




会社の概要

名 称 株式会社  都市計画同人
〒１６２－０８３３  東京都新宿区箪笥町４３番地

　　　　　　　　　　　　　　（新神楽坂ビル４階）

電話番号 （ ０３ ） ３２６７－４１４７（代表）
F A X （ ０３ ） ３２６７－６３６９
U R L   https://www.tdoujin.co.jp
E - mail   doujin@tdoujin.co.jp

登 録 建設コンサルタント  第１９３８号

                  （都市計画及び地方計画部門）

一級建築士事務所  東京都知事登録第１２４２９号

設 立 １９７３年５月２２日
資 本 金 １，０００万円
法人番号

法人番号指定年月日 ２０１５年１０月５日

役 員 代表取締役    栁原  利昭

　  取締役    立野  圭兼

　  取締役    栗原    進

　  取締役    藤井  英喜（非常勤）　顧  問    大熊  喜昌

　　監査役    阿部    齊 　顧  問    安田隆太郎

所属団体 （一社）再開発コーディネーター協会

（公社）全国市街地再開発協会

（公財）都市計画協会

（一社）東京建築士会

業務の内容

都市再開発に関するコンサルティング業務

都市計画・地域計画に関する調査・研究・計画業務

産業振興に関する調査・研究・計画業務

土地造成に関する計画・設計・管理業務

一般建築物に関する設計・監理業務

各種情報処理及び提供業務

上記各業務に附帯する業務

　　(13桁)　          　　　　　５ ０１１１ ０１０１ ４４２９
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主任技術者経歴

立　野　圭　兼            東京都出身  １９５４年６月１８日生

ＹＯＳＨＩＫＡＮＥ　ＴＡＴＥＮＯ

１９８１年  明治大学大学院工学研究科修了

技術士  登録  第２７２４７号（建設部門 都市及び地方計画）

１９８１年  ㈱都市計画同人入社

１９９６年  ㈱都市計画同人取締役

都市防災構造化対策事業・都市防災不燃化促進事業等の防災計画  担当

地区計画・密集住宅市街地整備促進事業等のまちづくり計画  担当

１９９７年～２０１９年 (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター  まちづくり専門家

２０１４年～ (公財)東京都都市づくり公社  まちづくり専門家

栗　原　　進 東京都出身  １９５５年１２月２４日生

ＳＵＳＵＭＵ　ＫＵＲＩＨＡＲＡ

１９７８年  法政大学工学部建築科卒業

 一級建築士  登録第１８６６３７号

再開発プランナー  登録第１０００３２号

１９８０年  ㈱都市計画同人入社

１９９６年  ㈱都市計画同人取締役

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業  担当

西国分寺地区住宅市街地総合整備事業  担当

西国分寺駅東地区市街地再開発事業  担当

市川駅南口地区市街地再開発事業  担当

聖蹟桜ヶ丘駅南地区市街地再開発事業  担当

野毛町３丁目北地区市街地再開発事業  担当

川口駅周辺地区特定住宅市街地総合整備促進事業  担当

１９９６年～２００５年　(一社)再開発コーディネーター協会  事業企画委員会委員

２００６年～２０１５年　(一社)再開発コーディネーター協会  会報委員会委員
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主任技術者経歴

栁　原　利　昭  東京都出身  １９６１年  ９月１３日生

ＴＯＳＨＩＡＫＩ　ＹＡＮＡＧＩＨＡＲＡ

１９８４年  東京理科大学工学部建築学科卒業

一級建築士  登録第２１１９４８号

専攻建築士　まちづくり専攻 登録第13002050310号

マンション管理士　登録第０００２０３１５００号

再開発プランナー    登録第１００８２７号

１９８４年  ㈱都市計画同人入社

１９９６年  ㈱都市計画同人取締役

２０１８年  ㈱都市計画同人代表取締役

東海市横須賀本町地区市街地再開発事業  担当

大泉学園駅前地区市街地再開発事業  担当

中野坂上本町二丁目地区市街地再開発事業  担当

北上市本通り地区市街地再開発事業  担当

武蔵浦和駅第１街区・第６街区市街地再開発事業  担当

長岡市大手通坂之上町地区市街地再開発事業  担当

２００４年～　(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター/

マンション建替え・改修アドバイザー
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職員略歴

栁　　原    淳    子
ＡＴＳＵＫＯ　ＹＡＮＡＧＩＨＡＲＡ １９８７年  東京学芸大学大学院教育学研究科修了

１９８７年  ㈱都市計画同人入社

海  老  原　　直　　美
ＮＡＯＭＩ　ＥＢＩＨＡＲＡ １９８７年  小山工業高等専門学校建築学科卒業

一級建築士  登録第２５０９８０号

技術士  登録  第８８１３４号（建設部門 都市及び地方計画）

１９９０年  ㈱都市計画同人入社

栗    原    智    興
ＴＯＭＯＦＵＳＡ　ＫＵＲＩＨＡＲＡ １９９７年  東洋大学工学部建築学科卒業

再開発プランナー  第９０００３７号

１９９７年  ㈱都市計画同人入社
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職員略歴

各　　務　　さ　お　り　
ＳＡＯＲＩ　ＫＡＧＡＭＩ １９９７年　成蹊大学文学部文化学科卒業

２００５年　㈱都市計画同人入社

入　　口　　真　理　子　
ＭＡＲＩＫＯ　ＩＲＩＧＵＣＨＩ １９９７年　成蹊大学文学部文化学科卒業

２００６年　㈱都市計画同人入社
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会　社　業　務　経　歴

　　　　地域計画・地区計画  7

　　　　再開発計画  10

　　　　住宅市街地計画  30

　　　　都市防災計画  35

　　　　産業等調査計画  37

　　　　設計  42

　　　　研究・その他  43

　　　　記載内容は受託業務名、発注者名、受託年度を示してあります。
　　　　　＊は他社との共同受託
　　　　　※は他社受託業務への協力作業
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地域計画・地区計画

東京都
東京都臨海部における土地利用及び企業活動の実態調査その１ 東京都 1974

東京都臨海部における土地利用及び企業活動の実態調査その２ 東京都 1975

ＪＲ中央線複々線・立体化に伴う関連事業計画等調査 (財)都市計画協会 1992

副都心における複合市街地ゾーン整備手法調査 東京都 1994,95

足立区
中央本町防災地区計画(仮称)策定調査 足立区 1989

第28地区地区環境整備事業コンサルティング業務 足立区 1994-01

荒川区
荒川地区環境改善計画に関する交通量調査 荒川区 1980

板橋区
板橋駅周辺整備計画調査 (財)都市計画協会 1989

上板橋駅南口地区まちづくり協議会に係わる資料作成 板橋区 1988

江戸川区
江戸川区西部におけるまちづくり事業化検討調査 (独)都市再生機構 2008

江戸川区西部における都市再生戦略及び事業化検討調査 (独)都市再生機構 2009

大田区
大森駅山王口地区モデルプラン 大森駅山王口地区

まちづくり協議会 1987

大森駅山王口地区(第２ブロック)まちづくり計画 大森駅山王口地区
まちづくり協議会 1989

(仮称）大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画策定に係る権
利者意向把握調査 大田区 2010

補助29号線沿道都市計画変更案検討業務 大田区 2017,18

葛飾区
駅周辺地区市街地整備基礎調査 葛飾区 1986,87

小菅一丁目地区景観街づくり基本計画 葛飾区 1994

東立石四丁目周辺地区開発のための現況調査 住宅･都市整備公団 1997

葛飾区都市再構築総合支援事業整備計画資料作成 ※ 1999

新小岩駅東北・東南地区地区計画策定調査 葛飾区 2003

葛飾区新小岩二丁目地区開発構想概略検討調査 都市基盤整備公団 2003

葛飾区新小岩二丁目地区開発構想検討調査 (独)都市再生機構 2004

北区
東京都北区十条地区におけるまちづくりリーダーの育成方策検討懇談
会開催

学校法人
早稲田大学 2003

地域の住民組織による高齢者資産を活用した密集市街地の改善と地域住民
の供給方策の検討並びにまちづくりソフトの検討調査（北区十条地区）

全国都市再生モデル調
査 2003

江東区

新砂地区土地利用計画策定調査 (社)日本都市計画学会 1985

江東区内地区開発計画調査 東京都 1989

江東区臨海部におけるまちづくり検討調査 (独)都市再生機構 2008,09

新宿区
赤城周辺地区の重点整備地区における地区計画策定及び木賃事業に係
る基礎資料収集

　(財)新宿区都市
整備公社 1994

渋谷区
市街地環境整備基礎調査 渋谷区 2000

墨田区
墨田区市街地整備計画の策定 墨田区 1979

地域地区見直しに伴う基礎資料の作成 墨田区 1987

墨田区まちづくり事業概要の作成 墨田区 1988

墨田区まちづくり概要ポイントガイドの作成
墨田区

1989,90
,93

墨田区まちづくり方針作成 墨田区 1989,90

良好な建築物と市街地環境の誘導方策の検討の調査 墨田区 1992

開発指導要綱の運用方針及び技術的指針案作成調査 墨田区 1993

墨田区都市計画マスタープラン策定調査 墨田区 1996,97
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地域計画・地区計画

東京都（つづき）
墨田区（つづき）
八広駅周辺地区まちづくり推進業務 墨田区 2003

世田谷区
太子堂3-8街区建替事業計画作成調査 世田谷区 1988

土地有効利用にかかる下馬３丁目地区他開発構想検討調査 都市基盤整備公団 1999

台東区
駒形地区まちづくり基礎調査 台東区 1996

駒形地区まちづくり基本構想作成調査 台東区 1997

千代田区
千代田区都市計画道路再検討調査 千代田区 1977

平河町二丁目地区地区計画策定業務 森ビル株式会社 2005

内神田一丁目地区地区計画策定調査業務 千代田区 2008-10

豊島区
豊島市場用地削減に伴う影響調査 東京都中央卸売市場 1989

中野区
中野区土地利用現況調査(中野区全域) 中野区 1981

南台四丁目地区地区計画の都市計画図書作成 中野区 1991

南台一・二丁目地区地区計画策定調査 中野区 1992

南台一・二丁目地区道路整備計画検討 中野区 1995

南台一・二丁目地区整備計画策定に伴う物件調査 中野区 1997

中央区
日本橋人形町・浜町河岸地区地区計画策定基礎調査 (社)全国市街地

再開発協会 1988

日本橋人形町・浜町河岸地区まちづくり推進計画調査 (社)全国市街地
再開発協会 1993,94

港区
白金一・三丁目地区まちづくり調査 (社)全国市街地

再開発協会 1993

白金一・三丁目地区街づくり推進支援調査 港区 1994

白金一・三丁目地区地区計画素案作成等調査 港区 1995

白金一・三丁目地区街づくりニュース作成業務 港区 1996

六本木一丁目西地区再開発地区計画事業化促進 港区 1993,94

小金井市
武蔵小金井駅周辺まちづくり整備計画作成業務(その２) 都市基盤整備公団 2001,02

小金井市中央線沿線地区に係る都市再生整備計画検討業務 (独)都市再生機構 2005

小金井市中央線沿線地区に係る都市再生整備計画策定業務 (独)都市再生機構 2005

国分寺市
国分寺市市街地整備に関する基礎調査及び基本構想作成 国分寺市 1974

国分寺市地域生活環境整備構想策定のための調査 東京都 1975

西国分寺駅周辺地区整備計画に関する調査 日本住宅公団 1974

西国分寺駅周辺地区整備に関する地元意向調査 国分寺市 1976

西国分寺駅周辺地区整備基本計画 国分寺市 1978

西国分寺駅周辺整備基本構想作成後の成果等に関する検討 国分寺市 1986

西国分寺駅北口地区住宅街区整備基本計画策定 国分寺市 1979

西国分寺駅北口地区周辺地区整備推進計画(地区計画) (社)全国市街地
再開発協会 1980

西国分寺駅南口地区における地区計画制度活用に関する調査 国分寺市,住宅･都市整
備公団 1983

西国分寺駅南口周辺地区整備推進業務 国分寺市 1988

特定住宅市街地総合整備促進事業西国分寺周辺地区調査 国分寺市 1990

日野市
日野市四ッ谷駅前地域地区計画作業業務 日野市 1991

保谷市
保谷市基本構想に関する基礎調査 ※ 1978

三鷹市
三鷹市用途地域見直し案作成に伴う業務 三鷹市 1993
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地域計画・地区計画

東京都（つづき）
多摩市
多摩市高齢型社会総合計画策定 多摩市 1990

多摩市景観形成基礎調査・都市景観基本計画策定 多摩市 1992-94

(仮称)「私の推薦する素敵な街角集」作成業務 多摩市 1996

永山五丁目地区地区計画(案)策定業務 多摩市永山五丁目
地区美しい街づくり

推進委員会 1997

鶴牧５丁目西町会地区アンケート調査 鶴牧5丁目西町会 1998

宮城県
南三陸町子育て支援拠点施設整備事業基本計画策定補助業務 ※ 2013

埼玉県
大宮市総合交通体系調査 ※ 1973

上福岡駅西口地区都市居住更新事業整備基本構想策定調査 住宅･都市整備公団 1988

川口市
川口駅東西地区周辺整備計画 (社)全国市街地

再開発協会 1982

川口駅周辺街区再開発計画調査 (社)全国市街地
再開発協会 1985

川口駅周辺地区整備計画作成調査(市街地整備誘導計画策定) (社)全国市街地
再開発協会 1986

川口駅周辺地区特定住宅市街地総合整備促進事業 市街地整備誘導
計画策定調査 住宅･都市整備公団 1987

市街地整備誘導計画策定 川口市 1987

川口駅周辺地区整備計画推進調査 川口市 1988

特定住宅市街地総合整備促進事業計画推進調査(計画推進調査) 川口市＊ 1989

千葉県
京葉線周辺若松町開発基本構想 ※ 1974

市川駅周辺地区整備計画に関する調査 日本住宅公団 1979

浦安市域における住宅市街地の形成方策に関する研究 住宅･都市整備公団 1984

千葉市Ｅ区公共公益施設用地の土地利用基本構想 千葉市 1988

柏市都市計画マスタープラン作成関連業務 ※ 2006

神奈川県
新羽駅周辺地区整備構想策定調査 横浜市 1991,92

新羽駅周辺地区整備計画策定調査 横浜市 1993

横浜市金沢区総合整備計画 横浜市 1984

ワークショップ「京浜臨海部の新しい街づくり」の調査業務 日本鋼管(株) 1997

戸塚駅前地区中央土地区画整理事業　地域まちづくり推進業務委託 横浜市 2011-14

沖縄県
糸満新漁港背後地開発基本計画 ※ 1979

浦添市都市計画区域内施設調査 浦添市 1979

琉大跡地利用基本計画調査 ※ 1979

北部モデル定住圏計画 沖縄県北部モデル
定住圏計画策定委員会 1980

恩納村第２次基本構想・基本計画策定 恩納村 1982

恩納村土地利用計画 恩納村 1983

名護市国土利用計画 名護市 1983

竹富町国土利用計画 竹富町 1983

竹富町第２次総合計画 竹富町 1984

勝連村農村総合整備モデル事業の現地調査分析・計画・調整 ※ 1977

久茂地27号コミュニティ道路基本計画 那覇市 1987

名護市総合計画作成調査 名護市＊ 1987

その他
工業用水資源開発基礎調査 ※ 1976

市街地の高度利用促進のための調査(大規模空閑地活用に係る再開発
手法の検討)

