
■業務実績（建設コンサルタント）令和元年～昭和48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 令和2年度上篠崎地区地区計画策定支援業務委託
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年度品川駅街区地区における換地設計等業務
R2 東京都都市づくり公社 令和2年度北砂3・4・5丁目防災生活道路整備に係る業務委託
R2 東京都第一市街地整備事務所 令和2年度補助第46号線（原町・洗足地区）沿道まちづくり検討業務委託
R2 塩尻市塩尻駅北土地区画整理組合 令和2年度塩尻駅北土地区画整理事業組合運営支援業務等業務委託
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年度調査設計業務委託
R2 川口市 芝中央地区住宅市街地総合整備事業まちづくり推進業務委託
R2 埼玉県営繕・公園事務所 公園等建設工事(園路等詳細設計業務委託)
R2 草加市 氷川町土地区画整理事業等見直し検討業務委託
R2 市原市 八幡宿駅東口地区事業計画及び実施計画変更業務委託
R2 浦安市 猫実A地区土地区画整理事業に伴う換地設計及び街区確定等業務委託
R2 流山市 鰭ヶ崎・思井地区清算金台帳等作成業務委託
R2 茨城県土浦土木事務所 合併仮換地証明書等作成業務委託
R2 鹿嶋市 2鹿区整第3号擁壁調査業務委託
R2 茨城県竜ケ崎工事事務所 31県単阿見整第31-16-228-0-072号清算金徴収交付事務関連資料作成業務委託
R2 刈谷市 小垣江町北部地区まちづくり意見交換会支援業務委託
R2 大垣市 郭町東西街区土地区画整理事業検討業務委託
R2 宇治市 宇治市都市計画マスタープラン策定支援業務委託
R2 大住土地区画整理組合設立準備委員会 京田辺市大住土地区画整理事業に係る認可申請他業務(その1)
R2 市街地整備促進協議会 市街地整備促進協議会(R2年度)研修会開催業務委託
R2 南相馬市 用地測量・配水管設計(高倉地区)業務委託
R1 江戸川区 平成31年度南小岩七丁目地区土地区画整理事業･都市再生事業計画案作成事業業務委託
R1 練馬区 貫井・富士見台地区密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画推進業務委託
R1 東京都都市整備局 令和元年度西北部流通業務団地に係る詳細調査及び更新構想案検討委託
R1 国立市 平成31年度矢川上地区都市計画調査検討業務委託
R1 伊勢原市 令和元年度特定生産緑地制度創設に伴う地権者等意向確認業務
R1 横浜市 令和元年度主要駅周辺地区まちづくり誘導策検討業務委託
R1 東高島駅北地区土地区画整理組合 2019年度上水道詳細設計等業務
R1 坂戸市 片柳土地区画整理事業道路実施設計等業務委託
R1 さいたま市大間木水深特定土地区画整理組合 大間木水深特定土地区画整理事業清算金徴収交付事務業務委託
R1 戸田市 戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務委託
R1 飯能市 双柳南部土地区画整理事業新しいまちづくりプラン策定業務委託
R1 幸手市 都市計画決定図書作成業務委託(用途地域の変更)
R1 埼玉県 道路築造・宅地造成実施設計業務委託（その1）
R1 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 換地計画書等作成業務委託(31-1)
R1 草加市 氷川町土地区画整理事業等見直し検討業務委託
R1 船橋市 令和元年度飯山満地区土地区画整理事業事業施行支援業務委託
R1 茂原市 茂原駅前通り地区土地区画整理事業共同利用化検討調査業務委託
R1 船橋市 飯山満区画整理システム運用保守業務委託
R1 鹿嶋市 31社交鹿区整第1号換地計画策定等業務委託
R1 茨城県竜ケ崎工事事務所 31県単阿見整第31-16-228-0-060号換地処分関連資料作成業務委託
R1 鹿嶋市 1鹿区整第33号発注図書修正業務委託
R1 東海市 東海加木屋中部地区調査設計等業務
R1 門真市 門真市北島東第2地区土地区画整理促進調査業務委託
R1 公益社団法人岐阜県都市整備協会 （リニア岐阜駅周辺）土地区画整理事業土地評価等業務
R1 独立行政法人都市再生機構　岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成31年度換地設計その他業務
R1 独立行政法人都市再生機構　岩手震災復興支援本部 大船渡駅周辺平成31年度整地工事
R1 大槌町 大槌都市計画一団地の住宅施設（安渡・赤浜地区）都市計画決定・事業認可申請資料作成業務委託
R1 南相馬市 社会資本整備総合交付金事業橋梁修繕調査設計（飯崎橋）業務委託
R1 南相馬市 農業用施設災害復旧計画変更承認申請図書作成（小谷津地区外）業務委託
H30 江戸川区 篠崎駅西部土地区画整理事業まちづくり活動推進業務委託
H30 国立市 平成30年度国立都市計画道路3･4・3号線見直し検討業務委託
H30 江戸川区 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業換地設計修正等業務委託
H30 座間市 平成30年度座間南林間線道路設計照査業務委託
H30 八王子市 上野第二地区換地計画準備業務委託
H30 エム・ケー株式会社 八王子市加住町・宮下町一丁目地区平成30年度区画整理事業調査
H30 さいたま市 平成30年度浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン改定業務
H30 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 換地計画準備業務委託（30-1）
H30 草加市 新田駅西口地区事業推進業務委託
H30 さいたま市大間木水深特定土地区画整理組合 大間木水深特定土地区画整理事業換地処分・区画整理登記外業務委託
H30 川口市 芝中央地区住宅市街地総合整備事業まちづくり推進業務委託
H30 和光市 長期未着手土地区画整理事業区域内における開発による土地利用調査業務委託
H30 独立行政法人都市再生機構　首都圏ニュータウン本部 流山新市街地地区平成30年度換地処分通知書作成その他業務
H30 柏市 事業計画変更図書作成等業務委託
H30 浦安市 浦安駅周辺まちづくり推進業務委託
H30 古河市 平成30年度古河市駅南地区まちづくり構想策定業務委託
H30 茨城県竜ケ崎工事事務所 30県単阿見整第30-16-228-0-065号･30県単地特第30-16-226-0-061号　合併換地計画作成等業務委託
H30 つくば市 30土地区画整理事業に係る事務手順書作成業務委託
H30 藤井寺市 平成30年度藤井寺市道路整備計画（案）策定業務
H30 名古屋市 都市計画道路笹島線事業化検討業務委託
H30 大阪市 平成30年度福島区海老江7･8丁目地内土地区画整理モデル事業の事業実施計画作成業務委託
H30 大槌町 防災集団移転促進事業等修正検討業務委託
H30 気仙沼市 松崎片浜地区土地区画整理事業権利者名簿補正及び事業計画図書作成業務
H30 陸前高田市 陸前高田市高田地区土地利用意向調査業務
H30 南相馬市 農業用施設災害復旧計画変更承認申請図書作成(太良谷地地区外)業務委託
H30 国土交通省国土技術政策総合研究所 福島県における東日本大震災からの復興に係る津波防災緑地等整備に関する情報収集･整理業務
H30 福島市 県北都市計画事業福島都心中央土地区画整理事業土地区画整理事業調査設計業務委託
H29 独立行政法人都市再生機構　東日本都市再生本部 品川駅北周辺地区における概略換地設計等業務
H29 江戸川区 篠崎駅西部土地区画整理事業換地処分通知書等作成業務委託
H29 国土交通省 戦災復興地区等の老朽市街地における市街地再生手法に関する調査検討業務
H29 海老名市 海老名市役所周辺地区市街地整備事業化検討業務
H29 塩尻市塩尻駅北地区土地区画整理組合 平成29年度塩尻駅北土地区画整理事業換地設計等業務委託
H29 大成建設株式会社横浜支店 東高島駅北地区土地区画整理事業に係る事業計画関連・換地関連･測量関連・補償関連・工事設計関連　各業務
H29 さいたま市 日進駅周辺まちづくりワークショップ業務
H29 さいたま市 さいたま市町名地番整理等業務(大宮西部地区)
H29 川口市 芝第2･第5地区換地設計等委託
H29 さいたま市 平成29年度社会資本総合整備計画中間評価業務
H29 川口市 芝東第4土地区画整理事業住宅市街地総合整備事業導入効果検討委託
H29 草加市 谷塚駅西口地区まちづくり基本計画検討業務委託
H29 浦安市 平成29年度浦安駅周辺第一地区まちづくり推進業務委託
H29 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（換地割込修正）
H29 浦安市 新中通り・猫実A地区周辺整備事業計画策定等業務委託
H29 ひたちなか市 阿字ヶ浦土地区画整理事業再構築業務委託（29市単区委第2号）
H29 鹿嶋市 29鹿区整第34号事業計画及び実施計画変更業務委託
H29 坂東市 平成29年度沓掛神明地区土地区画整理事業再検討業務委託
H29 高石市 平成29年度高石駅周辺まちづくり検討業務
H29 大垣市 143／郭町東西街区土地区画整理事業検討業務委託
H29 阪急不動産株式会社 彩都東部地区山麓線エリア土地区画整理事業推進業務（その3）
H29 独立行政法人都市再生機構　岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成29年度換地設計その他業務
H29 大槌町 安渡地区津波防災拠点市街地形成施設事業実施計画書変更業務委託
H29 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務（H29）
H29 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託
H29 南相馬市 原町区下水管渠実施設計（その1）業務委託
H29 南相馬市 農業災害復旧計画変更承認申請図書作成（大井塚原地区外）業務委託
H28 江戸川区 平成28年度南小岩七丁目地区土地区画整理事業・都市再生事業計画案作成事業業務委託
H28 江戸川区 篠崎駅西部土地区画整理事業換地計画書等作成業務委託（第四期地区）
H28 江戸川区 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業換地設計等業務委託
H28 塩尻市 平成２８年度塩尻駅北土地区画整理事業組合設立業務委託
H28 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成２８年度調査設計業務委託（その１）
H28 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成２８年度調整池等実施設計業務委託
H28 春日部市 春日部駅周辺地区「社会資本総合整備計画」事後評価業務委託
H28 久喜市 栗橋北二丁目地区土地区画整理事業換地設計等業務委託
H28 本庄市 本庄駅北口駅前周辺地区まちづくり支援業務委託
H28 川口市 芝第2・第5地区整備計画等作成委託
H28 川口市 芝東第4土地区画整理事業　鶴ヶ丸地区土地利用計画案作成委託
H28 川口市 芝第2・第5地区事業計画等作成委託
H28 川口市 芝東第3土地区画整理事業　住宅市街地総合整備事業導入可能性検討業務
H28 川口市 共同化事業建設組合支援業務委託 （里地区）
H28 船橋市 南地区排水管基本設計修正業務委託(飯山満地区)
H28 市原市 八幡宿駅東口地区事業計画及び実施計画変更業務委託
H28 大網白里市 大網駅周辺中心拠点形成検討業務
H28 筑波都市整備株式会社 竹園三丁目地区における区画整理事業に関するアドバイスと検証業務
H28 坂東市 28国補街交調第1号　沓掛神明地区土地区画整理事業基本設計及び事業計画書作成業務委託
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H28 ひたちなか市 阿字ヶ浦土地区画整理事業再構築業務委託(28市単区委第4号)
H28 門真市 門真市上島町第2地区事業推進調査1業務委託
H28 大和ハウス工業株式会社 平成28年度門真市北島東土地区画整理事業に伴う調査設計業務委託
H28 岩手県　大槌町 防災集団移転促進事業等修正検討業務委託
H28 岩手県　大槌町 平成28年度都市再生区画整理事業換地計画準備等業務委託
H28 岩手県　大槌町 平成28年度浪板地区鉄道用地に係る登記申請資料作成業務委託
H28 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託
H28 南相馬市 農業用施設災害復旧補完測量設計及び計画変更（桃内北地区）業務委託
H28 公益財団法人福島県区画整理協会 扇町土地区画整理事業地区　９大街区外換地設計変更及び用地測量業務委託
H28 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 品川駅北周辺地区における概略換地設計等業務
H28 独立行政法人都市再生機構中部支社 28-大垣市郭町東西街区地区事業化促進調査業務
H27 江戸川区 平成27年度南小岩七丁目地区土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体施行に伴う事業化促進調査設計業務その6委託
H27 多摩市 聖蹟桜ヶ丘周辺地区土地区画整理事業調査業務委託
H27 東京都都市づくり公社 八王子インター周辺地区土地区画整理事業成立性検討調査
H27 東京都第一市街地整備事務所 補助第120号線(鐘ヶ淵地区)整備に伴う沿道整備検討委託
H27 中野二丁目土地区画整理準備組合 中野二丁目土地区画整理事業　換地計画作成等業務
H27 八王子市 上野第二地区　事業計画変更図書等作成委託
H27 塩尻市 塩尻駅北土地区画整理事業計画・設計業務委託
H27 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成２７年度調査設計業務委託
H27 北本市 土地区画整理事業管理システム (久保地区)
H27 北本市 デーノタメ遺跡保存に伴う久保特定土地区画整理事業見直しの課題整理業務委託
H27 幸手市 幸手インターチェンジ東側地区地区計画図書作成業務委託
H27 さいたま市 平成27年度浦和美園～岩槻地域成長･発展プラン推進支援業務
H27 さいたま市 社会資本総合整備計画策定業務
H27 草加市 清算金決定通知書等作成業務委託  （新田西部地区）
