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事業グループ

テーマ

1

「幕張ベイタウン」は 10 年間継続的にデザイン調整に取組み、
「柏の葉」ではデザイン調整とエリ
アマネジメントの検討を行いました。
「浜見平」では、デザインレビューによる各事業のデザイン
調整やエリアマネジメントの組成に関わっています。また、
「長崎駅」では、駅舎・駅前広場等の
設計チームの一員として、駅周辺の都市デザインに関わっています。

テーマ

2

ここ 10 年間の取り組みは、文化財建造物や歴史環境施設が中心となっています。これはアーバ
ンデザインを基調とする空間志向の理念のもと、歴史 ･ 文化／景観のもつ価値や特性に基づいた
計画の具体の成果です。これからも素性良く説得力ある高質な都市や町並みの実現を目指し、企
画･計画段階から一貫した作業として建築 ･ 施設のデザインに取り組みます。

テーマ

3

この分野では、市町村の都市計画マスタープランの策定・改定および評価検討業務を始め、都道
府県の都市計画区域マスタープラン、住宅マスタープラン、土地利用計画にも数多く取組みまし
た。また、東日本大震災津波復興計画の見直し、被災市街地の復興計画や、南三陸町を始めとし
た漁業集落の復興計画の策定業務を受注し、多くの知見を蓄積しました。

テーマ

4

この分野は、伝建地区等における歴史的な町並み等の整備や景観計画や歴まち計画の立案、史跡
の整備等であり、大都市圏から地方都市までの幅広い地域での実績を有しています。また、景観
法制定以降は、30 を超える景観計画に携わり、屋外広告物や環境色彩等の調査・研究、公共空間
の整備、景観誘導の仕組みづくりや市民主体の景観まちづくりの支援など、トータルな提案・サ
ポートを続けています。

テーマ

5

この分野は、都市計画との関連が深い個別分野や時代のニーズに対応した調査、研究などで、公
園・緑地、交通（自転車）
、観光、小中学校等の公共施設や公的団地、バリアフリー・ユニバーサ
ルデザイン、共生環境、農村・過疎地域など多岐に渡ります。構想・計画の検討のみならず、既存
施設等の再生、維持・管理・運営などにも取り組んでいます。

テーマ

6

地元住民との協働によるまちづくりは、地区計画、景観計画、都市計画マスタープラン、防災ま
ちづくりなど、様々なテーマの業務の中で取り組んでおり、制度の設計やマニュアルの作成を受
注することもあります。協議会等の運営、ワークショップ、まち歩きなど多様な手法を試み、改
善を重ねながら、ノウハウの蓄積に努めています。

テーマ

7

この分野は、過去 10 年間で弊社が地方都市を中心に取り組み完成させた 8 カ所の再開発案件や

PFI 案件を中心に事例を紹介しています。さらに、都市再生特別措置法に基づき位置づけられ
た、都市再生特別地区の渋谷桜丘口地区の再開発の取り組みも紹介しています。昨今、このよう
な大都市圏の都市部の再構築に関わる案件の相談が多くあります。

テーマ

8

駅周辺市街地等の整備や活性化、木造密集市街地の改善、団地等の再生、歴史的市街地の整備な
ど、主に既成市街地における地区レベルの計画や整備に取り組んでいます。本テーマの業務は
テーマ 6・テーマ 7 と重複するものも多く、地区住民との協働による検討が多くなっています。

テーマ

9

地方自治体における多様な都市計画制度活用は定着しつつあり、さらに進化してきました。当初
指定から 10 年以上経過した高さ制限や敷地面積制限においては、制度効果を検証する業務など
も生じてきました。一方、高齢社会の進展や人口減少時代に入り、新たに高齢者の移動や空地・
空家に関わる問題などへの注目も高まっています。
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1。。。。。。
幕張ベイタウンの都市デザイン調整 1991

／東京

幕張ベイタウンの都市デザイン調整は、1991 年から土田旭が MIC2001 グ
ループ（幹事事業者：野村不動産）の計画設計調整者として関わった。

【M2 5 街区】低層街区 1995 竣工
計画設計調整者：土田旭
住棟設計者：山梨和彦／神田駿

【M7 2 街区】低層街区 1996 竣工
計画設計調整者：土田旭
ブロックアーキテクト：宮脇檀
住棟設計者：中村好文／杉浦伝宗／中山繁信／諸角敬／木下庸子／宍戸照二

【M9 街区】低層街区 2010 竣工
計画設計調整者：土田旭
住棟設計者：南條洋雄／柴田知彦／野呂信哉／三宅弘晃
担当図（千葉県企業庁の図を加工して作成）

M2 5 街区

M7 2 街区

M9 街区

【H 1 ❶街区】高層街区 2000 竣工
計画設計調整者：土田旭
住棟設計者：南條洋雄／柴田知彦／渋田一彦
環境デザイン：上山良子（ランドスケープ）／吉田愼吾（環境色彩）／近田玲子（照明デザイン）