(社)全国市街地
再開発協会 1984

大規模国公有地等に係わる調査(その２) 住宅･都市整備公団 1989
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再開発計画

東京都
市街地再開発適地選定調査 (社)全国市街地

再開発協会 1979-81 適地調査

都市再開発型更新事業に関する基礎調査 住宅･都市整備公団 1986 基礎調査

都市開発関連用地ほか29ヶ所の公共施設と公共住宅を一体的に
複合建築物として整備するための基本構想策定に関する調査 東京都住宅局 1990 基礎調査

駅周辺におけるまちづくり事業化検討業務 (独)都市再生機構 2012-14 基本構想

再開発事業への参画検討及び事業推進に対するアドバイザリー
等業務 ※ 2012,13 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

東京城東地区内のまちづくり検討地区における事業化検討業務 (独)都市再生機構 2014 基本構想

共同建築物に係る技術的支援に関する業務 （独）日本スポーツ
振興センター 2014 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

都心部における駅周辺の再整備に伴う事業化方策調査(平成30
年度) (独)都市再生機構 2018 基本構想

足立区
北千住駅西口北地区推進コンサルティング 準備組合＊ 1984-87 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

北千住駅東口周辺地区再開発等基本構想策定 (社)日本都市計画学会 1985 基本構想

荒川区
町屋駅周辺地区再開発適地調査 荒川区 1979 適地調査

町屋駅周辺地区整備基本構想 荒川区 1980 基本構想

町屋駅前地区整備計画 荒川区 1981 基礎調査

町屋駅前地区整備事業計画 荒川区 1982 基本計画

白鬚西地区居住営業実態及び意向調査 東京都江東再開発
事務所 1983,84 意向調査

舎人新線沿線開発調査・その2(日暮里駅周辺導入ルート具体化
調査)委託 荒川区 1989 基本計画

板橋区
板橋駅周辺整備構想策定調査 (社)全国市街地

再開発協会 1987-89 整備構想

板橋駅周辺地区整備計画調査 都市計画協会 1989 基本計画

板橋駅周辺整備計画調査 板橋区 1990 基本計画

板橋駅西口地区市街地再開発等基本計画作成調査 板橋区 1990 基本計画

上板橋駅南口駅前地区調査及び街づくり協議会に係る資料
作成 板橋区 1988,89 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

江戸川区
亀戸・大島・小松川地区意向調査 東京都 1977 意向調査

江戸川区西部におけるまちづくり事業化検討調査 (独)都市再生機構 2008 基本構想

江戸川区西部における都市再生戦略及び事業化検討調査 (独)都市再生機構 2009 基本構想

江戸川区市街地動向実態調査委託 江戸川区 2010-13 基本構想

大田区
大森駅山王口地区現況基礎調査 大田区 1986 基礎調査

大森駅山王口周辺開発モデルプラン策定調査 大田区 1988 整備構想

大森駅前山王口地区開発事業コンサルティング等業務 大田区 1989-92 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

葛飾区
亀有駅南口地区再開発適地調査 ※ 1973 適地調査

防災拠点再開発調査四ッ木地区権利変換フレーム等の作成 ※ 1974 事業計画

葛飾区青戸駅北口周辺市街地再開発調査 葛飾区 1974 基本計画

金町駅南口地区街づくり整備調査 葛飾区 1983 基礎調査

金町駅南口地区モデル地区整備計画調査 葛飾区 1985 整備構想

金町駅南口地区整備推進調査 葛飾区 1986 推進計画

北区
赤羽北地区市街地再開発等調査 東京都 1983 基本計画

江東区
亀戸・大島・小松川地区意向調査 東京都 1977 意向調査

亀戸・大島・小松川地区再開発構想計画(大島地区) 日本住宅公団 1981 配置計画

豊州五丁目Ａ－１地区商業権利者配置調整 ※ 1990-93 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

豊州五丁目Ａ－１地区再開発事業コンサルティング業務 ※ 1994 基本計画

塩浜二丁目地区土地有効利用に係る開発構想検討調査 都市基盤整備公団 1998-00 事業計画

再開発手法による東京臨海部低未利用地事業化検討調査に
おける市街地再開発事業適用の検討調査(塩浜二丁目地区) ※ 2002 事業計画

江東区臨海部におけるまちづくり検討調査 (独)都市再生機構 2008-10 基本構想
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品川区
戸越五丁目地内市街地再開発事業コンサル業務 ※ 2013-17 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に係る
特定業務代行候補者募集選定業務委託

戸越五丁目19番地区市
街地再開発準備組合 2017 その他

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に伴う
権利変換計画作成及び配置設計業務

戸越五丁目19番地区
市街地再開発組合 2019-20 権利変換計画

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に伴う
資金計画作成及び補助金対応業務

戸越五丁目19番地区
市街地再開発組合 2019-20 推進計画

戸越公園駅北地区(戸越五丁目10番地区)第一種市街地再開発事
業に伴うコンサル業務

戸越公園駅北地区市街
地再開発準備組合 2018-21 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

新宿区
西新宿六丁目組合施行再開発コンサルタント ※ 1973 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

東京都内(西新宿)及びその周辺における公団施行の再開発
適地調査

(社)全国市街地
再開発協会 1979 適地調査

土地有効利用事業に係る西富久地区市街地再開発事業概略事業
構造作成 都市基盤整備公団 2001 基本構想

新宿区西富久地区市街地再開発事業に伴う事業構造検討業務 新宿区西富久地区
市街地再開発準備組合 2002 基本構想

四谷駅前地区第一種市街地再開発事業
       〃       に係る事業計画推進業務

(独)都市再生機構 2010-12 基本構想

       〃       に係る事業計画認可申請等事業推進業務
(独)都市再生機構 2012-14 事業計画

       〃       権利変換計画作成等事業推進業務 (独)都市再生機構 2015-17 権利変換計画

       〃       に係る事業計画推進等業務 (独)都市再生機構 2017-20 事業計画

都心部の既成市街地における市街地再開発事業に係る事業計画
推進等業務 (独)都市再生機構 2022-23 その他

渋谷区
同潤会青山アパート建て替え推進指導 建替え準備組合 1983 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

原宿団地建替え事業推進計画 住宅･都市整備公団 1985 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

原宿団地建替事業計画策定調査 住宅･都市整備公団 1986 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

「都営穏田アパート敷地有効活用検討調査委託(その２)」の一
部作業 ※ 2006 基本計画

墨田区
防災拠点再開発調査中央地区権利変換フレーム等の作成 ※ 1974 事業計画

防災拠点再開発調査両国地区権利変換フレーム等の作成におけ
る基礎調査 ※ 1975 事業計画

サンタウン立花管理規約案の策定 住宅･都市整備公団 1981 管理計画

東向島二丁目地区市街地再開発事業基本計画 墨田区 1985 基本計画

世田谷区
三軒茶屋地区再開発事業第２次基本計画調査 世田谷区＊ 1983,84 推進計画

複合型拠点に関する調査 世田谷区 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

芦花公園駅前地区再開発事業に係る補助金申請関連業務 ㈱ＵＲリンケージ 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

芦花公園南口地区第一種市街地再開発事業事業費検証業務 ㈱本郷計画事務所 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

台東区
台東４丁目西地区市街地再開発事業コーディネート協力業務 ※ 2009,10 基本構想

中央区
築地地区整備基本調査 (社)東京都市

再開発促進会 1982 基本構想

日本橋人形町・浜町河岸地区地区計画策定基礎調査 (社)全国市街地
再開発協会 1988,89 基礎調査

日本橋人形町・浜町河岸地区まちづくり推進調査 中央区･(社)全国
市街地再開発協会 1990-94 推進計画

晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業(東地区)補助対象事業
費算定業務 都市基盤整備公団 1997-00 事業計画

晴海一丁目地区第1-1街区(W棟)施設建物整備に係る権利者等調
整業務 都市基盤整備公団 1999-00 事業計画

湊二丁目東地区事業スキーム検討調査 都市基盤整備公団 2001 推進計画

勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業
       〃       に係る資金計画作成等 都市基盤整備公団 1999 事業計画

       〃       に係る事業計画策定業務 都市基盤整備公団 2000 事業計画

       〃       に係る事業計画及び権利変換計画策定業務 都市基盤整備公団 2001-03 事業計画

再開発計画
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中央区 (つづき)
勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業 (つづき)
       〃       に係る事業計画推進業務 (独)都市再生機構

(都市基盤整備公団) 2003-10 事業計画

       〃       に係る民間業者導入検討業務 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2003-06 事業計画

       〃       に係る資金計画等作成業務 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2004-07 事業計画

       〃       に係る権利変換計画作成業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃       に係る市街地再開発審査会運営等業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃       に係る権利変換計画に基づく配置設計図
　　　　　　　　作成業務 (独)都市再生機構 2006 権利変換計画

勝どき駅前地区及び晴海三丁目西地区に係る事業計画推進等業
務 (独)都市再生機構 2010,11 その他

勝どき月島周辺地域におけるまちづくり検討基礎調査業務 (独)都市再生機構 2016 基礎調査

晴海三丁目西地区に係る事業計画推進等業務 (独)都市再生機構 2012-17 その他

八重洲一丁目東地区再開発における土地区画整理事業の施行に
関する検討 ※

2011,16
-19 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

中央区内のモデル地区における市街地再開発事業に係る事業計
画検討等業務 (独)都市再生機構 2018-22

基本計画
～事業計画

千代田区
有楽町駅前地区市街地再開発事業基本計画 (財)都市計画協会 1978 基本計画

神保町一丁目南部地区市街地再開発事業
       〃      地友会への運営指導の協力他 ※ 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      整備プラン作成 千代田区 1989 基本計画

       〃      コーディネーター業務 神保町一丁目南部
地区再開発準備組合 1990-95 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

神保町一丁目南部地区市街地再開発事業
       〃      建物等の現況調査及び算定業務 神保町一丁目南部

地区再開発準備組合 1991-93 事業計画

       〃      資金計画作成 神保町一丁目南部
地区再開発準備組合 1994 事業計画

       〃      基本設計作成前提条件検討調査 ※ 1994 事業計画

富士見二丁目北部地区市街地再開発事業特定業務代行者公募選
定業務関連調査

(財)都市みらい
推進機構 2003 その他

平河町二丁目計画・連絡調整会議資料作成業務 森ビル株式会社 2003 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

平河町二丁目地区市街地再開発事業特定業務代行公募選定業務
関連調査

平河町二丁目地区市
街地再開発準備組合 2006 その他

淡路二丁目西部地区第一種市街地再開発事業特定業務代行候補
者選定対応業務

淡路二丁目地区市街
地再開発準備組合 2007 その他

豊島区
東池袋四丁目第２地区事業推進等補助業務 都市基盤整備公団 2003,04 推進計画

南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業権利変換計画作成
補助業務 ※ 2020-21 権利変換計画

東京圏ターミナル駅周辺における事業計画等検討業務
(独)都市再生機構 2020-22 基本計画

令和２年度造幣局南地区におけるまちづくり基本計画等検討業
務補助業務 （株）URリンケージ 2020 基本計画

令和4年度造幣局南地区等のおける事業計画等検討業務 (独)都市再生機構 2021 基本計画

中野区
中野四丁目東地区市街地再開発に関するコンサルタント ※ 1975 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

中野四丁目東地区計画に伴うコンサルティング業務 ※ 1977 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

中野四丁目東地区計画組合設立のための業務 中野4丁目東地区
市街地再開発準備組

合 1978 事業計画

中野坂上市街地再開発等事業計画調査 住宅･都市整備公団 1986,87 推進計画

中野坂上本町二丁目地区市街地再開発事業
       〃      事業化素案策定調査 住宅･都市整備公団 1988 推進計画

       〃      都市計画決定に関する図書作成 中野区 1989 推進計画

       〃      事業計画方針作成調査 住宅･都市整備公団 1989 事業方針

       〃      事業計画案作成調査 住宅･都市整備公団 1990,91 事業方針

       〃      権利変換計画等作成 住宅･都市整備公団 1992 権利変換計画

       〃      保留床処分企画広報業務 住宅･都市整備公団 1993 権利変換計画

再開発計画
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中野区 (つづき)
中野坂上本町二丁目地区市街地再開発事業 (つづき)
       〃      事業収支等検討調査 住宅･都市整備公団 1992-94 事業計画

       〃      保留床処分に係る事業収支等調査 住宅･都市整備公団 1995 事業計画

練馬区
石神井公園駅南口地区まちづくりコンサルタント派遣 練馬区 1987-91 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

