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会社理念

私たち大久手計画工房は、「まちづくりワークショップ」の手法により市民
参加を支援するコミュニティデザインの専門家です。
コロナ禍を経験し、ワークショップの形態も大きな影響を受けました。今後

は対面形式に加えてオンライン方式のコミュケーションの可能性を広げていき
たいと考えています。
まちづくりという言葉は、今や高齢者の暮らしや地域の子育ての問題、環境

にやさしい暮らしづくりなど暮らし全体の問題に広がっています。さらに地域
の自治やコミュニティの運営の問題を視野に入れた言葉となってきているので
す。こうした市民意識の変化に対応して、まちづくりワークショップの対象も
公園づくりなどの公共空間の計画づくりから、区画整理事業などの面的なまち
づくり、地区計画やまちづくり条例などのルールづくりにまで広がっています。

まちづくりワークショップには、地域のコミュニケーションを生き生きと豊
かに育んでいく効果があります。直面する問題を多くの人の知恵を集めて創造
的に解決する体験が、コミュニティを組み立て直すきっかけとなるのです。ま

ちづくりワークショップの場で、地域の将来像を多くの人と語る機会を作りだ
し、その思いを自らのものとして地域で共有化することは、長い目で見れば地
域を住民自身が育てる主体形成につながっていくはずです。コミュニティ圏に

熟議の場を生み出し、コミュニティ・デモクラシーに裏付けられたコミュニテ
ィ・マネジメントの実現を私たち大久手計画工房は目指しています。
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会社概要

■商 号 有限会社大久手計画工房

■本 店 〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布二丁目11番10号

■事 務 所 〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘15-11
セントラルコート菊名Ｄ12

TEL 045-534-6601
FAX 045-472-1710
URL http://ookute.blue.coocan.jp
E-mail HQM01065@nifty.com

■創 業 1987年（会社設立登記 1991年６月24日）

■事業目的 １ 建築設計事務所の経営
２ 地域開発､都市開発､宅地造成等の事業に関するコンサルティング
３ 建築工事業
４ 内装仕上工事業
５ 全各号に付帯する一切の事業

■組織体制 取 締 役 伊藤 雅春 まちづくりワークショップ歴32年
＜一級建築士＞
＜博士(工学)＞

所 員 森 由美 まちづくりワークショップ歴27年
＜二級建築士＞

嘱託研究員 今井 邦人 まちづくりワークショップ歴25年
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伊藤雅春経歴

(1) 経歴

1956年 名古屋に生まれる

1974年 愛知県旭ケ丘高等学校卒

1978年 名古屋工業大学建築学科卒

1980年 同 大学院修士卒
修士論文
『乳児期にみる行動様式の獲得過程と生活空間の構成に関する
建築計画的研究』

1980年 平松建築設計事務所入社

1982年 インテリアセンタースクール非常勤講師

1983年 平松建築設計事務所退社

1983年 松本嘉雄建築研究所入社

1986年 松本嘉雄建築研究所退社

1987年 大久手計画工房設立

1991年 有限会社登録

1997～2004年 東京工業大学工学部社会工学科非常勤講師

2001年 千葉大学自然科学研究科人間・地球環境科学専攻 博士課程修了
博士論文
『建築・まちづくり計画における住民参加手法としてのワーク
ショップの研究』～コミュニティの自律化をもたらす計画論～

2001年 琉球大学非常勤講師・平成13年度特別講義

2002～2005年 産業能率短期大学非常勤講師

2005～2008年 あしたのまち・くらしづくり活動賞審査委員

2007年 千葉県『21世紀の市街地形成検討調査研究会』委員

2007～2011年 愛知学泉大学コミュニティ政策学部教授

2008～2009年 豊山町都市計画マスタープラン策定委員会委員長

2011～2015年 愛知学泉大学現代マネジメント学部教授

2009～12年 豊田市民活動促進委員会委員長

2010～11年 『たちばな農のあるまちづくり』推進会議委員長

2009～10年 桜ヶ丘地区交通まちづくり検討委員

2013～15年 相模原市新しい交通システム導入検討委員会委員

2016年 塩尻市北部地域拠点施設設計者選定競技審査委員
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現 在 （有）大久手計画工房取締役
明星大学建築学部常勤教授
補助第26号線と沿道まちづくり相談窓口生活再建プランナー
環境造形学園ＩＣＳ・カレッジ・オブ・アーツ非常勤講師
（特）玉川まちづくりハウス運営委員長
地縁法人 玉川田園調布会副会長
玉川田園調布住環境協議会副会長
コミュニティ政策学会理事
日本建築学会会員
都市計画学会会員
世田谷区街づくり専門家
横浜市まちづくりコーディネーター

(2) 賞歴

1987年 世田谷線宮の坂駅界隈づくりコンペ 世田谷区長賞受賞
『生活と文化の拠点としての駅前コミュニティ施設等と周辺まちづくり』
（FAG205＋地域住民グループ）

1991年 世田谷区都市の公園設計競技 第一部門第三席
『花も実もあるＭＹｍｙ公園』（グループ MYmy Dream）

1989年 名古屋市都市景観賞受賞

1993年 第６回川口市都市デザイン賞「都市デザイン賞」受賞

1999年 とっとりの住まいプロジェクト環境共生住宅計画の提案
「集合住宅部門優秀賞」受賞

(3) 著書

○まちづくりの新しい理論 ［出版：1989/07］
C. アレグザンダー（著）／難波 和彦（翻訳）出版：鹿島出版会

○医療生協の魅力を生かす診療所づくり－医療生協リポートNo.10－ ［1990/03］
発行：日本生活協同組合連合会医療部会

○患者の療養生活と病棟づくり－医療生協リポートNO.14－ ［1991/09］
発行：日本生活協同組合連合会医療部会

○参加のデザイン道具箱 ［1993/08］
企画・執筆・発行：（財）世田谷区都市整備公社まちづくりセンター

○玉川まちづくりハウスの活動記録 みんなでホイッ！ ［1996］
共著・発行：玉川まちづくりハウス

○参加のデザイン道具箱（パートⅢ） ［1998/03］
企画・執筆・発行：（財）世田谷区都市整備公社まちづくりセンター

○新時代の都市計画2 市民社会とまちづくり ［2000/05］
伊藤 滋編集代表／林泰義編著 出版：ぎょうせい

○玉川まちづくりハウスの活動記録 みんなでホイッ！２ ［2001/02］
共著・発行：玉川まちづくりハウス
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○まちづくりワークショップＱ＆Ａ ［2002/10］
共著・発行：大久手計画工房

○「対話による建築・まち育て」参加と意味のデザイン
～参加のデザインによる設計方法論～ ［2003/04］
共著：（社）日本建築学会 意味のデザイン小委員会編著 出版：学芸出版

