の企画・運営 東京都世田谷区年度

1990まちづくりフォ－ラム '91せたがや企画・運営 東京都世田谷区年度

1990せたがや界隈展運営及び記録の作成 東京都世田谷区年度

1991地区計画制度等活用マニュアル (住民向け)編集 (仮称，まちづくりのすすめ) 東京都世田谷区年度

1991まちづくりフォーラム '91せたがや記録集の印刷 東京都世田谷区年度

1993まちづくりファンドの運営及びハウスの育成にかかる方針検討 （財）世田谷区都市
整備公社

年度

1995「まちづくりファンドへの運営委員からの提言」作成 （財）世田谷区都市
整備公社

年度

東京都中野区
1983中野区専門調査員派遣（その１） 東京都中野区年度

1984中野区専門調査員派遣（その２） 東京都中野区年度

1987まちづくり推進計画副読本「事業編」の作成 東京都中野区年度

東京都豊島区
1992まちづくりフォーラム '92としま記録集の印刷 （財）豊島区街づくり

公社
年度

2003（仮称）豊島区まちづくり読本作成支援業務（その１） （財）豊島区街づくり
公社

年度

2004（仮称）豊島区まちづくり読本作成支援業務（その２） （財）豊島区街づくり
公社

年度

2014現庁舎周辺まちづくり活動支援業務請負 東京都豊島区年度

東京都府中市
1998多磨墓地前駅周辺まちづくり協議会コンサルタント派遣（その１） 東京都府中市年度

1999多磨墓地前駅周辺まちづくり協議会コンサルタント派遣（その２） 東京都府中市年度

2000多磨墓地前駅周辺まちづくり協議会コンサルタント派遣（その３） 東京都府中市年度

2001多磨墓地前駅周辺まちづくり協議会コンサルタント派遣業務（その４） 東京都府中市年度

2002多磨墓地前駅周辺まちづくり協議会コンサルタント派遣業務（その５） 東京都府中市年度

東京都小金井市
2005東小金井駅北口まちづくり協議会資料作成等委託業務（その１） （財）東京都新都市

建設公社
年度

2006東小金井駅北口まちづくり協議会資料作成等委託業務（その２） （財）東京都新都市
建設公社

年度

2008東小金井駅北口まちづくり協議会資料作成等委託業務（その３） （財）東京都新都市
建設公社

年度

東京都日野市
2000ＮＰＯ活動及び市民活動の実態調査[共同] 東京都日野市年度
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2001市民活動支援センター運営業務委託（その１）〔共同〕 東京都日野市年度

