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Ⅰ．研究所の概要 

 
名   称    株式会社 地域まちづくり研究所 （略称：まち研） 
 
 
所 在 地    〒420-0831 静岡市葵区水落町５番５号 
               ＴＥＬ：０５４-２７０-６５３５ 
               ＦＡＸ：０５４-２４９-３５５０ 
               E-mail：machiken@mckn.jp 
 
 
役   員    取締役・主宰   伊 藤 光 造 
         代表取締 役   鋤 柄 幸 成 
         取 締 役   海 野 芳 幸 
         取 締 役   林   泰 義 
         取 締 役   平 井   允 
         監 査 役   藤 田 惣一郎 
 
 
資 本 金    １,０００万円 
 
 
設   立    昭和５７年９月２１日 
 
 
登   録    一級建築士事務所    静岡県知事登録 ２９１４号 
         建設コンサルタント   国土交通省   ４３５６号 
 
 
技術管理者    伊 藤 光 造   一級建築士、技術士（建設部門） 

海 野 芳 幸   技術士（建設部門）  
 
 

取 引 銀 行    静岡銀行本店営業部 
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Ⅱ．業務内容 
 

１．地域マスタープラン 

・県・広域市町村圏計画 
・市町村総合計画（基本構想、基本計画） 
・都市基本計画 
・土地利用基本計画 
・都市施設基本計画 
・国土利用計画市町村計画 

 
2．地区計画 

・地区基本計画 
・法定地区計画 
・コミュニティ調査・計画 
・駅前・中心市街地等の整備計画 
・工業団地計画 
・住宅地計画（新開発・修復・保全） 

 
3．市街地開発事業関連調査、計画 

・市街地再開発等調査、Ｂ調査 
・再開発基本計画 
・地区再生計画 
・地区更新計画 
・土地区画整理事業Ａ、Ｂ調査 

 
4．住宅・住宅地計画 

・住宅・宅地供給計画 
・ニュータウン等基本計画 
・住環境整備計画 
・ＨＯＰＥ計画（地域型住宅供給計画） 
・住宅地区計画 

 
5．地域景観計画 

・都市、地域景観ガイドライン 
・中心市街地景観整備計画 
・観光地環境デザイン計画 
・住宅地景観整備計画 
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6．公園緑地計画・設計 

・緑の基本計画（公園緑地配置基本計画） 
・地域性を活かした公園・緑地基本計画 
・公園・広場・緑地等設計（基本・実施） 

 
7．交通計画 

・歩行者、自転車交通計画 
・総合交通体系調査 

 
8．防災計画 

・避難地、避難道計画 
・避難路沿道市街地整備計画 

 
9．商店街計画 

・商店街活性化計画 
・ショピングモール等計画・設計 

 
10．観光地整備計画 

・観光振興計画 
・観光地活性化計画 
・観光施設計画・設計 

 
11．農山漁村計画 

・集落環境整備計画 
・地域振興計画 
・レクリエーション環境整備計画 
・市民農園計画 

 
1２．福祉・保健計画 

・地域福祉計画 
・高齢者保健計画  
・ユニバーサルデザイン計画 
・次世代育成支援計画 
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1３．環境デザイン計画・設計 

・ユニバーサルデザイン・バリアフリー計画・設計 
・河川環境整備計画・設計 
・道路修景事業計画・設計 
・コミュニティ道路・モール等計画設計 
・公園、広場計画・設計 

 
1４．住民参加計画 

・住民主体策定型地区計画 
・コミュニティデザイン・ワークショップ 

 
1５．建築設計 

・公共施設基本計画、設計（特に地域性をふまえた環境デザイン） 
・一般建築物基本計画、設計 

 
1６．その他 

・都市整備手法の研究 
・計画等のＰＲに関するパンフレット、模型、スライド等の作成 
・住民意向調査把握に関するアンケート調査等の企画、立案、実施 
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Ⅲ．業務実績  
昭和５７年度   

土地区画整理事業における地区計画制度活用指針(案)作成のための調査 建設省／計画技術研究所 

ヒューマンぬまづ２１(沼津市都市整備基本計画)策定調査 沼津市／計画技術研究所 

島田市総合計画策定に係る基礎調査 島田市／計画技術研究所 

名古屋市土地利用構想実現プログラム調査（地域地区制等の効果の検討）  愛知県名古屋市／計画技術研究所 

 

昭和５８年度 
土区画整理事業における地区計画制度活用指針(案)作成のための調査 建設省／計画技術研究所 

ヒューマンぬまづ２１(沼津市都市整備基本計画)  

－計画書作成・地区まちづくり計画の作成 
沼津市 

島田市総合計画策定に係る基礎調査－計画書｢島田物語｣作成 島田市／計画技術研究所 

名古屋市土地利用構想実現プログラム調査 

－将来構想と市街化誘導方策の検討 
愛知県名古屋市／計画技術研究所 

 

昭和５９年度 
東遠フォレストタウン構想推進調査 林野庁／静岡県／林政総合調査研究所 

土地利用構想モデル調査－用途地域制の効果と運用方策の検討－ 静岡県 

静岡駅南口地区整備計画策定調査 
静岡市／全国市街地再開発協会／ 

都市計画設計研究所 

ヒューマンぬまづ２１(沼津市都市整備基本計画) 

－地区まちづくり計画の作成（８地区） 
沼津市 

清水市歩行者・自転車交通計画調査 清水市／日本交通計画協会 

清水市・北矢部土地区画整理事業記念誌作成 清水市北矢部土地区画整理組合 

島田市庁舎周辺修景施設計画 島田市 

裾野市Ｔ地区整備プログラム策定調査 裾野市 

静岡市ＨＫ通りモール化計画イメージプラン作成 民間 

名古屋市土地利用構想実現プログラム調査 愛知県名古屋市／都市計画設計研究所 

豊田市都心地区活性化計画調査 愛知県豊田市／都市計画設計研究所  

 

昭和６０年度 

県新地場産業集積圏構想策定調査研究 静岡県 
静岡駅南口地区市街地再開発調査（Ｂ調査）関連作業 静岡市／民間 
清水市歩行者自転車交通計画調査 清水市／日本交通計画協会 
清水市・北矢部土地区画整理事業記念誌作成 清水市北矢部土地区画整理組合 
焼津市本町２～４丁目地区整備計画作成 焼津市／計画技術研究所 
掛川駅北川西地区街並誘導プラン作成 掛川市 
裾野市Ｔ地区整備プログラム策定調査 裾野市 

伊豆長岡町新総合計画策定コンサルティング 伊豆長岡町 
御前崎町新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング 御前崎町 
浜岡町新基本計画策定基礎調査 浜岡町 
千福ニュータウン内第３１区街並み形成ガイドプラン作成 民間 
静岡市ＨＫ通りモール化計画イメージプラン作成 民間 
 

昭和６１年度 

都市計画基礎調査（景観関連） 静岡県 

都市景観形成調査 静岡県 
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(国)１３５号外県単道路調査（西伊豆道路景観関連） 静岡県下田土木事務所 

静岡駅南口地区整備計画関連作業 静岡市／計画技術研究所 

(仮)東海道資料館基本計画の構想地域計画資料作成 静岡市／(財)静岡総合研究機構 

沼津市都市景観形成ガイドプラン策定調査 沼津市 

国土利用計画沼津市計画策定調査 沼津市／計画技研究所 

歩行者・自転車専用道清水港線(仮称)整備構想図作成 清水市 

三保・折戸地区都市計画調査 

（羽衣神道シンボルロード及び周辺地区整備計画） 
清水市／日本交通計画協会 

焼津市本町２～４丁目地区整備計画作成 焼津市 

裾野市北部地区整備ガイドプラン策定調査 裾野市 

御前崎町新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング 御前崎町 

金谷町金谷公園整備基本計画等 金谷町 

金谷町牧之原公園実施設計 金谷町 

榛南地域振興計画策定調査 榛南地域振興協議会 

家具総合開発事業に係わるコンサルティング 
静岡県家具組合連合会／ 

生活科学研究所 

 

昭和６２年度 

河川空間高度利用調査 静岡県 

用途地域指定効果分析調査（用途地域指定基準見直し調査） 静岡県 

景観形成調査 静岡県／(社)日本都市計画学会 

(国)１３６号伊豆地域道路修景整備計画調査 静岡県下田土木事務所 

伊東大川河川総合開発事業に伴う設計 静岡県奥野ダム建設事務所 

伊東大川河川総合開発事業に伴う環境整備調査 静岡県奥野ダム建設事務所 

都市景観ガイドプラン策定調査 静岡市／日本都市計画学会 

静岡市商業振興ビジョン策定調査 静岡市／(財)静岡総合研究機構 

浜松市グリーンアメニティロード基本設計 浜松市 

沼津市景観形成ガイドプラン策定調査 沼津市 

国土利用計画沼津市計画策定調査 沼津市／計画技術研究所 

三保・折戸地区都市計画詳細調査 

（羽衣神道シンボルロード及び周辺地区整備計画） 
清水市／日本交通計画協会 

裾野市北部地区整備ガイドプラン策定調査 裾野市 

観光施設整備事業牧之原公園設計 金谷町 

かなや公園整備事業かなや公園設計 金谷町 

千福ニュータウン街並形成ガイドプラン策定調査（その２） 民間 

「'８７静岡の住宅」計画提案・応募作品作成 民間 

 

昭和６３年度 

都市計画基礎調査（緑のマスタープラン策定指針調査） 静岡県 

ウッドタウン・プロジェクト推進事業 静岡県 

(国)１３６号特別維持（道路修景）工事設計 静岡県下田土木事務所 

栗原コミュニティ道路設計 静岡県静清土地区画整理事務所 

静岡市都市景観形成ガイドプラン策定調査 静岡市／(社)日本都市計画学会 

浜松市五社前通り実施設計 浜松市 

清水市都市景観形成基本計画 
清水市／(社)日本都市計画学会／

計画技術研究所 

富士市吉原本町コミュニティ道路事前調査基本計画 富士市 

富士市吉原中心市街地地区再生計画調査 富士市／(社)全国市街地再開発協会他 

御前崎町新総合計画策定調査及びコンサルティング 御前崎町 
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御前崎ケープパーク整備測量設計 御前崎町 

相良町新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング 相良町 

菊川町総合計画策定 菊川町 

大井川流域観光振興調査事業実施計画 (社)静岡県観光協会 

小石川地区修景整備基本計画・設計 民間 

西枇杷島町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）推進事業調査 愛知県西枇杷島町／民間 

 

平成元年度 

静岡県総合保養地域整備に伴う景観形成指針策定基礎調査 静岡県 

富士・伊豆国際複合リゾートカントリー整備計画調査 静岡県／日本公園緑地協会 

二級河川稲生沢川河川海岸環境整備設計 静岡県下田土木事務所 

(国)１３６号道路修景設計 静岡県下田土木事務所 

田代地区河川敷整備計画平面及びスケッチ作成 静岡市 

静岡駅南口地区再生計画関連 静岡市／再開発ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会 

狩野川上土町地先装飾護岸整備計画策定 沼津市 

熱海市景観形成ガイドプラン 熱海市／(社)日本都市計画学会 

富士市吉原本町コミュニティ道路基本設計 富士市 

磐田市都市景観ガイドプラン策定調査 磐田市 

磐田市岩田地区計画づくり業務 磐田市 

掛川市駅前東街区市街地再開発事業企画作成 掛川市／(協)地域開発センター 

掛川都市景観形成ガイドプラン策定調査関連 掛川市／(協)地域開発センター 

裾野インターチェンジ周辺土地利用検討調査 裾野市 

西伊豆町総合計画のためのプロジェクト提案 西伊豆町／(財)静岡総合研究機構 

御前崎町新総合計画策定調査及びコンサルティング 御前崎町 

相良町新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング 相良町 

八木地区温泉活用施設等整備基本計画調査 本川根町／(協)地域開発センター 

菊川町総合計画策定 菊川町 

細江町都田川緑地整備イメージプラン作成 細江町 

熱川温泉環境整備イメージプラン作成 東伊豆町商工会 

相良町新町通り“まち並”整備イメージプラン 相良町商工会 

呉服町活性化に関するコンサルティング (振)静岡市呉服町名店街 

西枇杷島町市街地再開発事業地区更新基本計画策定 
愛知県西枇杷島町／ 

全国市街地再開発協会 

西枇杷島町地域住宅計画推進事業調査 愛知県西枇杷島町／民間 

 

平成２年度 

｢にっぽんリゾート・ふじの国｣構想景観形成ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝ策定調査 静岡県 

