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【会社概要】 

 

■名 称 

株式会社 マヌ都市建築研究所 
  

※マヌ（manu）とは、梵語（サンスクリット語）で、人間と宇宙という広範な意味。 

 人間らしい、人間の暮らしやすい都市や建築を創り出すことを目標に社名とした。 

 

 

 

■所在地 

〒113-0033 東京都文京区本郷 6 丁目 17 番 9 号 

TEL 03-3816-4037(代表)  FAX 03-3816-4047 

URL  http://www.manu.co.jp 

 

 

■沿 革 

1964 年 MANU 設計連合として創設 

1972 年 manu 都市建築研究所に社名変更 

1983 年 株式会社マヌ都市建築研究所に改組、現在に至る 

 

 

■資本金 

15,000,000 円 

 

 

 

■一級建築士事務所登録 

知事承認 23375 号 

 

 

 

■スタッフ 

９名（技術士 １名、一級建築士１名、二級建築士２名) 
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【業務内容】 

■1 建築の設計及び監理業務 

集合住宅・住宅団地、事務所・店舗等、戸建て住宅の基本設計、実施設計、監理業務など 

 

■2 住宅・住宅地の調査・計画業務 

住宅需給調査、住宅マスタープラン・地域住宅計画等の策定業務、住宅・住宅地の計画など 

 

■3 防災に係る調査・計画業務 

地震・火災等に係る調査、建築防災・防災まちづくりに係る調査・計画、水害対策に係る調査・計画など 

 

■4 防犯に係る調査・計画業務 

犯罪発生に係る調査研究、建築・都市の防犯対策や防犯まちづくりに係る調査・計画など 

 

■5 福祉のまちづくりに係る調査・計画業務 

福祉のまちづくり、ユニバーサルデザインに係る調査・計画、公共空間や建築物等のバリアフリー化に係

る調査・計画、マニュアル作成など 

 

■6 歴史・文化を活かした景観づくりに係る業務 

歴史的建造物等の保存活用に係る調査・計画、歴史や文化を活かしたまちづくりに係る調査・計画など 

 

■7 市街地整備・都市再生に係る業務 

密集市街地整備に係る業務、市街地再開発に係る業務、中心市街地等の活性化に係る業務など 

 

■8 総合計画・都市計画・地区計画等に係る業務 

総合計画、テーマ別・地域別計画、法定都市計画・地区計画、建築協定など 

 

■9 まちづくり活動・NPO 活動に係る業務 

まちづくり活動の支援業務、NPO・市民活動・まちづくりファンド（基金）等に係る調査・計画など 

 

■10 建築技術・まちづくり技術等の研究開発業務 

建築技術に係る研究開発、情報技術に係る研究開発、計画技術に係る研究開発など 

 

■11 その他 

建築・都市・まちづくりに係る関連業務 

http://www.manu.co.jp/page3.html#1
http://www.manu.co.jp/page3.html#2
http://www.manu.co.jp/page3.html#3
http://www.manu.co.jp/page3.html#4
http://www.manu.co.jp/page3.html#4
http://www.manu.co.jp/page3.html#5
http://www.manu.co.jp/page3.html#8
http://www.manu.co.jp/page3.html#9
http://www.manu.co.jp/page3.html#10
http://www.manu.co.jp/page3.html#11
http://www.manu.co.jp/page3.html#12
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■1 建築の設計及び監理業務 

集合住宅・住宅団地、事務所・店舗等、戸建て住宅の基本設計、実施設計、監理業務など 

 

業務名 発注者 年 

最高裁判所長官公邸耐震改修工事監理業務 最高裁判所 2016-2017 

浜離宮恩賜庩園施設整備実施設計 東京都 2016 

伝統的建造物構造補強検討調査業務 岐阜県郡上市 2016 

高橋家住宅活用計画策定支援・修復設計業務委託 東京都桧原村 2015-2016 

つくば新ビル建設のための基本計画・基本設計等業

務 
公益社団法人日本測量協会 2015-2016 

古民家改良工事設計・監理委託 東京都福生市 2015 

鷹の御茶屋活用計画策定および実施設計業務 
（公財）文化財建造物保存技術協会

（東京都） 
2015 

旧水戸城大手門等復元整備基本計画業務 
（公財）文化財建造物保存技術協会

（水戸市） 
2015 

文京区明化小学校改築基本構想検討委員会運営補助

業務委託 
東京都文京区 2014-2015 

(仮称）アコマ医科工業㈱本社建替え工事 アコマ医科工業㈱ 2012-2015 

国営平城宮跡歴史公園第一次大極殿院建造物復原整

備に係る整備活用設計業務 

（公財）文化財建造物保存技術協会

（文化庁） 
2014 

重要文化財旧下野煉化製造会社煉瓦窯 外構整備・

活用整備工事設計監理業務委託 

（公財）文化財建造物保存技術協会

（野木町） 
2014 

重要文化財小林家住宅 防災設備基本設計 
（公財）文化財建造物保存技術協会

(桧原村） 
2014 

重要文化財 小林家住宅 環境整備工事 実施設計

及び工事監理業務 

（公財）文化財建造物保存技術協会

(桧原村） 
2014 

登録有形文化財光恩寺庨裏修理調査設計工事監理業

務 
光恩寺 2014 

横手市増田重要伝統的建造物群保存地区 門塀の修

景デザイン検討図 
秋田県横手市 2013 

Ｍ邸新築及び改築工事基本計画作成業務 Ｍ氏 2013 

（仮称）Ｕ邸新築工事 Ｕ氏 2013 

産直施設景観デザイン等作成業務委託 岩手県一関市室根支所 2012 

(仮称)Y 邸新築工事、基本設計、実施設計、工事監理 Y 氏 2012 

重要文化財旧旭川偕行社設備等改修工事設計、設備工

事監理業務 
（公財）文化財建造物保存技術協会 2011-2012 

重要文化財旧旭川偕行社設備等改修工事設計業務 （公財）文化財建造物保存技術協会 2011 

アコマ医科工業本社ビル耐震診断業務 アコマ医科工業㈱ 2011 

旧齋藤家別邸整備工事監理業務委託 新潟県新潟市 2011 

岩村まちなか交流館改修設計監理委託業務 岐阜県恵那市 2010 

旧齋藤家別邸整備工事実施設計業務委託 新潟県新潟市 2010 

練馬区指定文化財「内田家住宅」移築復元工事監理業

務委託 
東京都練馬区 2009 

旧中村ふとん店シロアリ等被害現況調査および対策業務 岐阜県恵那市 2009 

区指定文化財「旧内田家住宅」移築設計業務委託 東京都練馬区 2008 

恵那市岩村町空き家活用事業「まちなか交流館」（仮

称）設計業務 
岐阜県恵那市 2008 

恵那市岩村町本通り伝建地区町屋の構造評価等業務 岐阜県恵那市 2007 

横屋佐藤家住宅（登録有形文化財）耐震等調査業務委託 岩手県一関市 2006 

Ｗビル新築工事基本計画、実施設計、工事監理 Ｗ氏 2006 

Ｗ邸新築工事設計監理業務 Ｗ氏 2005-2006 

Ｔ邸新築工事の設計・工事監理業務 Ｔ氏 2005 

東京国立博物館表慶館改修工事その他工事整備設

計、工事監理補助業務 
（財）文化財建造物保存技術協会 2004-2005 

Ｋ邸改築工事設計、監理業務 Ｋ氏 2004 

http://www.manu.co.jp/page3.html#1
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幕張新都心住宅地区 M3-1 街区賃貸住宅建設工事の