○「参加するまちづくり」 ～ワークショップがわかる本～ ［2003/09］
伊藤雅春＋大久手計画工房 出版：ＯＭ出版 株式会社

○まちづくり教科書第３巻｢参加による公共施設のデザイン」 ［2004/03］
（社）日本建築学会編者 出版：丸善株式会社

○「生活視点の高齢者施設」～新世代の空間デザイン～ ［2005/09］
（社）シルバーサービス振興会編集 出版：中央法規出版

○「まちづくりの百科事典」共著 ［2008/07］
出版：丸善株式会社

○「くらしづくり」の質を高める発見型ワークショップの事例研究調査 ［2010/03］
共著 出版：日本建築士会連合会

○生活者参加による質の高い建築づくりのための実践的作法研究 ［2010/06］
「くらしづくり」の質を高める発見型ワークショップ
共著 出版：日本建築士会連合会

○60のプロジェクトによむ日本の都市づくり ［2011/11］
共著 出版：株式会社朝倉書房

○都市計画とまちづくりがわかる本 ［2011/11］
共著 出版：株式会社彰国社

○建築設計のための行く／見る／測る／考える ［2011/12］
発見・発想・試行のフィールドとデザイン 出版 ： 鹿島出版会

○地域(近隣)の公共的運営を目指す私法人の日本的展開の現状と可能性について［2012/06］
共著
出版 ： 一般財団法人都市のしくみとくらし研究所

○熟議するコミュニティ ［2021/12］
伊藤雅春 出版：東信堂
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(4) 学術論文

○愛知県豊山町における社会実験としての市民討議会 ［2012.7.1］
単著 地域開発

○市民討議会のプログラム分析 ［2013.3.10］
単著 地域社会研究

○町内会・自治会活性化の課題―大都市周辺部の町内会・自治会のアンケート調査から―
単著 コミュニティ政策学部紀要 ［2010.12.22］

○市民参加手法の比較検討－まちづくりワークショップ、市民討議会（プラーヌンクスツェ
レ）、ワールド・カフェの事例を対象として－ ［2011.3.25］
共著 コミュニティ政策学部紀要

○住民参加型条例とまちづくり条例 ［2011.3.1］
単著 季刊まちづくり

○コミュニティ診断アンケートの開発とコミュニティ改善への展開 ［2018.7.7］
単著 コミュニティ政策16

〇自己組織化診断マップ」により明らかになった関係者の階層化 ［2021/04］
単著 地域社会研究32

〇参加するまちづくり・熟議するコミュニティ ［2021/06］
単著 地域社会学会年報33
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まちづくりワークショップの業務経歴一覧

(1) 施設計画のまちづくりワークショップ
建物、公園、橋、道路などの公共施設は、基本的にすべて市民の意見を反映させてつく

られるべきだと考えます。そのためにこれまで様々なワークショップのプログラムを開発
してきました。以下は、施設づくりのまちづくりワークショップです。

［コ］＝コラボレーション

■令和元年度(2019）
・吉祥寺東町一丁目市有地の利活用を考えようワークショップ 東京都武蔵野市

■平成30年度(2018）
・吉祥寺東町一丁目市有地の利活用を考えようワークショップ 東京都武蔵野市

■平成29年度(2017)
・宇部市新市庁舎基本設計市民ワークショップ［コ］ 山口県宇部市

■平成28年度(2016)
・三原市新庁舎設計ワークショップ［コ］ 広島県三原市

■平成27年度(2015)
・新宮市文化複合施設基本設計検討ワークショップ［コ］ 和歌山県新宮市

■平成26年度(2014)
・みんなでつくろう！伊予図書館､文化ホール､郡中地区公民館建設 愛媛県伊予市
市民ワークショップ ［コ］

・中部横断自動車道活用検討委員会関係者ワークショップ［コ］ 山梨県北杜市

■平成25年度(2013)
・茂木まちなかの拠点づくり検討ワークショップ 栃木県茂木町
・南区民交通まちづくり討議会 神奈川県相模原市

■平成22年度(2010)
・桜ヶ丘地区交通まちづくり市民討議会 神奈川県大和市
・新八幡町コミュニティセンターづくりワークショップ［コ］ 東京都武蔵野市

■平成21年度(2009)
・桜ヶ丘地区交通まちづくり市民討議会 神奈川県大和市
・ＱＬ21城北ワークショップ 愛知県名古屋市

■平成20年度(2008)
・牟呂大塚公園づくりワークショップ 愛知県豊橋市
・旧音羽楼跡地の緑を守るデザインを考えるワークショップ 神奈川県葉山町

■平成19年度(2007)
・町田市新庁舎建設基本設計市民ワークショップ［コ］ 東京都町田市
・豊橋市会員のみんなでつくる歯科医師会館と衛生士学校ワークショップ 愛知県豊橋市

4
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■平成18年度(2006)
・杉並区放射五号線周辺まちづくり検討協議会 東京都杉並区
・多目的文化施設づくりワークショップ［コ］ 長野県松川村

■平成17年度(2005)
・杉並区放射五号線周辺まちづくり検討協議会 東京都杉並区
・多目的文化施設づくりワークショップ［コ］ 長野県松川村

■平成16年度(2004)
・多目的文化施設づくりワークショップ［コ］ 長野県松川村
・みんなでつくろう！大正町公園ワークショップ［コ］ 岐阜県郡上市
・丸池第二期実施設計ワークショップ［コ］ 東京都三鷹市
・調布保谷線環境施設帯整備検討協議会(保谷区間)［コ］ 東京都

■平成15年度(2003)
・丸池第二期ワークショップ 東京都三鷹市
・市営鶴間台住宅建替事業話し合いの会［コ］ 神奈川県大和市
・調布保谷線環境施設帯整備検討協議会（調布･三鷹区間）［コ］ 東京都

■平成14年度(2002)
・川西町賑わい空間創出コミュニティ施設づくりワークショップ［コ］ 新潟県川西町
・調布保谷線環境施設帯整備検討協議会（調布･三鷹区間）［コ］ 東京都

■平成13年度(2001)
・川西町賑わい空間創出健康増進施設づくりワークショップ［コ］ 新潟県川西町
・調布保谷線環境施設帯整備検討協議会（調布･三鷹区間）［コ］ 東京都
・福智山ダム周辺整備水辺学習館ワークショップ 福岡県直方市
・市立病院と田和山遺跡共存市民ワークショップ 島根県松江市
・みんなでつくる三愛ホームワクワク市民会議 愛知県日進市

■平成12年度(2000)
・松江合同庁舎計画ワークショップ［コ］ 島根県松江市
・生野町吉川邸再生プロジェクト 兵庫県生野町
・ふるさとの橋づくりワークショップ 福岡県直方市
・みんなで楽しい駅をつくろう！ワークショップ 福岡県直方市
・川西町賑わい空間創出龍馬の会まちづくりワークショップ［コ］ 新潟県川西町

■平成11年度(1999)
・川西町賑わい空間創出龍馬の会まちづくりワークショップ［コ］ 新潟県川西町
・深大寺つばめ児童遊園ワークショップ 東京都三鷹市
・西上郷第一公園づくりワークショップ ［コ］ 神奈川県横浜市
・宮城野文化センター物語を考える集い 宮城県仙台市
・緩和医療学習会ワークショップ 愛知県名古屋市
・松江駅前通りデザインワークショップ 愛知県豊橋市

■平成10年度(1998)
・みんなでつくろう日吉地区市民館・図書館分館ワークショップ 神奈川県川崎市
・丸池実施設計ワークショップ［コ］ 東京都三鷹市
・医療生協さいたま大井協同診療所改修ワークショップ 埼玉県ふじみ野市
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■平成９年度(1997)
・佐原田地区公園づくりワークショップ 広島県廿日市市
・上沢通四丁目公園づくりワークショップ 兵庫県神戸市
・猪野々住宅暮らしづくりワークショップ 兵庫県生野町
・小川アメニティワークショップ［コ］ 神奈川県横浜市
・みんなでつくる児童館ワークショップ 愛知県豊明市
・みんなの大塚診療所建替計画づくりワークショップ 東京都文京区
・創ろう！私たちの潮江診療所ワークショップ 兵庫県尼崎市
・三鷹市丸池復活プランづくりワークショップ［コ］ 東京都三鷹市