公共建築物環境整備事業 草薙総合運動場環境整備工事設計 静岡県 

菊川町西方地区住宅地基本構想策定調査 静岡県企業局 

(主)下田松崎線マイロード事業基本構想策定調査 静岡県下田土木事務所 

(国)３６２号県単交通安全施設１種(道路修景計画策定)設計 静岡県島田土木事務所 

市商前水路及び緑道設計 静岡市 

熱海市都市景観形成ガイドプラン策定調査 熱海市／(社)日本都市計画学会 

伊東市景観形成ガイドプラン策定調査 伊東市／(社)日本都市計画学会 

吉原本町コミュニィティ道路実施設計 富士市 

富士本町商店街修景整備設計 富士市 

磐田市景観形成ガイドプラン策定調査事業 磐田市 

磐田市御厨地区新駅周辺まちづくりガイドプラン策定調査 磐田市 

磐田市於保地区計画づくりワークショップ事業 磐田市 
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掛川市都市景観ガイドプラン策定調査関連 

掛川市／ 

(財)都市づくりﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ

(協)地域開発センター 

裾野市都市景観形成ガイドプラン策定調査 裾野市 

裾野市基本計画策定調査 裾野市／都市計画設計研究所 

都市景観形成ガイドプラン策定調査 函南町 

国土利用計画函南町計画策定調査 函南町 

函南町総合計画見直し 函南町 

御前崎ケープパーク整備事業 町営駐車場・公衆便所整備工事設計 御前崎町 

（仮称）牧之原インターチェンジ周辺整備構想調査 相良町 

菊川町新総合計画策定 菊川町 

呉服町名店街コミュニィティマート構想策定 (振)静岡市呉服町名店街 

焼津駅前通り商店街ＳＳＩ計画策定調査 (振)焼津駅前通り商店街 

熱川・奈良本地区環境デザイン・ガイドプラン企画 熱川温泉環境整備推進協議会 

有明西川設計補助及びコンサルティング 民間 

湯河原町温泉場通り周辺地区活力あるまちづくり促進調査 神奈川県湯河原町 

活力あるまちづくり推進事業 神奈川県湯河原町 

愛知のふるさとづくり事業基本計画作成 愛知県西枇杷島町 

まちづくり提案コンペ実施業務等 愛知県西枇杷島町 

 

平成３年度 

静岡県都市住宅部都市施設等整備計画策定調査 

その２・地方拠点都市活性化計画） 
静岡県 

公共建築物環境整備事業 韮山高等学校環境整備工事設計 静岡県 

静岡県住宅・宅地供給対策推進事業調査関連 静岡県／計画技術研究所 

県土の景観形成推進調査 
静岡県／ 

(財)都市づくりﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 

(主)下田松崎線県単道路調査設計 静岡県下田土木事務所 

原西部地域整備構想策定調査 沼津市 

岡宮北土地区画整理事業完成予想図作成 沼津市 

まちづくり地区カルテ作成調査 清水市 

熱海市都市景観形成ガイドプラン策定調査 熱海市／(社)日本都市計画学会 

伊東市都市景観形成ガイドプラン策定調査 伊東市／(社)日本都市計画学会 

地方居住促進計画策定 島田市 

北区１号線街路修景整備基本計画作成 富士市 

磐田市景観形成ガイドプラン策定調査事業 磐田市 

焼津駅前地区整備事業基本計画作成調査 焼津市／計画技術研究所 

城下町風街並み商店街整備計画策定 掛川市 

袋井市都市景観形成ガイドプラン策定調査事業 袋井市／石崎計画工房 

裾野市都市景観ガイドプラン市民アンケート調査 裾野市 

裾野市都市景観形成ガイドプラン策定調査 
裾野市／ 

(財)都市づくりﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 

国土利用計画南伊豆町計画策定 南伊豆町 

国土利用計画函南町計画策定調査 函南町 

景観形成ガイドプラン策定調査 函南町 

函南町総合計画見直し 函南町 

国土利用計画天城湯ヶ島町計画策定 天城湯ヶ島町 

朝比奈川水辺ガイドプラン策定 岡部町 

岡部町景観形成ガイドプラン策定 岡部町 

相良町農業振興ビジョン策定調査 相良町 
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国土利用計画相良町計画策定調査 相良町 

相良町日本一の地域づくり運動推進事業調査 相良町 

呉服町モール整備事業基本計画策定 静岡県商工会議所 

御前崎なぎさ商店街活性化行動計画策定事業委託調査 御前崎町商工会 

稲取海岸環境整備ガイドプラン試案作成 稲取環境整備推進協議会 

湯河原町駅周辺振興調査 神奈川県湯河原町 

七宝町都市マスタープラン策定調査 愛知県七宝町／民間 

枇杷島駅周辺公共施設等検討調査 愛知県西枇杷島町 

 

平成４年度 

新用途地域指定基準策定調査 静岡県 

県土の景観形成推進調査 静岡県 

｢にっぽんリゾート・ふじの国｣構想景観形成ガイドプラン 静岡県 

運用マニュアル策定調査 静岡県 

緑のマスタープラン基本方針策定 静岡県 

住宅宅地供給基本計画策定推進事業 静岡県 

遠州灘海浜公園整備基本方針(案)策定 静岡県 

菊川内田住宅団地造成事業修景ガイドプラン作成 静岡県企業局 

いほはらの街 ２１世紀プラン構想調査 清水市 

渚地区住民等意向調査 熱海市 

緑地景観保全区域指定に係る基礎調査 熱海市 

伊東駅前通り整備基本計画作成 伊東市 

国土利用計画伊東市計画策定 伊東市 

伊東市都市景観形成ガイドプラン策定調査 伊東市／(社)日本都市計画学会 

富士本町修景整備（東通り）基本設計及び実施設計 富士市 

岳南広域都市計画富士駅周辺土地区画整理事業 

北区１号線修景整備実施設計 
富士市 

磐田市まちづくり副読本作成 磐田市 

城下町風観光物産センター建設事業に伴う設計 掛川市 

裾野市景観形成ガイドプランＰＲパンフレット作成 裾野市 

国土利用計画南伊豆町計画策定 南伊豆町 

修善寺町景観形成ガイドプラン作成 修善寺町 

国土利用計画修善寺町計画策定 修善寺町 

函南町総合計画ダイジェスト版印刷製本 函南町 

国土利用計画天城湯ヶ島町計画策定 天城湯ヶ島町 

岡部町景観形成ガイドプラン策定 岡部町 

御前崎町商業集積等整備基本構想作成調査 御前崎町 

国土利用計画相良町計画策定調査 相良町 

相良町都市景観形成ガイドプラン策定 相良町 

相良・牧之原ＩＣ周辺整備計画策定 相良町 

細江町都市景観形成ガイドプラン策定 細江町 

掛川商店街等活性化実施計画策定事業 掛川商工会議所 

仲丸通り商店街近代化計画策定調査 (振)伊東駅前仲丸通り商店街 

七宝町都市マスタープラン策定調査 愛知県七宝町／民間 

ＪＲ枇杷島駅周辺整備検討調査 愛知県西枇杷島町 

 

平成５年度 

遠州灘海浜公園整備基本方針(案)策定 静岡県 

宅地開発分布調査 静岡県 
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市町村マスタープラン策定要領調査 静岡県 

静岡県都市景観賞ポスターのデザイン 静岡県 

北街道線県単独街路整備事業費設計 静岡県静岡土木事務所 

静岡朝比奈藤枝線地方特定道路改築設計（道の駅橋詰） 静岡県藤枝土木事務所 

(主)下田松崎線高規格幹線道路関連道路整備 静岡県下田土木事務所 

東静岡地区新都市拠点整備事業パース図作成 静岡市 

沼津土肥線観光ルート現況調査 沼津市 

庵原地区まちづくり構想策定調査 清水市 

緑地景観保全区域指定に係る基礎調査 熱海市 

景観形成重点事業に基づく計画書作成 熱海市 

国土利用計画伊東市計画策定 伊東市 

伊東市都市景観パンフレット作成 伊東市 

島田新総合計画しまだ未来２１基本計画（後期）の策定に関わる基礎調査 島田市 

富士本町商店街まちなみ整備調査 富士市／(財)静岡総合研究機構 

磐田市まちづくり副読本作成 磐田市 

磐田市新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング 磐田市 

駅北区画整理地区計画策定 磐田市 

ふるさとづくり事業（仮）観光物産センター建築工事施行監理 掛川市 

城下町通りイベント広場整備工事 掛川市 

掛川市商業集積基本構想策定調査 掛川市／民間 

裾野市景観形成ガイドプランＰＲ用パンフレット印刷 裾野市 

修善寺町景観形成ガイドプラン作成 修善寺町 

国土利用計画修善寺町計画策定 修善寺町 

修善寺町温泉場地区交通計画検討調査 修善寺町 

修善寺町ＨＯＰＥ計画策定調査 修善寺町 

国土利用計画中伊豆町計画策定 中伊豆町 

第４次中伊豆町総合計画策定 中伊豆町 

岡部町サイン整備計画策定 岡部町 

新用途地域指定案策定調査 岡部町 

玉露の里夢街道景観整備計画策定 岡部町 

相良町都市景観形成ガイドプラン策定 相良町 

相良牧之原ＩＣ周辺整備計画策定 相良町 

相良町２１世紀プラン策定調査事業 相良町 

国土利用計画相良町計画策定調査 相良町 

相良町温泉施設試案作成 相良町 

大須賀町商店街活性化実施計画 大須賀町／(協)地域開発ｾﾝﾀｰ 

細江町都市景観形成ガイドプラン策定 細江町 

細江町都田川水辺修景プラン作成 細江町 

中小商業活性化事業 御前崎町商工会 

ＪＲ枇杷島駅周辺整備検討調査 愛知県西枇杷島町 

街路整備事業推進対策調査 岐阜県高山市 

 

平成６年度 

遠州灘海浜公園（篠原地区）整備基本構想策定 静岡県 

都市基盤整備調査（中核都市圏） 静岡県 

静岡県都市景観賞パンフレット等作成 静岡県 

静岡県景観都市景観会議録作成 静岡県浜松土木事務所 

清水市（宍原地区）農村集落整備構想策定事業調査 清水市 

熱海市緑地景観区域Ｂ区域区分調査 熱海市 

初川遊歩道橋梁修景計画及び市道藤沢通り線修景基本計画作成 熱海市 
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新熱海市総合計画後期基本計画ダイジェスト版版下作成 熱海市 

国土利用計画伊東市計画策定 伊東市 

伊東市都市景観形成基本計画作成 伊東市 

伊東市庁舎跡地利用計画調査 伊東市 

島田市新総合計画「島田物語」 島田市 

島田宿大井川川越遺跡周辺整備計画策定（博物館） 島田市 

磐田市新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング業務 磐田市 

駅北区画整理地区計画策定 磐田市 

磐田市市民意識調査 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷業務 磐田市 

磐田市新貝地区計画作成基本調査 磐田市 

掛川市住宅マスタープラン調査 掛川市／(財)住宅都市工学研究所 

掛川市まちなみデザイン推進事業調査 掛川市／(協)地域開発ｾﾝﾀｰ 

南伊豆町用途地域指定基礎調査 南伊豆町 

桂川修景整備指針策定調査 修善寺町 

国土利用計画函南町計画策定調査 函南町 

国土利用計画中伊豆町計画策定 中伊豆町 

第４次中伊豆町総合計画策定 中伊豆町 

新用途地域指定案策定調査－２（オ-トスライド作成） 岡部町 

岡部町都市計画マスタープラン策定推進方策（案）検討調査 岡部町 

「道の駅整備」に関するイメージプラン作成 大井川町 

御前崎町新総合計画後期基本計画策定調査及びコンサルティング 御前崎町 

相良町２１世紀プラン策定調査 相良町 

大須賀町中小商業活性化調査 大須賀町／(協)地域開発ｾﾝﾀｰ 

敷地地区田園居住区整備基本計画策定調査 豊岡村 

豊岡村都市景観形成ガイドプランパンフレット編集・印刷 豊岡村 

フィッシャーマンズ・プラザ基本計画作成 御前崎町商工会 

呉服町まちづくり協定適用調査（バルザ跡地） 呉服町名店街 

 

平成７年度 

静岡県広域緑地計画策定 静岡県 

静岡県住宅供給公社シニア住宅供給に関する調査 静岡県 

静岡県西部地方拠点都市地域整備アクションプログラム策定調査 静岡県 

中核都市圏機能強化調査 静岡県 

都市基本計画策定調査その４（線引き見直し） 静岡県 

都市景観賞パンフレット等作成 静岡県 

浜松市･都市デザイン調査 浜松市 

沼津市都市づくりパンフレット作成 沼津市 

清水市（宍原地区)農村集落整備構想策定事前調査 清水市 

伊東市都市計画マスタープラン策定 伊東市 

島田駅前重点地区景観形成ガイドライン 島田市 

吉原商店街北側道路修景整備設計 富士市 

第三次富士地区新広域市町村圏計画策定 富士地区広域市町村圏協議会 

磐田市新貝地区計画作成 磐田市 

磐田市新総合計画策定の関する調査及びコンサルティング 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷 磐田市 