石神井公園駅南口地区街づくり推進計画 練馬区 1988 推進計画

大泉学園駅前地区市街地再開発事業
       〃      事業計画案作成に関する調査 住宅･都市整備公団 1989-91 推進計画

       〃      都市計画決定関連資料作成 練馬区 1990 推進計画

       〃      資金計画作成調査 住宅･都市整備公団 1991 事業計画

       〃      推進都市計画法第53条他調査 住宅･都市整備公団 1992 事業計画

       〃      床処分計画に伴う資金計画作成他調査 住宅･都市整備公団 1993 事業計画

       〃      事業計画作成他に関する調査 住宅･都市整備公団 1994 事業計画

       〃      権利変換計画書作成等調査 住宅･都市整備公団 1995 権利変換計画

       〃      事業収支計画 住宅･都市整備公団 1996 事業計画

       〃      補助金及び負担金確定等調査 住宅･都市整備公団 1997 事業計画

       〃      事業資料等集成 住宅･都市整備公団 1997 その他

       〃      説明映像資料作成 住宅･都市整備公団 1997 その他

       〃      補助金関連等調整補助業務 住宅･都市整備公団 1998 事業計画

       〃      事業推進等補助業務 都市基盤整備公団 1998-03 事業計画

       〃      全体設計承認申請資料作成 都市基盤整備公団 1999-00 事業計画

       〃      権利変換計画変更等調査 都市基盤整備公団 1999-01 権利変換計画

       〃      市街地再開発事業補助金申請等補助業務 都市基盤整備公団 2000-02 事業計画

大泉学園駅周辺地区共同化計画等策定調査 練馬区 1990,91 基礎調査

文京区
後楽２丁目東地区市街地再開発事業
        〃       事業計画作成 後楽2丁目東地区

再開発準備組合 1989 事業計画

        〃       コーディネーター業務 後楽2丁目東地区
再開発準備組合 1990-92 事業計画

        〃       資金計画作成 後楽2丁目東地区
再開発準備組合 1992 事業計画

        〃       作業委託 後楽二丁目東地区
市街地再開発組合 1994 事業計画

        〃       実施設計業務付帯事務 後楽二丁目東地区
市街地再開発組合 1995 事業計画

港区
六本木一丁目西地区再開発基本計画策定調査 (社)全国市街地

再開発協会 1989,90 基本計画

六本木一丁目西地区地区計画等調査 (社)全国市街地
再開発協会 1991,92 基本計画

六本木一丁目西地区地区計画事業化促進業務 港区 1993,93 基本計画

北青山三丁目地区事業推進計画検討資料作成等業務
(独)都市再生機構

2007,21
-23 基本計画

港区内の特定緊急輸送道路沿道における事業推進計画検討業務 (独)都市再生機構 2015,16 基本計画

虎ノ門二丁目地区権利変換計画作成等業務 (独)都市再生機構 2014-16 権利変換計画

虎ノ門二丁目地区に係る事業推進業務
(独)都市再生機構

2017-
20,21-

28 その他

平成28年度環状２号線新橋・虎ノ門周辺事業計画作成等支援業
務 (独)都市再生機構 2016-18 基本構想

港区における市街地再開発事業の事業計画等に係る基礎的検討
業務 (独)都市再生機構 2017-20 基本構想

愛宕山周辺地区(F･G地区)市街地再開発事業に係る事業計画推
進業務 (独)都市再生機構 2018-23 事業計画

港区エリアにおけるまちづくり事業化検討業務 (独)都市再生機構 2018-21 基本構想

都心部におけるまちづくり推進方策検討業務 (独)都市再生機構 2018 基本構想

小金井市
武蔵小金井駅北口開発計画調査 都市基盤整備公団 2000 構想計画

武蔵小金井駅南口第1地区市街地再開発事業
       〃      都市計画要素検討調査 都市基盤整備公団 2000 都市計画

       〃      事業計画素案検討調査 都市基盤整備公団 2000 事業計画

再開発計画
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小金井市 (つづき)
武蔵小金井駅南口第1地区市街地再開発事業 (つづき)
       〃      に係る都市計画に関する図書作成業務 都市基盤整備公団 2001,02 都市計画

       〃      事業計画案検討調査 都市基盤整備公団 2001,02 事業計画

       〃      に係る資金計画作成業務 都市基盤整備公団 2003 事業計画

       〃      事業計画検討調査(その２)業務 都市基盤整備公団 2003 事業計画

       〃      権利変換計画調整業務 (独)都市再生機構 2004 権利変換計画

       〃      に係る市民啓蒙活動検討及びPRツール
　　　　　　　 作成業務 (独)都市再生機構 2004 その他

       〃      権利変換計画作成業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃      配置設計図等作成業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃      審査会運営等業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃      全体設計承認関連業務 (独)都市再生機構 2006,07 その他

       〃      事業推進関連業務 (独)都市再生機構 2006-09 その他

       〃      事業計画推進業務 (独)都市再生機構 2010,11 その他

武蔵小金井駅周辺まちづくり整備計画作成業務(その２) 都市基盤整備公団 2001,02 整備計画

ＪＲ中央本線における再開発事業化検討調査業務の一部に係る
支援業務 （株）日建設計 2009 基本構想

国分寺市
国分寺駅北口周辺市街地再開発等基本調査 (財)都市計画協会 1974 基本計画

国分寺駅北口都市整備に関する地元意向調査 国分寺市 1976 意向調査

国分寺駅北口周辺整備基本構想策定準備調査 国分寺市 1977 整備構想

国分寺駅北口周辺整備基本構想 国分寺市 1978 基本構想

国分寺駅北口開発基本計画 国分寺市 1979 基本計画

国分寺駅北口再開発事業計画(その１) 国分寺市 1980 事業計画

西国分寺駅周辺地区整備構想計画 日本住宅公団 1977 整備構想

西国分寺駅周辺地区整備基本構想策定調査 国分寺市 1977 基本構想

西国分寺駅周辺地区整備基本構想 国分寺市 1986 基本構想

西国分寺駅周辺地区整備推進委託 国分寺市 1988 推進計画

西国分寺駅前地区再開発事業推進計画 国分寺市 1979 推進計画

西国分寺駅前地区基本計画(その２) 住宅･都市整備公団 1981 基本計画

西国分寺駅前地区基本計画(追加作業) 住宅･都市整備公団 1983 基本計画

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業実施計画 住宅･都市整備公団 1984 推進計画

       〃      事業計画 住宅･都市整備公団 1985 事業計画

       〃      事業権利変換計画 住宅･都市整備公団 1986 権利変換計画

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業再開発審査会関連業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業推進業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

       〃      権利変換に関する業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

       〃      ビル管理規約策定 都市再開発(株) 1989 管理規約

西国分寺周辺地区整備基本計画に関わる事業計画ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ※ 1990 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

西国分寺地区特定住宅市街地総合整備促進事業 国分寺市 1990-92 基本構想

西国分寺駅東地区市街地再開発事業
       〃      事業整備の事業化に向けての調査 国分寺市 1992 基礎調査

       〃      事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1992,93 基礎調査

       〃      整備基本構想策定調査 住宅･都市整備公団 1994 基本構想

       〃      駐車場整備方策検討 駐車場整備推進機構 1995 整備方針

       〃      事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1995-01 推進計画

       〃      都市計画に関する図書作成 住宅･都市整備公団 1996 推進計画

       〃      都市計画決定図書作成 国分寺市 1998 推進計画

       〃      事業に係る資金計画等作成業務 都市基盤整備公団 2000 事業計画

       〃      権利変換計画作成業務 都市基盤整備公団 2002 権利変換計画

       〃      審査会運営等業務 都市基盤整備公団 2002 権利変換計画

       〃      事業に係る配置設計等作成業務 都市基盤整備公団 2002 権利変換計画

       〃      事業に関わる事業推進関連業務 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2003-06 その他

       〃      事業及び西国分寺地区住宅市街地総合整備
　　　　　　　 事業に係る事業史の原稿作成業務 (独)都市再生機構 2007 その他

再開発計画
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立川市
西立川駅南地区候補地事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1997,98 基本構想

多摩市
聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区開発計画検討調査 住宅･都市整備公団 1988 整備計画

聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区開発整備事業化促進作業 多摩市 1989 整備計画

聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区開発整備計画策定 住宅･都市整備公団 1989 整備計画

聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1989,90 整備計画

聖蹟桜ヶ丘南地区市街地再開発事業
      〃     事業化計画作成調査 住宅･都市整備公団 1991 推進計画

      〃     都市計画策定調査 住宅･都市整備公団 1992 推進計画

      〃     事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1992,93 事業計画

      〃     事業計画策定等調査 住宅･都市整備公団 1995 事業計画

      〃     事業計画認可に向けての権利変換等作成 住宅･都市整備公団 1995 権利変換計画

      〃     審査会運営等業務 住宅･都市整備公団 1996 権利変換計画

      〃     権利変換計画作成 住宅･都市整備公団 1996 権利変換計画

      〃     配置設計等作成 住宅･都市整備公団 1996 権利変換計画

      〃     事業推進に伴う資金計画策定 住宅･都市整備公団 1997 事業計画

      〃     事業に伴う補助金交付申請資料作成調整等業務 住宅･都市整備公団 1998-00 事業計画

      〃     事業推進に伴う資金計画策定等業務 住宅･都市整備公団 1998-00 事業計画

町田市
原町田二・三丁目地区市街地整備基本計画 東京都住宅供給公社 1986 基本計画

北海道
札幌市琴似地区再開発計画コンサルティング ※ 1974 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

公共施設ファシリティコスト実態調査の内、施設運用実態分析 北電総合設計㈱ 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

岩手県
水沢市中央地区市街地再開発事業
       〃      基本計画作成 (社)全国市街地

再開発協会 1978 基本計画

       〃      推進計画作成 水沢市 1979 推進計画

       〃      事業計画作成 横町一番街再開発
準備組合 1980 事業計画

       〃      権利変換計画作成 横町一番街市街地
再開発組合 1981 権利変換計画

盛岡駅前第１地区第一種市街地再開発事業 事業計画 盛岡駅前第1市街地
再開発組合＊ 1978 事業計画

北上市本通り二丁目地区市街地再開発事業基本計画 北上市 1988 基本計画

北上市諏訪町地区市街地再開発事業
       〃      推進計画作成 北上市 1993,94 推進計画

       〃      諏訪町地区事業計画 北上市諏訪町地区
市街地再開発準備組

合 1995 事業計画

       〃      諏訪町地区事業推進業務 北上市諏訪町地区
市街地再開発準備組

合 2000-03 事業計画

北上市本通り地区・諏訪町地区市街地再開発事業
       〃      基本計画策定 北上市 1992 推進計画

       〃      商業施設コンセプト 北上市市街地再開発
準備組合連合会 1993 基本計画

北上市本通り･新穀町地区市街地再開発事業
       〃      推進計画作成 北上市 1993,94 推進計画

       〃      本通り二丁目ブロック事業計画 北上市本通り地区
市街地再開発準備組合 1994,95 事業計画

       〃      新穀町ブロック事業計画 北上市新穀町市街地
再開発準備組合 1994,95 事業計画

       〃      本通り地区実施計画策定 北上市 1997 事業計画

       〃      本通り地区権利変換計画作成業務 北上市本通り･新穀町
地区市街地再開発組合 1998 権利変換計画

       〃      本通り地区変更手続･調整事務 北上市本通り･新穀町
地区市街地再開発組合 1999 事業計画

再開発計画
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宮城県
三日町二丁目第一地区市街地再開発事業
       〃      事業推進に係る施設事業計画作成 気仙沼市 1996 事業計画

       〃      推進計画作成 (社)全国市街地
再開発協会 1996 推進計画

福島県
（仮称）須賀川市八幡町地区第一種市街地再開発事業に係る認
可申請図書作成等業務 (独)都市再生機構 2012 権利変換計画

茨城県
土浦駅前北地区市街地再開発事業
       〃      事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1992 基本計画

       〃      事業計画案策定調査 住宅･都市整備公団 1993,94 基本計画

       〃      権利者合意形成等 住宅･都市整備公団 1993 推進計画

       〃      保留床処分計画検討調査(その1) (株)都市整備
センター 1993 推進計画

       〃      都市計画決定に向けての調査 住宅･都市整備公団 1995 推進計画

       〃      権利変換方針策定調査 住宅･都市整備公団 1996 推進計画

       〃      事業計画具体化調査 住宅･都市整備公団 1997 推進計画

       〃      都市計画決定に向けての策定調査(その3) 住宅･都市整備公団 1998 推進計画

       〃      市街地再開発基本計画策定業務 都市基盤整備公団 2003 基本計画

       〃      まちづくり調査推進計画策定業務 (独)都市再生機構 2005 推進計画

土浦市有明西地区市街地再開発事業基本計画策定業務(その3) 住宅･都市整備公団 1991 基本計画

神峰町１丁目市街地再開発事業
       〃      事業計画のコンサルタント業務 個人施行者 1979 事業計画

       〃      事業権利変換計画業務 神峰町1丁目市街地
再開発組合 1984 権利変換計画

埼玉県
霞ヶ丘団地建替基本計画作成調査 住宅･都市整備公団 1989 基本計画

上福岡駅西口地区建替基本計画作成 住宅･都市整備公団 1989 基本計画

川口駅東口Ｃブロック共同ビル計画 川口市 1983 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

川口駅周辺地区特定住宅市街地総合整備促進事業整備計画調査
川口市 1986 整備構想

川口駅周辺地区推進検討調査 住宅･都市整備公団 1988 推進計画

川口駅前東口第一工区市街地再開発事業推進調査 川口市 1987 基本設計

川口一丁目再開発事業コンサルティング業務 再開発協議会 1987 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

川口一丁目再開発事業権利者対応等コンサルティング業務 川口1丁目市街地
再開発準備組合 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

川越駅東口市街地再開発事業適地調査 日本住宅公団 1974 適地調査

川越駅東口地区市街地再開発事業基本計画作成 日本住宅公団 1975 基本計画

川越駅東口市街地再開発事業
       〃      事業コンサルタント業務 ※ 1976 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      事業権利調整及び商業指導 川越市 1983 推進計画

       〃      事業権利変換計画作成 川越市 1986 権利変換計画

       〃      事業施設建築物管理運営計画作成 川越市 1987 権利変換計画

       〃      事業促進業務 川越市 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      事業管理規約素案の作成 川越市 1989 管理運営

       〃      事業施設建築物の価格確定業務 川越市 1990 価格確定

       〃      事業誌作成 川越市 1990 その他

川越駅前脇田町地区市街地再開発事業
       〃      事業事業計画作成 日本住宅公団 1976 事業計画

       〃      施設計画作成 日本住宅公団 1976 基本設計

       〃      権利変換計画作成 日本住宅公団 1978

       〃      施設建築物の管理に関する調査 日本住宅公団 1979 管理運営

川越市高度利用地区指定に伴う共同ビル事業計画作成 川越市 1983 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