H27 蕨市 事業推進コンサルティング委託  （錦町地区）
H27 本庄市 本庄駅前周辺における地域活性化のための基盤整備検討調査業務委託
H27 川口市 芝地区住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)主要区画道路整備計画作成業務委託
H27 浦安市 平成27年度新中通り周辺まちづくり推進業務委託
H27 市原市 古市場地区地区計画策定業務委託
H27 茨城県竜ケ崎工事事務所 県単阿見整第27-16-228-0-062号　換地設計修正等業務委託
H27 ひたちなか市 阿字ヶ浦土地区画整理事業再構築業務委託(27市単区委第5号)
H27 坂東市 平成27年度沓掛神明地区土地区画整理事業調整池等設計業務委託
H27 門真市 門真市中町地区宅地計画3業務委託
H27 大阪市 平成27年度福島区海老江7･8丁目地内土地区画整理モデル事業の事業化コーディネート業務委託
H27 岩手県　大槌町 平成27年度都市再生区画整理事業換地設計等業務委託
H27 宮城県　気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業　事業計画等推進業務（Ｈ２７）
H27 (株)東京建設コンサルタント 町方地区土対法申請図書作成
H27 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託
H27 スマートソーラー㈱ 福島大波ソーラーパーク林地開発許認可申請その他業務
H27 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部　千葉業務部プロジェクトマネージャー(千葉東部業務事務所) 物井地区換地計画図書作成業務
H27 独立行政法人都市再生機構中部支社 27－大垣市郭町東西街区地区事業化推進調査業務
H26 江戸川区 平成26年度南小岩七丁目地区土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行に伴う事業化促進調査設計業務その5委託
H26 東京都第一区画整理事務所 平成26年度　補助第29号線及び第46号線沿道まちづくりに係る調査委託
H26 大井町 平成２６年度　金子吉原地区土地区画整理事業促進業務委託
H26 ツインシティ大神地区土地区画整理組合設立準備会 （仮称）ﾂｲﾝｼﾃｨ大神地区土地区画整理組合設立に向けた調査・設計業務（平成２6年度）業務委託
H26 森ビル株式会社 愛宕山周辺地区（Ｉ地区）土地区画整理事業　調査設計業務
H26 川口市 里地区共同化事業建設準備組合運営支援業務委託
H26 埼玉県 26杉戸-13号　杉戸屏風深輪地区産業団地実施設計業務委託
H26 幸手市 幸手駅西口地区土地区画整理事業駅前広場実施設計業務委託
H26 さいたま市 大門下野田特定土地区画整理事業　換地設計業務
H26 富士見市 南むさしの公園実施設計業務委託
H26 鶴ヶ島市 運動公園区域変更都市計画決定事務支援業務
H26 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市運動公園第二期整備基本計画策定業務
H26 草加市 保留地移転登記嘱託書等作成業務委託  （新田西部地区）
H26 柏市 事業計画変更図書作成等業務委託(北柏駅北口地区)
H26 茂原市 茂原駅前通り地区土地区画整理事業事業推進方策検討業務委託
H26 市原市 古市場地区まちづくり構想調査策定業務委託
H26 ひたちなか市 阿字ヶ浦土地区画整理事業再構築業務委託(26市単区委第5号)
H26 鹿嶋市 26社交鹿区整第8号　実施設計業務委託
H26 坂東市 平成26年度(仮称)沓掛地区土地区画整理事業事業化検討業務委託
H26 門真市 門真市幸福町･垣内町地区宅地計画1調査業務委託
H26 大阪市 都市計画道路木津川平野線整備に併せた沿道敷地整備事業推進検討業務委託
H26 大阪市 福島区海老江7･8丁目地内土地区画整理モデル事業の事業化検討業務委託
H26 岩手県　陸前高田市 今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業従前地評価等検証業務
H26 岩手県　大槌町 安渡地区津波復興拠点都市計画決定等変更書ほか作成業務委託
H26 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託
H26 相馬市 相馬市荒田地区住宅団地測量及び実施設計等業務委託
H26 スマートソーラー㈱ 福島矢吹町ソーラーパーク測量・設計・許認可申請業務
H26 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 平成26年度湊二丁目東地区換地計画図書作成業務
H26 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 平成26年度大槌町町方地区に係る事業推進検討業務
H25 江戸川区 篠崎公園地区まちづくり事業計画等修正委託
H25 江戸川区 平成25年度南小岩七丁目地区土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行に伴う事業化促進調査設計業務その4委託
H25 江戸川区 篠崎駅西部土地区画整理事業まちづくり活動推進業務委託
H25 中野二丁目地区再開発準備組合 中野二丁目地区土地区画整理事業　事業計画検討業務
H25 大井町 平成２５年度　金子吉原地区土地区画整理事業促進業務委託
H25 ツインシティ大神地区土地区画整理組合設立準備会 （仮称）ﾂｲﾝｼﾃｨ大神地区土地区画整理組合設立に向けた調査・設計業務（平成２５年度）業務委託
H25 大成建設株式会社　横浜支店 東高島駅北地区土地区画整理事業に係る事業計画業務・換地関連業務・工事設計関連業務
H25 さいたま市 日進駅周辺まちづくり推進事業　七夕通り美装化等ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ業務
H25 さいたま市 社会資本総合整備計画書作成業務
H25 草加市 換地処分関連業務委託及び国土調査法第19条第5項申請書作成業務委託  （新田西部地区）
H25 幸手市 幸手駅舎整備事業自由通路都市計画決定図書作成業務委託
H25 幸手市 幸手駅西口地区土地区画整理事業親水公園設計業務委託
H25 富士見市 ふじみ野駅東口駅前広場内ﾊﾞｽﾊﾞｰｽ検討業務委託
H25 鎌ヶ谷市 新鎌ヶ谷駅周辺土地利用調査業務委託
H25 流山市 擁壁及び階段詳細実施設計業務委託(46街区)(鰭ヶ崎・思井地区)
H25 ひたちなか市 阿字ヶ浦土地区画整理事業再構築業務委託(25市単区委第5号)
H25 坂東市 平成25年度(仮称)沓掛地区土地区画整理事業調査業務委託
H25 土浦土木事務所 25国補緊道　第25-16-213-0-082号　整地設計業務委託(C街区)
H25 阪急電鉄株式会社 彩都東部地区(南側：山麓線付近)の事業化検討業務
H25 門真市 門真市中町地区宅地計画2調査業務
H25 高石市 平成25年度高石駅周辺まちづくり検討業務
H25 岩手県　大槌町 大槌町都市再生区画整理事業短期推進業務委託
H25 岩手県　大槌町 町方地区ほか用地取得等支援業務委託
H25 岩手県　大槌町 都市再生区画整理事業換地設計等業務委託
H25 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託
H25 相馬市 相馬市東部地区住宅団地測量及び実施設計修正業務委託
H25 南相馬市 防災集団移転関連道路整備事業測量設計（萱浜雫線）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　事業部プロジェクトマネージャー(千葉東部開発事務所) 物井地区平成25年度換地設計修正その他業務
H24 さいたま市 日進駅周辺まちづくり推進事業  七夕通り美装化等ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
H24 ひたちなか市 阿字ヶ浦土地区画整理事業再構築業務委託(24市単区委第5号)
H24 財団法人東京都新都市建設公社 西平山地区都市計画道路7・5・1号線道路設計委託業務
H24 松島町 漁業集落防災機能強化・漁港施設機能強化調査設計業務
H24 神奈川県 厚木土木事務所 街路整備工事(県単)その3
H24 西府土地区画整理組合 換地計画書作成業務委託
H24 千葉県下水道公社 金田西地区公共下水道枝線管渠実施設計業務
H24 川口市 芝２・５地区  整備方策調査
H24 相馬市 相馬市防災集団移転促進事業計画策定等検討業務委託
H24 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定業務委託
H24 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得台帳作成業務委託
H24 草加市 新田駅西口地区実施設計等作成
H24 大井町 金子吉原地区土地区画整理事業促進業務委託
H24 大槌町 安渡地区津波復興拠点整備計画等検討業務委託
H24 大槌町 町方地区ほか3地区用地買収業務委託
H24 東京都第二区画整理事務所 六町地区事業計画変更資料等の作成
H24 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援局 陸前高田市高田地区権利移転方針等検討業務
H24 独立行政法人都市再生機構いわき営業所 いわきﾆｭｰﾀｳﾝ緑地移管調整図作成業務
H24 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援局 大槌町町方地区移転先住宅団地検討業務
H24 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援局 大槌町町方地区津波復興拠点整備事業検討業務
H24 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 香椎副都心地区換地処分図書修正その他業務
H24 独立行政法人都市再生機構今治開発事務所 今治新都市換地設計(その8)業務
H24 独立行政法人都市再生機構首都圏ﾆｭｰﾀｳﾝ本部  茨城地域事業本部 中根・金田台開発事務所平成24年度技術支援業務
H24 南相馬市 災害復旧事業道路災害復旧実施設計業務委託
H24 八王子市 上野第二地区換地計画作成委託
H24 流山市 西平井・鰭ヶ崎地区林地開発行為協議書作成業務
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H23 さいたま市 指扇土地区画整理事業工程・移転計画
H23 綾瀬市 寺尾地区まちづくり検討調査業務委託
H23 江戸川区 換地設計等業務委託<第4期認可地区>(篠崎駅西部地区)
H23 松戸市 新松戸東部土地区画整理事業調査検討業務
H23 西府土地区画整理組合 工事詳細実施設計業務委託
H23 国土交通省 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン詳細検討業務
H23 船橋市 飯山満地区事業計画変更検討業務
H23 中日本高速道路株式会社東京支社 管理台帳作成業務
H23 独立行政法人都市再生機構首都圏ﾆｭｰﾀｳﾝ本部  茨城地域事業本部 葛城地区換地計画作成等業務
H23 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 湊二丁目東地区換地計画作成その他業務
H23 鳩ヶ谷市 里地区住宅市街地総合整備計画書等作成
H23 福島市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得台帳作成業務委託
H23 門真市小路中第1土地区画整理組合 調査設計及び事務業務委託
H22 つくば市 22TX沿線開発地域地区計画変更図書作成業務委託(葛城地区・島名・福田坪地区、萱丸地区)
H22 茨城県竜ヶ崎工事事務所 換地設計業務委託
H22 横浜市 屋外広告物禁止地域現状調査委託
H22 幸手市 市街化区域編入資料作成
H22 幸手市 都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ見直し
H22 香芝市 雨水管修正設計業務
H22 財団法人東京都新都市建設公社 東池袋地区防災都市づくり用地等の有効活用検討業務
H22 春日部市 春日部駅周辺地区  社会資本総合整備計画
H22 仙台市 仙台市荒井土地区画整理事業  土地評価検討業務委託
H22 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 東下根地区区画整理登記嘱託図書等作成業務
H22 独立行政法人都市再生機構九州支社  渡辺通都市整備事務所 渡辺通駅北地区区画整理補助実施計画(第2回変更)作成補助業務
H22 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 流山新市街地地区事業計画変更関連換地設計検討その他業務
H22 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 根岸三・四・五丁目地区防災区画道路B路線整備に係る資料作成業務
H22 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 仙台市あすと長町地区平成22年度換地設計修正等業務委託
H22 南相馬市 雨水吐室流水調査業務委託
H22 柏市 北柏駅北口地区事業推進方策検討業務
H21 浦安市 堀江・猫実B地区実施設計業務
H21 江戸川区 篠崎公園地区まちづくり事業計画等策定委託
H21 守谷市 換地処分・区画整理登記嘱託図書作成・竣工記念誌作成業務
H21 大津市 堅田駅西口土地区画整理事業駅前広場詳細設計業務委託
H21 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 潤井戸地区換地計画等作成業務
H21 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 仙台市あすと長町地区平成21年度換地設計修正等業務
H21 立川市 立川都市計画駅南口土地区画整理事業換地計画認可申請書等作成委託
H21 和光市越後山土地区画整理組合 調整池詳細設計
H21 和泉市 福瀬町内橋梁復旧工事に伴う実施設計業務委託
H20 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20年度区画整理登記等事務業務
H20 浦安市 堀江・猫実B地区まちづくり推進活動業務
