Work Actual 平成２１年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
「第 4 回福岡アジア美術トリエンナーレ 2009」の会場デザイン・設営等に関する業務
福岡アジア美術館
福津市サイン基本計画および実施設計業務委託

福津市

百道校区まちづくり計画策定業務委託

福岡市

祝賀式典 展示等データ作成業務

福岡市救急病院協会

福岡市景観計画（本編・別冊）版下作成業務委託

新宮町

柳川元気再生事業

水郷柳川まちづくり協議会

北九州元気再生事業

NPOＹ

新日鉄エリアマネージメント研究会

(株)Ｓ社

金印まつりちらし・ポスター作成業務

金印まつり実行委員会

市街化調整区域に関するデータ収集業務委託

福岡市

学園建築物整備計画見積見直し業務

Ｆ社(株)

博多駅パンフレット版下及びホームページ作成業務

福岡市

学園移転跡地計画概要業務

Ｆ社(株)

小城市まちなか交流プラザ施設導入機能の検討業務

(株)Ｔ社

福岡らしい観光案内板（地区案内板等）のデザイン作成業務委託

福岡市

絵本ミュージアム 2010

(株)Ｎ社

天神明治通り街づくり協議会(MDC)グランドデザイン実現方策の報告書作成業務
Ｆ
H21 年度福岡市都市サインカルテ図更新及び作成業務委託
名島城址公園展望台検討委員会運営業務委託その２

福岡市
福岡市

建築・デザイン部門
（仮称）友田病院新築工事 基本設計業務

医療法人友愛会

（仮称）友田病院新築工事 実施設計業務

医療法人友愛会

きよまつ小児科駐車場外構工事

Ｋ氏

福岡市美術館天井伏図作成業務

(株)Ｔ社

沖田中央公園築造工事 1 号・3 号トイレ、あずまや監理業務

Ｎ社(株)

新宮中央駅前シェルター確認申請及び工事監理業務

(有)Ｏ社

東西駅前駐輪場整備工事（東口）(西口)確認申請及び工事監理業務

東口：(株)Ｋ、西口：(株)Ｔ

沖田中央公園施工監理他

Ｎ社(株)

福岡県美容専門学校案内板、室名表示板デザイン

福岡県美容生活衛生同業組合

大宰府コミュニティバス停デザイン

(株)Ｆ社

沖田中央公園サイン盤面デザイン

Ｎ社(株)
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Work Actual 平成２０年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
平成 20 年度調査設計業務 №７

Ｓ(株)社

デザイン都市に関する調査・検討業務委託

NPO 法人ＤＬ

香椎駅周辺まちづくりガイドライン等作成業務委託

福岡市

福岡らしい観光案内板(誘導板)のデザイン検討及び監修業務委託

福岡市

まちづくりデザインガイドライン策定及びまちなみ景観ＣＧ作成事業業務委託
新宮町
福岡環境映像祭 報告書制作・印刷

NPO 法人Ｎ

平成２０年度志賀島活性化構想推進業務

福岡市

鴻臚館誘導案内板設置業務委託

福岡市

天神中央公園活用計画イメージ図等作成業務

(株)Ｔ社

「2008 リバーピクニック」ちらし・ポスター制作費

博多の水辺協議会準備会

広報活動アイテムデザイン代

Ｆ事務所

エリアマネジメント推進調査

(株)Ｓ社

鞘ヶ谷全体開発構想の検討案作成

(株)Ｓ社

金印まつりチラシ・ポスター作成等業務

金印まつり実行委員会

筑豊地域の交通体系検討事業に関する資料及び報告書作成業務

公立大学法人 福岡県立大学

東部(伏谷)埋立場第５区画雨水調整池実施設計委託

福岡市

福岡県水産資料館展示設計更新計画等作成業務委託

福岡県水産海洋技術センター

博多駅周辺地区の道路景観形成検討業務委託

福岡市

旧山中邸広場整備実施設計

(株)Ｏ社

熊本県山鹿地区農村地域工業等導入実施計画策定業務

(株)Ｍ社

六本松キャンパス跡地利用の景観形成に関する基礎調査業務委託

福岡市

観光案内板(地区案内板：今津元寇防塁)製作業務委託

福岡市

建築・デザイン部門
福岡県美容専門学校北九州校 既存棟改修工事設計委託

(株)Ｍ建築設計事務所

西尾クリニック模型作製

(有)Ｋ社

中島ふとん店エントランス改修工事

(株)Ｎ社

歯科医院・広瀬（仮称）基本構想・基本設計・実施設計・施工監修業務委託
Ｈ氏
諸岡マンション エントランス・アプローチ空間の提案
福岡美容専門学校北九州校 竣工図作成(意匠図)

(株)Ｍ建築設計事務所
Ｔ建設(株)

北筑前養護学校実施図面作成業務

(株)Ｋ

学園建築物整備計画

Ｆ(株)

福岡県美容専門学校案内板、室名表示板デザイン

福岡県美容生活衛生同業組合
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Work Actual 平成１９年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
矢部川流域景観協議会及びワークショップ等の広報・企画・運営・記録の作成
国立大学法人 九州大学
貞島川外１測量設計業務委託