H 1 ❶街区 東側コーナー部

H 1 ❶街区 中庭

H 1 ❶街区 公園側住棟

【SH 3 事業地区】超高層街区
計画設計調整者：土田旭
環境デザイン：上記参照

❸街区 2004 竣工

❷街区

住棟設計者：南條洋雄／柴田知彦

SH 3 ❸街区 エントランス部
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2006 竣工

住棟設計者：柴田知彦／久間常生／南條洋雄

SH 3 ❷街区 街区中央に位置する住棟

3

SH 3 ❷街区 花見川側の住棟

浜見平地区都市デザイン調整 2005 2008、2010 2011、2013

／東京

60 年代に建設された団地の建替時における都市デザインガイドラインを策
定した。このガイドラインでは、団地の記憶を継承する空間づくり等を指針
に掲げている。
（現在は、茅ヶ崎市景観計画の特別景観まちづくり地区の基
準に受け継がれている。）また、2013 年より、浜見平地区まちづくり推進検
討会議において建替えの賃貸及び分譲マンション、生活拠点ゾーンの公共公
益施設・商業施設について、デザインレビュー（デザイン調整）の開催支援を
行っている。

【発注者：茅ヶ崎市】

景観構造イメージ図

模型によるデザイン調整

柏の葉地区の都市デザイン調整 2003

／東京

柏の葉での取り組みは、2003 年からスタートした。柏の葉地区の都市デザ
イン調整や柏の葉キャンパス駅周辺のデザイン調整、千葉県企業庁、民間事
業者、東京大学、千葉大学と共同による「柏の葉国際キャンパスタウン構想」
の策定などがある。また、持続可能なまちづくりに欠かせないエリアマネジ
メントも検討し、現在は、UDCK の協力会社として関わって取り組みを展開
している。

アーバンデザインの活動拠点「UDCK」

柏の葉キャンパス駅前街区アーバンデザイン方針 VR

長崎駅舎・駅前広場等のデザイン 2013

柏の葉キャンパスタウン

鳥瞰図

／東京

2013 年 の プ ロ ポ ー ザ ル で 建 築・土
木・都市計画等の専門家からなる設
計チームとして、最優秀賞を獲得し、
頭端駅である長崎駅（在来線・新幹
線）駅舎及び駅前広場、多目的広場、
周辺街路等の基盤施設のデザイン、
交通計画等、駅周辺の都市デザイン
に関わっている。 【発注者：長崎県】

全体鳥瞰パース（プロポーザル時）

駅舎外観パース（プロポーザル時）

駅舎内観パース（プロポーザル時）

多目的広場パース（プロポーザル時）

4

東西軸パース（プロポーザル時）

2。。。。。。
八女市指定有形文化財旧松木家住宅保存修理事業 2006 2011／九州
黒木重要伝統的建造物群保存地区に所在する八女市指
定有形文化財（保存物件）について、まちなみ交流館と
して活用計画から設計 ･ 監理と一連の事業を行った。
主屋は街なみ環境整備事業、別棟釜屋は伝建事業と効
果的に事業メニューを組み合わせつつも、痕跡に基づ
く復原修理により今後の町並み保存整備のインデック
スとした。

【発注者：八女市】
竣工写真［主屋南側］

計画立面図［釜屋西側］

計画立面図［主屋北側］

工事写真［釜屋西側］

御船町街なかギャラリー整備 2011 2013／九州

伊賀上野・武家屋敷活用基本設計 2011／三重

御船町は十数軒の酒造業が建並ぶ白壁の町と呼ばれていた。その面影を残す

伊賀市上野忍町において、忍町武家屋敷の活用・管理運営方針を、地域の設

数少ない伝統的建築物。しかも御船 5 哲人の一人である林田能寛の生家と言

計士等と連携し作成した。また、国登録有形文化財の実測調査や耐震診断な

われ、享和元年建造の主屋と江戸末期の北蔵、明治中期の南蔵が現存。これ

どを行い、文化庁や県、庁内関係機関との協議をふまえ、整備基本構想及び

らを都市再生整備事業による既存ストックの保存活用で街なかギャラリーと

基本設計や実施設計条件の整理を行った。( 平成 26 年 10 月 1 日オープン )

して蘇らせた。

【発注者：御船町】

【発注者：伊賀市】
駐車場
○緊急用：１台
○バリアフリー：２台
○一般用：６台
○管理者用：２台

駐輪場
○20台〜40台

管理棟
○管理事務所
○市民作業室
(コピー、
プリンター)
○公衆トイレ
○多目的トイレ

駐輪場

アプローチ・通路
○各ゾーンへの案内
○武家屋敷主屋や長屋門で囲ま
れた空間を体験する場所
○待ち合わせ、休憩場所
うえのまちおもてなし処・カフェ
○平日は、
うえのまち市民の地区
活動の場所。休日は、
まちなか
の観光者への休憩処となる場
所

00

1,5

クリ
5,22

0
00

2,0

うえのまち情報館
○うえのまちの歴史、伝統文化。
歴史的まち並、地場産業、生
活、そして武家屋敷・赤井邸の
紹介などの場所

ｻﾜﾗ

シダレ桜

お庭
○上質の武家屋敷の
庭として、鑑賞、周
遊を目的に保全す
る

いがの技業（わざ）
ショップ
○いがの今昔の技（わざ）
ででき
た商品、産品を集めたスーベ
ニアショップ、
アンテナショッ
プ。
このため、ボランティアガ
イドを準備する

