
株式会社 文化財保存計画協会　 実績一覧

　　　　名　　称 　所　在　地 　発　注　者 年 度

重要文化財（建造物）旧花田家番屋耐震診断事業技術協力 北海道小平町 北海道小平町 令和3

史跡勝山館跡整備基本計画策定 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成11

史跡勝山館跡散策路整備工事設計監理 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成12

史跡勝山館跡木橋復元工事設計監理・実施設計 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成13

史跡勝山館跡ガイダンス施設実施設計 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成14

史跡勝山館跡主郭保存整備工事監理 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成14

史跡勝山館跡ガイダンス施設建設工事監理 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成15

史跡勝山館跡主郭保存整備工事監理 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成15

史跡勝山館跡主郭保存整備工事設計監理委託業務 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成16

史跡勝山館跡主郭保存整備工事設計監理委託業務 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成17

史跡勝山館跡主郭保存整備工事設計監理 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成18

史跡勝山館跡環境整備工事実施設計 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成21

史跡上之国館跡環境整備工事実施設計 北海道上ノ国町 北海道上ノ国町 平成22

松前藩戸切地陣跡表御門等復元基本設計 北海道上磯町 北海道上磯町 平成9

戸切地陣屋跡御門実施設計監理 北海道上磯町 北海道上磯町 平成10

戸切地陣屋跡御門工事監理 北海道上磯町 北海道上磯町 平成11

旧島松駅逓所耐震調査監修業務 北海道北広島町 北電総合設計㈱ 令和2

旧花田家番屋保存活用計画監修業務 北海道北広島町 北電総合設計㈱ 令和2

旧島松駅逓所耐震診断監修業務 北海道北広島町 北電総合設計㈱ 令和3

国史跡白老仙台藩陣屋跡門基本設計・実施設計 北海道白老町 北海道白老町 平成5

史跡白老仙台藩陣屋跡冠木門施工監理 北海道白老町 北海道白老町 平成6

北海道指定有形文化財旧金森洋物店調査解体、煉瓦壁構造補強及び復元実施設計・工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成10

北海道指定有形文化財旧金森洋物店調査解体、格納煉瓦壁構造補強及び復元工事実施設計・工
事監理

北海道函館市 北海道函館市 平成11

北海道指定有形文化財旧金森洋物店展示設計展示整備工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成12

特別史跡五稜郭跡箱館奉行所復元基本設計 北海道函館市 北海道函館市 平成15

特別史跡五稜郭跡内箱館奉行所復元基本設計業務委託 北海道函館市 北海道函館市 平成16

特別史跡五稜郭跡内箱館奉行所庁舎復元建物実施設計業務 北海道函館市 北海道函館市 平成17

特別史跡五稜郭跡箱館奉行所内玄関解体調査 北海道函館市 北海道函館市 平成17

函館市縄文文化交流センター建設基本計画 北海道函館市 北海道函館市 平成18

五稜郭跡内箱館奉行所庁舎復元工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成18

特別史跡五稜郭跡内箱館奉行所庁舎復元工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成19

特別史跡五稜郭跡内箱館奉行所庁舎復元工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成20

特別史跡五稜郭跡内板庫ほか実施設計 北海道函館市 北海道函館市 平成20

特別史跡五稜郭跡内箱館奉行所庁舎復元工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成21

特別史跡五稜郭跡内土蔵他便益施設建設工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成21

特別史跡五稜郭跡内箱館奉行所庁舎復元工事監理 北海道函館市 北海道函館市 平成22

特別史跡五稜郭跡復元整備事業報告書（建築編）版下作成 北海道函館市 北海道函館市 平成22

史跡旧奥行臼駅逓所主屋基礎調査業務委託 北海道別海町 北海道別海町 平成24

史跡旧奥行臼駅逓所主屋保存修理工事基本設計業務委託 北海道別海町 北海道別海町 平成26

史跡旧奥行臼駅逓所主屋保存修理工事実施設計業務委託 北海道別海町 北海道別海町 平成27

旧奥行臼駅逓所主屋構造補強設計業務委託 北海道別海町 北海道別海町 平成27

旧奥行臼駅逓所主屋保存修理工事監理業務委託 北海道別海町 北海道別海町 平成28

史跡旧奥行臼駅逓所整備検討委員会運営支援業務委託 北海道別海町 北海道別海町 平成31/令和元

青森県総合運動公園遺跡ゾーン集落復元基本計画・設計（史跡三内丸山遺跡） 青森県青森市 (社)日本公園緑地協会 平成10

青森県総合運動公園集落復元予備設計設計（史跡三内丸山遺跡） 青森県青森市
青森県・(社)日本公園緑地協
会

平成11

青森県総合運動公園集落復元竪穴実施設計（特別史跡三内丸山遺跡） 青森県青森市 (社)日本公園緑地協会 平成12

青森県総合運動公園集落復元竪穴実施設計（特別史跡三内丸山遺跡） 青森県青森市 (社)日本公園緑地協会 平成13

青森県総合運動公園竪穴住居復元工事監理　（特別史跡三内丸山遺跡） 青森県青森市 (社)日本公園緑地協会 平成14

青森県総合運動公園竪穴住居復元工事監理（特別史跡三内丸山遺跡） 青森県青森市 (社)日本公園緑地協会 平成15

七戸城跡遺構整備実施設計業務 青森県七戸町 青森県七戸町 平成17

国史跡根城跡環境整備工事基本設計 青森県八戸市 青森県八戸市 昭和58

国史跡根城跡環境整備工事設計・監理 青森県八戸市 青森県八戸市 昭和60

国史跡根城跡環境整備工事設計・監理 青森県八戸市 青森県八戸市 昭和61

国史跡根城跡環境整備工事設計・監理 青森県八戸市 青森県八戸市 昭和62

国史跡根城跡環境整備工事設計・監理 青森県八戸市 青森県八戸市 昭和63

国史跡根城跡整備工事設計・監理 青森県八戸市 青森県八戸市 平成元

史跡津軽氏城跡弘前城跡整備計画策定 青森県弘前市 青森県弘前市 平成21

骨寺村荘園遺跡整備構想策定基礎調査業務 岩手県一関市 岩手県一関市 平成16

骨寺村荘園遺跡整備構想策定業務 岩手県一関市 岩手県一関市 平成17

骨寺村荘園遺跡整備基本計画策定 岩手県一関市 岩手県一関市 平成18

重要文化的景観一関本寺の農村景観保存調査 岩手県一関市 岩手県一関市 平成18

史跡骨寺村荘園遺跡保存整備事業第Ⅰ期基本設計 岩手県一関市 岩手県一関市 平成19

史跡骨寺村荘園遺跡保存整備事業第Ⅰ期(駒形の空家改修工事)実施設計 岩手県一関市 岩手県一関市 平成19

登録有形文化財旧東北砕石工場保存活用計画基本計画策定 岩手県一関市 岩手県一関市 平成23

登録有形文化財旧東北砕石工場保存活用計画基本計画策定業務委託 岩手県一関市 岩手県一関市 平成24

登録有形文化財旧東北砕石工場保存活用計画基本計画策定（補足調査）業務委託 岩手県一関市 岩手県一関市 平成24

登録有形文化財旧東北砕石工場保存修理工事実施設計（基本方針等）業務委託 岩手県一関市 岩手県一関市 平成24

旧東北砕石工場保存修理（耐震対策等）工事実施設計業務委託 岩手県一関市 岩手県一関市 平成25

登録有形文化財旧東北砕石工場耐震補強等工事監理業務委託 岩手県一関市 岩手県一関市 平成27

登録有形文化財旧東北砕石工場耐震補強等工事技術指導業務 岩手県一関市 村上設計研究所 平成28

登録有形文化財旧東北砕石工場耐震補強等工事技術指導業務 岩手県一関市 村上設計研究所 平成29

1/41
※文化財指定、所在地および発注者の市町村名は業務時の場合があります



株式会社 文化財保存計画協会　 実績一覧

重要文化財旧朴舘家住宅保存活用計画策定支援委託業務 岩手県一戸町 岩手県一戸町 平成25

重要文化財旧朴舘家住宅保存活用計画策定支援業務委託 岩手県一戸町 岩手県一戸町 平成26

史跡柳之御所・平泉遺跡群白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡整備基本計画策定支援業務委託 岩手県奥州市 岩手県奥州市 令和2

第35号国指定史跡鳥海柵跡保存管理計画策定業務 岩手県金ヶ崎町 岩手県金ヶ崎町 平成26

史跡柳之御所･平泉遺跡群(長者ヶ原廃寺跡)保存管理計画書策定業務 岩手県衣川村 岩手県衣川村 平成17

遠野の景観保存調査報告書作成 岩手県遠野市 岩手県遠野市 平成22

遠野の景観保存計画策定支援 岩手県遠野市 岩手県遠野市 平成23

遠野の景観保存計画策定支援業務 岩手県遠野市 岩手県遠野市 平成24

旧松雲閣別館 登録文化財申請書作成・申請補助業務 岩手県花巻市 ㈱レーモンド設計事務所 平成28

柳之御所遺跡整備基本計画 岩手県平泉町 岩手県 平成14

柳之御所遺跡整備実施計画 岩手県平泉町 岩手県 平成15

平泉の文化遺産整備構想策定 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成15

都市計画道路毛越寺線　志羅山地区街路設計業務委託 岩手県平泉町 一関地方振興局 平成16

緑の景観構想策定業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成16

史跡柳之御所遺跡整備実施設計作成業務 岩手県平泉町 岩手県 平成16

特別史跡無量光院跡整備基本計画策定業務 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成16

中尊寺大池跡整備基本構想策定 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成16

都市計画道路毛越寺線　志羅山地区景観設計（施設デザイン）業務 岩手県平泉町 岩手県一関地方振興局 平成17

柳之御所遺跡整備実施設計策定･工事監理業務 岩手県平泉町 岩手県 平成17

特別史跡無量光院跡整備基本設計策定業務 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成17

４史跡保存管理計画策定業務 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成17

都市計画道路毛越寺線志羅山地区景観設計・道路改良舗装工事現場管理 岩手県平泉町 岩手県一関地方振興局 平成18

柳之御所遺跡整備実施設計・工事監理 岩手県平泉町 岩手県教育委員会 平成18

中尊寺境内国宝重要文化財建造物保存管理計画策定 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成18

史跡柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成19

中尊寺通り整備構想策定 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成19

平泉町サイン計画策定 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成19

史跡柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成20

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成21

連歌方式による景観まちづくり 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成21

史跡柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成22

特別史跡無量光院跡整備基本計画見直し 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成22

無量光院跡保存整備実施設計 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成23

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成23

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成24

無量光院跡保存整備工事監理・実施設計委託業務 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成24

無量光院跡保存整備工事監理・実施設計委託業務 岩手県平泉町 岩手県西磐井郡平泉町 平成25

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理 岩手県平泉町 岩手県 平成25

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務 岩手県平泉町 岩手県 平成26

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成26

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県西磐井郡平泉町 平成27

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務 岩手県平泉町 岩手県 平成27

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務 岩手県平泉町 岩手県 平成28

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成28

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務 岩手県平泉町 岩手県 平成29

柳之御所遺跡整備実施計画改定・実施設計策定・工事監理業務 岩手県平泉町 岩手県 平成29

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成29

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務委託 岩手県平泉町 岩手県 平成30

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成30

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成31/令和元

観自在王院跡整備基本計画策定業務 岩手県平泉町 岩手県平泉町 平成31/令和元

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務委託 岩手県平泉町 岩手県 平成31/令和元

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 令和2

特別史跡無量光院跡　災害復旧工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 令和2

柳之御所遺跡整備実施設計策定・工事監理業務委託 岩手県平泉町 岩手県 令和2

柳之御所遺跡工事監理及び整備報告書作成等業務委託 岩手県平泉町 岩手県 令和3

特別史跡無量光院跡保存整備工事監理・実施設計業務委託 岩手県平泉町 岩手県平泉町 令和3

「平泉の文化遺産」に関わる包括的保存管理計画策定業務 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成17

「平泉の文化遺産」来訪者の受容力等に関する分析検討業務 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成24

世界遺産遺産影響評価調査分析等業務委託契約書 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成27

「平泉の文化遺産」包括的保存管理計画策定業務 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成28

「平泉の文化遺産」のガイダンス機能のあり方に関する調査業務 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成28

「平泉の文化遺産」包括的保存管理計画（案）策定業務委託 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成29

「平泉の文化遺産」包括的保存管理計画（概要版）作成業務委託 岩手県平泉町ほか 岩手県 平成30

「平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群－」世界遺産条約作業指針第172項
に基づく調査・整備計画書の英語翻訳業務

岩手県平泉町ほか 岩手県平泉町 平成31/令和元

「平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群－」遺産影響評価基準等策定検討
業務

岩手県平泉町ほか 岩手県 平成31/令和元

史跡柳之御所・平泉遺跡群（白鳥舘遺跡）保存管理計画策定業務 岩手県前沢町 岩手県前沢町 平成17

柳之御所・平泉遺跡群（白鳥舘遺跡） 岩手県前沢町 岩手県前沢町 平成18

国史跡志波城跡整備基本計画 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成2

国史跡志波城跡整備基本設計 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成3

国史跡志波城跡整備実施設計・試験施工監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成4

国史跡志波城跡保存整備工事設計・監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成5
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史跡志波城跡保存整備工事設計・監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成6

史跡志波城跡保存整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成7

史跡志波城跡保存整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成8

史跡志波城跡保存整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成9

史跡志波城跡保存整備工事設計監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成10

史跡志波城跡保存整備工事監理・第Ⅱ期基本設計策定 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成11

史跡志波城跡保存整備第Ⅱ期実施設計・工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成12

史跡志波城跡保存整備第Ⅱ期実施設計（Ⅱ）保存整備土木工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成13

史跡志波城跡保存整備実施設計・工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成14

史跡志波城跡保存整備設計監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成15

史跡志波城跡政庁西門築地塀等復元整備工事監理業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成16

史跡志波城跡政庁東門築地塀等復元整備工事監理業務 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成17

史跡志波城跡官衙建物復元整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成18

史跡志波城跡保存整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成18

史跡志波城跡官衙建物復元整備建築工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成19

史跡志波城跡保存整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成19

史跡志波城跡官衙便所棟建築工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成20

史跡志波城跡第Ⅱ期実施設計（Ⅴ）策定 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成20

平成20年度史跡志波城跡保存整備工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成20

重文岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館保存活用計画策定 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成20

史跡志波城跡保存整備工事施工管理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成21

史跡志波城跡保存整備その２工事監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成21

重文岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館保存修理工事基本設計 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成21

史跡盛岡城跡保存管理計画策定 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成22

史跡志波城跡保存整備工事施工監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成22

重要文化財岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館　調査工事 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成22

史跡志波城跡保存整備第Ⅲ期基本設計策定 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成23

史跡志波城跡保存整備第Ⅲ期実施設計（１）策定 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成23

史跡志波城跡保存整備工事施工監理 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成23

史跡盛岡城跡保存管理計画策定 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成23

重要文化財岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館調査工事 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成23

史跡志波城跡保存整備工事施工監理業務 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成24

史跡盛岡城跡整備基本計画策定業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成24

史跡志波城跡第Ⅲ期保存整備実施設計（２）策定業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成24

史跡志波城跡第Ⅲ期保存整備実施設計（３）策定業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成24

志波城古代公園外大溝木橋修繕施工監理業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成24

志波城古代公園外大溝木橋修繕施工監理業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成24

重要文化財岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館保存修理工事設計監理業務委託 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成24

登録有形文化財米内浄水場水道記念館外保存活用計画策定業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成25

史跡志波城跡保存整備工事施工監理業務 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成25

史跡志波城跡第Ⅲ期保存整備実施設計（４）策定業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成25

重要文化財岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館保存修理工事設計監理業務委託 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成25

史跡志波城跡第Ⅲ期保存整備実施設計（５）策定業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成26

史跡志波城跡竪穴建物復元整備技術指導業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成26

登録有形文化財米内浄水場水道記念館耐震対策工事設計業務委託その２ 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成26

登録有形文化財米内浄水場水道記念館内装及び展示見直し基本設計業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成26

史跡志波城跡保存整備工事施工監理業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成27

重要文化財岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館整備活用工事設計監理業務委託 岩手県盛岡市 ㈱岩手銀行 平成27

登録有形文化財米内浄水場水道記念館活用整備工事実施設計業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成27

史跡盛岡城跡三ノ丸南東部石垣修復等実施設計業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成28

史跡志波城跡－第Ⅱ・Ⅲ期保存整備事業報告書－作成業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 平成28

史跡盛岡城跡歴史的建造物等復元検討調査業務委託 岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 令和3

国指定名勝齊藤氏庭園保存整備事業 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成23

国指定名勝齊藤氏庭園保存整備事業委託業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成24

陶芸丸寿かんけい丸建物調査業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成24

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業　緊急修理工事監理委託業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成24

陶芸丸寿かんけい丸耐震診断・構造補強及び災害復旧工事のための調査及び設計業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成25

石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂解体調査設計業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成25

石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂解体調査工事監理業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成25

文化財（石井閘門）補修方法助言作業委託 宮城県石巻市 ㈱東京建設コンサルタント 平成25

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業　保存修理工事監理委託業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成26

陶芸丸寿かんけい丸災害復旧工事のための実施設計業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成27

石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂復元工事実施設計業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成27

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業 建造物調査業務委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成27

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業 保存修理工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成27

（補助災）旧有備館及び庭園災害復旧事業報告書作成業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成27

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業 保存修理工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成28

石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂復元工事監理業務委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成29

石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂復元工事盛土嵩上げ設計業務 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成29

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業　保存修理工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成29

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業　保存修理工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成30

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業保存修理工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 平成31/令和元

国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業保存修理工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 令和2

国指定名勝齋藤氏庭園整備事業令和3年度修復工事監理委託 宮城県石巻市 宮城県石巻市 令和3
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史跡山王囲遺跡整備基本設計 宮城県一迫町 宮城県一迫町 平成13

史跡山王囲遺跡整備実施設計・工事監理 宮城県一迫町 宮城県一迫町 平成14

史跡山王囲遺跡整備設計監理 宮城県一迫町 宮城県一迫町 平成15

史跡山王囲遺跡整備事業 平成16年度整備工事実施設計・監理業務委託 宮城県一迫町 宮城県一迫町 平成16

史跡山王囲遺跡整備実施設計 宮城県一迫町 宮城県一迫町 平成18

旧有備館及び庭園耐震診断 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成20

旧有備館及び庭園保存整備事業基本計画策定 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成21

史跡および名勝旧有備館及び庭園保存整備事業基本設計 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成22

史跡及び名勝旧有備館及び庭園被災状況調査 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成23

(補助災)旧有備館及び庭園 主屋・附属屋等解体工事実施設計 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成23

(補助災)旧有備館及び庭園 主屋・附属屋等解体工事実施設計図製本代 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成23

(補助災)旧有備館及び庭園 庭園復旧工事実施設計 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成23

(補助災)旧有備館及び庭園 主屋・附属屋等解体及び庭園復旧工事監理 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成23

（補助災）旧有備館及び庭園主屋・附属屋等復旧工事実施設計業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成24

（補助災）旧有備館及び庭園　主屋・附属屋等解体及び庭園復旧工事監理業務委託 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成24

（補助災）旧有備館及び庭園　主屋・附属屋等復旧工事監理業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成25

（補助災）旧有備館及び庭園正門復旧工事実施設計業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成26

史跡及び名勝旧有備館および庭園保存整備事業茶亭保存修理工事監理及び耐震予備診断調査
業務

宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成28

旧有備館および庭園茶亭園路実施設計 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成29

旧有備館および庭園外構整備実施設計業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成29

史跡及び名勝旧有備館および庭園保存整備事業茶亭保存修理工事監理 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成29

旧有備館および庭園塀重御門・板塀保存修理工事実施設計業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成29

旧有備館および庭園 庭園保存修理工事実施設計業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成30

旧有備館および庭園 外構整備工事監理業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成30

旧有備館および庭園　塀重御門・板塀保存修理工事監理業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成30

旧有備館および庭園　庭園保存修理工事監理業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成31/令和元

旧有備館および庭園　環境整備工事実施設計業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 平成31/令和元

旧有備館および庭園　保存整備事業報告書作成業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 令和2

旧有備館および庭園　環境整備工事監理業務 宮城県大崎市 宮城県大崎市 令和2

松崎古墳箱式石棺保存展示施設設計 宮城県角田市 宮城県角田市 昭和54

松崎古墳箱式石棺移設工事設計・監理 宮城県角田市 宮城県角田市 昭和54

史跡山王囲遺跡整備事業実施設計業務 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成17

史跡山王囲遺跡整備事業四阿建築工事及び広場舗装等工事監理業務 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成17

史跡山王囲遺跡整備事業実施設計 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成19

史跡山王囲遺跡整備実施設計 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成20

史跡山王囲遺跡整備事業実施設計 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成21

史跡山王囲遺跡整備事業実施設計 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成22

史跡山王囲遺跡整備工事監理業務 宮城県栗原市 宮城県栗原市 平成24

令和2年度史跡入の沢遺跡保存活用計画策定業務 宮城県栗原市 宮城県栗原市 令和2

令和3年度史跡入の沢遺跡保存活用計画策定業務 宮城県栗原市 宮城県栗原市 令和3

富沢遺跡保存盛土設計・監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 昭和63

郡山中学校ピロティ整備遺構復原・展示工事実施設計・監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成元

国史跡陸奥国分寺跡整備基本計画 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成3

青葉山公園仙台城城壁修復基本設計 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成4

氷河期の森広場整備基本設計 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成4

仙台市氷河期の森広場整備工事実施設計 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成5

青葉山公園仙台城跡石垣改修工事実施設計 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成6

氷河期の森広場植栽工事監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成7

氷河期の森整備事業施工監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成8

仙台城石垣修復工事施工監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成10

仙台城石垣修復工事施工監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成11

仙台城石垣修復工事施工監理 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成12

青葉山公園（仮称）公園センター等基本設計業務委託 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成29

青葉山公園（仮称）公園センター等基本設計付帯調査業務委託 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成30

青葉山公園（仮称）公園センター新築工事実施設計業務委託 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成30

青葉山公園（公園センター地区）実施設計業務委託（Ⅰ期） 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成30

青葉山公園（公園センター地区）実施設計業務委託（Ⅱ期） 宮城県仙台市 宮城県仙台市 平成31/令和元

青葉山公園（仮称）公園センター新築工事実施設計業務委託 宮城県仙台市 宮城県仙台市 令和2

旧小坂鉱山事務所解体工事調査・監理指導 秋田県小坂町 秋田県小坂町 平成9

旧小坂鉱山事務所移築工事監理指導 秋田県小坂町 秋田県小坂町 平成10

小坂町指定重要文化財旧小坂鉱山事務所移築工事監理指導 秋田県小坂町 秋田県小坂町 平成11

小坂町指定重要文化財旧小坂鉱山事務所移築工事監理指導 秋田県小坂町 秋田県小坂町 平成12

重要文化財康楽館保存活用計画見直しおよび基本設計 秋田県小坂町 秋田県小坂町 平成26

重要文化財建造物（小坂鉱山事務所）の美装化事業 秋田県小坂町 秋田県小坂町 平成28

旧鐙屋耐震診断等資料作製業務委託 山形県酒田市 山形県酒田市 平成28

旧鐙屋耐震診断業務委託 山形県酒田市 山形県酒田市 平成28

旧鐙屋耐震補強案等策定業務委託 山形県酒田市 山形県酒田市 平成29

旧鐙屋耐震補強設計業務委託 山形県酒田市 山形県酒田市 平成30

旧鐙屋耐震補強に伴う設備設計等業務委託 山形県酒田市 山形県酒田市 平成31/令和元

令和2年度史跡旧鐙屋改修工事 山形県酒田市 山形県酒田市 令和2

令和3年度史跡旧鐙屋改修工事（工事監理業務委託） 山形県酒田市 山形県酒田市 令和3

新庄藩主戸沢家墓所保存修理事業実施設計監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成25

新庄藩主戸沢家墓所保存修理事業設計監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成26
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新庄藩主戸沢家墓所保存修理工事実施設計業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成28

新庄藩主戸沢家墓所（６号棟）保存修理工事実施設計業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成28

史跡新庄藩主戸沢家墓所瑞雲院四号棟保存修理工事監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成29

史跡新庄藩主戸沢家墓所2号棟・5号棟保存修理工事実施設計業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成29

史跡新庄藩主戸沢家墓所保存活用計画資料作成業務 山形県新庄市 山形県新庄市 平成29

史跡新庄藩主戸沢家墓所2号棟保存修理工事監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成30

史跡新庄藩主戸沢家墓所1号棟保存修理工事実施設計業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成31/令和元

史跡新庄藩主戸沢家墓所5号棟保存修理工事監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 平成31/令和元

史跡新庄藩主戸沢家墓所5号棟保存修理工事監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 令和2

史跡新庄藩主戸沢家墓所１号棟保存修理工事監理業務委託 山形県新庄市 山形県新庄市 令和3

日向地区整備基本計画 山形県高畠町 山形県高畠町 昭和58

山形県史跡北目１号墳保存修理工事実施設計 山形県高畠町 山形県高畠町 昭和59

西沼田遺跡整備基本構想 山形県天童市 山形県天童市 平成4

史跡松ヶ丘開懇場基本計画 山形県羽黒町 山形県羽黒町 平成7

史跡西沼田遺跡遺構集成図等作成 山形県天童市 山形県天童市 平成10

史跡西沼田遺跡遺構集成図等作成 山形県天童市 山形県天童市 平成11

史跡西沼田遺跡整備事業基本設計 山形県天童市 ㈱乃村工藝社 平成13

史跡西沼田遺跡整備実施設計 山形県天童市 山形県天童市 平成15

国指定史跡西沼田遺跡整備事業実施設計業務委託 山形県天童市 山形県天童市 平成16

史跡西沼田遺跡復元建造物等整備工事に伴う技術監理指導業務 山形県天童市 山形県天童市 平成17

西沼田遺跡ガイダンス施設設計 山形県天童市 山形県天童市 平成18

史跡西沼田遺跡復元建造物等整備工事技術監理指導 山形県天童市 山形県天童市 平成18

史跡西沼田遺跡ガイダンス施設等整備工事監理 山形県天童市 山形県天童市 平成19

登録有形文化財株式会社丸八やたら漬本店技術指導 山形県山形市 ㈱丸八やたら漬 平成19

山形県世界遺産育成シンポジウム開催業務 山形県 山形県 平成20

登録文化財林家住宅保存修理工事技術指導委託業務 福島県会津若松市 林　節子 平成17

会津藩主松平家墓所中之御庭石段修復実施設計業務 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成17

会津藩主松平家墓所中之御庭石段修復設計監理 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成18

３代墓所前庭部周辺石垣修復実施設計 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成18

史跡会津藩主松平家墓所3代墓所前庭部石垣修復設計監理 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成19

史跡会津藩主松平家墓所雨水排水基本設計図書作成 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成19

史跡会津藩主松平家墓所三代前庭部石垣修復設計監理 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成20

会津藩主松平家墓所三代脇石段他測量及び四代石垣修復実施設計 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成20

若松城天守閣外改修設計 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成21

史跡会津藩主松平家墓所三代脇石段他修復計画策定 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成21

会津藩主松平家墓所四代墓所外石垣修復工事設計監理 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成21

会津藩主松平家墓所西之御庭等記録保存 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成21

史跡会津藩主松平家墓所五代前庭部外石垣修復工事監理 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成22

会津藩主松平家墓所墓域周辺環境整備策定 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成23

会津藩主松平家墓所五代前庭部外石垣修復工事監理 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成23

茶室麟閣屋根等改修工事実施設計 福島県会津若松市 福島県会津若松市 平成23

史跡会津藩主松平家墓所保存修理基本設計策定 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成20

史跡会津藩主松平家墓所保存整備実施設計策定 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成21

史跡会津藩主松平家墓所参道保存修理工事設計監理 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成22

史跡会津藩主松平家墓所参道保存修理工事監理業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成24

史跡会津藩主松平家墓所参道保存修理工事監理業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成25

史跡会津藩主松平家墓所鎮石解体補修工事設計監理業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成25

史跡会津藩主松平家墓所参道保存修理工事設計監理業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成26

史跡会津藩主松平家墓所参道保存修理工事設計監理業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成27

史跡会津藩主松平家墓所参道保存修理工事設計監理業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成28

史跡会津藩主松平家墓所保存整備事業報告書作成業務委託 福島県猪苗代町 福島県猪苗代町 平成28

旧豊田貯水池歴史調査業務 福島県郡山市 福島県郡山市 令和3

小峰城跡保存管理計画策定業務委託 福島県白河市 福島県白河市 平成24

小峰城跡石垣一部解体及び積替え工事設計業務委託 福島県白河市 福島県白河市 平成24

小峰城跡保存管理計画策定業務委託 福島県白河市 福島県白河市 平成25

二本松城跡サイン整備実施設計 福島県二本松市 福島県二本松市 平成23

二本松城跡サイン整備事業監理業務 福島県二本松市 福島県二本松市 平成24

国指定史跡　佐久良東雄旧宅長屋門棟（グシ）修理工事実施設計・監理業務委託 茨城県石岡市 飯島いく 平成28

平成30・31年度特別史跡常陸国分寺跡保存活用計画策定業務委託 茨城県石岡市 茨城県石岡市 平成30

横利根閘門補修計画検討業務 茨城県稲敷市 日本工営㈱ 平成25

笠間城保存整備基礎調査 茨城県笠間市 茨城県笠間市 平成23

笠間城保存整備基礎調査業務委託 茨城県笠間市 茨城県笠間市 平成24

笠間城跡国指定史跡化調査検討業務委託 茨城県笠間市 茨城県笠間市 平成25

笠間城跡国指定史跡化調査検討業務委託 茨城県笠間市 茨城県笠間市 平成26

穂積家住宅茅葺屋根修理工事実施設計業務委託 茨城県高萩市 茨城県高萩市 令和3

東海村石神城跡史跡整備基本計画策定業務委託 茨城県東海村 茨城県東海村 平成30

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（災害復旧事業）施設計・工事監理及び事業管
理業務委託

茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成24

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（一般整備事業）実施設計・工事監理業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成24

水戸徳川家墓所試掘調査実測業務 茨城県常陸太田市 茨城県常陸太田市 平成24

水戸徳川家墓所排水対策設計修正 茨城県常陸太田市 応用地質㈱ 平成24

県指定史跡西山荘災害復旧事業実施設計・工事監理等業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成24

常陸太田市水戸黄門のみち排水対策工事監理業務 茨城県常陸太田市 茨城県常陸太田市 平成24

常陸太田市水戸黄門のみち排水対策工事監理業務 茨城県常陸太田市 茨城県常陸太田市 平成25
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国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（災害復旧事業）実施設計・工事監理及び事業
管理業務委託

茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成25

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（一般整備事業）実施設計・工事監理業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成25

県指定史跡西山荘災害復旧事業実施設計・工事監理等業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成25

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（災害復旧事業）実施設計・工事監理及び事業
管理業務委託

茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成26

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（一般整備事業）実施設計・工事監理業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成26

国指定史跡水戸徳川家墓所　平成25年台風26号による災害復旧事業建造物（倒壊塀）実施設計・
工事監理業務委託

茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成26

茨城県指定史跡西山荘災害復旧事業実施設計・工事監理等業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成26

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（災害復旧事業）実施設計・工事監理及び事業
管理業務委託

茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成27

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（一般整備事業）実施設計・工事監理業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成27

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（災害復旧事業）実施設計・工事監理及び事業
管理業務委託

茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成28

国指定史跡水戸徳川家墓所史跡等保存整備事業（一般整備事業）実施設計・工事監理業務委託 茨城県常陸太田市 (財)徳川ミュージアム 平成28

史跡真壁城跡基本計画作成調査 茨城県真壁町 茨城県真壁町 平成7

史跡真壁城跡基本計画・基本設計 茨城県真壁町 茨城県真壁町 平成8

史跡真壁城跡保存整備工事設計監理 茨城県真壁町 茨城県真壁町 平成10

重要文化財坂野家住宅保存整備設計監理 茨城県水海道市 茨城県水海道市 平成10

重要文化財坂野家住宅保存整備実施設計・工事監理 茨城県水海道市 茨城県水海道市 平成11

重要文化財坂野家住宅保存整備屋敷内整備工事監理 茨城県水海道市 茨城県水海道市 平成12

重要文化財坂野家住宅保存整備計画 茨城県水海道市 茨城県水海道市 平成9

旧篠原家住宅保存修理工事報告書作成 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成12

旧篠原家住宅保存整備設計 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成13

旧篠原家住宅文庫蔵保存整備工事監理 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成14

大谷の名勝指定調査 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成15

旧篠原家住宅文庫蔵保存整備工事監理 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成15

大谷の文化的景観保存活用調査 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成16

重要文化財旧篠原家住宅保存修理工事設計業務 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成16

大谷の文化的景観保存活用調査業務 栃木県宇都宮市
大谷の文化的景観保存・活用
検討委員会

平成17

旧篠原家住宅保存修理工事監理業務 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成17

旧篠原家住宅保存修理工事監理 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成18

大谷の文化的景観保存計画策定調査 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成19

旧篠原家住宅保存修理工事設計 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成23

旧篠原家住宅保存修理工事監理業務委託 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成24

旧篠原家住宅保存修理工事監理業務委託 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成25

旧篠原家住宅保存調査設計 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成7

旧篠原家住宅保存修理工事監理 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 平成8

旧篠原家住宅主屋耐震診断業務委託 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市 令和3

歴史文化基本構想策定支援業務委託 栃木県大田原市 栃木県大田原市 平成30

大田原市名勝おくのほそ道の風景地八幡宮（那須神社境内）保存活用計画策定支援業務委託 栃木県大田原市 栃木県大田原市 平成31/令和元

大田原市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託 栃木県大田原市 栃木県大田原市 平成31/令和元