福岡市

野芥地区における地域交流センター立地可能性の検討業務委託

福岡市（早良区）

戸尾・松川地区密集住宅市街地事業計画策定業務委託

(株)Ｍ社

平成 20 年度調査設計業務 №３

Ｓ(株)社

平成 19 年度地域循環型公共交通検討業務委託

福岡市

佐賀市南部三町 都市計画基礎調査

(株)Ｍ社

西海国立公園鹿子前園地整備基本計画設計策

Ａ(株)社

世界の都市ビジネス地区事例調査

(合同)福岡ｱｰﾊﾞﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

日田市公共サイン基本計画①

(株)Ｏ社

Ｉ中央公園部分設計協力

(株)Ｌ社

室見川緑地実施設計等業務委託

福岡市

ときわ公園内遊園地再整備

(株)Ｓ社

山路まちづくりコンセプトの作成

Ｗ(株)社

｢ガンダーラ美術とバーミヤン遺跡展｣の会場デザイン・設営等に関する業務委託
アジア美術館
コミュニケーション部会開催支援業務委託

ＶＩ推進協議会

｢おいでよ不思議の森のミュージアム｣

(株)西日本新聞

日田市公共サイン基本計画②

(株)Ｏ社

矢部川流域景観計画フィールドワークの実施及び公開討論会の広報・企画・運営
国立大学法人 九州大学
名島城址公園実施設計等業務委託

福岡市

建築・デザイン部門
｢Ｍスポーツ記念館｣における展示デザイン・設計業務

Ｍ氏

｢Ｍスポーツ記念館｣基本構想・設計

Ｍ氏

｢Ｍスポーツ記念館｣実施設計・監理

Ｍ氏

福岡県美容専門学校福岡校改修工事

(株)Ｍ建築設計事務所

福岡県美容専門学校北九州校増改築工事設計委託

(株)Ｍ建築設計事務所

八代物産館

Ｎ設計事務所

宗像医師会病院増改築 基本設計

宗像医師会病院

平戸｢按針の館｣改装工事

つたや総本家

佐世保店舗改装計画実施設計

Ａ氏

城南区別府マンションコンペ作業手伝い

(株)Ｍ建築設計事務所
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Work Actual 平成１８年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
観光案内所・案内板整備基本計画策定業務委託

福岡市

｢Ｗｅ Ｌｏｖｅ 天神｣まちづくり支援業務

Ｗｅ Ｌｏｖｅ 天神協議会

市道西新 22 号線外 3 路線道路設計委託

福岡市（早良区）

西区金武地内農村公園実施設計委託

福岡市（早良区）

都市再生整備事業（新宮セントラルパーク基本計画案作成）

(株)第一復建

香椎副都心地区平成 18 年度まちづくり方策検討業務

(株)九州都市整備センター

生松区台中央公園ワークショップ運営協力

(株)Ｌ社

リビオタウン明野南 1 丁目宅地造成基本設計業務

(株)新日鉄都市開発

｢明野南地区整備計画｣（H18 年度）策定業務

(株)新日鉄都市開発

｢地域別高齢者福祉施策の立案に関する研究」における住民意識調査業務委託
(財)福岡アジア都市研究所
山鹿市工業団地適地選定調査業務

㈱Ｍ社

平成 18 年度中央区ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業および地域指標づくり事業業務運営委託（警固校区）
福岡市（中央区）
新北九州空港関連用地地区計画策定業務

Ａ㈱社

「地域別高齢者福祉施策の立案に関する研究」における住まいと生活に関する基礎調査
(財)福岡アジア都市研究所
平成筑豊鉄道・バス接続マップ コンテンツ作業業務

福岡県立大学人間社会学部

「筑後景観コンテスト応募作品」データベースの作成

国立大学法人 九州大学

景観モデル地区における景観要素の調査

国立大学法人 九州大学

景観モデル地区における景観形成方策に関する調査

国立大学法人 九州大学

北九州港門司港地区旧大連航路上屋利活用検討補助作業
平成 18 年度公共交通利便性調査検討業務委託

(財)港湾空間高度化環境研究センター

福岡市

｢絵本カーニバル｣展示制作

(株)西日本新聞社

天神まちづくりガイドライン作成支援⑵

Ｗｅ Ｌｏｖｅ 天神協議会

建築・デザイン部門
博多区病院実施設計

医療法人社団 杏林会

精華短大コンペ作業

㈱高松組

大京マンション藤崎デザイン業務

㈱Ｔ社

福岡県美容専門学校改修工事プロポーザル企画

㈱Ｍ建築設計事務所

三役室名板書換え委託

福岡市

本庁舎電照看板データ修正・出力業務委託

福岡市

西鉄マンションコンペ作業料

㈱Ｍ建築設計事務所

済州島水族館設計作業

㈱Ｎ社
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Work Actual 平成１７年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
宮崎県景観形成基本方針検討業務

㈱オオバ

「公共交通事業者の連携による公共交通活性化に関する研究」業務委託
(財)福岡アジア都市研究所
福津市こどもの国基本構想・施設編策定業務

㈱西日本新聞社

老司緑地実施設計等業務委託

福岡市

築後の景観を守り育てるルールづくり検討報告書

福岡県・九州大学

能古島プロジェクト

NPO ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

早良区地域目標づくり（有田校区）

㈱ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

西区福重校区安全安心マップづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務福岡市
H17 年度中央区ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業及び地域指標づくり事業業務運営委託 福岡市
香椎副都心地区多目的広場等基本構想検討業務委託

