
■業務実績（補償コンサルタント）令和元年～昭和53年（抜粋）  日本測地設計株式会社

契約年 発  注  機  関 件        名
R2 江戸川区 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業寺院移転補償委託（調査等）
R2 独立行政法人都市再生機構　東日本都市再生本部 令和2年度中野三丁目地区補償説明等業務
R2 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 令和2年度損失補償金(土地使用料)支払い補助等委託
R2 飯能市 双柳南部地区整備事業建物等補償調査積算業務委託
R2 和光市越後山土地区画整理組合 令和2年度直接施行実施に係る準備及び補助委託事業
R2 蕨市 中央第一地区建物調査等積算委託(その1)
R2 千葉県流山区画整理事務所 県単運動公園周辺地区整備委託(業務支援)
R2 大網白里市 大網駅東地区建築物等移転実施等支援業務
R2 千葉県木更津区画整理事務所 県単金田西地区整備業務委託(物件移転検討)
R2 守谷市 令和2年度市道3002号線補償調査
R2 大阪市都市整備局 令和2年度区画整理事業用物件調査等業務委託その1(単価契約)
R2 奈良県郡山土木事務所 三代川再算定業務(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川))
R2 独立行政法人都市再生機構西日本支社 02-鶴舞団地第Ⅲ期後工区近隣家屋事後調査業務(その2)
R2 仙台市 令和2年度(一)今市福田線(高江工区)4車線化事業補償物件等調査算定委託その1
R2 南相馬市 物件調査(原町区三島町二丁目地内)業務委託
R1 江戸川区 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業寺院移転補償委託（調査等）
R1 さいたま市 事業認定基礎資料作成業務(国道463号外)
R1 さいたま市大門上・下野田特定土地区画整理組合 大門上・下野田特定土地区画整理事業直接施行に係る準備業務委託
R1 草加市 新田駅西口地区物件調査積算等業務委託(その1)
R1 千葉県流山区画整理事務所 県単運動公園周辺地区整備委託（業務支援）
R1 柏市 北柏駅北口土地区画整理事業補償物件調査業務委託
R1 鹿嶋市 1鹿区整第17号補償調査算定業務委託
R1 守谷市 令和元年度市道拡幅改良補償調査第3号業務
R1 枚方市 京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業補償業務委託（R01-9）
R1 奈良県郡山土木事務所 第繰10-委-4号三代川補償調査業務（防災・安全社会資本整備交付金事業（広域河川））
R1 刈谷市 刈谷野田北部土地区画整理事業建物等移転検討業務委託
R1 大槌町 大槌町用地取得に係る不動産鑑定業務委託(町方地区)
H30 江戸川区 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業寺院調査委託（補償調査）
H30 東京都第一市街地整備事務所 平成30年度土地区画整理法第77条実施支援業務委託
H30 さいたま市大和田特定土地区画整理組合 建物等調査積算業務委託
H30 鶴ヶ島市 建物物件調査業務A(若葉駅西口地区)
H30 飯能市 岩沢北部土地区画整理事業建物等補償調査積算業務委託（その2）
H30 船橋市 建物等移転補償調査業務（その1）
H30 千葉県木更津区画整理事務所 県単金田西地区物件移転計画詳細検討業務委託
H30 守谷市 平成30年度市街地拡幅改良補償調査第4号業務
H30 茨城県土浦土木事務所 30県単島整第30-72-071-0-058号･30県単上整第30-72-081-0-080号直接施行検討・実施支援業務委託
H30 枚方市 京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業補償業務委託（H30-7）
H30 豊橋柳生川南部土地区画整理組合 直接施行事前検討業務
H30 枚方市 平成30年度台風第21号被災建物等補償調査業務委託
H30 大槌町水道事務所 安渡配水池及び送水ポンプ場用地取得に係る不動産鑑定業務委託
H30 大槌町 大槌町斎場用地取得に係る補償物件算定及び不動産鑑定業務委託
H30 釜石市 天神町3号線道路改良補償金再算定業務委託
H29 東大和市 No.111立野一丁目地区直接施行実施補助業務委託
H29 東京都第一市街地整備事務所 平成29年度土地区画整理法第77条実施計画書等策定業務委託
H29 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成29年度調査設計業務委託（その1）
H29 鶴ヶ島市 移転認定申請書作成業務　若葉駅西口地区
H29 和光市越後山土地区画整理組合 平成29年度直接施行実施に係る準備及び補助委託事業
H29 所沢市 所沢駅西口土地区画整理事業物件調査業務委託(その3)
H29 柏市 道の駅しょうなん再整備事業土地収用法に基づく事業認定申請図書作成業務
H29 船橋市 建物等移転補償調査業務（その2）
H29 大網白里市 大網駅東地区建築物等移転実施等業務
H29 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 中根・金田台地区平成29年度物件移転等に係る事前準備及び実施業務