内工事監理業務委託 
千葉県住宅供給公社 2002 

幕張新都心住宅地区 M3-1 街区賃貸住宅建設事業の

内実施設計業務委託 
千葉県住宅供給公社 2001 

幕張新都心住宅地区 M3-1 街区賃貸住宅建設事業の

内基本設計業務委託 
千葉県住宅供給公社 2001 

第２牛嶋マンション新築工事設計及び監理業務 大日本土木（株） 2000 

旧五十嵐邸改修設計及び同改修工事監理業務 静岡県蒲原町 2000 

天童市地区公民館基本計画作成業務 山形県天童市 2000 

横浜三溪園旧原邸整備事業基本設計及び監理業務 横浜市、（財）三溪園保勝会 1996-2000 

幕張ベイタウン・パティオス９番街及び 13番街の設

計及び監理業務 
千葉県住宅供給公社 1991-1999 

そばや「巴屋」改装工事設計監理 Ｋ氏 1998 

道の駅整備事業基本設計・実施設計・監理業務 山形県小国町 1996-1998 

小鹿野町観光案内所等設計監理業務 埼玉県小鹿野町 1995 

横浜「外交官の家」移築復原工事に伴う設計業務 （財）文化財建造物保存技術協会 1994-1995 

横浜「外交官の家」移築復原工事に伴う設計業務 （財）文化財建造物保存技術協会 1994-1995 

本木二丁目地区地区住環境総合整備事業 R 路線設計 東京都足立区 1992 

歌舞伎町警察署新築業務 （株）日本設計 1991 

佐原駅前商店街ふれあい近代化事業環境整備事業に

係る設計監理業務 
佐原駅前商店街振興組合 1989-1990 

町屋壱番館新築工事設計監理業務 Ｋ氏 1989 

ユーカリハイム菊川新築工事 秋田佐藤産業（株） 1988 
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■2 住宅・住宅地の調査・計画業務 

住宅需給調査、住宅マスタープラン・地域住宅計画等の策定業務、住宅・住宅地の計画など 

 

業務名 発注者 年 

立川基地跡地昭島地区住宅計画のコンセプト検討 旭化成ホームズ（株） 2015 

大田区住宅マスタープラン策定業務委託 東京都大田区 2009-2010 

環境配慮型リフォームの手引き作成業務 埼玉県都市整備部 2009 

マンション維持管理啓発冊子作成業務委託 千葉県浦安市 2008 

荒川区住宅マスタープラン策定に関する業務委託 東京都荒川区 2007-2008 

杉並区耐震改修促進計画策定委託 東京都杉並区 2007 

平尾団地大規模修繕計画案作成 旭化成設計㈱ 2005 

グループマンション建設検討業務委託 東京都墨田区 2002 

墨田区住宅マスタープラン改定基礎調査 東京都墨田区 2000-2001 

戸建て住宅地の景観形成手法の検討 旭化成（株） 2000 

滑川月輪分譲住宅基本計画策定業務 （株）東武鉄道 2000 

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 1999 

密集市街地等における居住者ニーズに対応した住宅

供給方策調査 

（財）ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｺﾐｭﾆﾃｨ財団、

（都市公団） 
1999 

いわきニュータウン街並み誘導方策検討調査 （財）国土開発技術研究センター 1998 

山形ニュータウン住宅供給エリア整備計画の調査業

務 
（学）東北芸術工科大学 1997-1998 

海神県営住宅建替基本計画策定業務委託 千葉県 1997 

防災街づくりを推進する住宅地設計企画検討 
（株）都市整備プランニング（住

宅・都市整備公団） 
1997 

４、５階建て住宅実態調査・市場分析 旭化成工業（株） 1997 

千葉・市原丘陵新都市景観誘導等検討に係る資料作

成業務 
（財）国土開発技術研究センター 1997 

地方都市開発整備事業における良好なまちづくりの

誘導促進調査 
（財）国土開発技術研究センター 1996-1997 

大高団地計画 （株）旭化成建築設計 1995-1996 

欧米の集合住宅事情と東京での集合住宅の方向性の

検討 
旭化成工業（株） 1995 

集合住宅計画系研究動向調査 旭化成工業（株） 1995 

市津緑の街開発事業に伴う環境共生型システムの導

入に関するコンサルタント業務 
市津開発（株） 1995 

千葉ニュータウン 23 住区街なみ形成の基本計画 千葉県住宅供給公社 1994 

宇部新都市住宅宅地需給検討調査 （財）国土開発技術研究センター 1993-1994 

興野二丁目区域大都市農地活用住宅供給整備促進事

業 
東京都足立区 1992-1994 

中高層住宅生産供給高度化プロジェクト業務 旭化成工業（株） 1993 

いわきニュータウン経営検討調査 （財）国土開発技術研究センター 1992 

ＨＯＰＥ計画推進事業業務 千葉県八千代市 1991-1992 

中高層ハウジング提案募集に係る検討業務 旭化成工業（株） 1990-1991 

都営住宅における付帯施設の在り方の検討及び新型

開発に関する研究 
東京都 1990 

習志野市地域住宅整備計画策定（中部地区） 千葉県習志野市 1990 

成田Ｎ・Ｔ６－６－Ｂ団地低層集合住宅基本計画業

務 
千葉県住宅供給公社 1990 

実籾県営住宅再生プロジェクトに係る業務 千葉県住宅供給公社 1988 

 

 

http://www.manu.co.jp/page3.html#2
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■3 防災に係る調査・計画業務 

地震・火災等に係る調査、建築防災・防災まちづくりに係る調査・計画、水害対策に係る調査・計画など 

 

業務名 発注者 年 

津波被害地域における避難所生活での電力需要に関

する調査業務 
国土技術政策総合研究所 2017 

災害時の避難所運営に関する実態調査業務 国土技術政策総合研究所 2016 

葛飾区災害対策本部機能調査等委託 東京都葛飾区 2016 

地域防災会議（モデル地区）支援業務委託 東京都葛飾区 2014-2016 

八幡市街地防災対策基本計画策定業務 岐阜県郡上市 2014-2016 

増田地区伝建地区防災計画編集支援業務 工学院大学 2015 

郡上八幡北町伝建地区防災計画策定調査委託業務 岐阜県郡上市 2013-2015 

葛飾区地域防災リーダー研修会業務支援委託 東京都葛飾区 2014 

葛飾区地域別地域防災会議設置運営支援業務 東京都葛飾区 2012-2014 

市川市防災計画支援システムの更新及び市川市業務

継続計画（BCP)策定業務委託 
千葉県市川市 2013 

地震被害想定及び防災計画等修正業務委託 千葉県市川市 2012 

亀山市関町関宿重要伝統的建造物群保存地区防災対

策調査業務 
三重県亀山市 2012 

岩村町本通り伝統的建造物群保存地区防災計画の見

直し業務 
岐阜県恵那市 2010 

恵那市岩村町本通り伝建地区 グループ防災に係る

通報手法検討委託業務 
岐阜県恵那市 2009 

伝建地区看板設置等防災対策委託業務 岐阜県恵那市 2008 

「「葛飾区における震災復興マニュアル策定」に関連

する調査データの収集整理」委託 
（公）首都大学東京 2008 

建築物における救急活動への支障に係る検討調査業

務 
国土交通省、日本建築防災協会 2005 

津波避難ビル等に関する調査業務 （財）国土技術研究センター 2005 

地震に対する備災・減災の取組みに関する資料収集

整理業務 
（財）国土技術研究センター 2005 

防災対策マニュアル再構築作業 （社）日本ホテル協会 2005 

岩村本通り伝統的建造物群保存地区防災計画策定コ

ンサルティング業務委託 
岐阜県恵那市 2003-2004 

市川市防災計画支援システム構築委託 千葉県市川市 2002-2004 

復旧・復興用地の確保方策検討にかかる基礎資料の

収集・整理業務 
（財）国土技術研究センター 2003 

燃料電池実用化に対応した防火安全対策の調査研究 （財）日本消防設備安全センター 2003 

窓口施設における防災拠点機能に関する実態調査 郵政研究所 2000 

ホテル協会防災対策専門委員会関連業務 （社）日本ホテル協会 2000 

大都市における大規模震災時の「水」の確保に関する

調査 
国土庁 1997-1998 

夜間の防災体制のあり方に関する調査 （社）日本ホテル協会 1997-1998 

建設業附属寄宿舎の防災（火災）マニュアル作成 
（社）全国労働基準関係団体連合

会 
1997 

市川市地域防災計画策定等業務 千葉県市川市 1996-1997 

共同防火管理体制に関する調査研究 （財）日本防火研究普及協会 1994-1996 

大規模地震への対応活動検討 （社）日本ホテル協会 1995 

公団住宅の防災対策に関する基礎的研究 （財）住宅管理協会 1993-1995 

地震被害想定等調査 千葉県市川市 1992-1995 

耐水都市および耐水建築に関する調査業務 （財）国土開発技術研究センター 1992-1993 

超高層住棟の防災 南砂町火災事例の研究 三井建設（株） 1989 

パークシティ新川崎防災・安全ビデオ作成コンサル

ティング業務 
三井丌動産（株） 1987 
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■4 防犯に係る調査・計画業務 