大田原市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託 栃木県大田原市 栃木県大田原市 令和2

小山市文化財保存活用地域計画準備業務 栃木県小山市 栃木県小山市 平成31/令和元

史跡下野薬師寺跡保存管理計画（変更）策定等 栃木県下野市 栃木県下野市 平成22

下野国分寺尼寺跡及び周辺史跡整備基本構想策定 栃木県下野市 栃木県下野市 平成23

史跡下野国分尼寺跡第2期保存整備基本計画策定業務委託 栃木県下野市 栃木県下野市 平成24

下野市歴史文化基本構想策定支援業務委託 栃木県下野市 栃木県下野市 平成25

下野市歴史文化基本構想策定支援業務委託 栃木県下野市 栃木県下野市 平成26

下野市歴史文化基本構想策定支援業務委託(平成27年度) 栃木県下野市 栃木県下野市 平成27

下野市歴史文化基本構想策定支援業務委託（平成28年度） 栃木県下野市 栃木県下野市 平成28

下野国分尼寺跡第２期保存整備事業基本設計・実施設計業務委託 栃木県下野市 栃木県下野市 平成30

平成30年度下野市文化財保存活用地域計画策定支援業務 栃木県下野市 栃木県下野市 平成30

下野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託 栃木県下野市 栃木県下野市 平成31/令和元

下野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託 栃木県下野市 栃木県下野市 令和2

史跡足尾銅山跡史跡等保存管理計画策定業務委託 栃木県日光市 栃木県日光市 平成26

平成27年度史跡足尾銅山跡史跡等保存管理計画策定業務委託 栃木県日光市 栃木県日光市 平成27

史跡足尾銅山跡本山動力所跡保存整備第一期工事技術指導・書類作成 栃木県日光市 ㈲宇賀神製作所 平成27

益子町歴史文化基本構想策定支援業務 栃木県益子町 栃木県益子町 平成27

益子町歴史文化基本構想策定支援業務 栃木県益子町 栃木県益子町 平成28

国史跡下野薬師寺跡保存整備基本計画 栃木県南河内町 栃木県南河内町 昭和60

別処山古墳保存整備保存調査・実施設計 栃木県南河内町 栃木県南河内町 昭和61

別処山古墳保存整備工事施工監理 栃木県南河内町 栃木県南河内町 昭和62

栃木県史跡御前原城跡公園整備基本構想・基本計画 栃木県矢板市 栃木県矢板市 昭和62

史跡女堀保存整備活用計画策定 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成22

史跡女堀保存整備活用計画策定 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成23

田島家住宅保存管理計画策定 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成23

田島家住宅保存管理計画策定業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成24

史跡女堀保存整備活用計画策定業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成24

史跡女堀年度報告書作成委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成25

（仮称）中島知久平記念地域交流センター整備事業 外塀・内塀保存修理工事監理業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成25

史跡女堀年度報告書作成委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成26

田島弥平旧宅建造物調査委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成26

史跡女堀年度報告書作成委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成27
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田島弥平旧宅整備活用基本計画策定業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成27

田島弥平旧宅建造物調査委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成27

史跡女堀年度報告書作成委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成28

史跡田島弥平旧宅全体基本設計業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成28

史跡女堀年度報告書作成委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成29

田島弥平旧宅保存建具調査業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成29

田島弥平旧宅別荘及び冷蔵庫跡整備実施設計業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成29

史跡女堀整備基本計画策定業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成30

史跡田島弥平旧宅別荘整備工事監理委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成30

史跡女堀整備基本設計業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成31/令和元

史跡田島弥平旧宅東門整備実施設計業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成31/令和元

史跡田島弥平旧宅別荘第2次整備工事監理委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 平成31/令和元

史跡女堀整備実施設計業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 令和2

史跡女堀整備実施設計業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 令和3

史跡田島弥平旧宅別荘第4次整備工事監理委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 令和2

史跡田島弥平旧宅東門整備工事監理委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 令和3

史跡田島弥平旧宅桑場整備に向けた全体基本設計追加調査業務委託 群馬県伊勢崎市 群馬県伊勢崎市 令和3

板倉町の水郷景観保存管理計画策定調査業務 群馬県板倉町 群馬県板倉町 平成17

板倉町の水郷景観保存管理計画 群馬県板倉町 群馬県板倉町 平成18

板倉の水郷景観保存計画策定 群馬県板倉町 群馬県板倉町 平成19

国史跡金山城跡整備基本構想 群馬県太田市 群馬県太田市 昭和63

国史跡金山城跡整備基本計画 群馬県太田市 群馬県太田市 平成4

国史跡金山城跡遺構整備実施計画 群馬県太田市 群馬県太田市 平成5

史跡金山城跡整備工事監理日ノ池石垣工事に伴う技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成6

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成7

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成8

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成9

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成10

史跡金山城跡パンフレット作成 群馬県太田市 群馬県太田市 平成11

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成11

史跡金山城跡整備工事技術監理指導西矢倉台周辺整備実施設計 群馬県太田市 群馬県太田市 平成12

史跡金山城跡整備工事監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成13

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成14

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成15

史跡金山城跡整備工事技術監理指導業務委託 群馬県太田市 群馬県太田市 平成16

史跡金山城跡第2期整備基本構想策定業務 群馬県太田市 群馬県太田市 平成16

史跡金山城跡第2期整備基本計画策定業務 群馬県太田市 群馬県太田市 平成17

史跡金山城跡整備工事技術監理指導業務 群馬県太田市 群馬県太田市 平成17

史跡金山城跡保存整備設計 群馬県太田市 群馬県太田市 平成18

史跡新田荘遺跡保存管理計画 群馬県太田市 群馬県太田市 平成19

史跡金山城跡保存管理計画 群馬県太田市 群馬県太田市 平成19

史跡金山城跡保存整備設計 群馬県太田市 群馬県太田市 平成19

史跡金山城跡保存整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成19

史跡金山城跡保存整備設計 群馬県太田市 群馬県太田市 平成20

史跡金山城跡整備工事技術監理指導 群馬県太田市 群馬県太田市 平成20

中島知久平邸補助金資料作成 群馬県太田市 群馬県太田市 平成20

史跡金山城跡保存整備ｻｲﾝ設計 群馬県太田市 群馬県太田市 平成21

群馬県指定重要文化財曹源寺さざえ堂保存修理事業基礎調査 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成22

史跡金山城跡保存整備設計 群馬県太田市 群馬県太田市 平成22

曹源寺さざえ堂保存修理事業基礎調査 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成23

曹源寺さざえ堂基礎調査報告書追加作成 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成23

曹源寺さざえ堂保存修理事業実施設計 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成23

曹源寺さざえ堂保存修理事業実施設計業務委託 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成24

（仮称）中島知久平記念地域交流センター整備事業 外塀・内塀保存修理工事設計業務委託 群馬県太田市 群馬県太田市 平成25

（仮称）中島知久平記念地域交流センター整備事業 玄関棟耐震補強設計業務委託 群馬県太田市 群馬県太田市 平成25

（仮称）中島知久平記念地域交流センター整備事業 玄関棟耐震補強工事監理業務委託 群馬県太田市 群馬県太田市 平成25

中島知久平邸保存活用整備工事報告書用資料②作成業務委託 群馬県太田市 群馬県太田市 平成26

県指定重要文化財曹源寺さざえ堂保存修理監理業務委託 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成27

史跡上野国新田郡家跡保存活用計画策定業務委託 群馬県太田市 群馬県太田市 平成28

曹源寺さざえ堂保存修理事業　事業概要書作成等業務委託 群馬県太田市 (宗)曹源寺 平成30

国史跡岩宿遺跡整備基本設計 群馬県笠懸町 群馬県笠懸町 昭和60

粕川村村内文化財活用基本計画 群馬県粕川村 群馬県粕川村 平成2

粕川村村内文化財活用基本計画 群馬県粕川村 群馬県粕川村 平成元

県史跡楽山園跡保存整備基本方針 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成7

県史跡楽山園跡保存整備基本構想 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成8

県史跡楽山園跡保存整備基本調査 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成9

県史跡楽山園跡保存整備基本計画 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成10

県史跡楽山園跡名勝補足調査 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成11

名勝楽山園跡保存整備基本設計 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成12

名勝楽山園整備のための発掘調査結果整理及び分析 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成13

名勝楽山園環境整備事業設計・監理 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成14

名勝楽山園環境整備事業庭園修復設計監理 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成15

名勝楽山園環境整備事業平成16年度工事監理業務 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成16

名勝楽山園環境整備事業平成17年度工事実施設計業務 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成16
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名勝楽山園環境整備事業 平成17年度工事監理等及び実施設計等業務 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成17

名勝楽山園跡環境実施設計・工事監理 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成18

名勝楽山園環境整備事業実施設計等及び工事監理等 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成19

名勝楽山園環境整備事業工事監理等及び実施設計等 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成20

名勝楽山園環境整備事業工事監理等及び実施設計等 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成21

名勝楽山園環境整備事業工事監理等及び実施設計等 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成22

名勝楽山園環境整備事業工事監理等 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成23

名勝楽山園建物・庭園等整備報告書作成 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成23

国指定名勝楽山園保存管理計画策定業務 群馬県甘楽町 群馬県甘楽町 平成26

重監房跡地における史跡保存等調査 群馬県草津町 厚生労働省 平成22

史跡八幡塚古墳復元整備設計 群馬県群馬町 群馬県群馬町 平成7

史跡八幡塚古墳復元整備実施設計・監理 群馬県群馬町 群馬県群馬町 平成8

史跡八幡塚古墳復元整備工事監理 群馬県群馬町 群馬県群馬町 平成9

史跡八幡塚古墳整備工事設計施工監理 群馬県群馬町 群馬県群馬町 平成10

史跡八幡塚古墳整備工事施工監理 群馬県群馬町 群馬県群馬町 平成11

子持村　「自然と歴史の里」　基本計画 群馬県子持村 群馬県子持村 昭和59

史跡黒井峯遺跡マスタープラン 群馬県子持村 群馬県子持村 平成7

史跡黒井峯遺跡保存整備基本構想 群馬県子持村 群馬県子持村 平成8

史跡黒井峯遺跡保存整備調査 群馬県子持村 群馬県子持村 平成10

国指定重要有形民俗文化財上三原田の歌舞伎舞台 奈落石垣改修に伴う測量設計業務委託 群馬県渋川市 群馬県渋川市 平成25

国指定重要有形民俗文化財上三原田の歌舞伎舞台 奈落石垣改修に伴う調査設計業務委託 群馬県渋川市 群馬県渋川市 平成26

国指定重要有形民俗文化財上三原田の歌舞伎舞台 奈落石垣改修に伴う監理調整業務委託 群馬県渋川市 群馬県渋川市 平成26

史跡荒船風穴保存管理計画策定 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成22

荒船風穴保存管理計画策定 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成23

荒船風穴石積み復旧設計調査 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成23

荒船風穴石積み復旧工事に係る設計調整業務 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成24

下仁田町産業遺産記録保存調査白石工業株式会社白艶華工場石灰乾燥施設（群） 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成24

荒船風穴石積み復旧工事に係る設計監理業務委託 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成25

国指定史跡荒船風穴危険箇所把握調査・整備基本構想策定補助業務委託 群馬県下仁田町 群馬県下仁田町 平成26

国史跡観音山古墳横穴式石室現状構造物調査 群馬県高崎市 群馬県 昭和52

国史跡観音山古墳横穴式石室保存修理工事設計・監理 群馬県高崎市 群馬県 昭和52

国史跡観音山古墳横穴式石室保存修理工事設計・監理 群馬県高崎市 群馬県 昭和53

国史跡観音山古墳横穴式石室保存修理工事設計・監理 群馬県高崎市 群馬県 昭和54

国史跡保渡田古墳群（はにわ公園）整備基本計画 群馬県高崎市 群馬県 昭和59

国史跡保渡田古墳群（はにわ公園）整備基本設計 群馬県高崎市 群馬県 昭和60

史跡日高遺跡保存整備基本構想策定 群馬県高崎市 群馬県高崎市 平成10

史跡日高遺跡保存整備基本構想策定 群馬県高崎市 群馬県高崎市 平成11

史跡日高遺跡保存整備基本計画策定 群馬県高崎市 群馬県高崎市 平成15

史跡日高遺跡保存整備基本計画策定業務 群馬県高崎市 群馬県高崎市 平成16

史跡観音山古墳石室基礎調査 群馬県高崎市 群馬県 平成23

群馬県史跡榊原康政の墓移設工事実施設計 群馬県館林市 群馬県館林市 昭和59

群馬県史跡榊原康政の墓移設復原工事設計・監理 群馬県館林市 群馬県館林市 昭和60

旧武家屋敷（鷹匠町）整備基本計画策定及び基本設計 群馬県館林市 群馬県館林市 平成12

旧武家屋敷街整備事業に伴う長屋門・附属住宅整備工事実施設計 群馬県館林市 群馬県館林市 平成13

旧武家屋敷街（鷹匠町）整備実施設計・工事監理 群馬県館林市 群馬県館林市 平成14

旧館林二業見番組合事務所調査及び管理基本計画 群馬県館林市 群馬県館林市 平成14

旧武家屋敷街（鷹匠町）整備事業工事監理 群馬県館林市 群馬県館林市 平成15

鷹匠町長屋門整備事業調査及び基本設計 群馬県館林市 群馬県館林市 平成19

鷹匠町長屋門整備工事実施設計 群馬県館林市 群馬県館林市 平成19

鷹匠町長屋門整備工事設備実施設計 群馬県館林市 群馬県館林市 平成20

鷹匠町長屋門整備工事パース作製 群馬県館林市 群馬県館林市 平成20

鷹匠町長屋門整備工事工事監理 群馬県館林市 群馬県館林市 平成20

日清製粉関連歴史遺産保存のための調査 群馬県館林市 群馬県館林市 平成21

館林市史編さん歴史的建造物実測調査事業 群馬県館林市 群馬県館林市 平成22

東北地方太平沖地震に伴う市内文化財建造物等緊急調査 群馬県館林市 群馬県館林市 平成22

旧上毛モスリン事務所屋根等調査 群馬県館林市 群馬県館林市 平成22

歴史的遺産保存調査に伴う建造物現況調査及び実測 群馬県館林市 群馬県館林市 平成22

県指定史跡榊原康政の墓修復設計 群馬県館林市 群馬県館林市教育委員会 平成23

県指定史跡榊原康政の墓修復工事監理 群馬県館林市 浄土宗善導寺 平成23

館林市史編さん歴史的建造物実測調査 群馬県館林市 群馬県館林市 平成23

旧上毛モスリン事務所屋根工事設計 群馬県館林市 群馬県館林市 平成23

群馬県指定重要文化財旧上毛モスリン事務所内部保存修理設計業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成24

群馬県指定重要文化財旧上毛モスリン事務所保存修理工事監理業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成24

館林市史編さん歴史的建造物（旧城下町）調査委託業務 群馬県館林市 群馬県館林市 平成24

群馬県指定重要文化財旧上毛モスリン事務所保存修理工事監理業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成25

館林市史編さん歴史的建造物（旧城下町）調査委託業務 群馬県館林市 群馬県館林市 平成25

旧館林二業見番組合事務所保存活用計画策定事前調査業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成26

旧館林二業見番組合事務所保存活用基本計画策定支援業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成27

旧館林二業見番組合事務所耐震診断業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成28

館林市指定重要文化財「旧館林藩士住宅」屋根劣化調査業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成28

館林市歴史文化基本構想策定に伴う事前把握作業支援業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成29

「館林市歴史文化基本構想」策定支援業務委託 群馬県館林市 群馬県館林市 平成30

沼田公園長期整備構想 群馬県沼田市 群馬県沼田市 平成3

奈良古墳公園構想基礎調査 群馬県沼田市 群馬県沼田市 平成4
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前橋市歴史環境整備広域基本計画 群馬県前橋市 群馬県前橋市 昭和59

史跡後二子古墳整備基本設計 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成7

史跡前、中、小二子古墳整備基本設計 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成8

史跡後二子古墳保存整備工事実施設計・監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成9

史跡中・後二子古墳保存整備実施設計・工事監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成10

史跡前・中・後二子古墳保存整備実施設計・工事監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成11

史跡前・中・後二子古墳保存整備実施設計・工事監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成12

史跡前二子・小二子古墳保存整備工事施工監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成13

史跡前二子古墳石室保存修理実施設計・工事監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成14

史跡前二子古墳石室保存修理工事監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成15

史跡前二子古墳石室保存修理工事施工監理 群馬県前橋市 群馬県前橋市 平成16

国史跡上野国分寺跡整備基本計画 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 昭和57

国史跡上野国分寺跡整備基本設計 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 昭和62

国史跡上野国分寺跡整備工事設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 昭和63

国史跡上野国分寺跡整備第二次工事設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成元

国史跡上野国分寺跡整備史跡等活用特別事業設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成2

国史跡上野国分寺跡整備史跡等活用特別事業設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成3

国史跡上野国分寺跡整備史跡等活用特別事業施工監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成4

国史跡上野国分寺跡整備史跡等活用特別事業工事施工監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成5

史跡上野国分寺跡整備工事設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成6

史跡上野国分寺跡保存修理事業施工監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成7

史跡上野国分寺跡保存整備工事実施設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成8

史跡上野国分寺跡保存修理工事実施設計・監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成9

史跡上野国分寺跡保存修理事業整備工事設計・施工監理 群馬県前橋市・高崎市 群馬県 平成10

嬬恋村風土博物館基本構想 群馬県嬬恋村 群馬県嬬恋村 平成6

白石古墳群史跡整備基本計画 群馬県藤岡市 群馬県藤岡市 平成9

史跡高山社跡 文化財耐震診断業務委託 群馬県藤岡市 群馬県藤岡市 平成25

県史跡奈良古墳群保存活用計画策定支援業務委託 群馬県沼田市 群馬県沼田市 令和3

心のふるさと六合村構想基本調査 群馬県六合村 群馬県六合村 平成2

百八十八観音環境整備基本調査・基本設計 群馬県六合村 群馬県六合村 平成2

心のふるさと六合村構想基本計画 群馬県六合村 群馬県六合村 平成3

三津屋古墳保存整備基本構想・計画 群馬県吉岡町 群馬県吉岡町 平成9

県史跡三津屋古墳保存整備基本設計・実施設計・工事監理 群馬県吉岡町 群馬県吉岡町 平成13

「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録推薦書作成 群馬県 群馬県 平成21

「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録推薦書作成 群馬県 群馬県 平成22

「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録推薦書作成 群馬県 群馬県 平成23

海外専門家による富岡製糸場等の視察運営 群馬県 群馬県 平成23

「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録推薦書総合調整業務 群馬県 群馬県 平成24

「富岡製糸場と絹産業遺産群」現地調査等に係る資料作成業務 群馬県 群馬県 平成25

「富岡製糸場と絹産業遺産群」総合管理活用機構検討業務 群馬県 群馬県 平成25

「富岡製糸場と絹産業遺産群」イコモス勧告に係る事実誤認の書簡資料作成支援・翻訳業務 群馬県 群馬県 平成26

富岡製糸場の保存修理に係るユネスコへの報告書作成業務 群馬県 群馬県 平成28

県指定文化財花蔵院の四脚門修理事業設計施工監理 埼玉県春日部市 (宗)花蔵院 平成19

花蔵院の四脚門修理事業設計施工監理 埼玉県春日部市 (宗)花蔵院 平成20

重要有形民俗文化財木曽呂の富士塚保存修復計画 埼玉県川口市 埼玉県川口市 平成4

重要有形民俗文化財木曽呂の富士塚保存修理設計監理 埼玉県川口市 埼玉県川口市 平成5

重要有形民俗文化財木曽呂富士塚保存修理設計監理 埼玉県川口市 埼玉県川口市 平成6

重要有形民俗文化財木曽呂富士塚保存修理工事監理 埼玉県川口市 埼玉県川口市 平成7

国史跡河越館跡整備計画基礎調査 埼玉県川越市 埼玉県川越市 昭和61

川越城（初雁公園）整備基本計画他 埼玉県川越市 埼玉県川越市 平成元

川越城富士見櫓復元資料調査 埼玉県川越市 埼玉県川越市 平成13

川越城富士見櫓復元整備調査 埼玉県川越市 埼玉県川越市 平成14

川越城富士見櫓復元整備調査 埼玉県川越市 埼玉県川越市 平成15

川越城富士見櫓復元基本設計業務委託 埼玉県川越市 埼玉県川越市 平成16

歴史的建造物流通促進システム構築調査業務協力 埼玉県川越市 ＰｗＣアドバイザリー(合) 平成28

埼玉県立さきたま史跡の博物館旧遠藤家住宅改修工事設計 埼玉県行田市 埼玉県 平成19

埼玉県立さきたま史跡の博物館旧遠藤家住宅改修工事監理 埼玉県行田市 埼玉県 平成19

運転免許センター内古代住居跡整備設計 埼玉県鴻巣市 埼玉県 昭和61

東京ゴルフ倶楽部クラブハウス登録有形文化財登録申請書作成業務 埼玉県狭山市 ㈶東京ゴルフ倶楽部 平成29

旧深谷宿常夜燈（田所町）調査業務 埼玉県深谷市 埼玉県深谷市 平成14

市史跡旧深谷宿常夜燈（田所町）調査業務 埼玉県深谷市 埼玉県深谷市 平成15

国史跡水子貝塚保存整備計画基礎調査 埼玉県富士見市 埼玉県富士見市 昭和58

国史跡水子貝塚保存整備基本計画 埼玉県富士見市 埼玉県富士見市 昭和59

安養院山門保存修理工事設計監理指導 埼玉県本庄市 (宗)安養院 平成21

本庄市指定文化財安養院山門保存修理工事設計監理指導 埼玉県本庄市 (宗)安養院 平成22

安養院山門保存修理工事設計監理指導 埼玉県本庄市 (宗)安養院 平成23

鈴木家住宅建物調査業務委託 埼玉県所沢市 埼玉県所沢市 令和3

利根川治水記念碑解読支援業務 埼玉県妻沼町 日本工営㈱ 平成26

国史跡吉見百穴保存調査 埼玉県吉見町 埼玉県 平成3

秩父景観資源調査 埼玉県 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 平成19

登録有形文化財旧吉田邸建物改修等実施設計 千葉県柏市 千葉県柏市 平成19

登録有形文化財旧吉田邸修理・解体工事監理 千葉県柏市 千葉県柏市 平成19

登録有形文化財旧吉田邸トイレ棟新設工事監理 千葉県柏市 千葉県柏市 平成19

（仮称）旧吉田邸防災設備工事他設計 千葉県柏市 千葉県柏市 平成20
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（仮称）旧吉田邸建物整備工事（建築工事）監理 千葉県柏市 千葉県柏市 平成20

（仮称）旧吉田邸建物整備工事（建築工事）監理 千葉県柏市 千葉県柏市 平成21

（仮称）旧吉田邸建物整備工事（設備工事）監理 千葉県柏市 千葉県柏市 平成21

重要文化財旧吉田家住宅修理工事報告書作成 千葉県柏市 千葉県柏市 平成22

国史跡下総小金中野牧跡保存管理計画策定に係る図面等作成 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県鎌ヶ谷市 平成20

国史跡下総小金中野牧跡整備実施計画策定業務委託 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県鎌ヶ谷市 平成26

国史跡下総小金中野牧跡整備基本設計作成業務委託 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県鎌ヶ谷市 平成27

史跡本佐倉城跡整備実施計画策定 千葉県酒々井町 千葉県酒々井町 平成14

史跡本佐倉城跡整備実施計画策定 千葉県酒々井町 千葉県酒々井町 平成15

史跡本佐倉城跡Ⅳ郭東斜面環境整備工事設計工事管理業務委託 千葉県酒々井町 千葉県酒々井町 平成16

本佐倉城跡保存管理・整備基本計画 千葉県酒々井町 千葉県酒々井町 平成7

本佐倉城跡保存管理整備実施計画 千葉県酒々井町 千葉県酒々井町 平成8

国史跡加曽利貝塚整備基本設計 千葉県千葉市 千葉県千葉市 昭和60

加曽利貝塚グランドデザイン及び史跡整備基本計画策定業務委託 千葉県千葉市 千葉県千葉市 平成29

千葉市文化財保存活用地域計画基礎調査業務委託 千葉県千葉市 千葉県千葉市 令和3

旧岩崎久彌末廣別邸保存修理基本計画策定業務 千葉県富里市 千葉県富里市 平成25

旧岩崎家末廣別邸保存活用基本構想策定業務 千葉県富里市 千葉県富里市 平成26

旧岩崎家末廣別邸建造物庭園総合調査業務 千葉県富里市 千葉県富里市 平成27

旧岩崎家末廣別邸庭園整備基本設計業務 千葉県富里市 千葉県富里市 平成28

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園整備実施設計業務委託 千葉県富里市 千葉県富里市 平成29

旧岩崎久彌末廣農場別邸公園整備実施設計業務委託 千葉県富里市 千葉県富里市 令和3

岩名古墳保存整備基礎調査 千葉県野田市 千葉県野田市 平成13

岩名古墳保存整備実施設計・工事監理 千葉県野田市 千葉県野田市 平成14

西新井大師三匝堂調査 東京都足立区 清水建設㈱ 令和2

史跡陸軍板橋火薬製造所跡建造物調査等業務委託 東京都板橋区 東京都板橋区 平成31/令和元

旧青梅宿景観形成計画作成にかかわる調査検討業務 東京都青梅市 ㈱プランニングネットワーク 平成16

青梅市街並み環境整備事業・景観形成整備方針調査 東京都青梅市 ㈱プランニングネットワーク 平成17

旧青梅宿景観形成整備 東京都青梅市 ㈱プランニングネットワーク 平成18

東京都指定有形文化財旧稲葉家住宅整備設計 東京都青梅市 東京都青梅市 平成22

東京都指定有形文化財旧稲葉家住宅土蔵復旧に伴う構造診断および構造補強等設計 東京都青梅市 東京都青梅市 平成22

東京都指定有形文化財旧稲葉家住宅土蔵復旧に伴う長屋調査解体工事監理 東京都青梅市 東京都青梅市 平成22

東京都指定有形文化財旧稲葉家住宅土蔵復原工事監理 東京都青梅市 東京都青梅市 平成22

旧稲葉家住宅土蔵復原工事監理 東京都青梅市 東京都青梅市 平成23

旧稲葉家住宅土蔵復原工事監理委託 東京都青梅市 東京都青梅市 平成24

鳳凰閣耐震診断委託 東京都大田区 東京都大田区 平成24

平成２５年度武家屋敷門保存修理工事技術指導業務委託 東京都大田区 (宗)蓮光院 平成25

鳳凰閣（旧清明文庫）の文化財基礎調査委託 東京都大田区 東京都大田区 平成25

「鳳凰閣（旧清明文庫）」（国登録有形文化財）の詳細調査及び活用案策定委託 東京都大田区 東京都大田区 平成26

国登録有形文化財「鳳凰閣（旧清明文庫）」保存活用計画策定業務委託 東京都大田区 東京都大田区 平成27

(仮称)勝海舟記念館(旧清明文庫)整備事業既存建物躯体補足調査業務委託 東京都大田区 東京都大田区 平成27

仮称大田区立勝海舟記念館（旧清明文庫）増築及び改修工事基本設計その他委託 東京都大田区 東京都大田区 平成27

仮称大田区立勝海舟記念館（旧清明文庫）増築及び改修工事実施設計委託における技術指導業
務委託

東京都大田区 東京都大田区 平成28

仮称大田区立勝海舟記念館（旧清明文庫）増築及び改修工事における技術指導業務委託 東京都大田区 東京都大田区 平成29

仮称大田区立勝海舟記念館（旧清明文庫）増築及び改修工事実施設計委託（その２）における技
術指導業務委託

東京都大田区 東京都大田区 平成29

多摩川台古墳群保存整備計画 東京都大田区 東京都大田区 平成3

柴又地域文化的景観保存計画策定支援業務 東京都葛飾区 東京都葛飾区 平成27

星美学園内3号墳石室移設工事設計・監理 東京都北区 東京都 昭和59

星美学園内3号墳保存施設設計・監理 東京都北区 東京都 昭和60

区指定有形民俗文化財「十条冨士塚」保存検討調査業務委託 東京都北区 東京都北区 平成26

登録有形文化財滝乃川学園本館監理指導 東京都国立市 ㈱空間文化研究所 平成20

本田家住宅建造物調査及び保存活用計画策定支援業務委託 東京都国立市 東京都国立市 平成29

本田家住宅応急補強工事実施設計業務委託 東京都国立市 東京都国立市 平成30

本田家住宅応急補強工事監理等業務委託 東京都国立市 東京都国立市 平成30

旧本田家住宅解体復元工事基本設計等業務委託 東京都国立市 東京都国立市 令和2

令和2年度登録一橋大学東本館建造物保存修理技術指導業務 東京都国立市 (学)一橋大学 令和2

旧本田家住宅復元工事実施設計等業務委託 東京都国立市 東京都国立市 令和3

旧本田家住宅解体等工事監理等業務委託 東京都国立市 東京都国立市 令和3

令和3年度登録一橋大学東本館建造物保存修理技術指導業務 東京都国立市 (学)一橋大学 令和3

史跡武蔵国分尼寺地区整備基本設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成8

東山道遺構の保存活用整備計画調査 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成8

史跡武蔵国分寺尼寺地区保存整備工事実施設計・監理 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成9

東山道遺構の保存活用整備計画調査 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成9

史跡武蔵国分寺（尼寺地区）保存整備工事実施設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成10

旧鎌倉街道地区等保存整備工事に伴う実施設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成10

東山道武蔵路パンフレット作成 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成11

史跡武蔵国分寺跡尼寺地区保存整備実施設計・施工監理 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成11

史跡武蔵国分寺跡保存整備工事監理 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成12

史跡武蔵国分寺跡（尼寺地区）保存整備工事監理 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成13

史跡東山道武蔵路保存整備実施設計・工事監理 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成14

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）保存整備新基本計画 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成14

史跡武蔵国分寺跡（尼寺地区）保存整備基本方針策定　第二期保存整備工事第２工区その３に伴
う工事監理

東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成14

史跡武蔵国分寺跡（尼寺地区）保存整備事業報告書 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成15
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史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）保存整備事業施工に伴う道路整備基本計画策定 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成16

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）整備実施計画策定 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成20

おたかの道湧水園内歴史的建造物の保存活用方針検討調査 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成21

史跡武蔵国分寺跡第一期整備（中枢地区）基本設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成22

おたかの道湧水園内歴史的建造物の保存活用計画策定 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成22

史跡武蔵国分寺跡第一期整備（中枢地区）基本設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成23

史跡武蔵国分寺（僧寺地区）第一期整備工事第一工区実施設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成23

史跡武蔵国分寺（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第一工区その１に伴う工事監理 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成23

おたかの道湧水園内歴史的建造物保存修理工事基本設計 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成23

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事［中枢地区］第一工区その2に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成24

おたかの道湧水園内歴史的建造物保存修理工事に伴う実施設計委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成24

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事［中枢地区］第一工区その３に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成25

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第一工区その4に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成26

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第二工区実施設計委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成26

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第二工区その１に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成27

おたかの道湧水園内歴史的建造物保存修理工事に伴う工事監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成27

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第二工区実施設計修正委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成28

史跡武蔵国分寺（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第二工区その２に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成28

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第二工区その３に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成29

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備工事〔中枢地区〕第二工区その４に伴う設計監理委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成30

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備〔中枢部周辺地区〕基本設計業務委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成31/令和元

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備（中枢周辺地区〔中門東地区・南門地区〕）実施設計業
務委託

東京都国分寺市 東京都国分寺市 平成31/令和元

史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備（中枢部周辺地区〔北方地区・南門地区〕）実施設計業
務委託

東京都国分寺市 東京都国分寺市 令和2

史跡武蔵国分寺跡　僧寺地区〔第一期整備〕伽藍中枢部整備事業総括報告書作成業務委託 東京都国分寺市 東京都国分寺市 令和2

海雲寺保存修理工事設計・監理 東京都品川区 東京都 昭和57

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）保存活用計画策定支援業務委託 東京都品川区 (学)清泉女子大学 平成26

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）保存修理工事技術指導・監修業務委託 東京都品川区 (学)清泉女子大学 平成26

清泉女子大学本館(旧島津公爵邸)保存修理工事技術指導・監修業務委託 東京都品川区 (学)清泉女子大学 平成27

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）保存修理工事技術指導・監修業務委託 東京都品川区 (学)清泉女子大学 平成28

重要文化財旧島津家本邸事務所（清泉女子大学3号館）実施設計業務委託 東京都品川区 (学)清泉女子大学 令和2

重要文化財旧島津家本邸事務所耐震対策工事監理業務委託（令和3年度） 東京都品川区 (学)清泉女子大学 令和3

旧朝倉家住宅保存管理活用計画策定業務 東京都渋谷区 東京都渋谷区 平成17

重要文化財（建造物）明治神宮宝物殿中倉外５棟耐震診断等委託業務 東京都渋谷区 (宗)明治神宮外苑 平成27

重要文化財明治神宮宝物殿中倉近代化遺産等重点保存修理事業設計監理委託業務（平成28年
度）

東京都渋谷区 (宗)明治神宮外苑 平成28

重文明治神宮宝物殿中倉外５棟耐震対策事業耐震診断等委託業務（平成28年度分） 東京都渋谷区 (宗)明治神宮外苑 平成28

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟近代化遺産等重点保存修理事業設計監理委託業務（平成29
年度）