H20 鎌倉市 鎌倉駅西口周辺地区整備計画等策定業務建物共同化事業の検討
H20 栗橋町 利根川堤防整備に併せたまちづくり推進調査
H20 鹿嶋市 鹿島神宮駅北土地区画整理事業換地計画書等作成業務委託
H20 住友信託銀行株式会社 松下電産/藤沢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ土地利用計画に関する調査設計業務
H20 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  申出換地の実施に伴う土地利用見直し検討その他業務
H20 独立行政法人都市再生機構東京都心支社  業務第4ﾕﾆｯﾄ 梅田六丁目地区換地設計業務
H20 独立行政法人都市再生機構東日本支社 石岡駅周辺における整備基本方針策定に係る検討支援業務
H20 北仲通北土地区画整理組合 北仲通北地区  区画整理関連業務
H20 枚方市 京阪本線連続立体交差事業に伴う都市計画決定図書作成業務委託
H20 木津川市 木津駅前地区街路整備再評価(B/C)資料作成業務
H20 流山市 西平井・鰭ヶ崎地区事業計画変更に係る図書作成業務
H20 蕨市 中央第一土地区画整理事業見直し
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度事業管理業務委託
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度工事発注図書作成業務委託
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度工事詳細実施設計業務委託
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度汚水管切廻しその他工事施工監理業務委託
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 吉川駅南地区仮換地指定通知書作成業務
H19 独立行政法人都市再生機構 東京都心支社 平成19年度太子堂円泉ｹ丘土地区画整理事業に係る事業推進業務
H19 市原市 八幡都市改造事務所 八幡宿駅東口地区土地区画整理事業再評価(B/C)業務委託
H19 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 成瀬第二地区平成19年度換地設計変更その他業務
H19 東久留米市 19.駅東口第二地区調査設計等委託(その１)
H19 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 宇都宮ﾃｸﾉ地区補助実施計画(第4回変更)図書等作成業務
H19 江戸川区 区画整理史編纂業務委託
H19 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 新市街地地区平成19年度仮換地再供覧その他業務
H19 独立行政法人都市再生機構本庄都市開発事務所 本庄早稲田駅周辺地区換地設計等業務
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度工事監理業務委託
H19 鎌倉市 平成19年度鎌倉駅西口周辺地区整備計画等策定業務委託
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 吉川駅南地区平成１９年度換地設計修正その他業務
H19 浦安市 仮称新中通り線･周辺地区まちづくり推進活動業務委託
H19 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19年度換地設計修正他業務
H19 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 葛城地区平成19年度換地設計修正その他業務
H19 八王子市 仮換地指定図書作成等委託(単価契約)
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 浦安東地区第５回事業計画変更添付図書作成業務
H19 浦安市 仮称新中通り線･周辺市街地整備事業計画等策定業務委託(堀江･猫実B地区)
H19 江戸川区 新川地区都市再生整備計画作成委託
H19 立川市 立川都市計画立川駅南口土地区画整理事業換地処分に伴う図書等作成委託
H19 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19年度予算､決算書作成業務
H19 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19年度事務運営補助業務
H19 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19年度事業計画変更図書作成業務
H19 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19年度工事発注設計図書作成業務
H19 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19年度施工監理業務
H19 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19年度換地設計修正及び仮換地指定図書等作成業務
H19 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19年度換地計画図書等作成及び換地計画縦覧等補助業務委託
H19 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19年度清算金台帳等作成業務
H19 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19年度換地処分完了届作成業務
H19 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19年度区画整理登記等事務業務
H19 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19年度建物所在変更通知書作成業務
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 下高井地区補助事業実施計画(第2回変更)図書作成その他業務
H19 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 萱丸地区事業計画(第2回変更)認可図書等作成(その2)業務
H19 市原市 姉崎駅西口37街区換地修正業務委託
H19 愛川町 平成19年度 愛川町第6回線引き見直し業務委託(その2)
H19 愛川町 平成19年度 愛川町都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ見直し業務委託
H19 八王子市 上野第二地区土地区画整理事業再評価報告書作成委託
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 牛久北部地区区画整理登記嘱託書作成業務
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 物井地区平成19年度換地設計(修正)その他業務
H19 市原市 姉崎駅前地区事業計画変更業務委託
H19 江戸川区 新川地区都市再生整備計画書修正委託
H19 市原市 八幡宿駅東口地区仮換地修正業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 浦安東地区建物権利調査業務
H19 独立行政法人都市再生機構東京都心支社業務第2ﾕﾆｯﾄ 湊二丁目地区土地区画整理推進計画等策定業務
H19 東久留米市 19.駅東口第二地区調査設計等委託(その3)
H19 独立行政法人都市再生機構東京都心支社業務第3ﾕﾆｯﾄ 葛飾区新宿六丁目地区国土調査法第19条5項指定申請図書作成業務
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 酒々井南部地区外1地区都市計画関連協議図書作成その他業務
H19 愛川町 愛川町都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ(概要版)印刷製本
H19 北仲通北土地区画整理組合 北仲通北地区組合設立認可申請関連図書作成業務
H19 北仲通北土地区画整理組合 北仲通北地区換地設計及び仮換地指定通知等作成業務
H19 北仲通北土地区画整理組合 北仲通北地区下水道工事発注図書作成業務
H19 前田道路株式会社 GSﾊﾟｰｸ守谷第8追加工事
H19 遠州中央農業協同組合/静岡県経済農業協同組合連合会 袋井市久能向土地区画整理事業平成19年度業務委託
H19 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社 長崎駅周辺土地区画整理事業実施計画書作成
H19 株式会社 都市･建築環境研究所 市道上白根第99号線道路改良事業用地調査等委託(その1)
H19 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 上田JT工場跡地利用計画H18事業推進
H19 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 上田JT跡地利用計画H18土木基本設計
H19 株式会社 ﾎﾟﾘﾃｯｸ･ｴｲﾃﾞｨﾃﾞｨ 新田駅東口地区まちづくり基本計画作成業務委託
H19 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (仮称)上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る換地設計その1(住宅地区細街路追加分)
H19 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (仮称)上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る換地設計その2
H19 東亜道路工業株式会社 (仮称)ﾒｲﾂ若葉新築工事の前面道路工事
H19 財団法人 都市農地活用支援ｾﾝﾀｰ 平成18年度 定期借地権供給実態調査報告書作成業務(その1)
H19 財団法人 都市計画協会 総合的なまちづくりに関する戦略的な施策展開に関する検討業務
H19 株式会社 地域計画連合 高知市旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業整備計画作成に伴う整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成等の検討業務
H19 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 阪神高速大和川線･大井地区まちづくり事業推進検討等資料整理業務
H19 財団法人 街づくり区画整理協会 既成市街地における区画整理事業の推進調査
H19 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 上田JT工場跡地利用計画H19
H19 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ H19  大橋川まちづくり基本計画に係る資料整理業務
H19 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ H19  大橋川まちづくり基本計画に係る資料整理補助業務
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H19 財団法人 都市農地活用支援ｾﾝﾀｰ 平成19年度 定期借地権供給実態調査
H19 株式会社 平成都市計画研究所 平成19年度水道工事設計委託
H19 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (仮称)上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る地区内土地(2095-11)の地積更正及び分筆業務
H19 株式会社 URﾘﾝｹｰｼﾞ 仙台市あすと長町地区平成19-20年度補償内容説明業務(その2)
H19 坂戸鶴ヶ島住販株式会社 若葉駅西口地区 仮換地変更等(27街区)業務
H19 財団法人 都市農地活用支援ｾﾝﾀｰ 平成18年度 定期借地権供給実態調査報告書作成業務(その2)
H19 株式会社 ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾄﾗ 前橋市南部拠点地区事業化検討
H19 さいたま市日進駅周辺整備を実現する会 日進駅周辺整備推進・まちづくり会議及び総会資料作成等業務委託
H19 桶川市下日出谷西土地区画整理組合 桶川市下日出谷西土地区画整理事業の推進に係る事業管理業務委託
H19 幸手市 駅東口駅前広場下流排水詳細設計業務委託
H19 さいたま市 南与野駅西口地区事業構造見直し業務委託
H19 北本市 ＩＣ周辺地域まちづくり実現化計画修正業務委託
H19 さいたま市 浦和東部第一特定土地区画整理事業 実施工程計画策定業務委託(H19)
H19 幸手市 駅東口駅前広場修正設計業務委託
H19 さいたま市 日進駅周辺地区まちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等運営業務委託
H19 蕨市 土地区画整理事業再評価資料作成委託
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 換地設計業務委託(19-1)
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 仮換地指定通知書等作成業務委託
H19 北本市 久保特定土地区画整理審議会選挙人名簿作成業務委託
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 事業推進等業務委託
H19 幸手市 駅東口駅前広場電線共同溝監理業務委託
H19 草加市 新田駅西口地区まちづくり事業計画書(案)等作成業務委託
H19 北本市 事業展開計画策定業務委託
H19 栗橋町 19年度 利根川堤防整備に併せたまちづくり推進調査業務委託
H19 幸手市 幸手駅西口地区土地区画整理事業啓発等業務委託
H19 鴻巣市 北新宿1号幹線道路実施設計業務委託
H19 北本市 従前地図書及び換地設計図書等修正業務委託