クロガネモチ
クロマツ
モミの木

いがの技業（わざ）工房
○いがの今昔の本物の技（わざ）
を
もつ芸術家や職人の活動、発表、
観賞の場所。
（例）元永定正（画
家）、榊莫山

いがの技こだわり塾
○いがの今昔の本物の技（わざ）
を、市民や来訪者が学び、体験す
る場所。
（例）能面づくり、兜・よろ
いづくり

いがの技業（わざ）市民活動工房
○市民や来街者が、
自分の技
（わざ）
を磨き、発表、展示す
る場所

いがの技（わざ）展示館、交流館
○アート、民芸など、いがの本物の
技（わざ）
でできた成果を、展示・
販売しながら、市民や来街者が
交流する場所

街なかギャラリー整備前と整備後

武家屋敷活用配置図

近畿自然歩道等整備実施設計 2012 2013／三重

小田原清閑亭改修計画策定 2011／東京・九州

伊勢志摩国立公園の利用の増進を図る一環として整備が進められている近畿

黒田侯爵家の小田原別邸として開かれた

自然歩道の総合案内標識、誘導標識、解説標識などの整備にあたり、標識設

清閑亭は、国指定史跡小田原城跡の三の

置箇所の検討、標識の実施設計および表示内容の検討と表示面のグラフィッ

丸外郭、清閑亭土塁の上に位置する登録

ク図の作成を行った。また、これとあわせて歩道の整備箇所の実施設計を

有形文化財である。小田原観光の拠点と

行った。

して定常的に活用するにあたり、その文

【発注者：環境省】

上：内観

下：外観

化財としての価値を活かした改修の基本
計画を策定した。

総合案内標識
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南立面図 ( 部分 )

誘導標識
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【発注者：小田原市】

南庭に面した母屋の様子

3。。。。。。
大槌町復興まちづくり基本計画改定 2013／東京
平成 23 年の津波災害および復興基本計画 (12 月 ) の策定か
ら 3 年が経過し、基盤整備の基本的方向性が定められ、整
備が始まりつつあるものの、新しい基盤施設の上に、これ
からの町民の暮らしを支える居住環境や社会的・経済的・
文化的環境についての復興方針は、必ずしも明確に定め
られてはいえない状況であった。そのため、
「4 つの生活基
盤」
（物的・社会的・経済的・文化的な生活基盤）を先導的な
ものとして整備し、魅力ある暮らしと風景の再生に向けた
検討を行った。

「希望の大槌への挑戦」という基本理念のもと、
「空間環境基盤」の上に「社会生活基盤」、
「経済産
業基盤」
、
「教育文化基盤」の 3 つの基盤が三位一
体となったまちづくりを進めることで、町の魅力
向上による定住促進につなげ「海の見えるつい散
歩したくなるこだわりのある『美しいまち』」とい
うまちの将来像の実現を目指している。

【発注者：大槌町】

連携型重点プロジェクトは、町民主体・町民共
助、地域住民組織・外部組織等との連携による
8 つのプロジェクトからなり、相互に関連し、
地域資源の発掘・活用を通じて「町の魅力づく
り」を図るとともに、定住人口の増加や、町民
が誇りを持って生き生きと暮らせる地域社会
の形成を目指している。

漁村の復興計画 2013／東京

連携型重点プロジェクト

宮古湾の歴史文化を活かした復興まちづくり 2012 13／東京

東日本大震災で被災した漁村復興のため、地域全体のマスタープランと漁業

東日本大震災により甚大な被害を受けた宮古湾沿岸の鍬ケ崎・中心市街地・

集落防災機能強化事業の事業計画を立案した。

津軽石地区の復興まちづくりにおいて、江戸時代から続く道路線形を残すこ

【発注者：南三陸町】

とや、みなと町としての地域の歴史文化を活かした再興のあり方について提
案。別途、UR 宮古事務所より受注した「復興デザインガイドライン」や登録
有形文化財「盛合家」の活用などと併せて、実現に向けた取り組みを展開して
きた。

【助成主体：文化庁】

津軽石地区は盛合家も
拠点に活用

伊里前地区復興マスタープラン（案）

鍬ヶ崎では行政と住民が協力して実現へ…

川越市都市計画マスタープラン改定 2008／東京

新潟市都市づくり評価業務 2009 2011／東京

平 成 12 年 に 定 め た 都 市 計 画 マ ス

新潟市都市計画マス

タ ー プ ラ ン の 改 定 計 画。中 核 市 と

タープランの策定後

なったことや社会情勢の変化、関連

に、計画の評価を行う

計画の改訂が進む中で時点修正が必

仕組みを検討したも

要となったもの。改定点とその要因

の。評価は、都市全体

が明確に把握できるよう、とりまと

のコンパクトなまち

めを行った。

づくりを評価する都

【発注者：川越市】

市評価と、各分野の施
策の達成度を評価す
る「都市づくり取組評
価」、市民の暮らしや
すさが増しているか
を評価する「暮らしや
すさ評価」の 3 つの評
価方法を検討した。
見直し改定の背景