東京都渋谷区 (宗)明治神宮外苑 平成29

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟近代化遺産等重点保存修理事業耐震診断等委託業務（平成
29年度）

東京都渋谷区 (宗)明治神宮外苑 平成29

リビング・ヘリテッジとしての国立代々木競技場の保存管理計画策定及び関連調査業務 東京都渋谷区 (独)日本スポーツ振興センター 平成29

重文 明治神宮宝物殿中倉ほか12棟建造物保存修理事業設計監理委託業務（平成30年度分） 東京都渋谷区 (宗)明治神宮 平成30

重文 明治神宮宝物殿中倉ほか12棟建造物保存修理事業耐震診断等委託業務（平成30年度分） 東京都渋谷区 (宗)明治神宮 平成30

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟建造物保存修理事業耐震診断等委託業務（平成31年度分） 東京都渋谷区 (宗)明治神宮 平成31/令和元

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟建造物保存修理事業設計監理委託業務（平成31年度分） 東京都渋谷区 (宗)明治神宮 平成31/令和元

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟防災・耐震対策重点強化（防災施設等）事業消火栓設備改修
工事設計監理委託業務（2019年度分）

東京都渋谷区 (宗)明治神宮 平成31/令和元

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟建造物保存修理事業設計監理委託業務（令和2年度分） 東京都渋谷区 (宗)明治神宮 令和2

重文明治神宮宝物殿中倉ほか12棟防災・耐震対策重点強化（防災施設等）事業設計監理委託業
務

東京都渋谷区 (宗)明治神宮 令和2

新宿御苑御休所老朽箇所調査 東京都新宿区 環境省 平成21

新宿御苑旧洋館御休所修繕工事設計 東京都新宿区 環境省 平成21

重要文化財新宿御苑旧洋館御休所復原工事監理 東京都新宿区 環境省 平成22

重要文化財聖徳記念絵画館防災施設工事基本設計書作成委託業務 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成24

重要文化財聖徳記念絵画館防災施設工事設計監理委託業務 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成25

重要文化財聖徳記念絵画館屋上防水保存修理工事基本設計書作成委託業務 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成25

重要文化財聖徳記念絵画館屋上防水保存修理工事設計監理委託業務（平成26年度） 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成26

重要文化財聖徳記念絵画館保存活用計画策定業務委託（平成26年度） 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成26

聖徳記念絵画館漏水事故に伴う技術指導業務 東京都新宿区 ㈱安藤・間 平成26

高裁判所長官公邸耐震診断等業務 東京都新宿区 高裁判所 平成26

高裁判所長官公邸壁試験体製造 東京都新宿区 高裁判所 平成27

重要文化財聖徳記念絵画館保存活用計画策定業務委託（平成27年度） 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成27

高裁判所長官公邸耐震改修実施設計業務 東京都新宿区 高裁判所 平成27

高裁判所長官公邸一部解体等工事監理業務 東京都新宿区 高裁判所 平成27

高裁判所長官公邸耐震改修実施設計その２業務 東京都新宿区 高裁判所 平成28

重要文化財聖徳記念絵画館補助事業実施に向けた計画作成業務 東京都新宿区 (宗)明治神宮外苑 平成29

重文聖徳記念絵画館防災・耐震対策重点強化（耐震対策）事業耐震診断等委託業務（2019年度
分）

東京都新宿区 明治神宮外苑 平成31/令和元

重要文化財（建造物）早稲田大学大隈記念講堂耐震対策事業における耐震対策事業技術指導 東京都新宿区 (学)早稲田大学 平成31/令和元

学習院女子大学4号館・女子部B館記録調査 東京都新宿区 学習院女子大学 平成31/令和元

令和2年度新宿御苑玉藻池周辺施設整備基本計画策定業務 東京都新宿区 環境省 令和2

重文聖徳記念絵画館防災・耐震対策重点強化（耐震対策）事業耐震診断等委託業務（2020年度
分）

東京都新宿区 明治神宮外苑 令和2

学習院女子大学４Ｂ館追加調査 東京都新宿区 (学)学習院女子大学 令和2

11/41
※文化財指定、所在地および発注者の市町村名は業務時の場合があります



株式会社 文化財保存計画協会　 実績一覧

荻外荘移築部分建物の解体概要調査及び基礎的資料作成業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成29

(仮称)荻外荘公園整備基本計画策定業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成29

（仮称）荻外荘公園庭園基本調査業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成30

荻外荘移設建物の解体保管工事に伴う実施設計業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成30

荻外荘移築建物解体保管工事に伴う工事監理業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成30

（仮称）荻外荘公園整備基本設計業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成31/令和元

（仮称）荻外荘公園既存建物部分解体調査業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 平成31/令和元

（仮称）荻外荘公園整備基本設計業務委託 東京都杉並区 東京都杉並区 令和2

（仮称）荻外荘公園整備部材整理 東京都杉並区 東京都杉並区 令和2

都指定有形文化財（建造物）武家屋敷門保存調査 東京都世田谷区 東京都 平成19

東京都指定有形文化財(建造物)武家屋敷門部分修理工事監修 東京都世田谷区 (宗)西澄寺 平成21

東京都指定有形文化財(建造物)武家屋敷門周辺整備工事設計及び工事監理 東京都世田谷区 (宗)西澄寺 平成21

区指定有形文化財勝光院書院茅葺き屋根破損状況確認調査 東京都世田谷区 東京都世田谷区 平成22

区指定有形文化財候補妙高寺書院基本図作成 東京都世田谷区 東京都世田谷区 平成23

粕谷Ａ邸学術調査委託 東京都世田谷区 東京都世田谷区 平成24

重要文化財大場家住宅主屋及び表門耐震診断業務委託 東京都世田谷区 (財)大場代官屋敷保存会 平成28

世田谷区指定有形文化財浄真寺三仏堂（上、中、下品堂）調査に伴う助言、技術指導業務 東京都世田谷区 (宗)浄眞寺 平成28

重要文化財（建造物）大場家住宅主屋及び表門保存活用計画策定支援業務委託 東京都世田谷区 (財)大場代官屋敷保存会 平成29

区指定文化財浄眞寺三仏堂耐震補強案策定業務委託 東京都世田谷区 (宗)浄眞寺 平成30

重要文化財（建造物）大場家住宅主屋及び表門実施設計及び工事監理業務委託 東京都世田谷区 (財)大場代官屋敷保存会 平成30

重要文化財（建造物）大場家住宅主屋及び表門情報発信業務委託 東京都世田谷区 (財)大場代官屋敷保存会 平成30

東京都指定有形文化財（建造物）武家屋敷門部分修理工事監修 東京都世田谷区 (宗)西澄寺 平成20

世界文化遺産（国立西洋美術館）における緩衝地帯設定に関する基礎調査業務 東京都台東区 東京都台東区 平成24

国立西洋美術館保存管理計画策定支援業務 東京都台東区
(独)国立美術館　国立西洋美
術館

平成24

国立西洋美術館本館公開のための施設整備実施計画策定支援業務 東京都台東区
(独)国立美術館　国立西洋美
術館

平成27

重要文化財（建造物）国立西洋美術館本館旧館長室復原調査等業務 東京都台東区
(独)国立美術館　国立西洋美
術館

平成27

西美旧館長室等整備工事監修 東京都台東区 清水建設㈱ 平成28

東京都立川市普濟寺国宝石幢調査・移設設計業務委託 東京都立川市 (宗)玄武山普濟寺 平成31/令和元

東京都立川市普濟寺国宝石幢調査・移設設計業務委託（令和2年度） 東京都立川市 (宗)玄武山普濟寺 令和2

本願寺築地別院修理指導 東京都中央区 ㈱三菱地所設計 平成22

中央小学校、明石小学校の校舎記録調査 東京都中央区 東京都中央区 平成22

明石小学校･幼稚園改築工事に係る(仮)監理段階における施工方針等における支援 東京都中央区 ㈱松田平田設計 平成23

重要文化財髙島屋東京店保存修理工事基本設計書作成 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成23

重要文化財髙島屋東京店保存修理工事設計監理 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成23

十思スクエア体育館記録調査 東京都中央区 東京都中央区 平成23

明正小学校の校舎調査記録 東京都中央区 東京都中央区 平成23

復興小学校の調査記録 東京都中央区 東京都中央区 平成23

明石小学校・幼稚園改築工事に係る（仮）監理段階における施工方針等における支援業務 東京都中央区 ㈱松田平田設計 平成24

重要文化財高島屋東京店保存修理工事設計監理委託業務 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成24

明正小学校の校舎調査記録業務委託 東京都中央区 東京都中央区 平成24

重要文化財高島屋東京店保存修理工事設計監理委託業務 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成25

重要文化財築地本願寺本堂屋上漏水調査等業務 東京都中央区 (宗)築地本願寺 平成26

重要文化財高島屋東京店北口庇修理工事設計監理業務 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成26

重要文化財築地本願寺本堂　屋上防水修理工事設計監理業務 東京都中央区 (宗)築地本願寺 平成27

重要文化財築地本願寺本堂　防災施設整備工事基本設計書作成業務 東京都中央区 (宗)築地本願寺 平成27

高島屋東京店保存修理等 東京都中央区 ㈱日本設計 平成27

浜離宮恩賜庭園延遼館復元基本設計 東京都中央区 東京都 平成27

高島屋日本橋店調査及び報告書作成行政協議及び調整設計アドバイス、コンサルティング業務等 東京都中央区 髙島屋スペースクリエイツ㈱ 平成28

重要文化財築地本願寺本堂等破損調査業務 東京都中央区 (宗)築地本願寺 平成28

高島屋東京店吹抜天井他調査等（天井） 東京都中央区 ㈱日本設計 平成28

高島屋東京店吹抜天井他調査等（外壁） 東京都中央区 ㈱日本設計 平成28

高島屋東京店北側外壁修理 東京都中央区 ㈱日本設計 平成28

高島屋東京店保存修理等Ｈ28 東京都中央区 ㈱日本設計 平成28

高島屋東京店西側屋上修理仕様 東京都中央区 ㈱日本設計 平成28

重要文化財築地本願寺本堂　防災施設整備工事実施設計書監理業務 東京都中央区 (宗)築地本願寺 平成29

重要文化財髙島屋東京店3工区（南側外壁）改修工事に係る文化財助言業務 東京都中央区 ㈱日本設計 平成29

髙島屋日本橋店保存修理関連工事（吹抜天井）に関する基本設計支援及び工事計画書作成業務 東京都中央区 髙島屋スペースクリエイツ㈱ 平成29

平成30年度高島屋東別館記録調査業務 東京都中央区 居住技術研究所 平成30

重要文化財髙島屋東京店保存修理工事に係る助言業務 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成30

重要文化財髙島屋東京店吹抜天井国庫補助事業保存修理工事実施設計監理業務 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成30

重要文化財髙島屋東京店吹抜天井保存修理工事実施設計監理業務 東京都中央区 ㈱髙島屋 平成30

髙島屋東京店保存活用計画書（方針）再開発事業に関する見直し業務 東京都中央区
日本橋二丁目地区市街地再
開発組合

平成30

平成29年度国史跡下布田遺跡保存活用計画策定業務委託 東京都調布市 東京都調布市 平成29

江戸城外堀跡保存管理計画策定準備に係る調査 東京都千代田区 東京都千代田区 平成17

史跡江戸城外堀跡保存管理計画策定 東京都千代田区 東京都千代田区 平成18

史跡江戸城外堀跡保存管理計画策定 東京都千代田区 東京都千代田区 平成19

博報堂調査 東京都千代田区 清水建設㈱ 平成21

丸の内2丁目計画（仮称）建築設計（実施設計） 東京都千代田区 ㈱三菱地所設計 平成21

丸の内2丁目計画（仮称）建築設計（実施設計指導） 東京都千代田区 ㈱三菱地所設計 平成22

グランドプリンスホテル赤坂旧館（旧李王家東京邸）保存管理計画調査 東京都千代田区 ㈱日建設計 平成22

博報堂旧本社屋調査 東京都千代田区 清水建設㈱ 平成22
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千代田区内文化財総合調査 東京都千代田区 東京都千代田区 平成23

丸の内2丁目計画（仮称）建築設計（実施設計）業務 東京都千代田区 ㈱三菱地所設計 平成23

桜田門基礎調査 東京都千代田区 環境省自然環境局 平成23

皇居外苑「旧江戸城外桜田門」保存修理工事実施設計 東京都千代田区 環境省自然環境局 平成23

常磐橋調査点検 東京都千代田区 東京都千代田区 平成23

常磐橋調査点検業務（第727号） 東京都千代田区 東京都千代田区 平成24

常磐橋安全対策工事監理業務（第322号） 東京都千代田区 東京都千代田区 平成24

西武プロパティーズ／紀尾井町一丁目再開発計画実施設計 東京都千代田区 ㈱日建設計 平成24

皇居外苑「旧江戸城外桜田門」保存修理工事実施設計業務 東京都千代田区 環境省自然環境局 平成24

皇居外苑「旧江戸城外桜田門」保存修理工事監理業務 東京都千代田区 環境省自然環境局 平成24

皇居外苑「旧江戸城外桜田門」保存修理工事監理業務 東京都千代田区 環境省自然環境局 平成25

重要文化財「旧近衛師団司令部庁舎」保存修理計画作成業務 東京都千代田区
(独)国立美術館　東京国立近
代美術館

平成25

千代田区立九段小学校・幼稚園整備基本設計 東京都千代田区 ㈱久米設計 平成25

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋解体復旧工事設計業務・解体工事監理業務（第715号） 東京都千代田区 東京都千代田区 平成25

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋復旧工事設計監理業務（第718号） 東京都千代田区 東京都千代田区 平成26

千代田区立九段小学校・幼稚園施設整備実施設計業務仕様・形状・記録調査 東京都千代田区 ㈱久米設計 平成26

千代田区立九段小学校・幼稚園施設整備実施設計業務実施設計に関する技術的助言 東京都千代田区 ㈱久米設計 平成26

紀尾井町プロジェクト旧グランドプリンスホテル赤坂旧館調査協力業務 東京都千代田区 ㈱西武プロパティーズ 平成26

区立九段小学校・幼稚園施設整備改修工事に係る調査業務 東京都千代田区 ㈱久米設計 平成27

常磐橋修理工事に伴う専門委員会運営協力に係る業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成28

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋基礎部掘削工事監理等業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成28

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋復旧工事Ⅱ期監理等業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成28

千代田区立九段小学校・幼稚園改築工事監理等業務 東京都千代田区 ㈱久米設計 平成29

常磐橋修理工事に伴う専門委員会運営協力に係る業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成29

常磐橋修理工事に伴う専門委員会運営協力に係る業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成30

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋修理工事報告書作成業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成30

国指定史跡常盤橋門跡保存活用計画策定等支援業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成30

国指定史跡常盤橋門跡整備計画策定等支援業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成30

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋復旧工事Ⅱ期監理等業務（追加） 東京都千代田区 東京都千代田区 平成31/令和元

常磐橋復旧工事に伴う委員会運営業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成31/令和元

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋修理工事報告書作成業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成31/令和元

国指定史跡常盤橋門跡整備計画策定等支援業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成31/令和元

常盤橋公園設計業務 東京都千代田区 東京都千代田区 平成31/令和元

国指定史跡常盤橋門跡常磐橋修理工事報告書作成業務 東京都千代田区 東京都千代田区 令和2

常盤橋公園暫定整備修正設計業務 東京都千代田区 東京都千代田区 令和2

常盤橋公園出土品展示施設整備工事設計業務 東京都千代田区 東京都千代田区 令和3

常磐橋修理工事に伴う専門委員会運営協力及び報告書作成業務 東京都千代田区 東京都千代田区 令和3

国指定史跡常盤橋門跡保存活用計画・整備計画策定等支援業務 東京都千代田区 東京都千代田区 令和3

学習院大学南1号館耐震補強改修工事　設計監理業務 東京都豊島区 ㈱三菱地所設計 平成24

重要文化財築地本願寺本堂保存活用計画策定業務委託 東京都中央区 築地本願寺 平成31/令和元

重要文化財築地本願寺本堂耐震診断事業技術指導業務委託 東京都中央区 築地本願寺 平成31/令和元

重要文化財築地本願寺本堂保存修理調査工事設計監理業務 東京都中央区 築地本願寺 令和3

国史跡下布田遺跡整備基本計画策定等業務委託 東京都調布市 東京都調布市 平成31/令和元

国史跡下布田遺跡整備基本計画策定等業務委託 東京都調布市 東京都調布市 令和2

野方配水塔登録有形文化財手続きに係る書類作成等 東京都中野区 東京都中野区 平成21

野方配水塔登録有形文化財手続きに係る書類作成等 東京都中野区 東京都中野区 平成22

東京都指定名勝哲学堂公園四聖堂調査及び修復実施設計業務委託 東京都中野区 東京都中野区 平成27

東京都指定名勝哲学堂公園絶対城・三学亭調査及び修復実施設計業務委託 東京都中野区 東京都中野区 平成28

東京都指定名勝哲学堂公園四聖堂修復工事に伴う工事監理等業務委託 東京都中野区 東京都中野区 平成28

東京都指定名勝哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事に伴う工事監理等業務委託 東京都中野区 東京都中野区 平成29

東京都指定名勝哲学堂公園宇宙館・哲理門調査及び修復実施設計業務委託 東京都中野区 東京都中野区 平成29

東京都指定名勝哲学堂公園宇宙館・哲理門修復工事に伴う工事監理等業務委託 東京都中野区 東京都中野区 平成30

田無神社防災工事技術指導 東京都西東京市 (宗)田無神社 平成23

市内文化財調査（清水建設社宅地内建造物調査） 東京都西東京市 東京都西東京市 平成23

田無神社保存修理工事技術指導業務委託 東京都西東京市 (宗)田無神社 平成24

滝山公園（国史跡滝山城跡）基本計画 東京都八王子市 東京都 昭和61

国史跡八王子城跡保存整備基本構想 東京都八王子市 東京都八王子市 昭和61

滝山公園（国史跡滝山城跡）地形測量監理 東京都八王子市 東京都 昭和62

国史跡八王子城跡保存整備基本計画 東京都八王子市 東京都八王子市 昭和62

絹糸商屋敷跡石垣工事施工監理 東京都八王子市 東京都八王子市 昭和63

国史跡八王子城跡環境整備基本計画・一部実施設計 東京都八王子市 東京都八王子市 昭和63

国史跡八王子城跡環境整備工事施工監理 東京都八王子市 東京都八王子市 平成元

北条氏照墓標周辺整備工事設計 東京都八王子市 東京都八王子市 平成2

国史跡八王子城跡環境整備工事施工監理 東京都八王子市 東京都八王子市 平成2

国史跡八王子城跡入口広場整備施工監理等 東京都八王子市 東京都八王子市 平成3

国史跡八王子城跡石垣等維持工設計・監理 東京都八王子市 東京都八王子市 平成4

都指定有形文化財（建造物）高倉（六脚倉）解体保存設計 東京都八丈町 東京都八丈町 平成19

都指定有形文化財（建造物）高倉（六脚倉）解体保存工事監理 東京都八丈町 東京都八丈町 平成19

東京都文化財保存事業高倉（六脚倉）組立工事設計・監理等 東京都八丈町 東京都八丈町 平成20

国登録有形文化財八丈島歴史民俗資料館（旧八丈支庁庁舎）文化財保存活用計画策定業務委託 東京都八丈町 東京都八丈町 平成31/令和元

登録有形文化財建造物旧東京都八丈支庁（八丈島歴史民俗資料館）保存活用計画策定支援業務
（耐震診断業務及び補強案検討業務）委託

東京都八丈町 東京都八丈町 令和2

登録有形文化財八丈島歴史民俗資料館（旧八丈支庁庁舎）改修工事実施設計技術協力業務委託 東京都八丈町 東京都八丈町 令和3
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府中市内古民家建造物調査 東京都府中市 東京都府中市 平成31/令和元

府中市内古民家建造物調査委託(その2) 東京都府中市 東京都府中市 令和2

府中市内古民家保存活用計画策定業務委託 東京都府中市 東京都府中市 令和3

東京都指定名勝旧安田楠雄邸庭園保存管理計画策定 東京都文京区 (財)日本ナショナルトラスト 平成11

東京都指定有形文化財和敬塾本館(旧細川候爵邸)保存活用計画策定業務 東京都文京区 (財)和敬塾 平成17

湯島聖堂仰高門改修工事実施設計・工事監理 東京都文京区 (公財)斯文会 平成18

旧細川候爵邸(和敬塾本館)解体修理工事監理・実施設計 東京都文京区 (財)和敬塾 平成18

史跡湯島聖堂入徳門並びに透塀改修工事実施設計及び工事監理 東京都文京区 (公財)斯文会 平成19

都指定有形文化財（建造物）旧細川侯爵邸（和敬塾本館）緊急解体修理事業における保存修理工
事監理

東京都文京区 (財)和敬塾 平成19

湯島聖堂明神門並びに練塀改修工事実施設計並びに工事監理 東京都文京区 (公財)斯文会 平成20

史跡湯島聖堂震災復旧工事実施設計・工事監理業務委託（史跡湯島聖堂史跡等・登録記念物・歴
史の道保存整備事業）

東京都文京区 (公財)斯文会 平成23

史跡湯島聖堂震災復旧工事実施設計並びに工事監理業務委託 東京都文京区 (公財)斯文会 平成24

和敬塾本館（旧細川公爵邸）保存修理実施計画策定支援業務 東京都文京区 (財)和敬塾 平成24

史跡湯島聖堂震災復旧工事実施設計並びに工事監理業務委託 東京都文京区 (公財)斯文会 平成25

小石川後楽園施設整備基本設計 東京都文京区 東京都 平成29

小石川後楽園唐門復元整備実施設計 東京都文京区 東京都 平成30

小石川後楽園唐門復元整備工事監理業務 東京都文京区 東京都 平成31/令和元

小石川後楽園唐門復元整備工事報告書作成委託 東京都文京区 東京都 令和2

小石川後楽園唐門復元整備工事報告書作成委託（その2） 東京都文京区 東京都 令和3

小石川後楽園唐門脇塀復元基本設計 東京都文京区 東京都 令和3

本町田遺跡縄文・弥生復原住居設計 東京都町田市 東京都 昭和45-50

細野喜代四郎書斎建築調査 東京都町田市 東京都町田市 平成13

白洲次郎・正子旧宅調査 東京都町田市 東京都町田市 平成13

田端環状積石遺構史跡公園整備基本計画策定 東京都町田市 東京都町田市 平成14

重要文化財旧永井家住宅保存管理計画策定 東京都町田市 東京都町田市 平成14

東京都史跡田端遺跡基本設計・環状積石周辺実施設計 東京都町田市 東京都町田市 平成15

東京都史跡青木家屋敷保存管理計画策定 東京都町田市 青木家 平成15

都史跡田端遺跡遺構保存工事実施設計委託 東京都町田市 東京都町田市 平成16

重要文化財旧永井家住宅防災施設工事に伴う実施設計業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成16

田端遺跡遺構復元監理業務 東京都町田市 東京都町田市 平成17

細野喜代四郎書斎解体保存工事実施設計・工事監理業務 東京都町田市 東京都町田市 平成17

町田市指定史跡旧白洲邸「武相荘」保存管理計画策定業務 東京都町田市 ㈱こうげい 平成17

白洲次郎・正子旧宅「武相荘」保存修理設計監理 東京都町田市 ㈱こうげい 平成18

本町田遺跡保存管理計画策定 東京都町田市 東京都町田市 平成18

旧永井家住宅保存活用計画改定業務 東京都町田市 東京都町田市 平成18

都史跡本町田遺跡整備基本設計 東京都町田市 東京都町田市 平成19

本町田遺跡縄文住居復元工事実施設計 東京都町田市 東京都町田市 平成20

縄文住居復元及び弥生住居解体工事監理 東京都町田市 東京都町田市 平成20

町田市指定文化財長福寺文殊堂保存修理工事設計・監理業務 東京都町田市 (宗)長福寺 平成20

河井家記録保存 東京都町田市 東京都町田市 平成20

旧永井家住宅保存改修工事実施設計 東京都町田市 東京都町田市 平成20

本町田遺跡弥生住居復元工事実施設計 東京都町田市 東京都町田市 平成21

本町田遺跡弥生住居復元工事監理 東京都町田市 東京都町田市 平成21

本町田遺跡復元住居外構工事実施設計 東京都町田市 東京都町田市 平成22

重要文化財旧永井家住宅保存修理工事監理 東京都町田市 東京都町田市 平成22

（仮称）本町田遺跡休憩施設新築工事監理 東京都町田市 東京都町田市 平成23

旧永井家住宅保存改修工事監理 東京都町田市 東京都町田市 平成23

旧荻野家住宅保存管理計画策定業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成24

本町田遺跡復旧再整備事業 終報告書作成業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成25

都史跡西谷戸横穴墓群保存管理計画策定業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成25

町田市指定文化財清水寺観音堂・鐘桜・水屋保存修理工事監理業務 東京都町田市 (宗)清水寺 平成25

旧荻野家住宅耐震診断及び補強計画書作成業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成25

西谷戸横穴墓群保存処理調査業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成26

旧荻野家住宅保存修理工事実施設計業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成26

旧荻野家住宅保存修理工事監理業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成26

村野常右衛門生家現況調査業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成26

西谷戸横穴墓群整備工事実施設計業務委託 東京都町田市 東京都町田市 平成27

協働会館の改修に係る経費調査 東京都港区 東京都港区 平成21

迎賓館改修（10）建築工事の東門の屋根等改修における助言 東京都港区 ㈱竹中工務店 平成22

区指定文化財旧協働会館の保存修理・活用整備に係る基礎調査 東京都港区 東京都港区 平成22

グランドプリンスホテル赤坂旧館（旧李王家東京邸）保存管理計画書作成に伴う調査 東京都港区 ㈱日建設計 平成23

迎賓館改修（10）建築工事の東門の屋根等改修における助言 東京都港区 ㈱竹中工務店 平成23

旧協働会館保存・利活用のための整備計画策定支援業務委託 東京都港区 東京都港区 平成26

重要文化財慶応義塾図書館近代化遺産等重点保存修理事業設計監理委託業務（平成28年度分） 東京都港区 (学)慶應義塾 平成28

重要文化財慶応義塾図書館近代化遺産等重点保存修理事業設計監理委託業務(平成29年度分) 東京都港区 (学)慶應義塾 平成29

浅野長矩墓及び夫人墓（保存修理）事業に係る基本設計 東京都港区 (宗)泉岳寺 平成30

重要文化財慶応義塾図書館近代化遺産等重点保存修理事業設計監理委託業務(平成30年度分) 東京都港区 (学)慶應義塾 平成30

ＢＣＣハウス予備調査監修 東京都港区 ㈱メグロ建築研究所 平成30

重文慶応義塾図書館建造物保存修理事業設計監理委託業務（平成31年度分） 東京都港区 (学)慶應義塾 平成31/令和元

御成門調査業務（その1） 東京都港区 ㈱西武プロパティーズ 平成31/令和元

浅野長矩墓および夫人墓復旧（保存修理）事業に係る保存修理計画策定 東京都港区 泉岳寺 平成31/令和元

浅野長矩墓および夫人墓復旧（保存修理）事業に係る保存修理工事報告書作成業務委託 東京都港区 泉岳寺 令和2
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都指定有形民俗文化財武蔵野（野川流域）の水車経営農家に関する保存調査 東京都三鷹市 東京都 平成19

武蔵野（野川流域）の水車経営農家復旧工事設計・監理 東京都三鷹市 東京都三鷹市 平成20

武蔵野（野川流域）の水車経営農家復旧工事設計監理指導 東京都三鷹市 東京都三鷹市 平成21

祐天寺住宅新築工事設計監理業務 東京都目黒区 CarlaPatriziaVaccari 平成29

登録有形文化財祐天寺表門耐震補強等工事技術指導業務 東京都目黒区 (宗)祐天寺 令和2

平成27年度東京都近代化遺産総合調査委託 東京都 東京都 平成27

平成28年度東京都近代化遺産総合調査委託 東京都 東京都 平成28

東京都近代和風建築総合調査 東京都 東京都 平成18

東京都近代和風建築総合調査 東京都 東京都 平成19

東京都近代和風建築総合調査 東京都 東京都 平成20

東京都指定有形文化財（建造物）基礎診断調査 東京都 東京都 平成22

東京都指定有形文化財（建造物）基礎診断調査 東京都 東京都 平成23

東京都近代化遺産総合調査 東京都 東京都 平成24

東京都指定有形文化財（建造物）予備診断調査委託 東京都 東京都 平成24

東京都指定有形文化財（建造物）予備診断調査委託 東京都 東京都 平成25

東京都近代化遺産総合調査 東京都 東京都 平成25

平成26年度東京都近代化遺産総合調査委託 東京都 東京都 平成26

令和元年度神奈川県指定文化財本禅寺本堂耐震診断・補強案策定・実施設計業務 神奈川県厚木市 (宗)本禅寺 平成31/令和元

令和2年度神奈川県指定重要文化財本禅寺本堂　工事監理業務 神奈川県厚木市 (宗)本禅寺 令和2

令和3年度神奈川県指定重要文化財本禅寺本堂　工事監理業務 神奈川県厚木市 (宗)本禅寺 令和3

国史跡相模国分寺跡環境整備基本設計 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成4

国史跡相模国分寺塔跡地区環境整備実施設計 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成5

史跡相模国分寺塔跡基壇復原工事監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成6

史跡相模国分寺塔跡地区整備工事施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成7

史跡相模国分寺跡環境整備工事実施設計・監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成8

史跡相模国分寺中門跡・廊跡整備工事実施設計・監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成9

相模国分寺中門跡・廊跡地区環境整備工事施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成10

史跡相模国分寺跡環境整備工事実施設計・施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成11

史跡相模国分寺跡僧坊跡地区環境整備工事施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成12

史跡相模国分寺跡僧坊跡地区環境整備工事施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成13

史跡相模国分寺跡環境整備工事設計・施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成14

史跡相模国分寺跡環境整備設計 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成15

史跡相模国分寺跡環境整備工事実施設計及び工事監理業務 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成17

史跡相模国分寺跡金堂跡地区環境整備工事実施設計 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成19

史跡相模国分寺跡金堂跡地区環境整備工事監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成19

史跡相模国分寺跡環境整備報告書作成 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成19

史跡相模国分寺跡金堂跡地区環境整備工事実施設計更正・施工監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成20

史跡相模国分寺跡環境整備工事実施設計 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成21

史跡相模国分寺跡環境整備工事監理 神奈川県海老名市 神奈川県海老名市 平成21

史跡小田原城跡銅門石垣崩落調査 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成6

史跡小田原城跡銅門桝形石垣復旧工事実施設計・監理 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成7

史跡小田原城跡御用米曲輪実施設計 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成22

小田原城天守閣耐震改修等に関する基礎調査 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成23

史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備追加設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成24

小田原城天守閣耐震診断及び耐震改修基本計画策定業務 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成24

史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成25

平成26年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成26

平成27年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成27

史跡小田原城跡住吉橋保存修理工事実施設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成27

平成２８年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成28

史跡小田原城跡住吉橋保存修理工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成28

小田原城址公園巨松支柱安全性確認業務 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成29

平成29年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事実施設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成29

平成29年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成29

平成30年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成30

平成30年度史跡小田原城跡御用米曲輪戦国期～江戸期整備基本設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成30

平成30年度史跡小田原城跡御用米曲輪江戸期整備実施設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成30

小田原城本丸広場等便所整備基本計画等策定業務 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成31/令和元

小田原城本丸広場等便所新設及び改修工事実施設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 平成31/令和元

令和2年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 令和2

令和3年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事（近世整備範囲）実施設計業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 令和3

令和3年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事監理業務委託 神奈川県小田原市 神奈川県小田原市 令和3

名勝瑞泉寺庭園保存修理工事設計・監理 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 昭和59

名勝瑞泉寺庭園保存修理工事設計・監理 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 昭和60

国史跡永福寺跡保存整備基本構想 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成5

史跡永福寺跡保存整備基礎調査 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成6

史跡永福寺跡保存整備基本計画 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成7

史跡永福寺跡保存整備基本計画 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成8

史跡永福寺跡保存整備基本設計 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成9

史跡永福寺整備事業林相改良工事実施設計・工事監理 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成13

史跡永福寺跡西ヶ谷地区実施設計 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成14

史跡永福寺跡西ヶ谷地区工事監理 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成15

史跡建長寺境内保存管理計画策定準備等業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成16

史跡永福寺跡西側山林遊歩道整備実施設計・工事監理業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成16
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史跡建長寺境内保存管理計画策定等業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成17

史跡瑞泉寺境内保存管理計画策定準備等業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成17

史跡覚園寺境内保存管理計画策定準備等業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成17

史跡鎌倉大仏殿跡保存管理計画策定準備等業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成17

史跡永福寺跡西側山林遊歩道整備実施設計・工事監理業務 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成17