H19 桶川市坂田西特定土地区画整理組合 事業展開計画策定業務委託(19-1)
H19 さいたま市 浦和東部第一特定土地区画整理事業整地修正設計業務委託(E･F工区)
H19 鶴ヶ島市 仮換地変更業務 若葉駅西口地区
H19 さいたま市 換地計画書､町字の変更調書作成業務(南平野)
H19 さいたま市 日進駅周辺まちづくり整備方策検討調査業務委託(その4)
H19 埼玉県杉戸県土整備事務所 街路整備工事(東武動物公園駅東口通り線整備検討業務委託)
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 事業推進等業務委託(その2)
H19 幸手市 幸手駅東口駅前広場事業概要ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成業務
H19 さいたま市 南与野駅西口地区 第2期整備計画策定業務委託
H19 飯能市 双柳南部土地区画整理事業 換地設計修正業務委託
H19 飯能市 双柳南部土地区画整理事業権利調査補正及び選挙人名簿作成業務委託
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 道路実施設計業務委託(19-1)
H19 さいたま市 浦和東部第一特定土地区画整理事業整地工事関連図書等作成業務委託(H19)
H19 さいたま市 新駅暫定駅前広場外設計業務委託
H19 和光市越後山土地区画整理組合 平成19年度調整池容量積算委託事業
H19 さいたま市 指扇土地区画整理事業総合工程･移転計画業務
H19 和光市越後山土地区画整理組合 平成19年度区9-1号線搬入道路設計委託事業
H19 独立行政法人都市再生機構 今治都市開発事務所 平成19年度今治新都市仮換地指定図書作成業務
H19 草津市追分丸尾土地区画整理組合 平成19年度第委-2号追分丸尾工事設計書照査業務)
H19 京都府 久御山町 都市再生整備計画変更委託業務
H19 株式会社 九州都市整備ｾﾝﾀｰ 換地計画修正業務(渡辺通り駅北地区平成19年度現場調整他業務-⑧)
H19 株式会社 九州都市整備ｾrﾝﾀｰ 換地調整その他業務(香椎副都心地区平成19年度現場調整他業務-⑭)
H19 独立行政法人都市再生機構 今治都市開発事務所 今治新都市換地設計総括報告書作成業務
H19 社団法人 奈良県都市整備ｾﾝﾀｰ 五位堂駅北第二土地区画整理事業事業計画(第3回)変更業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構中部支社 東濃開発事務所 土岐地区19-換地計画図書作成他業務
H19 独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所 平成19年度今治新都市換地設計(その4)業務
H19 京都府城陽市 市道223号線外1歩道設計業務委託
H19 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19年度権利関係処理業務
H19 京都府久御山町 南大内ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ修景施設等実施設計委託業務
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 平成19年度 橋本隅田地区工全作成外業務
H19 独立行政法人都市再生機構西日本支社 橋本開発事務所 橋本隅田地区換地設計修正業務
H19 株式会社  URｻﾎﾟｰﾄ 泉佐野土丸線沿道等調査業務
H19 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 吹田東部拠点土地区画整理事業基本計画
H19 四日市市 末永･本郷土地区画整理事業換地計画業務委託
H19 財団法人 兵庫県まちづくり技術ｾﾝﾀｰ 赤穂市有年地区仮換地指定変更に係る図面外作成業務
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 南山地区審議会委員選挙資料作成(照査)業務
H19 堺市上下水道局 田園外道路舗装復旧実施設計業務
H19 社団法人 奈良県都市整備ｾﾝﾀｰ 仮換地変更指定図書等作成業務
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 国文都市(東部)地区事業見直しに伴う所有者別配分資料作成業務
H19 木津川市 木津駅前地区換地設計の検討及び修正業務
H19 木津川市 木津駅前地区換地設計の検討及び修正業務その2
H19 木津川市 木津駅前地区換地設計の検討及び修正業務その3
H19 京都市 まちづくり計画検討業務委託
H19 株式会社 中部都市整備ｾﾝﾀｰ 19-東岡崎駅周辺地区区画整理事業検討業務
H19 四日市市 末永・本郷土地区画整理事業直接施行実施計画書作成等業務
H19 株式会社 九州都市整備センター 春吉二丁目地区密集市街地に係る整備手法等検討調査業務
H19 株式会社 九州都市整備センター 平成19年度再開発事業戦略調査業務
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 国文都市地区事業承認スキーム等資料作成業務
H19 株式会社 ＵＲｻﾎﾟｰﾄ 国文都市地区事業フレーム検討資料等作成業務
H19 木津川市 木津駅前地区換地設計の検討及び修正業務その４
H19 株式会社 九州都市整備ｾﾝﾀｰ 香椎副都心地区現場調整･管理等業務(区画整理関連現場調整業務)
H19 株式会社 中部都市整備ｾﾝﾀｰ 平成19年度補助業務(中部支社)
H19 財団法人茨城県建設技術公社 県南-第0753124201号 仮換地引渡し関連資料作成業務
H19 茨城県竜ヶ崎土木事務所 県単阿見整第19-16-109-0-056号 仮換地修正･事業計画変更業務委託
H19 守谷市 19国補換地計画準備業務
H19 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 賦課金証明書作成業務委託
H19 守谷市 19国補事業計画書変更･実施計画書精算作成業務
H19 守谷市 19市単換地設計変更業務
H19 阿見町 荒川本郷地区土地区画整理事業見直しｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成調査業務
H19 つくば市 つくば市都市計画決定図
H19 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 仙台市あすと長町地区平成19年度換地設計修正等業務
H19 南相馬市 石綿ｾﾒﾝﾄ管更新事業測量設計(仲町地区)業務委託
H19 福島市 福島北土地区画整理事業清算金徴収交付事務他業務委託
H19 市原市 姉崎駅東口交通広場設計業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉都市整備事務所 千葉中央港地区換地計画図書作成等業務
H19 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度事業竣功に伴う資料作成業務
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 吉川駅南地区及び越谷レイクタウン地区補助実施計画図書修正業務
H19 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年度施工監理業務
H19 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年度施工監理その2業務
H19 市原市 八幡宿駅東口土地区画整理事業仮換地変更業務委託
H19 財団法人リバーフロント整備センター 阪神高速大和川線まちづくり事業推進検討資料整理業務
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 換地設計業務委託(18-1)
H19 和光市越後山土地区画整理組合 平成18年度上水道実施設計委託事業(その2)
H19 財団法人兵庫県まちづくり技術センター 赤穂市有年地区仮換地指定に係る図面外作成業務
H19 独立行政法人都市再生機構 香椎副都心地区平成18年度権利関係処理検討業務
H19 木津町 木津駅前地区仮換地指定図書(修正)作成業務
H19 社団法人奈良県都市整備センター 五位堂駅前北第二地区平成19年度工事発注資料作成業務
H19 守谷市 18市単換地設計変更業務
H19 伊達市 伊達市都市計画マスタープラン策定業務委託
H18 八王子市 上野第二地区事業計画変更書作成委託
H18 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 栗橋地区高規格堤防検討業務
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 成瀬第二地区換地計画作成準備検討その他業務
H18 国土交通省関東地方整備局八ﾂ場ﾀﾞﾑ工事事務所 長野原地区歩道設計業務
H18 国土交通省関東地方整備局八ﾂ場ﾀﾞﾑ工事事務所 長野原地区宅地区画割り検討
H18 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 吉川駅南地区街区別仮換地図(原図)等作成業務
H18 市原市 八幡宿駅東口土地区画整理事業仮換地変更業務委託
H18 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 平成１７年度水辺景観･まちづくり景観整備資料整理
H18 財団法人 日本不動産研究所 西八千代北部地区 平成１７年度土地評価検討業務
H18 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 大和川高規格堤防化モデル市街地検討資料整理業務
H18 社団法人  街づくり区画整理協会 都心部における街づくり推進方策検討業務
H18 さいたま市 指扇土地区画整理審議会議事運営要領等作成業務委託
H18 高槻市阪急上牧駅北土地区画整理組合 高槻都市計画事業阪急上牧駅北特定土地区画整理事業高槻市阪急上牧駅北地区平成17年度登記他業務
H18 独立行政法人都市再生機構西日本支社 橋本開発事務所 橋本隅田地区仮換地割込み修正検討その他業務
H18 社団法人奈良県都市整備センター 平成１８年度工事発注設計及び既設計修正業務
H18 独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所 平成１７年度今治新都市仮換地指定図書等作成業務
H18 茨城県竜ヶ崎土木事務所 県単阿見整第17-16-109-0-063号 事業展開･街づくり方針･公共用地の地区編入修正業務委託
H18 取手市 17単市藤第3号宮和田小法面造成工事設計業務委託
H18 守谷市 守谷駅周辺の測量及び換地設計変更業務(第1期分)
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H18 守谷市 17市単換地設計変更業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度事業管理業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度工事発注図書作成業務
H18 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 横浜中央都市整備事務所 みなとみらい21中央地区区画整理登記嘱託書作成他業務
H18 鎌倉市 平成18年度鎌倉駅西口周辺地区整備計画等策定業務委託
H18 浦安市 仮称新中通り線･周辺地区まちづくり推進活動及び基本計画等業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度公園実施設計業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度工事施工監理業務
H18 国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 H18栗橋地区高規格堤防検討業務
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度組合事務運営補助業務
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度解散認可申請図書作成業務
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度清算人会運営補助業務
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度地番変更に伴う資料作成業務
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度施工監理業務
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度換地処分その他業務
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年度予算､決算書作成業務
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年度事務運営補助業務
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年度換地計画作成準備等業務
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 中根･金田台地区平成18年度権利再調査業務
H18 江戸川区 仮換地指定図書及び換地設計図書等作成委託(篠崎駅西部地区)
H18 鎌倉市 深沢地区事業促進調査業務委託
H18 独立行政法人都市再生機構水戸特定再開発事務所 平成18年度水戸換地処分資料作成業務
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年度工事発注設計図書作成業務
H18 八王子市 仮換地指定図書作成等委託(単価契約)
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 新市街地地区平成18年度換地設計変更その他業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度換地設計変更業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度交差点詳細設計業務