2002市民活動支援センター運営業務委託（その２）〔共同〕 東京都日野市年度

東京都東村山市
1994歩き目です探検隊実施業務 東京都東村山市年度

神奈川県横浜市
1985横浜市まちなみづくりテキストブック作成調査（その１） 神奈川県横浜市年度

1986横浜市まちなみづくりテキストブック作成調査（その２） 神奈川県横浜市年度

1987鶴見区ふるさと白書作成のための調査 横浜市鶴見区年度

1988鶴見区ふるさと白書制作に係わる追加調査及びデザイン・レイアウト作成・編集業務 横浜市鶴見区年度

1995わいわいまちづくりシンポジウム事業（青葉区） 横浜市青葉区年度

1996わいわいまちづくり事業№２（青葉区） 神奈川県横浜市年度

1997わいわいまちづくり事業事業説明板と標識設置（青葉区） 神奈川県横浜市年度

1997わいわいまちづくり事業№３（青葉区） 横浜市青葉区年度

神奈川県川崎市
1994幸区区づくり白書策定業務（その１） 神奈川県川崎市年度

1994麻生区区づくり白書策定業務（その１） 神奈川県川崎市年度

1995幸区区づくり白書策定業務（その２） 神奈川県川崎市年度

1995麻生区区づくり白書策定業務（その２） 神奈川県川崎市年度

1996幸区区づくり白書策定業務（その３） 神奈川県川崎市年度

1996麻生区区づくり白書策定業務（その３） 麻生区区づくり白書
策定委員会

年度

1997麻生区区づくり白書策定業務（その４） 麻生区区づくり白書
策定委員会

年度

1998「麻生かわら版」製作業務委託 神奈川県川崎市年度

埼玉県さいたま市
2007宮町４・５丁目地区まちづくり活動支援業務（その１） 埼玉県さいたま市年度

2008宮町４・５丁目地区まちづくり活動支援業務（その２） 埼玉県さいたま市年度

2008宮町５丁目自治会まちづくり部会運営等業務委託（その１） 宮町５丁目自治会ま
ちづくり部会

年度

2009宮町５丁目自治会まちづくり部会運営等業務委託（その２） 宮町５丁目自治会ま
ちづくり部会

年度

2010宮町５丁目自治会まちづくり部会運営等業務委託（その３） 宮町５丁目自治会ま
ちづくり部会

年度

2011宮町５丁目自治会まちづくり部会運営等業務委託（その４） 宮町５丁目自治会ま
ちづくり部会

年度

千葉県柏市
2003豊四季台団地における高齢化に対応した安全・安心な環境の整備に関する検討調査（都市再

生モデル調査）
(株)都市整備プラン
ニング

年度

その他
1994文化・生活情報センター生活工房プレイベント「自分とまち・地球に役立つしごとづくり」ワーク

ショップ進行役
(株)綜合設計機構年度

２．住民自治・まちづくり制度手法等の研究

①住民自治関連研究調査

2002密集住宅市街地における新たな整備・管理手法検討データ整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2003既成市街地におけるモデル検討に係る基礎データ収集業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2003密集市街地の小規模共同住宅の管理に関する資料収集業務 (財)ハウジングアンド
コミュニティ財団

年度
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2004まちづくり条例等を活用した住環境マネジメントに関する資料の収集・整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2004「住民自治の拡充に向けた調査研究」に係るコンサルタント業務委託 （財）東京市町村自
治調査会

年度

②防災関連研究調査

1981避難地等の整備基準の検討調査〔共同〕 国土庁年度

1982大都市における防災基準に関する調査（その２） （社）日本都市計画
学会

年度

1983特別災害危険地域における防災計画策定調査（その１） 国土庁年度

1983東京都防災生活圏モデル事業のあり方の検討調査 （社）日本都市計画
学会

年度

1984特別災害危険地域における防災計画策定調査（その２） 国土庁年度

1984東京都防災生活圏モデル事業説明用パンフレット作成 東京都都市計画局年度

1988都市防災不燃化促進事業制度の活用に関する調査 住宅・都市整備公団年度

1991防災緑地網整備促進事業の実施 国土庁年度

1997防災対策関連制度に係る資料収集･整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1998防災まちづくり共同研究（その１）［共同］ （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1999防災まちづくり共同研究（その２）［共同］ （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1999防災まちづくりのあり方に関する検討業務 （社）日本土地区画
整理協会

年度

1999防災公園街区事業手法検討業務 （財）都市緑化技術
開発機構

年度

2000臨海部における広域防災拠点整備に関する基礎調査[共同] 神奈川県年度

2000防災まちづくり共同研究（その３）［共同］ （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2000都市開発と一体的な首都圏防災拠点整備方策検討調査（その１） (財）都市みらい推進
機構

年度

2000住宅・市街地の倒壊危険性評価手法検討調査 建築物防災協会年度

2001防災まちづくり共同研究（その４）［共同］ （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2001都市開発と一体的な首都圏防災拠点整備方策検討調査（その２） (財）都市みらい推進
機構

年度

2001防災拠点としてのメガフロート活用検討調査 (財）国土計画協会年度

2002復興シナリオにおける＜仮設市街地＞構築システムの研究・開発（その１） 文部科学省年度

2002防災拠点形成のための都市計画のあり方検討調査 （社）日本都市計画
学会

年度

2002防災まちづくり共同研究（その５）［共同］ （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2003復興シナリオにおける＜仮設市街地＞構築システムの研究・開発（その２） 文部科学省年度