㈱都市・計画・設計研究所

宇城市新幹線宇城駅設置に係る検討調査業務

NPO ﾃﾞｻﾞｲﾝ都市・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

明野地域再開発基本計画(H17 年度)策定業務

㈱新日鉄都市開発

市道屋形原 1738 号外道路測量設計委託

㈱アースプラニング

06 年３月ヨーロッパ再開発視察

㈱電気ビル 他

筑後地域における広域風致景観の保全・形成のルールづくりに関する研究
福岡県・九州大学
Ｋ池周辺ワークショップ運営協力

㈱ランドスケープ・コア

H18 年度築上町高齢者保健福祉計画策定業務

㈱西日本新聞社

市道的場 608 号線外４路線道路測量設計委託

福岡市

香椎副都心地区「平成 18 年度まちづくり方策検討業務」

㈱九州都市整備センター

建築・デザイン部門
吉志パンフレットデザイン作業

若築建設㈱

吉志交番デザイン作業

若築建設㈱

美しいまちづくり活動支援ハンドブック作成業務委託

福岡市

新門司海浜緑地水飲み場づくりワークショップ業務委託

北九州市

朝枝邸プロジェクトのデザイン・設計・監理業務

朝枝章生氏

本庁舎案内板書換え委託

福岡市

宗像医師会病院増改築構想策定

宗像医師会病院

合田邸プロジェクトのデザイン・設計・監理業務

合田博昭氏

きよまつ小児科インテリア設計及び監理業務

清松小児科医院
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Work Actual 平成１６年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
吉田ぼた山跡地造成工事基本計画に伴う調査設計業務委託

中間市

原水工業団地設計業務委託

Ｍ社

青葉公民館・老人いこいの家複合施設用地造成測量設計業務委託

福岡市

愛宕南１号公園実施設計等業務委託

福岡市

蒲田中公園実施設計業務委託

福岡市

比恵公園実施設計等業務委託

福岡市

岩国外構デザインコンサルタント業務

㈱空間造形コンサルタント

吉志公園に関するワークショップ実施及び提案作成

若築建設㈱

美しいまちづくり活動支援ハンドブック構成検討業務委託

福岡市

香椎副都心地区 H16 年度まちづくり検討業務委託

㈱九州都市整備センター

明野再開発構想基本コンセプト作成

㈱新日鉄都市開発

春日東中コミュニティ・レストラン企画運営

春日市・ＡＳＡＰ

「コミュニティに関する研究」業務委託

(財)福岡アジア都市研究所

南区エンジョイ・ウォーキング・マップづくり事業業務委託

福岡市

駐輪リーフレット作成業務委託

福岡市

筑後広域公園

㈱オオバ

新宮町中心市街地デザインガイドラインの作成

㈱プランドゥ

H17 年度鞍手町老人保健福祉計画策定業務

㈱西日本新聞社

綾町総合計画

アジア航測㈱

宮田町・若宮町老人保健福祉計画策定業務

㈱西日本新聞社

建築・デザイン部門
阿野邸のデザイン・設計・監理業務

阿野源治氏

井上邸新築プロジェクトのデザイン・設計・監理業務

井上陽市氏

太田邸新築プロジェクトのデザイン・設計・監理業務

太田慎治氏

元町ビル新築工事のデザイン・設計・監理業務

㈱雅泉荘

秋本薬局ﾃﾅﾝﾄビル新築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾃﾞｻﾞｲﾝ・設計業務

秋本徹氏

精華女子大コンペ

㈱高松組

ガーデンシティ子育支援構想策定

若築建設㈱

韓国サイン計画

㈱ジーエータップ

新市イメージデザイン作成業務

福間町・津屋崎町合併協議会

福津市市章デザインコンサルティング業務

福間町・津屋崎町合併協議会

本庁舎各階案内板データ修正・出力業務委託

福岡市

厚陽中学校家具設計業務

㈱佐藤総合計画

秋本病院家具設計指定料

㈱アイデック

新門司人工海浜レリーフ制作及び案内看板デザイン業務

日本乾溜工業㈱

秋本病院アートプロジェクト

秋本徹氏
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Work Actual 平成１５年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
地蔵面人工海浜ワークショップ実施委託業務

(社)北九州港振興協会

セミコンテクノパーク開発測量・開発許可申請業務委託

菊陽町・Ｍ社

さつき松原フェア映画祭の企画運営及びチラシ作成

宗像市

那珂川緑地実施設計等業務委託

福岡市

九州大学連携型企業家育成施設景観アドバイス業務

㈱梓設計

福岡空港有効活用方策基礎資料整理業務

九州地方整備局・Ａ社

南小倉駅周辺道路バリアフリー化検討

北九州市・Ｇ社

H15 年度「道路空間のｺﾐｭﾆﾃｨｲﾝﾌﾗ化 In 博多」の社会実験実施業務

NPO 博多まちづくり

長間邸及び向野邸建築確認申請業務

㈲ダイスプロジェクト

「わが町笹丘歩いて発見！歩いて健康！」ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業業務委託

福岡市

鶴田公民館・老人いこいの家複合施設用地設計委託

福岡市

釣川グリーンネット基本構想策定業務委託

宗像市

H15 年度「地域コミュニティに関する研究」委託

(財)福岡都市科学研究所

水巻町吉田ぼた山跡地活性化計画（前年度つづき）

水巻町

新宮町中心市街地整備事業に関わる事業化検討調査業務

新宮町

水循環の環境共生を中心とした新中心市街地構想調査

国土交通省・
都市地域整備局市街地整備

吉志第２期デザイン作成業務

若築建設㈱

吉志第３期デザイン作成業務

若築建設㈱

新宮町上府沖田・緑ヶ浜土地区画整理事業調査

㈱プランドゥ

建築・デザイン部門
秋本病院新築プロジェクトのデザイン・設計業務

秋本 徹氏

倉敷プロジェクトのデザイン・設計・監理業務

㈱アイシス

知的障害児通園施設「ひこばえ」新築プロジェクト

社会福祉法人福岡障害者文化事業協会
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Work Actual 平成１４年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
アイランドシティ広報誌コンペ企画

