
年度 名称 委託者

平成28年度 都営上沼田第３団地建替基本計画策定委託 東京都

平成２８年度武蔵小山駅周辺地区コーディネート業務委託 品川区

十条地区まちづくり基本構想修正業務（その２）委託 北区

（小山台１丁目地区）地区計画検討業務委託 品川区

（補助29号線その２沿道地区）都市防災不燃化促進事業導入業務委託 品川区

（羽田２・３・６丁目地区）全戸訪問業務委託 大田区

不燃化特区事業に関する説明会等支援業務委託 文京区

平成27年度 （志茂地区防災）まちづくり活動支援委託 北区

都営烏山団地ほか１団地都市計画変更素案作成等委託 東京都

（不燃特区志茂地区）全戸訪問調査委託 北区

住宅市街地総合整備事業推進業務委託 戸田市

（放射２号線沿道地区）不燃化特区推進業務委託 品川区

（補助28号線沿道地区）不燃化特区推進業務委託 品川区

都営八幡山団地都市計画変更素案作成等委託（その２） 東京都

（羽田２・３・６丁目地区）全戸訪問行業務委託 大田区

平成26年度 （志茂地区防災）まちづくり活動支援委託 北区

都営東栗原団地都市計画変更素案作成 東京都

（滝王子通り地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

（補助86号線、志茂主要生活道路）都市防災不燃化促進事業調査委託 北区

住宅市街地総合整備事業推進業務委託 戸田市

住宅市街地総合整備事業住宅市街地整備計画等作成業務委託 羽村市

平成25年度 （志茂地区防災）まちづくり活動支援及び整備計画作成委託 北区

減災に向けた修復型まちづくり検討業務委託 横浜市

国領町８丁目周辺地区地区計画等検討調査業務委託 調布市

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業不燃化建築計画支援委託 品川区

都営桐ヶ丘団地ほか1団地基本調査・検討業務委託 東京都

立川市地区計画等検討支援業務委託 立川市

日の出町公営住宅等長寿命化計画見直し業務委託 日の出町

平成24年度 （志茂地区防災）まちづくり活動支援委託 北区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業不燃化建築計画支援委託 品川区

（志茂地区）木密地域整備プログラム案の策定業務委託 北区

都営野塩二丁目団地基本計画修正業務 東京都

（滝王子通り地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

羽村駅西口地区整備促進調査業務委託 羽村市
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平成23年度 （志茂地区）まちづくり活動支援委託 北区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

（滝王子通り地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

千葉市密集住宅市街地環境整備事業事業計画作成業務委託 千葉市

都営北鹿浜団地建替基本計画策定委託 東京都

平和の森公園周辺地区住宅市街地総合整備事業の事業評価調査委託 中野区

大森中地区特定地区防災施設周辺不燃化促進調査委託 大田区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業不燃化建築計画支援委託 品川区