史跡永福寺跡樹林防災工事設計監理 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成18

史跡瑞泉寺境内保存管理計画策定 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成18

史跡覚園寺境内保存管理計画策定 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成18

史跡鎌倉大仏殿跡保存管理計画策定 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成18

史跡仏法寺跡他保存管理計画策定 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成18

史跡永福寺跡保存管理計画関連図面作成等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成19

史跡仏法寺他跡保存管理計画策定等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成19

史跡寿福寺境内保存管理計画策定準備等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成19

史跡円覚寺境内保存管理計画策定準備等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成19

国指定建造物基礎資料作成等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成19

国指定史跡寿福寺境内保存管理計画策定等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成20

国指定史跡円覚寺境内保存管理計画策定等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成20

史跡円覚寺境内保存管理計画策定等 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉市 平成21

高徳院国宝銅造阿弥陀如来坐像修理事業に伴う事前準備に係る業務 神奈川県鎌倉市 (宗)高徳院 平成24

高徳院国宝銅造阿弥陀如来坐像修理事業に伴う事前準備に係る業務 神奈川県鎌倉市 (宗)高徳院 平成25

平成26年度 高徳院 国宝銅造阿弥陀如来坐像修理事業に伴う事前準備に係る業務委託 神奈川県鎌倉市 (宗)高徳院 平成26

平成26年度 高徳院 国宝銅造阿弥陀如来坐像調査修理関連資料デジタル化業務委託 神奈川県鎌倉市 (宗)高徳院 平成26

平成27年度国宝銅造阿弥陀如来坐像保存修理に係る素屋根実施設計・監理業務委託 神奈川県鎌倉市 (宗)高徳院 平成27

(仮)国宝銅造阿弥陀如来坐像保存修理及び調査研究監理業務委託 神奈川県鎌倉市 (独)東京文化財研究所 平成27

（仮称）旧鎌倉近美建物利活用基本計画　歴史調査業務その１ 神奈川県鎌倉市 ㈱坂倉建築研究所 平成28

平成29年度高徳院国宝銅造阿弥陀如来坐像文化庁所蔵資料撮影委託業務 神奈川県鎌倉市 (宗)高徳院 平成29

神奈川県史跡馬絹古墳保存整備資料収集分析調査 神奈川県川崎市 神奈川県川崎市 平成元

川崎市役所本庁舎等建替えに係る記録調査業務委託 神奈川県川崎市 神奈川県川崎市 平成27

平成28年度川崎市役所本庁舎等建替えに係る記録調査業務委託 神奈川県川崎市 神奈川県川崎市 平成28

国史跡橘樹官衙遺跡群保存整備事業（第1期）基本設計業務委託 神奈川県川崎市 神奈川県川崎市 令和2

国史跡橘樹官衙遺跡群保存整備事業（第1期）実施設計業務委託 神奈川県川崎市 神奈川県川崎市 令和3

史跡相模国分寺跡環境整備計画変更計画書作成業務 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 平成16

史跡相模国分寺跡環境整備工事実施設計及び工事監理業務 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 平成16

史跡勝坂遺跡整備実施設計 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 平成20

史跡勝坂遺跡復元建物等建設工事監理 神奈川県相模原市 神奈川県相模原市 平成21

国指定史跡長柄桜山古墳群整備基本計画策定 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成20

史跡長柄桜山古墳群整備基本計画策定 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成21

史跡長柄桜山古墳群整備基本計画策定 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成22

国指定史跡長柄桜山古墳群第1号墳(逗子市域)整備工事実施設計 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成23

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成24

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成25

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成26

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成27

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成28

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成29

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成30

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 平成31/令和元

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 令和2

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（逗子市域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県逗子市 神奈川県逗子市 令和3

元箱根石仏群史跡公園化保存整備基本計画 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成2

元箱根石仏・石塔群保存整備事業基本設計 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成3

重要文化財・史跡元箱根石仏・石塔群保存整備設計・監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成4

重要文化財史跡元箱根石仏石塔群保存整備実施設計・工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成5

重要文化財史跡元箱根石仏石塔群保存整備実施設計・監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成6

重要文化財史跡元箱根石仏石塔群保存整備実施設計・監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成7

東光庵整備調査復原検討図作成 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成7

重要文化財史跡元箱根石仏石塔群保存整備実施設計・監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成8

史跡箱根関所跡保存整備事業資料収集・分析 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成8

重要文化財史跡元箱根石仏石塔群保存整備工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成9

箱根旧街道畑宿一里塚保存整備実施設計 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成9

登録有形文化財建造物富士屋ホテル保存修理技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成9

（仮称）箱根神社収蔵庫設計 神奈川県箱根町 (宗)箱根神社 平成10

箱根旧街道畑宿一里塚保存整備工事設計監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成10

東光庵保存整備実施設計 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成10

史跡箱根関跡保存整備基本計画 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成10

登録有形文化財建造物富士屋ホテル保存修理技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成10

(仮称)箱根神社収蔵庫工事監理 神奈川県箱根町 (宗)箱根神社 平成11

東光庵保存整備工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成11

史跡箱根関跡保存整備事業遺構構造調査基本設計 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成11

登録文化財富士屋ホテル食堂保存修理事業技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成12

（仮称）箱根神社収蔵庫工事監理 神奈川県箱根町 (宗)箱根神社 平成12

史跡箱根関跡保存整備実施設計 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成12

登録文化財富士屋ホテル食堂保存修理事業技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成13

史跡箱根関跡保存整備工事実施設計・工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成13
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東光庵保存整備工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成13

登録文化財白雲洞茶苑不染庵建造物保存修理技術指導 神奈川県箱根町 箱根登山鉄道㈱ 平成14

史跡箱根関跡保存整備実施設計・工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成14

史跡箱根関跡保存整備実施設計等 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成15

登録文化財奈良屋旅館1.2号別館建造物保存修理事業基本設計技術指導 神奈川県箱根町 ㈱鈴廣蒲鉾本店 平成16

登録文化財千世倭棲建造物保存修理事業基本設計技術指導 神奈川県箱根町 ㈱鈴廣蒲鉾本店 平成16

登録文化財白雲洞茶苑対字斎保存修理技術指導 神奈川県箱根町 箱根登山鉄道㈱ 平成16

登録文化財福住旅館別荘主屋建造物保存修理事業技術指導委託 神奈川県箱根町 福住旅館　福住治彦 平成16

史跡箱根関跡保存整備事業箱根関跡保存整備工事実施設計等委託 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成16

登録有形文化財奈良屋旅館1・2号別館建造物保存修理事業技術指導業務 神奈川県箱根町 ㈱鈴廣蒲鉾本店 平成17

登録有形文化財千世倭樓建造物保存修理事業実施設計技術指導 神奈川県箱根町 ㈱鈴廣蒲鉾本店 平成17

登録有形文化財白雲洞茶苑白雲洞建造物保存修理事業技術指導業務 神奈川県箱根町 箱根登山鉄道㈱ 平成17

箱根関跡保存整備事業箱根関跡保存整備工事実施設計等 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成17

箱根関跡保存整備工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成18

芦川橋保存調査 神奈川県箱根町 小田原土木事務所 平成19

芦川橋保存修理実施設計 神奈川県箱根町 小田原土木事務所 平成19

史跡箱根関跡保存整備事業地域生活基盤形成施設工事監理 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成19

箱根関所歴史文化推進事業史跡箱根関跡完成記念誌作成 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成19

富士屋ホテル登録有形文化財（本館・食堂・西洋館１、２号館・花御殿）耐震改修基本設計の技術
指導

神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成28

富士屋ホテル 登録有形文化財（本館・食堂・西洋館１、２号館・花御殿）耐震改修実施設計の技術
指導

神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成29

富士屋ホテル 登録有形文化財（アイリー・菊華荘）耐震診断業務の技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成29

富士屋ホテル 登録有形文化財（アイリー・菊華荘）耐震化改修工事実施設計技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成30

富士屋ホテル 登録有形文化財（本館・食堂・西洋館１、２号館・花御殿）耐震改修工事監理の技術
指導

神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成30

史跡整備事業元箱根石仏群ガイダンス棟及び六道地蔵覆屋現状調査委託 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成31/令和元

箱根関所整備事業箱根関所現況調査委託 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 平成31/令和元

富士屋ホテル登録有形文化財（アイリー・菊華荘）耐震化改修工事監理技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成31/令和元

富士屋ホテル登録有形文化財報告書作成の監修業務 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 平成31/令和元

富士屋ホテル登録有形文化財（菊華荘）美観向上整備工事（令和2年度）設計技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 令和2

富士屋ホテル登録有形文化財（菊華荘）美観向上整備工事（令和2年度）工事監理技術指導 神奈川県箱根町 富士屋ホテル㈱ 令和2

史跡整備事業元箱根石仏群六道地蔵覆屋屋根修理工事実施設計委託 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 令和2

史跡整備事業元箱根石仏群六道地蔵覆屋屋根修理工事監理業務委託 神奈川県箱根町 神奈川県箱根町 令和2

桜土手古墳公園展示館基本計画・基本設計 神奈川県秦野市 神奈川県秦野市 昭和61

桜土手古墳公園整備基本計画・実施設計 神奈川県秦野市 神奈川県秦野市 昭和61

桜土手古墳公園整備工事実施設計・監理 神奈川県秦野市 神奈川県秦野市 平成元

桜土手古墳公園整備工事実施設計・監理 神奈川県秦野市 神奈川県秦野市 平成2

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳(葉山町域)整備工事実施設計 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成23

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（葉山町域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成24

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（葉山町域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成25

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（葉山町域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成26

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（葉山町域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成27

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（葉山町域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成28

国指定史跡長柄桜山古墳群第１号墳（葉山町域）整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成29

国史跡長柄桜山古墳群第１号墳整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成30

国指定史跡長柄桜山古墳群第1号墳整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 平成31/令和元

国指定史跡長柄桜山古墳群第1号墳整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 令和2

国指定史跡長柄桜山古墳群第1号墳整備工事施工監理等業務委託 神奈川県葉山町 神奈川県葉山町 令和3

東京湾要塞跡保存活用計画策定支援業務委託 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 平成28

国指定史跡東京湾要塞跡整備基本計画策定支援業務委託 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 平成29

国指定史跡東京湾要塞跡整備基本計画策定支援業務委託 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 平成30

国指定史跡東京湾要塞跡千代ケ崎砲台跡整備基本設計業務 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 平成30

国指定史跡東京湾要塞跡千代ケ崎砲台跡整備実施設計業務 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 平成31/令和元

国指定史跡東京湾要塞跡千代ケ崎砲台跡欠損部落下防止業務（遺構補修）設計監理業務 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 令和2

千代ケ崎砲台跡整備工事監理業務 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 令和2

千代ヶ崎砲台跡整備工事監理業務 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市 令和3

神奈川県史跡市ヶ尾横穴古墳群保存環境調査 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 昭和57

神奈川県史跡市ヶ尾横穴古墳群保存整備工事設計・監理 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 昭和57

（仮称）横浜考古資料館基本計画 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 昭和58

神奈川県史跡市ヶ尾横穴古墳群保存整備工事設計・監理 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 昭和58

三殿台考古館住居跡保護棟改築調査 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成2

三殿台考古館住居跡保護棟改築工事実施設計 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成3

市ヶ尾横穴古墳群保存整備事業基本構想・基本設計 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成3

市ヶ尾横穴古墳群（Ｂ群）保存整備試験施工設計・監理 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成4

市ヶ尾横穴古墳群実施設計 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成5

県史跡市ヶ尾横穴古墳群保存整備工事施工監理 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成6

開港記念会館保存活用改修工事に伴う基本設計業務委託 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成31/令和元

開港記念会館保存活用改修工事に伴う実施設計業務委託 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 令和2

開港記念会館改修工事監理業務委託（その1） 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 令和3

史跡称名寺境内朱橋現状調査委託 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 令和3

慶應義塾大学（日吉）寄宿舎改修工事設計監理 神奈川県横浜市 ㈱三菱地所設計 平成23

旧関東財務局保存活用基本設計に係る助言業務 神奈川県横浜市 横浜市建築設計共同組合 平成25

日本郵船氷川丸保存活用計画策定業務 神奈川県横浜市 日本郵船㈱ 平成28

帆船日本丸保存活用計画策定委託 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成29
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川崎市役所新本庁舎基本実施設計業務委託 神奈川県横浜市 ㈱久米設計 平成29

開港記念会館保存活用に係る基礎調査支援業務委託 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成30

帆船日本丸保存活用計画策定委託 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 平成30

街路整備工事(県単)その1 神奈川県湯河原町 神奈川県小田原土木事務所 平成17

国内比較対象リスト作成業務
神奈川県横浜市・鎌倉市・
逗子市

神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子
市世界遺産登録推進委員会

平成27

国史跡佐渡奉行所他金山関連遺跡基本構想 新潟県相川町 新潟県相川町 平成5

史跡佐渡奉行所跡保存整備基本計画 新潟県相川町 新潟県相川町 平成6

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成7

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成8

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成9

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成10

史跡佐渡奉行所跡御役所復原工事監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成10

史跡佐渡奉行所跡展示設計 新潟県相川町 新潟県相川町 平成11

史跡佐渡奉行所跡御役所復原工事監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成11

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成11

史跡佐渡奉行所跡パンフレット編集 新潟県相川町 新潟県相川町 平成12

史跡佐渡奉行所跡御役所復原工事監理　史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成12

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・工事監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成13

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事実施設計・工事監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成14

史跡佐渡奉行所跡保存整備設計監理 新潟県相川町 新潟県相川町 平成15

史跡奥山荘城館遺跡整備基本構想 新潟県黒川村 新潟県黒川村 平成13

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事監理・報告書作成業務 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成16

史跡佐渡奉行所跡保存整備工事設計監理 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成17

史跡佐渡奉行所跡他金山関連遺跡保存整備工事管理 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成18

北沢工場跡地広場及び大間港周辺整備デザイン作成 新潟県佐渡市 相川まちづくり実行委員会 平成19

「佐渡の文化的景観」グランドデザイン基本構想策定 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成19

佐渡市グランドデザイン策定業務 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成20

佐渡市歴史文化資源調査(歴史的街道周辺集落分布調査)業務 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成20

佐渡相川地区まちづくり交付金事業散策ルート整備計画等検討 新潟県佐渡市 相川まちづくり実行委員会 平成20

金子家住宅保存調査 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成21

関連文化財群調査支援 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成21

史跡佐渡金山遺跡保存管理計画策定 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成22

佐渡市歴史文化基本構想策定 新潟県佐渡市 新潟県佐渡市 平成22

「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」世界遺産登録推薦書（素案）作成支援等及び活用推進アク
ションプラン策定業務

新潟県佐渡市 新潟県 平成25

「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」世界遺産一覧表登録推薦書（原案）作成支援等業務委託 新潟県佐渡市
新潟県教育庁文化行政課世
界遺産登録推進室

平成26

「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」世界遺産一覧表登録推薦書（原案）作成支援等業務委託 新潟県佐渡市
新潟県教育庁文化行政課世
界遺産登録推進室

平成27

「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」世界遺産推薦書原案作成支援業務委託（平成28年度） 新潟県佐渡市 新潟県 平成28

新潟市運河を活かしたまちづくり 新潟県新潟市 (社)日本交通計画協会 平成18

重要文化財旧新潟税関庁舎等保存管理・活用計画策定 新潟県新潟市 新潟県新潟市 平成19

旧新潟税関庁舎等保存管理・活用計画策定支援 新潟県新潟市 新潟県新潟市 平成20

平成27年度 史跡古津八幡山遺跡保存活用計画策定支援業務委託 新潟県新潟市 新潟県新潟市 平成27

平成28年度史跡古津八幡山遺跡保存活用計画策定支援業務委託 新潟県新潟市 新潟県新潟市 平成28

名勝旧齋藤氏別邸庭園整備基本計画策定支援業務 新潟県新潟市 新潟県新潟市 平成30

名勝旧齋藤氏別邸庭園整備基本設計・実施設計業務 新潟県新潟市 新潟県新潟市 平成31/令和元

令和2年度名勝旧齋藤氏別邸庭園　庭園整備実施設計・工事監理業務 新潟県新潟市 新潟県新潟市 令和2

令和3年度名勝旧齋藤氏別邸庭園　庭園整備実施設計・工事監理業務委託 新潟県新潟市 新潟県新潟市 令和3

名勝旧齋藤氏別邸庭園建造物（四阿・境界塀）改修実施設計業務委託 新潟県新潟市 新潟県新潟市 令和3

文化財総合的把握モデル事業 市内文化財悉皆調査 富山県高岡市 富山県高岡市 平成20

文化財総合的把握モデル事業 文化財悉皆調査･構想等策定 富山県高岡市 富山県高岡市 平成21

高岡市文化財総合的把握モデル事業構想策定 富山県高岡市 富山県高岡市 平成22

旧高岡共立銀行保存活用計画策定業務委託 富山県高岡市 富山県高岡市 令和2

加賀市大聖寺地区歴史的地区環境整備調査 石川県加賀市 石川県加賀市 平成8

加賀大聖寺地区山の下寺院群景観整備基本設計 石川県加賀市 (社)日本交通計画協会 平成9

町並み・まちづくり整備事業古民家（旧久保家）基本設計 石川県加賀市 石川県加賀市 平成10

街並み・まちづくり支援施設整備事業古民家（旧久保邸）復元実施設計 石川県加賀市 石川県加賀市 平成11

まちづくり総合支援事業古民家（旧久保邸）復元工事監理 石川県加賀市 石川県加賀市 平成12

まちづくり支援事業古民家（旧久保邸）復元工事監理 石川県加賀市 石川県加賀市 平成13

古民家（旧久保邸）庭園整備工事監理 石川県加賀市 石川県加賀市 平成14

山代温泉総湯復元及び周辺整備調査 石川県加賀市 石川県加賀市 平成18

山中温泉東谷地区伝統的建造物群保存対策調査に係る集落周辺調査 石川県加賀市 石川県加賀市 平成19

山代地区総湯（復元湯）建設工事基本設計 石川県加賀市 石川県加賀市 平成19

藩邸古図の重ね図作成 石川県加賀市 石川県加賀市 平成19

山代地区総湯（復元湯）建設工事実施設計 石川県加賀市 石川県加賀市 平成20

加賀市歴史文化基本構想策定補助 石川県加賀市 石川県加賀市 平成20

第５回山代再活性化セミナー 石川県加賀市 石川県中小企業団体中央会 平成21

山代地区総湯（復元湯）建設工事監理 石川県加賀市 石川県加賀市 平成21

文化財総合的把握ﾓﾃﾞﾙ事業に係る文化財調査 石川県加賀市 石川県加賀市 平成21

山代温泉古総湯サイン設計及び備品配置計画作成 石川県加賀市 石川県加賀市 平成22

歴史文化遺産ＧＩＳデータ作成 石川県加賀市 石川県加賀市 平成22

古総湯新築工事監理 石川県加賀市 石川県加賀市 平成22
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文化財総合的把握モデル事業に係る文化財調査 石川県加賀市 石川県加賀市 平成22

加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存修理現地指導 石川県加賀市 石川県加賀市 平成22

加賀市の赤瓦系譜調査報告書作成業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成24

北前船の里資料館整備活用計画策定業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成27

旧酒谷長兵衛家住宅板塀修理工事実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成28

旧酒谷長兵衛家住宅第５・６土蔵修理工事実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成28

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸修理工事実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成28

旧酒谷長兵衛家住宅板塀修景工事実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成28

旧酒谷長兵衛家住宅塀等修理工事 石川県加賀市 ㈱マルヰ 平成29

旧酒谷長兵衛家住宅塀等修理工事監理業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成29

旧酒谷長兵衛家住宅塀等修理工事水路護岸修理に伴う三次元レーザー測量業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成29

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸災害復旧工事（その1）実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成30

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸災害復旧工事（その1）監理業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成30

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸災害復旧工事（その2）実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成30

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸災害復旧工事（その2）監理業務 石川県加賀市 石川県加賀市 平成31/令和元

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸修理工事実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 令和2

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸修理工事実施設計業務 石川県加賀市 石川県加賀市 令和3

旧酒谷長兵衛家住宅水路護岸修理工事に伴う監理業務 石川県加賀市 石川県加賀市 令和3

江沼神社庭園整備修景に係る基礎調査業務 石川県加賀市 石川県加賀市 令和3

浅野川大橋詰火の見櫓保存調査業務 石川県金沢市 石川県金沢市 平成17

金沢市文化的景観保存事業基礎調査 石川県金沢市 石川県金沢市 平成19

金沢市歴史遺産保存マスタープラン策定調査 石川県金沢市 石川県金沢市 平成19

金沢市文化的景観保存調査 石川県金沢市 石川県金沢市 平成20

金沢市歴史遺産保存マスタープラン策定 石川県金沢市 石川県金沢市 平成20

金沢市文化的景観保存調査 石川県金沢市 石川県金沢市 平成21

金沢市文化財保存活用地域計画作成業務 石川県金沢市 石川県金沢市 平成31/令和元

金沢市文化財保存活用地域計画作成業務 石川県金沢市 石川県金沢市 令和2

金沢市文化財保存活用地域計画作成業務 石川県金沢市 石川県金沢市 令和3

登録文化財戸市酒販酒造解体工事技術指導業務 石川県小松市 富沢清信 平成17

国史跡散田金谷古墳保存調査 石川県志雄町 石川県志雄町 昭和59

国史跡散田金谷古墳保存修理工事実施設計 石川県志雄町 石川県志雄町 昭和60

国史跡散田金谷古墳保存修理工事設計・監理 石川県志雄町 石川県志雄町 昭和61

国史跡散田金谷古墳保存修理工事設計・監理 石川県志雄町 石川県志雄町 昭和62

国史跡散田金谷古墳保存修理工事設計・監理 石川県志雄町 石川県志雄町 昭和63

国史跡能登国分寺跡整備基本構想 石川県七尾市 石川県七尾市 昭和58

石川県史跡院内勅使塚古墳保存修理工事実施設計 石川県七尾市 石川県七尾市 昭和59

石川県史跡院内勅使塚古墳保存修理工事工事設計・監理 石川県七尾市 石川県七尾市 昭和60

石川県史跡院内勅使塚古墳保存修理工事施工監理 石川県七尾市 石川県七尾市 昭和61

国史跡須曽蝦夷穴古墳保存整備基本構想基本計画 石川県能登島町 石川県能登島町 平成元

国史跡須曽蝦夷穴古墳保存整備保存調査及び基本設計 石川県能登島町 石川県能登島町 平成3

国史跡須曽蝦夷穴古墳保存整備工事設計・監理 石川県能登島町 石川県能登島町 平成4

須曽蝦夷穴古墳保存整備工事設計・監理 石川県能登島町 石川県能登島町 平成5

旧山岸家住宅保存活用計画策定支援業務 石川県白山市 石川県白山市 平成27

旧山岸家住宅保存活用計画策定業務 石川県白山市 石川県白山市 平成28

散田金谷古墳保存修理設計・監理 石川県宝達志水町 石川県宝達志水町 平成18

史跡散田金谷古墳保存修理事業監理 石川県宝達志水町 石川県宝達志水町 平成19

史跡散田金谷古墳修理報告書編集 石川県宝達志水町 石川県宝達志水町 平成19

まちづくり交付金事業既存建物活用事業地域交流センター基本設計業務 福井県勝山市 ㈱サンワコン 平成17

旧木下機業場(まちづくり交付金事業既存建物活用事業地域交流センター) 福井県勝山市 ㈱サンワコン 平成18

既存建造物活用事業勝山市旧機業場建設工事工事監理補助 福井県勝山市 COSMIC INTERIOR Y軸 平成19

釈迦堂遺跡博物館基本計画 山梨県一宮町・勝沼町 山梨県一宮町・勝沼町 昭和57

国史跡甲斐国分寺跡保存整備基本構想 山梨県一宮町 山梨県一宮町 昭和61

金生遺跡保存整備基本構想 山梨県大泉村 山梨県大泉村 昭和56

国史跡金生遺跡保存整備基本計画 山梨県大泉村 山梨県大泉村 昭和62

国史跡金生遺跡環境整備工事設計・監理 山梨県大泉村 山梨県大泉村 昭和63

国史跡金生遺跡環境整備工事設計・監理 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成元

国史跡金生遺跡2号集石・展示施設工事設計・監理 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成元

国史跡金生遺跡環境整備工事設計・監理 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成2

史跡谷戸城跡整備設計監理 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成15

史跡谷戸城跡整備工事平成16年度設計業務委託 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成16

史跡谷戸城跡整備工事平成16年度監理業務委託 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成16

史跡谷戸城跡保存整備工事実施設計監理 山梨県大泉村 山梨県大泉村 平成18

国史跡勝沼氏館跡保存整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 昭和59

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 昭和60

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 昭和61

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 昭和62

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 昭和63

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成元

勝沼歴史公園整備基本計画 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成2

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成2

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成3

国史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成4

史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成8

史跡勝沼氏館跡環境整備工事監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成9
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史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成10

史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成11

史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成12

史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計・監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成13

史跡勝沼氏館跡環境整備工事設計監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成14

史跡勝沼氏館跡環境整備設計監理 山梨県勝沼町 山梨県勝沼町 平成15

舞鶴城石垣調査 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成元

舞鶴城石垣復原工事設計・監理 山梨県甲府市 山梨県 平成2

舞鶴城石垣復原工事設計・監理 山梨県甲府市 山梨県 平成3

舞鶴城石垣復原工事設計・監理 山梨県甲府市 山梨県 平成4

舞鶴城石垣復原工事監理指導（都市公園建設事業） 山梨県甲府市 山梨県 平成5

舞鶴城公園文化財調査 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成6

舞鶴城整備工事施工監理 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成6

経塚古墳整備実施設計 山梨県甲府市 甲府土木林務課 平成6

県史跡舞鶴城整備工事施工監理 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成7

県史跡舞鶴城整備工事施工指導 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成8

県史跡舞鶴城内建造物等基礎調査 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成8

県史跡舞鶴城整備工事設計・施工指導 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成9

県史跡舞鶴城石垣復元施工監理 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成10

舞鶴城公園施工管理業務 山梨県甲府市 山梨県甲府土木 平成11

舞鶴城公園施工監理業務 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成12

国道140号パース作成（道路関連古墳整備工事企画） 山梨県甲府市
山梨県新環状・西関東道路建
設事務所

平成13

甲府城山手曲輪跡歴史公園（建築）設計 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成15

歴史公園（建築・土木）設計業務委託 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成16

甲府市歴史公園築造工事施工監理業務 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成17

甲府市歴史公園築造工事施工監理 山梨県甲府市
山梨県甲府市・山梨県甲府土
木

平成18

史跡武田氏館跡大手門周辺ゾーン第2次工事に伴う実施設計 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成19

史跡武田氏館跡大手門周辺ゾーン整備工事（第４次）実施設計 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成22

史跡武田氏館跡大手門周辺ゾーン整備工事（第5次）実施設計 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成23

史跡武田氏館跡西曲輪ゾーン整備工事（第1次）実施設計 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成23

史跡武田氏館跡整備事業基本計画見直し等業務 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成24

史跡武田氏館跡西曲輪ゾーン修理工事（第1次）設計監理 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成24

史跡武田氏館跡西曲輪南側枡形虎口保存修理工事実施設計 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成24

史跡武田氏館跡西曲輪ゾーン修理工事（第２次）設計監理 山梨県甲府市 山梨県甲府市 平成25

史跡甲府城跡保存活用計画策定業務 山梨県甲府市 山梨県 平成31/令和元

地域振興県道整備事業 山梨県韮崎地区 山梨県韮崎土木 平成8

国道橋りょう改築事業国道140号調査（平林2号墳） 山梨県笛吹市 西関東道路建設事務所 平成10

平林２号墳国道140号設計業務 山梨県笛吹市
山梨県新環状・西関東道路建
設事務所

平成15

甲斐国分寺・甲斐国分尼寺跡保存整備基本構想策定 山梨県笛吹市 山梨県笛吹市 平成18

史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡整備に関する調査業務 山梨県笛吹市 山梨県笛吹市 平成26

富士吉田口登山道活用整備実施計画・実施設計 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成9

富士山吉田口登山道整備活用工事設計監理 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成10

富士山吉田口登山道整備活用工事設計監理 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成11

富士吉田口登山道整備活用工事設計監理 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成12

富士吉田口登山道保存整備工事設計監理 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成13

富士吉田口登山道保存整備工事設計監理 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成14

歴史の道・富士山吉田口登山道保存整備工事監理 山梨県富士吉田市 山梨県富士吉田市 平成15

史跡谷戸城保存整備工事設計監理業務 山梨県北杜市 山梨県北杜市 平成17

史跡谷戸城跡保存整備工事設計監理 山梨県北杜市 山梨県北杜市 平成19

平成26年度施工山中湖村平野古民家利活用方針検討 山梨県山中湖村 ㈲イー・エー・ユー 平成26

平成27年度施工山中湖村　平野古民家デザイン監理・調整業務 山梨県山中湖村 ㈲イー・エー・ユー 平成27

竜塚古墳保存整備基本構想策定業務 山梨県八代町 山梨県八代町 平成16

飯山城跡石垣調査及び修理計画 長野県飯山市 長野県飯山市 平成13

飯山城跡石垣修理工事設計監理 長野県飯山市 長野県飯山市 平成14

史跡高遠城跡大手坂周辺整備設計監理 長野県伊那市 長野県伊那市 平成19

史跡高遠城跡三ノ丸御普請役所跡石垣整備工事設計・監理 長野県伊那市 長野県伊那市 平成20

平成26年度史跡高遠城跡三ノ丸北側斜面整備工事設計業務 長野県伊那市 長野県伊那市 平成26

史跡信濃国分寺跡保存整備基本計画 長野県上田市 長野県上田市 平成14

史跡信濃国分寺跡保存整備基本計画策定 長野県上田市 長野県上田市 平成15

史跡上田城跡整備基本計画改訂 長野県上田市 長野県上田市 平成22

重要文化財旧常田館製糸場施設保存活用計画策定支援業務委託 長野県上田市 笠原工業㈱ 平成25

重要文化財旧常田館製糸場施設保存活用計画策定支援業務委託（平成26年度） 長野県上田市 笠原工業㈱ 平成26

上田市歴史文化基本構想策定支援業務 長野県上田市 長野県上田市 平成28

上田市歴史文化基本構想策定支援業務 長野県上田市 長野県上田市 平成29

上田市歴史文化基本構想策定支援業務 長野県上田市 長野県上田市 平成30

上田市文化財保存活用地域計画策定支援業務 長野県上田市 長野県上田市 令和2

上田市文化財保存活用地域計画策定支援業務 長野県上田市 長野県上田市 令和3

史跡上田城跡保存活用計画策定支援業務 長野県上田市 長野県上田市 令和3

軽井沢内歴史的建造物における登録文化財資料作成 長野県軽井沢町 軽井沢ナショナルトラスト 平成18

軽井沢町内の歴史的建造物における登録文化財物件（旧軽井沢ハウス（旧松方ハル別荘））情報
提出に関する必要書類作成

長野県軽井沢町 軽井沢ナショナルトラスト 平成22

登録有形文化財旧ライシャワー別荘建造物修理設計監理技術指導業務 長野県軽井沢町 志村壽美子 平成27
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平成26年度史跡龍岡城跡北側稜堡石垣修理工事基本設計業務 長野県佐久市 長野県佐久市 平成26

平成26年度史跡龍岡城跡北側稜堡石垣修理工事設計業務 長野県佐久市 長野県佐久市 平成26

平成26年度史跡龍岡城跡北側稜堡石垣修理工事設計業務 長野県佐久市 長野県佐久市 平成27

国史跡森将軍塚古墳保存整備保存調査・基本計画 長野県更埴市 長野県更埴市 昭和58

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 昭和59

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 昭和60

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 昭和61

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 昭和63

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 平成元

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 平成2

国史跡森将軍塚古墳保存整備工事設計・監理 長野県更埴市 長野県更埴市 平成3

史跡平出遺跡整備基本計画 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成13

史跡平出遺跡整備基本設計・実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成14

史跡平出遺跡整備実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成15

登録文化財巣山家住宅修理設計監理技術指導 長野県塩尻市 巣山家 平成15

史跡平出遺跡整備基本・実施設計及び工事監理業務委託 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成16