福博総合印刷㈱

都市計画マスタープラン策定基礎調査業務

垂水市・Ｋ社

都市計画マスタープラン策定調査委託業務

福山町・Ｋ社

H14 年度都市計画マスタープラン策定基礎調査業務委託(蒲生町)

蒲生町・Ｋ社

吹上町区域マスタープラン業務

吹上町・Ａ社

吾平町区域マスタープラン業務

吾平町・Ａ社

串良町区域マスタープラン業務

串良町・Ａ社

阿蘇町区域マスタープラン業務

阿蘇振興局・Ａ社

本渡市牛深市都市計画区域マスタープラン業務

天草振興局・Ｓ社

西部古賀清掃工場管理棟４階調度品

山陽映画㈱

鞍手郡３町(若宮町・宮田町・鞍手町)老人保健福祉計画策定業務

宮田町・鞍手町・若宮町・
㈱西日本新聞社

古賀市個性ある美しい街並みづくり計画策定業務委託

古賀市

りぼん橋橋詰空間デザイン検討業務委託

福岡市

吉田ぼた山活性化計画策定委託業務

水巻町

別府西公園実施設計業務委託

福岡市

H14 年度「道路空間のｺﾐｭﾆﾃｨｲﾝﾌﾗ化 In 博多」の社会実験に向けての事前調査等業務
NPO 博多まちづくり
直方・鞍手高速バスストップ統合に係わる基礎調査

福岡県・Ｇ社

伊都地区土地区画整理事業盛土工事実施設計業務委託

福岡市

新門司北地区土地利用計画検討業務

北九州市

農村地域工業等導入実施計画変更業務委託

Ｍ社

建築・デザイン部門
対馬丸記念館展示基本構想及び基本設計

(財)対馬丸記念会

西部清掃工場に係わるｱｰﾄを活用した施設整備計画策定業務委託

古賀市外 1 市 4 町じん芥処理組合

柳川宗邸基本構想

宋吉孝氏

吉瀬賃貸マンション設計・監理業務

(財)住宅改良開発公社・
吉瀬千代吉氏

大里・吉志パンフレットデザイン

若築建設㈱

吉志住宅祭りデザイン業務

若築建設㈱
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Work Actual 平成１３年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
長洲町都市計画基礎調査業務委託

長洲町・Ｍ社

桂川町開放センター構想

桂川町・Ｎ社

大村都市計画・用途見直し

大村市・Ａ社

蒲生町マスタープラン作成業務委託

蒲生町・Ｋ社

北九州港海辺のマスタープラン

北九州市

諸富町都市マスタープラン業務

諸富町・Ａ社

脇田地区マリンマーケットゾーン施設整備構想業務

北九州市・Ｗ社

伊万里港港湾計画関連基礎調査

佐賀県・Ｐ社

宮田町老人総合福祉センター等施設整備基本構想

宮田町・Ｎ社

吉志連絡道路検討図作成

北九州市・Ｗ社

香椎花園周辺プロジェクト関連調査

Ｔ社

大分明野中心部再開発構想

㈱新日鉄都市開発

大里緑地・ランドスケープ計画図作成

若築建設㈱

マリナクロス新門司構想・第２期臨海造成地基本構想業務

北九州市・Ｎ社

新門司北エリアにおける水際線魅力創造ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実施業務委託

北九州市

「新宮町中心市街地構想」策定業務委託

新宮町

久留米市草野町シンポジウム企画

久留米市

福岡県国際フォーラム企画

福岡県

サンダーバード企画

自主企画

有田校区まちづくりワークショップ

有田公民館・有田小学校

灯明ウォッチング企画

博多部まちづくり協議会

博多回廊プロジェクト

NPO 博多まちづくり

和白新町公園実施設計等業務委託

福岡市

農村地域工業等導入実施計画作成業務委託

菊陽町・Ｍ社

建築・デザイン部門
笠松地区研修センター新築建築工事監理業務委託

宮田町

古賀市清掃工場デザイン

古賀市

あおぞら病院トータルプロデュース作業

広瀬内科医院・電通九州

薬院プロジェクト・デザイン検討

㈱じゅう

南風台住まいづくりサポートプラン 作成業務

都市基盤整備公団・Ｎ社

南風台サポートプラン第２次企画業務

都市基盤整備公団・Ｎ社

南風台サポートプラン第３次企画業務

都市基盤整備公団・Ｎ社

原田邸設計・監理業務

原田雄二郎氏

佐藤寛邸新築プロジェクト

佐藤寛氏

2002 福岡輸入車ショーに係る設計・監理業務

日本貿易振興会

社章デザイン開発に関する業務

㈱電気ビル
20

那珂校区外アートのまちづくり業務委託

福岡市

本庁舎各階案内板デザイン・データ製作業務委託

福岡市

「高齢者集合住宅を核とする複合ビル事業」設計・プロデュース

㈱電気ビル

熊本プロジェクト、企画・設計提案競技コンサルティング業務

㈱電気ビル

臨海工業地帯における自然共生型環境創成のための調査事業にかかる「景観ﾊﾟｰｽ(ｲﾒｰｼﾞﾊﾟｰｽ)の作成」
九州国際大学
電気ビルデザイン監修一式

㈱電気ビル
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Work Actual 平成１２年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
H12 年度「福岡の都市形成史に関する検討調査委託」