■平成８年度(1996)
・揖屋診療所新築移転推進委員会ワークショップ 島根県東出雲町
・みんなでつくろう「もやい直しセンター（仮称）」 熊本県水俣市
・松江保健生協総合施設検討ワークショップ 島根県松江市

■平成７年度(1995)
・上沢二丁目公園づくりワークショップ 兵庫県神戸市
・つくし保育所を考えようワークショップ［コ］ 埼玉県川口市
・川口診療所改装計画を考えるワークショップ 埼玉県川口市

■平成６年度(1994)
・松江保健生協松江生協リハビリテーション病院ワークショップ 島根県松江市
・福島医療生活協同組合みんなでつくる新飯野診療ワークショップ［コ］ 福島県飯野市

■平成５年度(1993)
・生活共同センターとよあけ組合員みんなの施設づくり 愛知県豊明市
・福島医療生活協同組合みんなでつくる新飯野診療ワークショップ［コ］ 福島県飯野市
・南医療生活協同組合有松診療所づくりのためのワークショップ 愛知県名古屋市

■平成４年度(1992)
・世田谷区研修センターワークショップ ［コ］ 東京都世田谷区
・辻広場づくりワークショップ 愛知県田原町
・医療生協さいたま浦和民主診療所待合室まわり改装ワークショップ 埼玉県浦和市

■平成３年度(1991)
・東京ＹＷＣＡ国領センター増築および改修計画ワークショップ 東京都調布市
・ねこじゃらし公園づくりワークショップ ［コ］ 東京都世田谷区
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(2) 総合計画･地区計画･都市計画マスタープラン･景観形成等支援
地区計画制度、町並み環境整備事業、都市計画マスタープランなど多くの市民の自発的

な協力がなければ実質的な成果が期待できない計画制度が増えてきています。
以下は計画づくりのまちづくりワークショップです。

［コ］＝コラボレーション

■令和２年度(2020)
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■令和元年度(2019）
・越谷市総合計画に係るまちづくり市民懇談会 埼玉県越谷市
・越谷市総合計画に係る若者まちづくり懇談会 埼玉県越谷市

■平成30年度(2018)
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成29年度(2017)
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市
・たかはま未来カフェ 愛知県高浜市
・小川町のお宝さがしワークショップ 埼玉県小川町

■平成28年度(2016)
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成27年度(2015)
・第５回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市
・第２次総合計画市民ワークショップ 愛媛県伊予市

■平成26年度(2014)
・第４回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町
・第２次総合計画キックオフシンポジウム「伊予市の10年後の姿を 愛媛県伊予市
考えよう！ワールド・カフェ」［コ］

■平成25年度(2013)
・第３回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町

■平成24年度(2012)
・第２回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町

■平成23年度(2011)
・第１回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町

■平成22年度(2010)
・高浜市市民会議ワークショップ 愛知県高浜市

■平成20年度(2008)
・豊山町都市計画マスタープランづくりワークショップ［コ］ 愛知県豊山町
・豊山町総合計画マスタープランづくりワークショップ［コ］ 愛知県豊山町
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■平成17年度(2005)
・浜松市総合計画づくりワークショップ［コ］ 静岡県浜松市
・東駿河湾都市圏ワークショップ［コ］ 静岡県沼津市
・岳南都市圏富士宮市ワークショップ［コ］ 静岡県富士宮市

■平成15年度(2003)
・瑞江まちづくり協議会ワークショップ 東京都江戸川区
・中心市街地まちづくりワークショップ 岐阜県郡上市

■平成14年度(2002)
・中心市街地まちづくりワークショップ 岐阜県郡上市

■平成13年度(2001)
・西校区地域計画づくりワークショップ 福岡県直方市
・中心市街地まちづくりワークショップ 岐阜県郡上市

■平成13年度(2000)
・中心市街地まちづくりワークショップ 岐阜県郡上市

■平成11年度(1999)
・景観形成計画策定委員会ワークショップ 兵庫県生野町

■平成10年度(1998)
・青森県住宅マスタープラン作成のためのワークショップ 青森県

■平成９年度(1997)
・古河景観ガイドプラン策定事業ゆきはなまちづくりワークショップ 茨城県古河市
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(3) 市民自治の基盤となる条例づくり､合併問題への市民参加支援
新たに切り開いている領域として市民参加による条例づくりがあります。そして合併問

題の基本にある、コミュニティの再構築問題などの課題にも取り組んでいます。
［コ］＝コラボレーション

■平成19年度(2007)
・流山市住民自治基本条例策定支援業務 千葉県流山市

■平成18年度(2006)
・流山市住民自治基本条例策定支援業務 千葉県流山市
・印西市市民参加条例策定に係る市民会議 千葉県印西市

■平成17年度(2005)
・平塚市自治基本条例ワークショップ 神奈川県平塚市

■平成16年度(2004)
・平塚市自治基本条例ワークショップ 神奈川県平塚市
・久喜市自治基本条例ワークショップ 埼玉県久喜市

■平成15年度(2003)
・久喜市自治基本条例ワークショップ 埼玉県久喜市

■平成14年度(2002)
・久喜市自治基本条例ワークショップ 埼玉県久喜市
・生野町市町村合併企画委員会ワークショップ 兵庫県朝来市

■平成13年度(2001)
・多摩市市民自治基本条例策定ワークショップ 東京都多摩市

■平成10年度(1998)
・田無保谷21世紀フォーラム合併推進ワークショップ 東京都西東京市
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(4) 市民討議会
ミニ・パブリックスの考え方が世界的に注目されてきています。市民討議会はドイツの
プラーヌンクスツェレをお手本に日本で取り組まれている無作為抽出型の市民参加手法で
す。大久手計画工房は熟議民主主義実現のお手伝いをします。

■令和２年度（2020）
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成30年度（2018）
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成29年度（2017）
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成28年度（2016）
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成27年度（2015）
・第５回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成26年（2014)
・中部横断自動車道の活用を考えよう市民ワークショップ 山梨県北杜市
・第４回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町
・協働のまちづくりを実現する市民討議会 愛媛県伊予市

■平成25年（2013）
・南区民交通まちづくり討議会（） 神奈川県相模原市
・第３回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町

■平成24年度(2012)
・第２回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町

■平成23年度(2011)
・第１回協働のまちづくりを推進する町民討議会議 愛知県豊山町

■平成22年度（2010）
・桜ヶ丘地区交通まちづくり市民討議会 神奈川県大和市
・高浜市市民会議ワークショップ 愛知県高浜市
・新宿区自治基本条例のための区民討議会 東京都新宿区
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(5) 区画整理事業のまちづくりワークショップ
既成市街地の行政施工の区画整理地区のまちづくりは、数多い地権者の合意形成が最大