H29 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 中根・金田台地区平成29年度6工区立木等補償説明及び物件移転等に係る事前準備業務
H29 神戸市 平成29年度浜山地区土地区画整理事業直接施行検討業務
H29 京田辺市 三山木地区補償再算定業務
H29 大槌町水道事務所 赤浜排水池用地取得に係る補償物件調査算定及び不動産鑑定業務委託
H29 大槌町 大槌町斎場用地取得に係る補償再算定業務委託
H29 陸前高田市 陸前高田市復興まちづくり情報館等建物等調査算定業務
H29 南相馬市 物件調査業務委託（南相馬市原町区小川町地内）
H29 南相馬市 物件補償算定（萱浜雫線）
H28 東京都都市づくり公社 東池袋四丁目35番街区建物共同化事業に係る建物等再積算業務委託
H28 東大和市 立野一丁目地区移転実施計画作成委託
H28 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 建物等調査積算業務委託（28-1）
H28 和光市越後山土地区画整理組合 平成28年度直接施行実施に係る準備委託事業
H28 草加市 新田駅西口地区物件調査再積算委託（その2）
H28 千葉県　流山区画整理事務所 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業業務支援委託
H28 大網白里市 大網駅東地区建築物等移転実施等業務
H28 鹿嶋市 28社交鹿区整第11号　物件移転補償算定業務委託
H28 鹿嶋市 28社交鹿区整第21号　物件移転補償算定業務委託
H28 岩手県　　大槌町 大槌町道路事業に係る土地評価業務委託
H28 岩手県　　大槌町 東京大学海洋研究所移転に係る用地測量・鑑定評価業務委託
H28 岩手県　　大槌町 大槌町斎場用地取得に係る補償物件調査算定及び不動産鑑定（画地評価）業務委託
H28 南相馬市 物件等調査算定（史跡泉官衙遺跡公有化）業務委託
H28 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部千葉業務部プロジェクトマネージャー（千葉中部業務事務所） 西八千代北部地区平成28年度工作物等移転実施等業務
H27 東京都第六建設事務所 物件調査委託(補助第73号線十条仲原その1)単価契約
H27 江戸川区 物件調査及び算定第14号(二之江西地区3件)
H27 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 建物等調査積算業務委託(27-1)
H27 さいたま市 大宮駅西口第四地区建物等(№81･82･83･84･86)移転補償費調査･積算業務
H27 鶴ヶ島市 建物物件調査業務Ａ一本松地区
H27 柏市 北柏駅北口土地区画整理事業補償物件調査等業務
H27 大網白里市 土地収用法に基づく事業認定申請に伴う図書の作成業務
H27 鹿嶋市 27鹿区整第27号　補償調査算定業務委託
H27 川西市 阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業直接施行実施支援業務委(その2)
H27 川西市 阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業直接施行実施支援業務委託の内直接施行実施計画書等作成業務委託
H27 宮城県 貨物ターミナル駅移転補償調査算定業務委託
H27 青森県　弘前市 平成27年度 弘前駅前北地区直接施行実施計画書作成業務
H27 南相馬市 防災集団移転関連道路整備事業物件等調査算定（萱浜雫線）業務委託
H27 南相馬市 社会資本整備総合交付金事業（北町９号線）物件等補償検討業務委託
H27 独立行政法人都市再生機構 中根・金田台地区平成27年度物件移転等に係る事前準備及び実施業務
H27 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部　つくば･千葉常磐担当推進役 流山新市街地地区平成27年度建物等移転実施等業務
H27 都市再生機構岩手震災復興支援本部 平成27年度大船渡駅周辺地区物件移転検討・実施等業務
H26 東京都第二区画整理事務所 平成26年度　土地区画整理法第77条実施計画書等策定業務委託
H26 飯能市 岩沢北部土地区画整理事業建物等補償調査積算業務委託(その1)
H26 鶴ヶ島市 建物物件調査業務Ａ　若葉駅西口地区
H26 飯能市 岩沢南部土地区画整理事業建物等補償調査積算業務委託(その2)
H26 宮代町 補償説明等業務委託 　町道第９１号線（宮代町中央三丁目地内）
H26 柏市 北柏駅北口土地区画整理事業　補償物件調査等業務　その1
H26 大網白里市 事業認定申請に伴う相談用資料作成業務
H26 大網白里市 大網駅東地区基盤整備工法検討業務
H26 鹿嶋市 26鹿区整第5号　物件調査・算定業務委託
H26 鹿嶋市 26鹿区整第6号　補償金再算定業務委託
H26 鹿嶋市 26鹿区整第20号　物件調査算定業務委託
H26 津市 平成26年度区画担第1－7号津駅前北部土地区画整理事業建築物等移転実施計画書等作成業務
H26 宮城県　仙台市 平成26年度（都）宮沢根白石線（南鍛冶町工区）道路改築事業　補償物件等調査算定委託その２
H26 宮城県　仙台市 平成26年度仙台市防災集団移転促進事業建物等調査算定業務委託（東部地区）その７