行田駅前地区開発基本構想調査 (株)都市整備
センター 1992 基本構想

越谷駅西口地区整備計画調査 越谷市 1989 整備計画

さいたま新都心都市拠点整備事業民間施設立地誘導検討関連調
査(その2) 都市みらい推進機構 1993 基礎調査

整備計画推進調査 川口市 1988 推進計画

再開発計画
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埼玉県 (つづき)
通勤新線第３駅周辺地区市街地整備推進調査 住宅･都市整備公団 1983 基礎調査

所沢市旧町地区再開発事業コンサルティング 所沢市 1984 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

武蔵浦和駅東口・西口市街地再開発等調査(Ｂ) 浦和市 1987 推進計画

武蔵浦和駅前地区再開発適地調査 住宅･都市整備公団 1987-90 推進計画

武蔵浦和駅前地区市街地再開発事業
       〃      事業推進計画等 浦和市 1988-90 推進計画

       〃      パンフレット等作成 住宅･都市整備公団 1991 その他

       〃      公共施設整備基本計画策定 浦和市 1991 基本計画

武蔵浦和駅第１街区地区市街地再開発事業
       〃      地区計画検討調査 住宅･都市整備公団 1991 推進計画

       〃      地区コンセプト及び事業計画検討調査 都市基盤整備公団 2003 基本構想

       〃      事業計画検討調査(その２) (独)都市再生機構 2004 基本構想

       〃      地区事業計画調整業務 (独)都市再生機構 2005 基本構想

       〃      事業計画推進業務 (独)都市再生機構 2006 推進計画

       〃      事業検討業務(その１) (独)都市再生機構 2007 事業計画

       〃      事業検討業務(その２) (独)都市再生機構 2007 事業計画

       〃      事業検討業務(その３) (独)都市再生機構 2007 事業計画

　　 　〃　　　事業計画作成等調整業務 (独)都市再生機構 2008,09 事業計画

　　 　〃　　　権利変換計画書案作成等業務 (独)都市再生機構 2008,09 権利変換計画

　　 　〃　　　市街地再開発審査会運営等業務 (独)都市再生機構 2008,09 権利変換計画

　　 　〃　　　事業推進等調整業務 (独)都市再生機構 2010-12 事業計画

　　 　〃　　　事業推進にかかる資料作成等業務 (独)都市再生機構 2013 事業計画

　　 　〃　　　事業推進等調整にかかる資料作成等業務 (独)都市再生機構 2014-16 事業計画

　　 　〃　　　補助対象事業費算定等業務委託 野村不動産㈱ 2014-17 その他

武蔵浦和駅第６街区市街地再開発事業
       〃      都市計画決定に係る図書等作成 住宅･都市整備公団 1994 推進計画

       〃      事業認可に係る図書等作成 住宅･都市整備公団 1996 事業計画

       〃      権利変換計画調整業務 住宅･都市整備公団 1997 権利変換計画

       〃      全体設計承認申請書等作成業務 都市基盤整備公団
(住宅･都市整備公団) 1997-01 事業計画

武蔵浦和地区－都市・居住環境整備重点地域基本計画見直し調
査(その２) さいたま市 2003 基本構想

武蔵浦和駅周辺地区まちづくり策定業務 ※ 2012 基礎調査

千葉県
市川市八幡三丁目都市再開発事業基礎調査 市川市 1979 基礎調査

市川市本八幡市街地再開発等調査 市川市 1981 基本計画

市川市本八幡Ｂ地区市街地再開発等調査 市川市 1984 推進計画

市川市本八幡Ｂ地区市街地再開発事業計画 本八幡B地区再開発
準備組合 1986 事業計画

市川駅南口Ａ地区市街地再開発事業
       〃      整備計画 住宅･都市整備公団 1983 推進計画

       〃      基本計画策定調査 住宅･都市整備公団 1986 推進計画

       〃      事業推進計画 住宅･都市整備公団 1988 推進計画

       〃      事業推進調査にかかる事業計画調査 住宅･都市整備公団 1989 推進計画

       〃      権利者意向等調査 住宅･都市整備公団 1990 推進計画

       〃      事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1991-93 推進計画

       〃      資金計画作成調査 住宅･都市整備公団 1994 推進計画

       〃      事業計画再検討調査 住宅･都市整備公団 1995 推進計画

       〃      基本計画及び資金計画作成業務 住宅･都市整備公団 1998,99 推進計画

       〃      資金計画作成業務 都市基盤整備公団 2000 事業計画

市川駅南口Ｂ地区市街地再開発事業
       〃      事業等調査 市川市 1981 基礎調査

       〃      事業等調査Ｂ 市川市 1982 基本計画

       〃      事業調査 市川市 1984 推進計画

       〃      事業推進計画 市川市 1986 推進計画

       〃      事業調査(その２) 市川市 1988 推進計画

       〃      事業推進調査 市川市 1988-97 推進計画

       〃      事業費算定業務 市川市 1998 事業計画

再開発計画
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千葉県 (つづき)
市川駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業費修正業務 市川市 1999 事業計画

       〃      権利変換計画作成等業務 市川市 2002 権利変換計画

       〃      再開発審査会運営等業務 市川市 2002 権利変換計画

       〃      権利変換計画修正等業務 市川市 2003,05 権利変換計画

       〃      再開発審査会運営等業務 市川市 2003,04 権利変換計画

       〃      特定建築者公募要領等作成業務 市川市 2003 事業計画

       〃      事業推進業務 市川市 2004-06 推進計画

       〃      再開発審査会運営業務 市川市 2007-09 権利変換計画

       〃      商業施設内装設計等調整業務 市川市 2007,08 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      権利者対応支援業務 市川市 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      権利変換計画図書変更等業務 市川市 2008 権利変換計画

       〃      総合調整業務に伴う住宅棟に係る管理規約
　　　　　　 　の検討業務 (株)再開発計画技術 2004 管理運営

       〃      施設管理規約作成等業務 三井不動産(株)、野村不動産
(株)、清水建設(株) 2005,06 管理運営

       〃      Ａ街区管理組合運営等コンサルティング
　　　　　　　 業務委託 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ(株)

野村不動産(株)、清水建設(株) 2007-08 管理運営

       〃      補助対象事業費算定等業務 三井不動産(株)、野村不動産
(株)、清水建設(株) 2005-08 その他

       〃      補助対象事業費算定等業務 大成建設(株)、(株)奥村組 2005-08 その他

       〃      総合コーディネーター業務 (株)再開発技術 2006 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      建築施設の部分の整備費用算定等業務委託 市川市 2009 権利変換計画

千葉市Ｅ区公共公益施設用地の土地利用基本構想策定 千葉市 1989 基本構想

松戸市小金原地区センター再開発事業基本計画策定 ※ 1989 基本計画

茂原駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業基本設計 茂原市＊ 1985 事業計画

       〃      権利変換計画作成 茂原市 1987 推進計画

       〃      権利変換変更計画作成 茂原市 1989 権利変換計画

       〃      再開発ビル管理運営方針指導業務 茂原市 1990 管理運営

       〃      再開発ビル管理規約等作成 茂原市 1991 管理運営

       〃      施設建築物の価格確定業務 茂原市 1992 価格確定

神奈川県
鹿島田駅西地区市街地再開発事業調査 都市基盤整備公団 1999-02 事業計画

金沢八景駅周辺地区整備基本構想策定 横浜市 1982 基本構想

金沢八景駅前再開発推進計画・同基本計画(その１) 横浜市 1984 推進計画

金沢八景駅前再開発基本計画 横浜市 1985 推進計画

金沢八景駅東口地区市街地再開発事業基本計画作成 (社)全国市街地
再開発協会 1986 基本計画

金沢八景駅東口地区市街地再開発事業推進指導 横浜市 1986-88 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

上大岡駅周辺市街地再開発事業適地調査 住宅･都市整備公団 1995 適地調査

上大岡駅Ｂ・Ｃ地区再開発検討調査 住宅･都市整備公団 1995 基本構想

上大岡駅Ｃ地区事業化推進調査 横浜市 1997 推進計画

上大岡駅Ｃ地区地区計画等策定業務 横浜市 1997 推進計画

川崎駅前団地(仮称)の管理･運営に関する調査 住宅･都市整備公団 1983 管理計画

川崎東田町８番地地区市街地再開発事業
       〃      事業方針調査 住宅･都市整備公団 1984,85 推進計画

       〃      事業計画方針作成調査 住宅･都市整備公団 1985,86 事業計画

       〃      事業資金計画 住宅･都市整備公団 1986 事業計画

       〃      事業権利変換計画 住宅･都市整備公団 1986 権利変換計画

       〃      権利変換計画の見直し等業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

       〃      事業費等検討調査 住宅･都市整備公団 1988-90 事業計画

       〃      事業記録作成 住宅･都市整備公団 1989,90 その他

       〃      事業記録ビデオ作成 川崎市 1990 その他

相模大野駅西側地区市街地再開発事業 ※ 1991,92 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

戸塚駅東口地区整備事業化検討調査 横浜市 1992 基礎調査

戸塚駅東口地区整備事業推進計画策定調査 横浜市 1993 推進計画

戸塚駅東口地区周辺整備策定調査 横浜市 1994 整備計画

再開発計画

18



神奈川県 (つづき)
長津田駅北側Ａ地区基本計画策定調査 横浜市 1988 基本計画

長津田駅北側Ａ地区推進計画策定調査(調査Ｂ) 横浜市 1989 推進計画

長津田駅南口再開発計画 その２ ※ 1989 推進計画

野毛町三丁目地区市街地再開発事業の補償基準 (社)全国市街地
再開発協会 1978 事業計画

野毛町３丁目北地区(中税跡地周辺地区)市街地再開発事業
       〃      中税務署跡地周辺地区再開発事業基本計画
　　　　　　　 推進調査 横浜市 1994 基本計画

       〃      推進業務 横浜市 1995 推進計画

       〃      事業計画作成(測量調査等) 横浜市住宅供給公社 1996 事業計画

       〃      事業計画作成(資金計画作成) 横浜市住宅供給公社 1996 事業計画

       〃      推進計画作成業務 横浜市住宅供給公社 1996 推進計画

       〃      権利変換計画作成業務 横浜市住宅供給公社 1996 権利変換計画

       〃      推進計画作成業務 横浜市住宅供給公社 1998-02 推進計画

       〃      パンフレット作成業務 横浜市住宅供給公社 1998 その他

       〃      事業史ビデオ作成業務 横浜市住宅供給公社 1998 権利変換計画

       〃      価額確定業務 横浜市住宅供給公社 2001 権利変換計画

本厚木駅北口周辺整備計画 厚木市 1981 基本計画

武蔵小杉駅周辺地区における事業化検討調査 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2003-05 基本構想

東京近郊主要駅における駅前街区再編に係る事業化検討等業務 (独)都市再生機構 2021 基本構想

横須賀市汐入Ｊ街区市街地再開発適地調査 住宅･都市整備公団 1989 適地調査

横須賀市本町三丁目地区市街地再開発事業推進計画策定調査
住宅･都市整備公団 1989 推進計画

厚木駅南地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換計画書作
成業務 ㈱ＵＲリンケージ 2019 権利変換計画

新潟県
長岡市中心市街地構造改革事業の事業化検討業務(その１) (社)全国市街地

再開発協会 2004 基本構想

長岡市大手通坂之上町地区における事業計画及び権利変換計画
推進等業務 (独)都市再生機構 2019-25

権利変換計画
～推進計画

長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業
Ａ-1街区特定建築者建設工事補助対象事業費算定等業務委託

大和ハウス工業(株)
東京本店 2020-23 その他

静岡県
静岡駅南口地区市街地再開発事業 静岡市 1986 事業計画

静岡駅南口Ｄ・Ｅ地区市街地再開発事業
       〃      事業推進業務 静岡駅南口D･E地区

市街地再開発準備組 1988 推進計画

       〃      事業推進業務 ※ 1989 推進計画

       〃      事業推進業務 静岡駅南口D･E地区
市街地再開発準備組 1990 推進計画

       〃      事業計画作成 静岡駅南口D･E地区
市街地再開発準備組 1990 事業計画

       〃      権利変換計画作成 静岡駅南口D･E地区
市街地再開発準備組 1991 権利変換計画

       〃      事業推進業務 静岡駅南口第一地区
市街地再開発組合 1992,93 推進計画

静岡駅南口第一地区市街地再開発事業
       〃      権利変換計画管理等 静岡駅南口第一地区

市街地再開発組合 1994 権利変換計画

       〃      施設建築物管理運営計画検討 静岡駅南口第一地区
市街地再開発組合 1995 管理運営

       〃      事業計画管理 静岡駅南口第一地区
市街地再開発組合 1995 管理運営

静岡駅南口周辺地区街づくり推進計画策定 静岡市 1996,97 推進計画

東静岡地区建物共同化検討調査 静岡市 1998 推進計画

掛川駅前東街区・駅周辺整備計画作成業務 ※ 2005 整備計画

三島駅周辺地区南口東街区市街地整備検討業務 (独)都市再生機構 2015 基本計画

愛知県
東海市尾張横須賀駅西第２地区市街地再開発事業
       〃      施行区域設定調査 東海市 1993 推進計画

       〃      推進計画案作成調査 東海市 1994 推進計画

再開発計画
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愛知県 (つづき)
東海市横須賀地区市街地再開発事業
       〃      指導委託等 東海市 1995,96 推進計画

       〃      基本計画 (社)全国市街地
再開発協会 1987 基本計画

       〃      施行地区設定調査 東海市 1988 推進計画

       〃      推進計画案作成 東海市 1989 推進計画

       〃      推進計画作成 東海市 1990 推進計画

       〃      事業計画案作成 東海市 1992 事業計画

       〃      事業計画作成調査 横須賀本町地区
再開発準備組合 1994 事業計画

       〃      都市計画決定･組合設立認可申請 東海市 1995 事業計画

       〃      権利変換計画作成 横須賀本町市街地
再開発組合 1998 権利変換計画

       〃      事業推進業務 横須賀本町市街地
再開発組合 1999-01 推進計画

西枇杷島町二ツ杁駅前地区市街地再開発事業基本計画 西枇杷島町 1988 基本計画

西枇杷島町二ツ杁駅前地区市街地再開発事業地元推進調査 西枇杷島町 1989 推進計画

大阪府
北浜四丁目地区における事業計画及び権利変換計画の検討業務

(株)URサポート 2004 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

淀屋橋地区第一種市街地再開発事業に係る資金計画等作成業務
(独)都市再生機構 2004 事業計画

淀屋橋地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換計画作成業
務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