犯罪発生に係る調査研究、建築・都市の防犯対策や防犯まちづくりに係る調査・計画など 

 

業務名 発注者 年 

ALIS 防犯テキスト作成 旭化成ホームズ（株） 2016 

被害データ分析業務 旭化成ホームズ（株） 2014-2016 

防犯テキスト作成・被害データ分析業務 旭化成ホームズ（株） 2013 

「計画的な防犯まちづくりの支援システムの構築プ

ロジェクト」に係る調査 
（財）都市計画協会 2009 

「住まいと街の安全・安心再生プロジェクト」に係る

マニュアルの検討・策定に係る業務 
（財）ベターリビング 2008 

｢計画的な防犯まちづくりの支援システムの構築プロ

ジェクト」の調査に係る業務 
（財）都市計画協会 2008 

防犯まちづくり活動計画策定支援マニュアルに関す

る調査 
明治大学 2007 

防犯環境改善調査業務委託 東京都杉並区 2006 

防犯まちづくり行動計画策定委託 千葉県市川市 2006 

防犯まちづくりモデル地区調査業務 千葉県市川市 2006 

防犯まちづくりモデル調査対象地区における市街地

の現況調査業務 
（独）建築研究所 2006 

総合防犯計画策定に関する調査等委託 神奈川県横浜市 市民部 2005 

市川市防犯まちづくり基本計画等策定委託 千葉県市川市 2005 

都心居住における防犯に配慮した共同住宅に関する

検討業務 

（独）都市再生機構、（財）ベタ

ーリビング 
2005 

都心居住における防犯性の向上に関する検討ワーク

ショップに係る資料作成業務 

（独）都市再生機構、（財）ベタ

ーリビング 
2005 

安全で安心なまちづくりへの取組み方法の整理に関

する業務 

（独）都市再生機構 

（財）国土技術研究センター 
2005 

住宅防犯診断基準等策定調査業務 埼玉県県土整備部 2004 

青色回転灯を装備した公用車による自主防犯パトロ

ールマニュアル作成業務 
神奈川県横浜市 市民部 2004 

市川市防犯まちづくり指針等策定調査業務委託 千葉県市川市 2004 

全国都市再生モデル調査（市川市）：犯罪から子ども

たちを守るまちづくりモデル調査 
（財）国土技術研究センター 2004 

センサー付き防犯灯社会実験実施 鬼高自治会 2004 

青森県における公共施設の防犯指針（案）策定業務委

託 
青森県県土整備部 2003 

防犯対策とデザインシステムの検討 旭化成ホームズ（株） 2003 

学校を核とした住宅市街地整備に関する基礎的資料

の収集整理業務 
（財）国土技術研究センター 2002 

住宅防犯性向上に関する調査 （財）ベターリビング 2002 

足立区西新井栄町地区における防犯に配慮した安

全・安心まちづくりに関する検討調査 
（財）都市防犯研究センター 2002 

TX ビルにおけるセキュリティ構築に係るコンサルテ

ィング業務 
（株）NTT データ 2002 

防犯まちづくり調査研究業務 和歌山県和歌山市 2001 

安全・安心まちづくり推進要綱留意事項改正調査 
（財）都市防災研究所 

（国土交通省） 
2000 

共同住宅の防犯計画と設計に関する調査 
（財）ベターリビング 

（国土交通省） 
2000 

通信総合研究所セキュリティ設計に係る調査 綜合警備保障（株）（総務省） 2000 

「安全・安心な街づくりの提言書」の作成 横浜市保土ヶ谷区 2000 

都市部の住宅における防犯性能設計手法調査 （社）日本住宅協会 1999 

地域社会における安全・安心まちづくりに関する調

査研究 
（社）神奈川県防犯協会連合会 1999 
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郵便局強盗事件等の防止対策に関する調査 
（財）都市防犯研究センター 

（郵政省） 
1999 

姫路市安全・安心まちづくり手法調査 
（財）都市防災研究所 

（兵庨県姫路市） 
1999 

「防犯点検・防犯改修：店舗編」の作成 （財）都市防犯研究センター 1999 

安全・安心まちづくり手法調査 
（財）都市防災研究所 

（建設省、警察庁） 
1998-1999 

貴金属店・量販店等対象侵入盗の発生実態と防犯対

策に関する調査 
（財）都市防犯研究センター 1998-1999 

資金管理センター建物内外の安全設計に関する調査

計画 

（財）都市防犯研究センター 

（郵政省） 
1998 

「防犯点検・防犯改修：住宅編」の作成 （財）都市防犯研究センター 1998 

都市空間における犯罪発生状況に関する研究 （財）都市防犯研究センター 1998 

「防犯環境設計ハンドブック：事業所編」の作成 （財）都市防犯研究センター 1997 

事業所における侵入態様と防犯環境に関する実態の

調査 
（財）都市防犯研究センター 1997 

安全で安心なまちづくり検討調査及び指針作成調査 神戸市 1997 

「防犯環境設計ハンドブック：住宅編」の作成 （財）都市防犯研究センター 1996 

侵入盗被害住宅の防犯環境調査 （財）都市防犯研究センター 1996 

郵便局舎の犯罪事例調査及び防犯設計資料の作成 
（財）都市防犯研究センター 

（郵政省） 
1995 

防犯環境設計指針作成業務 （財）都市防犯研究センター 1993 

多摩ＮＴ２住区団地屋外防犯基本検討 住宅・都市整備公団東京支社 1992 

 

 

■5 福祉のまちづくりに係る調査・計画業務 

福祉のまちづくり、ユニバーサルデザインに係る調査・計画、公共空間や建築物等のバリアフリー化に係

る調査・計画、マニュアル作成など 

 

業務名 発注者 年 

練馬区地域福祉・福祉のまちづくり総合計画策定支援に

関する業務委託 
東京都練馬区 2014-2015 

身近なまちのつどいの場推進事業業務委託 東京都練馬区 2012-2014 

福祉のまちづくり担い手育成・研修事業業務委託 東京都練馬区 2013 

建物利用ガイド作成に係る業務委託 東京都練馬区 2012 

京島地区まちづくり協議会運営補助業務委託 （財）墨田まちづくり公社 2012 

災害時要援護者支援に関する地域団体への支援業務委託 東京都世田谷区 2011-2012 

『災害時要援護者支援の進め方』に関する普及・啓発業

務委託 
東京都世田谷区 2011 

災害時要援護者個別支援カードの作成等に関する支援業

務委託 
東京都世田谷区 2010 

練馬区福祉のまちづくり推進に関する計画策定調査業務

委託 
東京都練馬区 2009-2010 

恵那市岩村町本通り伝建地区 災害時要支援者ワークシ

ョップ業務委託 
岐阜県恵那市 2008 

建物利用ガイドづくりマニュアルの作成業務 東京都練馬区 2007 

建物サイン計画マニュアル作成業務委託 東京都練馬区 2006 

聴覚障害者への情報伝達手段のあり方に関する調査検討

業務 

（財）日本消防設備安全セン

ター 
2004 

消防活動支援性能のあり方及び視聴覚障害者の避難安全

対策に関する調査検討業務 

（財）日本消防設備安全セン

ター 
2003 

バリアフリー促進地区整備構想策定等業務委託 東京都板橋区 2003 

板橋区バリアフリー総合計画策定等業務委託 東京都板橋区 2002 
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■6 歴史・文化を活かした景観づくりに係る業務 