【発注者：新潟市】

将来都市構造図
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コンパクトなまちづくり評価の観点

4。。。。。。
鎌倉市の景観施策 2005 2008／東京

今井町の街なみ環境整備等 2008 2009、2012／東京

鎌倉市では、景観計画の策定をはじめ景観地区の指定や特定地区の景観計

橿原市今井町において、重伝建地区選定以前より歴史的環境の保全に取り組ん

画、屋外広告物の条例改正検討等を実施した。景観計画は、鎌倉駅周辺地区

でおり、街なみ環境整備事業計画の見直しによる重要な路線の無電柱化整備

において 8 地区でのワークショップの開催、特定地区においても地域の協議

の位置づけや、新たに発掘された環濠の保全・活用に向けた整備構想の作成な

会とともに計画策定に取り組んだ。ま

ど、歴史的町並み環境の保全活用の推進に取り組んでいる。【発注者：橿原市】

た、鎌倉市域を 21 に類型区分し、地区
ごとの景観形成の方針・基準を定めた。
【発注者：鎌倉市】

まちのお宝探検ワークショップ

西環濠整備計画

21 の類型区分図

旧市街地の景観形成基準

街なみ環境整備等の実績

大牟田市景観計画策定業務 2011 2012／九州

国史跡の保存管理計画 2012 2013／九州

三池炭鉱関連施設をはじめとする景観資源の保全・活用を重視した景観計画
を策定。良好な景観の共有に向け、重点地区の模型作製や景観資源を巡るバ

中世平地城館跡と環濠集落で構成され

スツアーの開催等を行った。

る国史跡「姉川城跡」の保存管理計画

【発注者：大牟田市】

である。人と遺跡の共存を目指し、住
民が住み続けることを前提に現状変更
の取扱方針や基準等を設定した。
【発注者：神埼市】

スケッチによる景観イメージの共有（左：住宅区域、右：宮原坑跡周辺地区）

姉川城跡の価値（概念図）
保存管理に関する基本方針
模型や断面図を用いた景観資源への眺望を阻害しない高さの検討

歴史的風致維持向上の実践 2009

／九州

小値賀諸島の文化的景観整備活用計画 2013／九州

歴史的風致維持向上計画の策定に関わったことを契機に、各種プロジェクト
の実践に取り組んでいる。

世界遺産登録を見据えつつも文化的景

【発注者：太宰府市】

観の保存活用を目指し、既往調査をレ
ビューして本質的価値とその構成要素
をきめ細かく捉え直した。多様な特色
をもつ 7 つの選定区域毎に整備活用の
将来像をビジュアル重視で提案した。
【発注者：小値賀町】
重要な構成要素の詳細調査
戒壇院参道の美装化

歴史的風致形成建造物の修理指導

OUR WORKS OF THE LAST 10 YEARS

協議会活動の支援

飛地選定範囲連携の整備活用の方針

7

将来像のイメージ化と整備活用計画

聖天山周辺地区景観まちづくりプラン 2013／東京

東海道の歴史的資源を活かしたみちづくり 2011 2013／東京

地域の心の拠りどころである妻沼聖天山の国宝指定を契機として作成。門前

国道 1 号の拡幅区間と重複

町にふさわしい住まい方や商い方の表現としての作法集、表通りや路地を楽

する保土ケ谷宿沿道におい

しく歩ける道路や沿道の空間・まち並みデザインなど、行政と地元との協働

て、宿時代を中心として近

により検討を積み上げたものであり、現在、協議会結成にむけたプランの周

世から現代までの時代毎に

知や、羽生妻沼線の歩行者空間整備などを進めている。 【発注者：熊谷市】

刻まれた歴史を語り継ぎ、
地域に愛され育まれるみ
ちづくりを目指し、ワーク
ショップ等の地域参加手法
を用いながら整備方針、整

本陣跡辻の整備イメージ

備計画案を作成した。
道路の予備設計と景観デザ
イン、本陣跡や旅籠、震災
復興橋等の歴史的資源の継
県道羽生妻沼線及び沿道のイメージ

承方法や市民による道や資

市道 1135 号線整備計画図

源の活用・維持管理等につ
いて検討を行った。

秦野市生活美観読本等 2003 2006、2009／東京

【発注者：横浜市】

秦野市生活美観計画（景観計画）、景観まちづくり条例の制定後の取り組みの

沿道の整備イメージ

一つとして、アドバイザーの協力のもと、景観まちづくり市民会議有志によ
る研究会により、庭先の改善の実践なども交えつつ生活美観読本の作成に取
り組んだ。

国史跡斎宮跡・活用調査 2013／三重

【発注者：秦野市】

歴史的風致維持向上計画に基づき、重点区域の史跡、施設や便益施設の近況
を精査・補完調査し、史跡のゾーニング、動線計画を作成した。そして、これ
に基づく便益施設の配置方針や整備方針を検証し、事業効果促進の視点から
史跡活用に向けた便益施設の整備マスタープランや整備ガイドラインを作成
した。

【発注者：明和町】
多
目
的
広
場

ベンチなど
テーブル・ベンチ

工
作
物
道
路
標
識

建
築
物

植
栽
帯

植
栽

電
柱

防
護
柵
照
明

公
園

標
識
︑
サ
イ
ン

車椅子スペース
150cm×150cm
の場所

すれ違いに配慮し 120cm 以上
( やむを得ない場合 80cm 以上 )

段をつけない
やむを得ない場合
8％以下の勾配の傾
斜路を設ける

史跡内施設の
屋根勾配とそ
ろえる

はだの生活美観読本

新川田篭伝建保存計画策定 2011 2012／九州

多機能便房のある便所の出入口の有効幅員は 80cm 以上
段を設けない

格子や壁面へ
の伝統的意匠
や素材の採用

便益施設の整備ガイドライン ( 部分イメージ )

茅葺民家の多く残る山村集落について、修理のみならず修景事業も重視した
保存計画の策定を行った。

格子など伝統的意匠による
出入口部の修景

【発注者：うきは市】

史跡のアイデンティティ発信に
用いるシンボルカラーは、地区
の植生をふまえて ｢菖蒲色｣ と定
めている。

ノハナショウブ

桐生新町重伝建地区防災対策調査 2013

／三重

重要伝統的建造物群保存地区に選定されている桐生市桐生新町地区におい
て、総合的な防災計画策定のための事前調査として、特定物件等の建物を対
象とした現地調査や防災アンケートなどにより現況を把握し、課題を抽出す
るとともに、DIG( 災害図上訓練 ) などの防災ワークショップや講演会を通じ
て、地域住民の防災意識の啓発を行った。