沖縄県
沖繩県既成市街地整備計画 沖縄県 1979 整備構想

樋川第三住宅地区改良事業等計画基礎調査 那覇市＊ 1986 基本構想

大道住宅地区改良事業計画基礎調査 那覇市＊ 1987 基本構想

名護十字路Ｃ地区再開発基本計画策定 名護市 1987 基本構想

再開発計画
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再開発計画(完了地区)

墨田区・白髭第二地区 '78完成 墨田区・白髭東第三地区 '81完成

水沢中央地区 '85完成 川越駅前脇田町地区 '82完成

日立・神峰町一丁目地区 '89完成 川越駅東口地区 '90完成
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再開発計画(完了地区)

西国分寺駅南口地区 '90完成 川崎東田町８番地地区 '90完成

茂原駅南口地区 '92完成

静岡南口第一地区 '97完成

中野坂上本町二丁目地区 '96完成 聖蹟桜ヶ丘駅南地区 '99完成
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再開発計画(完了地区)

北上市本通り・新穀町地区 '00完成 武蔵浦和駅第６街区 '01完成

東海市横須賀本町地区 '01完成 野毛町３丁目北地区 '02完成

大泉学園駅前地区 '02完成 西国分寺駅東地区 '07完成
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再開発計画(完了地区)

市川駅南口地区 '10完成

勝どき駅前地区 '10完成

武蔵小金井駅南口第一地区 '10完成

武蔵浦和駅第１街区 '16完成
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再開発地区名 施行者　　　年度
1974年
昭和49年

1975年
昭和50年

1976年
昭和51年

1977年
昭和52年

1978年
昭和53年

1979年
昭和54年

1980年
昭和55年

1981年
昭和56年

1982年
昭和57年

1983年
昭和58年

1984年
昭和59年

1985年
昭和60年

1986年
昭和61年

江東防災拠点
白髭東

東京都

川越駅前脇田町 日本住宅公団

神峰町一丁目
神峰町一丁目

市街地再開発組合

水沢中央
横町一番街

市街地再開発組合

川越駅東口 川越市

川崎東田町８番地
住宅・都市整備公

団

西国分寺駅南口
住宅・都市整備公

団

茂原駅南口 茂原市

中野坂上
本町二丁目

住宅・都市整備公
団

静岡駅南口第一
静岡駅南口第一
市街地再開発組合

聖蹟桜ヶ丘駅南
住宅・都市整備公

団

北上市本通り
・新穀町

北上市本通り
・新穀町地区

市街地再開発組合

武蔵浦和駅
第６街区

都市基盤整備公団

東海市
横須賀本町

横須賀本町
市街地再開発組合

野毛町３丁目北
横浜市住宅供給公

社

事業進捗
都市計画決定

以前

都決後から組
合設立(事業
計画)認可前
まで

組合設立認可
後から権利変
換計画認可ま

で

権利変換計画
認可年度

権利変換計画
認可後から完
成まで

コンサル

事業調査

中 断 推進計画 権変計画

事業計画 コンサル

権変計画事業計画推進計画

事業計画実施計画基本計画推進計画構想計画整備構想

事業計画

実施設計
権変計画

事業計画推進計画基本計画

事業計画適地調査

商業施設
実施設計

商業施設
基本計画

工場施設
実施設計

工場施設
基本計画

基本計画 権変計画 管理運営

権変計画

メイプル

マイン

アウレット
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事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（１）

1987年
昭和62年

1988年
昭和63年

1989年
平成元年

1990年
平成２年

1991年
平成３年

1992年
平成４年

1993年
平成５年

1994年
平成６年

1995年
平成７年

1996年
平成８年

1997年
平成９年

1998年
平成10年

1999年
平成11年

2000年
平成12年

2001年
平成13年

2002年
平成14年

サウスポット
静岡

アトレ

レガ

パレール

サンべェル

事業計画

権変計画権変計画事業計画コンサルコンサル

権変計画事業計画計画方針素案計画

価格確定管理運営コンサル権変計画

権変計画 コンサル
権変変更
計 画

コンサル 管理計画 価格確定

記録作成
事業変更
計 画

事業計画権変計画

事 業 史管理運営権変計画

権変計画

事業計画 事業計画 事業計画事業計画 事業計画 事業計画

権変計画 管理運営

都市計画推進計画推進計画
促進調査
整備計画

検討調査 事業計画 権変計画

推進計画
事業計画

事業計画
基本設計

権変計画 事業計画

実施計画

事業計画

権変計画
実施設計

ヴィータ
聖蹟桜ヶ丘

ツイン
モール
プラザ

事業計画

事業計画

商業集積
基本構想

意向調査

サンブライト
ツイン

都市計画 事業計画 権変計画 事業計画 事業計画
ライブ
タワー

武蔵浦和
事業計画

事業計画 都市計画

基本計画 事業推進 事業計画 権変計画 権変計画

権変計画

推進計画

推進計画 推進計画

推進計画

プログレス
本町

野毛町
３丁目

北地区ビル

推進計画

推進計画

推進計画 適地調査 推進計画 推進計画 推進計画

基本計画 事業推進 事業推進 事業推進 事業推進
駅西地区

事業推進
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再開発地区名 施行者　　　年度
1994年
平成６年

1995年
平成７年

1996年
平成８年

1997年
平成９年

1998年
平成10年

1999年
平成11年

2000年
平成12年

2001年
平成13年

2002年
平成14年

2003年
平成15年

2004年
平成16年

大泉学園駅前
都市基盤整備公

団

西国分寺駅東 都市再生機構

淀屋橋
個人施行

都市再生機構

勝どき駅前 都市再生機構

武蔵小金井駅
南口第一

都市再生機構

武蔵浦和駅
第１街区

都市再生機構

八幡町 須賀川市

四谷駅前 都市再生機構

虎ノ門二丁目
個人施行

都市再生機構

戸越五丁目19
番

市街地再開発組
合

長岡市大手通
坂之上町

都市再生機構

事業進捗
(予定含む)

権利変換計
画認可後か
ら完成まで

市川駅南口 市川市

都市計画決
定以前

都決後から
組合設立(事
業計画)認可
前まで

組合設立認
可後から権
利変換計画
認可まで

権利変換計
画認可年度

1989年 推進計画

1990年 計画策定
1991-93年 事業計画

大泉学園
ゆめりあ

事業計画 事業計 画

推進計画 推進計画

権変計画事業計画

基本構想 推進計画

事業計画

都市計画

事業計画

都市計画

推進計画

推進計画

事業計画

都市計画

推進計画

権変計画

都市計画

事業計画

事業計画 事業計画

事業計画

事業計画

事業計画 事業計画

事業計画 権変計画

事業計画 権変計画

都市計画推進計画 都市計画

権変計画

事業推進
関 連

事業計画

推進計画 推進計画 推進計画 推進計画 推進計画

権変計画

事業推進
関 連

事業計画

事業計画

1981年から調査開始

1981年-基礎調査

1982年-基本計画

1983年-1993年

基本構想 基本構想

1987年から調査開始

1987年-推進計画

1988年-適地調査
1989-91年-推進計画

1992-93年 基礎調査

事業計画
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事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（２）

2005年
平成17年

2006年
平成18年

2007年
平成19年

2008年
平成20年

2009年
平成21年

2010年
平成22年

2011年
平成23年

2012年
平成24年

2013年
平成25年

2014年
平成26年

2015年
平成27年

2016年
平成28年

2017年
平成29年

2018年
平成30年

2019年
令和元年

2020年
令和２年

Ｉ-link
タウン

いちかわ

アクウェル

武蔵小金井

勝どき

ビュー

タワー

管理運営

事業推進
関 連

権変計画

権変計画

管理運営

事業推進
関 連

権変計画

事業推進
関 連

西国分寺
駅東地区

事業推進
関 連
事業推進
関 連

事業推進
関 連

管理運営

基本構想 推進計画
事業推進
関 連事業計画 権変計画権変計画

管理運営

事業推進
関 連

事業推進
関 連

価額確定

権変計画権変計画

事業推進
関 連

事業推進
関 連

基本構想 基本構想 基本構想 事業計画

事業計画 事業計画 事業計画 事業計画 プラム
シティ

事業推進
関 連

事業推進
関 連

事業推進
関 連

事業推進
関 連

事業計画 権変計画 事業推進

事業計画 事業計画事業計画 事業計画

事業推進

事業計画 権変計画

権変計画 権変計画

権変計画

淀屋橋

odona
（オドナ）

須賀川市役所本庁舎

権変計画 事業推進

コンサル コンサル コンサル コンサル
特定業務

代行選定

事業推進

事業推進

コモレ四谷

事業推進 事業推進

事業推進 事業推進

権変計画 事業推進

権変計画

資金計画

権変計画

資金計画
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住宅市街地計画

東京都
住環境改善のための民間住宅の誘導策について (社)東京建築士会 1979

木造賃貸住宅地区総合整備事業における建替促進のための基礎調査 東京都 1987

木造賃貸住宅地区整備促進実施計画 東京都 1988

東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業制度リーフレット作成 東京都 1989

東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業制度ハンドブックの改訂及び共同
建て替え事例調査 東京都 1993

低層住宅建替えのための実施計画 東京都 1990

木賃ガイドブック作成調査 住宅･都市整備公団 1990

都営住宅横川五丁目第2団地におけるシルバーハウジング・プロジェクト事
業計画策定 東京都 1990

モデル街区共同建替推進事業(墨田区八広4丁目地区)コンサルティング
業務

(財)東京都住宅･
まちづくり公社 1994

密集市街地の面的整備に係る事業計画策定に向けた検討調査 (独)都市再生機構 2010

平成23年度東京都区部（城西地区）における防災まちづくり計画検討業務 (独)都市再生機構 2011

平成23年度密集市街地における防災まちづくり方策等検討業務 (独)都市再生機構 2011

東京都区部（城南地区）に係るまちづくり計画検討業務 (独)都市再生機構 2011

東京都/木密不燃化特区制度基本調査 ※ 2012

平成24年度密集市街地における整備方策等検討業務 (独)都市再生機構 2012

東京23区内の住居系地域における都市再生事業の新たな展開方策検討業務 (独)都市再生機構 2013

東京都区部（城南地区）に係る事業方策検討業務 (独)都市再生機構 2014

足立区
足立一･二･三丁目地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業地区整備誘導
計画策定調査 足立区 2000

密集市街地（千住地区）における防災まちづくり調査及び啓発業務委託
（国・重点分野） 足立区 2011

荒川区
町屋西地区ガイドライン作成 荒川区 1995

荒川2,4,7丁目地区まちづくり方策検討調査 (独)都市再生機構 2006

江戸川区
篠崎駅東部・瑞江駅西部地区における密集住宅市街地整備促進事業の整備
計画及び事業計画作成 東京都 2003

南小岩八丁目地区における密集市街地整備方策検討調査 (独)都市再生機構 2004

江戸川区小岩における都市計画道路拡幅整備に伴う生活再建方策検討補助 ※ 2015

大田区
低層住宅市街地再生・大田地区検討 (財)住宅都市工学研

究所 1990

大森南・北糀谷地区市街地密集地区再生事業整備計画作成 大田区 1991-92

大森南・北糀谷地区ガイドライン策定 大田区 1992

葛飾区
東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業･東京都木造賃貸住宅地区整備促
進事業広域及び現況調査 葛飾区 1994

東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成のための調査 葛飾区 1995

東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成のための物件調査 葛飾区 1996

東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査 葛飾区 1997

東四つ木三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 葛飾区 1998

東四つ木三・四地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業地区整備誘導計画 葛飾区 1998

東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画(その3)作成調査 葛飾区 1999

東四つ木地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業まちづくり支援事業委託
葛飾区

2000,03,
04

東四つ木地区防災密集地域総合整備事業まちづくり活動支援委託 葛飾区 2005-07

東四つ木地区住宅市街地総合整備事業(密集型)事業延伸に伴う申請書類等
作成業務委託 葛飾区 2006

東立石四丁目密集事業導入検討調査委託 葛飾区 2005

東立石四丁目住宅市街地総合整備事業(密集型)現況調査及び整備計画策定
等業務委託 葛飾区 2006
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葛飾区(つづき)
東四つ木地区密集事業計画変更図書作成等業務委託

葛飾区 2021

不燃化特区における不燃領域率調査委託 葛飾区 2022

東立石四丁目住宅市街地総合整備事業(密集型)事業計画策定に伴う書類等
作成業務委託 葛飾区 2007

東立石四丁目地区  まちづくり検討調査委託 葛飾区 2014

東立石四丁目地区防災街区整備地区計画改正業務委託 葛飾区 2015

四つ木・東四つ木地区密集事業　事業延伸に伴う申請書類作成等業務委託 葛飾区 2011

四つ木・東四つ木地区密集事業　事業延伸計画策定等業務委託 葛飾区 2012

現況調査及び資料作成業務委託(四つ木一･二丁目地区・東四つ木三･四丁目
地区・東立石四丁目地区) 葛飾区 2016

堀切二丁目周辺及び四丁目地区現況調査業務委託 葛飾区 2020

北区
上十条三･四丁目地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業まちづくり活動支
援 北区まちづくり公社 2000-01

上十条三･四丁目地区まちづくり活動支援 北区 2002-05

上十条三･四丁目地区事業再評価業務委託 北区 2002

上十条三･四丁目地区整備計画変更業務 北区 2003

住宅市街地総合整備事業(上十条三･四丁目地区)推進業務 北区 2006,07

事業再評価資料作成業務委託(上十条三･四丁目地区) 北区 2007

住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）上十条三・四丁目地区
整備計画及び事業計画変更業務委託 北区 2008