（滝王子通り地区）都市防災不燃化促進事業不燃化建築計画支援委託 品川区

補助81号線東池袋地区/補助230号線土支田・高松地区地権者建築相談 東京都

平成22年度 （志茂地区）まちづくり活動支援委託 北区

（滝王子通り地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

補助81号線東池袋地区地権者建築相談 東京都

日の出町公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 日の出町

都営矢川北団地建替基本計画策定委託 東京都

平成21年度 （志茂地区）まちづくり活動支援委託 北区

補助81号線東池袋地区地権者建築相談 東京都

千葉市密集住宅市街地環境整備事業（推進事業その３）業務委託 千葉市

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

都営杉並区大宮前アパート基本計画ほか一団地申請業務委託 東京都

平成20年度 （戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

（志茂地区）まちづくり活動支援委託 北区

荒川二・四・七丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進活動等業務委託 荒川区

（志茂三丁目区域）住宅市街地総合整備事業整備計画・事業計画等作成業務委託 北区

都営野塩二丁目団地後期地区建替基本計画 東京都

（横浜市全体）都市防災不燃化促進事業実態調査 横浜市

平成19年度 荒川二・四・七丁目地区密集住宅市街地整備促進事業推進活動等業務委託 荒川区

志茂地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）推進事業業務委託 北区

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

大田区耐震改修促進計画策定調査業務委託 大田区

平成19年度大規模小売店舗実態調査（自動二輪車の駐車場設置実態調査）委託 東京都

平成18年度 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）志茂地区推進事業業務委託 北区

荒川二・四・七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 荒川区

根岸三・四・五丁目地区密集住宅市街地整備促進事業整備計画推進事業業務委託 台東区

2 



年度 名称 委託者

（戸越公園一帯周辺地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

不燃化促進事業推進業務委託 墨田区

平成17年度 （補助２６号線その2地区）都市防災不燃化促進事業導入業務委託 品川区

羽村市羽字武蔵野等地区市街化調整区域基本計画策定業務委託（その3） 羽村市

（補助26号線地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

志茂区域住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）事業計画等策定業務委託 北区

不燃化促進事業業務推進委託 墨田区

荒川二丁目周辺区域住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）事業　計画作成等業務委託 荒川区

街並み再生方針（案）策定調査委託 足立区

都営中神団地都市計画変更案作成委託 東京都

都営清瀬野塩二丁目団地後期地区建替基本構想 東京都

平成１6年度 羽村市羽村字武蔵野等地区市街化調整区域基本計画策定業務委託（その２） 羽村市

密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成業務委託 荒川区

（補助２６号線その２地区）都市防災不燃化促進調査委託 品川区

（志茂区域）住宅市街地総合整備事業整備計画等策定業務委託 北区

奥多摩町公営住宅ストック総合活用計画策定委託 奥多摩町

荏原北地区密集住宅市街地整備促進事業推進業務委託 品川区

青梅インターチェンジ周辺土地利用調査委託 青梅市

墨提通り地区都市防災不燃化促進調査委託 墨田区

平成15年度 羽村市羽村字武蔵野等地区市街化調整区域基本計画策定業務委託 羽村市

荏原北地区密集住宅市街地整備促進事業推進業務委託 品川区

(荒川二丁目周辺地域）密集住宅市街地整備促進事業現況調査委託 荒川区

尾久地区密集市街地改善調査 尾久地区防災まちづくり連絡会

日の出町公営住宅基本計画策定委託 日の出町

平成１４年度 道路位置指定申請図等の電子デ－タ化委託 江戸川区

八王子市土地利用調整計画策定委託 八王子市

建築計画概要書等電子デ－タ化委託 江戸川区

荒川二・三・四丁目地区防災まちづくり組織活動支援業務委託 荒川区

（荏原北地区）密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

（補助２６号線地区）度都市防災不燃化促進業務委託 品川区

平泉町都市マスタ－プラン 平泉町

（志茂地区）密集住宅市街地整備促進事業現況調査委託 北区

羽村市土地利用調整計画策定委託 羽村市

青梅市公営住宅ストック総合活用計画策定業務委託 青梅市

（鐘ヶ淵周辺）木造住宅密集地域におけるまちづくり検討案作成調査 東京都建設局

六町地区及び花畑北部地区における密集住宅市街地整備促進業の整備
計画及び事業計画作成委託

東京都第二区画整理事務所
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日の出町公営住宅ストック総合活用計画策定業務委託 日の出町