藤枝市住宅マスタープラン調査 藤枝市 

南伊豆町用途地域指定基礎調査 南伊豆町 

修善寺町景観形成まちづくり計画 修善寺町 

国土利用計画函南町計画策定 函南町 



      － 12 － 

国土利用計画中伊豆町計画策定 中伊豆町 

第四次中伊豆町総合計画策定 中伊豆町 

岡部町まちづくりガイドブック作成 岡部町 

歴史のふるさとづくり推進事業基本計画策定 岡部町 

相川公園調査 大井川町 

御前崎町新総合計画後期基本計画策定及びコンサルティング 御前崎町 

相良町景観形成ガイドラインＰＲパンフレット作成 相良町 

相良町新総合計画基本計画改定 相良町 

大須賀町新井･中新井地区農村集落整備構想策定調査 大須賀町 

敷地地区農業集落整備計画策定 豊岡村 

中心市街地整備計画策定 豊岡村 

野部地区田園居住区整備基本計画策定調査 豊岡村 

広瀬北部地区田園居住区整備基本計画策定調査 豊岡村 

広瀬南部地区田園居住区整備基本計画策定調査 豊岡村 

県単補助事業 甲西町景観ガイドプラン策定 山梨県甲西町 

町単都市計画事業 甲西町都市計画マスタープラン策定 山梨県甲西町 

甲西町景観ガイドプランＰＲ用パンフレット印刷 山梨県甲西町 

ＪＲ枇杷島駅周辺整備基本計画作成調 愛知県西枇杷島町 

泉村茶業振興基本計画策定 熊本県泉村 

 

平成８年度 

首都機能移転適地基礎調査 静岡県 

都市基本計画策定調査（中園都市計画） 静岡県 

袋井駅森線 県単独街路整備事業費工事に伴う設計 静岡県 

都市景観賞パンフレット等作成 静岡県 

静岡県防災都市計画基本指針策定調査 静岡県／(社)日本都市計画学会 

基礎計画調査(整事)地区調査委託その５３ 静岡県志太榛原農林事務所 

都市景観デザイン調査研究 浜松市 

初川遊歩道２号線旭橋梁修景に伴う設計 熱海市 

熱海都市景観形成ガイドプラン 熱海市 

町並み・まちづくり総合基本設計作成 富士宮市 

伊東市都市計画マスタープラン策定 伊東市 

大規模建築物等景観形成誘導方針案作成 伊東市 

景観形成基本計画パンフレット作成 伊東市 

地区景観形成推進計画素案作成 伊東市 

ＪＲ伊東駅周辺地区再整備計画作成 伊東市 

伊東市白地地域建築基準指定案作成（建築条例） 伊東市 

富士本町商店街修景整備設計 富士市 

第三次富士地区新広域市町村圏印刷 富士市 

第三次富士地区新広域市町村圏計画ダイジェスト版印刷 富士地区広域市町村圏協議会 

磐田市新総合計画策定に関する調査及びコンサルティング 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷 磐田市 

新貝地区計画図書作成 磐田市 

裾野市新世紀マスタープラン策定 裾野市 

新世紀マスタープラン市民アンケート調査 裾野市 

清き水のふるさとづくり計画策定 清水町 

長泉町都市計画マスタープラン策定 長泉町 

中山間地域拠点集落整備構想策定 岡部町 

まちづくりガイドブック作成（Ⅱ） 岡部町 

岡部町柏屋調査設計運営計画 岡部町 
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岡部町中心商店街環境整備プランづくり策定 岡部町 

大井川町相川公園事前調査 大井川町 

御前崎町新総合計画後期基本計画策定 御前崎町 

相良町地域住宅マスタープラン策定(ＨＯＰＥ計画） 相良町 

大須賀町新井中新井地区 農村集落整備構想策定調査 大須賀町 

豊岡村都市計画マスタープラン策定 豊岡村 

文化交流拠点施設整備に伴うまちづくり構想策定 細江町 

山梨東部地域における基本構想作成のためのゾーン区分図作成 (財)日本土壌協会 

甲西町都市計画マスタープラン策定 山梨県甲西町 

甲西町まちづくり協議会活動報告書作成 山梨県甲西町 

ワークショップによる住民参加推進モデル事業 熊本県 

免田駅周辺開発に伴う駅舎建設及び総合施設基本設計 熊本県免田町 

泉村茶業振興基本計画策定 熊本県泉村 

地域づくり人材養成塾＜地域づくり戦略ｺｰｽ＞住民参加ｾﾐﾅｰ企画 地域づくり団体熊本県協議会 

 

平成９年度 

伊豆新世紀創造祭景観整備計画作成 静岡県 

中山間殿地区測量設計 静岡県志太榛原農林事務所 

青葉イベント広場整備計画策定 静岡市 

青葉イベント広場整備工事設計 静岡市 

東静岡地区計画指針作成検討 静岡市 

地域課題研究講座 静岡市 

大規模建築物等景観誘導マニュアル作成 清水市 

都市景観形成重点地区整備計画等作成（日の出） 清水市 

街並みまちづくり総合支援事業実施設計書作成 富士宮市 

伊東市都市計画マスタープラン策定 伊東市 

伊東市駅周辺地区街区再整備基本計画作成 伊東市 

磐田市まちづくり副読本印刷 磐田市 

焼津市都市計画マスタープラン策定の企画検討等 焼津市 

裾野市新世紀マスタープラン策定 裾野市 

天城湯ヶ島町福祉のまちづくりモデル地区計画策定調査 天城湯ヶ島町 

清水町清き水のふるさとづくり事業 清水町 

長泉町都市計画マスタープラン地域別構想策定調査 長泉町 

長泉町元長窪地区農村集落整備構想策定 長泉町 

岡部町都市計画マスタープラン全体構想（中間）策定支援 岡部町 

岡部町都市計画マスタープラン策定方策検討支援（委員会） 岡部町 

中山間地域拠点集落整備構想策定 岡部町 

大旅籠付属建物改修設計（柏屋実施設計） 岡部町 

大旅籠管理運営計画策定（柏屋） 岡部町 

静波・細江・川崎地域整備構想策定調査 榛原町 

豊岡村都市計画マスタープラン取りまとめ策定 豊岡村 

第２次豊岡村総合計画策定 豊岡村 

静岡県都市景観賞ガイドマップ作成 静岡県都市計画協会 

山梨東部地域における基本計画に係わる基本計画図の作成 (財)日本土壌協会 

石西地域における活性化構想図の作成 (財)日本土壌協会 

石西地域における事業計画図の作成 (財)日本土壌協会 

鈴与環境デザインガイドライン作業 民間 

静岡地方シビックコア地区形成基礎調査検討 民間 

甲西町都市計画マスタープラン策定調査 山梨県甲西町 

甲西町まちづくり協議会活動報告書（増刷） 山梨県甲西町 
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地域づくり人材養成塾＜企画力向上コース＞ワークショップ 

セミナー企画及び運営 
熊本県 

地域活性化支援事業に係る住民参加セミナー企画 

係るファシリテーター派遣事業（泉村･村おこし） 
熊本県 

泉村総合計画策定 熊本県泉村 

 

平成１０年度 

静岡県都市景観賞 10周年記念誌作成 静岡県 

静岡県都市景観賞受賞地区パンフレット作成 静岡県 

伊豆地域公共サイン整備計画作成 静岡県 

静岡国際園芸博事業計画会場全体配置方針施設計画街並み展示事業計画 静岡県／(財)計量計画研究所 

中山間水ヶ谷地区調査その 1 静岡県志太榛原農林事務所 

西富士宮駅大宝坊線重点街路整備事業（地方特定）設計 静岡県富士土木事務所 

東静岡地区計画指針作成検討 静岡市 

沼津市関連広域交流者意識調査 沼津市 

沼津市都市計画マスタープラン策定調査 沼津市 

第三次沼津市総合計画策定調査 沼津市 

大規模建築物等景観誘導マニュアル作成 清水市 

国土利用計画伊東市計画作成 伊東市 

地区景観形成推進計画素案作成 伊東市 

都市計画基礎調査 伊東市 

旧桜井邸建物調査及び修復設計等 島田市 

磐田市まちづくり副読本印刷 磐田市 

焼津市都市計画マスタープラン全体構想素案策定 焼津市 

焼津市都市計画基礎調査策定準備 焼津市 

東山口農業振興拠点施設 道の駅基本計画策定準備調査 掛川市 

藤枝市新総合計画策定調査 藤枝市 

藤枝市都市計画マスタープラン策定 藤枝市 

天竜市住宅マスタープラン策定 天竜市 

裾野市新世紀マスタープラン策定 裾野市 

裾野市新総合計画書印刷製本 裾野市 

丸池公園周辺ゾーン整備計画狩野川新橋検討予備調査 清水町 

元長窪地区農村集落整備構想策定 長泉町 

長泉町都市計画マスタープランＰＲパンフレット 長泉町 

大旅籠外構工事実施設計 岡部町 

岡部町都市計画マスタープラン全体構想（中間）及び支援地域別構想策定 岡部町 

保健福祉センター事業認定図書作成 岡部町 

農業開設ＰＲチラシの作成及び印刷 岡部町 

岡部町田園整備構想作成 岡部町 

岡部町総合計画策定業務の一部 岡部町 

相良町総合計画等町民意識調査策定 相良町 

相良温泉利用施設基本計画策定 相良町 

第二次豊岡村総合計画策定 豊岡村 

園芸博庄内地区ＷＳ 国際園芸博覧会庄内地区推進委員会 

甲西町第四次総合計画・国土利用計画策定 山梨県甲西町 

地域活性化支援事業に係る住民参加セミナー企画 熊本県 

泉村総合計画策定 熊本県泉村 
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平成１１年度 

中心市街地活性化研修 静岡県 

まちづくりリーダー養成講座(ＮＰＯ研修） 静岡県 

ふれあい空間ユニバーサルデザイン導入モデル指針作成 静岡県 

ＴＭＯ設立運営マニュアル作成調査 静岡県 

静岡県都市景観賞パンフレット作成 静岡県 

浜名湖ガーデンパーク費用対効果分析調査(園芸博Ｂ／Ｃ） 静岡県 

伊豆地域観光案内標識整備実施計画作成 静岡県 

静岡県国際園芸博覧会整備基盤造成実施設計等関連作業 静岡県／(社)日本公園緑地協会 

新しい交通体系の可能性に関する基礎調査 
静岡県東部拠点都市地域整備 

推進協議会 

東静岡地区整備計画運用指針詳細検討 静岡市 

静岡市バス路線維持対策調査 静岡市 

第三次沼津市総合計画策定調査 沼津市 

沼津市都市計画マスタープラン策定調査 沼津市 

清水駅周辺既計画修正 清水市 

街並み・まちづくり東地区施設デザイン基本計画作成 清水市 

第三次三島市総合計画策定調査 三島市 

国土利用計画伊東市計画作成 伊東市 

第三次伊東市総合計画策定調査 伊東市 

用途地域再編成案作成 伊東市 

（仮称）民俗資料館新設棟建設設計等 島田市 

（仮称）民俗資料館建物改修等工事監理 島田市 

（仮称）民俗資料館新設棟工事監理 島田市 

（仮称）民俗資料館整備工事（外構工事設計）監理 島田市 

新富士駅南地区用途変更及び地区計画作成 富士市 

国土利用計画磐田市計画作成 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷 磐田市 

焼津市都市計画マスタープラン策定 焼津市 

東山口農業振興拠点施設整備基本計画策定 掛川市 

藤枝市新総合計画策定調査 藤枝市 

藤枝市都市計画マスタープラン策定 藤枝市 

韮山町２０５０土地利用計画策定 韮山町 

清き水のふるさとづくり事業(本城山公園周辺ゾーン)整備計画策定 清水町 

長泉町農業振興地域内用水路等調査(高齢者ビジョン） 長泉町 

長泉町総合計画将来人口推計調査 長泉町 

岡部町都市計画マスタープラン策定 岡部町 

市民農園記録作成及び農園パース作成 岡部町 

大旅籠付属建物建築工事監理 岡部町 

大旅籠柏屋運営等実施計画策定 岡部町 

国土利用計画岡部町計画(地区土地利用調整計画)策定 岡部町 

第三次相良町総合計画策定 相良町 

榛原町新総合計画及び国土利用計画榛原町計画策定調査 榛原町 

地区計画基本方針作成に伴う業務 豊岡村 

豊岡村の地域づくり(概要)増刷 豊岡村 

津山地域における活性化構想図ならびに事業計画図の作成 (財)日本土壌協会 

岡部町総合計画策定業務の一部 (財)静岡総合研究機構 

浜北新都市まちづくり基本方針検討に関する資料作成 (財)国土開発技術研究センター 

上小杉住生協公園再整備計画(大井川町) 上小杉第 4第 6 まちづくり委員会 

島田市本通４８街区優良建築物等整備事業計画作成 島田本通 48街区優良建築物建設組合 
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甲西町第四次総合計画国土利用計画策定 山梨県甲西町 