H26 青森県　弘前市 平成26年度　弘前駅前北地区直接施行実施計画書作成業務
H25 さいたま市 岩槻駅舎改修事業　支障物件調査外業務 (岩槻駅西口地区)
H25 蕨市 中央第一地区建物等調査積算委託
H25 千葉県　流山区画整理事務所 流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業業務支援委託
H25 柏市 北柏駅北口土地区画整理事業　補償物件調査等業務　その1
H25 鹿嶋市 25鹿区整第8号　物件再調査・再算定業務委託
H25 京田辺市 平成25年度三山木地区直接施行実施検討及び補助業務委託
H25 津市 平成25年度区画担第1－7号津駅前北部土地区画整理事業建築物等移転実施サポート業務委託
H25 近畿農政局 大和紀伊平野農業水利事務所 平成25年度大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野団体営飛鳥2号工区桜川線用地調査業務
H25 宮城県　富谷町 平成24年度　町道郷田線歩道新設事業に伴う物件調査業務委託
H25 宮城県　仙台市 平成25年度（市）南前町線（2工区）道路改良事業　補償物件等調査算定委託その1
H25 宮城県　多賀城市 平成25年度　多賀城駅周辺土地区画整理事業直接施行実施計画等策定業務
H25 二本松市 （仮称）西池・社前線物件調査業務委託
H25 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 岩槻南部新和西地区平成25年度50街区外物件移転等に係る事前準備及び実施業務
H25 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 浦和東部第二地区平成25年度121街区外建物等事後調査・算定・補償説明業務
H25 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部　千葉常磐開発部 流山新市街地地区平成25年度物件移転実施準備検討業務
H24 さいたま市 大宮駅西口地区 建物等移転補償費調査・積算
H24 さいたま市 岩槻駅西口地区土地区画整理事業 移転計画策定
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H24 京田辺市 三山木地区直接施行実施検討業務委託
H24 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所 大和平野県営飛鳥工区第1号幹線立木調査等業務
H24 江戸川区 都市計画道路補助第264号線(北小岩)補償委託(調査・算定・営業)
H24 市原市 姉崎駅前地区直接施行実施業務
H24 仙台市復興事業局 防災集団移転促進事業建物等調査算定業務委託
H24 大網白里町 大網駅東地区物件移転実施検討(直接施行)業務
H24 東京都第二区画整理事務所 平成24年度直接施行検討業務委託
H24 独立行政法人都市再生機構宮城福島申請復興支援局 気仙沼市鹿折・南気仙沼地区補償概況基本調査委託
H24 南相馬市 物件調査(北町上町線)再積算業務委託
H24 八王子市 建築物等調査・補償金算定資料作成業務委託(単価契約)
H24 富士見市 直接施行実施計画書等策定
H23 茨城県土浦土木事務所 直接施行補助業務委託
H23 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 建物等調査積算
H23 宮代町 都市計画道路中央通り線物件積算
H23 財団法人東京都新都市建設公社 豊田南地区公管金物件調査算定委託業務
H23 西府土地区画整理組合 物件補償算定業務委託
H23 西府土地区画整理組合 物件補償交渉業務委託
H23 千葉県  東葛飾地域整備ｾﾝﾀｰ  流山区画整理事務所 流山運動公園周辺地区業務支援委託
H23 津市 建築物等移転実施計画書等作成業務委託(その1)
H23 独立行政法人都市再生機構首都圏ﾆｭｰﾀｳﾝ本部  千葉常磐開発事務所 柏北部東地区物件移転実施準備検討(直接施行)業務
H23 冨谷町 町道深苗代線道路改良事業物件調査業務委託
H22 財団法人茨城県建設技術公社 土地区画整理事業に係る事業管理業務
H22 財団法人区画整理促進機構 古新開土地区画整理事業建物移転実施計画書作成業務委託
H22 財団法人区画整理促進機構 姉崎駅前地区法第77条に関する検討(直接施行)業務
H22 市原市 八幡宿駅東口地区建物調査等積算業務
H22 上尾市小泉土地区画整理組合 直接施行準備
H22 仙台市 仙台市荒井土地区画整理事業直接施行実施計画書作成業務委託
H22 足立区 上沼田南地区直接施行移転実施計画作成委託
H22 中日本高速道路株式会社名古屋支社名古屋工事事務所 東名阪自動車道原地区家屋損傷費用負担額算定業務
H22 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  中根・金田台開発事務所 中根・金田台地区Aｿﾞｰﾝ使用収益開始に伴う建物等調査算定業務(その1)
H22 木津川市 北綺田地区家屋調査業務
H21 古河市 古河駅西口地区鍛冶町通り再算定業務
H21 財団法人茨城県建設技術公社 区画整理事業管理業務
H21 首都高速道路株式会社東京建設局 中央環状品川線周辺建物等事前調査(21-4)
H21 松原市 平成21年度事業に伴う家屋事前調査(21-5)