平成１３年度 小金井市都市マスタ－プラン策定業務委託 小金井市

（荏原北地区）密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

（補助２６号線地区）都市防災不燃化促進業務委託 品川区

防災まちづくり組織活動支援業務 荒川区

八王子市大都市近郊土地利用対策調査事業 八王子市

平泉町都市マスタ－プラン 平泉町

細街路実態調査委託 江戸川区

「都営住宅等ストック総合活用計画」の策定に関する調査委託 東京都住宅局

白地地域における建築形態状況調査委託 滑川町

小金井市都市マスタ－プラン印刷業務委託 小金井市

平成１２年度 （荏原北地区）密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

（補助２６号線地区）都市防災不燃化促進業務委託 品川区

防災まちづくり組織活動支援業務 荒川区

栄町公民館周辺整備計画策定調査委託 川口市

細街路実態調査委託 江戸川区

小金井市都市マスタ－プラン策定業務委託 小金井市

都市計画道路見直し調査業務委託 川俣町

最上町都市マスタープラン策定業務委託 最上町

多摩地域おける土地活用型市街地整備事業方策検討調査 都市基盤整備公団

前原I・C周辺地区整備検討調査業務委託 地域振興整備公団

平成１１年度 （荏原北地区）密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

（補助26号線地区）都市防災不燃化促進事業促進業務委託 品川区

尾久東地区防災まちづくり促進業務委託 荒川区

土地区画整理事業評価資料作成委託 東京都

用途地域等都市計画変更調査委託 八王子市

駅東口第二地区調査設計等委託 東久留米市

市街化予想道路の実現化方策調査委託 足立区

小金井市都市マスタープラン策定業務 小金井市

最上町都市マスタープラン策定業務委託 最上町

最上町住宅マスタープラン策定業務委託 最上町

平泉町都市マスタープラン策定業務 平泉町

櫛引町土地利用調整基本計画 櫛引町

三沢市公営住宅再生マスタープラン 三沢市

平成１０年度 （荏原北地区）密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

都市防災不燃化促進事業促進業務委託（補助26号線地区） 品川区

荒川区防災生活圏促進事業地区推進計画策定調査委託 荒川区

青梅市土地利用調整計画策定調査委託 青梅市
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稲城市緑の基本計画作成業務委託 稲城市

羽村駅西口地区パンフレット作成業務委託 新都市建設公社

駅東口地区調査設計等委託 東久留米市

静岡市都市マスタープラン策定 静岡市

平泉町都市マスタープラン策定業務委託 平泉町

双葉町道路整備基本計画策定調査委託 双葉町

櫛引町土地利用調整計画策定調査委託 櫛引町

西新井駅南地区市街地整備調査委託 足立区

名古屋都市圏区画整理候補地調査業務 名古屋市

最上町都市マスタープラン策定業務委託 最上町

平成　9年度 密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

（補助26号線地区）都市防災不燃化促進業務委託 品川区

緊急木造住宅密集地域防災対策事業制度に基づく地区整備誘導計画策定業務 品川区

駅東口地区用途見直し調査 東久留米市

羽村駅西口地区まちづくり構想図作成業務委託 新都市建設公社

静岡市都市マスタープラン策定 静岡市

表郷村都市マスタープラン策定業務委託 表郷村

市原市都市マスタープラン策定 市原市

穂高町都市マスタープラン策定 穂高町

花見台市街化、地区拡大、用途、地区計画決定図書作成業務委託 嵐山町

平成　8年度 （荏原北地区）密集住宅市街地整備促進事業促進業務委託 品川区

（補助26号線地区）都市防災不燃化促進調査委託 品川区

緊急木造住宅密集地域防災対策事業制度に基づく地区整備誘導計画策定業務 品川区

駅東口地区用途見直し調査 東久留米市

羽村駅西口地区まちづくり構想図作成業務委託 新都市建設公社

静岡市都市マスタープラン策定 静岡市

表郷村都市マスタープラン策定業務委託 表郷村

市原市都市マスタープラン策定 市原市

穂高町都市マスタープラン策定 穂高町

山田町都市マスタープラン策定 山田町

山崎町公営住宅再生マスタープラン策定 山崎町

川俣町道路網計画 川俣町

浜岡町道路整備基本計画 浜岡町

東京都防災まちづくり推進計画 東京都

平成　7年度 荏原北地区平成7年度市街地住宅密集地区再生事業（住工混在型） 品川区

住宅市街地総合整備事業計画推進調査委託 川口市

平成7年度住工混在地域総合整備事業促進業務委託 品川区

愛媛県「道の駅」整備構想 建設省

長井市住宅再生マスタープラン 長井市
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年度 名称 委託者