泉村総合計画書印刷製本に係る編集デザイン業務 熊本県泉村 

安曇村沢渡地区整備構想関連業務 熊本県安曇村 

甲佐町総合計画策定に係るワークショップ関連業務 熊本県甲佐町 

地域づくり人材養成塾＜企画力向上コース＞ふるさとづくり講座 

に係る企画及び運営・実施 
熊本県 

 

平成１２年度 

新幹線沿線公共サイン整備計画策定調査 静岡県 

ユニバーサルデザインまちづくりモデル計画展示パネル作成 静岡県 

静岡県都市景観賞パンフレット作成 静岡県 

浜名湖ガーデンパーク計画(体験学習館、民活導入方策)策定調査 静岡県 

園芸博浜松市館基本設計 静岡県／民間 

園芸博覧会開催準備事業業務委託その３会場管理運営計画 静岡県／(財)計量計画研究所 

浜名湖ガーデンパーク整備事業基盤設計及び展示設計事業 静岡県／(社)日本公園緑地協会 

新しい交通体系の可能性に関する調査 静岡県東部拠点都市地域整備推進協議会 

東静岡地区街なみづくり詳細検討 静岡市 

第三次沼津市総合計画策定 沼津市 

沼津市都市計画マスタープラン策定調査 沼津市 

第三次三島市総合計画策定調査 三島市 

三島市景観形成基本計画及び景観形成誘導基準策定 三島市 

国土利用計画伊東市計画作成 伊東市 

第三次伊東市総合計画策定調査 伊東市 

用途地域再編成地区住民意向調査 伊東市 

新富士駅南地区用途変更及び地区計画作成 富士市 

国土利用計画磐田市計画作成 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷業務 磐田市 

焼津市都市計画マスタープラン策定 焼津市 

環境基本計画策定 掛川市 

藤枝市新総合計画策定調査 藤枝市 

藤枝市都市計画マスタープラン策定 藤枝市 

国土利用計画裾野市計画策定 裾野市 

総合計画ネットデータ作成 裾野市 

韮山町２０５０土地利用計画策定 韮山町 

総合計画町民意識調査 中伊豆町 

清い水のふるさとづくり事業（歩行者ネットワーク路）整備計画策定 清水町 

本城山公園周辺ゾーン測量及び設計 清水町 

岡部町都市計画マスタープラン策定 岡部町 

国土利用計画岡部町計画（地区土地利用調整計画）策定 岡部町 

第三次相良町総合計画策定調査 相良町 

国土利用計画相良町計画策定 相良町 

榛原町新総合計画及び国土利用計画榛原町計画策定調査 榛原町 

第４次東遠地区広域市町村圏計画策定 浜岡町 

焼津市中心市街地活性化 やいづ・まちなか再生塾 焼津商工会議所 

菊川町市街地活性化研修 菊川町商工会 

島田市本通４８街区優良建築物等整備事業工事監理 島田本通４８街区優良建築物建設組合 

浜北新都市大原半田線道路整備方針調査 地域振興整備公団 

浜北新都市大原半田線道路整備方針調査その 2 地域振興整備公団 

中小小売商業振興会議に関する委託 関東通商産業局 

甲西町第４次総合計画国土利用計画策定 山梨県甲西町 
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白鳥町総合計画町民意識調査 岐阜県白鳥町 

むらやま公園基本計画・基本設計 長野県松川町 

甲佐町総合計画策定に係るワークショップ関連業務 熊本県甲佐町 

地域づくりアドバイザー事業に係るワークショップ関連業務 熊本県甲佐町 

地域個性創造事業くまもと１０１景づくり推進関連業務 熊本県甲佐町 

 

平成１３年度 

富士山麓ファルマバレー構想戦略推進計画策定調査 静岡県 

ＴＭＯ担い手養成事業企画・運営事務委託 静岡県 

都市基本計画策定調査業務委託(その１)伊東市 静岡県 

心やすらぐ庭づくり事業静岡県立大学芝生園地ケアガーデン設計 静岡県 

浜名湖ガーデンパーク整備事業 将来計画策定調査 静岡県国際園芸博推進室 

浜名湖ガーデンパーク整備事業 サイン・防災計画基本設計 静岡県国際園芸博推進室 

交通システムの広域的連携等に関する調査委託 静岡県東部地方拠点都市整備推進協議会 

静岡県都市景観賞パンフレット作成業務委託 静岡県美しいまちづくり推進委員会  

静岡東部拠点第一地区まちづくり推進検討調査 区画整理促進機構 

静岡市ショップモビリティ実験事業委託業務 静岡市 

静岡市商店街実態調査業務委託 静岡市 

しずおか国際園芸博覧会 浜名湖館出展展示実施設計（１） 浜松市／民間 

しずおか国際園芸博覧会 浜名湖館出展展示実施設計（２） 浜松市／民間 

熱海市景観ガイドライン見直し作成関連業務委託 熱海市 

熱海市高齢者アンケート調査 熱海市 

伊東市住宅マスタープラン策定業務委託 伊東市 

伊東市保健計画策定業務委託 伊東市 

松川周辺地区まちづくり基本計画作成業務委託 伊東市／(財)静岡総合研究機構 

新富士駅南地区用途変更及び地区計画作成業務委託 富士市 

磐田市公共サイン整備計画策定業務委託 磐田市 

国土利用計画磐田市計画書作成業務委託 磐田市 

磐田市総合計画第２期基本計画書等の印刷に関連する業務 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷業務(わくわく探検ブック増刷) 磐田市 

環境基本計画本編及び概要版の作成 掛川市 

第二東名高架下公園及び周辺農地活用計画策定業務委託 掛川市 

第二東名ＰＡ活用計画策定業務委託 掛川市 

掛川市環境基本計画啓発ポスター及びパネル印刷業務 掛川市 

藤枝市都市計画マスタープラン策定業務委託 藤枝市 

裾野市国土利用計画ネットデータ等作成 裾野市 

国土利用計画裾野市計画策定業務委託 裾野市 

第３次清水町総合計画後期基本計画策定調査業務 清水町 

岡部町農業振興地域整備計画策定補助業務委託 岡部町 

坂部地域まちづくり計画策定関連業務委託 榛原町 

土地条例リーフレット印刷関連業務 榛原町 

浜岡町総合開発計画実施計画書作成業務 浜岡町 

三島市商業活性化推進事業 三島商工会議所 

三島市一番町周辺地区駐車場需要調査 三島商工会議所 

下田街道まちづくりワークショップ業務委託 三島商工会議所 

三島市えびす参道ワークショップ推進業務 三島商工会議所 

しずおか国際園芸博覧会 花の街並み実施計画作成業務 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

しずおか国際園芸博覧会 営業参加計画策定業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

しずおか国際園芸博覧会 会場施設名称開発業務 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

しずおか国際園芸博覧会 会場計画調整業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 
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浜北新都市ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業予備調書作成業務  地域振興整備公団（浜北事務所） 

白鳥町第５次総合計画策定委託業務 岐阜県白鳥町 

松川町総合計画策定関連準備業務 長野県松川町 

むらやま公園基本計画・基本設計業務委託 長野県松川町 

熊本県泉町アドバイザー 熊本県泉町 

甲佐町住宅マスタープラン策定業務委託 熊本県甲佐町 

 

平成１４年度 

ファルマバレー構想推進交流会開催業務委託 静岡県 

都市基本計画策定調査業務委託（伊東国際観光温泉） 静岡県 

都市景観賞パンフレット等作成 静岡県美しいまちづくり推進協議会  

国体アンケート調査対象者抽出業務委託 NEW!わかふじ国体静岡県実行委員会  

交通システムの広域的連携等に関する調査委託 
静岡県東部地方拠点都市地域 

整備推進協議会 

浜名湖ガーデンパーク整備事業サイン・防災計画基本設計 静岡県国際園芸博推進室 

静岡市まちづくり支援システム検討調査業務委託 静岡市 

静岡市丸子商店街アドバイザー 静岡市 

都市計画マスタープラン都市的土地利用推進地区土地利用検討調査 沼津市 

第３次伊東市総合計画事務事業評価作業 伊東市 

伊東市市民参画のまちづくり推進計画策定市民会議運営補助 伊東市 

伊東市観光基本計画策定業務委託 伊東市 

伊東市市民参画のまちづくり推進計画策定補助業務委託 伊東市 

磐田市まちづくりハンドブック作成 磐田市 

磐田市まちづくり副読本印刷業務 磐田市 

第２東名ＰＡ地元活用計画策定 掛川市 

第２東名ＰＡ高架下公園及び周辺農地活用計画策定業務委託 掛川市 

藤枝市マスタープラン 藤枝市 

第３次裾野市総合計画後期基本計画基本調査業務 裾野市 

小笠町・菊川町新市将来構想策定業務 小笠町･菊川町任意合併協議会 

第４次東遠地区広域市町村圏計画実施計画書編集・印刷 東遠地区広域市町村圏協議会 

第三次清水町総合計画後期基本計画 清水町 

岡部町田園環境整備マスタープラン策定業務委託 岡部町 

岡部町まちづくりガイドブック作成業務委託 岡部町 

中川根町住宅総合計画策定事業委託業務 中川根町 

第３次浜岡町総合開発計画実施計画書作成業務委託 浜岡町 

第２次豊岡村総合計画 増刷 豊岡村 

豊岡村整備策定プロボーザルコンペ資料作成費 豊岡村 

豊岡村総合計画後期基本計画策定業務 豊岡村 

三島市ＴＭＯ・テナントミックス調査委託業務 三島商工会議所 

浜名湖花博会場計画検討図等作成業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博西側会場実施計画作成業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博西側会場修景施設設計業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博施設等名称策定補助業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博会場計画図作成 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

伊東市まちづくり支援業務 (財)都市計画協会 

呉服町札の辻地区・商店街まちづくりプラン推進業務 振興組合呉服町名店街 

白鳥町第５次総合計画概要版作成委託 岐阜県白鳥町 

松川町市町村合併等住民アンケート調査業務委託 長野県松川町 
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平成１５年度 

安全・安心ネットワークづくりマニュアル作成業務 静岡県 

防犯まちづくりリーダー養成講座業務委託 静岡県 

景観賞パンフレット等作成業務 静岡県 

浜名湖ガーデンパーク整備事業再整備概略設計業務委託 静岡県 

谷津山土地利用基本構想策定調査業務委託 静岡市 

静岡市自転車道ネットワーク計画等検討調査業務委託 静岡市 

下田港横枕線県単独街路整備事業設計委託環境整備計画検討 静岡県下田土木事務所／民間 

浜松環状線とびうお大橋夜間照明演出基本設計・実施設計業務 静岡県浜松土木事務所 

浜名湖館建築工事監理業務 浜松市／民間 

沼津市主要施策等説明用画像データ作成業務委託 沼津市 

沼津市都市景観形成ガイドライン都市景観形成方針作成業務委託 沼津市 

沼津駅周辺総合整備事業市民説明資料作成業務委託 沼津市 

沼津市地域福祉計画策定業務支援（第１地区） 沼津市（第１地区） 

熱海東海岸町景観ガイドライン策定業務委託 熱海市 

都市景観重点整備地区における都市景観整備方針案等の作成業務 三島市 

伊東市観光基本計画策定業務委託 伊東市 

第三次伊東市総合計画事務事業評価作業補助業務委託 伊東市 

伊東市市民参画のまちづくり推進計画 伊東市 

磐田市まちづくり副読本印刷業務 磐田市 

磐田市わくわく探検ブック増刷業務 磐田市 

第３次裾野市総合計画後期基本計画基本調査業務委託 裾野市 

裾野市富士山遊歩道基本構想基本計画策定調査 裾野市 

長泉町駿河平地区地区計画案作成業務委託 長泉町 

下土狩駅前地区まちづくり講演会 講師 長泉町 

岡部町農業振興地域整備計画策定補助業務委託 岡部町 

フォーレなかかわね茶茗舘再利用計画策定業務委託 中川根町 

浜岡町観光パンフレット印刷業務 浜岡町 

小笠町・菊川町新市将来構想策定支援業務 小笠町・菊川町任意合併協議会 

豊岡村総合計画後期基本計画増刷業務 豊岡村 

新間地区ふれあい拠点づくりワークショップ開催業務委託 静岡市農業協同組合 

浜名湖花博開催地紹介マップ作成業務委託 
静岡国際園芸博覧会 

浜名湖地域推進実行委員会 

浜北新都市ふるさとの顔づくり計画検討業務 
地域振興整備公団浜北都市 

開発事務所 

浜北新都市地区ふるさとの顔づくり計画書作成支援業務 (財)国土技術研究センター 

奥大井・南アルプス林道周辺地区活用可能性調査補助業務委託 (財)静岡総合研究機構 

浜名湖花博会場計画検討図等作成業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博西側会場修景施設監理業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博施設等の名称及び機能整理補助業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博集いの庭監理業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博静岡県茶販売施設実施設計業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