(財)福岡都市科学研究所

伝統的町並み保存地区住宅デザイン作成業務委託

久留米市

堀割を生かしたまちづくり事業計画策定業務Ⅱ

柳川市

第３次八女市総合計画策定調査委託

八女市・Ｓ社

大村都市計画用途見直し業務

大村市・Ａ社

戸畑駅南口土地区画整理事業事業誌製作業務委託

戸畑駅南口土地区画整理組合

福岡市域における都市再生総合整備事業活用方策検討調査業務

(財)都市みらい推進機構

市営屋形原住宅他一ヶ所建替団地計画策定業務委託

福岡市

九州郵政局パビリオン資料制作

㈱電通

新病院建設の為の基礎調査

秋本病院

サッポロビール支援計画書作成

若築建設㈱

北九州市門司区大里地区導入施設検討のための大規模小売店舗等の現況把握
若築建設㈱
田川市活性化センター基本構想

㈱久米設計

蒲生町マスタープラン策定調査

蒲生町・Ｋ社

東田地区アーバンレジデンス地区基本構想策定

北九州東田開発㈱・㈱西広

美ヶ丘プロジェクトデザイン

新栄住宅㈱

公開空地等を事例としたｾﾐﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ空間のあり方に関する研究

㈱富士総合研究所

吉志区画整理事業基本構想策定

北九州市吉志土地区画整理組合

大村市運動公園費用便益検討

大村市・Ｏ社

二丈町温泉活用対策に係る調査研究・企画業務

二丈町

三菱地所百道浜プロジェクト商品企画

㈱西広

建築・デザイン部門
小鳥居邸新築プロジェクトの設計業務

小鳥居氏

笠松地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ基本設計・実施設計業務委託

宮田町

けやき通り景観設計

西鉄 C・E・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

2001 福岡輸入車ショウに係る設計・監理

日本貿易振興会

国分邸設計・監理業務

高野秀国氏
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Work Actual 平成１１年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
大村都市計画用途地域見直し業務

大村市・Ａ社

藤ノ木東部土地区画整理事業調査業務委託

(財)北九州都市整備公社

熊本市都市活力再生調査

熊本市・Ｓ社

街なか再生事業計画案作成

山口市・
(財)福岡土地区画整理協会

宮田町総合運動公園基本設計・実施設計業務委託

宮田町

八女市第３次総合計画策定調査業務(その１)

八女市・Ｓ社

佐賀市総合計画基礎調査

九州経済調査協会

和布刈公園基本計画策定業務

北九州市・Ｏ社

浜商第１号商店街憩いの広場整備事業測量設計委託

浜玉町

「２１世紀における福岡の将来像に関する有識者調査」委託

(財)福岡都市科学研究所

海の中道海浜公園環境共生計画推進プログラム策定関連作業

(社)日本公園緑地協会

沖縄基地跡地利用計画

ＮＩＲＡ

香椎駅周辺土地区画整理事業人口フレーム検討調査業務委託

福岡市

旧高取家住宅保存管理計画素案作成業務委託

唐津市

戸畑駅南口土地区画整理事業事業誌編集業務

戸畑駅南口土地区画整理組合

福岡市域における都市構造再編に係る検討調査業務

都市基盤整備公団

北九州学・研地区５街区土地利用検討業務

太洋建設コンサルタント㈱

笠松コミュニティセンターに関する調査に係る業務

㈱西日本新聞社

藤ノ木東部土地区画整理事業事業計画作成業務委託

(財)北九州都市整備公社

那覇新都心地区複合ビル計画

鹿島建設㈱

浜んまち街区データベース説明会

東日本総研㈱

門司大里本町土地区画整理事業土地利用構想

若築建設㈱

H11 年度「福岡の都市形成史に関する検討調査委託」

(財)福岡都市科学研究所

伝統的町並保存地区住宅デザイン策定基礎調査業務委託

久留米市

柳川市堀割を生かしたまちづくり事業計画策定

柳川市

建築・デザイン部門
中島布団店店舗・住宅設計

中島政弘氏

末日聖徒イエス・キリスト教会日本福岡神殿新築工事

㈲守谷建築設計事務所

下村医院改装プロジェクト

下村医院、下村宏氏

豊山邸新築プロジェクト

㈱福絋

鹿児島交流センター展示実施設計展示デザイン基本設計

㈱トータルメディア開発研究所
・㈱ＰＡデザイン

末日聖徒イエス・キリスト教会設計変更

㈲守谷建築設計事務所

セゾン増築に伴う設計業務

㈲セゾン

沖縄プレスセンターコンペ Ｐ＆Ａセンター計画

鹿島建設㈱

23

梅の花・神埼土地利用計画

鹿島建設㈱

住宅デザインセッション

㈱創芸

シンフォニア改修計画

㈱シンフォニア

西南中高コンペ作業

九州建設㈱

イムズデザインカフェ"99

㈱イムズ

2000 福岡輸入車ショウに係る設計・監理

日本貿易振興会
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Work Actual 平成１０年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
北九州市都市再開発方針策定調査(その３)