尾花沢市公共賃貸住宅総合再生計画 尾花沢市

松山市平和通り景観計画 松山市

静岡市都市マスタープラン策定 静岡市

表郷村都市マスタープラン策定業務委託 表郷村

市原市都市マスタープラン策定 市原市

山田町都市マスタープラン策定 山田町

上福岡駅東口再開発事業調査 上福岡市

双葉町都市マスタープラン策定 双葉町

入間市住環境整備計画 入間市

東久留米駅前交通量調査 東久留米市

平成　6年度 荏原北地区木造賃貸住宅地区整備促進業務ガイドライン作成業務 品川区

荏原北地区市街地住宅密集地区再生事業整備計画策定（住工混在型） 品川区

平成6年度住工混在地域総合整備事業促進業務委託 品川区

「道の駅」整備構想 建設省

嵐山町平沢土地区画整理事業歩行者空間誘導計画業務 嵐山町

嵐山町平沢土地区画整理事業平沢地区地区計画（案）見直し業務 嵐山町

奈良香具山自然探勝施設整備構想（その２） 奈良県

飯島町都市計画用途地域指定替え調査委託 飯島町

市原市都市マスタープラン策定 市原市

上福岡駅東口再開発事業調査 上福岡市

双葉町都市マスタープラン及び用途地域見直し調査 双葉町

入間市住環境整備計画 入間市

平成　5年度 品川区住工混在地域総合整備モデル事業促進業務委託 品川区

品川区市街地住宅密集地区再生事業現況調査 品川区

駅東口既存商業地区事業化検討調査 東久留米市

羽村市駐車場施設整備基本計画 羽村市

上福岡駅東口再開発事業調査 上福岡市

市原市都市マスタープラン策定 市原市

師勝町都市マスタープラン策定 師勝町

師勝町用途地域見直し調査 師勝町

門真市都市公園再整備計画 門真市

本宮町用途地域見直し調査 本宮町

坂戸市用途地域見直し調査 坂戸市

双葉町用途地域見直し調査 双葉町

深谷市土地区画整理A調査 深谷市

前橋市駐車場誘導計画調査 前橋市

都市計画道路網設定調査 双葉町

平成　4年度 晴海線立体道路検討 首都高速道路公団

品川区市街地住宅密集地区再生事業現況調査 品川区
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年度 名称 委託者

首都高速４号〜７号バイパスルート計画 首都高速道路公団

駅東口既存商業地区事業化調査その２ 東久留米市

駅西地区基本計画策定調査 嵐山町

海老名駅東口地区土地利用誘導調査 海老名市

若葉駅周辺商業需要調査 鶴ヶ島市

新座駅周辺商圏調査 新座市

上福岡駅東口再開発事業調査 上福岡市

門真市都市公園再整備全体基本構想策定業務 門真市

足尾町住環境整備方針策定業務 足尾町

岐阜駅周辺都市計画道路貴本計画 岐阜市

五所川原市市街地整備基本計画策定調査検討その２ 五所川原市

平成　3年度 首都高速道路１号線（2期）建設に関する一体的整備の調査研究 首都高速道路公団

一本橋周辺区役所通り再開発協議会地区市街地再開発事業基本計画 品川区

八王子市中野中央地区基本計画等作成 八王子市

行田市市街地整備基本計画 行田市

（平沢地内）地区計画策定調査委託 嵐山町

志賀、本竹地区整備事業地区計画策定調査 嵐山町

嵐山町駅東土地区画整理事業緑地整備計画 嵐山町

五所川原市市街地整備基本計画策定調査（２） 五所川原市

市原市南部地域都市計画調査委託 市原市

高木地区土地区画整理事業調査A及び本宮町市街地整備基本調査 本宮町

反町地区土地区画整理事業調査 本宮町

平成　2年度 駅西地区マスタープラン作成（２） 嵐山町

品川区コンサルタント派遣業務 品川区

首都高速道路１号線（2期）建設に関する一体的整備の調査研究 首都高速道路公団

五所川原市市街地整備基本計画策定調査（１） 五所川原市

田子浦伝法線街路整備効果に関する調査 富士市

熊谷市市街地整備基本計画、用途見直し調査 熊谷市

府中駅周辺地区現況調査 府中市

複合交通拠点整備 名古屋市

平成　元年度 一本橋周辺地区再開発促進業務委託 品川区

１号線（２期）沿道整備計画資料作成 首都高速道路公団

駅西地区マスタープラン作成 嵐山町

狭山市駅西口周辺地区整備基本構想策定調査 狭山市

用途地域見直し調査 朝霞市

土地区画整理事業基本構想 朝霞市

上田市総合都市交通施設整備計画 上田市

成田市都市計画見直し業務調査 成田市

宇都宮市地下駐車場基本計画 宇都宮市
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年度 名称 委託者