図解

補助基準

主屋（茅葺）

図解

補助基準

主屋（茅葺以外）

桐生新町のまちなみ
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桐生新町のまちなみ

【発注者：桐生市】

5。。。。。。
学校跡地活用計画策定調査等 2007 2012／東京

高齢者等の安定した地域居住 2011 2013／東京

川崎市全市を対象とした市立小中学校跡地活用基本方針（案）の検討を行っ

高齢者の生活行動の実態把握のた

た。統廃合された麻生区旧白山小学校・旧白山中学校、幸区旧河原町小学校

め 4 市 7 地区に居住している高齢者

については、それぞれ以下の業務を行い、学校跡地の利活用に向けて総合的

を対象にアンケートを行い、外出行

に関わった。

動や社会との関わり方等について把

【発注者：川崎市】

握・整理した。また、事例調査等を
麻生区旧白山小学校・白山中学校

幸区旧河原町小学校

一団地の住宅施設の都市計画変更

建築基準法の一団地の変更手続き

建築基準法の一団地の変更手続き

地域住民が継続して利用するグラウンドの再整備

通じて買い物の場づくり、居場所づ
くり、身近な道路・公園の維持管理、
安全・安心環境づくりのためのまち

トイレ・防災倉庫の新築の実施設計・施工監理

づくり活動の進め方と留意点・工夫
点を手引きとして取りまとめた。
【発注者：独立行政法人建築研究所】

買い物の場づくりの活動段階毎の工夫と留意点

戸田市後谷公園街角広場整備基本設計 2010／東京
市役所南通り後谷公園を地域の賑わい創出に活用するための、街角修景整備
旧白山小学校

旧河原町小学校トイレ（新築）

の計画立案、市民提言等のサポートなどを実施。当時の地元検討メンバーを
核として「市役所南通りの景観と文化を育む会」が結成され、整備後の広場で
のコンサート開催や広場やその前の通りなどでの清掃・花植え活動など継続

三鷹市バリアフリー基本構想 2012／東京

的に取り組まれている。 【発注者：戸田市 , 協力：株式会社 計画・環境建築】

本調査は、平成 15 年策定の基本構想が目標年次を迎えたため見直しをした
ものである。調査では、目標年次における達成状況の検証、アンケート、ワー
クショップ等の検討を踏まえ、重点整備地区の区域や生活関連施設等の見直
しを行なった。

【発注者：三鷹市】

後谷公園街角修景プラン案

街角広場イベント

千代田区自転車利用ガイドライン 2012 2013／東京
自転車利用が増えている千代田区に
おいて、皇居を中心とした環状・放射
状の自転車ネットワークの整備、駅
周辺や商業業務街などの多様な自転
まち歩きの風景

車利用に対する駐輪空間の整備、周辺

三鷹駅周辺地区・重点整備地区

区にまたがるコミュニティサイクル
の展開、区民・事業者へのルール・マ

道の駅を拠点とする「まちづくりプラン」 2012

ナー普及啓発など、都心区の自転車利

／三重

用の総合的な指針となるガイドライ
ンを作成した。 【発注者：千代田区】

高速道路開通に伴い検討・準備を進めている、道の駅おわせ（仮称）を観光資

広域的なコミュニティサイクルのイメージ
自転車道

源と位置付け、道路利用者を道の駅へと誘客し、その来訪客を市内にも誘客、

目白通り

更には東紀州地域全体に誘客するプランを作成した。また、市内中心地区に

白山通り 本郷通り

中央通り 昭和通り

外堀通り

おける地域資源を組み合わせた、地域活性化ビジョンを作成した。
【発注者：尾鷲商工会議所】

靖国通り

自転車専用通行帯

尾鷲のまちづくり・活性化
ランドマーク

熊野古道

ランドマーク
情報発信棟

中井町
かいわい
( 歴史 )

尾鷲
漁港

商店街

夢古道
おわせ
古道
センター

尾鷲北
インターチェンジ
大型店

︵
ト
ン
ネ
ル
多
し
︶

尾鷲の景観

新宿通り

おとと
国
道
42
号

防災避難ゾーン

永代通り

ランドマーク
情報発信棟
近
畿
自
（可能であれば展望台）
動
車 ランドマーク
道
路
来訪者

ゾーン

尾鷲南

内堀通り

広場
（防災、市民、休憩）

地域連携交流
ゾーン

路面標示

市民活動
ゾーン

インターチェンジ

青山通り

矢ノ川への
散策ルート

駐車場

晴海通り
道

国

至輪内

42

号

桜の植樹 ( 平成 26 年度〜 ) による修景

矢ノ川水遊び
ゾーンとのネットワーク

六本木通り

尾鷲の景観

整備構想図

海のスマートシティ構想イメージ図
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桜田通り

日比谷通り

自転車ネットワークと走行空間の整備イメージ
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自転車ネットワークの幹線道路
幹線道路を補完する枝線