H21 世田谷区 平成21年度物件補償調査算定委託(単価契約)<世田谷地域等>
H21 仙台市 仙台市荒井土地区画整理事業直接施行実施方針検討
H21 仙台市 仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託
H21 千葉県  東葛飾地域整備ｾﾝﾀｰ流山区画整理事務所 流山運動公園周辺地区業務支援委託
H21 鶴ヶ島市 建物物件調査  若葉駅西口地区
H21 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  つくば開発事務所 萱丸地区平成21年度片田存置整備に伴う建物等事業損失事前調査業務(その2)
H21 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  つくば開発事務所 葛城地区A9街区外建物等補償金再算定業務
H21 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  ひたち野・常総開発事務所 下高井地区平成21年度県道切廻し外その他工事に伴う事業損失事前調査業務
H21 独立行政法人都市再生機構九州支社  福岡都市整備事務所 香椎副都心地区平成21年度建築物等の移転検討業務
H21 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社  埼玉中央開発事務所 浦和東部第二地区 存置整備附帯工作物等調査・算定
H21 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉常磐開発事務所 柏北部東地区物件移転等事前準備及び実施(直接施行)業務
H20 さいたま市 岩槻南部新和西地区建物調査
H20 財団法人茨城県建設技術公社 区画整理事業管理業務
H20 新宿区 建物等調査委託
H20 神戸市 震災復興土地区画整理事業に伴う移転方策検討業務
H20 仙台市 花京院地区整備事業補償物件調査算定等委託その１
H20 仙台市財政局 道路改良事業補償物件等調査算定委託（その3）
H20 仙台市都市整備局 富沢駅周辺土地区画整理事業家屋物件調査業務(その8)
H20 船橋市 飯山満地区建築物等移転実施補助(直接施行)業務
H20 東京都第六建設事務所 物件調査委託(単価契約)補助第136号線その他
H20 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  ひたち野・常総開発事務所 東下根地区平成20年度立竹木調査・算定他業務
H20 独立行政法人都市再生機構九州支社  福岡都市整備事務所 福間駅東地区平成20年度補償物件再算定業務
H20 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社  埼玉常磐開発事務所 三郷中央地区 建物等事後調査・算定・交渉業務
H20 独立行政法人都市再生機構東日本支社  仙台都市整備事務所 あすと長町地区建築物等直接施行に係る方針検討
H20 福岡市 直接施行予備調査業務委託
H20 練馬区 物件等調査・建物等積算委託(単価契約)
H19 府中市 物件調査及び建築物等移転補償金算出資料作成委託(単価契約)
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度移転物件補償調査算定業務委託
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度補償交渉業務委託
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度建築物等移転実施補助業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 ひたち野･常総開発事務所 下高井地区平成19年度建物等調査･算定他業務
H19 東京都再開発事務所 土支田･高松地区建物等調査委託(19の1)(単価契約)
H19 江戸川区 都市計画道路補助第286号線(中央)補償委託(その8)
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉東部開発事務所 物井地区７工区建物等調査算定業務その１
H19 東京都第六建設事務所 積算委託 補助第136号線その他(（株）千代田外･再積算)
H19 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社埼玉東部開発事務所 越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ地区平成19年度工業系建物等調査･算定(その1)業務
H19 新宿区 建物等調査委託
H19 高崎市 城址周辺土地区画整理事業 直接施行準備業務委託
H19 船橋市 建築物等移転実施計画書等作成業務委託(その3)
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社千葉･市原開発事務所 ＵＲＵ平成19年度建物等再算定業務
H19 財団法人 区画整理促進機構 古新開地区建築物等調査及び実施計画書作成業務
H19 財団法人 公共用地補償機構 H19用地に関する課題分析業務(総合的な生活再建等の実施検討)の補助業務
H19 株式会社 URﾘﾝｹｰｼﾞ 萱丸地区平成19年度建物等補償交渉業務