歴史的建造物等の保存活用に係る調査・計画、歴史や文化を活かしたまちづくりに係る調査・計画など 

 

業務名 発注者 年 

柴又地域文化的景観保存計画策定等支援業務委託 東京都葛飾区 2016 

甲州市歴史的風致維持向上計画策定支援業務 山梨県甲州市 2016 

郡上市集約促進景観・歴史的風致形成推進計画策定

業務 
岐阜県郡上市 2016 

南相馬市歴史文化基本構想策定支援業務 福島県南相馬市 2016 

南相馬市歴史的建造物等総合把握調査業務委託 福島県南相馬市 2016 

本寺地区内修景調査業務委託 福島県磐梯町 2016 

文化遹産を活用した地域活性化事業「気仙沼市におけ

る文化遹産を活用した復興まちづくり事業」にかかる

「内湾地区（風待ち地区）国登録有形文化財群の保存

活用事業」 

一般社団法人気仙沼風待ち復興

検討会 

（文化庁） 

2016 

近代建築物調査活用業務委託 東京都中央区 2015-2016 

城東小学校・坂本小学校建築調査記録業務委託 東京都中央区 2015-2016 

御成小学校旧講堂保存活用計画策定支援事業 神奈川県鎌倉市 2015-2016 

重要文化財旧松本高等学校保存活用計画策定支援業

務委託 
長野県松本市 2015-2016 

東京国立博物館本館保存活用計画調査業務 

公益財団法人文化財建造物保存

技術協会（独立行政法人国立文化

財機構） 

2015-2016 

旧新津油田金津鉱場総合調査支援業務委託 新潟県新潟市 2014-2016 

歴史的な建造物に関する調査委託 東京都都市整備局 2014, 2016 

古民家現況調査委託 東京都福生市 2015 

南相馬市文化遹産保存活用推進事業 地域の文化遹

産普及啓発事業 

（文化庁）南相馬市文化遹産を活

かした復興まちづくり実行委員

会 

2015 

南相馬市文化遹産保存活用推進事業 地域文化遹産

記録作成、調査研究事業 

（文化庁）南相馬市文化遹産を活

かした復興まちづくり実行委員

会 

2015 

磐梯町本寺地区における町並み修景ガイドライン作

成支援 
文化継承建築設計事務所 2015 

建物履歴調査 躍金楼 2015 

文化遹産を活かした地域活性化事業「気仙沼市におけ

る文化遹産を活用した復興まちづくり事業」にかかる

「震災復興に活かす港町気仙沼の文化遹産総合調査

委託業務」 

(文化庁）気仙沼市文化遹産活用検

討実行委員会 
2013-2015 

旧国立駅舎復元における建築審査会向けの基礎的検

討・方策検討業務一式 

（国立市）㈱国際開発コンサルタ

ンツ 
2014 

増田及び新庄における調査業務 （学）工学院大学 2014 

鷹の御茶屋活用計画策定業務 
（東京都）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2014 

旧前田家本邸洋館保存活用検討支援業務 
（文化庁）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2014 

重要文化財（建造物）旧三河島汚水処分場喞筒場施設

保存活用計画改定資料作成補助業務 

（公財）文化財建造物保存技術協

会 
2014 

「気仙沼市内湾地区の国登録文化財群復興プロジェ

クト～市民団体の連携で繋ぐ復旧・活用の支援ネッ

トワーク～」に係る「ツアーの企画、資料作成、運営

業務」及び「ツアー及び巟回展に伴う現地調査、資料

作成、運営等」 

（文化庁）一般社団法人気仙沼風

待ち復興検討会 
2013 

重要文化財小林家住宅保存管理活用計画策定業務 
(桧原村）（公財）文化財建造物保

存技術協会 
2013 
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重要文化財 旧下野煉化製造会社煉瓦窯 保存活用計

画策定業務 

（野木町）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2013 

重要文化財 三井三池炭鉱旧万田坑施設 保存活用

計画策定支援 協力業務 

（大牟田市）（㈱文化財保存計画

協会） 
2013 

平成25年度 弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史まち

づくり基本構想策定 

（水戸市）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2013 

増田地区街なみ環境整備基本計画等策定業務委託 秋田県横手市 2012-2013 

重要文化財松江城天守保存活用計画策定業務 
（松江市）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2012-2013 

横手市増田地区伝建予定地区保存対策補足調査業務委託 秋田県横手市 2012-2013 

郡上市地域づくり百景プログラム策定委託業務 岐阜県郡上市 2012 

重要伝統的建造物群保存地区見直し調査報告書作成

業務委託 
三重県亀山市 2012 

横手市増田地区伝建制度を活かしたまちづくり支援

業務委託 
秋田県横手市 2012 

地域の文化遹産を活かした観光振興地域活性化事業 
(文化庁）NPO 法人たいとう歴史

都市研究会 
2012 

気仙沼市内湾地区の国登録文化財群の保存活用計画

の作成 

（文化庁）気仙沼風待ち復興検討

会 
2012 

中央区近代建築物悉皆調査 (東京都中央区）（学）工学院大学 2012 

重要文化財旧旭川偕行社保存活用計画案作成業務委

託 

（旭川市）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2012 

三池炭鉱宮原坑跡等保存管理計画策定業務 
（大牟田市）（公財）文化財建造

物保存技術協会 
2012 

伝建制度推進事業委託業務 岐阜県郡上市 2011-2012 

復興における歴史・文化資産の継承と地域コミュニ

ティの維持・活用等検討調査 
国土交通省 都市・地域整備局 2011 

郡上八幡歴史的風致維持向上計画策定業務 岐阜県郡上市 2011 

横手市増田地区伝統的建造物群保存対策調査 
（秋田県横手市）工学院大学後藤

研究室 
2011 

銀座・竹の花周辺地区街なみ環境整備方針策定業務

委託 
神奈川県小田原市 2010 

旧齋藤家別邸整備活用計画策定支援業務 新潟県新潟市 2010 

郡上八幡北町 伝統的建造物群保存対策調査 岐阜県郡上市 2010 

宗廣邸実測調査委託業務 岐阜県郡上市 2010 

岩村町本通り伝統的建造物群保存地区防災計画の見

直し業務 
岐阜県恵那市 2010 

第一次大極殿院地区築地回廊等復原設計方針策定業

務協力 
（財）文化財建造物保存技術協会 2010 

「最上川の文化的景観」景観認知調査分析業務 山形県 2009-2010 

高砂市歴史文化基本構想等策定業務 兵庨県高砂市 2009-2010 

韮崎市歴史文化基本構想等策定支援業務委託 山梨県韮崎市 2009-2010 

旧齋藤家別邸基本調査業務委託 新潟県新潟市 2009-2010 

歴史的資源調査業務委託（郡上八幡市街地地区） 岐阜県郡上市 2006-2010 

第一南別館記録保存調査業務委託 山梨県教育委員会 2009 

富岡製糸場専門講座ワークショップ運営協力委託 （財）文化財建造物保存技術協会 2008 

平成 19 年度都市再生プロジェクト推進調査費 

地元建設業者が支援する地域個性を活かした“景

観”と“防災”両立のまちづくり 

国土交通省都市・地域整備局 2007 

鎌倉市景観資源調査業務 神奈川県鎌倉市 2007 

橋梁等調査資料集計業務 東京都千代田区 2006 

文化財建造物保存活用マニュアル作成業務委嘱 
文化庁文化財部参事官室（建造物

担当） 
2006 

旧日向別邸保存活用計画策定業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2006 

恵那市岩村町本通り地区伝統的建造物群保存地区修

復・メンテナンスマニュアル作成等業務 
岐阜県恵那市 2006 
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旧富岡製糸場活用検討業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2006 