6。。。。。。
川島地域のアクションプラン 2013／東京

青葉美しが丘中部地区まちづくり支援 1999 2000、2003 2013／東京

団地の少子高齢化に伴い小学校が閉校した地域で、団地と周辺の地域住民、

昭和 45 年に住民発意型の建築協定

大学、事業者、行政でまち歩きやワークショップを重ね、学校跡地だけでな

を定めた後、3 期約 30 年にわたり自

く、地域に受け継がれてきた緑、水辺、農、歴史文化も活かし育てる川島地域

主的に運用してきた建築協定の良

の活性化アクションプランを作成。その実現体制として、地域住民等が連携

さを生かし、地区計画と街並みガイ

して推進していくための円卓会議と４つの実行部会の立ち上げを支援した。

ドライン（任意）による地区街づく

【発注者：横浜市保土ケ谷区】

りルールの運用体制づくりを支援
した。その後、ハウジングアンドコ
ミュニティ財団 (2004)･ 住まいの街

ユリノキ通りの草刈りは自治会行事として定着

並みコンクール入賞 (2005) に伴う
助成を活用し、自治会館前の緑地空
間整備、歩行者専用道路の改修やユ
リノキ通りの維持管理活動などにつ
まち歩きで団地や周辺の地域資源を洗い出し

部会
代表

まち自慢・交流部会
伝統文化
ツーリズム部会

部会
代表
部会
代表

道と交通部会

川島原連合
地区自治会

川島地域のまちづくり
検討会（円卓会議）

（図・写真等）
部会
代表

川島東部連合
地区自治会
笠町内会

スポーツ・イベント部会
専門家

いて、住民から市に提案しながら良

学校跡地でワークショップ

保土ケ谷区

好に維持管理できる仕組みを作り出
し て き た。こ の 間、2007・2013 年

地域
住民

にはそれぞれガイドラインの見直し

手続きも少しずつマイナーチェンジ

を行い、手続きの見直しや工事中の

地域
住民

規定、解体工事等への対応などの改
訂を行うなど継続的な支援を続けて
いる。

地域
住民

▶

【発注者：横浜市 ･ アセス委員会】
アセス委員会の調査・提案を踏まえて遊歩道の
整備改善が進んだ。

事業者

アクションプランの実行体制―円卓会議と４つの部会

日生百合ヶ丘地区地区計画策定支援 200 2012／東京

大泉学園駅北口地区のまちづくり 2005 2010／東京

日生百合ヶ丘地区は、2008 年

西武池袋線大泉学園駅北口地区で、区の地域拠点にふさわしいまちづくりの

に当社が策定支援を受託した

ため、町会、商店会の代表からなる懇談会を組織し、ハード・ソフト両面の多

川崎市地区まちづくり育成条

様な活動を支援した。2011 年には、地区計画、再開発事業、用途変更等の都

例に基づく活動支援を受けて

市計画決定がなされ、2015 年 3 月には北口地区の市街地再開発事業が完了

住民提案方式で地区計画決定

する予定である。

を実現した地区である。計画

【発注者：練馬区】

策定にあたっては、きめ細か
な意見調整の検討を重ね、最
終段階まで全員の合意を得る
ことはできなかった。住民提
案では全員合意が前提だった
ことから、地区計画区域は自
懇談会の様子

治会地区全体とする一方で、

歩道等へのベンチ設置実験

建築制限がかかる地区整備計
画の区域を部分的に除外する
ことで計画策定を実現した。
【発注者：川崎市】

条例に基づく自主まちづくりフロー

既存不適格説明会の様子

地区の将来イメージ

日生百合ヶ丘地区地区計画区域
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7。。。。。。
渋谷駅桜丘口地区再開発計画 2008

泉町 1 丁目南地区 1996 2006／東京

／東京

当地区は、渋谷駅中心地区の都市基盤整備を完成させる重要なプロジェクト

水戸市では中心市街地活性化戦略として、約 2㎞に渡る商店街に 4 つの核を

であり、今後、周辺再開発と連携した歩行者ネットワークの整備を行うほか、

形成する基本計画を策定した。本地区は大型商業施設を核とした戦略拠点と

街区再編と併せた都市計画道路及び地下車路ネットワーク等の整備により、

して位置付けられ、核テナントとして京成百貨店を誘致するとともに、旧京

利便性・安全性の向上を図る。また、中高層部にハイグレードオフィス、低層

成百貨店跡地及び水戸芸術館との南北一体的な連鎖型整備による「人が集い

部にまちの賑わいを創出する商業、加えて住宅棟を計画しており、桜丘地区

賑わうふれあいの場」づくりを目指した。

の玄関口として渋谷のまち全体の魅力向上に貢献していく。

【発注者：泉町 1 丁目南地区市街地再開発組合】

【発注者：渋谷駅桜丘口地区再開発準備組合】

セルリアンタワー付近から本地区を臨む
建物外観

飯田市橋南第一地区、第二地区第一種市街地再開発事業 1997 2007／東京
大町地区優良建築物等整備事業 2008 2011／東京

飯田市は、江戸時代のはじめに城下町が整備され、丘の上に形成された市街
地を中心に発展を遂げた都市であるが、居住者の高齢化、中心部の商業衰退
等による来街者の減少が著しい状態であった。このような中、商店街とりん

