
名称／発注者 業務の種類 業務の内容 業務の年度

 ◆ 史跡山王囲遺跡 ＊ 保存・活用基本計画策定  縄文晩期の集落景観等の復原 他 1994

  宮城県一迫町 ＊ 埋蔵文化財センター基本設計  研究・収蔵・展示・体験等の拠点施設 1996

  （現 栗原市） ＊ 同上 実施設計・工事監理 1997～1998

 ◆ 史跡御所野遺跡 ＊ 整備基本計画策定  縄文中期の集落景観等の復原 他 1995

  岩手県一戸町 ＊ 整備基本設計  縄文中期集落景観等の復元・小ガイダンス 他 1996

＊ 同上 実施設計・工事監理 1977～２001

 ◆ 史跡北代遺跡 ＊環境整備基本計画策定  縄文中期の住居復原等、ガイダンス施設 他 1995

  富山県富山市 ＊環境整備基本設計  縄文中期集落の自然景観・竪穴住居等の復元 1996

＊同上 実施設計・工事監理 1996～1998

＊ガイダンス施設基本設計  史跡活用の拠点(展示・体験学習等)施設 1996

＊同上 実施設計・工事監理 1997～1998

 ◆ 史跡三十三間堂官衙遺跡 ＊整備基本計画策定  古代役所跡の保存・再生・活用等＋ＪＲ駅 1997

  宮城県亘理町 ＊整備基本設計  古代郡衙跡の遺構表示・修景整備 他＋ＪＲ駅 1999

＊整備概略設計  上記基本設計の調整 2010

＊整備基本計画策定  平安時代陸奥国曰理郡衙跡の整備基本計画改定版の策定 2018～2019

＊整備第１次基本設計  陸奥国曰理郡衙跡正倉院エリアの整備基本設計 2020

＊令和４年度整備工事 実施設計  正倉院エリアの既存緑地修景整備工事の実施設計 2021

 ◆ 史跡慧日寺跡 ＊環境整備基本設計  平安時代寺院跡の復原的修景 他＋まちづくり等 2000

  福島県磐梯町 ＊同上 実施設計・工事監理  平安時代寺院跡伽藍、講堂跡等平面表示 他 2001～2004

＊金堂・中門復元建物基本設計  平安時代寺院跡伽藍中枢建物の復元 2004

＊同上 実施設計・工事監理 2005～2009

 ◆ 良覚院庭園 緑水庵 ＊緑水庵 建物診断  古庭園内にある明治時代茶室の建物調査、診断 2001

  宮城県仙台市 ＊同上 実施設計・工事監理  古庭園内にある明治時代茶室の改修・再生 2003～2004

 ◆ 史跡地蔵田遺跡 ＊整備活用計画ガイドライン策定  弥生時代前期集落整備活用計画のガイドライン 2003

  秋田県秋田市 ＊同上 実施設計・工事監理  弥生時代前期集落の竪穴住居復元・休息施設 他 2001～2006

 ◆ 史跡里浜貝塚 ＊保存管理計画-現況調査  縄文時代貝塚遺跡の保存管理計画 2005

  宮城県東松島市 ＊保存管理計画策定 2006

 ◆ 史跡徳丹城跡 ＊第２期保存管理計画策定  平安時代城柵跡の保存管理及び事業計画 2002

  岩手県矢巾町 ＊整備活用基本構想策定  平安時代城柵跡の建物復元・ガイダンス施設 他 2003～2004

＊整備活用基本計画策定 2005

＊第２次史跡整備基本設計  外郭西半地域の外郭西門・櫓・木柵等の復元 他 2006

＊政庁地区整備ガイドライン策定  政庁地区の整備に関するガイドライン 他 2008

＊第２次史跡整備基本設計調整  第２次史跡整備基本設計の改定 2018

＊令和２年度整備工事 設計・監理  外郭西辺地区 基盤整備整備工事の設計・監理 2019～2020

＊令和３年度整備工事 設計・監理  外郭西辺地区 遺構表示等整備工事の設計・監理 2020～2021

＊令和４年度整備工事実施設計  外郭西辺地区令和３年度整備工事の設計・監理 2021

 ◆ 特別史跡多賀城跡 ＊第３次保存管理計画策定  奈良・平安時代城柵跡の保存管理及び事業計画 2009～2010

  宮城県多賀城市

 ◆ 史跡陸奥国分寺・尼寺跡 ＊整備基本計画策定  奈良・平安時代寺院跡の整備基本計画 2009～2011

  宮城県仙台市 ＊整備基本設計  奈良・平安時代寺院跡の整備基本設計 2014～2015

＊整備実施設計  奈良・平安時代寺院跡の整備実施設計 2015

＊管理・休息施設新築工事実施設計  同上ガイダンス施設の実施設計 2015

＊ガイダンス施設展示実施設計  同上ガイダンス施設展示の実施設計 2015

＊管理・休息施設新築工事監理  同上ガイダンス施設の工事監理 2016
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 ◆ 史跡仙台城跡 ＊大広間跡遺構表示等整備基本設計  仙台城本丸大広間跡整備の検討・基本設計 2010～2011