密集住宅市街地整備促進事業(十条区域)現況調査 北区 2003

(十条区域)整備計画等策定業務 北区 2004

住宅市街地総合整備事業(十条区域(中十条二丁目・三丁目))現況調査 北区 2005

住宅市街地総合整備事業(十条地区)整備計画策定業務 北区 2005

住宅市街地総合整備事業(十条区域)の事業計画策定業務 北区 2005

十条地区まちづくり全体協議会活動支援(十条西ブロック) 北区 2006

まちづくり活動支援(十条西ブロック) 北区 2008-10

地域の住民組織による高齢者資産を活用した密集市街地の改善と地域住民
の供給方策の検討並びにまちづくりソフトの検討調査（北区十条地区）

全国都市再生モデル
調査 2003

田端地区における住宅市街地総合整備事業の整備計画及び事業計画作成 東京都 2004

密集市街地における沿道まちづくり実現化方策検討業務 (独)都市再生機構 2008

密集市街地地内の低未利用地を活用した沿道まちづくり検討業務 (独)都市再生機構 2009

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 (独)都市再生機構 2009

まちづくり活動支援委託（十条環七北側地区） 北区 2010

まちづくり活動支援委託（十条北ブロック） 北区 2011,13

まちづくり活動支援委託（十条西・十条北ブロック） 北区 2012

十条北地区現況調査業務委託（住宅市街地総合整備事業） 北区 2012

木密地域整備プログラム案の策定業務委託（十条先行実施地区） 北区 2012

まちづくり活動支援委託（十条西ブロック） 北区 2013-17

まちづくり活動支援委託（駅西ブロック）
北区

2013,16,
18-19,21

商店街連携支援委託（十条駅西地区） 北区 2013

（仮称）補助83号線周辺北地区　沿道まちづくり検討業務委託 北区 2014

上十条一丁目、中十条一・二・三丁目地区及び岸町二丁目地区現況調査委
託　　　　　　　　　　　（住宅市街地総合整備事業） 北区 2014

（仮称）補助83号線周辺北地区地区計画原案等作成業務委託 北区 2015

上十条一丁目、中十条一・二・三丁目地区及び岸町二丁目地区不燃化推進
特定整備地区整備プログラム検討業務委託 北区 2015

社会資本総合整備計画　事後評価に係る指標調査・算定業務委託 北区 2015

上十条一丁目、中十条一・二・三丁目及び岸町二丁目地区整備計画・事業
計画等策定業務委託 北区 2016

まちづくり活動支援委託（83号線ブロック） 北区 2016

（仮称）十条駅周辺東地区及び岸町二丁目地区地区計画素案等作成業務 北区 2018

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（十条駅東地
区・十条駅西地区） 北区 2020
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渋谷区
本町地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画(案)策定調査 渋谷区 1997

本町地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業地区整備誘導計画(案)策定
調査 渋谷区 1997

本町まちづくり推進事業に係わる調査 渋谷区 1998-00

市街地整備事業等に係る計画変更調査業務 渋谷区 2002

渋谷区本町地区における防災まちづくり推進に向けた事業化検討業務 (独)都市再生機構 2020-21

新宿区
新宿区百人町三丁目地区基本計画作成(その1) 住宅･都市整備公団 1987

新宿区百人町三丁目地区事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1988

新宿区百人町三・四丁目地区都市居住更新事業整備計画作業 (財)新宿区都市
整備公社 1988

新宿区百人町三丁目地区移転建替え計画策定調査 (財)新宿区都市整備
公社､住宅･都市整備

公団 1990

新宿区百人町三丁目地区街づくり計画作成作業 (財)新宿区都市整備
公社 1991

新宿区百人町三丁目地区移転住宅低層棟モデルプラン作成 (財)新宿区都市整備
公社 1992

(百人町三丁目地区)都市整備用地利用計画(案)作成 (財)新宿区都市整備
公社 1993

新宿区地域高齢者住宅計画策定 新宿区 1990

新宿区シルバーハウジング・プロジェクト事業計画策定 新宿区 1991

赤城周辺地区居住環境整備計画(案)作成のための作業 (財)新宿区都市整備
公社 1992

赤城周辺地区木造賃貸住宅地区整備促進事業に係る整備計画及びガイドラ
イン並びにまちづくりニュースの作成等に係る作業

(財)新宿区都市整備
公社 1993

赤城周辺地区まちづくり運営等 (財)新宿区都市整備
公社 1994

赤城周辺地区のまちづくりの会の運営等業務 新宿区 1995,96

赤城周辺地区事業計画策定業務(密集住宅市街地整備促進事業) (財)東京都住宅･ま
ちづくりセンター 1997

赤城周辺地区整備計画推進事業(密集住宅市街地整備促進事業) ※ 2000

赤城周辺地区整備計画推進事業及び事業再評価に関する調査業務 新宿区 2002

若葉・須賀町地区地区整備誘導計画策定業務 新宿区 1999

墨田区
京島地区整備計画 日本住宅公団 1978

京島地区住宅建設事業調査(住環境整備モデル事業) 東京都 1978

京島地区整備計画(基礎調査) 墨田区 1981

京島地区地区計画及び事業所計画 墨田区 1981

京島地区整備計画(住環境モデル事業計画) 墨田区 1988

京島まちづくり事業推進計画作成 墨田区 1989

京島地区まちづくりＰＲに関する企画 (財)墨田まちづくり
公社 1990

京島地区まちづくり事業用地(京島3-55)の再開発に関する企画 (財)墨田まちづくり
公社 1991

京島地区事業概要書作成 墨田区 1993

京島地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画現況調査 (財)東京都防災･建築
まちづくりセンター 1998

京島地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業整備誘導計画策定 (財)東京都防災･建築
まちづくりセンター 1998

京島地区密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成調査 ※ 1999

京島地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画作成調査 ※ 1999

高齢者住宅計画策定事業の助言 墨田区 1989

墨田区高齢者住宅計画 墨田区 1989

墨田区シルバーハウジング・プロジェクト事業計画・推進計画策定 墨田区 1990

東京都木造賃貸住宅地区整備促進事業現況調査・ガイドライン作成調査 墨田区 1990

墨田区北部中央地区木賃アクションプログラムの作成調査 墨田区 1992

墨田区北部中央地区整備計画作成の調査 墨田区 1993

墨田区北部中央地区ガイドライン作成の調査 墨田区 1993
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墨田区 (つづき)
墨田区北部中央地区密集住宅市街地整備促進事業事業計画策定調査 (財)東京都住宅･ま

ちづくりセンター 1997

墨田区北部地区密集住宅市街地整備促進事業現況調査 墨田区 1995

北部中央緊急木造住宅密集地域防災対策事業地区整備誘導計画調査 墨田区 1997

墨田区鐘淵周辺地区密集住宅市街地整備促進事業整備計画作成調査 墨田区 1996

墨田区鐘淵周辺地区木造住宅密集地域整備促進事業ガイドライン作成調査 墨田区 1996

墨田区鐘淵周辺東地区緊急木造住宅密集地域防災対策事業地区整備計画策 墨田区 1998

墨田区鐘淵周辺西地区地区整備誘導計画策定調査 墨田区 1999

京島二・三丁目地区事業化検討業務 (独)都市再生機構 2011

京島地区事業化検討業務 (独)都市再生機構 2012

墨田区北部の密集市街地における整備方策等検討業務
(独)都市再生機構

2013,14,
16,17

京島地区周辺地区事業化検討業務 (独)都市再生機構 2014

京島周辺地区及び鐘ヶ淵周辺地区事業化検討業務 (独)都市再生機構 2015-20

東京都区部東部の密集市街地における事業計画等検討業務 (独)都市再生機構 2021-22

世田谷区
世田谷区野沢１丁目10～11、17～24番街区事業計画作成 世田谷区 1994

上馬・野沢地区Ａブロック(野沢2丁目29､32～24番街区)事業計画作成調査 世田谷区 1995

平成8年度世田谷区上馬・野沢地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業
計画策定

(財)東京都住宅･ま
ちづくりセンター 1996

北沢三･四丁目地区まちづくり方策検討調査 (独)都市再生機構 2007

台東区
台東区谷中2･3･5丁目地区現況調査(密集住宅市街地整備促進事業)に関する
業務委託 ※ 2000

豊島区
豊島区住環境整備計画策定のための調査 東京都 1980

豊島区住環境整備計画策定のための調査(現況調査) 東京都 1982

中野区
南台四丁目地区の市街地密集地区再生事業整備計画作成及びガイドライン
作成 中野区 1991

南台四丁目地区整備計画推進事業に伴うコンサルティング 中野区 1992-94

平成8年度中野区南台四丁目地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計
画策定

(財)東京都住宅･ま
ちづくりセンター 1996

南台四丁目地区における緊急木造住宅密集地域防災対策に係る地区整備
誘導計画策定

(財)東京都住宅･ま
ちづくりセンター 1997

南台四丁目地区事業の再評価調査 中野区 2000

南台四丁目地区の整備計画、事業計画及びガイドライン等変更調査委託 中野区 2001

南台四丁目地区事業再評価調査委託 中野区 2005

南台一･二丁目地区の市街地住宅密集地区再生事業整備計画作成､都木造
賃貸住宅地区整備促進事業ガイドライン作成 中野区 1993

南台一･二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計画策定 中野区 1998

南台一･二丁目地区事業化方策検討基礎調査 住宅･都市整備公団 1998

南台一･二丁目地区における整備計画推進事業調査 中野区 1999-01

平成12年度モデル街区共同建替推進事業(中野区南台一･二丁目地区)コンサ
ルタント派遣

(財)東京都防災･建築
まちづくりセンター 2000

南台四丁目地区住宅市街地総合整備事業の完了に伴う事後評価調査委託 中野区 2011

弥生町三丁目周辺における防災まちづくり計画検討支援業務 (独)都市再生機構 2012

文京区
文京区住環境整備計画策定のための調査(基本調査) 東京都 1981

千駄木･向丘地区現況調査に関する業務 ※ 2004

小金井市
公営住宅ストック総合活用計画策定委託 小金井市 2002

多摩市
多摩市高齢者住宅計画策定 多摩市 1990
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千葉県
千葉市営住宅建替基本計画策定 千葉市 1987

千葉県主要市における木造密集市街地の状況等調査 住宅･都市整備公団 1997

高根台土地利用 ※ 2010

横浜市
中村町５丁目住環境整備事業化検討調査 横浜市 1995

中村町５丁目住環境整備事業検討調査 横浜市 1998

鶴見区市場西中町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 横浜市 2004,05

鶴見区市場西中町地区住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)整
備計画策定及び事業計画案策定調査 横浜市 2006

鶴見区市場西中町地区住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)事
業計画策定等調査 横浜市 2007

南区三春台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
策定等調査(その３) 横浜市 2008

南区三春台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
及び事業計画策定調査業務委託 横浜市 2009

南区三春台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
画及び事業計画策定調査業務委託（その２） 横浜市 2010

少子高齢化にふさわしい土地利用検討調査 横浜市 2011

川崎市
第７期住宅建設５箇年計画策定に伴う基礎調査 川崎市 1995

公社事業の推進に係る中堅勤労者の住宅需要実態把握等に関する調査 川崎市 1996

川崎市における住宅・住環境整備施策の地域重点化に関する調査及び
調査２ 川崎市 1996

上福岡市
上福岡駅西口地区地区都市居住更新事業整備基本構想策定調査 住宅･都市整備公団 1988

その他
木賃住宅地区総合整備事業への公団参画可能性調査 住宅･都市整備公団 1983

低未利用地等を活用した重点整備地域における優先整備地区の選定と都心
居住の実現等の公団事業参画に関する検討調査 (社)日本住宅協会 2001

密集事業地元説明用パンフレット作成業務 (株)URリンケージ 2004-05
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都市防災計画

東京都
亀戸・大島・小松川地区防災拠点実施基本計画に関する調査 東京都 1977

低地盤地域震災対策計画(その2) ※ 1979

｢防災都市づくり推進計画<整備計画>に関する調査｣(立石･四つ木･堀
切地域)

(財)東京建築防災
センター 1996

｢防災都市づくり推進計画<整備計画>に関する調査｣(南台･本町(渋谷
区)･西新宿地域)

(財)東京建築防災
センター 1996

足立区
防災まちづくり基本計画策定 足立区 1981

補助100号線都市防災不燃化促進調査 足立区 1982

桜土手通り都市防災不燃化促進調査 足立区 1983

日光街道都市防災不燃化促進調査 足立区 1984

補助190号線都市防災不燃化促進調査 足立区 1985

補助256号線都市防災不燃化促進調査 足立区 1986

放射11号線都市防災不燃化促進調査 足立区 1987

補助136号線都市防災不燃化促進調査 足立区 1988

補助136号線関原・梅田地区都市防災不燃化促進調査 足立区 2000

足立区不燃化建替え相談業務 　足立区まちづくり
公社 1989

中央本町地区防災生活圏促進事業策定調査 足立区 1992

中央本町地区防災生活圏促進事業推進計画策定調査 足立区 1993

新たな防災まちづくり基本計画策定 足立区 1998

補助138号線西新井駅西口地区不燃化促進調査委託 足立区 2005

足立区防災まちづくり計画改定事業業務 足立区 2007

｢足立区防災コミュニティ計画｣策定手引き作成業務委託 足立区町会･自治会連
合会 2008

防災コミュニティ計画モデル地区取り組み支援業務委託 西新井地区町会･自治
会連合会 2008

板橋区
川越街道地区都市防災不燃化促進調査 板橋区 1989

板橋区建て替え相談委託 板橋区 1990

川越街道南地区都市防災不燃化促進調査 板橋区 1991

環状７号線板橋地区都市防災不燃化促進区域権利関係調査 板橋区 1992

環状８号線板橋地区都市防災不燃化促進調査 板橋区 1992

川越街道北地区都市防災不燃化促進調査 板橋区 1994

中山道地区都市防災不燃化促進調査 板橋区 1996

補助26号線地区都市防災不燃化促進調査 板橋区 1997

補助26号線地区都市防災不燃化促進事業期間延伸調査 板橋区 2007

大田区
中原街道地区都市防災不燃化促進調査 大田区 1990

環状７号線大田地区都市防災不燃化促進調査 大田区 1992

環状８号線大田地区都市防災不燃化促進調査 大田区 1997

補助29号線沿道地区都市防災不燃化調査委託 大田区 2015

葛飾区
葛飾区都市防災施設計画調査 葛飾区 1977

防災都市づくり重点地区整備計画策定 葛飾区 1996

四つ木・東四つ木・東立石地区  密集市街地総合防災計画に係る資料
作成業務委託 葛飾区 2015

北区
十条地区防災生活圏促進事業まちづくり活動支援 北区まちづくり公社 2000,01

十条地区防災生活圏促進(防災都市づくり)事業まちづくり活動支援 北区 2002-08

十条環七北側地区まちづくり基礎調査業務 北区 2006

十条環七北側地区まちづくり支援業務委託 北区 2007-09

不燃化促進事業パンフレット作成委託 北区 2010

補助83号線南地区都市防災不燃化促進事業事業評価及び変更計画策定委託 北区 2019
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墨田区
墨田区総合住宅施策に関する方針(案)の作成 墨田区 1989