の課題です。以下は、区画整理コンサルタントと協力して実施した地権者を対象としたま
ちづくりワークショップです。

［コ］＝コラボレーション

■平成17年度(2005)
・高竜地区魅力づくりワークショップ 静岡県浜松市
・西茅野土地区画整理事業寄りあい会議［コ］ 長野県茅野市

■平成16年度(2004)
・高竜地区魅力づくりワークショップ 静岡県浜松市
・西都地区まちづくり方針検討会［組合施工］ 静岡県浜松市

■平成15年度(2003)
・湖畔若宮土地区画整理事業わがまち検討会 長野県岡谷市
・高竜地区魅力づくりワークショップ 静岡県浜松市
・多治見駅北まちづくりガヤガヤ会議 岐阜県多治見市
・西都地区まちづくり方針検討会［組合施工］ 静岡県浜松市

■平成14年度(2002)
・多治見駅北まちづくりガヤガヤ会議 岐阜県多治見市
・感田東まちづくり会議［組合施工］ 福岡県直方市
・高座渋谷まちづくりワークショップ 神奈川県大和市
・湖畔若宮土地区画整理事業わがまち検討会 長野県岡谷市

■平成13年度(2001)
・感田東地区まちづくりワークショップ［組合施工］ 福岡県直方市
・多治見駅北まちづくりガヤガヤ会議 岐阜県多治見市

■平成12年度(2000)
・高座渋谷まちづくりワークショップ 神奈川県大和市
・多治見駅北まちづくりガヤガヤ会議 岐阜県多治見市
・須崎地区まちづくり委員会ワークショップ 福岡県直方市
・篠崎西部地区まちづくりワークショップ 東京都江戸川区

■平成11年度(1999)
・篠崎西部地区まちづくりワークショップ 東京都江戸川区
・高座渋谷まちづくりワークショップ 神奈川県大和市

■平成10年度(1998)
・篠崎西部地区まちづくりワークショップ 東京都江戸川区
・高座渋谷まちづくりワークショップ 神奈川県大和市

■平成９年度(1997)
・裾野駅西地区まちづくりワークショップ 静岡県裾野市
・篠崎西部地区まちづくりワークショップ 東京都江戸川区
・古河･総和接点地区まちづくり調査ワークショップ 栃木県古河市
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■平成８年度(1996)
・古河･総和接点地区まちづくり調査ワークショップ 栃木県古河市
・安城市中心市街地整備研究会ワークショップ 愛知県安城市

■平成２年度(1990)
・多摩ニュータウン由木地区宅地活用促進ワークショップ 東京都多摩市
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(6) コミュニティ形成支援等、その他のワークショップ
団地のコミュニティ形成､まちづくり協議会の立ち上げ､組織内の合意形成、コミュニティ
と意識の醸成など、組織の自己組織化を目的とするようなソフトな計画課題についてワー
クショップで取り組んでいます。 ［コ］＝コラボレーション

■令和元年度(2019年）
・Ｙプロジェクト 新しい拠点づくりワークショップ 横浜市港北区
・あやせ地域づくりカレッジ 神奈川県綾瀬市

■平成29年度(2017）
・ふっかトーーク！コミュニティ診断ワークショップ 埼玉県深谷市

■平成28年度(2016）
・住民参加型コミュニティ診断ワークショップ 愛媛県伊予市

■平成25年度(2013)
・中原区大型集合住宅住民組織支援事業 神奈川県川崎市

■平成24年度(2012)
・中原区大型集合住宅住民組織支援事業 神奈川県川崎市
・中原区自転車と共生するまちづくり委員会活動支援 神奈川県川崎市
・中原区まちづくり推進活動支援業務 神奈川県川崎市

■平成23年度(2011)
・かながわボランタリー活動推進基金21協働事業

地域交通創出を考えるワークショップ ‡善行地区ワークショップ 神奈川県藤沢市
・中原区大型集合住宅住民組織支援事業 神奈川県川崎市

■平成22年度(2010)
・かながわボランタリー活動推進基金21協働事業

地域交通創出を考えるワークショップ ‡森の里ワークショップ 神奈川県厚木市
・高津区地域コミュニティ施策事業業務 神奈川県川崎市

■平成21年度(2009)
・かながわボランタリー活動推進基金21協働事業

地域交通創出を考えるワークショップ
‡菊名の町をコミュニティバスが走ったら…！ 神奈川県横浜市
‡相模湖町の外出支援サービスを考える 神奈川県相模原市

・高津区地域コミュニティ施策事業業務 神奈川県川崎市

■平成20年度(2008)
・かながわボランタリー活動推進基金21協働事業 神奈川県大和市

地域交通創出を考えるワークショップ 神奈川県横浜市
‡大和市西鶴間地区
‡菊名の町をコミュニティバスが走ったら…！

■平成18年度(2006)
・朝来市奥地区防犯まちづくりの会 兵庫県朝来市
・朝来市生野小学校区防犯まちづくりの会 兵庫県朝来市
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■平成17年度(2005)
・大和市市民自治区準備型ワークショップ［コ］ 神奈川県大和市
・横須賀小学校区まちづくりワークショップ 千葉県松戸市

■平成14年度(2002)
・環境共生住まい講座ワークショップ 鳥取県境港市

■平成13年度(2001)
・篠崎西部まちづくり協議会支援 東京都江戸川区

■平成12年度(2000)
・加茂川周辺地域居住環境改善ワークショップ
（国土庁魅力づくり支援事業）

■平成11年度(1999)
・兵庫運河ワークショップ 兵庫県神戸市
・生ゴミダイエット大作戦！ワークショップ 愛知県豊明市

■平成９年度(1997)
・住都公団震災復興事業本部南芦屋浜くらしづくりワークショップ 兵庫県神戸市

■平成８年度(1996)
・松江保健生活協同組合総合施設検討会 島根県松江市
・かながわ県民活動サポートセンター 神奈川県横浜市
「ボランティア活動の情報ネットワークづくり」

■平成５年度(1993)
・川原湯地区振興対策検討ワークショップ 群馬県川原湯

■平成４年度(1992)
・瀬谷区地域文化ボランティアワークショップ 神奈川県横浜市
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(7) 自治体職員等研修ワークショップ
自治体の職員や市民を対象にしたワークショップ形式の研修が求められています。

以下は、まちづくりワークショップの研修の実績です。

■令和３年度(2021)
・早稲田大学講義 2021年度景観まちづくり『参加するまちづくり／熟議するコミュニティ』

■令和２年度(2020)
・地域社会学会シンポジウム講演『参加するまちづくり／熟議するコミュニティ』
・早稲田大学講義 2020年度景観まちづくり『参加するまちづくり／熟議するコミュニティ』

■令和元年度(2019)
・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地域の課題について考えよう）』
・国土交通大学校 住宅総合政策／住宅管理
『ディスカッション（公共住宅整備と住民参加について考えよう）』

・早稲田大学講義：2019年度景観まちづくり『参加するまちづくり／熟議するコミュニティ』

■平成30年度(2018)
・第10回大和市外国人市民サミット『大和市で永く幸せに住み続けるために』
・国土交通大学校 住宅総合政策／住宅管理
『ディスカッション（公共住宅整備と住民参加について考えよう）』

・安城市民活動センター・わくわくサロン『地域活動の極意を学ぼう！』
・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地域の課題について考えよう）』
・KOBE復興大2018『公園ワークショップ／原典・古典を知る－ワークショップ原論－』