旧下野煉化製造会社欄が窯活用検討業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2006 

まちなみ資源調査並びにまちなみ整備計画作成委託 岩手県千厩町 2005 

「白山信仰」に係わる遹産を活かしたまちづくり方策

検討業務 
岐阜県郡上市／工学院大学 2005 

重要文化財 旧朝倉家 図面作成、破損調査業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2005 

旧住友俣野家別邸活用計画策定業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2005 

旧川合玉堂別邸及び園庩緑地の活用方針等策定業務 神奈川県横浜市金沢区 2004 

筑後川昇開橋委員会資料作成（活用）業務委託 （財）文化財建造物保存技術協会 2004 

国府津地区国道１号周辺まちなみ調査 
（財）日本ナショナルトラスト、

神奈川県小田原市 
2002-2004 

象の鼻地区・大さん橋基部歴史的建造物詳細調査 横浜市歴史的資産調査会 2003 

旧児玉邸画室等実測作図 （株）安井杢工務店 2003 

万田坑活用推進業務委託 熊本県荒尾市 2002 

仮称東山魁夷記念館基本計画に係る業務委託 千葉県市川市 2002 

大極殿院地区の復原整備検討及びｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2002 

歴史的建造物に関する意向調査業務 神奈川県横浜市 2001 

市川市文化振興ビジョン策定調査 千葉県市川市 2001 

山手通り街路景観イメージの作成業務 三菱信託銀行 2000 

国立駅舎保存活用推進に係る業務委託 東京都国立市 1999-2000 

三井三池炭鉱跡宮原坑跡万田坑跡基本構想策定業務 
熊本県荒尾市 

（財）文化財保存計画協会 
1999-2000 

キッコーマンビル記録保存調査 横浜市歴史的資産調査会 1999 

旧ライジングサン石油会社社宅記録保存調査 横浜市歴史的資産調査会 1999 

歴史的景観保全指針の策定支援業務 東京都 1998-1999 

歴史的建造物調査業務 静岡県蒲原町 1998 

蒲原宿まちなみづくり検討業務 蒲原宿まちなみの会 1996-1998 

由比ガ浜商店街周辺地区の景観づくり支援業務 神奈川県鎌倉市 1997 

街並保存調査委託業務 山形県大石田町 1997 

歴史的建造物の現況確認調査 東京都 1997 

地区景観整備事業周辺景観調査 東京都 1990-1997 

旧五十嵐歯科医院保全活用構想策定調査 静岡県蒲原町 1996 

山形市都市環境計画策定調査に係る資料作成業務 （財）国土開発技術研究センター 1996 

公共施設等デザイン指針策定調査 東京都 1995-1996 

都施設デザイン事業周辺景観調査 東京都 1990-1996 

鎌倉市都市景観条例施行準備調査 神奈川県鎌倉市 1995 

中心市街地景観ガイドプラン策定調査業務 山形県山形市 1995 

近代和風建築現況確認等調査 東京都 1994 

横須賀市公共施設景観整備ガイドライン作成業務 神奈川県横須賀市 1994 

都立日比谷高校講堂記録調査 東京都立日比谷高等学校 1994 

山形市都市景観計画調査及び都市景観ガイドプラン

編集業務 
山形県山形市 1993-1994 

歴史的建造物公的活用検討調査業務 横浜市 1993 

近代洋風建築物の所在確認及び動向等詳細調査 東京都 1987-1993 

足和田村景観ガイドプラン策定調査業務 （株）写測（山梨県足和田村） 1992 

歴史的景観重点地区整備調査 横浜市 1991 

山手地区洋館群保全活用基本調査 横浜市 1990 

昭和シェル石油山下町ビル保全活用調査 昭和シェル石油（株）、横浜市 1990 

千葉市景観形成計画・地区景観ガイドプラン策定業

務 

（株）現代計画研究所、日本技術

開発（株） 
1989 

歴史的建造物の景観意匠保存のための制度・手法調

査 
東京都 1988 

旧小松川文書庨保存調査 東京都江戸川区 1988 

歴史的建造物の景観保存と活用に関する事例研究 住友信託銀行（株） 1987 
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■7 市街地整備・都市再生に係る業務 

密集市街地整備に係る業務、市街地再開発に係る業務、中心市街地等の活性化に係る業務など 

 

業務名 発注者 年 

密集市街地防災まちづくり事業導入業務委託 千葉県浦安市 2016-2017 

大山駅周辺地区まちづくり検討委託 東京都板橋区 2015-2016 

旗の台・中延地区事業推進業務委託 東京都品川区 2009-2016 

堀切地区街づくり調査委託 東京都葛飾区 2007-2016 

密集市街地防災街づくり方針策定業務委託 千葉県浦安市 2015 

当代島地区住環境改善に関する調査検討業務 千葉県浦安市 2014-2015 

補助 46 号線（原町一丁目・洗足一丁目地区）沿道地

区丌燃化促進事業の導入に関する業務委託 
東京都目黒区 2013-2015 

柳原地区住宅市街地総合整備事業（密集型）整備計画

策定等業務委託 
東京都足立区 2012-2015 

旗の台・中延地区住宅市街地総合整備事業の延伸に

かかる事業計画等策定業務委託 
東京都品川区 2014 

丌燃化促進事業の推進に関する調査及び資料作成等

業務委託 
東京都足立区 2014 

大山駅東地区まちづくり検討委託 東京都板橋区 2012-2014 

田谷の低地被災地利用調査委託 田谷地区集団移転協議会 2013 

関原一丁目地区整備計画(密集事業)推進事業業務委託 東京都足立区 1984-2013 

都市防災丌燃化促進事業促進業務委託（補助 46 号線

品川地区） 
東京都品川区 2001-2012 

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（世田谷・若林地区、上馬・野沢地区、太子堂

四丁目地区） 

東京都世田谷区 2011 

住宅市街地総合整備事業推進事業業務委託 埼玉県戸田市 2011 

東日本大震災を踏まえた漁業地域の防災対策緊急点

検調査等業務のうち、漁業集落防災機能強化事業の

基本計画（案）の作成に関する補助業務（釜石市内 室

浜、桑ノ浜、両石、箱崎白浜地区） 

（水産庁） 

㈱アール・ピー・アイ 
2011 

室根町活性化計画策定業務委託 岩手県一関市 2010 

貫井・富士見台地区における密集住宅市街地整備促

進事業の整備計画および事業計画策定等業務委託 
東京都練馬区 2009-2010 

八幡中央地区まちづくり交付金事後評価作成委託業

務 
岐阜県郡上市 2009-2010 

都市防災丌燃化促進事業（補助第 46 号線沿道目黒本

町五丁目地区）導入に関する業務委託 
東京都目黒区 2008-2009 

上石神井駅周辺地区まちづくり業務委託 東京都練馬区 2006-2009 

南千住一・荒川一丁目地区密集住宅市街地整備促進

事業推進活動業務 
東京都荒川区 1996-2009 

千住重点密集市街地（千住柳町・千住大川町・柳原二

丁目）事業化検討基礎調査業務委託 
東京都足立区 2008 

墨田区京島地区まちづくり計画担い手支援事業委託業務 特定非営利活動法人向島学会 2008 

市川市関ヶ島地区まちづくり計画担い手支援事業委託業務 行徳小普請組 2007-2008 

補助 46 号線（目黒本町五丁目地区）の沿道まちづく

りに関する調査等業務 
東京都目黒区 2007 

田町駅東口北地区複合公共施設整備基本構想策定業

務委託 
東京都港区 2006 

都市再生整備計画策定調査委託 岐阜県郡上市 2005 

千厩町中心市街地活性化基本計画策定業務委託 岩手県千厩町 2004 

地域再生計画作成業務委託 岩手県千厩町 2004 

都市防災対策の復旧復興投資軽減効果評価に係る基

礎的検討調査 
（財）国土技術研究センター 2004 

http://www.manu.co.jp/page3.html#8
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防災環境軸の整備促進手法の検討に係る事例収集等