2003墨田区東向島地区における住民参加の震災復興模擬訓練を通したまちづくりの展開に向けた
調査

(財)ハウジングアンド
コミュニティ財団

年度

2004復興シナリオにおける＜仮設市街地＞構築システムの研究・開発（その３） 文部科学省年度

2005復興準備計画策定の推進に関する調査委託業務 内閣府年度

2005被災市街地復興支援システムの開発（その１） (独）防災科学技術研
究所

年度

2006被災市街地復興支援システムの開発（その２） (独）防災科学技術研
究所

年度

2008自治体経営研修「危機管理」の実施業務委託 （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

2009専門研修「都市づくり（首都直下地震に備えたまちづくり）」の実施委託 （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

③市街地・住環境整備関連研究調査

1981大都市における都市機能に関する調査研究〔共同〕 千葉県千葉市年度
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1984木造賃貸住宅地区等の整備における民間活力の活用に関する調査 （社）全国市街地再
開発協会

年度

1985市街地再開発適地選定調査 （社）全国市街地再
開発協会

年度

1985木賃地区等の整備における民間活力の活用方策に関する調査 （社）全国市街地再
開発協会

年度

1985木賃住宅地区の整備方策に関する調査 住宅・都市整備公団年度

1986モデル地区まちづくり推進に係る調査 住宅・都市整備公団年度

1987大都市近郊における住環境整備手法に関する資料収集整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1987都市整備事業における行政との共同事業の可能性に関する調査 住宅・都市整備公団年度

1987新都市型集合住宅システム開発プロジェクト 日本建築センター年度

1989低層密集市街地における建替え・更新による都市住宅供給システム調査（その２） (株)計画技術研究所年度

1990都市構造のあり方に関する調査 (株)三菱総合研究所年度

1995東京21世紀まちづくり研究会の運営（その１） （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度

1996東京21世紀まちづくり研究会の運営（その２） （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度

1997東京21世紀まちづくり研究会の運営（その３） （財）東京都住宅・ま
ちづくりセンター

年度

1997住宅密集地区に係る整備事業制度等に関する資料収集･整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1998土地有効利用事業に係る密集市街地整備法の制度活用方策検討調査（その１） （社）日本都市計画
学会

年度

1998東京21世紀まちづくり研究会の運営（その４） （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

1998土地有効利用事業に係る密集市街地における居住環境再編プログラム策定調査業務 住宅・都市整備公団
土地有効利用本部

年度

1999密集市街地における地域特性を生かした居住継続に資する方策検討調査 都市基盤整備公団
土地有効利用事業

年度

1999土地有効利用事業に係る都市居住再生からみた密集市街地の重点的整備推進方策の検討
調査

都市基盤整備公団
土地有効利用事業

年度

1999土地有効利用事業に係る密集市街地整備法の制度活用方策検討調査（その２） （社）日本都市計画
学会

年度

1999東京21世紀まちづくり研究会の運営（その５） （財）東京都防災・建
築まちづくりセンター

年度

1999新公団における住宅市街地整備業務実施基本方針検討調査－３ （社）全国市街地再
開発協会

年度

2000東京市域における都市基盤整備のあり方検討（その１）[共同] 都市基盤整備公団
東京支社

年度

2000民間参画による住環境整備方策検討調査の関連資料収集整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2000新公団における住宅市街地整備業務実施基本方針検討調査（その２）－１ （社）全国市街地再
開発協会

年度

2001東京市域における都市基盤整備のあり方検討（その２)[共同] 都市基盤整備公団
東京支社

年度

2001都市再生事業検討調査 都市基盤整備公団
千葉地域支社

年度

2001低未利用地の活用方策検討にかかる基礎データ収集業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2001住宅地区改良事業対象地区における高齢者の居住実態等にかかるデータ収集業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2001密集住宅市街地整備促進事業の効果分析に関する研究（その４）－１ （社）全国市街地再
開発協会