H18 独立行政法人都市再生機構本庄都市開発事務所 本庄早稲田駅周辺地区申出換地実施方針等検討業務
H18 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 宇都宮テクノ地区補助実施計画(第3回変更)図書作成業務
H18 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 太子堂小児病院通り地区土地区画整理事業に係る事業化推進のための資料作成業務
H18 立川市 立川都市計画立川駅南口土地区画整理事業換地計画書作成等委託
H18 八王子市 上野第二地区事業計画変更書作成委託
H18 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 横浜都心臨海都市整備事務所 平成18年度 北仲北通北地区合同庁舎整備計画策定業務
H18 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 横浜都心臨海都市整備事務所 平成18年度 北仲北通北地区公共施設等基本設計業務
H18 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 業務第2ﾕﾆｯﾄ 平成18年度土地有効利用事業に係る湊ニ丁目地区土地区画整理推進計画等策定調査
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年度施工監理業務
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年度換地設計修正及び仮換地指定図書作成業務
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年度下水道引継図書作成等業務
H18 遠州中央農業協同組合静岡県経済農業協同組合連合会 袋井市久能向土地区画整理事業平成18年度業務委託(上半期)
H18 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 平成18年度大橋川沿川整備資料整理業務
H18 学校法人 川村学園 川村学園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ建設に係る開発許可申請変更業務
H18 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 上田工場跡地利用計画H17
H18 財団法人 公共用地補償機構 H18用地に関する課題整理等検討業務の補助業務
H18 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 江戸川区における一体的整備の検討に関する資料整理業務
H18 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 上田工場跡地利用計画H18
H18 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ （仮称）上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る換地設計その１
H18 桶川市下日出谷西特定土地区画整理組合 平成18年度桶川市下日出谷西土地区画整理事業の推進に係る事業管理業務
H18 さいたま市 北部拠点宮原地区換地処分通知書作成業務委託
H18 ふじみ野市大井･苗間第一土地区画整理組合 清算組合及び解散後事務委託事業
H18 ふじみ野市大井･苗間第一土地区画整理組合 まちづくり研究会委託事業
H18 さいたま市 日進駅周辺地区まちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等運営業務委託
H18 鶴ヶ島市 道路築造等修正設計業務 若葉駅西口地区
H18 蕨市 仮換地データ作成委託
H18 北本市 換地設計変更及び街区確定変更計算業務委託
H18 さいたま市 北部拠点宮原地区区画整理登記嘱託書他作成業務委託
H18 和光市越後山土地区画整理組合 平成18年度まちづくり基本計画書作成等委託事業
H18 さいたま市 南与野駅西口土地区画整理事業 公共事業再評価資料作成業務委託
H18 埼玉県北本県土整備事務所 街路整備工事(測量･設計業務委託)
H18 さいたま市 南与野駅西口地区都市計画図書作成業務委託
H18 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 総合基本設計委託
H18 さいたま市 岩槻駅西口土地区画整理事業 公共事業再評価資料作成業務委託
H18 栗橋町 18年度 利根川堤防整備に併せたまちづくり推進調査業務委託
H18 幸手市 幸手駅西口土地区画整理事業  啓発業務
H18 幸手市 幸手駅西口土地区画整理事業  実施計画書等作成業務
H18 幸手市 幸手駅西口土地区画整理事業  総合基本設計等作成業務
H18 北本市 事業計画書(変更)作成業務委託
H18 幸手市 駅東口駅前広場修正設計業務委託
H18 さいたま市 南平野土地区画整理事業換地計画作成準備業務委託
H18 鶴ヶ島市 選挙人名簿作成業務 若葉駅西口地区
H18 さいたま市 宮町4･5丁目地区まちづくり案等検討業務委託
H18 さいたま市 浦和東部第一特定土地区画整理事業整地設計業務委託(H18)
H18 さいたま市 日進駅周辺まちづくり整備方策検討調査業務委託(その3)
H18 さいたま市 浦和東部第一特定土地区画整理事業道路占用位置検討業務委託
H18 さいたま市 指扇土地区画整理事業総合基本設計業務委託
H18 草津市追分丸尾土地区画整理組合 平成18年度第委－2号追分丸尾工事設計書照査業務
H18 木津町 木津駅前地区（変更）事業計画書作成業務
H18 財団法人兵庫県まちづくり技術センター 阪神間都市計画事業中筋ＪＲ南土地区画整理事業換地処分業務
H18 独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所 平成18年度今治新都市換地設計（その３）業務
H18 独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所 平成18年度今治新都市第２地区仮換地図等作成
H18 独立行政法人都市再生機構西日本支社 関西文化学術研究都市事業本部 木津中央地区事業計画変更に伴う換地設計業務
H18 高槻市阪急上牧駅北土地区画整理組合 高槻都市計画事業阪急上牧駅北特定土地区画整理事業高槻市阪急上牧駅北地区組合解散認可申請書他業務
H18 木津町 木津駅前地区権利再調査・道路工事量・事業評価算定書作成業務
H18 独立行政法人都市再生機構中部支社東濃開発事務所 土岐地区18－換地計画基礎資料作成業務
H18 社団法人奈良県都市整備センター 五位堂駅前北第二地区仮換地変更及び分筆登記手数料
H18 社団法人奈良県都市整備センター 五位堂駅前北第二地区緊急飲料水兼用防火水槽詳細設計
H18 堺市 府道大阪臨海線舗装補修詳細設計業務
H18 独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所 平成18年度今治新都市仮換地指定図書等作成業務
H18 木津町 木津駅前地区換地設計（修正）作成業務
H18 木津町 木津駅前地区平成18年度木津駅前線外歩道舗装他実施設計業務
H18 独立行政法人都市再生機構西日本支社  関西文化学術研究都市事業本部 南田辺北地区三山木駅前線他修正設計業務
H18 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 18組単守谷東特区組第1号委託(事務管理業務)
H18 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 18組単守谷東特区組第2号委託(事業計画書､解散認可申請書作成業務 )
H18 財団法人 茨城県建設技術公社 県南第0553108002号－1 調査業務
H18 茨城県竜ヶ崎土木事務所 18県単阿見整第18-16-109-0-061号仮換地修正及び審議会資料作成等支援業務委託
H18 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 18組単守谷東特区組第3号委託(総会出席者名簿作成業務)
H18 財団法人 茨城県建設技術公社 区画-第0653124205-1号 仮換地引渡し関連資料作成業務
H18 茨城県竜ヶ崎土木事務所 県単阿見整第18-16-109-0-057号用途地域変更･地区計画策定業務委託
H18 福島市 福島北土地区画整理事業換地計画作成その4他(市単1工区)業務委託
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年度工事発注設計図書作成業務
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年度施工監理業務
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年度換地設計修正及び仮換地指定図書作成業務
H17 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部地区換地処分に伴う業務委託
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度事業管理業務
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年度組合事務運営業務委託
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年度区画整理登記業務委託
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度組合事務運営補助業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度事業計画変更図書作成業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度補助金交付申請図書作成業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度保留地処分に係る事務業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度工事設計変更図書等作成業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度施工監理業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度換地計画準備業務
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉都市整備事務所 蘇我臨海地区地区計画図書作成業務
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度共同溝予備･詳細設計業務
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度工事発注図書作成業務
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度事業計画書(第2回変更)作成業務
H17 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 吉川駅南地区街区別仮換地図(原図)作成業務
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年度予算､決算書作成業務
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年度事務運営補助業務
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年度事業計画変更図書作成業務
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度交通量調査業務
H17 鎌倉市 鎌倉駅西口周辺地区段階的整備計画策定業務委託
H17 浦安市 平成17年度仮称中大通り線･周辺地区まちづくり推進業務
H17 江戸川区 換地設計図書等作成委託(篠崎駅西部地区)
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度工事施工監理業務

5



■業務実績（建設コンサルタント）令和元年～昭和48年（抜粋）   日本測地設計株式会社

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年度解散認可申請書作成業務委託
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年度清算金徴収交付事務業務委託
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年度国土調査法第19条5項承認申請業務委託
H17 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 新市街地地区 事業計画変更(第2回)図書作成業務
H17 国土交通省関東地方整備局 八ﾂ場ﾀﾞﾑ工事事務所 長野原草津口駅舎ﾊﾟｰｽ作成
H17 八王子市 仮換地指定図書作成等委託(単価契約)
H17 多摩市関戸古茂川土地区画整理組合 平成17年度清算事務業務委託
H17 鎌倉市 平成17年度深沢地区事業計画策定等業務(その1)委託
H17 中日本道路株式会社 横浜支社 小田原管理事務所 真鶴道路移管に伴う引継不動産内訳書作成業務
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度保留地処分の計画的･効率的展開に関する調査業務
H17 市原市 姉崎駅前地区島野椎津線工事図面作成業務委託
H17 立川市 立川都市計画立川駅南口土地区画整理事業換地計画用権利清算書等作成その4
H17 独立行政法人都市再生機構 東京都心支社 業務第4ﾕﾆｯﾄ 豊島五･六丁目地区 換地設計資料等作成業務
H17 市原市 姉崎駅前事業計画変更業務委託
H17 独立行政法人都市再生機構 東京都心支社 業務第2ﾕﾆｯﾄ 平成17年度土地有効利用事業に係る湊二丁目地区土地区画整理推進計画等策定調査
H17 市原市 姉崎駅西口事業計画変更業務委託
H17 独立行政法人都市再生機構本庄都市開発事務所 本庄新都心調整土地図修正業務
H17 遠州中央農業協同組合静岡県経済農業協同組合連合会 袋井市久能向土地区画整理事業平成17年度調査設計業務(上半期)