史跡平出遺跡整備実施設計及び工事管理業務 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成17

平出遺跡ガイダンス施設建築工事監理 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成18

史跡平出遺跡古代の農村地区基本及び実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成18

史跡平出遺跡環境整備実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成19

史跡平出遺跡復元住居建築工事監理 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成19

史跡平出遺跡発掘調査区域測量 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成19

史跡平出遺跡環境整備実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成20

史跡平出遺跡復元建物建築工事監理 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成20

史跡平出遺跡発掘調査区域測量 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成20

史跡平出遺跡環境整備実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成21

史跡平出遺跡復元住居建築工事監理 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成21

史跡平出遺跡環境整備実施設計 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成22

史跡平出遺跡環境整備工事監理 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成22

史跡平出遺跡環境整備工事監理 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成23

平出遺跡発掘整備報告書編集業務委託 長野県塩尻市 長野県塩尻市 平成24

史跡高遠城跡環境整備基本計画策定 長野市高遠町 長野市高遠町 平成11

史跡高遠城跡整備平成16年度実施計画策定業務 長野県高遠町 長野県高遠町 平成16

史跡高遠城跡三ノ丸北側斜面整備設計監理委託業務 長野県高遠町 長野県高遠町 平成17

史跡高遠城跡大手北側石垣整備設計監理 長野県高遠町 長野県高遠町 平成18

史跡埴科古墳群「森将軍塚古墳」整備事業補修工事基本設計業務 長野県千曲市 長野県千曲市 平成24

史跡埴科古墳群　森将軍塚古墳補修工事測量設計業務委託 長野県千曲市 長野県千曲市 平成25

史跡埴科古墳群　森将軍塚古墳補修工事監理業務委託 長野県千曲市 長野県千曲市 平成25

平成26年度史跡埴科古墳群森将軍塚古墳補修工事設計調整等業務委託 長野県千曲市 長野県千曲市 平成26

平成27年度史跡埴科古墳群森将軍塚古墳補修工事設計調整等業務委託 長野県千曲市 長野県千曲市 平成27

平成28年度史跡埴科古墳群森将軍塚古墳補修工事設計調整等業務委託 長野県千曲市 長野県千曲市 平成28

国史跡松代城保存調査 長野県長野市 長野県 昭和58

国史跡松代城環境整備基本計画 長野県長野市 長野県 昭和59

国史跡松代城跡整備基本設計 長野県長野市 長野県長野市 平成2

松代城史跡整備事業・実施計画 長野県長野市 長野県長野市 平成6

史跡松代城跡附新御殿跡整備工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成7

史跡松代城跡附新御殿跡環境整備工事設計・監理 長野県長野市 長野県長野市 平成8

史跡大室古墳群保存整備基本計画 長野県長野市 長野県長野市 平成8

史跡松代城跡整備工事設計・監理 長野県長野市 長野県長野市 平成9

大室古墳群史跡整備基本計画 長野県長野市 長野県長野市 平成9

史跡松代城跡整備工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成10

史跡大室古墳群整備基本計画 長野県長野市 長野県長野市 平成10

史跡松代城跡整備工事設計・工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成11

史跡大室古墳群保存整備基本設計 長野県長野市 長野県長野市 平成11

史跡松代城跡整備工事設計・工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成12

史跡大室古墳群保存整備基本設計 長野県長野市 長野県長野市 平成12

史跡松代城跡整備工事設計・工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成13

史跡大室古墳群エントランスゾーン実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成13

史跡松代城跡環境整備実施設計・工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成14

新御殿整備基本計画策定 長野県長野市 長野県長野市 平成14

史跡大室古墳群エントランスゾーン保存整備実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成14

史跡松代城跡環境整備設計監理 史跡松代城跡附新御殿跡庭園等調査 長野県長野市 長野県長野市 平成15

史跡大室古墳群保存整備実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成15

史跡松代城跡管理台帳整備業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成16

史跡新御殿跡土蔵整備工事設計監理委託 長野県長野市 長野県長野市 平成16

史跡新御殿跡公開活用施設設備検討業務 長野県長野市 長野県長野市 平成16

史跡大室古墳群246号墳環境整備工事実施設計業務 長野県長野市 長野県長野市 平成16

史跡大室古墳群246号墳環境整備工事監理業務 長野県長野市 長野県長野市 平成16

新御殿跡土蔵整備工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成17

新御殿跡付属建物修理工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成17

史跡大室古墳群235号墳養生･保存整備実施設計業務 長野県長野市 長野県長野市 平成17

史跡大室古墳群エントランスゾーン基本計画図作成業務 長野県長野市 長野県長野市 平成17

新御殿跡庭園基本計画策定 長野県長野市 長野県長野市 平成18

新御殿跡土蔵整備工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成18
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史跡松代藩主真田家墓所参道敷石整備工事設計 長野県長野市 長野県長野市 平成18

史跡大室古墳群エントランスゾーン地形復原実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成18

史跡大室古墳群235号墳整備工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成18

門前商家ちょっ蔵おいらい館破損調査 長野県長野市 長野県長野市 平成18

旧樋口家住宅改修工事基本計画・基本設計 長野県長野市 長野県長野市 平成18

史跡松代藩主真田家墓所保存整備工事設計監理 長野県長野市 (宗)長国寺 平成19

史跡松代城跡附新御殿跡庭園実施設計策定 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡松代城跡附新御殿跡六番土蔵・七番土蔵・裏門修理工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡松代城跡附新御殿跡一番土蔵調査解体工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡松代城跡附新御殿跡北長屋改修整備工事設計 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡大室古墳群エントランスゾーン地形復元工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡大室古墳群C区古墳保存整備実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡大室古墳群D区環境整備等実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成19

門前商家ちょっ蔵おいらい館主屋・土蔵修理工事設計 長野県長野市 長野県長野市 平成19

門前商家ちょっ蔵おいらい館主屋・土蔵修理工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成19

史跡松代藩主真田家墓所保存整備工事設計監理 長野県長野市 (宗)長国寺 平成20

新御殿跡庭園整備工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

新御殿跡庭園裏庭・前庭等実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成20

新御殿跡六番土蔵・七番土蔵・裏門修理工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

新御殿跡一番土蔵修理工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

新御殿跡史跡地内施設整備工事設計 長野県長野市 長野県長野市 平成20

新御殿跡四阿整備工事工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

新御殿跡表門・東土塀調査解体工事工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

史跡大室古墳群エントランスゾーン地形復元他保存整備工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

史跡大室古墳群エントランスゾーンA区古墳修理工事実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成20

門前商家ちょっ蔵おいらい館主屋・土蔵修理工事工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成20

史跡松代墓所保存整備工事設計監理 長野県長野市 (宗)長国寺 平成21

新御殿跡庭園整備工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成21

新御殿跡役人詰所解体工事実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成21

新御殿跡表門・東土塀及び便益施設工事　工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成21

新御殿跡表門・東土塀及び便益施設電気設備・機械設備工事工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成21

史跡大室古墳群ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝA・C区古墳保存修理他工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成21

史跡大室古墳群ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝA・B区他環境整備工事実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成21

史跡松代藩主真田家墓所保存整備工事設計監理 長野県長野市 (宗)長国寺 平成22

史跡新御殿跡庭園整備工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成22

史跡新御殿跡役人詰所調査解体工事監理及び修理実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成22

史跡新御殿跡表門・東土塀及び便益施設工事　工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成22

史跡大室古墳群エントランスゾーンA・C区古墳保存修理他工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成22

旧金箱家住宅整備活用計画策定 長野県長野市 長野県長野市 平成22

史跡松代藩主真田家墓所保存整備工事監理および整備事業報告書作成 長野県長野市 (宗)長国寺 平成23

新御殿跡庭園整備工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成23

新御殿跡役人詰所保存修理工事監理 長野県長野市 長野県長野市 平成23

新御殿跡避雷設備設置工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成23

史跡大室古墳群エントランスゾーンC・E区古墳保存修理他工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成23

（仮称）寺町商家保存修理工事実施設計 長野県長野市 長野県長野市 平成23

旧文武学校土塀及び文庫蔵調査解体格納工事設計監理 長野県長野市 長野県長野市 平成23

新御殿跡庭園整備工事設計監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

新御殿跡鳥居外保存修理工事設計監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

新御殿跡整備事業報告書（付属建物・庭園編）作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

史跡大室古墳群エントランスゾーンC・E区古墳保存修理他工事設計監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン基礎調査業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

寺町商家保存修理工事設計監理委託（Ⅰ期工事分） 長野県長野市 長野県長野市 平成24

旧文武学校文学所等保存修理工事実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

（仮称）寺町商家保存修理工事実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

新御殿跡役人詰所保存修理工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

新御殿跡避雷設備設置工事設計監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成24

史跡大室古墳群エントランスゾーンC・E区 古墳保存修理他工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成25

寺町商家保存修理工事監理委託（２期工事分） 長野県長野市 長野県長野市 平成25

旧文武学校槍術所耐震診断業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成25

旧文武学校保存整備耐震補強計画作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成25

旧文武学校文学所保存修理工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成25

史跡大室古墳群エントランスゾーン整備事業報告書作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成26

旧文武学校槍術所修理工事実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成26

寺町商家（旧金箱家住宅）保存整備事業報告書作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成27

旧文武学校弓術所他耐震診断業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成27

旧文武学校弓術所外保存修理工事実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成27

旧文武学校槍術所保存修理工事　監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成27

松代城跡第２期整備基本計画作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成28

史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン整備作業道（園路）実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成28

旧文武学校東序土塀調査解体格納工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成28

松代城跡保存活用計画作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成28

松代城跡第2期整備基本設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成29

平成29年度史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン整備作業道設置工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成29

旧文武学校弓術所外保存修理工事監理業務 長野県長野市 長野県長野市 平成29
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旧文武学校保存活用計画書作成支援業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成29

松代城跡保存整備工事実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成30

松代城跡櫓台階段外整備工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成30

史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン整備作業道設置工事監理業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成30

史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン古墳保存修理実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 平成31/令和元

史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン古墳保存修理実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 令和2

松代城跡木橋基本設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 令和2

旧文武学校整備報告書作成業務委託 長野県長野市 長野県長野市 令和2

史跡大室古墳群遺構復元整備ゾーン古墳保存修理工事監理・実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 令和3

松代城跡太鼓門前橋外整備工事実施設計業務委託 長野県長野市 長野県長野市 令和3

中山道街道文化等総合整備計画策定 長野県楢川村 長野県楢川村 平成15

国宝松本城保存管理計画策定に係る基礎調査 長野県松本市 長野県松本市 平成23

国宝松本城天守普遍的な価値の調査業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成25

国宝松本城保存活用計画策定業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成25

平成26年度史跡松本城保存管理計画策定業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成26

平成26年度国宝松本城天守保存活用計画策定業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成26

平成26年度国宝松本城天守普遍的な価値の調査業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成26

国宝松本城の海外同種遺産との比較研究基礎調査業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成27

国宝松本城の暫定一覧表記載に向けたテーマ「近世城郭の天守群」資料作製支援業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成28

平成28年度国宝松本城の海外同種遺産との比較研究基礎調査業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成28

平成29年度国宝松本城の国内外同種資産との比較研究基礎調査業務委託 長野県松本市 長野県松本市 平成29

令和2年度（都）内環状北線測量設計業務委託に伴う助言 長野県松本市 ㈱マイクロ 令和2

世界遺産登録推進支援業務 長野県松本市ほか
(仮称)国宝四城世界遺産登録
推進会議準備会

平成24

世界遺産登録推進支援業務委託 長野県松本市ほか
国宝四城世界遺産登録推進
会議準備会

平成25

平成26年度 世界遺産登録推進支援業務委託 長野県松本市ほか
(仮称)国宝四城世界遺産登録
推進会議準備会

平成26

平成27年度世界遺産登録推進支援業務委託 長野県松本市ほか
(仮称)国宝四城世界遺産登録
推進会議準備会

平成27

平成28年度世界遺産登録推進支援業務 長野県松本市ほか
国宝四城世界遺産登録推進
会議準備会

平成28

平成29年度世界遺産登録推進支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

平成29

「近世城郭の天守群」資料作製支援業務委託 長野県松本市ほか 長野県松本市 平成29

平成30年度近世城郭群世界遺産登録に向けた資料・原案作成支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

平成30

平成30年度近世城郭群世界遺産登録に向けた情報発信支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

平成30

平成30年度近世城郭群世界遺産登録推進会議準備会ワーキンググループ支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

平成30

平成31年度「近世城郭の天守群」の世界遺登録に向けた提案書（原案）作成支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

平成31/令和元

平成31年度「近世城郭群」世界遺産登録推進会議準備会ワーキンググループ支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

平成31/令和元

令和2年度「近世城郭群」世界遺産登録に向けた資料作成支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

令和2

令和2年度「近世城郭群」世界遺産登録推進会議準備会ワーキンググループ支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

令和2

令和3年度「近世城郭群」世界遺産登録に向けた提案書作成支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

令和3

令和3年度「近世城郭群」世界遺産登録推進会議準備会ワーキンググループ支援業務委託 長野県松本市ほか
近世城郭群世界遺産登録推
進会議準備会

令和3

中央日本塩の道地域連携整備計画調査 長野県ほか 文化庁建造物課 平成12

史跡岩村城跡整備基本構想策定 岐阜県恵那市 岐阜県恵那市 平成19

（補）重要文化財旧揖斐川橋梁建造物保存修理設計業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成26

（補）重要文化財旧揖斐川橋梁建造物保存修理設計業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成27

（補）揖斐川橋修復工事監理業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成28

(補)揖斐川橋修復工事監理業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成29

（補）揖斐川橋修復工事監理業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成30

揖斐川橋梁塗膜調査業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成30

（補）揖斐川橋修復工事監理業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 平成31/令和元

（補）揖斐川橋修復工事監理業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 令和2

（補）揖斐川橋修復工事監理業務委託 岐阜県大垣市 岐阜県大垣市 令和3

岐阜市都心部地域(柳ヶ瀬～JR岐阜駅～加納)再生調査　建物概況調査補助業務(岐阜市) 岐阜県岐阜市 ㈱アトリエ74 平成17

長良川流域の文化的景観保存調査 岐阜県岐阜市 岐阜県岐阜市 平成20

長良川流域の文化的景観保存調査 岐阜県岐阜市 岐阜県岐阜市 平成21

長良川流域の文化的景観にかかる重要文化的景観選定申出支援 岐阜県岐阜市 岐阜県岐阜市 平成22

史跡八幡城跡西側出丸上段石垣修理工事実施設計詳細調査 岐阜県郡上市 岐阜県郡上市 平成19

八幡城跡西側出丸上段石垣修理工事設計監理 岐阜県郡上市 岐阜県郡上市 平成20

史跡弥勒寺跡及び弥勒寺東遺跡保存整備基本方針策定 岐阜県関市 岐阜県関市 平成12

史跡関ケ原古戦場（開戦地）保存整備基本構想策定 岐阜県関ケ原町 岐阜県関ケ原町 平成19

関ケ原古戦場保存管理計画策定 岐阜県関ケ原町 岐阜県関ケ原町 平成20

関ケ原古戦場保存管理計画策定 岐阜県関ケ原町 岐阜県関ケ原町 平成21

美濃陶芸村整備実施設計 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 昭和57

史跡元屋敷陶器窯跡保存整備計画 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成9

史跡元屋敷陶器窯跡保存整備実施設計 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成10

史跡元屋敷陶器窯跡保存整備工事監理 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成11
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史跡元屋敷陶器窯跡保存整備工事監理指導 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成12

史跡元屋敷陶器窯跡保存整備工事監理指導 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成13

史跡元屋敷陶器窯跡保存整備工事監理指導 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成14

元屋敷陶器窯跡法面復旧工事実施設計業務 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成17

元屋敷陶器窯跡法面復旧工事管理指導業務 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 平成17

史跡元屋敷陶器窯跡災害復旧工事実施設計業務委託 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 令和2

史跡元屋敷陶器窯跡災害復旧工事監理業務 岐阜県土岐市 岐阜県土岐市 令和3

落合宿本陣整備計画策定調査委託業務 岐阜県中津川市 岐阜県中津川市 平成28

落合宿本陣離れ仮補強設計監理委託業務 岐阜県中津川市 岐阜県中津川市 平成29

落合宿本陣整備計画策定調査委託業務 岐阜県中津川市 岐阜県中津川市 平成29

落合宿本陣小姓の間部分修理実施設計業務委託 岐阜県中津川市 岐阜県中津川市 平成30

史跡落合宿本陣小姓の間部分修理工事監理業務委託 岐阜県中津川市 岐阜県中津川市 平成31/令和元

美濃橋保存修理基本設計業務 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成24

美濃橋保存修理調査及び耐震診断業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成25

美濃橋保存修理調査工事検討委員会支援業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成25

美濃橋保存修理調査及び実施設計委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成26

美濃橋保存修理調査工事検討委員会支援業務 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成26

美濃橋保存修理調査工事検討委員会支援業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成27

美濃橋修理工事設計監理業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成28

美濃橋修理工事設計監理業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成29

美濃市歴史文化基本構想策定支援業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成29

美濃市歴史文化基本構想策定支援業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成30

美濃橋修理工事設計監理業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成30

美濃市文化財保存活用地域計画策定支援業務 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成31/令和元

美濃橋修理工事設計監理業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 平成31/令和元

美濃橋修理工事設計監理業務委託 岐阜県美濃市 岐阜県美濃市 令和2

令和元年度史跡旧見付学校耐震診断（現況調査）業務委託 静岡県磐田市 静岡県磐田市 平成31/令和元

森村橋修理設計に係わる技術指導 静岡県小山町 八千代エンジニアリング㈱ 平成28

森村橋修理設計に係わる技術指導 静岡県小山町 八千代エンジニアリング㈱ 平成29

掛川城跡公園測量及び実施計画・実施設計 静岡県掛川市 静岡県掛川市 平成3

掛川城址公園基本計画・実施設計・監理 静岡県掛川市 静岡県掛川市 平成4

掛川城天守閣周辺整備施工監理 静岡県掛川市 静岡県掛川市 平成5

和田岡古墳群公園化構想 静岡県掛川市 静岡県掛川市 平成5

掛川城公園南側広場整備工事監理 静岡県掛川市 静岡県掛川市 平成6

大日本報徳社 仰徳記念館・仰徳学寮・冀北学舎保存修理及び整備その他工事実施設計監理 静岡県掛川市 (社)大日本報徳社 平成23

（社）大日本報徳社仰徳記念館・仰徳学寮・冀北学舎保存修理及び整備その他工事実施設計・監
理委託業務

静岡県掛川市 (社)大日本報徳社 平成24

高田大屋敷遺跡保存整備構想基礎調査 静岡県菊川町 静岡県菊川町 平成7

登録有形文化財富士カントリー倶楽部クラブハウス建造物保存修理事業設計監理技術指導 静岡県御殿場市 ㈱富士カントリー倶楽部 平成25

登録有形文化財富士カントリー倶楽部クラブハウス建造物保存修理事業設計監理技術指導 静岡県御殿場市 ㈱富士カントリー倶楽部 平成26

登録有形文化財富士カントリー倶楽部クラブハウス建造物保存修理事業設計監理技術指導 静岡県御殿場市 ㈱富士カントリー倶楽部 平成27

登録有形文化財富士カントリー倶楽部クラブハウス建造物保存修理事業設計監理技術指導 静岡県御殿場市 ㈱富士カントリー倶楽部 平成28

駿府城跡石垣調査 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成元

国史跡片山廃寺跡環境整備基本計画 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成2

国史跡賤機山古墳保存整備基本計画 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成2

特別史跡登呂遺跡保存整備基本構想 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成3

国史跡賤機山古墳保存整備保存調査及び基本設計 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成3

国史跡賤機山古墳保存整備工事設計・監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成4

横山城館跡史跡公園基本構想 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成5

特別史跡登呂遺跡整備基本計画 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成5

国史跡賤機山古墳工事設計・監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成5

市史跡三池平古墳公園基本構想 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成8

興津清見寺境内山斜面防災調査 静岡県静岡市 静岡市興津清見寺 平成10

史跡興津清見寺境内保存整備調査・設計・監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成11

史跡興津清見寺境内保存整備設計・監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成12

史跡興津清見寺境内保存整備設計・監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成13

史跡興津清見寺境内保存整備工事設計・監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成14

名勝清見寺庭園復旧整備設計監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成15

史跡興津清見寺本堂保存修理設計監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成15

史跡興津清見寺本堂保存修理工事設計監理業務 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成16

清見寺仏殿・弘法堂・太鼓橋保存修理工事設計監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成16

清見寺保存整備基本計画策定 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成16

史跡登呂遺跡再整備基本設計作成業務 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成16

静岡市指定文化財　高源寺本堂保存修理工事設計監理 静岡県静岡市 (宗)高源寺 平成16

臨済寺庭園調査･測量業務 静岡県静岡市 (宗)臨濟寺 平成17

静岡市指定文化財高源寺本堂保存修理工事設計監理業務 静岡県静岡市 (宗)高源寺 平成17

清見寺仏殿・弘法堂･太鼓橋保存修理工事設計監理業務 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成17

清見寺保存整備基本計画策定業務 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成17

駿府公園第4工区坤櫓石垣復原実施設計業務 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成17

登呂公園再整備実施設計業務 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成17

朝鮮通信使遺跡興津清見寺防災施設工事設計監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成18

名勝臨済寺庭園実施設計・工事監理 静岡県静岡市 (宗)臨濟寺 平成18

登呂遺跡再整備実施設計・工事監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成18

名勝臨済寺庭園整備実施設計・工事監理 静岡県静岡市 (宗)臨濟寺 平成19
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史跡朝鮮通信使遺跡興津清見寺境内防災施設工事設計監理 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成19

特別史跡登呂遺跡再整備工事実施設計作成 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成19

特別史跡登呂遺跡再整備工事監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成19

特別史跡登呂遺跡再復元建物建設工事監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成19

臨済寺庭園整備実施設計・工事監理 静岡県静岡市 (宗)臨濟寺 平成20

特別史跡登呂遺跡再整備実施設計 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成20

特別史跡登呂遺跡再整備工事監理業務 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成20

清見寺境内環境整備事業総合支援 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成21

史跡登呂遺跡再整備実施設計 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成21

史跡登呂遺跡再整備工事監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成21

史跡清見寺境内環境整備事業総合支援 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成22

特別史跡登呂遺跡再整備工事監理 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成22

清見寺書院屋根替え・補修 静岡県静岡市 菊池建設㈱ 平成23

静岡市指定有形文化財建造物清見寺山門保存修理工事監理業務 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成25

梵鐘美術工芸品防災施設保存修理工事設計監理業務 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成26

清見寺玄関保存修理工事監理業務 静岡県静岡市 (宗)清見寺 平成26

令和元年度駿府城跡天守台野外展示検討業務 静岡県静岡市 静岡県静岡市 平成31/令和元

駿府城跡天守台野外展示基本設計業務 静岡県静岡市 静岡県静岡市 令和2

（史）朝鮮通信使遺跡興津清見寺境内防災設備整備（記念物）事業設計業務 静岡県静岡市 （宗）清見寺 令和3

（史）朝鮮通信使遺跡興津清見寺境内防災設備整備（記念物）事業設計業務 静岡県静岡市 （宗）清見寺 令和3

特別史跡新居関跡調査 静岡県新居町 静岡県新居町 平成10

特別史跡新居関跡保存整備基本計画策定 静岡県新居町 静岡県新居町 平成11

特別史跡新居関跡渡船場・護岸整備基本設計 静岡県新居町 静岡県新居町 平成12

特別史跡新居関跡渡船場・護岸整備設計・監理 静岡県新居町 静岡県新居町 平成13

別史跡新居関跡整備設計・監理 静岡県新居町 静岡県新居町 平成14

特別史跡新居関跡整備基本設計・実施設計 静岡県新居町 静岡県新居町 平成15

平成16年度身近なまちづくリ支援街路事業（歴史的環境整備地区） 静岡県新居町 (社)日本交通計画協会 平成16

特別史跡新居関跡保存修理事業　渡船場整備事業報告書原稿・図版作成業務 静岡県新居町 静岡県新居町 平成16

特別史跡新居関跡保存修理事業北区域整地工事工事監理 静岡県新居町 静岡県新居町 平成16

まちづくり交付金事業事業活用調査史跡調査に伴う大御門復元検討資料作成業務 静岡県新居町 静岡県新居町 平成17

特別史跡新居関跡保存修理事業北区域整備工事工事監理業務 静岡県新居町 静岡県新居町 平成17

新居関跡保存修理整備工事設計監理 静岡県新居町 静岡県新居町 平成18

新居関跡（まちづくり交付金事業事業活用調査史跡調査に伴う） 静岡県新居町 静岡県新居町 平成18

沼津南一色線道路測量設計 静岡県沼津市 ㈱エイト日本技術開発 令和2

横沢古墳移築復原工事設計・監理 静岡県富士市 静岡県富士市 昭和56

横沢古墳移築復原工事設計・監理 静岡県富士市 静岡県富士市 昭和57

実円寺西古墳保存修理工事設計・監理 静岡県富士市 静岡県富士市 昭和60

東平遺跡竪穴住居復原工事施工指導 静岡県富士市 静岡県富士市 昭和61

名古屋港跳上橋文化財補修計画指導 愛知県足助町、名古屋市 中央復建コンサルタンツ㈱ 平成21

足助城址公園整備基本設計 愛知県足助町 愛知県足助町 平成2

足助城跡公園整備工事設計・監理他 愛知県足助町 愛知県足助町 平成3

足助城跡公園整備工事設計・監理他 愛知県足助町 愛知県足助町 平成4

犬山市歴史的環境整備地区調査 愛知県犬山市 (社)日本交通計画協会 平成12

（犬山市）身近なまちづくり支援街路事業調査 愛知県犬山市 (社)日本交通計画協会 平成13

（犬山市）歴みち街並み保存計画策定 愛知県犬山市 (社)日本交通計画協会 平成15

犬山城保存活用計画（史跡犬山城跡）策定支援業務 愛知県犬山市 愛知県犬山市 平成31/令和元

亀城公園歴史的建造物等基本設計業務委託 愛知県刈谷市 愛知県刈谷市 平成27

刈谷城復元整備調査検討業務委託 愛知県刈谷市 愛知県刈谷市 平成30

亀城公園再整備調査検討業務委託 愛知県刈谷市 愛知県刈谷市 平成31/令和元

（津島市）歴史を活かしたまちづくり計画策定 愛知県津島市 (社)日本交通計画協会 平成15

名古屋市歴史の里基本計画 愛知県名古屋市 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 平成25

名古屋城二之丸大手二之門耐震診断調査委託（その２）に伴う技術指導委託 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 平成25

名古屋城天守閣復元整備計画 愛知県名古屋市 村上設計研究所 平成28

名古屋城天守閣整備事業に関わるアドバイス業務 愛知県名古屋市 ㈱竹中工務店 平成29

名古屋城天守閣整備事業に関わるアドバイス業務 愛知県名古屋市 ㈱竹中工務店 平成30

名古屋城表二の門等耐震診断調査業務委託 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 平成31/令和元

名古屋城表二の門等保存修理方針等作成業務委託 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 令和2

令和２年度名古屋城天守閣整備事業に係るアドバイス業務 愛知県名古屋市 ㈱竹中工務店 令和2

名古屋城天守閣整備事業に係る発注支援業務 愛知県名古屋市 ㈱安井建築設計事務所 令和2

名古屋城天守閣復元整備事業におけるアドバイス業務 愛知県名古屋市 ㈱竹中工務店 令和3

名古屋城天守閣整備事業に係る発注支援業務 愛知県名古屋市 ㈱安井建築設計事務所 令和3

県指定文化財粥見井尻遺跡整備設計 三重県飯南町 三重県飯南町 平成12

県指定文化財粥見井尻遺跡公園整備設計監理 三重県飯南町 三重県飯南町 平成13

県指定文化財粥見井尻遺跡公園整備工事監理 三重県飯南町 三重県飯南町 平成14

旧賓日館事前調査 三重県伊勢市 三重県伊勢市 平成23

史跡旧豊宮崎文庫保存管理活用計画策定業務委託 三重県伊勢市 三重県伊勢市 平成25

桑名市歴史的地区居住環境整備街路事業調査 三重県桑名市 三重県桑名市 平成8

六華苑及び西諸戸邸保存・管理・活用基本計画 三重県桑名市 三重県桑名市 平成12

六華苑・西諸戸邸保存・管理・活用基本計画報告書作成 三重県桑名市 三重県桑名市 平成13

吉之丸統合管理所意匠指導検討 三重県桑名市
国土交通省木曽川下流工事
事務所

平成14

桑名城石垣現況調査 三重県桑名市 三重県桑名市 平成14

町屋御用水資料調査 三重県桑名市 三重県桑名市 平成15
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高塚山古墳調査検討資料作成 三重県桑名市 三重県桑名市 平成15

高塚山古墳調査検討資料作成業務委託 三重県桑名市 三重県桑名市 平成16

高塚山古墳調査検討資料作成業務 三重県桑名市 三重県桑名市 平成17

県指定史跡津城跡石垣測量・図化、経年変化調査分析 三重県津市 三重県津市 平成23

贄遺跡保存整備基本計画 三重県鳥羽市 三重県鳥羽市 昭和60

歴史文化遺産等現地調査業務 三重県鳥羽市 三重県鳥羽市 平成17

鳥羽城址・旧城下町遺構を活かした都市観光まちづくりと歩行者回遊ネットワーク整備に関する調
査業務

三重県鳥羽市 鳥羽商工会議所 平成17

鳥羽城跡天守閣跡発掘事業指導 三重県鳥羽市 鳥羽商工会議所 平成22

史跡斎宮跡遺構活用演出的整備基本計画 三重県明和町 三重県 平成7

史跡斎宮跡活用整備工事実施設計・監理 三重県明和町 三重県 平成8

史跡斎宮跡活用整備実施設計・監理 三重県明和町 三重県 平成9

斎宮跡地方拠点史跡整備体験学習施設工事監理 三重県明和町 三重県 平成10

斎宮跡地方拠点史跡整備体験学習施設工事施工監理 三重県明和町 三重県 平成11

斎宮跡地方拠点史跡整備造園工事設計監理・ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ実施設計 三重県明和町 三重県 平成11

史跡斎宮跡1/10史跡全体模型実施設計・建物模型製作および基盤整備工事監理 三重県明和町 三重県 平成12

史跡斎宮跡野外模型基盤整備工事設計監理外周等整備実施設計 三重県明和町 斎宮歴史博物館 平成13

史跡斎宮跡野外模型製作設計監理 三重県明和町 三重県 平成13

斎宮跡遺構活用整備検討資料作成 三重県明和町 三重県 平成18

史跡斎宮跡東部整備事業実施設計・復元建物基本設計等 三重県明和町 三重県明和町 平成22

史跡斎宮跡東部整備事業基盤整備工事設計監理 三重県明和町 三重県 平成23

史跡斎宮跡東部整備事業基盤整備工事設計監理業務委託 三重県明和町 三重県斎宮歴史博物館 平成24

史跡斎宮跡東部整備事業復元建物実施設計委託業務 三重県明和町 三重県斎宮歴史博物館 平成24

史跡斎宮跡東部整備事業基盤整備工事設計監理業務委託 三重県明和町 三重県斎宮歴史博物館 平成25

史跡久留倍官衙遺跡政庁東門（八脚門）・塀復元基本設計業務委託 三重県四日市市 三重県四日市市 平成25

史跡久留倍官衙遺跡政庁東門（八脚門）・塀復元実施設計業務委託 三重県四日市市 三重県四日市市 平成26

四日市駅末広橋梁文化財補助事業申請に伴う設計作業 三重県四日市市 ㈱トーニチコンサルタント 平成27

四日市駅末広橋梁巻上減速機修繕に伴う詳細調査 三重県四日市市 日本貨物鉄道㈱ 平成28

四日市駅末広橋梁巻上減速機修繕に伴う設計監理 三重県四日市市 日本貨物鉄道㈱ 平成29

史跡久留倍官衙遺跡政庁東門（八脚門）・塀復元実施設計修正業務委託 三重県四日市市 三重県四日市市 平成29

史跡久留倍官衙遺跡政庁東門（八脚門）・塀復元建設工事監理業務委託 三重県四日市市 三重県四日市市 平成30

彦根城博物館施設適正管理計画策定委託業務 滋賀県彦根市 ㈱パスコ 平成30

彦根市観光施設等適正管理計画策定委託業務 滋賀県彦根市 ㈱パスコ 平成30

宇治市歴史的風致維持向上計画策定 京都府宇治市 京都府宇治市 平成21

宇治の文化的景観整備計画に伴う重要構成要素家屋事前調査 京都府宇治市 京都府宇治市 平成22

宇治市歴史的風致維持向上計画策定 京都府宇治市 京都府宇治市 平成22

宇治市歴史的風致維持向上計画策定 京都府宇治市 京都府宇治市 平成23

京都国立博物館特別展示館（旧本館）保存活用計画策定業務 京都府京都市
(独)国立文化財機構 京都国
立博物館

平成25

京都国立博物館本館免震改修他基本計画検討業務に係る指導・監修業務委託 京都府京都市 (社)公共建築協会 平成27

京都国立博物館本館保存活用計画策定追加業務 京都府京都市
(独)国立文化財機構 京都国
立博物館

平成28

赤れんが倉庫（6号・7号）整備工事設計 京都府舞鶴市 京都府舞鶴市 平成21

赤れんがパーク整備事業に係る重要文化財建造物保存活用工事監理 京都府舞鶴市 京都府舞鶴市 平成22

赤れんがパーク整備工事監理 京都府舞鶴市 京都府舞鶴市 平成22

赤れんがパーク整備事業に係る重要文化財建造物（６号・７号）保存活用工事監理 京都府舞鶴市 京都府舞鶴市 平成23

赤れんがパーク整備工事監理 京都府舞鶴市 京都府舞鶴市 平成23

物集女車塚古墳石室現状調査 京都府向日市 京都府向日市 昭和60

京都府史跡物集女車塚古墳整備基本設計 京都府向日市 京都府向日市 平成2

桑名城蟠龍櫓および物見櫓復元基本計画 大阪府大阪市 大阪府大阪市 平成12

広島藩船入遺構保存活用調査 大阪府大阪市 大阪府大阪市 平成13

髙島屋東別館保存活用計画書策定業務 大阪府大阪市 居住技術研究所 平成30

玉手山９号墳移築復原工事基本計画 大阪府柏原市 大阪府柏原市 昭和57

百舌鳥古墳群に関する基礎資料作成 大阪府堺市 国際航業㈱ 平成19

百舌鳥古墳群保存管理計画基本案策定支援業務 大阪府堺市 大阪府堺市 平成24

日本万国博覧会記念公園登録有形文化財「太陽の塔」に関する文化財的側面からの調査業務 大阪府吹田市
大阪府日本万国博覧会記念
公園事務所

令和3

国史跡今城塚古墳保存整備基本計画 大阪府高槻市 大阪府高槻市 昭和59

国史跡新池埴輪製作遺跡保存整備基本計画 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成2

国史跡新池埴輪製作遺跡保存整備実施設計 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成3

国史跡嶋上郡衙跡附寺跡整備基本計画 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成4

国史跡新池埴輪製作遺跡保存整備施工監理・展示基本設計 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成4