H19 株式会社 URﾘﾝｹｰｼﾞ 平成19年度長町八木山線建物等再算定･補償交渉等業務(その3)
H19 株式会社 URﾘﾝｹｰｼﾞ 坪井地区土地区画整理事業の完了に伴う建物等事後交渉(その2)業務
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 建物等調査積算業務委託(１９－１)
H19 鶴ヶ島市 建物物件調査業務 若葉駅西口地区
H19 東松山市 19高坂駅東口第一地区建物･物件調査積算業務(その8)
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 建物調査積算業務委託(19-2)
H19 鶴ヶ島市 建物･物件再積算業務 若葉駅西口地区
H19 和光市中央第二谷中土地区画整理組合 建物物件調査積算補償業務委託その8(07委-18)
H19 桶川市坂田西特定土地区画整理組合 建物等調査積算業務委託(19-2)
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 木津中央地区物件移転に伴う借地権補償等に係る基礎資料作成業務
H19 株式会社 九州都市整備ｾrﾝﾀｰ 補償再算定業務その1(香椎副都心地区平成19年度現場調整他業務-⑬)
H19 木津川町 木津駅前地区平成19年度事業損失算定業務
H19 独立行政法人都市再生機構西日本支社 和泉開発事務所 和泉丘陵地区E2-8工区沿外工事損失事前調査業務
H19 福岡市 伊都土地区画整理事業直接施行移転計画作成業務委託
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 平成19年度 富島地区BL31直接施行実施に伴うｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ業務
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ あまがさき緑遊新都心地区直接施行計画等業務
H19 米原市 平成19年度第154号米原駅東部土地区画整理事業直接施行準備(その1)業務
H19 株式会社 九州都市整備ｾﾝﾀｰ 松崎町四丁目他建築物等の移転検討業務(香椎副都心地区 平成19年度現場調整他業務-⑲)
H19 木津川市 木津駅前地区平成19年度法令改善等補償算定業務
H19 米原市 平成19年度第区48号まちづくり交付金事業市道入江梅ヶ原線建物補償調査（その２）業務
H19 独立行政法人都市再生機構中部支社 常滑開発事務所 常滑地区19-立木等移転実施計画策定業務
H19 茨城県つくばまちづくりｾﾝﾀｰ 19国補街路第19-16-137-0-053号直接施行補助業務委託
H19 古河市 H19国補まち交C-1号古河駅西口地区鍛冶町通り調査業務
H19 仙台市 仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業家屋物件その他調査業務委託 その5
H19 仙台市 平成19年度 仙台駅東第二土地区画整理事業建物等調査業務委託 ま.その6
H19 南相馬市 物件調査(陣ヶ崎公園墓地拡張)業務委託
H19 仙台市 平成19年度(都)宮沢根白石線(南鍛冶町工区)改良工事事業 補償物件等調査算定委託その8
H19 独立行政法人都市再生機構九州支社  福岡東部開発事務所 福間駅東地区平成18年度事業損失事前調査業務その5
H19 木津町 木津駅前地区平成18年度補償算定等業務
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉・市原開発事務所 URU平成18年度建物等再調査・再算定業務
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉東部開発事務所 酒々井南部地区建物等再算定業務
H19 江戸川区 都市計画道路補助第286号線(中央)補償委託その1(調査・算定)
H18 仙台市 平成18年度仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託第5号
H18 仙台市 平成18年度仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託その13
H18 仙台市 平成18年度仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託その11
H18 独立行政法人都市再生機構中部支社 常滑開発事務所 常滑西地区１８－工場移転促進に係る処理方策検討業務
H18 鶴ヶ島市 建物･物件調査積算業務 若葉駅西口地区
H18 八潮市 建物等調査積算(その2)業務委託
H18 鶴ヶ島市 建物･物件再積算業務Ａ  若葉駅西口地区
H18 鶴ヶ島市 建物物件調査業務A  一本松地区
H18 八潮市 建物等再積算(その2)業務委託
H18 財団法人区画整理促進機構 姉崎駅前土地区画整理事業の建築物等の直接施行に係る業務委託
H18 財団法人区画整理促進機構 本庄早稲田駅周辺地区本庄ｶﾞｽ施設移転に係る調査検討業務
H18 財団法人区画整理促進機構 平成18年度盛岡南新都市地区直接施行検討(その1)業務
H18 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社  神奈川中部開発事務所 真田・北金目地区8街区外建物等調査算定業務