浜名湖花博西側会場工事調整補助業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

花き販売施設実施設計業務委託 (財)静岡国際園芸博覧会協会 

県営都市公園経営基本計画策定調査作業（その１） (社)日本公園緑地協会 

治験研修ＣＤ作成業務その２ (社)静岡県病院協会 

三島市観光ビジョン策定業務 三島市観光協会 

むらやま公園概略設計業務委託 長野県松川町 

松川町・大鹿村新町将来構想策定補助業務委託 長野県松川町・大鹿村任意合併協議会 
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平成１６年度 

浜名湖ガーデンパーク開園準備実施設計業務委託 静岡県 

浜名湖ガーデンパーク経営基本計画策定業務委託 静岡県 

住宅ユニバーサルデザイン導入アイデア・ヒント集作成業務 静岡県 

静岡県景観施策総合推進事業調査業務 静岡県 

中心市街地買物実態調査事業業務 静岡県 

まちづくりポータルサイト構築事業業務 静岡県 

都市景観賞パンフレット等作成業務 静岡県 

沼津駅周辺総合整備事業 PI戦略検討・景観シミュレーション業務 静岡県 

農村資源活用型滞在空間整備マニュアル作成業務 静岡県 

谷津山保全・利用推進方策検討調査業務 静岡市 

谷津山地区土地利用現況調査業務委託 静岡市 

沼津市都市景観形成ガイドプラン地区景観形成方針作成等業務 沼津市 

多目的福祉施設整備基本構想策定支援業務 沼津市 

南部地区活性化推進のためのワークショップ業務 沼津市 

広域公共交通（鉄道）機能向上のための基礎調査 沼津市 

熱海東海岸町景観ガイドライン策定業務 熱海市 

熱海市まちづくり基本計画策定業務 熱海市 

伊東市健康保養地づくり事業計画策定補助業務 伊東市 

第三次伊東市総合計画事務事業評価作業補助業務 伊東市 

伊東市みらい観光づくり業務 伊東市 

国土利用計画策定業務 富士市 

富士市地区安全マップ作成事業業務 富士市 

第三次裾野市総合計画後期基本計画策定業務 裾野市 

国土利用計画策定業務 伊豆市 

伊豆市総合計画策定業務 伊豆市 

長泉町観光振興ビジョン策定事業業務 長泉町 

フォーレなかかわね茶茗舘改築工事実施設計業務 中川根町 

平成１６年度町営住宅沢脇団地建築設計業務 中川根町 

フォーレなかかわね茶茗舘改築工事施行監理業務 中川根町 

豊岡村総合計画後期基本計画増刷 豊岡村 

豊岡村地域連携システム整備事業計画策定 豊岡村 

豊岡村・歴史年表パネル作成業務 豊岡村 

三島市観光推進ビジョン推進支援業務 三島市観光協会 

佐野美術館基本構想調査業務 (財)佐野美術館 

南アルプス自然環境保全・利用関連調査業務補助 (財)静岡総合研究機構 

沼津駅南第一地区土地区画整理事業まちづくりプラン策定業務 (財)日本交通計画協会 

呉服町名店街再開発研究会関連業務 (振)呉服町名店街 

治験研修資料作成業務 (社)静岡県病院協会 

新しい村づくりビジョン策定補助業務 長野県阿智村・浪合村任意合併協議会 

新村建設計画策定補助業務 長野県阿智村・浪合村合併協議会 

新町将来構想・建設計画策定補助業務 長野県松川町・大鹿村任意合併協議会 

 

平成１７年度 

新静岡県景観形成ガイドプラン策定業務 静岡県 

静岡県都市計画区域設定の手引きに係る調査業務 静岡県 

（国）１３５号他県単道路調査道路景観検討に伴う業務 静岡県下田土木事務所 

静岡県都市景観賞受賞地区ＨＰ等作成 静岡県美しいまちづくり協議会 

谷津山地区市街化調整区域編入調査業務 静岡市 

大岩地区計画都市計画図書作成業務委託 静岡市 
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新浜松市都市景観形成基本計画策定業務 浜松市 

浜名湖ガーデンパーク維持管理業務：技術補助作業 浜松市／民間 

沼津市都市景観形成方針等策定業務 沼津市 

戸田型グリーン・ツーリズム事業業務 沼津市 

熱海市緑化景観の基本方針策定業務 熱海市 

熱海市まちづくり条例パンフレット作成業務 熱海市 

都市景観重点整備地区における都市景観整備方針案等作成業務 三島市 

第３次三島市総合計画後期基本計画策定支援 三島市 

第三次伊東市総合計画･第八次基本計画策定業務 伊東市 

松川周辺地区まちづくり計画策定業務 伊東市 

高度地区指定業務 伊東市 

地区安全マップ印刷 富士市 

第四次富士地区新広域市町村圏計画策定業務 富士市 

富士市国土利用計画策定業務 富士市 

都市景観形成ガイドプラン策定調査業務 富士市 

国土利用計画啓発資料等作成業務委託 富士市 

富士市岩本地区景観まちづくり提案資料作成委託業務 富士市 

伊豆市国土利用計画策定業務 伊豆市 

伊豆市総合計画策定業務委託 伊豆市 

広域連携施策調査研究事業東遠地区広域市町村圏広域課題調査業 御前崎市 

公営住宅 沢脇団地建築設計工事監理業務 中川根町 

三島ルネッサンス推進支援業務 三島市観光協会 

山とツーリズムの情報発信に関する調査業務に関する補助調査員 (財)静岡総合研究機構 

札之辻整備事業コンサルティング (振)呉服町名店街 

江迎町本陣計画 NPO 関連 

静岡社会実験関連業務 NPO 関連 

熱海資源調査関連作業 NPO 関連 

下田街道活用推進調査関連業務 NPO 関連 

道路景観調査 NPO 関連 

第四次松川町総合計画策定業務 長野県松川町 

県費補助 公共交通システム調査計画策定業務 長野県松川町 

地域福祉計画策定業務 長野県松川町 

 

平成１８年度 

「伊東市における観光とセットした公共交通の利用促進」検討調査に係る請負契約 中部運輸局 

浜名湖ガーデンパーク「モネの家」再整備検討基礎調査業務委託 静岡県 

静岡東高等学校古庄教職員住宅解体工事設計業務委託 静岡県静岡土木事務所 

富士山静岡空港周辺地域農業農村振興プログラム策定基礎調査業務委託 静岡県志太榛原農林事務所 

区域区分等変更計画策定業務委託 静岡市 

緑の基本計画策定業務委託 静岡市 

浜松景観形成基本計画策定業務 浜松市 

浜松市グリーン・ツーリズム地域連携システム構築事業業務委託 浜松市 

沼津市景観計画案等策定業務委託 沼津市 

戸田型グリーン・ツーリズム推進事業 沼津市 

三島市景観計画調査策定業務委託 三島市 

富士市景観形成基準マニュアル策定業務 富士市 

磐田市公共サイン計画策定業務委託 磐田市 

東遠地区広域市町村圏計画後期計画策定支援業務委託 御前崎市 

牧之原市国土利用計画策定業務委託 牧之原市 

第２次吉田町国土利用計画策定業務委託 吉田町 
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吉田町都市計画マスタープラン策定業務委託 吉田町 

川根本町保健計画策定業務 川根本町 

三島ルネッサンス推進支援業務 三島市観光協会 

伊豆の道風景 30選関連業務 NPO 関連 

下田街道活用推進調査関連業務 NPO 関連 

街道活用事例把握業務 NPO 関連 

九州「歩きみち」資源活用調査業務 NPO 関連 

地域福祉計画策定業務委託 長野県松川町 

松川町地域福祉活動計画策定補助業務 長野県松川町社会福祉協議会 

 

平成１９年度 

静岡県用途地域等指定基準策定調査業務委託 静岡県 

静岡県都市景観賞２０周年記念誌作成業務委託 静岡県美しいまちづくり協議会 

緑の基本計画策定業務委託 静岡市 

静岡市中山間地域土地利用ガイドライン（案）策定業務委託 静岡市 

浜松景観形成基本計画策定業務 浜松市 

浜松市ＧＴ交流会季節の便り発行支援業務委託 浜松市 

沼津市景観計画等策定業務委託 沼津市 

静岡東部拠点第二地区まちづくり推進業務委託 沼津市 

三島市景観計画調査策定業務委託（H18.19 ２箇年） 三島市 

都市景観重点整備地区における整備方針案等の作成業務  三島市 

富士宮市景観計画策定業務 富士宮市 

くらしのみちゾーン計画策定（基礎調査）業務委託 伊東市 

用途地域拡大原案作成業務委託 伊東市 

伊東市観光誘客ミーティング事業 伊東市 

都市景観形成ガイドプラン策定調査業務委託（H17.18.19 ３箇年） 富士市 

富士市青少年施設等再配置検討調査業務委託 富士市 

磐田市公共サイン計画策定業務委託 磐田市 

袋井市景観計画策定業務委託（H19.20 ２箇年） 袋井市 

牧之原市国土利用計画策定業務委託（H18.19 ２箇年） 牧之原市 

公営住宅ストック総合活用計画策定業務委託 牧之原市 

函南町中心市街地まちづくり基本条件調査業務委託 函南町 

下土狩駅周辺地区再生計画見直しに伴う現況基礎調査業務委託 長泉町 

第２次吉田町国土利用計画策定業務委託 吉田町 

吉田町都市計画マスタープラン策定業務委託 吉田町 

三島ルネッサンス推進支援業務 三島市観光協会 

三嶋大社さくら暦製作・印刷 三島市観光協会 

静岡市中山間地域振興計画に係るアンケート調査業務委託 (財)静岡総合研究機構 

都市再生モデル調査関連業務作業 NPO 関連 

なごみ支援業務関連作業 NPO 関連 

富士山周辺歩き道資料整理作業 NPO 関連 

住民参加調査関連作業 NPO 関連 

 

平成２０年度 

浜名湖ガーデンパーク経営基本計画改訂調査業務 静岡県 

緑化整備プログラム検討調査業務 静岡市 

中山間土地利用ガイドライン（案）策定業務 静岡市 

高度地区等調査業務 静岡市 

浜松市景観形成基本計画策定調査業務委託 浜松市 
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沼津市景観計画策定調査業務委託 沼津市 

静岡県東部拠点第二地区まちづくり推進業務委託 沼津市 

景観計画書作成業務委託 三島市 

富士宮市景観計画策定調査業務 富士宮市 

用途地域都市計画決定図書作成業務委託 伊東市 

移動等円滑化基本構想策定業務委託 伊東市 

まちづくり条例・景観計画等策定業務委託 伊東市 

東松原町４号線修景設計委託 伊東市 

富士市地区センターまちづくり研究プログラム 富士市 

富士市景観形成ガイドプラン 富士市 

第１３自治会コミュニティ防災センター建設検討ワークショップ業務委託 焼津市 

掛川市景観計画策定業務委託 掛川市 

第二東名高架下公園計画変更業務委託 掛川市 

御殿場市総合計画後期基本計画策定業務委託 御殿場市 

御殿場市男女共同参画計画策定業務委託 御殿場市 

袋井市屋外広告物現況調査業務委託 袋井市 

中心市街地まちづくり基本構想案ワークショップ運営業務委託 函南町 

吉田町都市計画マスタープラン策定業務委託 吉田町 

川根本町住宅総合計画策定業務 川根本町 

「地方の元気再生事業」活力ある二俣再生プロジェクト (財)浜松まちづくり公社 

松川町地域公共交通総合連携計画策定業務委託 長野県松川町 

 