国史跡新池埴輪製作遺跡保存整備工事設計監理 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成5

史跡新池埴輪製作遺跡第三期工事保存整備設計・監理 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成6

史跡今城塚古墳保存整備基本調査 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成10

安満宮山古墳整備工事設計 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成10

史跡今城塚古墳整備基本設計 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成14

史跡今城塚古墳第1次整備実施設計・現場技術業務委託 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成16

史跡今城塚古墳周辺測量業務委託 大阪府高槻市 大阪府高槻市 平成16

国史跡峯ヶ塚古墳保存整備基本構想 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 昭和63

国史跡峯ヶ塚古墳保存整備基本計画 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成元

国史跡峯ヶ塚古墳保存整備資料館基本計画 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成2

国史跡峯ヶ塚古墳保存整備墳丘保存調査 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成2

大谷古墳群整備基本設計他 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成2
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国史跡峯ヶ塚古墳保存整備資料館基本計画 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成3

国史跡峯ヶ塚古墳保存整備墳丘保存調査 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成3

大谷古墳群整備工事実施設計 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成3

翠鳥園遺跡整備基本計画 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成4

国史跡峯ヶ塚古墳保存整備封土土質調査 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成4

国史跡峯ヶ塚古墳土質調査業務 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成5

平成29年度史跡峯ヶ塚古墳墳丘裾部修復に関する実施設計業務委託 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成29

平成30年度史跡古市古墳群峯ヶ塚古墳墳丘裾部修復工事に関する施工監理業務委託 大阪府羽曳野市 大阪府羽曳野市 平成30

特別史跡百済寺跡測量等調査委託 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成16

特別史跡百済寺跡再整備計画策定のための調査 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成17

特別史跡百済寺跡再整備基本設計準備 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成19

特別史跡百済寺跡歴史遺産調査 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成20

特別史跡百済寺跡歴史遺産調査 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成21

特別史跡百済寺跡歴史遺産調査 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成22

特別史跡百済寺跡保存整備基本構想策定指導 大阪府枚方市 (財)枚方市文化財研究調査会 平成23

特別史跡百済寺跡再整備基本計画とりまとめ及び基本設計委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成24

特別史跡百済寺跡再整備基本計画とりまとめ及び基本設計委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成25

百済寺跡公園再整備実施設計業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成26

特別史跡百済寺跡築地大垣復元設計委託業務 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成26

百済寺跡公園第1期整備工事施工監理業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成27

百済寺跡公園第３期整備工事施工監理業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成29

百済寺跡公園第４期整備工事施工監理業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成30

特別史跡百済寺跡築地復元耐震性能検討業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成30

特別史跡百済寺跡築地復元に係る屋根材料検討業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成31/令和元

百済寺跡公園第5期整備工事施工監理業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 平成31/令和元

百済寺跡公園第6期整備工事施工監理業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 令和2

百済寺跡公園第７期整備工事施工監理業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 令和3

特別史跡百済寺跡築地塀復元実施設計業務委託 大阪府枚方市 大阪府枚方市 令和3

史跡古市古墳群保存管理計画策定支援業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 平成24

史跡古市古墳群保存管理計画策定支援業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 平成25

平成２８年度史跡古市古墳群整備計画策定支援業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 平成28

平成29年度史跡古市古墳群整備計画策定支援業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 平成29

史跡古市古墳群城山古墳緊急整備実施設計業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 平成30

史跡古市古墳群城山古墳緊急整備監理業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 平成31/令和元

令和2年度史跡古市古墳群城山古墳緊急整備監理業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 令和2

史跡古市古墳群保存活用計画策定支援業務 大阪府藤井寺市 大阪府藤井寺市 令和3

「百舌鳥・古市古墳群」の顕著な普遍的価値の証明のための類似遺産比較研究基礎調査 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成23

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産一覧表登録推薦書（原案）作成支援等業務委託 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成24

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産一覧表登録推薦書作成委託業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成27

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産一覧表登録推薦書作成委託業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成28

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産一覧表登録推薦書作成委託業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成29

「百舌鳥・古市古墳群」イコモス中間報告等にかかる翻訳業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成30

「百舌鳥・古市古墳群」イコモス審査対応等にかかる業務委託 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成30

「百舌鳥・古市古墳群」イコモス勧告及び世界遺産委員会決議等にかかる音訳等業 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成31/令和元

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産登録記念冊子作成業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界文化
遺産登録推進本部会議

平成31/令和元

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産保存活用会議ホームページ翻訳業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界遺産
保存活用会議

令和2

「百舌鳥・古市古墳群」保存状況報告書英訳業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界遺産
保存活用会議

令和2

「百舌鳥・古市古墳群」保存状況報告書英訳業務 大阪府
百舌鳥・古市古墳群世界遺産
保存活用会議

令和3

国史跡黒井城跡整備基本構想 兵庫県春日町 兵庫県春日町 平成5

異人館周辺活用調査等 兵庫県神戸市 (社)日本交通計画協会 平成21

宝塚サングリーン文化財基本調査 兵庫県宝塚市 兵庫県宝塚市 昭和61

波賀城史跡の丘整備計画 兵庫県波賀町 兵庫県波賀町 平成2

波賀城跡保存整備基本計画 兵庫県波賀町 兵庫県波賀町 平成4

姫路城管理事務所移転基本構想調査 兵庫県姫路市 兵庫県姫路市 平成元

法隆寺周辺地区居住環境整備街路事業調査 奈良県斑鳩町 奈良県斑鳩町 平成8

西の京地区歴史的環境整備計画策定 奈良県奈良市 ㈱アトリエ74 平成19

薬師寺保存整備活用計画、史跡薬師寺旧境内保存管理計画策定 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 平成23

薬師寺食堂復原基本計画図・パース作成業務 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 平成24

史跡薬師寺旧境内保存整備　説明板実施設計業務 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 平成25

薬師寺食堂復興事業に伴う設計及び監理・監督業務 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 平成25

法務省奈良少年刑務所赤れんが建造物の保存及び活用計画技術指導業務委託 奈良県奈良市 ＰｗＣアドバイザリー(合) 平成28

重要文化財（建造物）旧奈良監獄を活用した地域活性化事業における来訪者用解説原稿監修業
務

奈良県奈良市 旧奈良監獄保存活用㈱ 平成29

史跡薬師寺旧境内 十字廊平面表示整備工事に伴う設計監理委託業務 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 平成29

旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業指導 奈良県奈良市 PwCアドバイザリー(合) 平成29
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重要文化財（建造物）旧奈良監獄中央看守所及び事務所ほか１２棟防災・耐震対策重点強化（耐
震対策）事業における構造基本計画の技術指導業務

奈良県奈良市 旧奈良監獄保存活用㈱ 平成29

平成29年度旧奈良監獄活用事業地域活性化事業に関する支援業務 奈良県奈良市 清水建設㈱ 平成29

史跡薬師寺旧境内十字廊平面表示整備工事に伴う設計監理委託業務 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 平成30

重要文化財（建造物）旧奈良監獄を活用した地域活性化事業における来訪者用解説原稿監修業
務（２）

奈良県奈良市 旧奈良監獄保存活用㈱ 平成30

重要文化財旧奈良監獄 重要文化財指定外重要建造物の調査業務 奈良県奈良市 清水建設㈱ 平成30

平成30年度旧奈良監獄保存活用事業補助事業申請書類に関する助言及び支援 奈良県奈良市 旧奈良監獄保存活用㈱ 平成30

特別史跡平城宮跡維持管理 奈良県奈良市 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 平成31/令和元

薬師寺食堂復興事業整備報告書の印刷及び製本 奈良県奈良市 (宗)薬師寺 令和2

重要文化財（建造物）旧奈良監獄中央看守所及び事務所ほか9棟防災施設整備（建造物）（耐震対
策工事）事業に係る技術指導

奈良県奈良市 旧奈良監獄保存活用㈱ 令和2

重要文化財旧奈良監獄中央看守所及び事務所ほか13棟防災施設整備（建造物）（耐震対策工事）
事業に係る技術指導業務

奈良県奈良市 旧奈良監獄保存活用㈱ 令和3

平城宮跡大極殿院伝統技能継承業務の資料提供およびアドバイス 奈良県奈良市 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 令和3

史跡宮滝遺跡保存整備基本設計策定業務委託 奈良県吉野村 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 令和3

史跡妻木晩田遺跡妻木山地区復元建物実施設計 鳥取県大山町 鳥取県 平成19

国史跡梶山古墳石室保存調査 鳥取県国府町 鳥取県国府町 平成2

史跡鳥取城跡附太閤ヶ平天球丸石垣基礎データ収集業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成17

鳥取城跡附太閤ヶ平・保存整備実施計画策定 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成18

史跡鳥取城跡太鼓御門跡復元整備基本設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成19

史跡青谷上寺地遺跡整備活用基本計画調査・検討 鳥取県鳥取市 鳥取県 平成19

史跡鳥取城跡太鼓御門跡復元整備基本設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成20

史跡青谷上寺地遺跡整備活用基本計画調査・検討 鳥取県鳥取市 鳥取県 平成20

史跡鳥取城跡天球丸・楯蔵跡石垣修理工事に係る実施設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成21

史跡鳥取城跡天球丸跡石垣修理工事　遺構表示整備実施設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成21

史跡鳥取城跡天球丸・楯蔵跡石垣修理工事に係る実施設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成22

史跡鳥取城跡天球丸・楯蔵跡石垣修理工事に係る設計監理 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成22

史跡鳥取城跡山下ノ丸石垣カルテ作成 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成23

史跡鳥取城跡天球丸腰石垣復旧工事に係る測量実施設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成23

史跡鳥取城跡擬宝珠橋発掘調査に伴う仮設工事実施設計 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成23

史跡鳥取城跡天球丸･楯蔵跡石垣修理工事(その2)に係る設計監理 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成23

史跡鳥取城跡天球丸西地区環境整備に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成24

史跡鳥取城跡天球丸・楯蔵跡石垣修理工事（その3）に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成24

史跡鳥取城跡中ノ御門跡等復元整備基本設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成25

史跡鳥取城跡天球丸排水施設等に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成25

史跡鳥取城跡天球丸腰石垣修復工事に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成25

史跡鳥取城跡内堀石垣修理工事等に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成26

史跡鳥取城跡天球丸腰石垣修復工事（その２）等に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成26

史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成27

史跡鳥取城跡天球丸腰石垣修復工事（その３）等に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成27

史跡鳥取城跡中ノ御門石垣修理工事に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成27

史跡鳥取城跡第39次発掘調査環境整備業務に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成27

史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成28

史跡鳥取城跡中ノ御門表門等復元工事に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成28

史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成29

史跡鳥取城跡内堀石垣修理工事等に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成29

史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事に係る橋台実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成29

史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成29

史跡鳥取城跡中ノ御門櫓門復元工事等に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成29

史跡鳥取城跡中ノ御門表門等復元工事に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成29

史跡鳥取城跡中ノ御門石垣修理工事（その２）に係る変更設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成30

史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成30

史跡鳥取城跡擬宝珠橋袂整備工事に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成30

史跡鳥取城跡擬宝珠橋工事整備報告書作成業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成31/令和元

史跡鳥取城跡中ノ御櫓門復元工事に係る実施設計業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成31/令和元

史跡鳥取城跡中ノ御門表門等復元工事に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成31/令和元

史跡鳥取城跡中ノ御門石垣修理工事（その3）等に係る設計監理等業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 平成31/令和元

史跡鳥取城跡中ノ御門石垣修理工事（その4）等に係る設計監理等業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 令和2

史跡鳥取城跡中ノ御門石垣修理工事（その5）等に係る設計監理等業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 令和3

史跡鳥取城跡中ノ御門等復元工事（その2）に係る設計監理業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 令和3

史跡鳥取城跡中ノ御門番人小屋整備工事に係る実施設計等業務 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 令和3

史跡鳥取城跡擬宝珠橋工事整備報告書作成業務（その2） 鳥取県鳥取市 鳥取県鳥取市 令和3

史跡上淀廃寺跡を活かした歴史公園整備基本計画策定 鳥取県淀江町 鳥取県淀江町 平成11

史跡上淀廃寺跡を活かした歴史公園整備基本計画策定 鳥取県淀江町 鳥取県淀江町 平成12

史跡上淀廃寺整備基本設計 鳥取県淀江町 鳥取県淀江町 平成13

史跡上淀廃寺跡保存整備実施計画策定 鳥取県淀江町 鳥取県淀江町 平成15

史跡上淀廃寺跡環境整備設計監理 鳥取県淀江町 鳥取県淀江町 平成16

米子城跡石垣災害復旧設計 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成12

湊山公園（米子城跡）石垣災害復旧工事施工監理 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成13

史跡上淀廃寺跡ガイダンス施設基本設計業務 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成17

史跡上淀廃寺跡環境整備設計監理業務 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成17

史跡上淀廃寺跡ガイダンス施設実施設計 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成20

史跡上淀廃寺跡ガイダンス施設展示設計 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成21

史跡上淀廃寺跡環境整備工事実施設計 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成21
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史跡上淀廃寺跡ガイダンス施設展示構成監理 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成22

史跡上淀廃寺跡追加指定地基本設計･保存管理計画策定 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成22

上淀白鳳の丘展示館展示構成監理 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成23

史跡上淀廃寺跡便益施設建築工事監理 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成23

史跡上淀廃寺跡環境整備工事監理 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成23

史跡上淀廃寺跡環境整備工事監理業務 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成24

平成26年度史跡上淀廃寺跡環境整備工事設計業務委託 鳥取県米子市 鳥取県米子市 平成26

国史跡大念寺古墳保存修理工事設計・監理 島根県出雲市 島根県出雲市 昭和57

国史跡大念寺古墳保存修理工事設計・監理 島根県出雲市 島根県出雲市 昭和58

国史跡大念寺古墳保存修理工事設計・監理 島根県出雲市 島根県出雲市 昭和59

国史跡大念寺古墳保存修理工事設計・監理 島根県出雲市 島根県出雲市 昭和61

国史跡大念寺古墳保存修理工事設計・監理 島根県出雲市 島根県出雲市 昭和62

旧ＪＲ大社駅基本計画策定 島根県出雲市 ワールド測量 平成12

大社町歴史を活かした町づくり計画策定調査 島根県出雲市 (社)日本交通計画協会 平成12

重要有形民俗文化財菅谷たたら山内保存修理調査及び保存修理実施設計 島根県雲南市 島根県雲南市 平成23

菅谷たたら山内保存整備工事実施設計及び工事監理業務 島根県雲南市 島根県雲南市 平成24

菅谷たたら山内　高殿・元小屋保存修理工事実施設計及び工事監理業務 島根県雲南市 島根県雲南市 平成25

平成26年度　菅谷たたら山内保存修理工事高殿・元小屋工事監理及び元小屋・米倉実施設計業
務

島根県雲南市 島根県雲南市 平成26

雲南市文化遺産活用地域振興事業菅谷たたら山内景観調査業務 島根県雲南市
雲南市文化遺産活用地域振
興実行委員会

平成26

平成27年度 菅谷たたら山内保存修理工事 元小屋工事監理及び元小屋・米倉・三軒長屋実施設
計業務委託

島根県雲南市 島根県雲南市 平成27

平成28年度菅谷たたら山内保存修理工事元小屋工事監理及び実施設計業務委託 島根県雲南市 島根県雲南市 平成28

平成28年度菅谷たたら山内米倉保存修理工事（仮設工事及び屋根・土壁解体工事）設計監理業務
委託

島根県雲南市 島根県雲南市 平成28

平成28年度菅谷たたら山内米倉保存修理工事（支障建物仮設撤去・養生建具工事）設計監理業務
委託

島根県雲南市 島根県雲南市 平成28

平成28年度菅谷たたら山内米倉保存修理工事 実施設計業務委託 島根県雲南市 島根県雲南市 平成28

平成28年度菅谷たたら山内米倉保存修理工事 工事監理業務委託 島根県雲南市 島根県雲南市 平成28

平成29年度雲南市歴史文化基本構想作成準備支援業務 島根県雲南市 島根県雲南市 平成29

平成29年度菅谷たたら山内保存修理工事 三軒長屋耐震診断業務及び元小屋設計監理業務委託 島根県雲南市 島根県雲南市 平成29

平成30年度菅谷たたら山内米倉・三軒長屋・桂の木　実施設計及び工事監理業務委託 島根県雲南市 島根県雲南市 平成30

平成30年度雲南市歴史文化基本構想等作成準備支援業務 島根県雲南市 島根県雲南市 平成30

平成31年度菅谷たたら山内三軒長屋保存修理工事設計監理業務（平成30年度繰越分） 島根県雲南市 島根県雲南市 平成31/令和元

令和元年度菅谷たたら山内三軒長屋保存修理工事設計監理業務 島根県雲南市 島根県雲南市 平成31/令和元

令和2年度菅谷たたら山内三軒長屋保存修理工事設計監理業務 島根県雲南市 島根県雲南市 令和2

インバウンド嗜好調査および翻訳業務委託 島根県雲南市 島根県雲南市 令和2

令和3年度　菅谷たたら山内三軒長屋保存修理工事設計監理業務 島根県雲南市 島根県雲南市 令和3

旧ＪＲ大社駅前広場実施設計 島根県大社町 島根県大社町 平成12

林43号古墳復原工事設計・監理 島根県玉湯町 島根県玉湯町 昭和62

史跡富田城跡整備計画 島根県広瀬町 島根県広瀬町 昭和63

国史跡富田城跡整備計画 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成元

国史跡富田城跡地形測量 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成2

国史跡富田城跡総合整備計画 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成4

国史跡富田城跡整備工事設計・監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成5

史跡富田城跡整備工事設計工事監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成6

史跡富田城跡整備工事設計工事監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成7

史跡富田城跡整備工事設計工事監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成8

史跡富田城跡整備工事設計・監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成9

史跡富田城跡整備工事設計・監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成10

史跡富田城跡整備工事設計・監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成11

史跡富田城跡整備工事設計・監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成12

史跡富田城跡整備工事・設計及び工事監理 島根県広瀬町 島根県広瀬町 平成13

益田市歴史を活かしたまちづくり計画 島根県益田市 島根県益田市 平成5

益田市文化財総合整備計画 島根県益田市 島根県益田市 平成6

益田市指定文化財整備計画 島根県益田市 島根県益田市 平成7

益田市文化財関連サイン計画 島根県益田市 島根県益田市 平成8

沖田七尾線特別県単（街路）工事基本設計（三宅御土居跡） 島根県益田市
(財)パブリックデザインセン
ター

平成10

沖田七尾線（三宅御土居跡）遺跡保護・活用設計 島根県益田市
(財)パブリックデザインセン
ター

平成11

沖田七尾線（三宅御土居跡）遺跡保護・活用設計 島根県益田市
(財)パブリックデザインセン
ター

平成12

益田地区サイン計画 島根県益田市
(財)パブリックデザインセン
ター

平成12

沖田七尾線（三宅御土居跡）遺跡保護・活用工事記録作成 島根県益田市
(財)パブリックデザインセン
ター

平成13

中島染羽線（2工区）歴史を活かしたまちづくり検討 島根県益田市 島根県 平成19

清水寺本堂建造物環境保全事業本堂石垣修理工事 島根県安来市 (宗)清水寺(島根県安来市) 平成12

清水寺本堂建造物環境保全事業本堂石垣修理工事 島根県安来市 (宗)清水寺(島根県安来市) 平成13

古曽志の丘古墳公園整備基本設計・実施設計 島根県松江市 島根県 昭和63

古曽志の丘古墳公園ミュージアムセンター基本設計 島根県松江市 島根県 平成元

古曽志の丘古墳公園整備工事施工監理 島根県松江市 島根県 平成元

古曽志の丘古墳公園ミュージアムセンター実施設計 島根県松江市 島根県 平成2

古曽志の丘古墳公園整備工事施工監理 島根県松江市 島根県 平成2

国史跡松江城石垣調査 島根県松江市 島根県松江市 平成3
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史跡松江城石垣修理のための計画 島根県松江市 島根県松江市 平成6

史跡松江城石垣整備実施計画・石垣修理設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成7

史跡二子塚古墳整備基礎調査・基本設計・実施設計 島根県松江市 島根県 平成7

史跡山代二子塚古墳整備 ガイダンス及び土層見学施設工事監理 島根県松江市 島根県 平成8

史跡松江城石垣改修工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成8

史跡松江城石垣改修工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成9

史跡松江城石垣改修工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成10

史跡松江城馬留地区整備工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成11

史跡松江城馬留地区整備工事設計監理二之丸下ノ段南東角堀石垣災害復旧工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成12

史跡松江城跡石垣災害復旧工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成13

史跡松江城跡石垣災害復旧工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成14

史跡松江城本丸武具櫓石垣災害復旧設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成15

史跡松江城本丸武具櫓下石垣災害復旧工事設計監理業務 島根県松江市 島根県松江市 平成16

史跡松江城水之手門跡周辺石垣保存修理工事設計監理業務、同水之手門跡周辺石垣本丸北東
角石垣災害復旧工事設計監理業務

島根県松江市 島根県松江市 平成17

史跡松江城跡水之手門跡周辺石垣災害復旧工事･保存修理工事設計監理 島根県松江市 島根県松江市 平成18

史跡松江城跡二之丸下ノ段堀石垣保存修理工事設計 島根県松江市 島根県松江市 平成18

史跡松江城二之丸下ﾉ段東側堀石垣(虎口側)保存修理工事に係る監理 島根県松江市 島根県松江市 平成19

史跡松江城石垣緊急修復事業（城山東内堀石垣）に係る実施設計 島根県松江市 島根県松江市 平成19

史跡松江城石垣緊急修復事業（城山東内堀石垣）に係る監理 島根県松江市 島根県松江市 平成19

史跡松江城二之丸下ノ段東側堀石垣(お堀側)保存修理工事に係る監理 島根県松江市 島根県松江市 平成20

興雲閣修理復元概算設計作成 島根県松江市 島根県松江市 平成20

史跡松江城二之丸下ノ段東側堀石垣(内堀側)保存修理工事に係る監理 島根県松江市 島根県松江市 平成21

史跡松江城二之門北川石垣･本丸弓櫓下石垣保存修理工事に係る実施設計 島根県松江市 島根県松江市 平成21

史跡松江城二之門北側石垣保存修理工事に係る監理 島根県松江市 島根県松江市 平成22

史跡松江城北惣門橋西詰南側石垣の災害復旧工事に係る実施設計 島根県松江市 島根県松江市 平成23

史跡松江城北惣門橋西詰南側石垣の災害復旧工事に係る監理 島根県松江市 島根県松江市 平成23

史跡松江城三之丸北東角石垣の保存修理工事に係る実施設計業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成24

史跡松江城三之丸北東角石垣の保存修理工事に係る監理業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成24

平成26年度史跡松江城保存管理計画策定業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成26

平成27年度史跡松江城保存活用計画策定業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成27

平成28年度史跡松江城保存活用計画策定業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成28

平成28年度史跡松江城東内掘石垣（東面）保存修理工事にかかる実施設計業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成28

平成29年度史跡松江城東内掘石垣（東面）保存修理工事にかかる監理業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成29

平成30年度史跡松江城月見櫓下石垣保存修理工事にかかる実施設計業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成30

平成30年度史跡松江城月見櫓下石垣保存修理工事にかかる監理業務委託 島根県松江市 島根県松江市 平成30

令和元年度史跡松江城月見櫓下石垣保存修理工事にかかる実施設計業務委託 島根県松江市 島根県 平成31/令和元

令和3年度史跡松江城月見櫓下石垣保存修理工事にかかる監理業務委託 島根県松江市 島根県松江市 令和3

古代文化の郷出雲整備全体構想 島根県 島根県 平成7

岡山県指定史跡木下利玄生家保存修理基本設計 岡山県岡山市 岡山県岡山市 平成20

岡山県指定史跡木下利玄生家保存修理基本設計 岡山県岡山市 岡山県岡山市 平成21

近水公園・木下利玄生家修復整備工事（その1）の監理 岡山県岡山市 岡山県岡山市 平成21

近水公園・木下利玄生家修復整備工事（その１）の監理 岡山県岡山市 岡山県岡山市 平成22

近水公園・木下利玄生家修復整備工事（その２）の建築工事監理 岡山県岡山市 岡山県岡山市 平成22

近水公園・木下利玄生家修復整備工事（その2）の建築工事監理 岡山県岡山市 岡山県岡山市 平成23

史跡岡山城内下馬門復元整備基礎調査業務委託 岡山県岡山市 岡山県岡山市 令和3

ハンセン病療養所のユネスコ「世界文化遺産」及びユネスコ「世界の記憶」（世界記憶遺産）登録に
向けたロードマップ（2019年～2021年度）進捗管理事務局支援業務

岡山県邑久町
(特非)ハンセン病療養所世界
遺産登録推進協議会

平成31/令和元

ハンセン病療養所のユネスコ「世界文化遺産」及びユネスコ「世界の記憶」（世界記憶遺産）登録に
向けたロードマップ（2019年～2021年度）進捗管理及び学術調査事務局支援業務

岡山県邑久町
(特非)ハンセン病療養所世界
遺産登録推進協議会

令和2

ハンセン病療養所のユネスコ「世界文化遺産」及びユネスコ「世界の記憶」（世界記憶遺産）登録に
向けたロードマップ（2019年～2021年度）進捗管理及び学術調査事務局支援業務（第3号）

岡山県邑久町
(特非)ハンセン病療養所世界
遺産登録推進協議会

令和2

令和2年度「長島のハンセン病療養所群」（仮）を構成する歴史的建造物等の保存修復・整備活用
に向けた基礎的調査業務

岡山県邑久町
(特非)ハンセン病療養所世界
遺産登録推進協議会

令和2

2021（令和3）年度　国指定史跡を目指した国立療養所長島愛生園保存活用ビジョン（案）作成に向
けた構成（案）作成及び現地調査業務

岡山県邑久町
（特非）ハンセン病療養所世界
遺産登録推進協議会

令和3

「ハンセン病療養所」ユネスコ世界文化遺産及びユネスコ世界の記憶（世界記憶遺産）登録に向け
た施策構築支援業務

岡山県瀬戸市
（特非）ハンセン病療養所世界
遺産登録推進協議会

平成30

国史跡津山城跡保存整備基本計画 岡山県津山市 岡山県津山市 昭和61

史跡津山城建造物復元及石垣修理調査 岡山県津山市 岡山県津山市 平成6

史跡津山城跡保存整備実施計画 岡山県津山市 岡山県津山市 平成8

史跡津山城跡保存整備計画 岡山県津山市 岡山県津山市 平成9

史跡津山城跡保存整備計画 岡山県津山市 岡山県津山市 平成10

史跡津山城跡保存整備備中櫓復元整備基本計画策定・石垣調査 岡山県津山市 岡山県津山市 平成11

史跡津山城跡保存整備備中櫓復元整備基本設計五番門南石垣修復設計・工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成12

史跡津山城跡備中櫓復元整備実施設計・工事監理五番門南石垣修復工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成13

市指定文化財愛染寺仁王門保存工事修理設計監理 岡山県津山市 (宗)愛染寺 平成13

史跡津山城跡備中櫓復元整備工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成14

市指定文化財愛染寺仁王門保存修理工事設計監理 岡山県津山市 (宗)愛染寺 平成14

重要有形民俗文化財田熊の舞台保存修理工事設計監理 岡山県津山市 (宗)田熊八幡神社 平成14

史跡津山城跡備中櫓復元整備工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成15

市指定文化財愛染寺仁王門保存修理設計監理 岡山県津山市 (宗)愛染寺 平成15

重要有形民俗文化財田熊の舞台保存修理設計監理 岡山県津山市 (宗)田熊八幡神社 平成15

史跡津山城跡備中櫓復元整備工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成16

史跡津山城跡本丸整備工事実施設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成16

岡山県指定重要文化財高野神社本殿災害復旧工事設計監理 岡山県津山市 (宗)高野神社 平成16
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重要文化財鶴山八幡宮本殿災害復旧工事設計監理 岡山県津山市 (宗)鶴山八幡宮 平成16

岡山県指定重要文化財鶴山八幡宮拝殿末社薬租神社社殿災害復旧工事設計監理 岡山県津山市 (宗)鶴山八幡宮 平成16

重要民俗文化財田熊の舞台民俗文化財保存修理工事設計監理 岡山県津山市 (宗)田熊八幡神社 平成16

史跡津山城跡五番門南石垣土塀復元工事及び備中櫓周辺整備工事監理委託業務 岡山県津山市 岡山県津山市 平成17

史跡津山城跡天守曲輪西半整備工事設計 岡山県津山市 岡山県津山市 平成17

津山城跡天守曲輪西半整備工事設計監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成18

史跡津山城跡天守曲輪北面多門櫓腰石垣修復設計 岡山県津山市 岡山県津山市 平成19

史跡津山城跡天守曲輪北面多門櫓腰石垣修復工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成19

津山城跡天守曲輪仕切石垣修復設計 岡山県津山市 岡山県津山市 平成20

津山城跡七番門虎口整備工事監理 岡山県津山市 岡山県津山市 平成21

史跡津山城跡東側法面石垣測量及び修理検討資料作成 岡山県津山市 岡山県津山市 平成22

史跡津山城跡宮川門石垣修復実施設計 岡山県津山市 岡山県津山市 平成22

史跡津山城跡石垣変位計測及び検討 岡山県津山市 岡山県津山市 平成23

史跡津山城石垣変位計測及び検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成24

史跡津山城石垣変位計測及び検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成25

史跡津山城跡裏鉄門下雁木修理設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成25

史跡津山城跡石垣変位計測及び検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成26

津山城跡裏鉄門下雁木整備工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成26

津山城跡裏切手門雁木整備工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成27

史跡津山城跡石垣変位計測及び検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成27

史跡津山城跡裏切手門雁木修理設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成27

史跡津山城跡裏鉄門周辺整備設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成27

史跡津山城跡石垣変位計測及び検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成28

史跡津山城跡裏鉄門周辺整備工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成28

史跡津山城跡裏鉄門周辺整備工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成28

史跡津山城跡石垣変位計測及び検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成29

史跡津山城跡二の丸東側石垣修理基本設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成29

史跡津山城跡裏下門周辺整備設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成29

県指定重要文化財高野神社本殿保存修理事業設計監理業務 岡山県津山市 (宗)高野神社 平成29

史跡津山城跡厩堀法面崩壊に伴う復旧計画作成業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成30

史跡津山城跡二の丸東側石垣修理実施設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成30

史跡津山城跡裏下門下周辺排水検討業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成30

史跡津山城跡裏中門周辺整備工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成30

史跡津山城跡厩堀法面復旧実施設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成31/令和元

史跡津山城跡裏下門東側石垣修理工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成31/令和元

史跡津山城跡二の丸東側石垣修理工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 平成31/令和元

県指定史跡津山藩主松平家菩提所泰安寺災害復旧工事設計・監理業務委託 岡山県津山市 (宗)泰安寺 平成31/令和元

重要文化財旧苅田家住宅主屋ほか９棟防災施設整備事業設計業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 令和2

旧苅田家住宅重要文化財等防災施設整備工事監理業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 令和2

重要文化財旧苅田家住宅主屋ほか９棟長期事業計画策定支援業務委託 岡山県津山市 岡山県津山市 令和3

重要文化財木造随身立像他2件美術工芸品防災設備整備工事実施設計業務委託 岡山県津山市 （宗）高野神社 令和3

重要文化財旧閑谷学校石塀修理工事設計・監理等委託 岡山県備前市 岡山県 平成24

岡山県指定重要文化財本山寺霊廟保存修理工事設計監理業務委託契約 岡山県美咲町 (宗)本山寺 平成31/令和元

岡山県指定重要文化財本山寺霊廟保存修理工事設計監理業務委託契約 岡山県美咲町 (宗)本山寺 令和2

登録有形文化財みはらし亭 建造物修理設計監理技術指導業務 広島県尾道市 渡邉設計室 平成27

樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理実施設計業務 広島県北広島町 広島県北広島町 平成25

樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事設計監理業務 広島県北広島町 広島県北広島町 平成26

樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事設計監理業務 広島県北広島町 広島県北広島町 平成27

樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事設計監理業務 広島県北広島町 広島県北広島町 平成28

樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事設計監理業務 広島県北広島町 広島県北広島町 平成29

樽床・八幡山村生活用具および民家保存修理工事設計監理業務 広島県北広島町 広島県北広島町 平成30

海上保安大学校端艇庫の保存改修に関する調査検討 広島県呉市 (財)建築保全センター 平成15

重要文化財広島平和記念資料館耐震対策事業指導助言業務 広島県広島市 広島県広島市 平成29

重要文化財広島平和記念資料館耐震対策事業指導助言業務 広島県広島市 広島県広島市 平成30

重要文化財広島平和記念資料館耐震対策事業指導助言業務 広島県広島市 広島県広島市 平成31/令和元

重要文化財広島平和記念資料館耐震対策事業指導助言業務 広島県広島市 広島県広島市 平成31/令和元

旧中島地区被爆遺構展示整備基本計画策定業務にかかる指導助言等業務 広島県広島市 広島県広島市 平成31/令和元

平和記念公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会開催支援等業務 広島県広島市 広島県広島市 平成31/令和元