■平成29年度(2017)
・名古屋市地域リーダー養成講座・地域ミーティング
『まちづくり実践活動から学ぶ地域活動の極意』

・国土交通大学校 住宅総合政策／住宅管理
『ディスカッション（公共住宅整備と住民参加について考えよう）』

・ふっかト－－ク！！ （深谷ＪＣ）『コミュニティを診断してみよう』
・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地域の課題について考えよう）』
・平成29年度地域コミュニティの活性化促進事業
『町内会自治会の運営に役立つ地域活動の極意とは？』

■平成28年度(2016)
・名古屋市地域リーダー養成講座・地域ミーティング
『まちづくり実践活動から学ぶ地域活動の極意』

・国土交通大学校 住宅総合政策／住宅管理
『ディスカッション（公共住宅整備と住民参加について考えよう）』

・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地方の課題について考えよう）』

■平成27年度(2015)
・名古屋市地域リーダー養成講座・地域ミーティング
『まちづくり実践活動から学ぶ地域活動の極意』

・国土交通大学校 住宅総合政策『人口減少時代における住宅政策』
・安城オープンガーデン研修会 『まちづくりに広がる花づくり』
・深谷ＪＣ 『地域コミュニティから地域の未来を考えよう』
・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地方の課題）』



19

大久手計画工房＜2022.8＞

■平成26年度(2014)
・名古屋市地域リーダー養成講座・地域ミーティング
『まちづくり実践活動から学ぶ地域活動の極意』
・国土交通大学校 地域住宅政策『住民参加・NPO』
・安希の会学習会『老老介護が増加の一途のなか、「前向きで無理のない老老介護」そ
の秘訣を考える』

・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地方の課題）』
・次世代地域リーダー塾（三重県）『新たな地域活動を創出する地域リーダーとは』

■平成25年度(2013)
・名古屋市地域リーダー養成講座・地域ミーティング
『まちづくり実践活動から学ぶ地域活動の極意』
・国土交通大学校 地域住宅政策『住民参加・ＮＰＯ』
・安希の会学習会『あなたが子どもたちに期待するのはオンリーワン派？
それともナンバーワン派？』

・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地方の課題）』

■平成24年度(2012)
・東海市コミュニティ連絡協議会研修会
・名古屋市地域リーダー養成講座・地域ミーティング
『まちづくり実践活動から学ぶ地域活動の極意』

・安城市安希の会学習会『急増する｢生活保護｣の問題解決を考える』
・国土交通大学校 地域住宅政策・住宅管理研修『住民参加・NPO』
・国土交通大学校 まちづくり建築行政研修『ディスカッション（地方の課題）』
・東浦町地域コミュニティセミナー
・世田谷トラストまちづくり協働のまちづくりフォーラム
『みんなの思いを見える化する地域づくり』

■平成23年度(2011)
・豊田市民活動促進委員会
・豊山町官学連携講座『オープンキャンパス～気分は大学生～』
・安希の会学習会
・高浜市の未来を創る市民会議
・国土交通大学校 平成23年度まちづくり建築行政研修『住民参加のまちづくり』
・コミュニティ・フォーラム2012“人々の絆で乗り越える大震災”
・松阪市まちづくり協議会研修
・大和市『街づくり学校』
・刈谷市市民協働研修
・印西市市民参加に関する職員研修

■平成22年度(2010)
・とよたＮＰＯ大学 第１回『変容するまちづくりの現場』
・国土交通大学校専門課程 地域住宅政策・住宅管理研修『住民参加・ＮＰＯ』
・国土交通大学校専門課程まちづくり建築行政研修『住民参加のまちづくり』
・奈良建築士会『まちづくりファシリテーター養成講座』
・高浜市ワークショップ研修
・川崎市『たちばな農のあるまちづくり』推進会議
・大和市桜ヶ丘地区交通まちづくり検討委員会
・東浦町地域コミュニティーセミナー（６回）
・松阪市まちづくり協議会研修
・西多摩地区自治会・町内会連合会長会研修
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■平成21年度(2009)
・伊勢市まちづくり人材養成講座
・松阪市ワークショップ研修
・東浦町地域コミュニティセミナー
・静岡建築士会『景観ＷＳ講習会』
・国土交通大学専門課程まちづくり建築行政研修『住民参加によるまちづくり』
・国土交通大学専門課程マンション住宅政策研修『住民参加』
・平成21年度東京都市町村職員研修『都市計画の今日的課題』

■平成20年度(2008)
・国土交通大学専門課程まちづくり建築行政研修『住民参加によるまちづくり』
・国土交通大学専門課程住宅政策・管理研修『住民参加』
・全国建設研修センター官民協働のまちづくり研修
・市町村国際文化研修所グローバル人材開発コース『ＮＰＯとの協働による地域活性化戦略』
・公園管理運営スキルアップセミナー
・世田谷トラストまちづくり大学専門クラス『第２パート参加･協働のファシリテーター』
・秋田まち育て塾『参加のデザイン』
・印西市職員研修『市民参加のまちづくり』
・伊勢市まちづくり人材養成講座『コミュニティ概論』
・那覇市第一回ゆんたく工房『地域のみんなで育てる公園物語』
・葉山町第１回タウンミーティング『住民参加の課題と可能性』
・くじらの会研究会『施設づくりにおけるファシリテーターの役割』
・甚目寺町自治基本条例シンポジウム『自治基本条例を町民が創る意味』
・松阪市まちづくり協議会研修会『まちづくりワークショップを体験する』
・安城まちづくり講座『みんなでまちを育てよう』
・東大和市『ご近所力向上シンポジウム』
・林のり子の夏期学校『第２回 季節の兆し～暦づくりワークショップ～』

■平成19年度(2007)
・国土交通大学専門課程都市行政研修『住民参加によるまちづくり』
・国土交通大学専門課程まちづくり建築行政研修『合意形成の技術』
・国土交通大学専門課程住宅政策研修『住民参加』
・全国建設研修センター官民協働のまちづくり研修
・世田谷トラストまちづくり大学『ワークショップ』
・地域再生実践塾『新しい住民自治の実践と展望』
・地域福祉担当新任職員研修『地域福祉推進の技法』
・流山市自治基本条例職員研修
・秋田まち育て塾『参加のデザイン』
・豊山町ワークショップ研修『ユニークで役に立つ防災訓練を考える』
・岡山県ワークショップ研修『行政とＮＰＯとの協働』
・恵那市ワークショップ研修『協働で生み出す新しい公共とは？』
・三重県地域づくり研修『参加と協働の地域づくり』
・朝来市生野町ワークショップ研修
『地域自治協議会立ち上げ支援のためのファシリテーター技術』

・鈴鹿市土曜講座『ワクワクする地域づくり』
・名古屋市区社協地域福祉活動計画職員研修会『会議の技法』
・豊橋区画整理のまちづくり勉強会『ワークショップによるまちづくり』
・岡崎まち育て勉強会『耕すようにまちを育てる』
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■平成18年度(2006)
・国土交通大学専門課程地域住宅研修『合意形成の技術』
・国土交通大学専門課程住宅建築まちづくり行政研修『合意形成の技術』
・国土交通大学専門課程住宅行政研修『住民参加』
・全国建設研修センター 住環境・住宅市街地整備研修『合意形成の技術』『ＮＰＯと住民参加』
・全国建設研修センター 住民参加合意形成研修
『まちづくりにおける住民参加合意形成とＮＰＯ』