業務 
（財）国土技術研究センター 2004 

国立駅周辺まちづくり基本計画資料作成等業務 東京都国立市 2002-2004 

都市防災水環境ネットワークに関する資料収集整理業務 （財）国土技術研究センター 2002-2003 

武蔵小金井駅南口地区第一種市街地再開発事業にお

けるまちづくり活動検討業務 
（株）都市整備プランニング 2002 

防災街区整備事業（仮称）に係るモデルスタディ業務

（荒川区三角地北部・関原一丁目地区） 
（社）全国市街地再開発協会 2002 

行き止まり道路の緊急避難路整備事業促進業務 東京都板橋区 1996-2002 

補助 46 号線・補助 26 号線沿道地区丌燃化促進事業

基礎調査業務委託 
東京都目黒区 2001 

都市・居住環境整備重点地域に係る基礎的条件の整

理業務 
（財）国土技術研究センター 2001 

墨田区「歩いて暮らせる街づくり」に関する事業推進

調査 

（財）都市計画協会（国土交通省

等） 
2000 

低・未利用地の利用状況の変遷に関する経年的実態調査 
（財）都市みらい推進機構 

（国土交通省） 
2000 

西新宿三丁目地区土地有効利用事業化検討基礎調査 都市基盤整備公団 1999-2000 

低・未利用地有効活用促進臨時緊急調査個別調査 
（財）都市みらい推進機構 

（国土交通省） 
1999-2000 

南千住拠点開発構想調査研究業務 荒川区拠点開発構想推進会議 1994-1999 

小滝橋通り歩道整備に関する検討調査 （株）旭化成建築設計 1999 

密集市街地における都市計画道路整備と沿道の有効

利用に係る検討調査 
都市基盤整備公団 1999 

新小岩駅北口地区土地有効利用に係る整備構想検討調査 都市基盤整備公団 1999 

中野駅北口周辺地区基本計画策定調査 住宅・都市整備公団 1998 

西新井区域における地域整備構想策定調査に係る業

務 
住宅・都市整備公団 1998 

横浜市営地下鉄沿線地区土地有効利用事業事業化検

討調査 
住宅・都市整備公団 1998 

警察大学校等移転跡地土地利用転換計画手法・事業

手法等に関する調査 
住宅・都市整備公団 1997-1998 

千駄木・向丘地区防災生活圏促進事業地区推進計画

策定業務 
（財）文京区まちづくり公社 1996 

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 1996 

神田駅東地区パートナーシップ型街づくり事業業務 （財）千代田区街づくり推進公社 1996 

上大岡周辺地区街づくり検討調査 横浜市 1996 

加賀地域整備計画促進調査 東京都板橋区 1995-1996 

京島地区まちづくり事業現況調査 東京都墨田区 1995 

防災生活圏促進事業に係わる地区選定調査 東京都文京区 1995 

防災まちづくり計画検討調査 千葉県船橋市 1995 

戸塚区住環境整備モデルプラン策定調査 横浜市 1994-1995 

上大岡周辺地区街づくり検討調査 横浜市 1994-1995 

林試の森公園周辺地区防災まちづくり事業推進等業

務 
東京都目黒区 1993-1995 

一寺言問防災まちづくり事業推進業務 東京都墨田区 1985-1995 

佐原駅前整備基本計画策定業務 佐原商工会議所 1994 

東京東部地域の地域構造の検討業務 （株）住信基礎研究所 1993 

目黒通り地区都市防災丌燃化促進事業に係る業務 東京都目黒区 1990-1993 

第 15 地区環境整備事業推進コンサルティング業務 東京都足立区 1992 

大森駅周辺地区の土地利用（駐車、駐輪場）調査 東京都大田区 1992 

錦糸町駅周辺地区拠点整備地区における開発誘導手

法の検討 
日本環境技研（株） 1992 
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千葉港葛南管内臨海工業地域調査 （財）日本地域開発センター 1991-1992 

二俣新町再開発事業 積水ハウス（株） 1990-1991 

地区住環境総合整備事業にかかる事業計画の作成等

の調査 
東京都墨田区 1988 

墨田区役所跡地及び周辺整備構想に関する調査 住宅・都市整備公団 1988 

放射線・更正橋通り地区都市防災丌燃化促進計画調

査 
東京都墨田区 1986 

 

 

■8 総合計画・都市計画・地区計画等に係る業務 

総合計画、テーマ別・地域別計画、法定都市計画・地区計画、建築協定など 

 

業務名 発注者 年 

横浜市神奈川区都市マスタープラン改定業務 神奈川県横浜市 2015-2016 

補助 46 号線（原町一丁目・洗足一丁目地区）沿道地

区の地区計画策定調査等業務委託 
東京都目黒区 2013-2015 

地区計画検討業務委託（小山台一丁目地区） 東京都品川区 2013-2014 

大田区における新たな防火規制の導入に関する基礎

調査委託 
東京都大田区 2012 

東京大学（目白台）国際宿舎（仮称）建築規制等に係

る検討業務 
東京大学 2011 

池尻三丁目西地区地区計画案策定支援等業務委託 東京都世田谷区 2009-2011 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域指

定支援業務委託 
東京都世田谷区 2010 

三宿一丁目地区地区計画等策定支援業務委託 東京都世田谷区 2009-2010 

新河岸地区ものづくり環境保全事業推進業務委託 東京都板橋区 2007-2010 

補助第 46 号線（目黒本町五丁目地区）沿道地区の地

区計画導入等に関する業務委託 
東京都目黒区 2009 

補助第 46 号線沿道地区の地区計画策定調査等業務 東京都目黒区 2008-2009 

赤塚周辺地区ガイドライン策定調査 東京都板橋区 2005-2008 

神田小川町南部・錦町北部・美土代町地区地区計画

策定に係る調査業務 
東京都千代田区 2006-2007 

千厩町まちづくりビジョン策定業務委託 岩手県千厩町 2003 

都市計画マスタープラン策定業務 静岡県蒲原町 2001 

外神田二・三・五・六丁目地区地区計画調査業務 東京都千代田区 2005-2006 

秋田新都市地区計画導入検討調査業務 秋田県建築設計事業協同組合 2002-2004 

ワンルーム形式集合住宅の規制に係る都市計画変更

コンサルティング 
東京都千代田区 2003 

加賀一・二丁目地区地区計画推進業務 東京都板橋区 1998-2001 

神田紺屋町周辺地区地区計画原案策定調査 （財）千代田区街づくり推進公社 1998-1999 

千代田区錦華通り付近地区地区計画調査 （財）千代田区街づくり推進公社 1996-1998 

亀沢地区用途別容積型地区計画案の策定 東京都墨田区 1991-1993 

横浜市日照等指導要綱の見直しに関する調査 横浜市 1991-1992 

第二次総合５カ年計画策定関係調査 千葉県市川市 1990 

緑二・三丁目地区地区計画策定調査委託 東京都墨田区 1989 

市街地整備マスタープラン等策定調査 千葉県市川市 1986 
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■9 まちづくり活動・NPO 活動に係る業務 

まちづくり活動の支援業務、NPO・市民活動・まちづくりファンド（基金）等に係る調査・計画など 

 