墨田区不燃化促進計画調査 (社)日本都市計画
学会

1986

錦糸地区防災不燃化促進事業計画(推進計画)調査 東京都 1980

中央地区防災システムの検討 ※ 1974

東墨田地区高規格堤防計画検討業務
(財)リバーフロント

整備センター 1996

東墨田地区高規格堤防再開発事業化検討業務
(財)リバーフロント

整備センター 1997

東墨田地区高規格堤防再開発事業アンケート調査集計等業務
(財)リバーフロント

整備センター 1998

東墨田地区高規格堤防整備に係る地元情報調査整理業務
(財)リバーフロント

整備センター 1999

（仮称）押上通り地区都市防災不燃化促進調査委託 墨田区 2011

押上通り・鐘ヶ淵通り第二地区都市防災不燃化促進事業導入委託 墨田区 2014

八広はなみずき通り及び沿道地区都市防災不燃化促進調査委託 墨田区 2017

世田谷区
世田谷区防災環境マップ作成に向けての予備調査 世田谷区 1994

世田谷区防災環境マップ作成 世田谷区 1995

台東区
台東区都市防災施設計画調査 台東区 1977

不忍通り沿道地域不燃化促進に関する基礎調査 台東区 1991

中野区
防災生活圏促進事業候補地選定に伴う調査 中野区 1993

防災生活圏促進事業推進計画作成調査 中野区 1994

環状７号線地区都市防災不燃化促進調査 中野区 1995

木造住宅密集地域等(重点整備地域)に係わる基礎調査 中野区 1996

東大附属中学校周辺地区不燃化促進調査及び南台一･二丁目密集事業
再評価調査 中野区 2006

東京大学附属中等教育学校周辺地区都市防災不燃化促進事業評価調査
委託 中野区 2008

都市防災不燃化促進事業区域内における建築物建替え意向調査等業務
委託 中野区 2009

文京区
文京区都市防災施設計画調査 文京区 1977

文京区不燃化促進に関する基礎調査 文京区 1984

多摩地域
国分寺市の都市の安全性を考える審議会ワーキンググループ作業 ※ 1976

多摩市防災まちづくりコンサルティング 多摩市 1985-88

その他の地域
南関東大震災対策計画 ※ 1974

南関東大震災対策計画調査(川崎地区石油コンビナート隣接地区｢防災
遮断帯｣整備計画調査協力) ※ 1976

南関東大震災対策計画調査(緊急輸送路Ｓ50年度防災対策事業調査) ※ 1976

水戸市都市防災構造化事業計画策定調査 (財)都市防災研究所 1988

横浜市大通り公園周辺における防災建築事業整備計画 横浜市 1978

城西地区避難施設整備計画調査 建設省 1976

神宮東防災建築事業計画 名古屋市 1979

神宮東防災不燃化促進計画 名古屋市 1980

那覇市都市防災構造化対策事業計画地調査 那覇市 1987

都市防災計画
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産業等調査計画(産業振興計画、住工商混在地域計画)

東京都
既成市街地における住工混在地帯環境整備調査 (社)全国市街地

再開発協会 1973

東京都製革化製場等における集約化意向等調査及び集約化モデルプラン 東京都 1975

皮革関連産業(製革関連業)実態調査 東京都 1976

皮革関連産業(皮革取引)実態調査 東京都 1977

なめし皮製造業産地振興計画 製革業産地振興協議会 1980

混合地域における住・商・工の合理的共存調査 東京都 1982

住・商・工混合地域の整備方策に関する調査 (財)地域開発研究所 1983

市街地の高度利用促進のための調査(住工混在地域の再開発促進方策の検
討)

(社)全国市街地
再開発協会 1983

動物油脂地場産業振興ビジョン作成 東京油脂事業共同組合 1983

東京都における中小製造業の地域環境に関する調査 東京都 1984

都内中小企業の環境変化への対応に関する実態調査 東京都 1985

地域中小企業振興センター基本構想策定に伴う実態調査 東京都 1986

民間職業能力開発実態調査 東京都 1986

都内中小企業先端技術導入調査 東京都 1987

都内中小企業先端技術導入事例集の作成 東京都 1988

住工混在地域総合整備手法等調査 東京都 1988

都内卸売業実態調査 東京都 1989

産学公交流に関する実態調査 東京都 1990

都市型インダストリアルパーク基本構想に係る調査 東京都 1991

都市型インダストリアルパークの実現化方策に関する調査 東京都 1992

べっ甲産業加工技能等活用可能性調査 東京都 1992

皮革鞣製業動向調査 東京都 1993

貸工場実態調査 東京都 1993

地域資源活用プロジェクト(墨田区･台東区･葛飾区･荒川区)に係る調査 東京都 2004

地域商業構造変化に関する調査研究委託 東京都 2004

公共職業訓練と企業団体の連携に関する調査 東京都 2004

ＴＡＳＫプロジェクト推進に向けたコーディネート業務 ＴＡＳＫプロジェクト
推進委員会 2005-19

産業支援施設の現状と産業支援ニーズに関する調査 東京都 2005

都内ものづくり中小企業連携事例に関する調査委託 東京都 2008

紙器組合イベント「ハコの日」推進のためのファシリテーション業務 東京紙器工業組合 2018,19

足立区
東京藝術大学との「ファクトリー・ステイ」プロジェクト業務 足立区 2006

足立ブランド認定事業の構築及び運営業務 足立区 2007-19

足立区産学公連携の基盤整備に係る調査及び事業･提案作成業務 足立区 2009

足立区産学公連携の事業推進に係る業務委託 足立区 2010

荒川区
荒川地区環境改善計画に関する事業所実態調査計画 荒川区 1979

白鬚西地区運輸関係者意向調査 東京都 1986

白鬚西地区工業関係者意向調査及び工業・運輸施設計画 東京都 1987

住工混在地域総合整備モデル調査 荒川区 1990

町屋西地区住工混在地域総合整備計画策定調査 荒川区 1991

荒川区工業立地環境整備事業調査 荒川区 1992

荒川区工業立地環境整備事業化検討調査 荒川区 1993

荒川区商業振興策策定のための調査・検討業務 荒川区 2006

産業振興施設整備基礎調査 荒川区 2006,07

商店街ルネッサンス推進事業調査 荒川区 2007

板橋区
板橋区工業用地データバンクシステム整備計画調査 板橋区 1989

住工混在地域総合整備モデル調査 板橋区 1989

住工混在地域総合整備モデル地区整備計画策定調査 板橋区 1990

住工混在地域総合整備モデル事業推進業務 板橋区 1991

板橋区工場ビル入居企業業種に関わる企業実態調査 板橋区 1991
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板橋区（つづき）
板橋区賃貸型工場ビル管理運営等に関する調査 板橋区中小企業振興公

社 1992

住工混在地域総合整備モデル事業ガイドプラン策定基礎調査 板橋区 1992

(仮称)板橋区立生活産業融合型テクノビル入居基準の策定・応募企業実
態調査 板橋区 1993

住工混在地域総合整備ガイドプラン策定調査 板橋区 1993

板橋区生活産業融合型工場ビルの工場施設使用応募企業実態調査 板橋区 1994

住工混在地域総合整備事業モデル事業推進調査 板橋区 1994,95

区民工房企画運営委託 板橋区 1995-97

工場ビルの工場施設使用応募企業実態調査等
板橋区

1995-
2001

地域国際化産業交流調査 板橋区 1997

板橋区後継者経営塾運営委託 板橋区 1998

板橋区産業実態調査 板橋区 2004

工場施設使用募集者実態調査 板橋区 2004

「板橋区産業振興構想」策定委託 板橋区 2005

工場施設使用応募者実態調査 板橋区 2007-09

工場ビル入居応募者実態調査委託 板橋区 2010

江戸川区・江東区
亀戸・大島・小松川地区経営実態調査 東京都 1976

亀戸・大島・小松川地区商業適正配置及び施設設計条件の策定 東京都 1979

亀戸・大島・小松川地区工業関係者面接調査分析・計画 東京都 1980

大田区
大森駅東口商業計画 大森駅東地区近代化

協議会 1980

大井地区就業者住宅建設に関する意向調査 東京都 1988

城南地域中小企業振興センター建設基本計画作成 東京都 1989

(仮称)「産業プラザ」基本計画作成 大田区 1989

住工混在地域総合整備モデル事業調査 大田区 1989

矢口・下丸子地区住工混在地域総合整備計画策定調査 大田区 1990

住工混在地域総合整備モデル事業推進業務 大田区 1991,92

大田区産業支援策調査 大田区 2003

大田区操業環境実態調査業務 大田区 2006

葛飾区
城東地域中小企業振興センター基本構想の作成 東京都 1987

住工混在地域総合整備モデル調査 葛飾区 1991

東四つ木地区住工混在地域総合整備計画策定調査 葛飾区 1992

葛飾区工場アパート建設基本計画策定 葛飾区 1993

東四つ木地区住工混在地域総合整備モデル事業推進 葛飾区 1995

葛飾ブランド「葛飾町工場物語」に係る業務 葛飾区 2007-15

葛飾区産学公連携推進事業に係る業務委託 葛飾区 2011-16

葛飾区の産業構造の概要および区内工業の概要調査 学校法人東京理科大学 2013

産業見本市開催事業等業務委託 葛飾区 2013,14

北区
産業振興に関する意識・意向調査及び北区産業活性化ビジョンの策定補
佐業務の委託 北区 2016,17

北区産業活性化ﾋﾞｼﾞｮﾝ行動計画策定補佐業務の委託 北区 2017

江東区
江東区工業基本実態調査 江東区 1983

江東区工業名鑑作成のための事業所実態調査 江東区 1988

江東区産業振興ビジョン作成のための区内産業実態調査 江東区 1989

江東区産業振興ビジョン策定 江東区 1990

江東区産業振興施設構想調査 江東区 1990

江東区産業振興ビジョンＰＲ資料作成 江東区 1991

江東区建替用仮工場『テンポラリー工場センター(仮称)』建設計画検討調査 江東区 1992

江東区工業名鑑作成及び区内事業所実態調査 江東区 1993

産業等調査計画
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江東区（つづき）
工業集積地活性化支援事業・中小企業情報ネットワーク化支援事業に
かかるデータベース作成 江東区 1999

江東区事業所デ－タベ－ス作成委託 江東区 2000

江東区産業実態調査 江東区 2013

江東ブランド認定事業の構築及び運営業務委託 江東区 2014-16

品川区
品川区製造業の現状と将来予測(その１～２) 品川区 1985,86

品川区東大井二丁目工場アパート建設に係わる周辺地区交通量影響予測 品川区 1986

品川区産業振興策作成 品川区 1987

品川区産業振興ビジョン作成 品川区 1988

住工混在地域総合整備モデル調査 品川区 1989

住工混在地域総合整備地区整備計画策定調査 品川区 1990

旧東海道品川宿周辺整備基本計画作成 品川区 1993

大崎駅周辺地域「ものづくり産業支援施設」調査・検討業務 品川区 2007

杉並区
杉並区産業振興ビジョン策定にかかる調査・分析及び中間報告書作成 杉並区 1996

杉並区産業振興ビジョン策定にかかる検討及び最終報告書作成 杉並区 1997

すぎなみ産業塾運営委託 杉並区 1999

新産業実態調査業務委託 杉並区 2000

レジ袋税を実施した場合に発生する課題調査 杉並区 2001

杉並区商業・工業・農業等実態調査 杉並区 2001,06

墨田区
白鬚東地区における公設工場の設置計画条件調査及び施設基本計画 東京都 1974

白鬚東地区商業施設計画基本条件調査 東京都 1974

白鬚東地区市街地再開発事業工場アパート設計計画 東京都 1974

東墨田地区同和対策環境改善計画 ※ 1974

防災拠点再開発調査中央地区既存事業所の成立条件の検討 ※ 1974

防災拠点再開発調査四ッ木地区既存事業所の成立条件の検討 ※ 1974

防災拠点再開発調査中央地区事業計画 ※ 1975

防災拠点再開発調査両国地区施設需要の予測と既存事業所の成立条件の ※ 1975

白鬚東地区防災拠点商業センターに関する調査 ※ 1976

皮革関連産業(東墨田)実態調査 東京都 1979

京島地区工業の基本課題研究 墨田区 1982

京島地区商店街地図づくり調査 (財)墨田まちづくり公
社 1992

京島地区商店街整備構想調査 (財)墨田まちづくり公
社 1993

京島地区商店街整備計画作成 (財)墨田まちづくり公
社 1994

京島地区商店街整備計画(三丁目52番街区) (財)墨田まちづくり公
社 1995

墨田区中小企業指導センター等建設構想計画 墨田区 1982

東墨田地区油脂関連工場集約化事業事前調査 東京都 1986

東墨田地区油脂関連工場集約化事業フォロー調査 東京都 1987

東墨田地区油脂関連工場集約化モデルプラン作成調査 東京都 1988-90

産業立地環境整備手法の検討 墨田区 1989

民活型・工場高度利用事業推進調査(｢地域インキュベーター構想｣具体化
調査) 墨田区 1990

東墨田地区油脂関連工場集約化事業推進調査 東京都 1992

墨田区住工混在地域総合整備モデル事業整備計画策定 (財)東京建築防災
センター 1992

第２次工房サテライト事業基本構想作成 墨田区 1993

工房サテライト事業の事業化条件検討 墨田区 1994

油脂関連工場の総合的な環境改善策調査 墨田区 1994

皮革関連産業連携推進事業の実施にかかる調査業務 墨田区 2005

シニア人材活用実態調査の実施にかかる調査業務 墨田区 2006

産業等調査計画
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世田谷区
世田谷区ショッピングモール整備検討調査(その１)区内商業構造実態調 世田谷区 1981