北九州市・(財)北九州都市協会

吉志土地区画整理事業調査業務

若築建設㈱

宮田町総合運動公園基本計画(Ⅱ)策定

宮田町・㈱西日本新聞社

西鉄春日原駅周辺まちづくり懇話会企画運営業務委託

春日市・Ａ社

熊本市北部地区開発検討調査

熊本市・Ｓ社

熊本市景観基本計画

熊本市・Ａ社

浜崎海水浴場整備基本計画策定委託業務

浜玉町

むなかた広陵台団地再生基本構想

県住宅公社・Ｎ社

宮田町新日本編物跡地等整備活用基本構想競技選定

宮田町

糸満市再開発事業基本設計事前調査業務

糸満市・㈱寛計画

沖縄基地跡地利用計画

沖縄総研

九電電化フェアコンペ

ダイコー・博報堂

川端中央商店街アーケード総合調整

神村鉄工㈱

竹下駅周辺整備検討調査業務

福岡市

北九州学術・研究都市ふる顔業務

北九州市・Ａ社

大学用地緑地設計業務委託

延岡市都市開発公社

粕屋町都市計画基本方針見直し業務

粕屋町・Ａ社

若松藤ノ木地区土地区画整理事業関連計画見直し

若築建設㈱・鹿島建設㈱

和布刈ＰＡ地域拠点整備調査

北九州市・Ｏ社

沖縄地域広域物流拠点調査業務

沖縄総合事務所・㈱寛計画

栄町市場イベント事業(栄町マチグﾜ―どんどん祭)の支援業務

㈱寛計画

赤間駅周辺都市景観整備計画基礎調査業務

宗像市

上場地域農業活性化基本構想検討資料収集・整理業務他

(社)農村環境整備ｾﾝﾀｰ・Ｎ社

H10 年度中心地区商店街活性化推進事業に伴う浜んまち街区ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成事業
長崎市・Ｔ社
川端商店街オープンイベント企画

川端中央商店街振興組合

前原市 21 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ実施作業

前原市

アジア美術館シンポジウム

福岡市

拠点市街地の再開発条件に関わる調査業務

(財)北九州都市協会

厳原パース作成

厳原町・Ａ社

地行商品計画プロジェクト

㈱創芸

出島西山道路修景設計

長崎県・Ｏ社

天拝坂地区住宅地計画

住宅都市整備公団・Ｔ社

三沢東(種畜場跡地)の街づくり基本構想作成

㈱西日本鉄道

建築・デザイン部門
川端中央商店街アーケード設計・工事監理

川端中央商店街振興組合
25

イムズデザインカフェ"98 関連業務

イムズテナント会

柳川布団店・住宅設計

中島ミツ子氏

モルモン教会基本設計・実施設計

末日聖徒ｲｴｽ･ｷﾘｽﾄ教会

戸畑駅南口土地区画整理事業ふる顔・街まちパネルデザイン

鹿島・竹中共同企業体

糸屋呉服店売場整備プロジェクト

宮崎忠士氏

西鉄小郡住宅地コンペ

㈱西日本鉄道

西南大学新１号館

九州建設㈱
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Work Actual 平成９年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
戸畑駅南口土地区画整理事業ふる顔・街まち実施設計・管理業務