旧広島陸軍被服支廠・建築物調査業務 広島県広島市 広島県 令和3

錦帯橋整備活用計画基本方針策定 山口県岩国市 山口県岩国市 平成23

重要文化財宇部市渡辺翁記念会館耐震診断予備調査業務委託 山口県宇部市 山口県宇部市 平成25

重要文化財宇部市渡辺翁記念会館耐震基礎診断業務委託 山口県宇部市 山口県宇部市 平成26

重要文化財宇部市渡辺翁記念会館耐震基礎診断業務 山口県宇部市 山口県宇部市 平成27

下関市長府地区歴史的地区調査設計 山口県下関市 山口県下関市 平成8

都市計画道路宮の内線改良工事に伴う調査 山口県下関市
(財)パブリックデザインセン
ター

平成9

都市計画道路宮の内線道路改良工事に伴う監理 山口県下関市 ㈱アトリエ74 平成10

都市計画道路宮の内線道路改良工事（旧松岡家長屋門）監理 山口県下関市 山口県下関市 平成11

市指定有形文化財旧逓信省下関郵便局電話課庁舎（下関市役所第一別館）現況調査ほか 山口県下関市 山口県下関市 平成16

市指定有形文化財旧逓信省下関郵便局電話課庁舎（下関市役所第一別館）図面作製 山口県下関市 山口県下関市 平成16

旧逓信省下関郵便局電話課庁舎（下関市役所第一別館）保存活用整備調査・基本計画 山口県下関市 山口県下関市 平成18

市指定有形文化財旧逓信省下関郵便局電話課庁舎保存活用整備設計 山口県下関市 山口県下関市 平成19

「九州・山口の近代化産業遺産群」構成資産(前田砲台跡)の資料作成 山口県下関市 山口県下関市 平成19

下関市近代先人顕彰館（仮称）改修工事監理業務 山口県下関市 山口県下関市 平成20
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下関市指定有形文化財旧逓信省下関電信局電話課庁舎（下関市近代先人顕彰館）保存改修工事
報告書作成

山口県下関市 山口県下関市 平成21

下関市近代先人顕彰館(仮称)改修工事監理 山口県下関市 山口県下関市 平成21

令和3年度向津具地域活性化計画のための歴史文化特性分析業務 山口県長門市 むかつ国で遊ぼう協議会 令和3

史跡萩城跡保存修理に伴う外堀復元想定 山口県萩市 山口県萩市 平成9

史跡萩城跡外堀保存整備基本計画策定 山口県萩市 山口県萩市 平成11

今魚店金谷線地方特定道路整備工事に伴う石垣補強試験監理指導 山口県萩市 萩土木建築事務所 平成12

史跡萩城跡外堀保存整備基本計画策定 山口県萩市 山口県萩市 平成12

史跡萩城跡保存修理事業設計監理 山口県萩市 山口県萩市 平成13

今魚店金谷線整備工事石垣保存管理指導 山口県萩市 萩土木建築事務所 平成13

今魚店金谷線地方特定道路整備工事に伴う設計 山口県萩市 (社)日本交通計画協会 平成14

史跡萩城跡保存修理事業設計監理 山口県萩市 山口県萩市 平成14

史跡萩城跡（外堀）保存修理設計監理 山口県萩市 山口県萩市 平成15

史跡萩城跡（外堀）保存修理工事に係る設計監理業務 山口県萩市 山口県萩市 平成16

史跡萩城跡（外堀地区）遺構整備設計監理 山口県萩市 山口県萩市 平成18

史跡萩城跡外堀水質浄化対策基本方針策定 山口県萩市 山口県萩市 平成19

史跡萩城跡外堀整備工事監理 山口県萩市 山口県萩市 平成19

史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理基本設計 山口県萩市 山口県萩市 平成19

北の総門周辺整備基本設計 山口県萩市 山口県萩市 平成20

史跡萩城跡外堀整備工事に伴う監理 山口県萩市 山口県萩市 平成20

史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理工事に伴う実施設計・監理 山口県萩市 山口県萩市 平成20

史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理工事に伴う実施設計・監理 山口県萩市 山口県萩市 平成21

時打矢倉石垣保存修理工事（第２工区）監理 山口県萩市 山口県萩市 平成21

史跡萩反射炉調査 山口県萩市 山口県萩市 平成22

史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理工事監理 山口県萩市 山口県萩市 平成22

史跡萩城跡時打矢倉石垣保存修理工事（第２工区）監理 山口県萩市 山口県萩市 平成22

萩反射炉調査 山口県萩市 山口県萩市 平成23

史跡萩反射炉実施設計業務 山口県萩市 山口県萩市 平成24

（防府市）身近なまちづくり支援街路事業（歴史的環境整備地区）事業化検討 山口県防府市 (社)日本交通計画協会 平成13

（防府市）歴史を活かしたまちづくり計画策定 山口県防府市 (社)日本交通計画協会 平成14

（防府市）歴史を活かしたまちづくり計画策定 山口県防府市 (社)日本交通計画協会 平成15

歴史を活かしたまちづくり計画策定業務 山口県防府市 (社)日本交通計画協会 平成17

防府市身近なまちづくり支援街路事業(歴史的環境整備地区) 山口県防府市 (社)日本交通計画協会 平成18

防府まちの駅基本構想及び基本計画 山口県防府市 (社)日本交通計画協会 平成19

重要文化財旧毛利邸本邸保存活用計画策定業務委託 山口県防府市 ㈶毛利報公会 平成25

国史跡大内館跡整備基本計画 山口県山口市 山口県山口市 昭和60

登録有形文化財三井翠松園別館建造物保存修理事業技術指導業務 徳島県鳴門市 ㈱小山裕久事務所 平成17

国史跡石清尾山古墳群保存整備基本計画 香川県高松市 香川県高松市 昭和60

国史跡石清尾山古墳群保存調査 香川県高松市 香川県高松市 昭和63

国史跡石清尾山古墳群保存調査 香川県高松市 香川県高松市 平成元

国史跡石清尾山古墳群（鶴尾神社4号墳）基本調査他 香川県高松市 香川県高松市 平成2

高松城天守閣資料等作成 香川県高松市 香川県高松市 平成20

史跡高松城跡鞘橋修理工事実施設計 香川県高松市 香川県高松市 平成22

史跡高松城跡鞘橋修理工事監理 香川県高松市 香川県高松市 平成23

高松市水道資料館破損劣化および構造診断調査 香川県高松市 香川県高松市 平成23

史跡高松城跡桜御門復元整備基本設計業務委託 香川県高松市 香川県高松市 平成24

屋島寺御成門保存修理工事実施設計業務 香川県高松市 (宗)屋島寺 平成25

屋島寺御成門保存修理工事監理業務 香川県高松市 (宗)屋島寺 平成26

史跡高松城跡桜御門復元整備基本設計追加資料作成業務委託 香川県高松市 香川県高松市 平成26

高松市水道資料館保存活用計画策定業務 香川県高松市 高松市上下水道局 平成26

史跡高松城跡桜御門建築基準法関連申請資料作製業務委託 香川県高松市 香川県高松市 平成27

高松市水道資料館耐震補強等実施設計技術指導業務 香川県高松市 高松市上下水道局 平成27

史跡高松城跡桜御門復元整備工事実施設計業務委託 香川県高松市 香川県高松市 平成28

高松市水道資料館耐震補強等工事〔文化財建造物修理主任技術者〕に係る監理業務及び耐震補
強工事報告書の作成業務

香川県高松市 ㈲零建築設計事務所 平成29

史跡高松城跡桜御門復元整備工事監理業務委託 香川県高松市 香川県高松市 平成31/令和元

旧御殿水源地倉庫大規模改修実施設計技術指導業務 香川県高松市 香川県広域水道企業団 令和2

旧御殿水源地倉庫大規模改修工事技術指導業務委託 香川県高松市 香川県 令和3

吹揚公園（今治城跡）石垣崩壊等復旧調査設計・現場監理 愛媛県今治市 愛媛県今治市 平成13

国史跡松山城跡濠設計・測量 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成4

国史跡松山城跡石垣修理工事・監理指導 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成5

史跡松山城跡石垣修理工事監理指導 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成6

史跡松山城濠石垣修理工事技術監理指導 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成7

史跡松山城跡東門櫓遺構保存修景調査・施工管理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成9

松山城公園（堀之内地区）整備計画 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成9

城山公園（堀之内地区）整備計画策定 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成10

城山公園（堀之内地区）整備計画策定 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成11

県史跡庚申庵整備実施設計 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成12

史跡松山城跡本丸等地震被害修理計画　同、二之丸災害復旧工事実施設計 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成13

県史跡庚申庵建造物保存整備工事監理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成13

来寺廃寺跡等案内説明板作成 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成13

県史跡庚申庵建造物保存整備工事監理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成14

史跡松山城跡二之丸災害復旧工事に伴う施工監理　同、二之丸史跡庭園南門外建造物災害復旧
工事設計

愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成14

松山地方気象台保存活用検討基礎調査 愛媛県松山市 (財)建築保全センター 平成14
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県史跡庚申庵建造物保存整備工事監理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成15

史跡松山城跡二之丸災害復旧工事監理　同、槻門跡石垣解体復旧実施設計・同、城山公園整備
計画・保全管理計画策定

愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成15

史跡松山城跡二之丸災害復旧工事(その5)に伴う施工監理業務委託 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成16

史跡松山城跡・堀之内地区（三之丸跡）土塁復元測量設計業務 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成16

松山地方気象台保存活用検討業務 愛媛県松山市 (財)建築保全センター 平成16

史跡松山城跡槻門跡石垣災害復旧工事(その1)に伴う施工監理業務 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成17

二之丸史跡庭園南門外建造物災害復旧工事監理業務 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成17

史跡松山城跡槻門跡石垣災害復旧工事・三之丸西側土塁保存整備施工監理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成18

史跡松山城跡二之丸史跡庭園南門外建物災害復旧工事監理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成18

史跡松山城跡芸予地震石垣災害復旧工事報告書作成 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成19

史跡松山城跡三之丸西側土塁保存整備に伴う施工監理 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成19

史跡松山城跡芸予地震石垣災害復旧工事報告書作成 愛媛県松山市 愛媛県松山市 平成20

岩崎彌太郎生家等保存管理計画策定委託業務 高知県安芸市 岩崎家ゆかりの建造物保存会 平成24

岩崎彌太郎生家（主屋）耐震補強設計業務 高知県安芸市 岩崎家ゆかりの建造物保存会 平成26

県道安田東洋線（犬吠橋）重要文化財等保存整備調査委託業務 高知県北川村 高知県 平成30

県道安田東洋線（犬吠橋）重要文化財等保存整備委託業務 高知県北川村 高知県 平成31/令和元

県道安田東洋線（犬吠橋）重要文化財等保存整備委託業務 高知県北川村 高知県 令和2

旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫及び講堂基本設計委託業務 高知県高知市 高知県 令和3

重要文化財風浪神社本殿防災施設整備工事設計監理 福岡県大川市 (宗)風浪神社 平成13

大牟田市三井三池炭鉱跡宮原坑跡専用鉄道跡 長崎税関三池税関支署跡保存管理計画策定支
援

福岡県大牟田市 福岡県大牟田市 平成23

大牟田市三井三池炭鉱跡宮原坑跡専用鉄道跡 長崎税関三池税関支署跡保存管理計画策定支
援業務

福岡県大牟田市 福岡県大牟田市 平成24

市指定有形文化財旧松崎旅籠油屋保存整備基本計画策定 福岡県小郡市 福岡県小郡市 平成15

歴史的資産を活かした折尾駅周辺地区の景観整備調査 福岡県北九州市
(財)国土開発センター、㈱アト
リエ 74

平成13

重要文化財高良大社防災工事施設設備工事設計監理業務 福岡県久留米市 福岡県久留米市 平成16

香椎宮防災施設整備工事設計監理業務 福岡県福岡市 (宗)香椎宮 平成17

香椎宮防災施設整備工事設計監理 福岡県福岡市 (宗)香椎宮 平成18

重要文化財宗像大社防災施設整備工事設計監理 福岡県宗像市 (宗)宗像大社 平成19

国史跡天狗谷窯跡保存整備基本計画 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成2

史跡天狗谷窯跡保存整備基本計画 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成10

史跡天狗谷窯跡保存整備基本設計 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成11

史跡天狗谷窯跡保存整備事業・保全整備実施設計 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成12

史跡天狗谷窯跡保存整備調査・工事監理指導 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成13

史跡天狗谷窯跡保存整備調査・工事監理指導 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成14

史跡天狗谷窯跡保存整備調査・工事監理指導 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成15

史跡天狗谷窯跡保存整備設計・工事監理指導 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成16

史跡天狗谷窯跡環境整備工事設計業務 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成17

史跡天狗谷窯跡保存整備工事設計監理 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成18

史跡天狗谷窯跡環境整備工事監理指導 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成19

史跡天狗谷窯跡環境整備工事監理指導及び実施設計業務 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成20

史跡天狗谷窯跡環境整備工事監理指導 佐賀県有田町 佐賀県有田町 平成21

（佐賀）嬉野ホテル計画既存建造物概略調査業務 佐賀県嬉野市 東急建設㈱ 平成30

久里双水古墳遺構探査 佐賀県唐津市 佐賀県唐津市 平成元

肥前古陶磁窯跡保存整備モデルケース作成 佐賀県唐津市 佐賀県 平成元

肥前古陶磁窯跡保存整備基本計画 佐賀県唐津市 佐賀県 平成4

県史跡唐津城址石垣等修理基本計画 佐賀県唐津市 佐賀県唐津市 平成6

佐賀県史跡伊勢塚保存修理工事設計・監理 佐賀県神埼町 佐賀県神埼町 昭和63

佐賀城公園整備工事文化財保存活用計画関連作業 佐賀県佐賀市 (社)日本公園緑地協会 平成11

久保泉丸山遺跡移設工事基本計画 佐賀県佐賀市 佐賀県 昭和54

久保泉丸山遺跡移設工事実施設計 佐賀県佐賀市 佐賀県 昭和55

久保泉丸山遺跡移設工事施工監理 佐賀県佐賀市 佐賀県 昭和56

久保泉丸山遺跡移設工事施工監理 佐賀県佐賀市 佐賀県 昭和57

国史跡田代太田古墳保存修理工事設計・監理 佐賀県鳥栖市 佐賀県鳥栖市 昭和51

国史跡谷口古墳保存整備基本調査 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 昭和60

国史跡谷口古墳保存修理基本調査・設計・監理 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 昭和61

国史跡谷口古墳保存修理工事設計・監理 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 昭和62

国史跡谷口古墳保存修理工事設計・監理 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 昭和63

国史跡谷口古墳保存修理工事設計・監理 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 平成元

国史跡谷口古墳石棺レプリカ製作設計・監理 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 平成元

国史跡谷口古墳保存修理工事設計・監理 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 平成2

国史跡谷口古墳計測分析他 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 平成3

史跡谷口古墳構造データ分析 佐賀県浜玉町 佐賀県浜玉町 平成8

肥前国府跡保存整備基本構想 佐賀県大和町 佐賀県大和町 昭和63

肥前国府跡保存整備実施計画 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成元

史跡肥前国府跡保存整備実施計画 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成8

肥前国庁跡整備実施設計 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成11

史跡肥前国庁跡遺構表示実施設計・整備工事監理 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成12

史跡肥前国庁跡遺構表示実施設計・整備工事監理 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成13

史跡肥前国庁跡建物復元整備基本設計 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成14

史跡肥前国庁跡ガイダンス施設実施設計 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成15

史跡肥前国庁跡建物復元整備設計監理 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成15

史跡肥前国庁跡ガイダンス施設等建設工事監理 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成16
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史跡肥前国庁跡南門復元等建設工事監理 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成16

史跡肥前国庁跡ガイダンス施設等建設工事監理業務 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成17

肥前国庁跡ガイダンス施設ソフト等作成業務 佐賀県大和町 佐賀県大和町 平成17

飯盛鬼塚古墳公園整備設計業務 長崎県飯盛町 長崎県飯盛町 平成16

史跡原の辻遺跡保存整備基本計画 長崎県壱岐市 原の辻遺跡保存等協議会 平成10

史跡原の辻遺跡保存整備実施計画 長崎県壱岐市 原の辻遺跡保存等協議会 平成13

史跡原の辻遺跡保存整備実施計画策定 長崎県壱岐市 原の辻遺跡保存等協議会 平成14

特別史跡原の辻遺跡保存整備基本設計 長崎県壱岐市 原の辻遺跡保存等協議会 平成15

特別史跡原の辻遺跡整備設計監理委託業務 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成16

特別史跡原の辻遺跡復元整備工事実施設計・工監理業務 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成17

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業建物復元工事監理・遺跡復元整備工事実施設計 長崎県壱岐市 原の辻遺跡保存等協議会 平成18

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業実施設計 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成19

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業（第Ⅳ期）建物復元工事の監理 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成19

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業実施設計 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成20

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業（第Ⅴ期）建物復元工事の監理 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成20

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業工事記録撮影 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成20

特別史跡原の辻遺跡工事記録撮影並びに映像編集 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成21

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業実施設計 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成21

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業（第Ⅵ期）中心域電気設備工事の監理 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成21

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業（第Ⅵ期）建築工事の監理 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成21

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業（第Ⅵ期）土木等整備工事の監理 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成21

特別史跡原の辻遺跡第Ⅰ段階整備管理運営資料作成 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成22

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業第Ⅰ段階整備報告書図版作成 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成22

原の辻一支国王都復元公園パンフレット制作 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成22

特別史跡原の辻遺跡工事記録撮影並びに映像編集 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成22

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業生活表現製作設置工事 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成22

特別史跡原の辻遺跡保存整備事業（第Ⅶ期）土木工事の監理 長崎県壱岐市 長崎県壱岐市 平成22

県重要文化財本経寺大村家墓碑群保存修理工事設計監理 長崎県大村市 大村芳子 平成9

大村藩主大村墓所保存管理計画策定 長崎県大村市 長崎県大村市 平成18

双六古墳群基礎調査 長崎県勝本町 長崎県勝本町 平成12

国史跡日野江城跡整備計画 長崎県北有馬町 長崎県北有馬町 平成4

世界遺産にかかる周辺景観・環境保全計画策定 長崎県新上五島町 長崎県新上五島町 平成21

世界遺産にかかる周辺景観・環境保全計画策定 長崎県新上五島町 長崎県新上五島町 平成21

世界遺産アクションプラン策定 長崎県新上五島町 長崎県新上五島町 平成22

世界遺産アクションプラン 長崎県新上五島町 長崎県新上五島町 平成23

防災計画（頭ヶ島天主堂）策定業務委託 長崎県新上五島町 長崎県新上五島町 平成26

防災計画（青砂ケ浦天主堂・大曾教会・江袋教会）策定業務委託 長崎県新上五島町 長崎県新上五島町 平成26

堂崎地区駐車場・トイレ修景整備業務委託 長崎県五島市 長崎県五島市 平成21

堂崎地区駐車場・トイレ修景整備 長崎県五島市 長崎県五島市 平成22

堂崎地区駐車場整備工事デザイン監理 長崎県五島市 長崎県五島市 平成22

国史跡出島和蘭商館跡復元計画 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成5

史跡出島和蘭商館跡復元整備基本計画 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成6

史跡出島和蘭商館跡復元整備計画書 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成7

史跡出島和蘭商館跡建造物復元実施設計　同南側石垣復元設計監理 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成15

史跡出島和蘭商館跡第Ⅱ期建造物復元工事監理業務委託、同第Ⅱ期建造物展示基本計画策定
業務委託、同第Ⅱ期建築物復元工事（水門）監理業務委託

長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成16

史跡出島和蘭商館跡第Ⅱ期建築物復元工事監理業務、同建築物復元に伴う外構・付帯設計監理
業務

長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成17

出島和蘭商館跡復元工事報告書原稿作成 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成18

外海地区文化的景観調査 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成22

国指定史跡「出島和蘭商館跡」建造物復元に伴う基本設計 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成23

外海地区文化的景観保存計画策定支援 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成23

長崎造船所占勝閣　保存管理計画策定業務 長崎県長崎市 ㈱三菱地所設計 平成24

国指定史跡「出島和蘭商館跡」建造物復元に伴う基本設計業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成24

「長崎市外海の石積集落景観」整備活用計画等策定支援業務 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成24

史跡「出島和蘭商館跡」復元整備計画見直し等業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成24

国指定史跡「出島和蘭商館跡」建造物復元に伴う実施設計業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成25

史跡「出島和蘭商館跡」第3期建築物復元工事に伴う工事監理業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成26

史跡「出島和蘭商館跡」既存建築物改修に伴う実施設計業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成26

旧出島橋出土石材調査業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成26

史跡「出島和蘭商館跡」表門設計に伴うアドバイス業務 長崎県長崎市 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 平成26

史跡「出島和蘭商館跡」保存管理計画策定支援業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成26

端島炭鉱第3竪坑捲座跡保存整備工事に伴う調査・設計・工事監理業務委託の指導助言 長崎県長崎市 ㈱有馬建築設計事務所 平成27

史跡「出島和蘭商館跡」第Ⅲ期復元建造物等外構設計業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成27

旧出島橋出土石材調査に係る仮置場整備設計・監理業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成27

旧出島橋出土石材調査等業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成27

旧出島橋歴史的考証図作成業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成27

旧出島橋出土石材調査準備業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成27

史跡「出島和蘭商館跡」既存建物外構設計業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成27

端島炭坑石積擁壁現況調査に伴う技術指導 長崎県長崎市 ㈱地域開発 平成28

（仮）端島炭鉱整備工事に伴う調査・設計・工事監理業務委託の指導助言 長崎県長崎市 九州オリエント測量設計㈱ 平成28

大平作業場跡調査業務委託 長崎県長崎市 ㈱地域開発 平成28

旧城山国民学校被爆校舎応急措置工事に伴う調査・設計・工事監理業務委託 長崎県長崎市 九州オリエント測量設計㈱ 平成28

旧出島橋石材仮組工事実施設計業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成28
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表門等歴史的考証図作成、復元模型監修 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成28

平成29年度端島総合事務所調査指導業務 長崎県長崎市 ㈱PAL構造 平成29

史跡出島和蘭商館跡第3期建造物復元工事報告書版下作成業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成29

大平作業場跡整備基本設計・実施設計業務委託 長崎県長崎市 （宗）お告げのマリア修道会 平成30

旧出島橋出土石材保存処理方法等検討業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成30

旧出島橋調査報告書作成支援業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成30

出島和蘭商館跡内既存復元建物点検等業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成31/令和元

旧出島橋保存活用小委員会開催支援等業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 平成31/令和元

橋口家住宅倉庫修理方針図策定業務委託 長崎県長崎市 橋口登 平成31/令和元

大平作業場跡石積修理および基盤施設整備工事監理業務・活用施設実施設計業務委託 長崎県長崎市 (宗)お告げのマリア修道会 平成31/令和元

出島和蘭商館跡内建造物等改修支援業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 令和2

橋口家住宅倉庫修理実施設計業務委託 長崎県長崎市 橋口登 令和2

大平作業場跡活用施設修正設計業務委託 長崎県長崎市 (宗)お告げのマリア修道会 令和2

端島炭坑跡第３堅坑捲座保存整備工事に伴う基本設計指導助言業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 令和2

出島和蘭商館跡内建造物等改修支援業務委託 長崎県長崎市 長崎県長崎市 令和3

端島炭坑跡保存整備工事に伴う指導助言業務委託（第三竪坑捲座、入坑桟橋） 長崎県長崎市 長崎県長崎市 令和3

長与皿山窯跡保存整備基本構想策定 長崎県長与町 長崎県長与町 平成15

東彼杵町歴史民俗資料館総合調整業務 長崎県東彼杵町 長崎県 平成3

そのぎの荘公園基本計画・基本設計 長崎県東彼杵町 長崎県東彼杵町 平成4

そのぎの荘古代工房実施設計 長崎県東彼杵町 長崎県東彼杵町 平成5

ひさご塚古墳保存整備設計 長崎県東彼杵町 長崎県東彼杵町 平成5

県史跡ひさご塚古墳保存整備工事監理 長崎県東彼杵町 長崎県東彼杵町 平成6

畑ノ原窯跡保存整備基本計画 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成元

畑ノ原窯跡保存整備実施設計 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成2

畑ノ原窯跡保存整備工事施工監理 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成3

畑ノ原窯跡保存整備工事設計・監理 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成4

史跡肥前波佐見陶磁器窯跡保存管理計画 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成13

史跡肥前波佐見陶磁器窯跡保存管理計画策定 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成14

史跡肥前波佐見陶磁器窯跡保存管理計画策定 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成15

肥前波佐見陶磁器窯跡保存整備基本計画策定 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成16

肥前波佐見陶磁器窯跡(中尾上登窯跡)防災工事基本設計業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成17

中尾上登窯跡保存整備測量調査・実施設計 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成20

史跡中尾上登窯跡保存整備工事施工監理 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成21

史跡中尾上登窯跡保存整備工事施工監理 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成22

中尾上登窯跡保存整備工事測量及び施工監理 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成23

中尾上登窯跡保存整備に伴う覆屋設置基本設計委託業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成24

肥前波佐見陶磁器窯跡保存整備工事測量設計及び施工監理業務委託 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成24

中尾上登窯跡保存整備設計監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成25

中尾上登窯跡保存整備設計監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成26

中尾上登窯跡保存整備設計工事監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成27

中尾上登窯跡保存整備設計工事監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成28

中尾上登窯跡保存整備設計工事監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成29

中尾上登窯跡保存整備施工支援業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成30

中尾上登窯跡保存整備実施設計・工事監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 平成31/令和元

中尾上登窯跡保存整備実施設計・工事監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 令和2

中尾上登窯跡保存整備実施設計・工事監理業務 長崎県波佐見町 長崎県波佐見町 令和3

鷹島神埼遺跡保存管理計画策定業務 長崎県松浦市 長崎県松浦市 平成24

鷹島神崎遺跡保存管理計画策定業務委託 長崎県松浦市 長崎県松浦市 平成25

土石流被災家屋保存公園内の被災家屋目視調査業務委託 長崎県南島原市 長崎県 平成31/令和元

土石流被災家屋保存公園内の被災家屋保全にかかる予備調査業務委託 長崎県南島原市 長崎県 令和3

土石流被災家屋保存公園内の被災家屋Ａ棟内部調査業務委託 長崎県南島原市 長崎県 令和3

国宝・重要文化財建造物保存管理計画書作成 長崎県 長崎県 平成21

文化財建造物保護方針作成のための調査報告書作成 長崎県 長崎県 平成22

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推薦書作成支援（調査研究） 長崎県・熊本県 長崎県長崎市 平成20

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推薦書作成（本文等作成）支援 長崎県・熊本県 長崎県長崎市 平成20

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」修景計画モデル案策定業務 長崎県・熊本県 長崎県長崎市 平成20

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推薦書作成支援（調査研究） 長崎県・熊本県 長崎県 平成21

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」　世界遺産登録推薦書作成（本文等作成）支援 長崎県・熊本県 長崎県 平成21

「長崎世界遺産研究会」企画運営等 長崎県・熊本県 長崎県 平成21

｢長崎の教会群とキリスト教関連遺産｣世界遺産登録推薦書作成支援(調査研究) 長崎県・熊本県 長崎県 平成22

｢長崎の教会群とキリスト教関連遺産｣世界遺産登録推薦書作成(本文等作成)支援 長崎県・熊本県 長崎県 平成22

｢長崎の教会群とキリスト教関連遺産｣類似資産比較研究 長崎県・熊本県 長崎県 平成22

｢長崎の教会群とキリスト教関連遺産｣世界遺産登録推薦書作成支援(調査研究) 長崎県・熊本県 長崎県 平成23

｢長崎の教会群とキリスト教関連遺産｣世界遺産登録推薦書作成(本文等作成)支援 長崎県・熊本県 長崎県 平成23

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推薦書作成支援（調査研究）業務 長崎県・熊本県 長崎県 平成24

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推薦書作成（本文等作成）支援業務 長崎県・熊本県 長崎県 平成24

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」推薦書作成のための写真撮影業務（天草分） 長崎県・熊本県 ＴＢＳ 平成24

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産群」世界遺産登録推薦書編集業務委託 長崎県・熊本県 長崎県 平成25

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」世界遺産登録推薦書再編集業務 長崎県・熊本県 長崎県 平成26

長崎県 世界遺産推薦書修正作業支援業務 長崎県・熊本県 長崎県 平成28

第33回世界遺産委員会通訳 長崎県 平成21

佐敷城跡石垣写真測量図作成・撮影図化及び基本構想 熊本県芦北町 熊本県芦北町 平成7

佐敷城跡保存整備基本計画 熊本県芦北町 熊本県芦北町 平成8

登録有形文化財赤松館災害復旧工事設計監理における技術指導 熊本県芦北町 ㈲来夢建築設計事務所 令和2
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「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」推薦書本文のうち天草の資産に関する英訳 熊本県天草市 熊本県天草市 平成24

﨑津・今富地区の世界遺産選定に向けた集落調査支援業務 熊本県天草市 熊本県天草市 平成24

別当塚古墳群東墳石室修復実施設計 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成5

県史跡別当塚古墳群東墳石室保存工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成6

三井三池炭坑跡万田坑跡基本構想策定 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成11

重要文化財三井三池炭鉱旧万田坑施設保存修理調査 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成19

旧万田坑施設保存修理工事設計・監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成20

史跡三井三池炭鉱跡万田坑跡職場保存修理工事設計 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成21

重文三井石炭鉱業株式会社三池炭鉱旧万田坑施設防災施設工事設計工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成21

重文旧万田坑施設保存修理工事工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成21

重文旧万田坑施設整備に伴う三井文庫資料調査支援 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成21

史跡三井三池炭鉱跡万田坑跡保存管理計画策定支援 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成22

アソニット旧社屋建造物調査 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成22

史跡三井三池炭鉱跡万田坑跡職場保存修理工事工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成22

アソニット旧社屋建造物調査報告書等の翻訳 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成23

史跡三井三池炭鉱跡万田坑跡職場保存修理工事工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成23

史跡三井三池跡万田坑跡保存管理計画策定支援 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成23

三池炭鉱専用鉄道敷跡歴史調査 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成23

三池炭鉱万田坑管理保全計画作成支援業務 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成24

重要文化財　三井三池炭鉱旧万田坑施設公開活用事業支援業務 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成24

重要文化財三井石炭鉱業株式会社三池炭鉱旧万田坑施設公開活用事業支援業務委託 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成25

万田坑重要文化財建造物調査工事委託 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成28

万田坑重要文化財建造物保存修理工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成30

万田坑重要文化財建造物保存修理実施設計及び前期工事監理 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 平成31/令和元

万田坑重要文化財建造物保存修理後期その1工事監理委託 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 令和2

万田坑重要文化財建造物保存修理後期その2工事監理委託 熊本県荒尾市 熊本県荒尾市 令和3

登録有形文化財建造物（新麹屋）保全改修工事設計・監理に関する技術指導 熊本県宇城市 ㈱髙木冨士川計画事務所 平成29

新麹屋柏原家住宅災害復旧工事に係る技術指導業務委託 熊本県宇城市 柏原利武 平成30

熊本県史跡仮又古墳保存修理工事設計 熊本県宇土市 熊本県宇土市 昭和57

ふるさと町並保存事業全体基本計画 熊本県宇土市 熊本県宇土市 平成元

ふるさと町並保存事業設計・監理 熊本県宇土市 熊本県宇土市 平成2

船場橋周辺保存整備設計・監理 熊本県宇土市 熊本県宇土市 平成3

向野田古墳保存整備基本計画 熊本県宇土市 熊本県宇土市 平成3

船場橋周辺保存整備工事設計・監理 熊本県宇土市 熊本県宇土市 平成4

船場橋周辺保存整備工事設計・監理 熊本県宇土市 熊本県宇土市 平成5

江藤屋敷住宅等調査及び保存計画 熊本県大津町 熊本県大津町 平成元

江藤家住宅保存改修工事設計・監理 熊本県大津町 熊本県大津町 平成3

江藤家住宅保存改修工事設計・監理 熊本県大津町 熊本県大津町 平成4

江藤家住宅保存改修工事設計・監理 熊本県大津町 熊本県大津町 平成5

県重要文化財江藤家住宅保存修理工事設計監理 熊本県大津町 熊本県大津町 平成7

県重要文化財江藤家住宅保存修理工事設計監理 熊本県大津町 熊本県大津町 平成8

県重要文化財江藤家住宅保存修理工事設計監理 熊本県大津町 熊本県大津町 平成9

重要文化財江藤家住宅保存活用計画策定業務 熊本県大津町 江藤武紀 平成25

重要文化財江藤家住宅保存修理事業申請補助業務 熊本県大津町 江藤武紀 平成27

登録有形文化財(建造物)岡本家住宅主屋ほか9棟保存修理事業(災害復旧) 熊本県大津町 岡本定昭 平成29

平成28年度江藤家住宅保存修理（災害復旧）工事実施設計・工事監理業務委託 熊本県大津町 江藤武紀 平成28

平成29年度江藤家住宅主屋その他６棟　災害復旧工事（第1工区）設計監理業務委託 熊本県大津町 江藤武紀 平成29

平成30年度江藤家住宅主屋ほか６棟災害復旧工事（第２工区）設計監理業務委託 熊本県大津町 江藤武紀 平成30

令和2年度江藤家住宅主屋ほか5棟防災施設整備工事設計監理業務委託 熊本県大津町 江藤武紀 令和2

令和3年度江藤家住宅主屋ほか6棟災害復旧工事設計監理業務委託 熊本県大津町 江藤武紀 令和3

国史跡井寺古墳修復調査 熊本県嘉島町 熊本県嘉島町 昭和62

熊本県史跡御霊塚古墳保存修理工事設計・監理 熊本県鹿本町 熊本県鹿本町 昭和52

熊本県史跡袈裟尾高塚古墳保存修理に伴う構造調査 熊本県菊池市 熊本県菊池市 昭和53

熊本県史跡袈裟尾高塚古墳保存修理工事設計・監理 熊本県菊池市 熊本県菊池市 昭和54

熊本県史跡袈裟尾高塚古墳保存修理工事設計・監理 熊本県菊池市 熊本県菊池市 昭和55

長野眼鏡橋文化財調査 熊本県菊池市 熊本県菊池市 昭和56

重要文化財熊本城平櫓保存工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県 昭和51

重要文化財熊本城平櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和52

重要文化財熊本城長塀保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和52

重要文化財熊本城監物櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和53

重要文化財熊本城源之進櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和54

重要文化財熊本城不開門保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和55

明八橋構造概要調査 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和56

明八橋応急修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和56

重要文化財熊本城田子櫓他四棟保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和56

重要文化財熊本城田子櫓他四棟保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和57

田村遺跡移設工事・設計監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和58

重要文化財熊本城東十八間櫓他二棟保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和58

重要文化財熊本城東十八間櫓他二棟保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和59

細川刑部邸移築復原調査 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和59

重要文化財熊本城宇土櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和60

熊本県重要文化財細川家霊廟保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和60

重要文化財熊本城宇土櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和61

熊本県重要文化財細川家霊廟保存修理工事施工監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和61
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重要文化財熊本城宇土櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和62