台東区
台東区産業学交流事業に係る調査検討業務 　東京商工会議所 2000

台東区製造業実態調査及びホームページ作成委託 台東区 2001

豊島区
豊島区中小企業実態調査及び産業振興ビジョンの策定業務 豊島区 1995

豊島区産業振興計画策定調査等委託 豊島区 1996

しなやかビジネス通信(平成12年3月号)の企業情報通信企画調査
豊島区

1999-
2001

中野区
中野区産業立地環境等調査 　東京商工会議所 1992

中野区産業情報化動向等調査 　東京商工会議所 1993

練馬区
石神井公園商店街振興組合活性化計画策定支援事業業務委託 練馬区 2008-10

練馬区商店街実態調査の調査委託 練馬区 2009

サンツ中村橋商店街振興組合活性化計画策定支援事業業務委託 練馬区 2010-12

多摩地域
国分寺市広域商業調査 国分寺市 1979

多摩地域工業実態調査 東京都 1983

多摩地域卸売業実態調査 東京都 1984

多摩地域中小企業振興センター基本計画調査 東京都 1991

町田市工業・建設業実態調査 　町田商工会議所 1991

多摩地域の大規模小売店舗の立地特性に関する調査 東京都 1991

小金井市内商工事業所概況調査 小金井市 2002

地域資源活用プロジェクト(三鷹市、小金井市)に係る調査 東京都 2005

地域資源活用プロジェクト委託 小金井市 2006

首都圏
逗子駅周辺地区市街地再開発基本構想商業施設計画 ※ 1974

京成成田駅東口開発計画における商業施設計画 ※ 1975

住工混在地域における内陸部工業の保全・共存のための方策検討調査 市川市 1989

内陸部工業環境整備検討調査 市川市 1990

京浜臨海部まちづくりモデル検討調査 神奈川県 1997

中小製造業活性化事業「地域集積活性化調査」業務 川崎市 1997

産業立地適正化推進事業(都市型工場アパート)業務委託 川崎市 1998

川崎市地域ものづくり協議会支援事業報告書作成委託
川崎市

1998-
2001

かわさき科学塾の開設・運営事業 川崎市 2000,01

地域IT推進協議会支援事業(中小企業IT活用実態調査、IT活用フォーラ
ム)委託 川崎市 2002,03

インターンシップ支援事業委託 川崎市工業団体
連合会 2002

地域活動団体･市民活動団体基礎調査事業業務 川崎市 2004

川崎市中小工場立地環境実態調査業務委託 川崎市 2009

相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業に係る事業化支援業務委託
（商業床需要予想検証調査） 相模原市 2003

地域連携型モデル商店街事業計画書作成 (有)間十間計画工房 2005

ミレー㈱販促用リーフレット作成 (財)千葉県産業振興セ
ンター 2009

商店街空き店舗実態調査事業業務 所沢市 2011

その他の地域
山口県宇部市広域商業診断における再開発計画の作成 ※ 1973

宮城県仙台市中央南地区市街地再開発基本計画における商業計画 ※ 1974

宮城県塩釜市本町海岸通り商店街再開発計画 ※ 1974

沖繩県中城湾開発計画における企業移転志向調査 ※ 1976

宮城県本塩釜駅移転に伴う駅周辺商店街への影響予測調査 ※ 1977

沖繩県糸満漁港背後地利用計画調査(調査、分析、計画) ※ 1977

産業等調査計画
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その他の地域(つづき)
沖繩県工業用水道基本計画 ※ 1978

岩手県水沢ショッピングセンター商業計画 横町一番街市街地
再開発組合 1983,84

メイプル商業計画(その2) 　水沢中央ビル(株) 1986

沖繩県名護市商業近代化基本計画 名護市 1985

マレーシア・パーム油産業実態調査 東京都 1986

沖縄県具志川市商業近代化計画作成調査 具志川市 1986

新製品・新メニュー開発推進計画策定 名護市 1986

特定地域中小企業振興計画作成調査 沖繩県 1987

沖繩市工業導入計画策定事業 沖繩市 1987

沖繩市工業導入実施計画 ※ 1991

沖縄県具志川市工業導入計画 ※ 1992

北上市十字路商店街意向調査業務委託 北上市 1991

北上市商業集積基本構想策定業務委託 北上市 1992

北上市特定商業集積整備基本構想詳細調査 北上市 1993

北上市特定商業集積整備事業実施計画策定業務委託 北上市 1994

地域産業集積活性化事業に係る整備手法検討調査 (財)日本立地
センター 1997

中心市街地活性化事業に係る調査検討業務(三鷹産業プラザ基本計画) (財)日本立地
センター 1998

試作開発型事業促進施設に係る建築条件設定のための資料作成業務 (財)国土開発技術
研究センター 1998

賃貸工場基本計画調査 沖繩県 1999

浜松試作開発型事業促進施設(仮称)建築条件検討業務 地域振興整備公団 1999

新事業創出基盤整備促進事業展開検討調査 (財)日本立地
センター 1999

平成11年度産業集積活性化事業用地整備に係る事業展開可能性調査 (財)日本立地
センター 1999

熊本テクノインキュベーションセンター基本構想計画書作成業務 (株)テクノインキュ
ベ－ションセンター 2000

沖縄県に於ける賃貸工場の建設可能性調査業務 ※ 2000

平成12年度産業活性化センタ－整備基本構想策定業務 岡谷市 2000

名古屋地区に於ける新事業創出型事業条件検討調査業務 地域振興整備公団 2000

平成13年度新事業創出型事業施設に係る建築条件検討業務(クリエイショ
ン・コア東大阪１期基本計画) 地域振興整備公団 2001

特別自由貿易地域中城湾港新港地区の集合施設ゾーンにおける施設整備
基本計画の算定に関する調査 沖縄県 2001

沖縄県移設先・周辺地域活性化構想策定業務 ※ 2001

新事業創出型事業条件検討業務(クリエイション・コア東大阪2期基本計
画) 地域振興整備公団 2002

新事業創出型事業条件検討業務・その2(仮称・京大桂キャンパスイン
キュベータ基本計画) 地域振興整備公団 2002

新事業創出型事業条件検討業務・その3(仮称・東大柏キャンパスイン
キュベータ基本計画) 地域振興整備公団 2002

立命館大学連携型起業家育成施設基本計画調査業務 地域振興整備公団 2002

九州大学連携型起業家育成施設基本計画調査業務 地域振興整備公団 2002

沖縄県における賃貸工場の可能性（ニーズ）調査 ※ 2003

糸満市真栄里地区物流団地整備基本構想策定業務 ※ 2017

令和元年度革靴製造業競争力強化事業(販路開拓事業)  全日本革靴工業協同
組合連合会 2019

産業等調査計画
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設　　計

荒川緑地体育施設総合管理事務所 墨田区 1977

亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業 東京都 1979

亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業基本設計 東京都 1980

亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業工場アパート実施設計 東京都 1982

亀戸・大島・小松川地区市街地再開発事業E-23､25 基本設計 東京都 1983

清瀬駅前団地基本計画 日本住宅公団 1979

白鬚東地区市街地再開発事業工場アパート実施設計 東京都 1975

白鬚東地区第二地区市街地再開発事業施設建築物工事監理 東京都 1977

白鬚東地区地区仮設店舗実施設計 東京都 1977

白鬚東地区第三地区市街地再開発事業(店舗ならびに作業部分)実施設計 東京都 1978

白鬚西地区４・７街区基本設計 東京都 1985

多摩市(仮称)総合文化センター基本構想・基本計画策定コンサルタント 多摩市 1988-90

東京都杉並都税事務所改修工事実施設計 東京都 1987

東京都皮革関連試験研究機関施設設置計画案の作成 東京都 1976

東京都皮革関連試験研究機関実施設計 東京都 1980

東京都皮革関連試験研究機関(仮称)建設工事監理 東京都 1981

東京都皮革関連試験研究機関(仮称)第二期建設工事監理 東京都 1982

東京都立皮革技術センター増築工事実施設計 ※ 1984

水沢市市街地再開発ビル実施設計 横町一番街市街地
再開発組合 1981

水沢市市街地再開発ビル新築工事監理 横町一番街市街地
再開発組合 1984

水沢市市街地再開発ビル共通内装及び専門店内装監理 横町一番街市街地
再開発組合 1984

民営賃貸用特定分譲住宅設計 住宅･都市整備公団 1985

民営賃貸用特定分譲住宅設計 住宅･都市整備公団 1987

民営賃貸用特定分譲住宅設計 住宅･都市整備公団 1988

北上市本通り地区本通り二丁目ブロック市街地再開発事業基本設計
北上市本通り地区

市街地再開発準備組合 1994

北上市本通り地区新穀町ブロック市街地再開発事業基本設計
北上市新穀町地区

市街地再開発準備組合 1994

北上市本通り地区市街地再開発事業施設建築物工事実施設計 北上市本通り･新穀町
地区市街地再開発

準備組合 1998

北上市本通り地区市街地再開発事業施設建築物新築工事工事監理 北上市本通り･新穀町
地区市街地再開発

組合 1998,99

北上市諏訪町地区市街地再開発事業基本設計 北上市諏訪町地区
市街地再開発組合 1997,98
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研究・その他

国・都
国道１号本宿地内本宿駅周辺施設計画 中部地方建設局 1979

都市計画道路補助120号の建設影響調査 東京都 1979

市街地住宅整備の長期的な取り組み方に関する調査にかかる資料作成 建設省 1985

都市開発関連用地整備基本構想策定調査 東京都 1990

土地区画整理事業用仮設建物供給方策検討 東京都 2003

平成29年度都営住宅現況調査委託 東京都 2017

市・区・村
東墨田環境改善住民意向調査 墨田区 1979

運天港利用開発計画 今帰仁村 1981

世田谷区ショッピングプロムナード整備の実施方策の検討 世田谷区 1982

千代田区敷地共同利用に関する研究 千代田区 1984

沖繩県名護市地域産品振興計画 名護市 1985

公開空地利用実態基礎調査 横浜市 1990

(仮称)総合文化センター基本構想策定委託 多摩市 1989

中村研一記念美術館調査委託 小金井市 2002

駅周辺地域等安全･安心まちづくり調査委託 小金井市 2007

独立行政法人都市再生機構等
地方再開発への日本住宅公団参加の可能性について ※ 1974

市川市本八幡周辺リプレース調査 日本住宅公団 1976

防災拠点白鬚西地区における公団参画手法に関する研究 日本住宅公団 1979

木場地区事業推進調査(その3)公園代替地割当予定者における建設意向等調 日本住宅公団 1981

墨田区錦糸四丁目地区既成市街地内における建築動機と公団事業の可能性
について 住宅･都市整備公団 1983

市街地再開発事業の推進方策に関する研究 住宅･都市整備公団 1983-85

都市再開発型更新事業に関する基礎的調査 住宅･都市整備公団 1986

大規模国公有地等に係わる適地選定調査 住宅･都市整備公団 1988,89

大規模国公有地等に係わる事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1991

複合用途開発動向検討調査 住宅･都市整備公団 1992

主要公共施設に係る先行整備手法検討 　(株)都市開発
技術サービス 1999

江東区豊州五丁目地区完成土地地価負担力等調査 都市基盤整備公団 2000

千代田区神田須田町一丁目１４番地区における地価負担力に関する調査 都市基盤整備公団 2001

新宿区天神町３地区整備構想作成 ※ 2001

千代田区神田神保町一丁目４０番地区の追加取得地に係る開発構想等調査 都市基盤整備公団 2001

新宿区四谷四丁目９地区における地価負担力に関する調査 都市基盤整備公団 2002

再開発事業に資する施設建築物管理に係る課題等検討調査 都市基盤整備公団 2001

計画策定、権利調整及び窓口相談等業務への労働者派遣等 (株)URリンケージ 2004-10

災害公営住宅整備事業に係る交付金内訳資料作成業務 (独)都市再生機構 2013,14

岩手県内災害公営住宅整備事業における復興交付金報告書等作成業務 (独)都市再生機構 2015-17

日本青年館ビル(仮称)建築に係る施設建築物の表題登記等申請についての
技術的支援業務

(独)日本スポーツ振
興センター 2017

平成29年度市街地住宅共同建替事業にかかる検討業務 (独)都市再生機構 2017,18

住宅市街地総合整備事業（志茂地区・岩淵地区）費用対効果算定業務 ※ 2020

協会等・その他
来間ほか１地区土地改良調査計画 ※ 1981

沖縄県広域観光調査 北部広域市町村圏
協議会 1981

沖繩県北部圏農産物物流調査(その１～４) 北部広域市町村圏
協議会 1981-84

民間所有地高度利用具体化計画 ※ 1985

市街地再開発事業誘導マニュアル作成 (社)全国市街地
再開発協会 1986

市街地再開発事業(街区型)の推進に関する調査 (社)全国市街地
再開発協会 1986
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協会等・その他 (つづき)
民間建築活動の誘導による再開発･景観整備の推進のための調査検討 (社)全国市街地

再開発協会 1986

都市整備型建替候補地検討調査 都市再開発(株) 1987

総合設計制度の活用に関する調査 (財)日本建築
センター 1990

東海道周辺地区景観形成基礎調査 旧東海道品川宿周辺
まちづくり協議会 2005

都市再開発促進協議会調査研究に関する補助業務 (公社)全国市街地
再開発協会 2012-16

荒川区ホール調査 ※ 2014

研究・その他
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〒162-0833 東京都新宿区箪笥町４３番地 新神楽坂ビル４階

電話番号 ０３－３２６７－４１４７
ＦＡＸ番号 ０３－３２６７－６３６９

【交通】

地下鉄 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 出口Ａ２ 徒歩１分

地下鉄 東京メトロ東西線 神楽坂駅 出口１(神楽坂方面) 徒歩６分

地下鉄 東京メトロ有楽町線・南北線 飯田橋駅 出口Ｂ３徒歩９分

株式会社都市計画同人所在案内図
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