業務名 発注者 年 

柳原地区まちづくり活動支援業務委託 東京都足立区 2016 

補助 46 号線（原町一丁目・洗足一丁目地区）沿道ま

ちづくり協議会活動支援業務委託 
東京都目黒区 2013-2016 

大船渡市赤崎地区ワークショップ運営支援業務 株式会社都市環境研究所 2015 

川岸地区まちづくり活動支援業務 埼玉県戸田市 2011-2015 

南千住一・荒川一丁目地区まちづくり活動支援業務委託 東京都荒川区 2010-2013 

地域における持続的な歴史的建造物の修理システム

構築等検討調査 

（国交省）NPO 法人しらかわ建

築サポートセンター 
2012 

戸田駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務 埼玉県戸田市 2007-2012 

目黒本町周辺地区防災まちづくり協議会支援等業務 東京都目黒区 1997-2012 

防災マップ作成支援業務委託 板橋区町会連合会 仲町支部 2011 

大山駅東地区まちづくり検討委員会活動に係るコン

サルタント派遣事業委託 
東京都板橋区 2010-2011 

加賀一・二丁目地区景観まちづくり活動に係るまち

づくりコンサルタント派遣事業委託 
東京都板橋区 2009-2010 

46 沿道まちづくり協議会支援等業務委託 東京都目黒区 2009 

住民参加型まちづくりファンドのフォローなどに関

する調査 
（財）民間都市開発推進機構 2008 

「ＮＰＯ等による文化財活用事業の推進事業」研修実

施マニュアル作成 
文化庁文化部 2006 

横浜市山手西洋館指定管理者管理運営関連資料作成業務 神奈川県横浜市 2005 

山手西洋館あり方懇談会資料作成等委託業務 神奈川県横浜市 2004 

まちづくり NPO を活用した住まいづくり・まちづく

りの実態調査 
（株）岩崎敬環境計画事務所 2002 

人材育成・活動支援等のツールの企画検討調査 （社）全国市街地再開発協会 2002 

住民のボランティア活動等を活かした歴史的文化的

資源の保存活用と地域活性化に関する調査 
文化庁建造物課 2001 

東向島一丁目地区まちづくり活動実態調査業務 （財）ベターリビング 2001 

ドイツにおける地域コミュニティに根ざしたまちづ

くり活動の事例調査 
（財）ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ&ｺﾆｭﾆﾃｨ財団 2001 

墨田区向島地域住民の組織化及び共同建替等に関す

る実態調査 

（財）ベターリビング（都市基盤

整備公団） 
2000 

万世橋街づくり協議会における課題検討のための調

査業務 
（財）千代田区街づくり推進公社 1995-1998 

和泉橋街づくり協議会における課題検討のための調

査業務 
（財）千代田区街づくり推進公社 1995-1998 

神田駅東地区整備協議会コンサルタント業務 神田駅東地区整備協議会 1997 

ドイツの地域づくり連携等に関する調査業務 （株）住信基礎研究所（国土庁） 1997 

沖縄県国際貢献ボランティア活動等促進基本構想策

定調査 
（財）ハイライフ研究所（沖縄県） 1995-1996 

神田駅東地区整備協議会地域タウンウォッチング企

画運営業務 
（財）千代田区街づくり推進公社 1995 

都民景観活動ノートの作成調査業務及び編集業務 東京都 1995 

北部川の手地区まちづくり調査 （株）住信基礎研究所 1990-1992 

住民主体のまちづくりにおける住民団体支援制度検

討調査 
東京都墨田区 1991 
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■10 建築技術・まちづくり技術等の研究開発業務 

建築技術に係る研究開発、情報技術に係る研究開発、計画技術に係る研究開発など 

 

業務名 発注者 年 

市街地防火・避難安全性評価及び脆弱性解消効果に

関するケーススタディ業務 

国土交通省国土技術政策総合研

究所 
2016 

市街地火災避難ケーススタディ補助業務 
国土交通省国土技術政策総合研

究所 
2014 

密集市街地における協調的建て替え特例手法の適用

に関するケーススタディ業務 

国土交通省国土技術政策総合研

究所 
2013 

調達可能な建材による歴史的建造物修理工法の試験

施工や耐久性検査を通じた開発 

（国交省）NPO 法人しらかわ建

築サポートセンター 
2013 

密集市街地の街区性能水準に関する計算・集計業務 
国土交通省国土技術政策総合研

究所 
2012 

密集市街地の街区性能簡易評価システムに要件整理

業務 

国土交通省国土技術政策総合研

究所 
2010 

市街地整備計画案作成時における市街地防火性能評

価手法の活用イメージに関する検討業務 

国土交通省国土技術政策総合研

究所 
2009 

防災まちづくり支援システム関連資料収集業務 （財）国土開発技術センター 2008 

密集地区の既存住宅構造性能評価業務 早稲田大学 2006 

地震危険度マップ作成に係る現地調査及び実態把握 （財）国土技術研究センター 2005 

防耐火補強技術を活用した木造密集地区整備手法の

検討 
国土交通省、（学）早稲田大学 2005 

防犯優良マンション標準認定基準等の作成業務 （財）ベターリビング 2005 

環境共生の技術と動向のまとめ 旭化成ホームズ（株） 2004 

住宅部品の防犯性能試験方法の標準化に関する資料

収集業務 
（財）ベターリビング 2004 

防災まちづくり支援ツールに関する資料の収集 （財）国土技術研究センター 2004 

「防災まちづくり支援システム」の改訂及び検証に係

る基礎的業務 
（財）国土技術研究センター 2003 

住宅の防犯性能評価手法に係る検討業務 （財）ベターリビング 2003 

市街地特性を考慮した地震火災の延焼に関する研究 （財）都市防災研究所 2002 

共同住宅総合防犯システムの研究開発に関する調査 （財）ベターリビング 2002 

防犯まちづくり計画手法に関する資料の収集及び整

理業務 
（財）国土技術研究センター 2002 

携帯端末を利用した「まち歩き」の地域情報システム

に係る調査 
（財）都市みらい推進機構 2001 

ウェブ GIS のシステム開発 （有）アイ・ビー・エヌ 2001 

IT を活用した低・未利用地の有効活用促進に係る調

査 

（財）都市みらい推進機構（国土

交通省） 
2001 

IT（情報技術）を活用した住まいの防犯自己診断に係

る調査 
（財）都市防犯研究センター 2000 

高知能構造・材料の応用例に関するアンケート調査 建設省建築研究所 1998 

既成市街地における合意形成手法の調査業務 住宅・都市整備公団 1998 

集合住宅の床性能の検討 旭化成工業（株） 1998 

復興土地区画整理シュミレーションシステム構築調

査 
科学技術庁 1997 

被災地における復興街づくり事例調査 （財）都市防災研究所 1996 

復旧・復興過程モデル構築のための指標整理調査 （財）都市防災研究所 1996 

市民の安心を確保し安全な市街地を創出するための

総合的な地震防災に関する研究 
科学技術庁 1996 

兵庨県南部地震以降のまちづくりにおける防災対策

パラダイムに関する調査 
建設省建築研究所 1996 

都市・大規模建造物の雑用水等利用に係る資料収

集・整理・分析業務 
（財）国土開発技術研究センター 1996 
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■11 その他 

建築・都市・まちづくりに係る関連業務 

 