熊本県重要文化財細川家霊廟保存修理工事施工監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和62

熊本城周辺シンボルネットワーク・シンボルスポット整備計画 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和63

重要文化財熊本城宇土櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和63

熊本城数奇屋丸二階御広間復原工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和63

食糧会館解体保存工事調査・設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 昭和63

重要文化財熊本城宇土櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成元

重要文化財熊本城宇土櫓改装工事・展示工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成元

重要文化財熊本城平櫓保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成元

熊本城数奇屋丸二階御広間復原工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成元

景観形成建造物等調査 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成2

名勝・史跡水前寺成趣園保存整備基本計画 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成2

熊本県重要文化財熊本洋学校教師館保存修理工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県 平成3

重要文化財熊本城天守災害復旧工事基本計画及び基本設計 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成3

熊本城二の丸休憩所・売店改築工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成4

名勝・史跡水前寺成趣園保存整備基本設計 熊本県熊本市 (宗)熊本市出水神社 平成4

重要文化財熊本城天守災害復旧工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成4

名勝・史跡水前寺成趣園保存整備基本設計 熊本県熊本市 (宗)熊本市出水神社 平成5

重要文化財熊本城天守災害復旧工事設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成5

史跡熊本藩主細川家墓所保存修理設計・監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成8

史跡熊本藩主細川家墓所保存修理工事 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成9

熊本城本丸御殿復元整備基礎調査 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成10

水前寺江津湖公園単県都市公園（希首座祠）保存修理工事設計監理 熊本県熊本市 熊本県 平成10

史跡熊本藩主細川家墓所保存修理工事に伴う設計監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成10

熊本城桜の馬場一帯整備基本構想策定 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成11

県指定重要文化財洋学校教師館（ジェーンズ邸）災害復旧工事設計監理 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成11

熊本城有効活用調査研究 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成12

熊本城桜の馬場整備予想図作成 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成13

妙解寺跡桁橋災害復旧に伴う調査・設計業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成29

登録有形文化財ピーエス熊本センター（旧第一銀行熊本支店）震災復旧工事に伴う調査等の技術
指導

熊本県熊本市 ピーエス工業㈱ 平成29

清永本店震災復旧事業文化財調査業務 熊本県熊本市 ㈱人間都市研究所 平成30

平成30年度熊本城跡石垣復旧技術等総合支援業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成30

国指定史跡釜尾古墳災害復旧に伴う調査・工法検討等業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成30

登録有形文化財浜田醤油災害復旧工事における技術指導 熊本県熊本市 浜田醤油㈱ 平成30

令和元年度熊本城跡石垣復旧技術等総合支援業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成31/令和元

国指定史跡釜尾古墳災害復旧に伴う詳細調査・復旧計画等業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成31/令和元

石之室古墳石材調査・試験業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 平成31/令和元

登録有形文化財ピーエス熊本センター（旧第一銀行熊本支店）震災復旧工事監理に伴う技術指導 熊本県熊本市 ピーエス㈱ 平成31/令和元

令和2年度熊本城跡石垣復旧技術等総合支援業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 令和2

石之室古墳試験体作成業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 令和2

本妙寺仁王門復旧工事設計・監理に伴う技術指導 熊本県熊本市 (宗)本妙寺 令和2

令和3年度熊本城跡石垣復旧技術等総合支援業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 令和3

史跡釜尾古墳　災害復旧に伴う工法検討のための復旧パース図等作成業務委託 熊本県熊本市 熊本県熊本市 令和3

重要文化財十島菅原神社本殿他保存修理工事設計監理 熊本県相良村 (宗)十島菅原神社 平成9

重要文化財十島菅原神社本殿他保存修理工事設計監理 熊本県相良村 (宗)十島菅原神社 平成10

重要文化財十島菅原神社本殿他保存修理工事設計監理 熊本県相良村 (宗)十島菅原神社 平成11

重要文化財十島菅原神社本殿他保存修理工事設計監理防災施設整備工事設計監理 熊本県相良村 (宗)十島菅原神社 平成12

重要文化財十島菅原神社本殿他防災施設整備工事設計監理 熊本県相良村 (宗)十島菅原神社 平成13

十島菅原神社本殿及び拝殿建造物保存修理工事設計監理 熊本県相良村 (宗)十島菅原神社 平成24

平成30年度熊本県指定文化財井沢熊野座神社保存修理工事設計・監理業務 熊本県相良村 (宗)井沢熊野座神社 平成30

令和元年度熊本県指定文化財井沢熊野座神社保存修理工事設計・監理業務 熊本県相良村 井沢熊野座神社 平成31/令和元

福本会所跡土蔵保存調査 熊本県泗水町 熊本県泗水町 平成7

火の君の里中核公園（国史跡塚原古墳群）建設工事設計・監理 熊本県城南町 熊本県城南町 平成元

火の君の里中核公園（国史跡塚原古墳群）建設工事設計・監理 熊本県城南町 熊本県城南町 平成2

国史跡大坊古墳保存修理に伴う調査 熊本県玉名市 熊本県玉名市 昭和52

国史跡大坊古墳保存修理工事設計・監理 熊本県玉名市 熊本県玉名市 昭和53

玉名市文化財総合整備計画 熊本県玉名市 熊本県玉名市 平成3

永安寺東古墳・西古墳保存整備事業基本計画及び基本設計 熊本県玉名市 熊本県玉名市 平成12

史跡永安寺東古墳保存整備実施設計・工事施工監理 熊本県玉名市 熊本県玉名市 平成13

史跡永安寺東古墳保存整備工事施工監理 熊本県玉名市 熊本県玉名市 平成14

史跡永安寺東古墳保存整備工事監理 熊本県玉名市 熊本県玉名市 平成15

永安寺東古墳災害復旧に伴う調査・工法検討業務委託 熊本県玉名市 熊本県玉名市 平成29

永安寺東古墳・西古墳復旧工法検討会議支援業務委託 熊本県玉名市 熊本県玉名市 令和3

王宮神社楼門保存修理工事設計・監理 熊本県多良木町 熊本県多良木町 平成2

王宮神社楼門保存修理工事設計・監理 熊本県多良木町 熊本県多良木町 平成3

県重要文化財雄亀滝橋保存修理工事設計監理 熊本県砥用町 熊本県砥用町 平成6

菊水地区風土記の丘江田船山古墳石棺保存施設基本設計 熊本県和水町 熊本県 昭和62

菊水地区風土記の丘江田船山古墳石棺保存施設実施設計 熊本県和水町 熊本県 昭和63

国史跡江田船山古墳石棺保存施設施工監理 熊本県和水町 熊本県 平成元

国史跡江田船山古墳保存整備工事設計・監理 熊本県和水町 熊本県 平成2

国史跡江田船山古墳保存整備施工監理 熊本県和水町 熊本県 平成3

国史跡江田船山古墳保存整備基本設計 熊本県和水町 熊本県 平成元

人吉海軍航空基地跡保存活用計画基本調査 熊本県錦町 熊本県錦町 平成29
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二子山石器製作遺跡保存整備基本方針策定コンサルタント 熊本県西合志町 熊本県西合志町 平成9

登録有形文化財矢野家住宅（本宅）主屋他5棟保存修理工事設計監理業務にかかる技術指導 熊本県西原村 矢野賢一 平成30

令和元年度西原村指定有形文化財宮山神社修復事業設計・監理業務 熊本県西原村 (宗)宮山神社 平成31/令和元

明神池石橋復原および周辺整備工事設計・監理 熊本県白水村 熊本県白水村 平成2

明神池石橋復原及び周辺整備工事設計・監理 熊本県白水村 熊本県白水村 平成3

熊本県重要文化財伊藤家住宅保存修理工事設計・監理 熊本県氷川町 熊本県 平成元

熊本県重要文化財伊藤家住宅保存修理工事設計・監理 熊本県氷川町 熊本県 平成2

熊本県重要文化財伊藤家住宅災害復旧工事設計・監理 熊本県氷川町 熊本県 平成3

国史跡人吉城塀及び再建工事に伴う基本調査 熊本県人吉市 熊本県人吉市 昭和55

国史跡人吉城跡保存整備実施計画 熊本県人吉市 熊本県人吉市 昭和60

人吉城跡保存計画歴史資料館見直し 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成元

史跡大村横穴群地質調査 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成6

史跡大村横穴群保存調査・微気象観測 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成7

史跡大村横穴群保存調査・微気象観測 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成8

史跡大村横穴群試験施工・微気象観測 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成9

史跡人吉城跡保存整備実施計画策定 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成10

史跡大村横穴群保存整備工事設計監理 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成10

史跡人吉城跡保存整備実施計画策定 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成11

史跡大村横穴群微気象調査 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成11

史跡人吉城跡保存整備基本設計 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成14

重要文化財岩屋熊野座神社保存活用計画策定 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成15

史跡人吉城跡水ノ手門西側長塀復元工事設計・監理業務 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成17

史跡人吉城跡堀合門復元工事実施設計･水ノ手門西側長塀復元工事監理 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成18

史跡人吉城跡堀合門復元工事監理 熊本県人吉市 熊本県人吉市 平成19

登録文化財芳野旅館豪雨災害復旧工事設計監理における技術指導 熊本県人吉市 芳野旅館 令和3

くま川鉄道関連施設の登録文化財意見具申資料作成支援業務 熊本県人吉市ほか くま川鉄道㈱ 平成24

肥薩線概要作成支援業務委託 熊本県人吉市ほか 肥薩線を未来へつなぐ協議会 平成25

肥薩線比較研究業務委託 熊本県人吉市ほか 熊本県人吉市 平成27

益城町指定文化財皆乗寺本堂および山門災害復旧工事実施設計業務委託 熊本県益城町 (宗)皆乗寺 平成30

益城町指定文化財皆乗寺本堂および山門災害復旧工事工事監理業務委託 熊本県益城町 皆乗寺 平成31/令和元

熊本県史跡大戸鼻古墳群保存調査 熊本県松島町 熊本県松島町 昭和52

熊本県史跡大戸鼻古墳群保存修理工事設計・監理 熊本県松島町 熊本県松島町 昭和54

熊本県大戸鼻古墳群保存修理工事設計・監理 熊本県松島町 熊本県松島町 昭和55

熊本県史跡宇賀岳古墳保存調査 熊本県松橋町 熊本県松橋町 昭和56

熊本県史跡宇賀岳古墳保存修理工事設計・監理 熊本県松橋町 熊本県松橋町 昭和56

徳富蘇峰蘆花旧宅保存活用計画 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成元

徳富蘇峰・蘆花旧宅復原整備工事設計・監理 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成2

徳富蘇峰・蘆花旧宅復原整備工事設計・監理 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成3

徳富蘇峰・蘆花旧宅復原整備工事設計・監理 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成4

徳富蘇峰・蘆花旧宅復原整備工事設計・監理 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成5

徳富蘇峰蘆花生家修理工事報告書 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成7

徳富蘇峰・蘆花生家修理工事修理指導 熊本県水俣市 熊本県水俣市 平成14

熊本県史跡八代城跡保存整備基本計画 熊本県八代市 熊本県八代市 昭和62

熊本県史跡八代城跡保存整備基本計画 熊本県八代市 熊本県八代市 昭和63

平山瓦窯跡保存整備基本設計 熊本県八代市 熊本県八代市 平成8

県指定史跡平山瓦跡保存整備実施設計 熊本県八代市 熊本県八代市 平成11

史跡平山瓦窯跡保存整備設計監理 熊本県八代市 熊本県八代市 平成12

史跡平山瓦窯跡保存整備設計監理 熊本県八代市 熊本県八代市 平成13

史跡平山瓦窯跡保存整備設計監理 熊本県八代市 熊本県八代市 平成14

熊本県指定名勝水島崩落防止調査･設計業務 熊本県八代市 熊本県八代市 平成17

県指定名勝「水島」保存処理監理 熊本県八代市 熊本県八代市 平成18

県指定名勝「水島」保存処理監理 熊本県八代市 熊本県八代市 平成19

県指定名勝水島保存処理監理業務 熊本県八代市 熊本県八代市 平成20

松浜軒外塀等調査業務委託 熊本県八代市 熊本県八代市 平成25

重要文化財十三重塔災害復旧工事設計監理業務委託 熊本県八代市 米康夫 平成28

平成28年度八代市歴史文化基本構想策定業務 熊本県八代市 熊本県八代市 平成28

平成29年度八代市歴史文化基本構想策定業務 熊本県八代市 熊本県八代市 平成29

平成30年度八代市歴史文化基本構想策定業務 熊本県八代市 熊本県八代市 平成30

熊本県史跡馬塚古墳保存修理工事設計・監理 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 昭和45-50

熊本県史跡オブサン古墳保存整備工事実施設計 熊本県山鹿市 熊本県 昭和59

熊本県史跡オブサン古墳保存整備工事設計・監理 熊本県山鹿市 熊本県 昭和60

重要文化財八千代座保存整備基本計画 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成元

重要文化財八千代座西側便所復原工事設計・監理 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成元

重要文化財八千代座保存修理工事設計・監理 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成2

八千代座管理資料館設計・監理及び周辺整備基本構想 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成3

重要文化財八千代座保存修理工事設計・監理他 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成3

重要文化財八千代座管理資料館内装設備工事設計・監理 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成4

山鹿市町並み概要調査 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成7

山鹿市町並み概要調査・景観形成基本計画 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成8

重要文化財八千代座保存活用実施計画 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成8

史跡方保田東原遺跡保存・推進長期構想 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成13

鞠智城跡長者山展望広場休憩所基本設計・工事監理 熊本県山鹿市 熊本県 平成14

鞠智城跡長者山展望広場休憩所設計 熊本県山鹿市 熊本県立装飾古墳館 平成14

下町惣門建設に伴う設計 熊本県山鹿市 熊本県山鹿市 平成14
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鞠智城整備計画調査にかかる歴史的評価に関する資料整理 熊本県山鹿市 (社)日本公園緑地協会 平成21

史跡鞠智城整備計画調査にかかる歴史的評価に関する資料整理 熊本県山鹿市 (社)日本公園緑地協会 平成22

鞠智城周辺ゆるやかな公園基本構想検討業務に係る補助作業(その２) 熊本県山鹿市 (社)日本公園緑地協会 平成23

鞠智城周辺ゆるやかな公園基本構想検討業務に係る鞠智城建物跡の変遷案の検討 熊本県山鹿市 (社)日本公園緑地協会 平成23

鞠智城周辺ゆるやかな公園基本構想検討業務に係る鞠智城建物跡の変遷案の検討 熊本県山鹿市 (社)日本公園緑地協会 平成24

重要文化財明導寺七重石塔保存修理工事設計・監理 熊本県湯前町 熊本県湯前町 昭和59

重要文化財明導寺七重石塔保存修理工事設計・監理 熊本県湯前町 熊本県湯前町 昭和60

下里御大師堂保存修理工事設計業務委託 熊本県湯前町 熊本県湯前町 平成31/令和元

下里御大師堂保存修理工事設計監理業務委託 熊本県湯前町 熊本県湯前町 令和2

下里御大師堂保存修理工事設計監理業務委託 熊本県湯前町 熊本県湯前町 令和2

令和2年度「阿蘇」世界文化遺産学術検討支援業務 熊本県 熊本県 令和2

令和3年度「阿蘇」世界文化遺産学術検討支援業務 熊本県 熊本県 令和3

大友氏館跡保存整備計画調査協力 大分県大分市 大分県大分市 平成13

大友氏館跡基本構想 大分県大分市 ㈱乃村工藝社 平成14

大友氏館跡東辺整備計画策定 大分県大分市 大分県大分市 平成15

大友氏遺跡を生かしたまちづくり検討委員会報告書作成業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成16

旧万寿寺地区基盤整備方針検討業務 大分県大分市 大分県大分市 平成17

大友氏遺跡を活かしたまちづくり検討委員会報告書作成業務 大分県大分市 大分県大分市 平成17

大友氏館跡歴史公園整備計画図面作成 大分県大分市 大分県大分市 平成18

大友氏遺跡歴史公園整備基本構想策定支援業務 大分県大分市 大分県大分市 平成24

大友氏遺跡保存管理計画・整備基本構想策定支援業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成25

重要文化財柞原八幡宮防災設備設置事業設計監理業務委託 大分県大分市 (宗)柞原八幡宮 平成25

史跡大友氏遺跡整備基本計画策定支援業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成26

重要文化財柞原八幡宮保存活用計画策定業務 大分県大分市 (宗)柞原八幡宮 平成26

史跡大友氏遺跡整備基本計画策定支援及び基本設計（その１）業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成27

大友氏館跡庭園整備基本設計業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成28

大友氏館跡庭園整備基本設計業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成29

大友氏館跡庭園整備実施計画・実施設計業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成29

大友氏館跡庭園遺構整備設計監理業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成30

大友氏館跡庭園遺構植栽整備工事設計監理支援業務委託 大分県大分市 大分県大分市 平成30

大友氏館跡庭園整備報告書作成に係る図版・原稿作成等業務委託 大分県大分市 大分県大分市 令和2

史跡ガランドヤ古墳保存整備基本計画策定 大分県日田市 大分県日田市 平成22

特別史跡西都原古墳群保存整備活用基本計画 宮崎県西都市 宮崎県 平成6

特別史跡西都原古墳群保存整備工事実施設計・監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成7

特別史跡西都原古墳群保存整備・体験学習館工事実施設計・監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成8

特別史跡西都原古墳群保存整備工事実施設計・監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成9

西都原古墳群周辺マップ・テキスト作成 宮崎県西都市 宮崎県 平成10

特別史跡西都原古墳群保存整備基礎調査・実施設計 宮崎県西都市 宮崎県 平成10

特別史跡西都原古墳群復元整備・見学施設工事監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成11

特別史跡西都原古墳群復元整備工事監理復元整備調査設計・展示工事設計 宮崎県西都市 宮崎県 平成12

特別史跡西都原古墳群保存工事実施設計・工事監理・調査 宮崎県西都市 宮崎県 平成13

特別史跡西都原古墳群保存整備実施設計・工事監理・調査 宮崎県西都市 宮崎県 平成14

特別史跡西都原古墳群保存整備設計監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成15

特別史跡西都原169号墳保存工事監理委託業務 宮崎県西都市 宮崎県 平成16

特別史跡西都原古墳群保存整備報告書の原稿作成委託業務 宮崎県西都市 宮崎県 平成16

西都市歴史的環境整備街路事業調査業務 宮崎県西都市 (社)日本交通計画協会 平成17

西都原111号墳復元整備工事設計 宮崎県西都市 宮崎県 平成17

西都市歴史的環境整備 宮崎県西都市 (社)日本交通計画協会 平成18

西都原111号古墳保存工事監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成18

特別史跡西都原古墳群歴史ロマン再生空間形成事業に伴う保存整備報告書原稿作成 宮崎県西都市 宮崎県 平成19

特別史跡西都原111号墳保存工事監理 宮崎県西都市 宮崎県 平成19

特別史跡西都原古墳群活用促進ｿﾞｰﾝ整備事業保存修理工事設計 宮崎県西都市 宮崎県西都原考古博物館 平成21

特別史跡西都原古墳群４６号墳保存修理工事監理 宮崎県西都市 宮崎県西都原考古博物館 平成21

特別史跡西都原古墳群46号墳保存修理工事監理 宮崎県西都市 宮崎県西都原考古博物館 平成22

西都原古墳群活用促進ゾーン整備事業に伴う保存修理工事設計業務 宮崎県西都市 宮崎県 平成24

西都原古墳群活用促進ゾーン整備事業に伴う保存修理工事監理業務 宮崎県西都市 宮崎県 平成24

西都原古墳群活用促進ゾーン整備事業に伴う説明板工事設計及びゾーン整備報告書作成業務 宮崎県西都市 宮崎県 平成25

西都原古墳群調査整備活性化に伴う保存修理工事設計委託業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成26

平成26年度西都原古墳群調査整備活性化事業に伴う保存修理工事監理業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成26

平成27年度西都原古墳群調査整備活性化事業に伴う保存修理工事監理業務委託 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成27

西都原古墳群調査整備活性化事業に伴う保存修理工事設計業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成28

西都原古墳群調査整備活性化事業に伴う保存修理工事監理業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成29

西都原古墳群調査整備活性化事業に伴う保存修理工事監理業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成30

西都原古墳群史跡整備推進事業に伴う保存修理工事設計業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成31/令和元

西都原古墳群史跡整備推進事業に伴う保存修理工事監理業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 平成31/令和元

西都原古墳群史跡整備推進事業に伴う保存修理工事設計業務 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 令和2

酒元ノ上横穴墓群遺構保存覆屋再整備基本・基本設計策定業務委託 宮崎県西都市 県立西都原考古博物館 令和2

酒元ノ上横穴墓群遺構保存覆屋屋根改修に先立つ調査検討業務 宮崎県西都市 宮崎県 令和3

重要文化財那須家住宅保存修理 宮崎県椎葉村 宮崎県椎葉村 平成12

史跡新田原古墳群保存整備基本計画 宮崎県新富町 宮崎県新富町 平成7

史跡新田原古墳群保存整備基本計画 宮崎県新富町 宮崎県新富町 平成8

持田古墳群整備計画書策定 宮崎県高鍋町 宮崎県高鍋町 平成11

史跡持田古墳群整備計画書策定 宮崎県高鍋町 宮崎県高鍋町 平成12

史跡持田古墳群基本計画 宮崎県高鍋町 宮崎県高鍋町 平成13
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油津港湾環境整備事業（緑地等） 宮崎県日南市 宮崎県油津港湾事務所 平成14

港湾環境整備事業（緑地等）堀川運河関連公文書調査 宮崎県日南市 宮崎県油津港湾事務所 平成14

港湾環境整備事業（緑地等）堀川運河 宮崎県日南市 宮崎県油津港湾事務所 平成15

油津港湾環境整備事業（緑地等） 宮崎県日南市 宮崎県油津港湾事務所 平成16

油津漁港（堀川）波止鼻遺跡調査 宮崎県日南市 宮崎県油津港湾事務所 平成19

漁港環境第6-1-H油津漁港第1突堤護岸公共工事三者検討会 宮崎県日南市 宮崎県油津港湾事務所 平成21

日南市歴史文化基本構想等に係る文化財調査 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成21

登録有形文化財堀川橋調査診断 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成22

日南市歴史文化基本構想等策定事業 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成22

堀川橋詳細調査 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成23

堀川橋修理工事実施設計業務委託 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成24

花峯橋の修復工事に係る概算事業費算出業務 宮崎県日南市 ㈱国土開発コンサルタント 平成26

高質空間施設整備事業　堀川橋　工事監理業務委託 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成27

高質空間施設整備事業　堀川橋 工事監理業務委託 宮崎県日南市 宮崎県日南市 平成28

県史跡延岡城石垣調査 宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 平成7

県史跡延岡城保存整備基本計画 宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 平成8

城山公園測量設計 宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 平成10

城山公園整備工事設計監理 宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 平成11

延岡城城山公園測量設計業務 宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 平成12

岡富中学校カラミレンガ塀耐震診断・耐震補強基本設計業務委託 宮崎県延岡市 宮崎県延岡市 令和2

石積み護岸の意匠設計 宮崎県日向市 ㈱クレアリア 平成24

美々津石積施工監理 宮崎県日向市 ㈱クレアリア 平成25

美々津石積施工監理 宮崎県日向市 ㈱クレアリア 平成26

宮崎県耳川（美々津）現地意匠監理・意匠検討業務 宮崎県日向市 八千代エンジニアリング㈱ 平成27

平成26年度名勝に関する調査 宮崎県 宮崎県 平成26

平成27年度名勝に関する調査 宮崎県 宮崎県 平成27

集成館事業関連遺産群保存活用基本計画策定 鹿児島県鹿児島市 ㈱島津興業 平成21

重要文化財旧鹿児島紡績所技師館周辺活用調査等 鹿児島県鹿児島市 (社)日本交通計画協会 平成22

鹿児島市近代化産業遺産保存管理計画等策定業務（史跡） 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成23

鹿児島市近代化産業遺産保存管理計画等策定業務（重要文化財） 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成23

鹿児島市近代化産業遺産保存管理計画等策定業務（史跡） 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成24

鹿児島市近代化産業遺産保存管理計画等策定業務（重要文化財） 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成24

鹿児島市近代化産業遺産保存管理計画等策定業務（名勝） 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成24

史跡旧集成館附寺山炭窯跡関吉の疎水溝・史跡鹿児島紡績所技師館（異人館）整備活用計画策
定等業務

鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成25

鹿児島市近代化産業遺産保存管理計画等策定業務委託 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市 平成25

旧増田家住宅保存修理事業基本設計 鹿児島県薩摩川内市 鹿児島県薩摩川内市 平成21

市指定有形文化財旧増田家住宅保存修理事業実施設計監理 鹿児島県薩摩川内市 鹿児島県薩摩川内市 平成22

旧増田家住宅保存修理事業実施設計監理 鹿児島県薩摩川内市 鹿児島県薩摩川内市 平成23

旧増田家住宅保存修理事業実施設計監理業務委託 鹿児島県薩摩川内市 鹿児島県薩摩川内市 平成24

バーミヤーン遺跡マスタープラン基礎資料作成業務 アフガニスタン (独)東京文化財研究所 平成15

アジャンタ・エローラ遺跡保護・整備調査 インド 国際協力銀行 平成14

ファヤーズテパ仏教遺跡保存修復企画書作成 ウズベキスタン ユネスコ本部 平成11

ファヤーズテパ遺跡保存技術指導 ウズベキスタン ユネスコタシケント事務所 平成15

ファヤーズテパ遺跡技術指導 ウズベキスタン ユネスコ本部 平成16

ファヤーズテパ遺跡保存プロジェクト技術指導 ウズベキスタン ユネスコタシケント事務所 平成17

タ･ネイ遺跡共同研究調査協力業務 カンボジア (独)東京文化財研究所 平成17

タ･ネイ遺跡 カンボジア (独)東京文化財研究所 平成18

文化遺産保護（メコン地域諸国）国際シンポジウム及び研究会実施に係る事務補助業務 カンボジア・ミャンマーほか
早稲田大学文化財綜合調査
研究所

平成31/令和元

文化遺産保護（メコン地域諸国）国際シンポジウムおよび研究会実施に係る報告書作成支援業務 カンボジア・ミャンマーほか (学)早稲田大学 平成31/令和元

一級古跡卑南遺址月形石柱地区基本計画保存整備コンサルタント 台湾・台東 台湾省台東県 平成8

世界遺産 明･清朝故宮、天壇、頤和園保存管理状況モニタリング 中国・北京
イコモス・ユネスコ世界遺産セ
ンター

平成17

阿房宮国家考古遺跡公園及び周辺区域コンセプト計画設計 中国・北京
北京新領域創成建築企画設
計有限公司

平成24

龍門石窟保存修復事業計画 中国・洛陽 ユネスコ北京 平成12

龍門石窟保存修復調査・計画協力 中国・洛陽 (独)東京文化財研究所 平成13

龍門石窟保存修復調査・計画協力 中国・洛陽 (独)東京文化財研究所 平成14

龍門石窟保存修復調査・計画協力 中国・洛陽 (独)東京文化財研究所 平成15

龍門石窟保護事業協力 中国・洛陽 (独)東京文化財研究所 平成16

大明宮含元殿跡修復技術指導 中国・西安 ユネスコ北京 平成10

大明宮含元殿跡修復工事技術指導 中国・西安 ユネスコ北京 平成11

大明宮含元殿遺跡保存修復事業技術事業 中国・西安 ユネスコ北京 平成12

大明宮含元殿保存整備コンサルタント 中国・西安 ユネスコ北京 平成13

大明宮含元殿保存整備コンサルタント 中国・西安 ユネスコ北京 平成14

大明宮含元殿保存整備コンサルタント 中国・西安 ユネスコ北京 平成15

大明宮含元殿遺跡保存修復工事技術指導 中国・西安 ユネスコ北京 平成17

大明宮含元殿修復事業計画書作成 中国・西安 ユネスコ北京 平成6

大明宮含元殿基壇復元整備コンサルタント 中国・西安 ユネスコ北京 平成8

大明宮含元殿基壇復元整備コンサルタント 中国・西安 ユネスコ北京 平成9

交河故城遺跡保存計画基礎調査 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ 平成4

交河故城遺跡保存整備調査報告 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ 平成5

交河故城修復コンサルタント 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成6

交河故城保存整備コンサルタント 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成7
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交河故城マスタープラン編集 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成10

交河故城マスタープラン編集 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成11

クムトラ千佛洞保存修復コンサルタント 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成13

クムトラ千佛洞保存修復コンサルタント 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成14

クムトラ千佛洞技術指導 中国・新疆ウイグル自治区 (独)東京文化財研究所 平成16

クムトラ千佛洞技術指導 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成16

クムトラ千仏洞保存修復工事技術指導 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成17

クムトラ千佛洞保存修理 中国・新疆ウイグル自治区
ユネスコ北京・(独)東京文化財
研究所

平成18

クムトラ仏教遺跡 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成19

クムトラ仏教遺跡 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成20

クムトラ千佛洞保存修理事業計画 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成12

クムトラ千佛洞保存修復コンサルタント 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成15

交河故城マスタープラン編集 中国・新疆ウイグル自治区 ユネスコ北京 平成12

パキスタン・ガンダーラ遺跡修復調査協力 パキスタン (独)国際交流基金 平成15

パキスタン・ガンダーラ遺跡ポスター等作成 パキスタン ユネスコ本部 平成15

史跡整備の手引き書・資料作成のための調査 ― 文化庁記念物課 平成10

文化財建造物保存活用パンフレット作成 ― 文化庁建造物課 平成10

史跡整備の手引書・資料作成のための調査・検討 ― 文化庁記念物課 平成11

近代遺跡調査報告書編集 ― 文化庁記念物課 平成11

史跡等整備の手引書・資料作成のための調査・検討 ― 文化庁記念物課 平成12

農林水産業に関連する文化的景観の活用のための調査 ― 文化庁記念物課 平成12

茅葺き民家実地調査協力 （各地）
(財)都市農山漁村交流活性化
機構

平成13

農林水産業に関する文化的景観の保存整備活用調査 ― 文化庁記念物課 平成13

史跡等整備の手引書・資料作成のための調査・検討 ― 文化庁記念物課 平成13

歴史的公共建築の保存再生による地域活性化調査 ― (財)建築保全センター 平成13

農林水産業に関する文化的景観の保存整備活用調査 ― 文化庁記念物課 平成14

史跡等整備の手引書・資料作成のための調査・検討 ― 文化庁記念物課 平成14

近代遺跡（軍事に関する遺跡）詳細調査 ― 文化庁記念物課 平成14

近代遺跡（交通・運輸・通信業に関する遺跡）詳細調査 ― 文化庁記念物課 平成14

文化財建造物活用事例集作成調査 ― 文化庁建造物課 平成14

農林水産業に関する文化的景観の保存整備活用調査 ― 文化庁記念物課 平成15

史跡等整備の手引書・資料作成のための調査・検討 ― 文化庁記念物課 平成15

近代遺跡（軍事に関する遺跡）詳細調査 ― 文化庁記念物課 平成15

近代遺跡（交通・運輸・通信業に関する遺跡）詳細調査 ― 文化庁記念物課 平成15

文化財建造物活用事例集作成調査 ― 文化庁建造物課 平成15

近代遺跡（重工業・軽工業に関する遺跡）調査報告書作成 ― 文化庁 平成16

近代化遺産の修理等に係る指針策定事業に係る業務委嘱 ― 文化庁 平成19

近代化遺産の修理等に係る指針策定事業 ― 文化庁 平成20

歴史文化基本構想策定ハンドブック資料整理 ― 文化庁 平成23

歴史文化基本構想策定ハンドブック原稿作成業務 ― 文化庁 平成24

文化財活用事例（バリアフリー）収集業務 ― 文化庁 平成28

復元建物の国内実態の把握に関する調査事業 ― 文化庁 平成29

平成29年度文化財活用事例（バリアフリー）収集業務 ― 文化庁 平成29

ユネスコ無形文化遺産保護条約政府委員会に係る資料作成業務 ― 文化庁 令和2

ユネスコ無形文化遺産保護条約政府委員会に係る資料作成業務 ― 文化庁 令和3

ジャパンセンター構想策定調査 住宅都市整備公団 平成9

文化財建造物保存活用計画 ― 文化庁建造物課 平成9

国立民俗学博物館日本民家調査 ― 昭和45-50
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