平成２１年度 

伊東・熱海都市計画区域都市計画基礎調査 静岡県 

中遠広域都市計画区域都市基本計画策定業務委託 静岡県 

花と緑のまちづくり推進提案策定業務委託 静岡県 

静岡市高度地区等調査業務 静岡市 

静岡市緑化整備プログラム検討調査業務委託 静岡市 

静岡市中山間地域（市街化調整区域等）土地利用ガイドライン 

パンフレット作成業務 
静岡市 

二俣未来まちづくり協議会基本計画策定業務委託 浜松市 

沼津駅南第一地区地区計画案作成等業務委託 沼津市 

沼津市景観形成重点地区計画策定業務委託 沼津市 

静岡東部拠点第二地区まちづくり推進業務委託 沼津市 

第４次三島市総合計画等策定業務委託 三島市 

三島市住宅マスタープラン（三島市住生活基本計画）策定業務委託 三島市 

富士宮市景観計画策定業務 富士宮市 

富士宮市眺望点整備方針策定業務 富士宮市 

屋外広告物実態調査業務 富士宮市 

伊東市都市計画基礎調査業務委託 伊東市 

景観形成指針策定調査業務委託 伊東市 

（仮称）教育複合施設建設事業基本計画作成業務委託 富士市 

富士市地区センターまちづくり研究プログラム 富士市 

掛川市景観形成基本計画策定業務委託 掛川市 

第５次藤枝市総合計画策定業務委託 藤枝市 

藤枝市朝比奈地区地区別会議開催業務 藤枝市 

第 24 回国文祭・しずおか 2009「東海道岡部宿・藤枝宿にぎわい 

フェスティバル」アンケート調査分析評価業務委託 
藤枝市 

第 24 回国文祭・しずおか 2009「和太鼓フェスティバル」 

アンケート調査分析評価業務委託 
藤枝市 
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藤枝市中山間地域活性化基本計画挿入図等の作成業務 藤枝市 

袋井市景観計画推進業務委託 袋井市 

移住交流受入れシステム構築に向けた支援業務委託 伊豆市 

まちづくり基礎調査委託 伊豆市 

函南町中心市街地まちづくり基本構想策定調査業務委託 函南町 

長泉町次世代育成支援地域策定行動計画 長泉町 

第４次小山町総合計画策定業務委託 小山町 

指定管理者選定関連資料作成等業務委託 (財)公園緑地協会 

呉服町まちづくり構想策定業務 (振)呉服町名店街 

NPO全国街道交流会議 NPO 関連 

松川町地域公共交通行動策定業務 長野県松川町 

 

平成２２年度 

花と緑の普及推進モデル事業業務委託 静岡県 

単身世帯住まいかた実態調査業務委託 静岡県 

ふじのくに・公共施設等景観誘導データベース作成事業 静岡県 

県営住宅自治会高齢者対策ワークショップ実施業務 静岡県 

県内の農産物直売所のマップ作成業務委託 静岡県 

静岡市緑化整備プログラム検討調査業務委託 静岡市 

静岡市高度地区都市計画決定図書作成業務 静岡市 

呉服町通線(紺屋町地区)基本計画策定業務 静岡市 

静岡都心エリアマネジメント公物管理調査業務 静岡市 

草薙駅周辺地区まちづくり活動支援業務 静岡市 

沼津市景観形成重点地区計画策定業務委託 沼津市 

沼津駅南第一地区 地区計画案作成等業務委託 沼津市 

東駿河湾広域都市計画 用途地域、防火地域及び準防火地域の変更

に伴う図書作成業務委託 
沼津市 

第４次三島市総合計画等策定業務委託 三島市 

三島市ユニバーサルデザイン観光マップ作成事業委託 三島市 

みしま美味しい夜マップ作成事業委託 三島市 

富士宮市景観計画策定業務 富士宮市 

伊東市都市計画マスタープラン改訂業務委託 伊東市 

富士市まちづくり活動推進計画「市民ワークショップ」企画・運営

支援業務委託 
富士市 

顔づくり研究会運営支援及びまちづくり構想（案）策定業務委託 富士市 

眺望点・景観資源に関する調査事業委託 掛川市 

都市景観形成事業 景観計画概要版印刷製本業務 掛川市 

第５次藤枝市総合計画策定業務委託 藤枝市 

藤枝市中山間地域活性化基本計画策定業務 藤枝市 

藤枝市都市計画マスタープラン策定業務委託 藤枝市 

市民満足度調査業務委託 御殿場市 

裾野市景観形成基本計画等策定業務委託 裾野市 

伊豆市天城湯ヶ島地区まちづくり業務委託 伊豆市 

函南町中心市街地まちづくり基本構想策定調査業務委託 函南町 

第４次小山町総合計画策定業務委託 小山町 

連携組織活性化支援事業 静岡県中小企業団体中央会 

吉田町総合計画作成業務 町民アンケート調査委託 (財)静岡総合研究機構 

松川町コミュニティバス運行見直し業務 長野県松川町 
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平成２３年度 

静岡県コミュニティ特性調査業務 静岡県 

ローカル鉄道の利用拡大に向けた調査・促進事業 静岡県 

企業における花緑の利用促進・啓発事業委託  静岡県 

静岡市緑化整備プログラム検討調査業務委託 静岡市 

草薙北地区計画都市計画決定図書作成業務 静岡市 

沼津市景観形成重点地区計画策定業務委託 沼津市 

三島市観光戦略アクションプラン策定業務  三島市 

美しま花緑おもてなし事業業務委託 三島市 

富士宮市屋外広告物条例パンフレット印刷業務 富士宮市 

伊東市住宅マスタープラン改定業務委託  伊東市 

伊東市都市計画マスタープラン改訂業務 伊東市 

富士市の顔づくり基本計画策定等業務委託 富士市 

富士駅周辺地区再開発事業促進調査業務委託 富士市 

緊急雇用創出事業 地区の景観形成に関する調査業務委託 掛川市 

藤枝市都市計画マスタープラン策定業務委託 藤枝市 

藤枝市都市計画マスタープラン印刷製本 藤枝市 

第 3次藤枝市地域福祉計画策定業務 藤枝市 

藤枝市中山間地域活性化基本計画概要版増刷業務 藤枝市 

第３次藤枝市地域福祉活動計画策定業務 藤枝市 

裾野市景観計画等策定業務委託 裾野市 

裾野市屋外広告物現況調査事業委託 裾野市 

裾野市市民意識調査 裾野市 

「新健康いず２１」計画アンケート調査等業務委託 伊豆市 

中心市街地用途見直し業務委託 函南町 

清水町都市計画マスタープラン策定業務委託 清水町 

二俣まちあるきマップ作成 二俣まちづくり協議会 

富士山ネットワーク会議住民意識アンケート調査業務委託 富士山ネットワーク 

エリアマネジメント検討に関する作業 静岡市振興公社 

東静岡地区交通調査 すみや不動産㈱ 

葵スクエア・札の辻提案書作成 すみや不動産㈱ 

草薙総合運動場リニューアル事業に伴う設計業務委託(園地園路等基本設計) ㈱服部エンジニア 

白鳥町住民協働まちづくりビジョン策定業務 岐阜県郡上市 

白鳥道の駅管理運営協会運営形態検討支援業務 岐阜県郡上市 

松川町コミュニティバス運行見直し業務 長野県松川町 

 

平成２４年度 

県営住宅の高齢者見守り活動支援 静岡県 

木造応急仮設住宅等設計業務委託 静岡県 

静岡市草薙駅周辺地区まちづくり活動支援 静岡市 

谷津山地区地域地区界線図作成業務 静岡市 

多極分担型都市調査分析事業 三島市 

美しま花緑おもてなし事業業務委託 三島市 

スマートウエルネスみしまアクションプラン策定業務委託 三島市 

震災復興まちづくり計画策定業務委託 三島市 

地域のきずなづくり推進事業委託 三島市 

農業戦略アクションプラン策定業務委託 三島市 

伊東市都市計画基礎調査業務委託 伊東市 

伊東市市営住宅長寿命化計画策定業務 伊東市 

掛川市横須賀地区景観形成重点地区計画検討業務委託 掛川市 



      － 26 － 

掛川市次期中心市街地活性化基本計画策定事前調査業務 掛川市 

掛川市まち景観形成保全推進事業業務委託 掛川市 

掛川市景観保全推進事業 掛川市 

エコノミックガーデニング推進支援業務委託 藤枝市 

藤枝市まちづくり環境状況調査業務委託 藤枝市 

裾野市景観計画等策定業務委託  裾野市 

裾野市市民意識調査 裾野市 

ウェルネスマネジメント推進事業 保健計画更新業務 伊豆の国市 

ウェルネスマネジメント推進事業 子育て支援ガイド作成 伊豆の国市 

景観計画等策定事業 景観計画基礎調査業務 伊豆の国市 

中心市街地用途見直し業務委託 函南町 

長泉町景観施策調査検討業務 長泉町 

第 3次小山町保険計画策定業務 小山町 

小山町市街地整備基本構想策定業務委託 小山町 

小山町国民健康保険特定健康診査等実施計画書改訂業務 小山町 

小山町観光振興計画策定業務委託 小山町 

小山町道路整備プログラム図面作成業務 小山町 

I Love しずおか協議会活動支援業務委託 静岡まちづくり公社 

三島夜マップ編集製作業務 三島市観光協会 

三島夜マップ印刷業務務  三島市観光協会 

「石巻漁港集落復興基本計画策定業務」のうち、前網漁港背後集落

にかかる整備計画策定及び報告書作製支援業務 
(株)漁村計画 

白鳥町住民協働まちづくりビジョン策定業務委託 岐阜県郡上市 

白鳥道の駅管理運営協会法人化支援業務委託 岐阜県郡上市 

松川町コミュニティバス運行見直し業務 長野県松川町 

 

平成２５年度 

木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 林野庁 

静岡市都市計画公園見直しガイドラインあらまし作成及び印刷製本業務 静岡市 

大岩一丁目一区地区計画策定業務 静岡市 

二俣まちづくりまっぷ看板原図修正作業 浜松市 

原駅前地区景観形成重点地区計画策定業務 沼津市 

沼津市住宅マスタープラン（住生活基本計画）策定業務 沼津市 

三島市地域のきずなづくり推進事業業務 三島市 

富士宮市緑の基本計画策定業務 富士宮市 

新しい公共の担い手づくり事業業務 富士市 

元吉原地区コミュニティ交通運行内容検討業務 富士市 

親子ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営業務 富士市 

都市計画道路左富士臨港線沿道地区都市計画変更図書（図面）作成業務 富士市 

岳南広域都市計画高度地区変更図書（図面）作成 富士市 

元吉原地区コミュニティ交通ニューズレター作成業務 富士市 

乗継割引券作成業務 富士市 

環境衛生センター都市計画変更に係る図面作成業務 富士市 

永久縦覧用都決図書装丁作製業務 富士市 

磐田市景観計画策定業務 磐田市 

磐田市屋外広告物基本計画策定業務 磐田市 

掛川市景観保全推進業務 掛川市 

エコノミックガーデニング推進支援業務 藤枝市 

藤枝市緑の現況に関する調査分析業務 藤枝市 

産業振興戦略ビジョン策定業務 藤枝市 



      － 27 － 

袋井市地区計画パンフレット作成 袋井市 

裾野市屋外広告物基本計画策定業務 裾野市 

景観計画等策定事業 景観計画等策定業務 伊豆の国市 

地域観光推進事業 伊豆の国市観光基本計画策定業務 伊豆の国市 

河津町都市計画マスタープラン策定支援業務 河津町 

河津町都市計画マスタープラン版下作成業務 河津町 

河津桜守人マスタープラン策定業務 河津町 

中心市街地用途見直し業務 函南町 

長泉町公共サイン計画策定業務 長泉町 

長泉町景観形成方針案策定業務 長泉町 

小山町観光振興計画策定業務 小山町 

町内交通量調査委託事業 小山町 

小山町都市計画マスタープラン改訂業務 小山町 

成美地域金太郎計画２０２０策定業務 小山町 

小山町国土利用計画策定業務 小山町 

都市再開発方針を踏まえた再開発事業の方向性について 県中小企業団体中央会 

七間町魅力発掘調査業務 まちづくり公社 

七間町ニーズ調査業務 まちづくり公社 

特別高圧受変電設備改修事業発注支援業務 静岡県立総合病院 

花博１０周年実施計画 SBS プロモーション 

大槌町復興まちづくり計画策定にかかる支援業務 (株)都市環境研究所 

「南三陸町被災集落等再生基本計画策定業務」のうち 

津ノ宮外１地区計画策定支援 
(株)漁村計画 

第５次松川町総合計画策定支援業務 長野県松川町 

 