H17 財団法人 公共用地補償機構 用地に関する課題整理等検討業務の補助業務
H17 財団法人 ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ 荒川下流沿川の一体的整備の事業化検討に関する資料整理業務
H17 財団法人国土計画協会 平成17年度長崎駅周辺地区土地区画整理事業に係る都市計画決定促進業務にかかる資料収集及び計画立案作業
H17 財団法人街づくり区画整理協会 下日出谷東地区事業見直し施行地区（区域）案等の検討業務委託
H17 株式会社 ｴﾑｱﾝﾄﾞﾋﾟｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 平成１７年度東鷲宮土地区画整理事業換地処分及び登記申請他業務
H17 財団法人都市農地活用支援センター 平成16年度定期借地権付住宅供給実績調査の分析（その１）
H17 財団法人都市農地活用支援センター 平成16年度定期借地権付住宅供給実績調査の分析（その２）
H17 さいたま市 日進駅周辺地区まちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等運営業務委託
H17 鶴ヶ島市 若葉駅西口地区 事業概要ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷
H17 幸手市 駅東口駅前広場実施設計業務委託
H17 鶴ヶ島市 道路築造等修正設計業務  若葉駅西口地区
H17 さいたま市 市道22013号線外1路線歩道詳細設計業務委託
H17 蕨市 土地評価･換地設計等補正業務委託
H17 さいたま市 南与野駅西口地区都市計画変更業務委託
H17 幸手市 幸手駅西口地区土地区画整理事業推進整備計画作成業務委託(その1)
H17 さいたま市 宮町4･5丁目地区まちづくり素案等検討業務(その2)
H17 大井町大井･苗間第一土地区画整理組合 平成17年度清算金徴収交付等事務委託事業
H17 北本市 事業及び実施計画書(変更)作成業務委託
H17 さいたま市 さいたま市浦和東部第一地区整地設計業務委託
H17 さいたま市 北部拠点宮原地区事業計画(第5回変更)図書作成外業務委託
H17 宮町4･5丁目地区まちづくり委員会 宮町4･5丁目地区まちづくり勉強会運営等業務委託
H17 鶴ヶ島市 仮換地変更業務 若葉駅西口地区
H17 大井町大井･苗間第一土地区画整理組合 道路補修及び区画線工事設計委託事業
H17 大井町大井･苗間第一土地区画整理組合 組合の財産処分における他の地区事例調査委託事業
H17 さいたま市 日進駅周辺まちづくり整備方策検討調査業務委託(その2)
H17 さいたま市 北部拠点宮原地区換地計画関連図書外作成業務委託
H17 埼玉県杉戸県土整備事務所 地方道路交付金(街路)整備工事(道路詳細設計業務委託)
H17 栗橋町 平成17年度栗橋宿再生ﾌﾟﾗﾝ策定委員会支援業務委託
H17 さいたま市 南平野土地区画整理事業換地計画準備委託
H17 ふじみ野市大井・苗間第一土地区画整理組合 まちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委託事業
H17 ふじみ野市大井・苗間第一土地区画整理組合 西ノ原中央公園歩道切下げ工事設計委託事業
H17 草津市追分丸尾土地区画整理組合 平成１７年度第委－1号追分丸尾工事設計書照査業務
H17 高槻市阪急上牧駅北土地区画整理組合 高槻都市計画事業阪急上牧駅北特定土地区画整理事業高槻市阪急上牧駅北地区平成１７年度換地計画書・換地処分業
H17 独立行政法人都市再生機構西日本支社 滋賀開発事務所 伊香立地区基準地積確定等業務
H17 財団法人兵庫県まちづくり技術センター 赤穂市有年地区仮換地指定変更に係る図面作成業務
H17 川西市 中央北地区都市基盤整備事業の検討業務委託
H17 木津町 木津駅前地区平成１７年度道路設計等業務
H17 社団法人奈良県都市整備センター 五位堂駅前北第二地区仮換地評価変更計算及び図面作成業務委託
H17 東条町 天神東・掎鹿谷地区事業計画書作成業務
H17 独立行政法人都市再生機構西日本支社 北摂開発事務所 北摂（住宅）地区ゆりのき台5-17街区整備実施設計
H17 社団法人奈良県都市整備センター 仮換地変更指定図面等作成業務
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 16組単守谷東特区組第5号委託(階段設計業務)
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第1号委託(平成17年度事務管理業務)
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第2号委託(実施設計業務)
H17 茨城県竜ヶ崎土木事務所 国補街路第17-16-108-0-052号 換地供覧及び審議会資料作成等支援業務委託
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第8号委託(実施設計業務)
H17 茨城県竜ヶ崎土木事務所 国補街路第17-16-108-0-054号 換地設計修正業務委託
H17 茨城県竜ヶ崎土木事務所 国補緊道第17-16-145-0-051号 事業促進調査業務
H17 茨城県竜ヶ崎土木事務所 国補街路第17-16-108-0-055号 仮換地指定業務委託
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 仙台市長町地区平成17年度換地設計修正等業務
H17 原町市 石綿管更新事業配水管路設計
H17 原町市 下水道管渠実施設計その3業務委託
H16 東京都 相原・小山地区換地処分嘱託登記に伴う図書作成委託
H16 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部地区換地計画図書等作成委託
H16 市原市 姉崎駅西口画地測設測量及び換地修正業務委託
H16 日野市 用途地域等全体見直し調査（その３）委託
H16 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 平成16年度土地有効利用事業に係る湊二丁目地区土地区画整理推進計画等策定調査
H16 （学）川村学園 川村学園の保育施設及びグラウンド建設に係る開発許可申請業務
H16 （株）イトーヨーカ堂 土地利用基本調査業務
H16 医療法人社団  聖仁会 我孫子聖仁会病院測量・地質調査及び設計業務委託
H16 関東特殊製鋼（株） 辻堂駅北口地区土地区画整理事業事業化検討調査
H16 （財）日本緑化センター 国分寺崖線保全整備に係る権利調査（世田谷区）
H16 北本市 事業推進方策検討業務委託
H16 大阪府水道部東部水道事業所 配水管路図修正委託（枚岡北分岐加圧後）
H16 （株）アーバン・エース 高槻市阪急上牧駅北地区平成16年度換地計画準備他業務のうち調査業務
H16 大津市 善所駅周辺地区普及啓発業務
H16 藤代町 15町単公区南第15号 町名変更申請委託
H15 （財）練馬区都市整備公社 記念誌作成業務
H15 地域振興整備公団水戸特定再開発事務所 平成15年度水戸区画整理管理業務
H15 都市基盤整備公団神奈川地域支社 みなとみらい21中央地区高島エリア換地設計変更その他業務
H15 千葉県水道局松戸配水工事事務所 鎌ヶ谷市南初富１丁目13番地先外４ヶ所道路改良関連配水管布設替工事に伴う設計業務委託
H15 都市基盤整備公団神奈川地域支社 長津田地区換地計画その他業務
H15 都市基盤整備公団神奈川地域支社 成瀬第二地区平成15年度換地設計修正その他（その２）業務
H15 都市基盤整備公団土地有効利用事業本部 土地区画整理事業を活用した防災公園街区整備事業の事業成立性追加検討業務
H15 市原市 八幡宿駅東口土地区画整理事業仮換地変更業務委託
H15 （財）区画整理促進機構 黒川地区新駅設置に係る共同住宅区等への影響評価検討業務
H15 （学）山野学苑 敷地整序型土地区画整理事業に関する業務委託
H15 定期借地権普及促進協議会 平成15年度定期借地権付住宅供給実績調査の分析及び報告書作成に係わる業務
H15 （財）国土計画協会 平成15年度長崎駅周辺地区土地区画整理事業実施方針修正検討業務にかかる資料収集及び計画立案作業
H15 （株）オリエンタルコンサルタンツ 大手町区画整理事業調査
H15 さいたま市 南与野駅西口土地区画整理事業汚水管渠詳細設計業務委託
H15 さいたま市 日進駅まちづくりワークショップ等運営業務委託
H15 吉川市 武蔵野操車場跡地周辺地区基本計画書及び事業計画書（案）作成業務委託
H15 川里町 広田中央特定土地区画整理事業費用便益調査業務委託
H15 都市基盤整備公団関西支社 神戸東部新都心地区換地計画作成等業務
H15 都市基盤整備公団関西支社 南田辺北地区平成16年度公共下水道実施設計
H15 都市基盤整備公団関西支社 南山地区3-3・7工区宅地品質管理台帳作成業務
H14 日野市落川土地区画整理組合 日野市落川土地区画整理組合事業平成14年度事務委託
H14 地域振興整備公団水戸特定再開発事務所 14G-200Y-36 換地設計における事業収支改善方策検討業務
H14 鎌倉市 大船駅西口整備計画検討資料作成業務委託
H14 都市基盤整備公団千葉地域支社 千原台地区清算金台帳作成その他業務
H14 江戸川区 篠崎駅西部地区換地設計（上四地区）及びまちづくり協議会説明資料等作成委託
H14 都市基盤整備公団埼玉地域支社 さいたま新都心周辺地区（氷川参道周辺地区）整備方策検討調査業務
H14 東京都第二区画整理事務所 汐留地区換地設計変更図書等作成委託
H14 都市基盤整備公団埼玉地域支社 飯能大河原地区換地設計その他業務
H14 （財）住宅都市工学研究所 土地区画整理事業区域における一体的街区利用のための民間事業者提案とりまとめ業務
H14 （社）日本交通計画協会 民間都市開発を誘導する道路整備検討調査
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 レールシティ東開発（株） 武(操)跡地土地処分促進策検討調査２
H14 西宮市西宮北口山手幹線南土地区画整理組合 西宮北口山手幹線南土地区画整理事業平成14年度区画整理登記他･測量業務
H14 大津市 雄琴駅周辺土地区画整理事業換地計画書作成
H14 大津市 浜大津駅前Ａ地区土地区画整理事業概略換地設計業務
H14 神戸市 北神戸第二・第三地区換地処分（その２）業務
H14 （財）兵庫県都市整備協会 宝塚市中筋JR南地区換地計画業務
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 神戸市 北神戸第二地区善入川流域確認業務
H14 友部町 平成14年度友部駅周辺地区まちづくり勉強会資料作成業務
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H13 千葉県水道局千葉配水工事事務所 千葉市中央区川戸町383番地先外下水道関連配水管布設替工事に伴う設計業務委託
H13 東京都中央卸売市場 13築地市場の整備に係わる影響調査（概略換地計画）
H13 都市基盤整備公団神奈川地域支社 新川崎・新鶴見地区概略換地設計（その２）作成業務
H13 都市基盤整備公団千葉地域支社 千原台地区換地計画書作成業務
H13 東京都港湾局 平成13年度豊洲・晴海地区開発整備計画の一部（豊洲地区）改訂に関する調査委託
H13 日野市百草園駅北土地区画整理組合 記念誌作成業務
H13 都市基盤整備公団東京支社 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 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 （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
H13 都市基盤整備公団関西支社 芦屋中央地区換地計画図書作成業務
H13 （財）兵庫県都市整備協会 日高町江原駅東地区換地計画・換地処分業務
H12 都市基盤整備公団千葉地域支社 蘇我臨海部地区事業化方策検討調査
H12 （株）エムアンドピーエンジニアリング 東鷲宮地区駅前広場基本構想書
H12 （財）都市みらい推進機構 蘇我臨海部地区事業化検討調査
H12 （社）全国競輪施行者協議会 競輪場撮影及び写真作成（京王閣、京都、和歌山、高知、富山）
H12 埼玉県住宅供給公社 保留地処分促進等検討業務委託
H12 京都市 京都駅地区土地区画整理事業の換地処分に伴う清算金徴収交付に係る各種帳票作成業務及び新旧対象図等作成業務委
H12 都市基盤整備公団関西支社 枚方長尾地区雨水管渠改良その他設計
H12 （財）関西文化学術研究都市推進機構 木津地区自然環境保全検討調査(2）
H12 都市基盤整備公団千葉地域支社 金田東地区平成12年度事業広報誌作成業務
H11 東京都第二区画整理事務所 臨海部都市計画決定資料図作成委託
H11 藤代町 11県補公区南第1号緑地実施設計業務委託
H11 大宮市 北部拠点宮原地区電線共同溝法手続き資料作成業務委託
H11 姫路市 阿保地区実施詳細設計業務委託
H11 相馬地区産業廃棄物口処理対策協議会 産業廃棄物安定型最終処分場に関する適地調査業務委託
H11 関東地方建設局八ツ場ダム工事事務所 代替地配分に関する検討業務
H11 東京都中央卸売市場 11築地市場の整備に係わる影響調査（臨海部開発土地区画整理事業）
H11 (財)東京土地区画整理協会 住民まちづくり活動支援誘導マニュアルの作成
H11 都市基盤整備公団口埼玉地域支社 朝霞内聞木地区事業構造検討調査業務
H11 都市基盤整備公団口土地有効利用事業本部 蘇我臨海部地区事業構造検討業務
H11 (財)国土計画協会 多摩地域における都市整備型事業展開調査
H11 住宅・都市整備公団口土地有効利用事業本部 平成11年度横浜駅西口周辺の北幸線拡幅に伴う土地有効利用事業に係る事業化検討調査業務
H11 神奈川県住宅供給公社 小田原市小竹地区土地交換業務
H11 臼田町 街なか再生事業調査報告書作成
H11 都市基盤整備公団口九州支社 中津口地区基本構想策定調査業務
H11 都市基盤整備公団口木更津開発 金田東地区事業広報誌作成業務
H11 大宮市 北部拠点宮原地区事業計画変更外業務委託
H11 京都市 京都駅地区土地区画整理事業事業計画（変更）書作成業務委託
H11 (財)福島県区画整理協会 猪苗代南部土地区画整理事業準拠点等測量及び換地設計準備委託（準拠点測量及び街区確定図作成業務）
H11 住宅・都市塾備公団口土地有効利用事業本部 土地有効利用事業に係る西富久地区の想定換地設計及び土地評価基準等に関する検討調査