  宮城県仙台市 ＊大広間跡遺構表示等整備実施設計  大広間跡遺構表示等整備の実施設計・工事監理 2013～2014

＊仙台城見聞館改装実施設計  仙台城見聞館改装の実施設計・工事監理 2013～2014

＊基本計画改定にともなう図面作成  仙台城跡整備基本計画に係るパース・模式図等の作成 2020

 ◆ 史跡堀越城跡 ＊整備事業計画策定  中世末に津軽為信が築城した城跡の整備事業計画 2010

  青森県弘前市 ＊整備基本設計  同上 基本設計 2010～2011

＊本丸地区整備実施設計・工事監理  同左 本丸地区の実施設計・工事監理 2011～2013

＊二之丸地区整備実施設計・工事監理  同左 二之丸地区の実施設計・工事監理 2013～2014

＊三之丸地区整備実施設計・工事監理  同左 三之丸(国道西側)地区の実施設計・工事監理 2013～2015

＊管理活用支援エリア実施設計  同左 管理活用支援エリアの実施設計 2014

＊エントランスエリア実施設計  同左 エントランスエリアの実施設計 2015

＊外構地区実施設計  同左 外構地区の実施設計 2015

＊エントランスエリア工事監理  同左 エントランスエリアの工事監理 2016～2017

＊外構地区工事監理  同左 外構地区の実施設計 2016～2018

＊三之丸(国道東側)地区実施設計  同左 三之丸(国道東側)地区の実施設計 2016

＊管理活用支援エリア休息施設工事監理  同左 休息施設新築工事の工事監理 2016

＊三之丸(国道東側)地区工事監理  同左 三之丸(国道東側)地区の工事監理 2017～2019

＊エントランスエリア・休息施設工事監理  同左 休息施設新築工事の工事監理 2018

＊ガイダンス施設展示等工事 実施設計  同左ガイダンス施設展示の実施設計 2018

＊ガイダンス施設展示等 工事監理  同左ガイダンス施設展示の工事監理 2019

 ◆ 史跡脇本城跡 ＊斜面復旧整備工事基本設計  中世後期の安藤氏ゆかりの山城跡の景観復旧計画 2012

  秋田県男鹿市 ＊整備基本計画策定  同左基本計画の策定 2013

＊斜面復旧整備工事設計監理  脇本譲跡の景観復旧工事の実施設計・工事監理 2014

＊整備工事設計監理（H27年度）  脇本譲跡整備工事の実施設計・工事監理 2015

＊整備工事設計監理（H2８年度）  脇本譲跡整備工事の実施設計・工事監理 2016

＊整備工事設計監理（H30年度）  脇本譲跡整備工事の実施設計・工事監理 2018～2019

＊整備工事設計監理（R01年度）  脇本譲跡整備工事の実施設計・工事監理 2019～2020

＊斜面復旧整備工事設計監理  脇本譲跡の災害復旧工事の実施設計・工事監理 2019～2020

＊古道復旧整備工事実施設計（R02年度）  脇本城跡古道復旧整備工事の実施設計 2020

＊古道復旧整備工事監理（R03年度）  脇本城跡古道復旧整備工事の工事監理 2021

＊内館・馬乗り場地区 整備基本設計  脇本城跡主要地区の整備事業基本設計　 2021

 ◆ 史跡桑折西山城跡 ＊整備基本設計  中世伊達家由来山城の整備基本設計 2015

  福島県桑折町 ＊平成２８年度工事実施設計  中世伊達家由来山城の緑地修景実施設計 2016

＊平成２８年度工事管理  中世伊達家由来山城の緑地主計工事監理 2016

＊平成２９年度工事実施設計  中世伊達家由来山城の緑地修景他実施設計 2016

 ◆ 史跡伊治城跡 ＊整備基本構想策定  奈良時代城柵跡に関する整備活用基本構想策定 2015～2016

  宮城県栗原市 ＊整備基本計画策定  奈良時代城柵跡に関する整備活用基本計画策定 2016～2017

 ◆ 史跡盛岡城跡 ＊台所・鶴ヶ池整備基本設計  盛岡城跡台所・鶴ヶ池整備の基本設計 2016

  岩手県盛岡市 ＊植生管理基本計画策定  盛岡城跡植生管理に係る基本計画の策定 2016

 ◆ 史跡志波城跡 ＊保存活用計画策定  平安時代古代城柵跡保存活用計画の策定 2018

  岩手県盛岡市

[ 凡例 ]   緑文字：計画策定／ 黒文字：公園工事／緑文字：建築工事
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