昭和63年度 押付地区都市計画 建設省

八王子駅前広場計画 新都市建設開発公社

１号新安城駅前周辺一体的整備調査 建設省

大宮市工業系等用途地域見直し調査 大宮市

三芳町国土利用計画 三芳町

三芳町緑のマスタープラン 三芳町

羽生駅舎概略設計 羽生市

上田市総合都市交通施設整備計画 上田市

越谷市蒲生地区パンフレット 越谷市

桶川市用途地域見直し調査 桶川市

白岡町柳生・高岩土地区画整理事業用途地域見直し調査 白岡町

藤枝市南新屋第１地区土地区画整理事業調査 藤枝市

栃木駅前広場計画３ 栃木市

武蔵嵐山駅周辺まちづくり基本計画 嵐山町

武蔵嵐山駅周辺まちづくり基本計画に伴うパース作成 嵐山町

昭和62年度 浦和市用途地域見直し調査 浦和市

越谷市蒲生駅東口地区事業計画調査 越谷市

新庄市都市計画基礎調査 新庄市

千代川村市街地整備基本計画 千代川村

鹿骨一丁目地区地区計画 江戸川区

川口市地下鉄沿線整備調査 川口市

成田市加良部小学校基本調査 成田市

成田市総合交通体系調査 成田市

清津川水源地域振興計画 水源地環境整備センター

栃木駅付近広場計画等基本計画調査１ 栃木市

栃木駅付近広場計画等基本計画調査２ 栃木市

グリーンヒル寺田中学校跡地利用計画 （株）オオバ

都市計画道路３.３.７　弘前・黒石線沿道環境調査 弘前市

昭和61年度 （仮）新幹線富士駅前広場設計 富士市

港区三田一丁目地区計画調査 港区

東部北地区市街地再開発事業基本計画 厚木市

蒲生駅東口地区土地区画整理事業調査（A） 大利根村

船橋駅北口地下公共駐車場設計 船橋市

神立駅前東西広場及び周辺都市計画道路網基本構想 土浦市

蒲田駅東口シンボルロード整備 大田区

（仮）公団バス栄バスターミナル基本設計 住宅都市整備公団

ガイドウエイバス名古屋 名古屋市

筑波研究学園都市における周辺バス網検討調査 住宅都市整備公団

渋谷駅付近土地利用計画調査 国鉄
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年度 名称 委託者

上尾市原新町地内基本構想 上尾市

昭和60年度 都市計画道路３.３.７　弘前・黒石線沿道環境調査 弘前市

新丸ビル・新東京海上ビル地下道連絡調査 三菱地所

二俣新町駅前横断歩道橋建設に伴う交通量調査 市川市

渋川市市街地等整備計画 渋川市

武生市都市計画街路網見直し調査 武生市

港区駐車場設置調査 港区

名古屋簡易ガイドウエイバスシステム検討調査 名古屋市

研究学園都市駐車場運営管理に関する調査 筑波メンテナンス

花畑地区土地区画整理事業調査（A） 東京都

奈々切地区土地区画整理事業調査（A） 陸前高田市

道路整備に伴う調査委託 山武町

長町新拠点整備計画 国鉄

昭和59年度 石神井公園再開発（その２）に伴う駅間連施設重要予測調査 練馬区

鶴見駅西口市街地改造事業公共施設変更設計 横浜市

平塚駅北口駅前広場基本計画 平塚市

弘前市総合都市交通施設整備計画調査 弘前市

七浦駅東口広場整備調査 七浦市

休山新道周辺整備計画調査 呉市

四つ木地区整備計画素案策定調査 東京都

防府市歩行者空間ネットワーク計画 防府市

袋井市総合計画 袋井市

双葉町都市整備基本計画 双葉町

千葉市バスネットワーク計画 千葉市

重交通整序に関する調査研究 建設省

東海村市街地整備基本計画 東海村

昭和58年度 弘前総合都市交通整備計画調査 弘前市

川口駅東西連絡通路基本設計 川口市

四つ木地区整備計画調査 足立区

久喜駅西口整備事業基本計画作成調査 久喜市

山武町道路整備調査 山武町

岡山市都市再開発基本構想 岡山市

鶴間・坂田都市圏総合交通計画調査 建設省

三陸沿岸地域総合開発整備計画調査 建設省

昭和57年度 名古屋市大曽根地区土地区画整理事業調査（A） 名古屋市

川口駅西口地区整備基本設計 川口市

道路空間整備計画調査 建設省

藤沢市新交通調査 藤沢市
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野田市愛宕駅周辺都市計画変更に関する調査 野田市

荒川堤防耐震化に伴う亀・大・小地区市街地 建設省

再開発事業との調整方針検討業務 建設省

研究学園都市駐車場運営管理に関する調査 筑波メンテナンス

花畑地区土地区画整理事業調査（A） 東京都

上野駅周辺都市総合再開発促進計画 台東区
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