H11 都市基盤整備公団口茨城地域支社 葛城地区換地設計（土地評価）業務
H11 (財)茨城県建設技術公社 区整第9006号  調査業務
H11 (財)兵庫県都市整備協会 加西市井ノ岡・大坪地区換地設計（その2）業務
H11 (財)大阪府都市整備センター 田原地区換地計画修正業務
H11 神戸市 北神戸第二・第三地区換地計画
H11 京都市 京都駅地区土地区画整理事業登記調査及び登記嘱託書作成等業務委託
H11 (財)大阪府都市整備センター 田原地区区画整理登記図書作成業務
H10 住宅・都市整備公団口埼玉地域支社 大宮駅東口周辺地区再開発構想策定調査
H10 鷲宮町東鷲宮口土地区画整理組合 幸手都市計画事業東鷲宮土地区画整理事業道路詳細設計業務委託
H10 地域振興整備公団口上野都市開発事務所 上野産業用地宅盤概要説明書修正業務
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 国文都市地区西A4工区整地実施設計
H10 飯能市 双柳南部土地区画整理事業工事施工計画図書作成委託
H10 大宮市 北部拠点宮原地区工事施工計画等作成業務委託
H10 住宅・都市整備公団首都圏 三郷中央地区工事展開プログラム作成
H10 足立区 佐野六木地区施工計画作成委託
H10 (財)練馬区都市整備公社 実施設計業務
H10 木津町 木津駅前地区実施設計その1作成業務
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 名塩地区10街区他境界整備実施設計
H10 茨城県県南都市建設事務所 10県単圏開第450－51号  事業化促進調査委託
H10 埼玉県伊奈新都市建設事務所 ふるさとの顔づくり計画策定調査業務委託
H10 川崎製鉄㈱ 工場用地の土地利用転換に伴う検討調査（2）
H10 荒川区まちづくり公社 土地有効利用の観点からの防災都市づくり手法の検討調査
H10 京都市 五条通整備方策検討調査業務委託
H10 定期借地権普及促進協議会 平成10年度定期借地権付き住宅供給実績調査の分析
H10 住宅・都市整備公団口東京支社 公共施設一体型都市整備事業検討調査
H10 住宅・都市整備公団本社 木造密集市街地における重層的・総合的事業手法に関する調査
H10 住宅・都市整備公団口土地有効利用事業本部 東墨田地区事業化検討調査
H10 住宅・都市整備公団口東京支社 秋津地区開発条件調査
H10 住宅・都市整備公団口土地有効利用事業本部 土地有効利用事業に係る西富久町地区街づくり事業（区画整理）地元啓発資料作成業務
H10 江戸川区 まちづくり基本調査委託（篠崎駅西部地区）
H10 住宅・都市整備公団口土地有効利用事業本部 大橋JCT周辺地区土地有効利用事業化検討調査
H10 宇都宮市 板戸東部地区開発整備構想策定業務委託
H10 守谷町守谷東口特定土地区画整理組合 平成10年度擁壁構造物・道路及び付属施設・雨水等詳細設計業務委託
H10 住宅・都市整備公団口茨城地域支社 常磐新線沿線地区補助基本計画図書作成業務
H10 (財)区画整理促進機構 臼田町中央地区街なか再生土地区画整理事業調査
H10 長岡市 土地区画整理事業事業計画策定業務委託
H10 住宅・都市整備公団首都圏 三郷中央地区土地利用意向調査業務
H10 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部地区土地登記簿の変更調査及び権利者の住所調査等委託
H10 (財)兵庫県都市整備協会 加古川市養田東地区権利調査業務
H10 住宅・都市整備公団口土地有効利用事業本部 土地有効利用事業に係る湊地区換地手法検討調査
H10 地域振興整備公団口水戸特定再開発事務所 水戸駅南口地区特定再開発事業  概略換地設計業務
H10 住宅・都市整備公団首都圏 流山新市街地地区申出換地実施方策検討業務
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 大阪市鶴見地区他概略換地検討調査業務
H10 地域振興整備公団口上野都市開発事務所 平成10年度上野地区換地計画図書作成準備その他業務
H10 京都市 京都駅地区土地区画整理事業換地計画作成業務委託
H10 住宅・都市整備公団口多摩ニュータウン 稲城竪台地区換地処分通知書作成その他業務
H10 大宮市 北部拠点宮原地区実施計画書作成業務委託
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 芦屋西部第一地区補助事業実施計画図書作成業務
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 大阪市西区江之子島一丁目他権利調査業務
H9 横浜市 大船駅交通施設計画検討調査
H9 長岡市 土地区画整理事業基本設計業務委託
H9 飯能市 双柳南部土地区画整理事業道路・整地実施設計委託
H9 多摩市関戸古茂川口土地区画整理組合 多摩市関戸古茂川土地区画整理事業実施設計業務委託
H9 関東地方建設局口八ツ場ダム工事事務所 八ツ場ダム代替地計画発展方策検討業務
H9 広島市 広島駅東部地区まちづくり調査業務
H9 江戸川区 安全市街地形成土地区画整理調査及びまちづくりプラン作成委託（篠崎駅西部地区）
H9 守谷町 商業地区に関するアンケート調査業務委託
H9 鎌倉市 大船駅西口整備事業模型作製業務
H9 鷲宮町東鷲宮土地区画口整理組合設立準備会 東鷲宮地区事業計画等業務
H9 練馬区三原台二丁目口土地区画整理組合準備会 三原台二丁目土地区画整理事業に係る事業計画等業務
H9 (財)兵庫県都市整備協会 稲美町国岡西部地区事業計画業務
H9 住宅・都市整備公団首都圏 流山新市街地地区申し出換地アンケート調査実施業務
H9 住宅・都市整備公団口関西支社 木津中央地区特別な換地の導入に関する意向調査解析業務
H9 住宅・都市整備公団口関西支社 伊香立地区平成9年度不突合処理協議図書等作成業務
H9 住宅・都市整備公団口関西支社 神戸学園南地区権利調査業務
H9 大宮市 北部拠点宮原地区概略換地設計等業務委託
H9 東京都第二区画整理事務所 豊洲地区概略換地割り込み図書の作成委託
H9 鷲宮町東鷲宮土地区画口整理組合設立準備会 東鷲宮地区換地設計等業務
H9 住宅・都市整備公団首都圏 千葉中央港地区換地設計修正その他業務
H9 多摩市関戸古茂川口土地区画整理組合 多摩市関戸古茂川土地区画整理事業換地設計業務委託
H9 住宅・都市整備公団口多摩ニュータウン 稲城竪台地区換地計画図書作成その他業務
H9 東京都第一区画整理事務所 新砂地区実施計画書作成委託
H9 (財)練馬区都市整備公社 事業管理業務委託
H9 (財)茨城県開発公社 総合流通センター整備事業地区内土地所有者の相続追跡調査委託業務
H9 住宅・都市整備公団口南多摩開発局 稲城堂ケ谷戸地区  事業誌作成業務
H9 住宅・都市整備公団口関西支社 国文都市地区鉄塔地中化税務協議図書作成
H8 守谷町守谷東口特定土地区画整理組合 二次整地実施設計業務委託
H8 福島市 福島北土地区画整理事業擁壁設計（臨交1）業務委託
H8 (財)東京建築防災センター 「防災都市づくり推進計画〈整備計画〉に関する調査」にかかる業務委託
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H8 (財)リバーフロント口整備センター 高規格堤防管理協定資料整理業務（その1）
H8 (社)日本土地区画整理協会 区画整理設計標準見直し検討業務
H8 (財)都市みらい推進機構 大都市都市部における幹線道路整備と低未利用地有効活用の一体的事業検討調査
H8 住宅・都市整備公団口つくば開発局 中根・金田台地区周辺地区概略事業展開検討業務
H8 市原市 八幡宿駅東口土地区画整理事業（第2工区）事業化推進調査業務委託
H8 東京都 尾久地区事業実現化方策検討調査委託
H8 住宅・都市整備公団首都圏 成瀬第二地区事業計画資料作成業務
H8 福島市 福島北土地区画整理事業権利調査業務委託
H8 住宅・都市整備公団口つくば開発局 中根・金田台地区周辺換地設計方針策定業務委託
H8 鶴ヶ島市 換地設計準備業務  若葉駅西口地区
H8 東京都第三区画整理事務所 汐留地区基準地積決定資料補正及び画地指数計算委託
H8 住宅・都市整備公団首都圏 新川崎・新鶴見地区換地方針修正業務
H8 (財)福島県区画整理協会 猪苗代南部土地区画整理事業概略換地設計等業務委託
H8 住宅・都市整備公団首都圏 三郷中央地区土地評価準備業務
H8 住宅・都市整備公団口関西支社 木津中央地区土地評価
H8 住宅・都市整備公団口関西支社 芦屋中央地区土地評価業務
H8 住宅・都市整備公団首都圏 多功南原地区換地計画図書作成その他業務
H8 住宅・都市整備公団首都圏 奈良地区換地処分通知書作成その他業務
H8 住宅・都市整備公団首都圏 多功南原地区区画整理登記嘱託図書作成その他業務
H8 住宅・都市整備公団首都圏 奈良地区区画整理登記関係図書作成業務
H8 住宅・都市整備公団口関西支社 真美ケ丘地区集会所用地登記嘱託書等作成
H8 住宅・都市整備公団首都圏 宇都宮テクノポリスセンター地区区画整理補助事業実施計画書作成業務
H8 多摩市関戸古茂川口土地区画整理組合 多摩市関戸古茂川土地区画整理組合事業組合事務運営業務委託
H7 平田村 都市計画区域指定申請図書作成業務委託
H7 守谷町守谷棄口特定土地区画整理組合 守谷東地区下水道法第16条申請図書作成業務委託
H7 守谷町守谷東口特定土地区画整理組合 プロムナード水路予備設計（その1）業務委託
H7 福島市 福島北土地区画整理事業整地設計（通常）業務委託
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 木津南地区7工区I－33街区外整地実施設計
H7 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平成7年度施工管理業務
H7 福島市 福島北土地区画整理事業事業展開計画書作成業務委託
H7 藤代町 7町単公区南第8号  施行計画（案）作成業務委託
H7 (財)都市農地活用支援センター 定期借地権付き住宅の供給実績調査の分析
H7 (財)計量計画研究所 高規格堤防整備と一体となった都市開発の推進に関する調査
H7 (社)全日本土地区画整理士会 土地区画整理事業に関連する判例等調査
H7 宇都宮市街地開発組合 板戸地区宅地開発事業化調査業務委託
H7 日本国有鉄道清算事業団 東鷲宮地区処分手法検討調査
H7 静岡県協同産業㈱ 磐田市上岡田地区農住区画整理事業
H7 長岡市 長岡操車場地区土地区画整理事業調査B業務
H7 関東地方建設局口八ツ場ダム工事事務所 H7八ツ場ダム意向調査集計・解析業務
H7 日の出町 桂岩寺他7名所有地追跡調査委託
H7 三原台二丁目口土地区画整理組合準備会 三原台二丁目土地区画整理事業に係る土地及び権利調査
H7 住宅・都市整備公団口中部支社 滝呂地区7－権利再調査業務
H7 住宅・都市整備公団首都圏 三郷中央地区換地基本計画業務
H7 住宅・都市整備公団首都圏 仙台長町地区概略換地設計業務
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 広島駅東地区概略換地検討調査
H7 住宅・都市整備公団首都圏 流山新市街地地区鉄道施設区の土地評価に関する検討調査業務
H7 住宅・都市整備公団首都圏 奈良地区平成7年度換地設計変更その他業務
H7 住宅・都市整備公団口九州支社 香椎副都心地区都市機能更新型換地設計業務
H7 (財)福島県区画整理協会 県北都市計画事業並松土地区画整理事業事業計画及び換地計画委託業務
H7 住宅・都市整備公団口中部支社 滝呂地区7－換地計画書作成業務
H7 住宅・都市整備公団口つくば開発局 桜柴崎地区区画整理登記嘱託図書作成業務
H7 酒田市 平成7年度都市計画事業（街区高度利用土地区画整理事業）調査業務委託
H7 住宅・都市整備公団首都圏 高柳西部地区第二地区変更実施計画書作成業務
H7 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予算、決算及び補助金交付申請書作成
H7 住宅・都市整備公団首都圏 千原台地区行政界変更報告書作成業務
H6 梁川町 県北都市計画市町村マスタープラン作成委託業務
H6 福島市 福島北土地区画整理事業工事施工計画書作成業務委託
H6 猪苗代町 猪苗代南部土地区画整理事業排水計画等業務委託
H6 住宅・都市整備公団口関西支社 北摂（住宅）Ⅴ工区（4－24街区）沿準幹線変更実施設計
H6 住宅・都市整備公団口関西支社 名塩地区1号線（257街区沿外）路型造成実施設計
H6 住宅・都市整備公団首都圏 吉川地区97街区外整地工事実施設計
H6 梁川町土地区画整理組合 県北都市計画事業並松土地区画整理事業現場技術管理委託業務
H6 仙台市 企業の機能更新誘導策の調査業務
H6 ㈱日本設計 新砂地区まちづくり調査
H6 ㈱アーバンハウス口都市建築研究所 横浜市山内埠頭基盤整備に対する開発利益の還元について
H6 (財)区画整理促進機構 市街化区域内農地の計画的宅地化に関する調査
H6 (財)都市農地活用支援センター 同意施行土地区画整理事業（緑住区画整理）の実施に関する調査委託
H6 (社)日本土地区画整理協会 既成市街地の計画標準検討調査  一実施細目の見直し－
H6 宇都宮市 鬼怒川左岸台地地区開発事業化調査業務委託
H6 レールシティ㈱ 汐留地区土地区画整理事業検討調査
H6 鎌倉市 大船駅西口整備事業計画検討調査業務委託
H6 ㈱日本都市総合研究所 東広島駅跡地地区開発計画関連調査
H6 明野町 土地区画整理事業A調査
H6 ㈱アトリエ74口建築都市計画研究所 酒田市最上川河口拠点地区整備基本計画作成業務
H6 住宅・都市整備公団首都圏 大宮西部地区補助基本計画書作成業務
H6 東久留米市 駅東口第二土地区画整理事業調査委託
H6 住宅・都市整備公団口関西支社 芦屋中央地区土地区画整理事業調査
H6 守谷町 守谷駅周辺整備事業事業計画（案）の作成業務
H6 東京都第二区画整理事務所 臨海部土地区画整理事業の事業計画策定に伴う開発者負担額算定委託
H6 酒田市 中心市街地区権利調査等業務委託
H6 新宿区 新宿区区民健康村合筆図作成・その他作業
H6 住宅・都市整備公団口中部支社 尾張西部都市拠点地区権利調査業務
H6 住宅・都市整備公団口中部支社 尾張西部都市拠点地区換地設計基礎資料作成業務
H6 住宅・都市整備公団口九州支社 若松西部地区換地設計基礎資料作成業務
H6 住宅・都市整備公団首都圏 三郷中央地区概略換地設計業務
H6 住宅・都市整備公団口中部支社 土岐地区6－概略換地設計業務
H6 東京都第三区画整理事務所 汐留地区施行前後路線価指数等計算図書作成委託