業務名 発注者 年 

丌燃化特区戸別訪問業務委託（戸越 2・4・5・6 丁

目地区） 
東京都品川区 2015 

旧浜離宮庩園御茶屋解説板作成業務 
（東京都）（公財）文化財建造物

保存技術協会 
2015 

猫実五丁目東地区住宅市街地総合整備事業記録冊子

作成業務 
千葉県浦安市 2014 

「被災地から“ありがとう”」事業 
(文化庁）宮城県地域文化遹産復興

プロジェクト実行委員会 
2013 

東京大学宿泊施設周辺交通量調査 国立大学法人東京大学 2012 

都市建設部政策課題検討支援業務委託 東京都足立区 2010 

浜離宮サイン設計製作業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2010 

産業技術史資料の収集・整理・データベース作成等

に係る業務 
（独）国立科学博物館 2005-2009 

国立市コミュニティバス新規路線導入事業化調査委

託 
東京都国立市 2005 

「修復の手帖 VOL3」企画・編集業務 （財）文化財建造物保存技術協会 2005 

賃貸住宅入居者のグループインタビュー業務 旭化成ホームズ（株） 2004 

「酒蔵フォーラム in せんまや」業務 岩手県商工会連合会 2004 

自転車の似合うまちづくり検討会資料作成業務委託 東京都国立市 2003-2004 

住宅防犯シンポジウムチラシ等作成及び印刷 埼玉県県土整備部 2004 

住まいの防犯アドバイザー登録情報ページ作成 
彩の国豊かな住まいづくり推進

協議会 
2004 

旭化成賃貸住宅テナント調査 旭化成ホームズ（株） 2003 

産業遹構を活用した産業技術などの学習プログラム

作成調査業務 
（独）国立科学博物館 2002 

ラーバンフェスタ 2002 における住民等の企画支援

業務 
（株）千葉ニュータウンセンター 2001-2002 

産業技術博物館展示の調査 国立科学博物館 2001 

外交官の家展示パネルに係わる制作業務 （株）相鉄エージェンシー 1996 

ストーリーシミュレーション・（仮）第二新潟地震の

作成等 
新潟放送 1993 

みなとみらい21横浜館街づくりコーナーの展示変更

調査 
（株）横浜みなとみらい２１ 1993 

すみだ都市景観フォーラム実施委託 東京都墨田区 1992 
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【スタッフ】 

 

 

板谷龍二郎 ITAYA Ryujiro 

 代表取締役/一級建築士 

  

【経歴】 昭和 51年 横浜国立大学工学部建築学科卒業 

【業務歴】 ・集合住宅、戸建て住宅地の企画、設計監理、調査業務 

・公共建築物の設計監理業務 

・店舗、戸建て住宅の設計監理業務 

・歴史的建造物の保全、活用調査、復原設計監理業務 

・都市再開発、地域まちづくりに係る調査、計画業務 

【その他活動等】 ・建築計画チェックリスト 集合住宅（共著 彰国社） 

・パティオス 9、13、14 番街（千葉県住宅供給公社） 

・外交官の家、鶴翔閣（復原、活用設計監理 横浜市） 

・小鹿野町観光案内所、道の駅「ぶな茶屋」（山形県小国町） 

 

神谷 秀美 KAMIYA Hidemi 

 取締役／技術士（都市・地方計画） 

  

【経歴】 昭和 63年 千葉大学工学部建築学科卒業 

東京大学まちづくり大学院特別講師（平成 19〜20 年度） 

法政大学サステイナブル研究推進機構客員研究員（平成 24 年度） 

明治大学総合講座講師（平成 24年度〜） 

【業務歴】 ・防災に関する調査研究業務（国土庁・国交省・郵政研究所等） 

・防災計画・マニュアル等の作成業務（市川市・神戸市等） 

・防災シミュレーション業務（国総研・市川市等） 

・既成市街地の整備・再生に関する業務（墨田区・葛飾区・品川区等） 

・郊外住宅地のまちづくりに関する業務（地域公団等） 

・景観・街並み形成に関する業務（東京都・地域公団等） 

・被災地復興まちづくり支援業務（水産庁・広田地区協議会等） 

【その他活動等】 ・認定 NPO 法人都市計画家協会 理事 

・NPO 法人幕張海浜公園を育てる会 副理事長 
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和田 裕子 WADA Hiroko 

統括主任研究員 

【経歴】 平成 18年 宮城学院女子大学学芸学部生活文化学科卒業 

平成 20年 筑波大学大学院人間総合科学研究科修士課程修了 

【業務歴】 ・歴史的文化的資源の保存・活用及び景観に関する調査及びそれらを

活かしたまちづくりに係る業務（恵那市・郡上市・横浜市・鎌倉市・

高砂市・水戸市・横手市・新潟市等） 

・文化財建造物の保存と活用に係る調査・計画（富岡市・野木町・荒尾

市・大牟田市・奈良市・東京都）

・被災地における文化遹産を生かした復興まちづくりに係る業務（気仙

沼市・釜石市・白河市・文化庁）

・文化財建造物の活用に係る実施設計（奈良市・野木町）

・産業技術史に関する調査（国立科学博物館等）

・密集市街地のまちづくりや防災まちづくりに関わる業務（足立区・葛

飾区等）

【その他活動等】 ・首都大学東京大学院演習講師（平成 25年度）

・富岡市旧富岡製糸場ワークショップ講師（平成 23 年度～）

・次世代郊外まちづくりワークショップファシリテーター（平成25年度） 

道家 祥平 DOKE Shohei 

主任研究員 

【経歴】 平成 18年 日本大学理工学部建築学科卒業 

平成 20年  東京芸術大学大学院美術研究科修士課程修了 

【業務歴】 ・文化財建造物の保存と活用に係る調査・計画（旭川市、松江市、東京

都檜原村等） 

・歴史的建造物と景観に関わる調査（東京都）

・歴史的建造物の保存と活用に係る修理及び設計等業務（練馬区、恵那

市岩村町、新潟市）

・歴史や文化を活かしたまちづくりに係る調査・計画（郡上市八幡町、

横手市増田町、東京都中央区等）

・密集市街地のまちづくりや防災まちづくりに関わる業務（品川区等） 

坂井 遼 SAKAI Ryo 

統括主任研究員 

【経歴】 平成 18年 早稲田大学理工学部建築学科卒業 

平成 22年 早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士課程修了 

【業務歴】 ・都市計画・地区計画やガイドライン等の調査・検討・策定に関わる

業務（葛飾区・品川区・練馬区等） 

・密集市街地のまちづくりや防災まちづくりに関わる業務（葛飾区・足

立区・品川区・練馬区等）



22 

小松 妙子 KOMATSU Taeko 

 副主任研究員 

  

【経歴】 平成 22年 上智大学法学部地球環境法学科卒業 

平成 25年 法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻 

      修士課程修了 

法政大学エコ地域デザイン研究所兼任研究員（平成 26 年度～） 

【業務歴】 ・防犯環境設計に関する業務 

・密集市街地のまちづくりや防災まちづくりに関する業務（戸田市、葛

飾区） 

【その他活動等】 ・『外濠-江戸東京の水回廊-』（共著 鹿島出版会） 

 

大野 勝幸 ONO Masayuki 

 研究員／二級建築士 

  

【経歴】 平成 23年 京都建築大学校建築科放送大学併修コース卒業 

平成 23年 放送大学教養学部教養学科卒業 

平成 27年 千葉大学大学院園芸学研究科環境園芸学専攻修士課程修了 

【業務歴】 ・建築設計・監理業務 

・歴史・文化を活かしたまちづくりに関する調査業務 

・住民まちづくり活動への支援業務 

 

三浦 晶恵 MIURA Akie 

 研究員 

  

【経歴】 平成 25年 東北芸術工科大学デザイン工学部建築・環境デザイン学科卒業 

平成 27年 同大学デザイン工学専攻芸術工学研究科修士課程修了 

【業務歴】 ・歴史的建造物等の保存・活用に関する業務 

・住民まちづくり活動への支援業務 

 

今井 文子 IMAI Fumiko 

 研究員／二級建築 

【経歴】 平成 26年 小山工業高等専門学校複合工学専攻建築学コース修了 

平成 29年 筑波大学大学院システム情報工学研究科社会工学専攻修了 

【業務歴】 ・建築設計・監理業務 

・歴史的建造物等の保存・活用に関する業務 

 

 

 