・全国建設研修センター 街なか再生実務研修
・全国建設研修センター官民協働のまちづくり研修
・東北地方整備局地域づくり研修『合意形成のための交渉力、技術』
・市町村アカデミー『まちづくりにおける合意形成手法～ワークショップ』
・市町村アカデミー『住民協働のシステム～ワークショップ体験～』
・日本離島センター島づくり人材養成大学研修
・世田谷トラストまちづくり大学『ワークショップ』
・岡山県ワークショップ研修『行政とＮＰＯとの協働』
・恵那市ワークショップ研修『協働で生み出す新しい公共とは？』
・福井市まちづくり交流会『住民参加の手法ゼミ』
・秋田まち育て塾『参加のデザイン』

■平成17年度(2005)
・埼玉県住環境整備推進協議会講演会
・全国建設研修センター官民協働のまちづくり研修『東京都の道路づくりの住民参加に学ぶ』『三
鷹市の参加と協働のまちづくりに学ぶ』『大和市の協働と自治のまちづくりに学ぶ』

・相模原市職員研修『パートナーシップ型合意形成手法研修講座』
・エネルギープラザ２００５『合併を契機とした地域経営ゼミ』
・全国建設研修センター街なか再生研修『街の魅力づくりワークショップ』
・神奈川県地域福祉コーディネーター専門研修『合意形成のはかり方』
・東北地方整備局地域づくり研修『合意形成のための交渉力、技術』
・（財）東京都新都市整備公社『まちづくり研修会』『ワークショップについて』
・国土交通大学専門課程住宅建築まちづくり行政研修『合意形成の技術』
・日本離島センター島づくり人材養成大学研修
・市町村アカデミー『魅力あるまちづくり』
・全国建設研修センター 住環境・住宅市街地整備研修『合意形成の技術』『ＮＰＯと住民参加』
・国土交通大学専門課程住宅整備・生産研修『合意形成の技術』
・全国建設研修センター ゆとり・遊空間デザイン研修
『参加のデザインがもたらす空間の豊かさ』

・東京都市町村職員研修所 都市計画科研修『協働のまちづくり』
・（特）コモンズ第２回セミナー『住民参加による公共施設づくりの役割を考える』
・市町村アカデミー『住民と行政の協働②～住民協働のシステム～』
・全国建設研修センター 住民参加合意形成研修
『まちづくりにおける住民参加合意形成とＮＰＯ』

・国土交通大学専門課程住宅行政研修『住民参加』

■平成16年度(2004)
・全国建設研修センター官民協働のまちづくり研修『協働型自治体の職員像とは？』『協働事業の
企画を考える』『地域ガバナンスの主体としてのＮＰＯを考える』

・市町村アカデミー研修『住民と行政の協働』『住民協働のシステム～ワークショップ』
・全国建設研修センター住民参加合意形成研修『まちづくりにおける住民参加合意形成とＮＰＯ』
・かわさき市民アカデミー2004年度『高齢者福祉コース』『エコマネーの実践 地域と仲間をつ
なぐ文化（１）』

・全国建設研修センター街なか再生研修『街の魅力づくりワークショップ』
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・（財）東京都新都市整備公社 まちづくり研修会『住民との協働による２１世紀のまちづくり』
・日本離島センター島づくり人材養成大学研修
・全国建設研修センター花と緑研修『公園づくり－ワークショップ体験－』
・全国建設研修センター住環境・住宅市街地整備研修『合意形成の技術』
・第18回高齢者大会研修『バリアフリーと安全なまちづくり』
・東北地方整備局地域づくり研修『合意形成のための交渉力、技術』
・（財）公園緑地管理財団 公園緑地における環境教育講習会
『コミュニティを育てる市民参加の公園づくり』

・国土交通大学校住宅建築まちづくり行政研修『合意形成の技術』
・国土交通大学校都市行政研修『住民参加によるまちづくり』
・国土交通大学専門課程住宅整備・生産研修『合意形成の技術』
・国土交通大学総合課程建設企画Ⅱ『合意形成の技術』
・柏ＪＣまちづくりワークショップ研修『ユニーク市民サービス協働事業提案を考える』
・全国建設研修センター 住環境・住宅市街地整備研修『合意形成の技術』『ＮＰＯと住民参加』
・全国建設研修センター ゆとり・遊空間デザイン研修
『参加のデザインがもたらす空間の豊かさ』

・日本建築学会『連続まちづくりセミナー』
・ひろしままちづくり学校公開セミナー『市民・企業・行政の協働を進める上でのワークショッ
プ・ファシリテーターの役割』

■平成15年度(2003)
・横浜市職員研修『住民参加のまちづくりを学ぶ』
・高知県『地域の元気応援団長』研修（高知県）
・甘木・朝倉市町村職員研修『行政と住民とが協働しながらパートナーシップをもってまちづく
りを進めていくための手法について学ぶ』

・日本離島センター島づくり人材養成大学研修
・佐賀県地域づくりネットワーク協議会研修
・日本サービス・流通連合『まちづくりグループワーク』
・エネルギープラザ『住民参加の手法ゼミ』
・（財）公園緑地管理財団『環境教育と市民参加の公園づくり』
・岐阜市市民公開講座『自治体文化行政と市民社会を考える』
・国土交通大学校住宅建築まちづくり行政研修『合意形成の技術』
・東北地方整備局建設企画研修『合意形成のための交渉力、技術』
・国土交通大学校専門課程住宅整備・生産研修『合意形成の技術』
・国土交通大学校総合課程建設企画Ⅱ研修『合意形成の技術』
・全国研修センター住環境・住宅市街地整備研修『合意形成の技術』『ＮＰＯと住民参加』
・高知県職員能力開発センター研修『ワークショップ手法』
・国土交通大学校都市行政研修『住民参加によるまちづくり』
・国土交通大学校住宅建築まちづくり行政研修『合意形成の技術』
・愛知県職員研修『地域づくりスキル研修会』
・東京大学先端まちづくり学校第４期『創造的意向調整のためのワークショップ技術』

■平成14年度(2002)
・国土交通大学校専門課程河川計画研修『参加型計画手法の実際』
・（財）公園緑地管理財団『環境教育と市民参加の公園づくり』
・国土交通大学校コミュニケーション技術『合意形成の技術』
・東北地方整備局建設企画研修『合意形成のための交渉力、技術』
・静岡総研セミナー研修『参加・協働まちづくりと実践手法』
・国土交通大学校住宅建築まちづくり行政研修『合意形成の技術』
・全国建設研修センター『ゆとり（遊）空間デザイン研修』
・全国建設研修センター『住環境・住宅市街地整備研修』
・高知県職員能力開発センター研修『ワークショップ手法』
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・（財）地域創造『ステージラボ研修』
・川崎環境再生マップづくりワークショップ
・国土交通大学校総合課程建設企画Ⅱ研修『合意形成の技術』
・国土交通大学校住宅整備・生産研修『合意形成の技術』
・生活クラブ生協『地域通貨ワークショップ』
・国土交通大学校専門課程河川計画研修『参加型計画手法の実際』