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  つくば開発事務所 萱丸地区B69街区外造成工事に伴う建物等再算定業務
H18 江戸川区 都市計画道路補助第289号線(船堀)補償委託その3(営業)
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H18 江戸川区 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)補償委託その4(算定･営業)
H18 東京都再開発事務所 土支田･高松地区建物等調査委託(18の25)(単価契約)
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度建築物等移転実施計画書等作成業務委託
H18 新宿区 建物等調査委託(その4)
H18 財団法人 東京都新都市建設公社 西平山地区公管金補償物件調査及び算定委託業務(その4)
H18 あきる野市原小宮土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業平成18年度建築物等移転等実施補助業務
H18 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉常磐開発事務所 柏北部東地区B-2工区外造成工事等に伴う建物等調査･算定業務
H18 新宿区 建物等調査委託(その3)
H18 江戸川区 都市計画道路 補助第288号線(南篠崎)補償委託その1(再算定)
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度移転物件補償調査算定業務
H18 東京都北多摩南部開発事務所 積算委託(用二の2)(調布3･4･17 東野川)(主11 中和泉)
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度補償交渉業務
H18 鶴ヶ島市 建物物件調査再積算業務D 一本松地区
H18 鶴ヶ島市 物件調査積算業務 若葉駅西口地区
H18 財団法人 区画整理促進機構 本庄新都心地区に係る補償方法等整理･検討業務
H18 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉東部開発事務所 酒々井南部地区建物等調査算定業務その2
H18 秦野市 平成１７年度市道71号線歩道設置事業に伴う建物等再算定委託業務(秦野市農協南支所GS)
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉中部開発事務所 坪井地区7工区外造成工事に伴う工作物等調査業務
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 栃木開発事務所 宇都宮ﾃｸﾉ地区ﾃｸﾉ北通り整備に伴う建物等調査算定業務
H17 江戸川区 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)補償委託その11(算定)
H17 独立行政法人都市再生機構 千葉地域支社 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ事業本部 新鎌ヶ谷地区3-a工区建物等再算定･交渉業務
H17 江戸川区 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)補償委託その9(再算定･営業)
H17 独立行政法人都市再生機構 千葉地域支社 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ事業本部 印西都市計画道路3･3･5号線宗像神社御神木の移植に係る補償再算定等業務
H17 江戸川区 都市計画道路 補助第288号線(南篠崎)補償委託その8(算定)
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉中部開発事務所 坪井地区3･7工区外道路整備その他工事に伴う建物等事前調査業務
H17 江戸川区 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)補償委託その6(算定･営業)
H17 独立行政法人都市再生機構東日本支社 立川都市整備事務所 立川基地跡地関連地区1街区建築物等再算定その他業務
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉常磐開発事務所 三郷中央地区平成17年度幸房字掛井掘向整備等に係る建物等調査･算定業務
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉中央開発事務所 浦和東部第二地区平成17年度野台団地建物等事前調査業務
H17 東京都第六建設事務所 非木造建物等積算委託(補助第136号線･扇)
H17 江戸川区 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)補償委託その4(営業)
H17 東京都北多摩南部建設事務所 物件調査委託(単価契約) 用二の1 主11号
H17 あきる野市原小宮土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業平成17年度建築物等移転実施補助業務