鹿島建設㈱

北九州市都市再開発方針策定調査（その２）

北九州市・(財)北九州都市協会

栄町市場商店街再開発設計事業

㈱寛計画

沖縄タイムス新社屋設計計画策定業務

沖縄タイムス・㈱寛計画

沖縄グランドデザインプロジェクト企画提案

㈱寛計画

吉志土地区画整理事業基本計画

若築建設㈱

春日原駅周辺地区市街地再開発事業Ａ調査

春日原市・A 社

赤間駅周辺都市空間整備計画検討業務

宗像市

折尾街区高度利用土地区画整理事業推進調査その２

北九州市・A 社

延岡市安全市街地形成土地区画整理事業調査業務委託

延岡市・T 社

福岡市民会館建替え基礎調査委託

福岡市

和布刈 PA 第２駐車場等整備調査

北九州市・O 社

弥生が丘第２期基本設計業務

㈱西日本鉄道

若松・藤ノ木地区開発構想検討業務委託

北九州市

りぼんシティオ内商業施設需要調査

住宅都市整備公団・K 社

香椎副都心地区街づくりコンセプト策定業務

住宅都市整備公団・N 社

じゅう長丘マンションプロジェクト（その２、庭園計画）

㈱西広

筑紫駅西口土地区画整理事業に係る用途地域変更業務

筑紫野市・O 社

アメリカ領事館照明計画

アメリカ領事館

渡辺通り１・３丁目地区施設需要調査

㈱都市未来ふくおか・N 社

根占町２１世紀まちづくりマスタープラン作成業務

根占町・A 社

竹下駅周辺基本計画

福岡市

西戸崎住宅開発プロジェクト

若築建設㈱

那覇市国際通り整備コンペ

那覇市商店街

宇美町原田土地区画整理事業に伴う残務業務

㈱九創

宮田町総合運動公園基本計画

宮田町・西日本新聞社

ドロレス講演会プロデュース

福岡市

春日原駅前再開発懇談会プロデュース

春日市・A 社

那珂川リバーサイド地区共同事業に関する調査

㈱九州都市整備センター

建築・デザイン部門
川端中央商店街アーケード設計

川端中央商店街組合

斎東邸新築プロジェクトのデザイン・設計業務

斎東康守氏

湯布院９隊舎新設建築設計

防衛施設局・T 社

ジュサブロー着物福岡展示会デザイン

小田章㈱

ウエストヒルズサイン関連作業

三井不動産㈱・㈱創芸

鹿児島市太陽の鐘整備事業企画提案

㈱オオバ
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ゆりが丘モニュメントネオン管修理

若築建設㈱

戸畑駅南北公共通路内装及び北口上屋デザイン

鹿島・竹中ＪＶ

戸畑駅南口土地区画整理事業広全体パース制作

鹿島・竹中ＪＶ

21 世紀の海洋都市パース制作業務

鹿島建設㈱

「リセウム悠達学際教育・研究交流棟」マークデザイン

九州大学

神埼駅前広場景観パース作成

神埼町・
(財)福岡土地区画整理協会

大濠マンション販売センター

㈱創芸

戸畑駅南口平成 9 年度工事横断デッキデザイン検討

鹿島・竹中ＪＶ

戸畑駅前広場防護柵デザイン

Ｍ社
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Work Actual 平成８年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
西部地域まちづくり将来構想策定調査その２

福岡市

馬出１・５丁目地区住宅改良事業等計画基礎調査業務委託

福岡市

西南学院中高建替計画作成

九州建設㈱

熊本市遊休土地利用促進計画策定

東日本総研㈱

折尾駅街区高度利用土地区画整理事業推進調査その１

北九州市・A 社

春日原駅周辺まちづくり業務に関する調査等

春日市・A 社

日向卸売市場基本構想及び構想図作成委託

日向地区卸売市場整備促進協議会

香椎駅周辺地区西鉄宮地岳線連続立体交差事業基本計画業務

福岡市・T 社

ｾﾞﾝﾘﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1996 知図の曼陀羅計画企画策定

総合開発事業協同組合

佐世保港ﾎﾟｰﾄﾙﾈｯｻﾝｽ計画実施計画業務委託

長崎県・A 社

若松福祉村構想

若築建設㈱

河内温泉郷整備基本計画策定調査業務委託

北九州市

那覇市泊港プロジェクト

沖縄県・K 社

渡辺通１・３丁目地区再開発計画

鹿島建設㈱

瑞雲寺周辺整備基本計画委託事業

佐賀県浜玉町

大分ﾎｰﾊﾞｰｸﾗﾌﾄﾀｰﾐﾅﾙ整備計画策定

㈱西広

修猷館改築構想

福岡県･九州芸術工科大学岡研究室

北九州市都市再開発方針調査

北九州市・(財)北九州都市協会

筥崎土地区画整理事業新駅周辺街づくり基本計画策定業務委託

福岡市

糸満市公設市場再開発調査（調査Ｂ）委託業務

糸満市・A 社

久山町土地区画整理事業プロジェクト

若築建設㈱

ツインドームシティまちづくり企画

㈱電通

赤間駅周辺都市空間整備計画検討業務

宗像市

弾薬庫跡地プロジェクト

若築建設㈱

建築・デザイン部門
戸畑駅南口土地区画整理事業ふる顔・街まち

鹿島・竹中ＪＶ

戸畑駅南口駅前広場ﾊｲﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ基本設計業務

鹿島・竹中ＪＶ

星ヶ丘モニュメント企画デザイン料

若築建設㈱

㈱クキナミプロジェクト（企画・店舗設計）

㈱クキナミ

生の松原土地区画整理事業スーパー出店計画案の作成

九州建設㈱

フォトスタジオ石井インテリア設計

石井事務所

戸畑駅南口土地区画整理事業パネル製作

戸畑駅南口土地区画整理組合

杉岡邸新築プロジェクト

杉岡洋一氏

福岡病院隊舎改築設計

防衛施設局・T 社

星ヶ丘リーフレットデザイン監修

㈱アドテック・若築建設㈱

シーサイドハウス八代インテリアコンセプト基本イメージ

九州建設㈱
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大濠ﾏﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ商品コンセプトとデザインの基本イメージ

㈱創芸

福岡赤坂プロジェクト

㈱創芸

フリーマッケット情報誌表紙デザイン

㈱ピッカーズ
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Work Actual 平成７年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
高崎町都市マスタープラン報告書作成