■平成13年度(2001)
・全国建設研修センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・彩の国さいたま都市づくりアカデミー『コミュニティ形成の技術』
・国土交通大学校専門課程まちづくり建築行政『合意形成の技術』
・青森県『県民とのパートナーシップ講座』
・（社）日本青年会議所『まちづくりファシリテーター交流会』
・国土交通大学校総合課程建設企画Ⅱ研修『合意形成の技術』

■平成12年度(2000)
・全国建設研修センター『住環境・住宅市街地整備研修』
・さいたま都市づくりアカデミー『コミュニティ形成の技術』
・玉野総合コンサルタント『実体験まちづくりワークショップ』
・静岡県建築士会『ワークショップ講習会』
・生活クラブ生協『地域通貨ワークショップ』
・国土交通大学校住環境・住宅市街地整備研修『合意形成の技術』
・国土交通大学校専門課程まちづくり建築行政『合意形成の技術』
・兵庫県生野町職員研修ワークショップ
・全国建設研修センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・玉川ボランティアビューロー『いざというときのダンボールトイレづくり』
・常陸太田青年会議所ワークショップ勉強会
・富士宮青年会議所研修ワークショップ
・（財）日本建築士会連合会『第９回まちづくり会議』ワークショップ

■平成11年度(1999)
・世田谷区係長候補者研修『参加のまちづくり手法』
・神戸市職員研修『合意形成の技術～ワークショップの可能性～』
・鈴鹿市まちづくり職員研修『市民参加を実現する方法～ワークショップを学ぼう～』
・国土交通大学校専門課程住環境・住宅市街地整備『合意形成の技術』
・かわさき市民アカデミー99『参加のまちづくり実践塾』
・仙台市『魅力あるまちづくり推進事業担当職員研修』
・国土交通大学校専門課程まちづくり建築行政課『合意形成の技術』
・鈴鹿市まちづくり土曜講座研修『みんなが意見を出し合える会議の工夫』
・兵庫県中央エリア合同研修会ワークショップ
・江東区'99区民カレッジ
・建設大学校専門課程まちづくり建築行政研修『合意形成の技術』
・全国建設研究センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・埼玉県上級職員平成11年『政策形成基礎』研修
・三鷹市『市民参加コーディネーター養成講座』
・さいたま都市づくりアカデミー『合意形成の技術』
・鳥取県『住民参画型土木行政についての講習会』
・まちづくりちば市民の会『市民まちづくりの新しい展開』
・（財）日本建築士会連合会『第８回まちづくり会議』ワークショップ
・鈴鹿市住民参加の地域づくりワークショップ研修
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■平成10年度(1998)
・さいたま都市づくりアカデミー『合意形成の技術』
・ひろしままちづくり未来大学『たかが会議、されど会議』
・全国建設研究センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・横浜市技術研修『ワークショップによる施設作りの現状と可能性』
・建設大学校専門課程まちづくり建築行政研修『合意形成の技術』
・川崎市総合企画局企画部企画調整課政策研究会
・『市民利用施設の設計における参加手法～デザインゲームの有効性～』
・(社)呉青年会議所まちづくりファシリテーター育成講座『ワークショップって何？』
・廿日市市総務部企画調整課『廿日市市まちづくりワークショップ研修』
・函館市都市建設部街づくり推進課まちづくり講座『ワークショップによるまちづくり』
・鳥取県地域づくりリーダー研修会『ジゲおこし おもしろ年表づくり』
・世田谷区監督者研修ワークショップ
・かわさき市民アカデミーまちづくり実践塾『市民参加のまちづくり-技法と実践-』
・小倉南区役所まちづくり推進課探Ｑ！みなみ塾公開講座『ワークショップによる公園づくり』
・建設大学校専門課程まちづくり建築行政研修『合意形成の技術』
・建設大学校市街地環境整備科研修『合意形成の進め方』
・全国建設研究センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・千代田区『街づくり学友塾』ワークショップ
・鳥取県建築士会研修会『世田谷のまちづくりとワークショップ』
・神奈川区民大学講座『まちの発見』ワークショップ

■平成９年度(1997)
・さいたままちづくり大学『合意形成の技術』ワークショップ
・東京都教育委員会『家庭生活』『保育』領域の指導の工夫研修
・青森県相馬村安田団地第２回まちづくりワークショップ
・阿波のまちづくり推進協議会まちづくりセミナー『住民参加のまちづくり』
・（財）日本建築士会連合会『第６回まちづくり会議』ワークショップ
・建設大学専門課程まちづくり建築行政科研修
・特別区職員研修『まちづくり住民参加』ワークショップ
・全国建設研修センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・世田谷区らぷらすウイメンズカレッジワークショップ

■平成８年度(1996)
・東京都教育委員会『家庭生活』『被服』領域の指導の工夫研修
・横浜市職員研修センター『パートナーシップ推進モデル事業担当職員研修会』
・（財）日本建築士会連合会『第５回まちづくり会議』ワークショップ
・（財）名古屋都市センター『まちづくりセミナー』
・建設大学校専門過程市街地建築誘導科研修『合意形成の進め方』
・（財）日本建築士会連合会『全国青年部会長会議』ワークショップ

■平成７年度(1995)
・建設大学専門過程市街地環境整備科研修『合意形成の進め方』
・（財）静岡総合研究機構静岡県下地方自治体職員研修会
・全国建設研究センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・日本訪問看護振興財団『高齢者・障害者のための住宅改造入門研修会』
・横浜市鶴見区『まちかど発見塾』
・横浜市都市美対策審議会魅力あるまちづくり『市民フォーラム』
・神戸医療生活協同組合『ときめき・ふれあい研究会』ワークショップ
・世田谷区監督者研修ワークショップ
・全国建設研修センター『子どもの遊びデザインゲーム』
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■平成６年度(1994)
・ＡＬＣＣ『アーバンコレクティブハウス』を考えるワークショップ
・建設大学校専門過程市街地環境整備科研修『合意形成の進め方』
・早稲田都市計画フォーラム寄付講座現代都市地域計画論
・世田谷まちづくりセンター『参加のデザイン道具箱』実践講習会
・川中島町商工会青年部かわなかじま『夢いっぱい進歩自由夢』
・建設大学校専門過程市街地建築誘導科研修『合意形成の進め方』

■平成５年度(1993)
・建設大学校専門過程市街地環境整備科研修『合意形成の進め方』
・全国建設研究センター『子どもの遊びデザインゲーム』
・世田谷区監督者研修ワークショップ
・早稲田都市計画フォーラム寄付講座現代都市地域計画論
・新城青年会議所ワークショップ

■平成４年度(1992)
・世田谷区監督者研修ワークショップ
・建設大学校専門過程住環境整備科研修『合意形成の進め方』

■平成３年度(1991)
・東京都『広域コミュニティ・リーダー研修講座』
・世田谷区『コミュニティデザイン・ワークショップ』

－参加型まちづくりをワークショップで学ぶ－
・世田谷区職員研修教養セミナー『世田谷の環境行政を考える』

■平成２年度(1990)
・春日部市婦人会館研修『アーバンコレクティブハウスを考えるデザインゲーム』
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建築関係の経歴一覧

048. 『渡辺邸耐震改修工事』設計監理 東京都世田谷区
木造／平成26年(2014)

047. 『山本邸改修工事』設計監理 東京都葛飾区
ＲＣ造／平成18年(2006)