平成２６年度 

起業・創業支援人材育成事業業務委託 静岡県 

静岡市緑の基本計画改訂業務委託 静岡市 

村松公園見直し検討調査業務 静岡市 

笠森公園に直し検討調査業務 静岡市 

村松公園見直しに係る法定図書作成業務 静岡市 

笠森公園見直しに係る法定図書作成業務 静岡市 

二俣まちづくりまっぷ増刷業務 浜松市 

原駅前地区景観形成重点地区計画策定業務 沼津市 

三島市障害福祉計画策定業務 三島市 

三島市高齢者保健福祉計画等策定支援業務 三島市 

地域人づくり事業「クリエイティブ産業分野における文化振興人材育

成事業（文化芸術を活かしたまちづくり人材育成事業）」業務委託 
三島市 

三島市文化振興基本計画作成業務委託 三島市 

富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺地区景観重点地区指定）業務 富士宮市 

第二次富士市住宅マスタープラン（住生活基本計画）策定支援業務 富士市 

第四次国土利用計画（富士市計画）策定支援業務 富士市 

吉永北・神戸地区コミュニティ交通導入検討業務 富士市 

旧富士川町域都市計画区域編入検討に係る住民等意向調査業務 富士市 

新しい公共の担い手づくり事業業務委託 富士市 

湧水を活かしたまちづくり計画調査業務 富士市 

富士市岳南公設地方卸売市場都市計画変更（取消）図書（図面）作成業務 富士市 

旧富士川町域都市計画区域編入検討に係る都市計画区域内の住民

等意向調査業務 
富士市 

親子ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営業務 富士市 



      － 28 － 

新富士駅・富士駅間ワンコインタクシー実行運行アンケート集計・分析業務 富士市 

永久縦覧用都決図書装丁作製業務 富士市 

富士市まち・ひと・しごと創生に係る若い世代希望把握等調査業務委託 富士市 

岳南広域都市計画区域及び区域区分変更図書(図面)作成業務委託 富士市 

磐田市屋外広告物基本計画策定業務 磐田市 

掛川市眺望点指定指針及び保全方策検討業務 掛川市 

掛川市屋外広告物条例策定支援業務 掛川市 

掛川市遠州横須賀沿道地区景観形成施策推進支援業務 掛川市 

藤枝市農業農村振興ビジョン策定調査・分析業務 藤枝市 

第四次御殿場総合計画基本構想・前期基本計画策定業務委託 御殿場市 

御殿場市食育推進計画評価分析業務 御殿場市 

御殿場市食育推進計画策定業務 御殿場市 

第三次御殿場市国土利用計画策定業務委託 御殿場市 

裾野市屋外広告物基本計画策定業務 裾野市 

伊豆市景観計画基礎調査業務委託 伊豆市 

景観重点地区計画推進基礎業務 伊豆の国市 

河津町高齢者保健福祉計画策定業務 河津町 

河津桜守人育成推進支援業務委託 河津町 

清水町町民意向調査支援業務委託 清水町 

長泉町景観計画案策定業務 長泉町 

長泉町健康増進計画・食育推進計画中間評価アンケート調査委託 長泉町 

小山町景観計画策定業務 小山町 

北郷地域金太郎計画２０２０策定業務 小山町 

小山町自治基本条例策定業務 小山町 

小山町景観形成重点地区計画策定業務 小山町 

第４次小山町総合計画（後期基本計画）策定支援業務委託 小山町 

潜在的空き家の実態調査による空き家化予防措置の検討及び地域組織と連携

した伝統的建築物の利活用方策施行によるスキーム構築（国土交通省） 
NPO 関連 

地域コミュニティ創造事業委託（三島市） NPO 関連 

藤枝型企業支援ビジネス構築事業業務委託（藤枝市） NPO 関連 

金沢地域資源開発懇談会 東京大学 

大槌町地域復興協議会運営支援業務 (株)邑計画事務所 

宮古市都市計画マスタープラン策定業務 ランドブレーン(株) 

邑楽町第六次総合計画策定業務 群馬県邑楽町 

 

平成２７年度 

天竜区二俣まちあるきマップ版下修正・印刷業務 浜松市 

沼津市戸田地区過疎地域自立促進計画策定業務委託 沼津市 

沼津市小学校校区別人口推計調査業務委託 沼津市 

歴史的風致維持向上計画作成調査業務委託 三島市 

岳南広域都市計画高度地区等設定図書作成業務 富士宮市 

富士市都市計画基礎調査（建物用途別現況調査）業務委託 富士市 

親子ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営業務委託 富士市 

旧富士川町域山間部都市計画区域編入関連図書作成業務委託 富士市 

新しい公共の担い手づくり事業業務委託 富士市 

旧富士川町域山間部都市計画区域編入に伴う白地地域の建築形態

規制の指定に関する図書作成業務委託 
富士市 

青葉台地区における図書館分室検討資料作成業務委託 富士市 

地域特産品（富士ひのき）を活用した新産業創出事業検討業務委託 富士市 

永久縦覧用都市計画決定図書装丁作製業務委託 富士市 



      － 29 － 

掛川市環境基本計画等作成業務委託 掛川市 

第２次掛川市総合計画策定支援及び掛川市総合戦略策定に係る 

有識者会議等運営支援業務委託 
掛川市 

第５次藤枝市総合計画後期計画策定支援業務 藤枝市 

藤枝市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 藤枝市 

中心市街地マネジメント事業における市民意識調査業務 藤枝市 

女性の創業支援に関するアンケート調査業務 藤枝市 

御殿場市観光戦略プラン策定に係る調査分析業務委託 御殿場市 

下田市都市計画マスタープラン地域別構想プロジェクト推進業務 下田市 

伊豆市景観計画案策定等業務委託 伊豆市 

景観計画等推進事業 韮山反射炉周辺における屋外広告物掲出 

基準素案検討業務 
伊豆の国市 

景観計画等推進事業屋外広告物規制区分検討業務 伊豆の国市 

景観計画等推進事業江川邸周辺地区景観計画等推進業務 伊豆の国市 

河津桜守人推進支援業務 河津町 

松崎町景観形成ガイドライン策定業務 松崎町 

清水町総合計画後期基本計画策定支援業務 清水町 

長泉町景観計画策定支援業務 長泉町 

長泉町公共サイン等整備計画業務委託 長泉町 

長泉町大規模建築物景観調査業務 長泉町 

第４次小山町総合計画（後期基本計画）策定支援業務委託 小山町 

小山町自治基本条例策定支援業務委託 小山町 

小山町景観形成重点地区計画策定業務 小山町 

エコノミックガーデニング支援拠点運営事業業務委託 NPO 関連 

地域コミュニティ連絡会運営補助委託事業 NPO 関連 

清沢里の駅パンフレット作成業務 NPO 関連 

大槌町復興まちづくり住民合意形成事業委託 (株)邑計画事務所 

南相馬市農林水産業再興プラン策定支援業務 ランドブレイン(株) 

南相馬市教育振興基本計画策定業務 ランドブレイン(株) 

邑楽町総合戦略策定調査支援業務 群馬県邑楽町 

邑楽町第六次総合計画策定支援業務 群馬県邑楽町 

 

平成２８年度 

「静岡の茶草場農法」応援制度基本計画策定業務 静岡県 

沼津市小学校区別人口推計調査業務委託 沼津市 

三島の文化応援プロジェクト企画実施業務委託 三島市 

三島市の企業の魅力共創発信事業委託 三島市 

三島市歴史的風致維持向上計画計画書・概要版 三島市 

天間地区コミュニティ交通導入検討業務委託 富士市 

ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営業務委託 富士市 

焼津市景観計画策定業務委託 焼津市 

都市づくり推進事業地区計画の都市計画決定に伴う広域調整業務委託 掛川市 

都市づくり推進事業歴史的風致維持向上計画策定支援（背景整理）業務委託 掛川市 

掛川市粟ヶ岳整備計画策定業務委託 掛川市 

都市づくり推進事業歴史的風致維持向上計画策定支援業務委託（その２） 掛川市 

地域振興セミナー開催事業歩いて暮らせるまちづくりシンポジウム

開催支援事業 
掛川市 

藤枝エコノミックガーデニング支援拠点推進事業 藤枝市 

ＩＣＴ導入促進に向けた市内企業実態調査事業 藤枝市 

創業支援施設可能性調査事業 藤枝市 
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男女共同参画レインボープラン策定業務委託 御殿場市 

第四次御殿場市総合計画等評価事業委託 御殿場市 

袋井市景観計画等改定業務委託 袋井市 

下田市旧町内まちづくり整備構想案検討業務 下田市 

下田市都市計画マスタープラン地域別構想プロジェクト推進業務 下田市 

市道立野お吉が淵線等修景設計業務 下田市 

稲生沢地区地域資源活用調査業務 下田市 

裾野市第 4次総合計画後期基本計画策定支援業務 裾野市 

裾野市屋外広告物掲出実態調査業務委託 裾野市 

景観計画等策定業務委託 伊豆市 

景観計画等推進事業屋外広告物規制区分検討業務 伊豆の国市 

屋外広告物指導事業屋外広告物規制指導パンフレット作成業務 伊豆の国市 

南伊豆町景観形成ガイドプラン策定調査業務委託 南伊豆町 

美の漆喰文化を育むまちづくり事業松崎町なまこ壁の建造物活用

計画策定業務委託 
松崎町 

長泉町無電柱化事業基本調査業務 長泉町 

長泉町都市計画マスタープラン変更調査業務 長泉町 

景観形成重点地区（周辺開発区域）景観誘導指針作成業務 小山町 

あさぎり町活性化プロジェクト提案作成業務 あさぎり幸福村役場 

 

平成２９年度 

清水ストックヤード建設事業ストックヤード施設等実施設計業務委託 静岡市 

市民まちづくり会議運営支援業務委託 沼津市 

東海岸町景観地区景観形成運用指針策定業務委託 熱海市 

高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託 三島市 

三島市障害者計画及び三島市障害福祉計画策定業務委託 三島市 

教育振興基本計画中間検証及び５か年行動計画作成業務委託 三島市 

ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営業務委託 富士市 

焼津市景観計画策定業務委託 焼津市 

焼津市緑の基本計画策定業務委託 焼津市 

焼津市住生活基本計画策定業務委託 焼津市 

焼津市浜通り地区歴史的建造物保全活用方策検討支援業務 浜通り活性化フォーラム 

都市景観形成事業掛川市景観計画改定業務委託 掛川市 

都市づくり推進事業歴史的風致維持向上計画策定業務 掛川市 

エコノミックガーデニング支援拠点推進事業業務委託 藤枝市 

藤枝市ウーマン起業カレッジチラシ製作費 藤枝市 

藤枝市女性起業家冊子 藤枝市 

６次産業交流会運営支援業務 
藤枝市農商工連携・6次産業化 

推進ネットワーク 

温泉会館改築基本計画策定業務 御殿場市 

下田市歴史的風致維持向上計画策定支援業務 下田市 

下田市都市計画マスタープラン地域別構想プロジェクト推進業務 下田市 

下田市天神公園設計業務 下田市 

裾野市長泉町衛生施設組合新火葬施設設計業務公募プロポーザル

運営支援業務委託 
裾野市 

伊豆市景観まちづくり重点地区計画等策定業務委託 伊豆市 

江川邸周辺地区景観調査業務 伊豆の国市 

河津町都市計画基礎調査業務委託 河津町 

河津町第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画 河津町 

南伊豆町景観形成ガイドプラン策定業務 南伊豆町 
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長泉町都市計画マスタープラン変更支援業務 長泉町 

第３次小山町保健計画中間見直し業務委託 小山町 

小山町国民健康保険保健事業実施計画策定業務委託 小山町 

町単独事業川根本町景観計画策定業務 川根本町 

ＭＴＢマニュアル作成 静岡県東部スポーツ産業推進振興協議会 

「キラリ牧之原の未来が見えるお話カフェ」チラシ製作印刷 静岡県立大学 

学生の視点による静岡イノベーション企業紹介冊子、地域文化の英

語発信に関する調査研究冊子製作印刷 
静岡県立大学 

 

平成３０年度 

静岡市景観計画改定業務委託 静岡市 

ぬまづ地域デザインワークショップ開催支援業務委託 沼津市 

第５次沼津市総合計画策定基礎調査業務委託 沼津市 

文化振興基本計画印刷業務 三島市 

屋外広告物条例パンフレット作成 富士宮市 

伊東市景観計画等検討調査業務 伊東市 

川根温泉整備基本方針策定支援業務委託 島田市 

松野地区コミュニティ交通導入検討業務委託 富士市 

放課後児童クラブ運営基本方針（案）策定支援業務 富士市 

ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営支援業務 富士市 

花沢の里周辺地区景観まちづくり重点地区計画策定支援業務 焼津市 

浜通り周辺地区景観まちづくり重点計画策定支援業務 焼津市 

焼津市景観計画策定支援業務委託 焼津市 

焼津駅周辺等拠点整備基本構想策定業務委託 焼津市 

大井川焼津藤枝ＳＩＣ周辺地区住民意見交換会開催支援業務 焼津市 

掛川市観光振興計画策定支援業務 掛川市 

エコノミックガーデニング支援拠点推進事業業務委託 藤枝市 

平島地区農地利用意向調査業務 藤枝市 

原子力災害広域避難計画に添付する画像データ作成業務 袋井市 

袋井市景観計画等検証業務委託 袋井市 

下田市都市計画マスタープラン 下田市 

下田市歴史的風致維持向上計画策定支援業務 下田市 

旧下田町地区街並み環境整備事業計画策定業務 下田市 

稲生沢地区社寺歴史等活用調査業務 下田市 

稲生沢地区温泉旅館活用業務 下田市 

旧下田町公園実施設計業務 下田市 

みなとまちゾーン人の流れ散策イベント支援業務 下田市 

伊豆市景観まちづくり重点地区計画策定等業務委託 伊豆市 

河津桜まちづくり計画策定業務委託 河津町 

伊豆縦貫自動車道 IC周辺地域振興計画策定業務委託 河津町 

南伊豆町景観計画案等策定業務委託 南伊豆町 

協働のまちづくりワークショップ事業業務 清水町 

緑の基本計画策定調査業務委託 長泉町 

鮎壺公園概略設計及び下土狩駅周辺都市再生整備計画等検討業務委託 長泉町 

長泉町地域公共交通再編支援業務委託 長泉町 

町単独事業川根本町住宅総合策定業務委託 川根本町 

町単独事業第２次川根本町男女共同参画プラン策定支援業務委託 川根本町 

講演会チラシ・学生パンフレット等製作印刷 静岡県立大学 

都市づくり推進事業公園服部跡地及び周辺地域整備活用構想策定業務 不二総合コンサルタント(株) 