高崎町・A 社

アルソア央粧本社移転計画策定業務

㈱アルソア・㈱フォルマ

平原フルーツランド構想基本計画策定委託

浜玉町

Ａ市地下街整備基本構想

福岡市・M 社

戸石ニュータウンマスタープラン作成

㈱オオバ

小林市都市計画マスタープラン策定業務

小林市・A 社

唐津ﾎﾟｰﾄﾙﾈｯｻﾝｽ２１調査

佐賀県・A 社

糸満市場改築計画

糸満市

神埼駅周辺地区開発構想基本計画

神埼町・
(財)福岡土地区画整理協会

生の松原ニュータウンプロジェクト

若築建設㈱

宮崎港長期整備構想関連調査

宮崎県・P 社

百道浜（西南中高移設）プロジェクト

九州建設㈱

福利厚生事業の企画開発並びに事業拡充に係る基本的事項の研究委託
財)福岡市中小企業従業員福祉協会
宗像ｱﾙｶﾃﾞｨｱｶﾝﾊﾟﾆｰ構想策定調査

㈱若築建設

西部地域まちづくり将来構想策定調査

福岡市

唐戸市場整備基本設計のための条件整理及び基本計画の見直し作業業務委託
下関市・A 社
大手町地区再生計画土地・建物調査作業

北九州市・N 社

折尾駅周辺土地区画整理事業調査

北九州市・A 社

熊本市遊休土地等利用促進計画

熊本市・T 社

修猷館高校改築構想

福岡県･九州芸術工科大学岡研究室

北九州サッポロビール跡地利用計画

㈱若築建設

西戸崎プロジェクト

㈱若築建設

建築・デザイン部門
1995 年ユニバーシアード福岡大会開閉会式美術計画

福岡市ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ組織委員会

1995 年福岡ホームショーコンセプト策定業務

㈱ケンラン社

門司競輪場貴賓席改装

㈱アイ・アンド･エス

バイオマテリアル本社事務所インテリアプロジェクト

㈱バイオマテリアル

セゾンプロジェクト（店舗・住宅設計）

㈲セゾン

戸畑駅南口ふる顔・街まち設計業務

北九州市・鹿島･竹中ＪＶ

戸畑駅南口ふるさとの顔づくりパンフレット制作業務

北九州市・鹿島･竹中ＪＶ

原病院コンペ

㈱九州建設

西福岡マリーナ多目的ホール建設工事

㈱九州建設

本城パークタウンデザイン料・制作費

若築不動産
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Work Actual 平成６年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
須崎ふ頭地区計画変更基礎調査委託

福岡市・A 社

市民図書館跡地利用基礎調査

福岡市・K 社

新北九州空港島地球にやさしいエネルギーシステム検討調査に係る新空港土地利用の計画作業
北州市・A 社
高城町都市計画マスタープラン策定

高城町・A 社

山田町都市計画マスタープラン

山田町・A 社

響灘東地区施設整備計画策定調査委託

北九州市・K 社

荒尾ショッピングセンター基本設計

荒尾市・A 社

唐戸市場整備計画策定業務

下関市・A 社

唐津ポートルネッサンス２１計画調査

佐賀県・A 社

飯塚駐車場実態調査

飯塚市・A 社

能古島のリゾート整備に伴う緑化(花)構想作成業務

福岡市

高鍋港整備構想調査

宮崎県・P 社

食品流通施設整備参加調査検討事業(日向地域)

(財)食品流通構造改善促進機構

戸畑駅南口土地区画整理事業ふるさとの顔づくり計画

北九州市

平成 6 年西合志町御代志地区土地区画整理調査業務

熊本県・T 社

小林市都市計画マスタープラン

小林市・A 社

小倉都心部地下空間利用ガイドプラン業務

北九州市・N 社

八幡西区ＹＥＳＰＯ '90 総合プロデュース

若築建設㈱

糸満商店街再開発事業設計

糸満市・A 社

九大移転関連計画

福岡市・T 社

熊本市遊休土地等利用促進計画

熊本市・T 社

高崎町都市マスタープラン

高崎町・A 社

宮崎港港湾取扱貸物量推計業務

宮崎県・Ｐ社

西部地域土地利用ゾーニング等調査

Ｔ社

交差点リングモニュメントのデザイン設計

Ｈ社

建築・デザイン部門
若築建設住宅原器住宅設計

若築建設㈱

星ヶ丘フラワーショッププロジェクト

若築建設㈱・草野氏

ユニバーシアード関連色彩・サイン計画

福岡市ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ組織委員会

モニュメント設置業務

地域整備公団・地域サービス㈱

嬉野 I.C 交差部モニュメントデザイン

佐賀県・東武計画㈱

ＨＯＰＳハウジング星ヶ丘デザイン

若築建設㈱

湯布院宮原クリニック別荘設計

Ｆ社

西南学院大学女子寮コンペ実費

Ｋ社
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Work Actual 平成５年度実績
Ｎｏｔｅｓ

Ｃｌｉｅｎｔ

計画部門
唐津港ウォーターフロント整備構想調査委託

佐賀県・A 社

福岡市都市開発動向調査㈱福岡銀行

㈱福岡銀行

唐戸地区ウォーターフロント開発構想策定業務

下関市・A 社

唐戸市場整備計画策定業務

下関市・A 社

北九州港市民に親しまれる水際線づくり調査

北九州･(財)港湾空間高度化ｾﾝﾀｰ

行橋駅東地区再生計画調査業務委託

行橋市･(社)全国市街地再開発協会

古賀町都市計画基本構想

古賀町・S 社

高城町都市マスタープラン基礎調査策定業務

高城町・A 社

福祉会館跡再開発権利用施設配置計画

熊本県・T 社

新八代駅地区土地区画整理Ａ調査

熊本県・八代市・
(財)区画整理促進機構

新八代駅(仮称)及び駅周辺の整備に関する調査

熊本県・八代市・
(財)区画整理促進機構

浜玉駅周辺整備計画

浜玉町・T 社

香椎駅周辺地区整備計画策調査修正作業

福岡市・A 社

緑ヶ丘リニューアルタウン構想・計画策定業務

荒尾市・S 社

緑ヶ丘リニューアルタウン基本設計

荒尾市・Ｓ社

博多ふ頭第２期構想検討調査

福岡市・K 社

響灘東地区施設整備構想策定調査

北九州市・K 社

但ノ原団地基本構想・計画調査

Ａ社

建築・デザイン部門
クレド美術館（柳川市）

クレド美術館
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