大館市は秋田県の北東に位置し、忠犬ハチ公の故郷であり、木材と工業によ

ご並木に囲まれ、店舗・住宅・金融機関等の集積する両地区で、定住・交流人

り発展してきたが、基幹産業の衰退とともに人口の減少、中心部の賑わいの

口の確保や中心市街地活性化を目指し、第一種市街地再開発事業を実施し

低下が進んできていた。そのような背景の中、中心部の大町地区内にある老

た。当社は総合調整業務の他、事業計画作成、権利変換作成等の業務を担った。

朽化した市営住宅 4 団地 104 戸の建て替えと、賑わいを造るため、優良建築

【施行者：飯田市橋南第一地区、第二地区市街地再開発組合】

物等整備事業を実施した。当社は事業計画の作成や全体調整等のコンサル
ティングを行った。

左から 第一地区脇の裏界線、第一地区内の庁舎、第二地区の川本喜八郎人形美術館

第一地区「トップヒルズ本町」外観

第二地区「トップヒルズ第二」外観

OUR WORKS OF THE LAST 10 YEARS

TK マンション大町
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【発注者：大館都市開発㈱】

山北町定住促進住宅 PFI 事業 2009 2013／東京

くるる／府中駅南口第三地区 1995 2007／東京

深刻な人口減少への対策として、平成 21 年度より定住対策室を設置し、様々

大国魂神社をはじめとする史跡や豊かな緑の宝庫である府中市の中心に位置

な定住促進政策を展開する中で、中堅の子育て世帯向けの町営住宅を PFI 事

する京王線府中駅南口地区は、鉄道の高架化・店舗等の過密化と老朽化に伴

業により実施したもの。

い、公共施設の整備・商店街の近代化・防災性の強化・住宅の供給を目的に、

【発注者：山北町】

第一種市街地再開発事業を実施した。当社は総合調整業務の他、基本構想作
成、基本計画作成等の業務を担った。
【発注者：府中駅南口第三地区市街地再開発組合 等】

鳥瞰パース。住棟手前にはコミュニティルームも整備

駅前のデッキから臨む

北側から見た外観

亀山駅周辺地区のまちづくり 2007

住宅の内観

／三重

平成 19 年度より、亀山駅周辺地区において、地元商業者や居住者が主体と

甲府紅梅地区第一種市街地再開発事業 2002 2011／東京

なって設立したまちづくり組織への活動支援を行っており、地区の将来像の
検討、協議をはじめ、イベント開催などを支援している。また、平成 25 年度

山梨県の県庁所在地である甲府市は、他の都市と同様、車社会の台頭による

には、市街地再開発事業や道路、駅前広場整備の実施に向けて、亀山駅周辺

郊外型大型店の進出に後押しされるように消費・居住共に郊外へと移行し、

市街地総合再生基本計画 ( 案 ) を作成した。

中心部の地盤沈下が激しくなっていた。そこで、都市機能の更新と定住人口
の増加を図り、中心市街地の活性化に寄与すべく第一種市街地再開発事業を
実施した。当社は、事業推進業務の他、中心市街地活性化基本計画の策定か
ら事業計画作成、組合清算まで事業全般の業務に携わった。
【施行者：甲府紅梅地区市街地再開発組合】

まちづくり活動の様子

亀山駅周辺市街地総合
再生基本計画 ( 表紙 )

検討用模型

「ココリ」外観
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整備方針図

【発注者：亀山市】

8。。。。。。
次世代郊外まちづくり（たまプラ―ザ地区） 2013／東京

伊勢市中心市街地活性化プラン（案） 2013／三重

横浜市田園都市線沿線の郊外住宅地を再生させるため、横浜市と東急電鉄が

中活法 ( 平成 10 年法律第 92 号 ) に位置付けられている中心市街地活性化基本

協定を結び、
「次世代郊外まちづくり」を展開。モデル地区のたまプラーザ地

計画策定のベースとなる中心市街地活性化プラン ( 案 ) を作成した。本プラン

区で、住民・行政・企業の行動指針となるグランドデザインを策定した。

の特徴は、区域内での各地区が担うべき機能と活性化シナリオを構築し、そ

【発注者：横浜市・東急電鉄】

れに見合ったゾーニングを行うとともに、これと整合した評価指標、事業計
画 ( 案 ) を構築している。

活性化区域とゾーニングの考え方

【発注者：伊勢市】

外宮参道のにぎわい

阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり 2000 2003、2007 2013／東京
たまプラーザ地区のグランドデザイン

杉並区東部の木造密集市街地。地元住民とともに防災まちづくりの検討を進
め、2002 年に基本構想を策定。その後、密集事業導入のための検討を行い、

熊野川流域景観・まちづくり計画 2010 2011／三重

2010 年に事業に着手した。現在は、防災マップづくりなど多様な防災まち
づくり活動を展開中。

世界遺産である熊野川と流域の集落や背後の山並みなどを一体的に捉え、良

【発注者：杉並区】

好な景観を形成するため、対岸の和歌山県と連携し、景観法に基づく熊野川
流域景観計画 ( 案 ) を作成した。また、高齢・過疎化が進行し、紀伊半島大水
害の被害を受けた集落において、先人から引き継がれてきた景観を活かした
まちづくりにつなげる考え方を提案した。

世界遺産熊野川の景観

【発注者：三重県】

整備地区計画図

「にほんの里 100 選」に選ばれた浅里集落

防災マップ

横浜市大規模団地の再生方策の検討 2009 2011／東京

日立駅周辺地区整備 2003 2005、2007 2010／東京

横浜市内の 500 戸以上、30 年以上の大規模団地の総合的な再生方針を検討

都市拠点性の強化と交流人口の拡大を目指し整備構想を作成。リーディング

した。対象団地を人口構造、生活サービス、空間特性などから類型化し、それ

プロジェクトである自由通路整備・橋上駅舎化を契機に分断されていた市街

ぞれの課題に対する政策メニューを整理するとともに、団地再生のためのマ

地と海とを自由通路でつなぎ、海への眺望を活かした交流拠点やまちの起点

スタープランの立案方法について整理した。

となる情報発信拠点の整備など、各種交通結節点・サービス機能の強化を実

【発注者：横浜市】

施した。

【発注者：日立市】

展望カフェ

団地再生の政策タイプ ( 抜粋）

OUR WORKS OF THE LAST 10 YEARS

対象団地（金沢シーサイドタウン）

サービス施設 ( 左 )、自由通路 ( 中央 )、橋上駅舎 ( 右 )
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橋上駅舎コンコース