熊本市歴史的風致維持向上計画策定支援業務委託 熊本県熊本市 
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令和元年度 

静岡市景観計画改訂業務委託 静岡市 

三島市公共施設保全計画策定に係る市民合意形成支援業務委託 三島市 

三島市文化振興基本計画（中間見直し）策定業務委託 三島市 

富士宮市営住宅長寿命化計画更新業務 富士宮市 

伊東市景観形成基本計画等改訂業務委託 伊東市 

第五次伊東市総合計画及び伊東市人口ビジョン・伊東市総合戦略策定業務委託 伊東市 

伊東市市営住宅長寿命化計画策定業務委託 伊東市 

島田市総合計画市民意識調査業務委託 島田市 

第二次富士市住宅マスタープラン（住生活基本計画）後期計画基本

調査に伴う支援業務委託 
富士市 

第六次富士市総合計画及び次期富士市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略策定支援業務委託 
富士市 

富士市第一種低層住居専用地域容積率等緩和可能性調査業務委託 富士市 

富士市土地フレーム検討調査業務 富士市 

ワンデイ・トリップ・チャレンジャー運営業務委託 富士市 

大井川焼津藤枝ＳＩＣ周辺地区住民意見交換会開催支援業務 焼津市 

大井川焼津藤枝ＳＩＣ周辺地区住民意見交換会追加開催支援業務 焼津市 

焼津体育館再整備プラン（基本構想・基本計画）策定業務委託 焼津市 

焼津市新元気世代プロジェクトアクションプログラム策定業務 焼津市 

焼津市景観まちづくり重点地区計画（浜通り周辺地区）アンケート

調査業務委託 
焼津市 

焼津市新元気世代セミナー開催支援業務委託 焼津市 

総合計画進行管理業務第２次掛川市総合計画基本計画改定支援業務 掛川市 

都市再生整備計画事業新規都市再生整備計画外策定業務委託 掛川市 

都市づくり推進事業掛川城周辺地域まちづくり検討業務 掛川市 

藤枝市エコノミックガーデニング支援拠点推進事業業務委託 藤枝市 

藤枝市農地利用意向調査支援業務委託 藤枝市 

第６次藤枝市総合計画策定基礎調査及び創生総合戦略改定事業業務委託 藤枝市 

第四次御殿場市総合計画後期基本計画策定業務委託 御殿場市 

第二期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 御殿場市 

御殿場市図書館等整備基本構想策定業務委託 御殿場市 

男女共同参画計画策定支援業務委託 裾野市 

伊豆市景観まちづくり重点地区計画策定等業務 伊豆市 

河津桜まちづくり計画策定業務委託 河津町 

伊豆縦貫自動車道 IC周辺地域振興計画策定業務委託 河津町 

長泉町緑の基本計画策定支援業務委託 長泉町 

長泉町鮎壺公園等民間活力導入支援業務委託 長泉町 

長泉町地域公共交通再編支援業務委託 長泉町 

長泉町バス待合環境改善調査及び社会実験支援業務委託 長泉町 

第５次小山町総合計画策定支援業務委託 小山町 

小山町地域公共交通計画策定支援業務委託 小山町 

講演会・イベント等チラシ・ポスター製作印刷 静岡県立大学 

静岡型 MaaS将来ビジョン策定支援業務 (一財)計量計画研究所 

特定非営利活動法人日本都市計画家協会冊子印刷業務 NPO 法人日本都市計画家協会 

 

令和２年度 

静岡型 MaaS基幹事業実証プロジェクトＡＩオンデマンド交通 

実証実験支援業務 

静岡 MaaS基幹事業 

実証プロジェクト 

三島市文化振興基本計画（中間見直し）策定業務委託 三島市 
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三島市生涯学習推進プラン中間評価策定業務委託 三島市 

三島市高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託 三島市 

富士宮市営住宅長寿命化計画更新業務 富士宮市 

岳南広域都市計画区域区域区分等図面作成業務 富士宮市 

第五次伊東市総合計画及び伊東市人口ビジョン・伊東市総合戦略策定業務委託 伊東市 

市民満足度調査業務委託 伊東市 

島田市総合計画市民意識調査業務委託 島田市 

第二次富士市住宅マスタープラン（住生活基本計画）後期策定支援業務委託 富士市 

第一種低層住居専用地域容積率等変更に伴う図書作成業務委託 富士市 

岳南広域都市計画区域マスタープラン策定に伴う図書作成業務委託 富士市 

第四次国土利用計画（富士市計画）改定支援業務委託 富士市 

第六次富士市総合計画及び次期富士市まち・ひと・しごと創成総合

戦略策定支援業務委託 
富士市 

ＳＩＣ周辺地元説明会支援業務委託 焼津市 

エコノミックガーデニング支援拠点推進業務 藤枝市 

藤枝市農地利用意向調査支援業務委託 藤枝市 

第６次藤枝市総合計画策定業務委託 藤枝市 

御殿場市図書館等整備基本構想策定業務委託 御殿場市 

高根支所建て替え用地選定基礎調査 御殿場市高根まちづくり推進協議会 

屋外広告物パンフレット修正及び印刷 袋井市 

稲生沢地区社寺歴史等活用調査業務 下田市 

第２次伊豆の国市総合計画後期基本計画策定支援業務 伊豆の国市 

松崎町景観計画策定業務委託 松崎町 

長泉町国土強靭化地域計画策定業務委託 長泉町 

長泉町地域公共交通計画策定業務委託 長泉町 

納米里公園整備に伴う測量設計業務委託 長泉町 

下土狩駅周辺都市再生整備計画事業調査検討業務委託 長泉町 

第５次小山町総合計画策定支援業務委託 小山町 

講演会・イベント等チラシ製作印刷 静岡県立大学 

熊本市公共サインガイドライン策定支援業務委託 熊本県熊本市 

熊本市屋外広告のてびき改訂業務委託 熊本県熊本市 

 

令和３年度 

安倍地区地域公共交通改善支援業務 静岡市 

草薙・庵原地区における新運行モデル検討業務 静岡市 

沼津市景観計画改定業務委託 沼津市 

景観重点整備地区（JR三島駅南口東地区）指定原案作成業務委託 三島市 

第 3次伊東市住宅マスタープラン策定業務委託 伊東市 

島田市産業連関表作成業務委託 島田市 

島田市総合計画市民意識調査業務委託 島田市 

川根温泉課題調査業務委託 島田市 

第二次富士市住宅マスタープラン（住生活基本計画）後期計画 

策定支援業務委託 
富士市 

富士川地区コミュニティ交通導入検討支援業務委託 富士市 

富士市都市計画基礎調査（建物用途別現況調査）業務委託 富士市 

焼津ダイヤモンド構想改訂業務委託 焼津市 

横須賀地区無電柱化等の検討に向けた住環境現状調査業務委託 掛川市 

たまりーな再整備方針策定支援業務委託 掛川市 

掛川城周辺地区公共サイン実施設計業務委託 掛川市 

掛川市総合計画策定支援業務委託 掛川市 
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原泉地区振興計画策定業務委託 掛川市 

掛川市 DX推進計画策定支援業務委託 掛川市 

掛川市粟ヶ岳観光振興に関する現況調査業務委託  掛川市 

エコノミックガーデニング支援拠点推進業務 藤枝市 

藤枝市農地利用意向調査支援業務委託 藤枝市 

景観形成重点地区景観基礎調査業務委託 藤枝市 

藤枝市交流・連携強化事業企画運営業務委託 藤枝市 

高根支所整備推進支援業務 御殿場市 

二の岡地区景観形成基本計画（仮）策定業務 御殿場市 

伊豆市景観まちづくり重点地区（修善寺駅前地区）区域図及び 

周知パンフレット作製業務 
伊豆市 

第２次伊豆の国市総合計画後期基本計画策定支援業務 伊豆の国市 

松崎町景観施策推進業務委託 松崎町 

松崎町ＳＡＫＡＮアートワールドカップ開催支援 松崎町観光協会 

松崎町漆喰文化次世代継承事業 
松崎町漆喰文化次世代継承事業

実行委員会 

納米里公園整備に伴う測量設計業務委託 長泉町 

長泉町観光交流ビジョン策定支援業務委託 長泉町 

長泉町景観形成基本計画及び景観計画見直し支援業務委託 長泉町 

長泉町公共交通施策実施支援業務委託 長泉町 

長泉町未来人ワークショップ開催支援業務委託 長泉町 

鮎壺公園管理・運営等検討会開催支援業務委託 長泉町 

小山町スポーツ振興基本計画策定支援業務委託 小山町 

小山町文化芸術振興基本計画策定支援業務委託 小山町 

川根本町町営住宅等長寿命化計画更新業務委託 川根本町 

都市構造再編集中支援事業下土狩駅前広場改修設計業務委託 (株)東日 

特定非営利活動法人日本都市計画家協会冊子印刷業務 NPO 法人日本都市計画家協会 

講演会・イベント等チラシ製作印刷 静岡県立大学 
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Ⅳ．所員 

 
伊藤 光造 （顧問） 
  ・経歴   早稲田大学大学院理工学研究科 修了       （Ｓ４９．３） 
  ・資格   技術士（建設部門、都市及び地方計画）     第１７０６６号 
        一級建築士                 第１１１８０３号 
        株式会社 計画技術研究所  取締役 
 
鋤柄 幸成 （代表取締役） 
  ・経歴   信州大学大学院工学研究科社会開発工学科 修了   （Ｈ５．３） 
 

海野 芳幸 （取締役） 

  ・経歴   千葉大学大学院園芸学研究科造園課程修了      （Ｈ７．３） 
  ・資格   技術士（建設部門、都市及び地方計画）     第９１７１１号 
        認定都市計画プランナー（公園緑地計画／住まい・コミュニティデザイン／ 

景観・都市デザイン）         登録番号１７１３０３６８   
 

＜プランニング・スタッフ＞ 

三木 和美   大阪大学大学院文学研究科文化形態論専攻修了    （Ｈ21．３） 

武下 公美   早稲田大学芸術学校都市デザイン科修了       （Ｈ22. ３） 

小池 潤 首都大学東京大学院都市環境科学研究科 

都市システム科学域博士前期課程修了 （Ｈ29. ３） 

・資格   二級建築士                  第８７０５４号 
技術士補（建設部門）             第４６８８３号 

上原 薫    静岡大学人文学部経済学科地域政策専攻修了     （Ｈ６．３） 

高梨 沙帆   早稲田大学大学院社会科学研究科修了        （Ｒ３．３） 

 
＜デザイナー＞ 
杉本 恵子 
 
＜事務スタッフ＞ 
青野 秀美 
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Ⅴ．関連組織（アーバンネットワーク） 
 
 

名   称 住   所 

(株)計画技術研究所 

代表取締役 林 泰義 

〒153-0063東京都目黒区目黒 3-9-3 須田ビル 205 

 

設立 1969年 1月 

(株)住宅・都市問題研究所 

代表取締役 平井  允 

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-12 

代々木リビンビル 601 

設立 1985年 6月 

(株)地域環境デザイン 

代表取締役 石崎  均 

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-1-26 

本町牧野ビル 8Ｆ 

設立 1990年 2月 

(株)ケーアールオー 

代表取締役 加藤 普之 

〒145-0065東京都大田区東雪谷 3-14-15 

 

設立 1993年 11月 

(有)悦計画室 

代表取締役 桜井 悦子 

〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町 25 

インペリアルビル 201  

設立 1998年 

(有)寺川ムラまち研究所 

代表取締役 寺川 重俊 

〒028-0514岩手県遠野市遠野町 28-5 

 

設立 2000年 6月 



 

 
 