H17 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 神奈川中部開発事務所 真田・北金目地区５７街区外建物等算定等業務
H17 多摩市関戸古茂川土地区画整理組合 多摩市関戸古茂川土地区画整理事業平成17年度補償算定業務委託
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度補償交渉業務
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度移転物件補償調査算定業務
H17 仙台市 平成17年度仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託その9
H17 仙台市 平成17年度仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託第2号
H17 仙台市 荒井荒町線保春院前丁歩道新設工事その5補償物件等調査算定委託
H17 仙台市 平成17年度仙台駅東第二土地区画整理事業建物調査業務委託その6
H17 独立行政法人都市再生機構東日本支社 仙台都市整備事務所 長町折立線(郡山地区)平成17年度建物等調査･算定(その3)業務
H17 独立行政法人都市再生機構九州支社 福岡都市整備事務所 香椎副都心地区補償物件（建物番号１５２外）調査・算定業務
H17 木津町 木津駅前地区平成１７年度補償業務
H17 鶴ヶ島市 建物･物件調査積算業務 若葉駅西口地区
H17 和光市中央第二谷中土地区画整理組合 建物物件調査積算補償交渉業務委託その3(05委－10)
H17 大井町大井･苗間第一土地区画整理組合 工作物･立木調査積算業務及びﾓﾆｭﾒﾝﾄ等銘板設計委託事業
H17 鶴ヶ島市 建物物件調査再積算業務Ｂ  一本松地区
H16 地域振興整備公団静岡東部特定再開発事務所 平成16年度静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業に係る移転補償（その１）業務
H16 新宿区 建物調査委託（その１）
H16 秦野市 平成16年度市道71号線歩道設置事業に伴う建物等調査委託業務（その２）
H16 松原市 平成16年度事業に伴う家屋事前調査（16-15）
H15 府中市 物件調査及び建築物等移転補償金算出資料作成委託（その１）
H15 八潮市 建物移転補償促進（その６）業務委託
H15 都市基盤整備公団関西支社 富島地区平成15年度建物等調査算定業務（その６）
H14 メルシャン（株） 公共事業の施行に伴う損失補償のコンサルティング業務
H14 （財）区画整理促進機構 平成14年度盛岡南新都市地区直接施行検討（その１）業務
H14 堺市 大浜北町市有地整備基本計画の検討資料作成業務
H14 都市基盤整備公団九州支社 ルネス相生町賃貸施設耐震改修工事に伴う補償に関する調査・算定業務
H13 都市基盤整備公団千葉地域支社 新鎌ヶ谷地区鎌ヶ谷市役所外周辺整備工事に伴う工作物等再算定業務
H13 都市基盤整備公団 広域幹線道路一体型都市基盤整備方策検討調査
H13 市原市 町名地番変更基礎資料作成委託業務
H13 （財）東京都新都市建設公社 町田市相原駅周辺地区現況測量（その２）並びにその他作業
H13 東京都第一区画整理事務所 有明北地区換地設計図書（修正）等作成業務委託
H13 （財）都市みらい推進機構 末広・高浜地区整備基本計画策定調査関連業務（その２）
H13 （財）都市づくりパブリックデザインセンター 「歩いて暮らせる街づくり」を実現するための新たな市街地整備手法の検討調査
H13 （社）全日本土地区画整理士会 大都市の既成市街地における都市構造の再編に資する土地区画整理事業の推進方策に関する調査
H13 東京電力（株） 八王子みなみ野地区内22KV配電塔用地境界石･測量･復元
H13 （株）アトリエ74建築都市計画研究所 小倉末広地区事業化推進検討調査（Ｈ11年度・Ｈ12年度分）
H13 北浦和ターミナルビル（株） 北浦和１丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う県道さいたま岩槻線・市道H5号線交差点変更詳細設計業務
H13 八潮市 交差点改良実施設計業務委託
H12 大利根町土地開発公社 町道105号線道路用地取得事業に伴う建物及び物件の移転補償調査・積算業務委託
H12 大阪府北部公園事務所 箕面公園休憩所新築工事に伴う家屋調査委託
H12 都市基盤整備公団中部支社 播磨地区12-墓地等移転実施方針策定業務
H11 都市基盤整備公団口関西支社 富島地区建築物等移転計画（概略）策定業務
H11 八潮市 八潮南部東地区物件調査業務委託
H11 (財)練馬区都市整備公社 土地使用算定・補償調査算定業務
H11 都市基盤整備公団口干葉常磐開発 野田山崎地区南部幹線導水路整備工事に伴う建物等工事事前調査業務
H11 メルシャン㈱ 公共事業の施行に伴う損失補償のコンサルティング業務
H10 大利根町土地開発公社 町道1、263号線道路用地取得に伴う建物及び物件の移転補償調査・積算業務委託
H10 鶴ヶ島市一本松口土地区画整理事務所 建物物件調査再積算業務B  一本松地区
H10 住宅・都市整備公団首都圏 新鎌ヶ谷地区センター街区整備に伴う建物等調査・算定・交渉業務