年度

2002密集市街地における住宅の容積率緩和制度（建基法第52条第7項）の導入についての検討調
査委託

神奈川県横浜市年度

2003住宅の耐震改修推進に向けた市街地評価手法検討調査 国土交通省年度

2004街区確定方策検討調査 （社）再開発コーディ
ネーター協会

年度

2005地方都市における街なか居住、密集市街地プロジェクトの分析検討 (財）都市みらい推進
機構

年度

2005再開発等まちづくり予定地域における街区確定等のあり方に関する検討業務の補助（その２） （社）再開発コーディ
ネーター協会

年度

2006再開発等まちづくり事業の円滑な推進に係る街区確定等の検討調査（その１） （社）再開発コーディ
ネーター協会

年度

2006まちづくり交付金に係る資料作成等業務 （財）全国市街地整
備協議会

年度
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2007再開発等まちづくり事業の円滑な推進に係る街区確定等の検討調査（その２） （社）再開発コーディ
ネーター協会

年度

2009市街地再開発事業等における境界情報利活用調査業務 国土交通省年度

2012密集市街地におけるまちづくり用地等を活用した整備改善方策検討業務 都市再生機構東日
本支社

年度

2012東京23区内の密集市街地における沿道まちづくりの検討その他調査業務 都市再生機構東日
本支社

年度

2015密集市街地の未接道敷地の建て替え促進に向けたインセンティブ手法に関する調査業務 国土交通省年度

東京都足立区
2013無接道敷地に建つ建築物における改善更新手法検討調査業務委託 東京都足立区年度

2014無接道家屋建替え更新に向けた街区プラン素案作成業務委託 東京都足立区年度

神奈川県横浜市
2014重点対策地域予定地区における建替困難地域抽出手法検討調査等業務委託 神奈川県横浜市年度

2014重点対策地域予定地区における建替困難地域分布図等作成業務委託 神奈川県横浜市年度

2015建替困難地域における空家の跡地活用等手法の検討業務 神奈川県横浜市年度

④道路・交通関連研究調査

1977交通から見た都市構造の評価基準の作成 東京都都市計画局年度

1978運輸関係施設の円滑な実施のための条件分析調査〔共同］ 運輸経済研究センタ
ー

年度

1984狭隘道路住宅地区の整備に関する実態調査 日本住宅総合センタ
ー

年度

1985狭隘道路地区における住環境整備方策に関する調査 住宅・都市整備公団年度

1992狭隘道路の整備手法とその効果についての調査 東京ガス(株)年度

1994生活道路整備手法の検討調査（その１） 東京都市町村自治
調査会

年度

1995生活道路整備手法の検討調査（その２） 東京都市町村自治
調査会

年度

⑤住宅計画関連研究調査

1979定住型・生活型による集合住宅計画試論 日本住宅公団年度

1986地域福祉型住宅開発調査、公営公社併存団地計画調査 日本住宅協会年度

1988住宅建設事業調査（その１） （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1988低層密集市街地における建替え・更新による都市住宅供給システム調査（その１） 日本建築センター年度

1989新たな分譲住宅供給方式検討業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1989住宅建設事業調査（その２） （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1990住宅建設事業調査（その３） （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1991住宅建設事業調査（その４） （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1992市街地再開発事業による大都市住宅供給の推進方策検討調査 日本住宅総合センタ
ー

年度

1993住環境評価指針作成に関する研究 住宅金融公庫年度

1993住環境評価指針作成に関する研究 住宅改良開発公社年度

1993住環境評価指針作成に関する研究 首都圏不燃建築公
社

年度

1994臨海副都心住宅供給に関する調査業務 住宅・都市整備公団年度

1995住宅地区改良法の拡充方策のあり方に関する検討業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1996面的整備の各種事業制度の比較及び事例収集･ 分析等業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

1996住宅地区改良事業の現状把握及び特性・課題の整理等に関する資料作成等業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度
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1999土地有効利用推進方策に関連する事業スキーム資料整理業務 （財）国土技術研究セ
ンター

年度

2000賃特分事業展開に係る重点地区基礎調査[共同] （財）国土技術研究セ
ンター

年度
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