046. 『大室山荘改築工事』設計監理 静岡県伊豆市
木造・一部ＲＣ造／平成14年(2002)

045. 『三谷邸増改築工事』設計監理 神奈川県川崎市
木造／平成12年(2000)

044. 『三愛福祉会特別養護老人ホーム新築工事』設計 愛知県日進市
ＲＣ造・木造／平成13～15年(2001～2003)

043. 『澤田邸新築工事』設計監理 東京都世田谷区
木造／平成11～12(1999～2000)

042. 『鳥取県環境共生住宅団地新築工事』設計監理 鳥取県境港市区
ＲＣ造・木造／平成11～15(1999～2003)

041. 『山本邸改築工事』設計監理 東京都世田谷区
木造／平成10年(1998)

040. 『医療生協さいたま大井生協診療所改修工事』設計監理 埼玉県入間郡
ＲＣ造／平成10年(1998)

039. 『東京保健生活協同組合大塚診療所新築工事』設計監理 東京都文京区
ＲＣ造／平成９～12年(1997～2000)

038. 『尼崎医療生活協同組合潮江診療所新築工事』設計監理 兵庫県尼崎市
Ｓ造／平成９～11年(1997～1999)

037. 『松江保健生活協同組合揖屋診療所新築工事』設計監理 島根県東出雲町
Ｓ造／平成９～10年(1997～1998)

036. 『医療生協さいたま生活協同組合生協歯科診療所増築工事』設計監理 埼玉県川口市
コンクリートブロック造一部木造／平成7～8年(1995～1996)

035. 『坂田邸新築工事』設計監理 愛知県豊明市
木造／平成７～８年(1995～1996)

034. 『医療生協さいたま生活協同組合つくし保育所新築工事』設計監理 埼玉県川口市
ＲＣ造・木造／平成６～８年(1994～1996)
［松井郁夫建築設計事務所とのＪＶ］

033. 『東信医療生活協同組合上田生協診療所増築工事』設計監理 長野県上田市
平成６～７年(1994～1995)

032. 『医療生協さいたま生活協同組合川口診療所改装工事』設計監理 埼玉県川口市
平成６～７年(1994～1995)

５
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031. 『松江保健生活協同組合松江生協リハビリテーション病院新築工事』 島根県松江市
設計監理 Ｓ造／平成６～８年(1994～1996)
［篠田弘子設計室・鞘とのＪＶ］

030. 『利根保健生活協同組合利根中央病院第三職員宿舎新築工事』 群馬県沼田市
設計監理 木造一部鉄骨造／平成６～７年(1994～1995)

029. 『小西邸新築工事』設計監理 東京都世田谷区
木造／平成５～７年(1993～1995)

028. 『福島医療生活協同組合飯野診療所新築工事』設計監理 福島県伊達郡飯野
木造／平成５～６年(1993～1994)
［松井郁夫建築設計事務所とのＪＶ］

027. 『南医療生活協同組合有松診療所新築工事』設計監理 愛知県名古屋市
Ｓ造・木造／平成５～７年(1993～1995)

026. 『医療生協さいたま生活協同組合浦和民主診療所改装工事』 埼玉県浦和市
設計監理 平成４～５年(1992～1993)

025. 『利根保健生活協同組合検査棟増築工事』設計監理 群馬県沼田市
平成４～７年(1992～1995)

024. 『福島中央市民医療生活協同組合老人保健施設計画』計画 福島県福島市
平成４年(1992)

023. 『利根保健生活協同組合利根中央病院第二職員宿舎新築工事』 群馬県沼田市
設計監理 木造／平成４～５年(1992～1993)

022. 『綜研化学株式会社浜岡事業所危険物倉庫色彩計画』計画 静岡県浜岡町
Ｓ造／平成４年(1992)

021. 『利根保健生活協同組合利根中央病院冷房設置工事』コンサルタント 群馬県沼田市
ＲＣ造／平成４年(1992)

020. 『東京ＹＷＣＡ国領センター増改築工事』計画案 東京都調布市
ＲＣ造・木造／平成３～５年(1991～1993)

019. 『熊谷医療生活協同組合熊谷生協病院増改築工事』設計監理 埼玉県熊谷市
ＲＣ造・Ｓ造／平成３～４年(1991～1992)

018. 『埼玉中央医療生活協同組合さいわい診療所新築工事』設計監理 埼玉県川口市
Ｓ造／平成３～４年(1991～1992)

017. 『埼玉中央医療生活協同組合職員会館新築工事』設計監理 埼玉県川口市
鉄骨プレハブ造／平成３～４年(1991～1992)

016. 『東信医療生活協同組合上田生協診療所新築工事』設計管理 長野県上田市
Ｓ造／平成２～４年(1990～1992)

015. 『利根保健生活協同組合利根中央病院第一職員宿舎新築工事』 群馬県沼田市
設計管理 ＲＣ造／平成２～３年(1990～1991)

014. 『利根保健生活協同組合利根中央病院第一職員宿舎新築工事』 群馬県沼田市
設計管理 ＲＣ造／平成２～３年(1990～1991)
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013. 『方圓館増築工事』設計管理 東京都世田谷区
木造／平成２～３年(1990～1991)

012. 『四日市医療生活協同組合生桑診療所新築工事』設計管理 三重県四日市市
Ｓ造／平成２～３年(1990～1991)

011. 『熊谷医療生活協同組合熊谷小児病院改築工事（一部屋の実験）』 埼玉県熊谷市
設計管理 ＲＣ造 平成元年(1989)

010. 『小間邸新築工事』設計管理 愛知県豊橋市
木造／平成元～２年(1989～1990)

009. 『蜜柑山の家増築工事』設計管理 愛知県名古屋市
木造／平成元～２年(1989～1990)

008. 『白勢邸増改築工事』設計管理 東京都世田谷区
木造／昭和63～平成元年(1988～1989)

007. 『埼玉中央医療生活協同組合生協歯科診療所新築工事』 埼玉県川口市
設計管理 ブロック造・木造／昭和63～平成元年(1988～1989)

006. 『伊庭野邸新築工事』設計協力 東京都港区
ＲＣ造／昭和63～平成元年(1988～1989)

005. 『善福寺住宅計画』設計協力 東京都杉並区
木造／昭和63年(1988)

004. 『ＭＢマンション計画』設計協力 東京都世田谷区
ＲＣ造／昭和63年(1988)

003. 『南医療生活協同組合わかくさ寮新築工事』設計監理 愛知県名古屋市
ＲＣ造／昭和63～平成元年(1988～1989)

002. 『松本マンション新築工事（住宅都市整備公団民賃）』設計協力 東京都世田谷区
ＲＣ造／昭和63～平成元年(1988～1989)

001. 『西川長屋改装計画』設計管理 愛知県名古屋市
木造／昭和62～平成元年(1987～1989)
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その他の経歴

■令和４年度（2022）
・板橋区大山地区補助26号線生活再建サポート委託

■令和３年度（2021）
・板橋区大山地区補助26号線生活再建サポート委託

■令和２年度（2020）
・板橋区大山地区補助26号線生活再建サポート委託

■令和元年度（2019）
・板橋区大山地区補助26号線生活再建サポート委託

■平成30年度（2015）
・板橋区大山地区補助26号線生活再建サポート委託

■平成29年度（2014）
・板橋区大山地区補助26号線生活再建サポート委託
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