H10 あきる野市原小宮口土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業移転に伴う建物等調査・算定、移転交渉（承諾）業務
H9 住宅・都市整備公団口東京支社 仙台長町地区日本通運㈱補償交渉業務
H9 住宅・都市整備公団首都圏 坂戸入西地区建物調査・算定・交渉その他業務
H9 住宅・都市整備公団首都圏 千葉寺地区69街区外建物等復帰移転に伴う再算定交渉業務
H9 住宅・都市整備公団首都圏 千葉東南部地区直接施行実施計画作成業務
H8 住宅・都市整備公団首都圏 仙台長町地区日本通運㈱建物等調査・算定業務
H8 浦和市大門上・下野田口特定土地区画整理組合 立竹木等調査業務委託
H8 住宅・都市整備公団首都圏 高柳西部地区野口勝雄建物等移転に係る補償交渉業務
H8 住宅・都市整備公団首都圏 長津田地区後谷集落建物等算定・交渉業務
H7 住宅・都市整備公団首都圏 仙台長町地区大規模工場移転計画等検討業務
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 神戸東部新都心地区補償基本方針策定業務
H7 住宅・都市整備公団首都圏 真田・北金目地区営業施設及びアパートの補償に係る概況調査業務
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 丹波口駅地区里田化工株式会社補償金算定（営業廃止補償等）業務
H6 住宅・都市整備公団口つくば開発局 牛久北部地区第2工区建物等補償業務
H6 住宅・都市整備公団首都圏 千葉東南部地区誉田区域ほか附帯工作物等補償業務
H6 住宅・都市整備公団口九州支社 香椎副都心地区補償額算定基礎資料作成業務
H6 住宅・都市整備公団首都圏 千葉中央港地区7街区建物等再算定・交渉業務
H6 住宅・都市整備公団口関東支社 草加都市計画事業谷塚駅西口住宅街区整備事業の施行に伴う直接施行基本計画書作成業務
H6 住宅・都市整備公団口中部支社 水野地区6－直接施行実施可能性の検討業務
H6 住宅・都市整備公団口関西支社 田中地区直接施行実施計画書作成業務
H5 住宅・都市整備公団口九州支社 千鳥東地区家屋移転等検討業務
H5 ㈲千葉県都市整備協会 東幕張地区非木造建物調査業務
H5 住宅・都市整備公団首都圏 南志津地区勝田台6丁目外事業損失等補償業務
H5 住宅・都市整備公団首都圏 南八王子地区都市計画道路関連工事等の影響に関する調査等業務
H5 住宅・都市整備公団口九州支社 香椎副都心地区補償物件算定・交渉（JR宿舎）業務
H4 住宅・都市整備公団首都圏 高柳西部地区建物等調査・算定業務
H4 住宅・都市整備公団首都圏 新川崎地区補償事業費算定業務
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 国際文化公園都市地区物件概況基本調査（東部その2）
H4 柏市 家屋事前調査委託（4－19工区）（4－0－15）
H4 住宅・都市整備公団口つくば開発局 牛久北部地区建築物等調査算定交渉業務
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 田原地区直接施行実施準備業務
H3 住宅・都市整備公団口関西支社 丹波口駅地区ゴールドハイツ五条建物移転計画策定業務
H3 市川市大町土地区画整理組合 市川市大町土地区画整理事業建物等調査、算定業務
H3 市川市大町土地区画整理組合 市川11市大町土地区画整理事業建物等補償交渉、工作物等補償交渉業務（単価契約）
H3 住宅・都市整備公団首都圏 野田山崎地区１－１工区建物等調査算定交渉業務
H3 奏野市 水無川右岸線（岡部建材店）建物等調査算定業務
H3 住宅・都市整備公団口港北開発局 港北第一地区建築物等直接施行の実施計画作成業務
H2 住宅・都市整備公団首都圏 さいたま新都心地区建物等移転計画策定業務
H2 住宅・都市整備公団首都圏 千葉中央港地区建物等移転基本方策検討業務
H2 住宅・都市整備公団首都圏 千葉寺地区第4工区営業補償その他業務
H元 住宅・都市整備公団口東京支社 神谷一丁目地区コミュ二ティ住環境整備事業に係る建物等調査及び補償額算定業務
H元 住宅・都市整備公団首都圏 長津田地区中丸集落建物等調査業務
H元 住宅・都市整備公団首都圏 南八王子地区風俗営業用宿泊施設の移転等に関する調査
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H元 奏野市 市道650号線道路改良事業に伴う建物調査・算定及び営業補償調査・算定委託業務
S62 住宅・都市整備公団首都圏 南八王子地区建物移転基本計画
S62 住宅・都市整備公団首都圏 鶴川第二地区建物等移転実施計画業務
S61 東京都南多摩新都市開発本部 相原小山地区における樹木補償に係わる調査委託
S58 住宅・都市整備公団首都圏 奈良地区A工区整地その他工事に係る建物等移転業務委託
S57 住宅・都市整備公団首都圏 萱田地区事業量その他算定業務委託
S56 府中市 移転計画図作成委託
S55 筑波町 南部開発地区内建設物移転補償調査
S54 吉川町 第一工区木売落都市下水路築造工事家屋調査業務委託
S53 東京都江東南部再開発事務所 東京都市計画市街地再開発事業（亀戸、大島、小松川地区）に伴う建物等の調査委託（その18）
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