9。。。。。。
高度地区・敷地面積の最低限度等 2007 2013／東京
23 区内では先駆的に絶対高さ
制限と面的な敷地面積の最低限
度制限を導入。高度地区の最高
限度規制に特例許可付きの制限

空地の発生消滅の要因と将来動向に関する調査 2011 2013／東京
人口減少・高齢化が進行する中、今後は空き家だけでなく空地の発生が本格

高さ制限・敷地面積制限の導入

化することが予想されることから、統計データの分析や全国の市町村に対す

▶

から 10 年の経過を踏まえ、周辺

るアンケートにより空地の発生状況をマクロに把握するとともに、地区レベ

都市の状況等と合わせて指定効

進化

ルの詳細分析や地権者アンケート等により、空地の発生消滅の要因を分析し

果等を検証し、新たな土地利用

た。また、空地の利活用に成功している国内外事例を調べ、知見を整理した。

誘導のあり方を検討。

の仕組みを設けた。

【発注者：国土交通政策研究所】

【発注者：世田谷区】

【発注者：世田谷区】

▼
発展

▶

検証

観光政策として、景観地区と併

都市計画マスタープランの土地

せて高度地区の絶対高さ制限を

利用方針を根拠に高度地区の絶

導入。さらに観光商業地域内の

対高さ制限を導入。既存不適格

ホテル跡地へのリゾートマン

の建て替え、2 段階の特例許可、

ション化に一定の制限を設ける

勾配屋根緩和など高度地区の運
用の可能性を広げた。

特別用途地区規制を組み合わせ

全国の空地率の将来予測

【発注者：練馬区】

て適用。
【発注者：熱海市】

地区レベルの空地等の実態把握

専門技術者等の人材育成に関する検討 2011／東京
紛争予防策としての特別用途地区指定 2013／東京

まちづくり分野
の専門技術者の

低層市街地内に隣接した大学用地などがあることにより周辺と異なる用途地

技術力の認定と

域が指定されている地区では、土地利用転換により大規模マンション等が計

育成等のあり方

画されやすく、これまでいくつもの建築紛争が発生していた。こうした地区

について、諸外

について、大学等の土地利用のままであれば高さ制限なども高度利用できる

国の技術者育成

が、土地利用を変更する場合は原則として周囲の低層住居専用地域と同等の
利用に限ることを定める特別用途地区を指定した。

プログラム等を

【発注者：武蔵野市】

調査するととも
に、都市計画学
会メーリングリ
ストを用いた実
務者アンケート

まちづくり分野の技術力の構成と育成のポイント

を実施した。このうち、32 の技術分野に対する得意とする業務分野から、概
ね 3 分野の異なる傾向や年代による業務経験の違いなどが見出され、これら
特定土地利用地区の位置

をもとに都市計画技術力を構成する要素等について整理した。

建築制限内容 ( 部分）

【発注者： 国土交通省】

小田原市市街化調整区域住宅開発基準 2007／東京
都 市 計 画 法 第 34 条 第 11 号 を 活 用
し、優良田園住宅型「連たん区域開
発許可制度」を創設し、市街化調整
区域の活性化などを図る仕組みを設
けた。

【発注者：小田原市】

都市公園バリアフリー化ガイドライン 2010 2011／東京

基本的な形態・規模
敷地面積：300㎡以上

「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を、公園施設の望ましい整備内
容について充実化し、情報提供や利用支援など管理運営の工夫を加えて、す

容積／建ぺい：50／ 30 以下
高

さ：10m 以下 + 斜線

壁面後退：道路

べての人々の多様な公園利用を支援・促進するガイドラインに改定した。ま

1.5m

た、地形や自然、歴史・文化的資源の保全の必要に対して、代替的な施設整備

隣地 1.0m

や利用支援など、公園の特性を生かしたバリアフリー化の推進方策を追加し

他、屋根外壁の色彩、塀・よう壁等

た。

【発注者：国土交通省】
高さ 65cm 以上、奥行き
45cm 以上を確保

公園施設の移動等円滑化整備
YES

移動等円滑化整備は
自然環境や歴史・文化の
保全等において
問題ないか？

YES

基準・ガイドラインに
沿った施設整備の実施

NO

代替的な施設整備
による移動等円滑化が
可能か？

代替的な施設整備による
移動等円滑化整備の実施

利用支援による
対応の検討

管理運営による移動等円滑化の取組の実施
施設管理
情報提供
利用支援

破損・老朽化・植栽の
成長等への適切な対応等

150cm ×150cm 以上の
腰掛け板の高さ 40〜 45cm
背もたれや手すり等

制度紹介パンフレット

水平面の確保

ベンチ・野外卓のガイドラインの追加

優良田園住宅イメージ図
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障害に応じた利用の目安
となる情報提供、
多様な手
段による情報提供

NO

利用プログラム、
利用サポート

利用状況等の把握
移動等円滑化整備の維持・向上

バリアフリー化の検討フロー ( 一部）