H6 (財)東京都新都市建設公社 西平山地区施行前画地指数計算図書の作成作業
H6 住宅・都市整備公団首都圏 南志津地区換地処分通知書作成業務
H6 (財)東京都新都市建設公社 西秋留駅北口地区処分通知添付図作成事務
H6 日野市百草園駅北口土地区画整理組合 日野市百草園駅北土地区画整理組合事業業務委託
H5 藤代町 軟弱地盤改良工法選定比較設計委託
H5 飯能市 双柳南部土地区画整理事業基本設計作成委託
H5 住宅・都市整備公団口関西支社 北摂（住宅）地区三田幹線3号歩道橋取付部（中学校側）実施設計
H5 (財)福島県区画整理協会 並松土地区画整理事業実施設計外委託業務（その1）実施設計測量
H5 土浦市 新川北岸地区開発条件調査業務委託
H5 東京都第二区画整理事務所 開発者負担の見直しに伴う開発利益算定調査
H5 (財)区画整理促進機構 土地区画整理事業における認可事務の市長への委任推進調査
H5 (財)区画整理促進機構 市街化区域内農地の計画的宅地化
H5 明野町 土地区画整理基礎調査
H5 (財)千葉県都市整備協会 大森地区調査A委託業務
H5 猪苗代町 猪苗代南部地区現況測量及び基本計画作成業務委託
H5 梁川町 福島地方拠点都市地域梁川センター地区鳥略図作成委託業務
H5 飯能市 双柳南部土地区画整理事業事業概要パンフレット作成
H5 東京都第三区画整理事務所 汐留地区事業計画原案変更資料等作成委託
H5 住宅・都市整備公団首都圏 鶴川第二地区宅地排水桝等調査業務
H5 地域振興整備公団口上野都市開発事務所 上野権利者意向調査資料作成
H5 住宅・都市整備公団口関西支社 相楽地区平成5年度権利再調査業務
H5 住宅・都市整備公団首都圏 仙台長町地区換地関連基礎資料作成に係る業務
H5 守谷町守谷棄口特定土地区画整理組合 換地設計その1業務委託
H5 住宅・都市整備公団首都圏 千原台地区換地設計（変更）その他業務
H5 京都市 京都駅地区土地区画整理測量及び換地設計業務委託
H5 住宅・都市整備公団口つくば開発局 桜柴崎地区換地計画作成その他業務
H5 住宅・都市整備公団首都圏 千葉中央港地区立体換地に関する検討業務
H5 住宅・都市整備公団首都圏 鶴川第二地区補助事業（変更）実施計画書作成業務
H5 住宅・都市整備公団口関西支社 仰木地区補助実施計画（第3回変更）調書作成業務
H5 京都市 京都駅地区土地区画整理測量及び実施計画作成業務
H5 日野市落川土地区画整理組合 日野市落川土地区画整理組合事業に関する事務委託
H4 茨城県 つくば沿線開発促進調査
H4 川口市 地下鉄沿線整備調査委託
H4 (財)大阪府都市整備技術センター 大阪北道路（第三京阪道路・寝屋川市・四条畷市域）沿道整備調査業務委託
H4 ㈱日本都市総合研究所 広島西部丘陵アーバンデザイン計画策定調査に係る市街地整備事業検討
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 祝園地区平成5年度公共下水道実施設計
H4 住宅・都市整備公団首都圏 森の里地区七沢進入路国有畦畔用地処理その他業務
H4 四条畷市 第三京阪道路沿道整備調査に伴う附帯業務委託
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H4 茨城県県南都市建設事務所 圏央道LC周辺地区事業化促進調査（江戸崎地区）
H4 住宅・都市整備公団首都圏 西八千代駅北部地区周辺整備条件調査業務
H4 多摩市 聖蹟桜ケ丘周辺地区調査委託
H4 住宅・都市整備公団首都圏 湘南深沢駅周辺地区事業化基礎調査業務
H4 京都市 丹波口駅西地区（仮称）土地区画整理事業予備調査委託
H4 (財)兵庫県都市整備協会 宝塚市中筋地区事業化検討業務
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 脇浜・岩屋地区基本構想策定調査
H4 住宅・都市整備公団首都圏 北仲通北地区基本計画策定調査業務
H4 藤代町 藤代駅南口地区土地区画整理パンフレット作成
H4 日本総合技術開発㈱ 浜野駅東口土地区画整理事業調査設計業務
H4 住宅・都市整備公団口つくば開発局 東下根地区換地設計基礎資料作成業務
H4 住宅・都市整備公団口千葉開発局 印旛地区換地設計基礎資料作成業務
H4 福島市 福島北土地区画整理事業事業換地設計（整理前）業務委託
H4 (財)全日本土地区画整理協会 東幕張地区立体換地方策に関する調査
H4 日野市 豊田南土地区画整理事業における立体換地に関する調査
H4 (財)日本不動産研究所 東京オペラシティ土地区画整理事業に係る業務
H3 梁川町 梁川希望の森公園全体計画図作成委託業務
H3 住宅・都市整備公団首都圏 千葉東南部地区9工区地区外排水等基本設計
H3 瑞穂町 老人福祉センター（仮称）用地造成工事監理委託
H3 梁川町 うるおいと活力のある商店街づくり事業実施設計委託業務
H3 (社)日本土地区画整理協会 港北地区換地計画実施方策に関する検討調査業務
H3 千葉市 中央赤井町線整備計画（案）の作成委託
H3 住宅・都市整備公団口関西支社 南山地区民有地土地利用検討図書作成
H3 (社)日本土地区画整理協会 常磐新線における一体型土地区画整理事業推進手法検討調査
H3 (財)日本不動産研究所＿ 東京オペラシティ土地区画整理事業に係る業務
H3 (財)福島県土地区画整理協会 並松土地区画整理事業事業計画書作成委託業務
H3 地域振興整備公団口上野都市開発事務所 上野新都市公共施設管理者負担金調書作成業務
H3 (財)兵庫県都市整備協会 伊丹市南野地区事業計画業務
H3 土浦市 川口旧運動公園周辺地区土地及び権利調査業務委託
H3 (財)埼玉県都市整備公社 岩沢北部・南部地区権利調査業務委託
H3 東京都第二区画整理事務所 花畑北部土地の調査と土地所有者及び借地権者の調査ほか
H3 東京都第三区画整理事務所 六町地区土地の調査及び権利者の住所補正調査委託
H3 住宅・都市整備公団首都圏 西八千代駅北部地区換地設計基礎資料作成業務
H3 住宅・都市整備公団口九州支社 香椎地区概略換地設計
H3 八王子市 上野第二地区換地詳細設計及び仮換地変更指定準備業務
H3 地域振興整備公団口上野都市開発事務所 上野新都市土地区画整理事業換地設計作成業務
H3 住宅・都市整備公団首都圏 和良比地区区画整理登記嘱託図書作成その他業務
H3 日野市 西平山土地区画整理事業における立体換地方策に関する調査業務委託
H3 藤代町 3町単公区南第7号  実施計画書等作成業務委託
H3 市川市大町口土地区画整理組合 市川市大町土地区画整理事業組合事務委託
H2 (財)国土計画協会 東京臨海部における特定再開発事業候補地区調査
H2 福島市 福島北土地区画整理事業道路実施設計（I）業務委託
H2 (社)日本土地区画整理協会 常磐新線における一体型土地区画整理事業推進手法検討調査
H2 奏野市 平成2年度東海大学前駅真田線街路築造事業に伴う調査等委託業務
H2 ㈱日本都市総合研究所 既成市街地における区画整理事業推進調査
H2 ㈱日本都市総合研究所 開発一体型街路事業
H2 ㈱日本都市総合研究所 常磐新線沿線における一体型土地区画整理事業事業推進手法検討調査
H2 曽根田町町内会 曽根田町まちづくり計画策定業務
H2 瑞穂町 栗原地区整備計画事業推進委託
H2 (財)大阪府口都市整備技術センター 砂・新家地区幹線道路周辺整備基礎調査
H2 (財)埼玉県都市整備公社 三芳野地区基本構想作成業務委託
H2 与野市 南与野駅周辺土地区画整理事業基本計画作成業務委託
H2 市原市 八幡宿駅東口区画整理事業基本計画作成
H2 (財)国土計画協会 立川跡地関連地区基本計画書作成業務
H2 (財)大阪市都市整備協会 長吉東部地区基本計画業務
H2 (財)大阪市都市整備協会 放出地区基本計画業務
H2 (財)兵庫県都市整備協会 日高市江原駅東地区基本計画業務
H2 住宅・都市整備公団口南多摩開発局 竪台地区事業計画関連図書作成業務
H2 住宅・都市整備公団口つくば開発局 桜柴崎地区給排水施設意向確認その他業務
H2 西・南大泉口土地区画整理組合準備会 西・南大泉地区土地権利調査
H2 東京都第二区画整理事務所 豊洲工区地積決定資料図作成委託
H2 住宅・都市整備公団首都圏 西八千代駅北部地区概略換地設計準備業務
H2 住宅・都市整備公団首都圏 千葉中央港地区概略換地設計業務
H2 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部土地区画整理事業施行後画地指数計算図書作成委託
H2 神戸市 北神戸第二・第≡地区換地設計
H2 住宅・都市整備公団首都圏 和良比地区換地計画及び換地処分通知作成業務
H2 (社)日本土地区画整理協会 南八王子地区タウンセンターにおける立体換地の実施方策に関する調査・検討業務
H2 福島市鎌田第－口土地区画整理組合 平成2年度組合管理業務
H2 守谷町守谷東口特定土地区画整理組合 事務管理業務委託
H元 市原市 八幡宿駅東口土地区画整理事業交通計画詳細設計業務委託
H元 (財)埼玉県都市整備公社 狭山ヶ丘駅西口地区整備方針検討業務委託
H元 (財)埼玉県都市整備公社 新座駅周辺市街地環境評価基本構想見直し業務委託
H元 ㈱日本都市総合研究所 門真南部地区特定地域の調査
H元 (財)練馬区都市整備公社 西・南大泉地区アンケート調査委託
H元 住宅・都市整備公団首都圏 多功南原地区換地設計その他業務
H元 福島市 福島北土地区画整理事業実施計画書作成業務委託
S63 梁川町 梁川工業団地開発許可変更作業委託業務
S63 新宿区 補助72号線整備に伴う現況測量及び概略設計委託
S63 (社)日本土地区画整理協会 大街区方式土地区画整理事業導入検討調査
S63 住宅・都市整備公団口南多摩開発局 多摩ニュータウン堂ケ谷戸地区及び竪台地区事業化検討調査業務
S63 守谷町 守谷駅周辺地区土地区画整理事業調査（A）
S63 東京都第三区画整理事務所 田端地区土地区画整理事業基本計画策定調査委託
S63 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部地区地積決定資料作成
S63 住宅・都市整備公団口関西支社 木津中央地区概略換地設計
S63 住宅・都市整備公団口中部支社 滝呂地区換地設計業務
S63 住宅・都市整備公団首都圏 南守谷地区換地処分通知書作成その他業務
S62 立川市 立川駅北口駅前地区土地区画整理事業化調査
S62 住宅・都市整備公団口関西支社 門真南部地域整備方策検討調査
S62 土浦市 荒川沖、乙戸土地区画整理事業A調査業務設計委託
S62 秋川市 秋留台東地区土地区画整理事業調査（A）委託
S62 東京都第一区画整理事務所 西瑞江第二地区事業計画書及び設計の概要作成委託
S62 東京都第三区画整理事務所 田端地区土地所有者、建物所有者等の住所調査
S62 東京都東部区画整理事務所 相原・小山地区換地設計に関する資料作成
S62 住宅・都市整備公団口港北開発局 港北第二地区仮清算実施のための図書整備業務
S61 杉並区 環七沿道生活道路整備計画作成業務委託
S61 杉戸町 豊岡地内調整池整備計画委託業務
S61 (社)日本土地区画整理協会 都市機能更新型土地区画整理事業における土地評価基準（案）作成に関する調査研究
S61 日野市 西平山地区調査B委託
S61 福島市鎌田第三口土地区画整理組合 鎌田第三地区認可申請に伴う測量及び事業計画書
S61 住宅・都市整備公団口つくば開発局 柴崎北部換地設計基礎資料作成
S61 住宅・都市整備公団口関東支社 谷塚駅西口住宅街区整備事業換地設計業務
S61 住宅・都市整備公団首都圏 川越鶴ヶ島地区換地処分通知書作成その他業務
S61 住宅・都市整備公団口関西支社 出合地区換地処分業務
S61 (財)兵庫県土地区画整理協会 社町社北部土地区画整理事業
S61 福島地方土地開発公社 梁川工業団地登記図作成委託業務
S60 梁川町 梁川駅前土地区画整理事業道路実施設計委託業務
S60 梁川町 梁川駅前土地区画整理事業実施設計（整地、構造物及び道路）委託業務
S60 (社)日本土地区画整理協会 換地計画策定基準（案）の策定に関する調査
S60 住宅・都市整備公団首都圏 多功南原地区現況調整土地図作成
S60 (財)東京都新都市建設公社 立川市富士見町地区等概略換地設計その他調査
S60 住宅・都市整備公団首都圏 みなとみらい21中央地区路線価算定業務
S60 住宅・都市整備公団首都圏 川越・鶴ヶ島地区換地計画図書作成その他業務委託
S60 梁川町 梁川駅前土地区画整理事業実施計画書作成委託業務
S59 守谷町 守谷駅駅前広場整備構想業務委託
S59 市原市 姉崎駅西口土地区画整理事業路線測量及び道路実施設計業務
S59 (財)都市計画協会 大都市周辺における新しい区画整理手法の検討調査
S59 袖ヶ浦町 袖ヶ浦駅南側イメージパース作成委託
S59 住宅・都市整備公団首都圏 千原台地区供給処理施設取付菅意向調査資料その他業務
S59 住宅・都市整備公団口中部支社 滝呂地区換地設計基礎資料作成業務
S59 住宅・都市整備公団首都圏 森の里地区換地計画（第二地区変更）図書作成その他業務
S59 住宅・都市整備公団口研究学園都市開発局 研究学園都市大角豆手代木新住地区土地登記嘱託図書作成
S58 石下町 石下大橋南土地区画整理事業事業計画の変更業務
S57 石下町 両石下土地区画整理事業A調査業務
S57 福島市 矢野目土地区画整理事業設計業務委託（B）
S57 住宅・都市整備公団首都圏 森の里地区現況調整土地図等作成業務
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S57 住宅・都市整備公団首都圏 奈良地区暫定換地設計業務委託
S57 東京都第一区画整理事務所 西瑞江地区土地区画整理施行前画地指数計算図書作成委託
S56 (財)東京都新都市建設公社 神明上地区整地27号工事に伴う調査設計
S56 猪苗代町 猪苗代地区土地区画整理A調査
S56 日本住宅公団首都圏 港南台地区第6回事業計画変更添付図作成その他業務委託
S56 日本住宅公団首都圏 八王子ニュータウンの生活再建に関する意向調査
S56 住宅・都市整備公団首都圏 立川市富士見高松町等地区土地建物権利調査
S56 住宅・都市整備公団首都圏 港南台地区権利再調査その他業務委託
S55 日本住宅公団首都圏 越谷地区事業承認及び施行計画届出変更添付図作成
S55 立川市 立川、昭島地域交通施設等整備計画調査委託
S55 市原市 五井駅周辺区画整理事業調査
S55 日本住宅公団首都圏 奈良地区意向調査業務委託
S55 日本住宅公団首都圏 奈良地区現況調整土地図の作成測量
S55 日本住宅公団首都圏 萱田地区補助事業実施計画書作成業務委託
S54 宅地開発公団 林地開発協議変更申請図書作成業務
S54 日本住宅公団首都圏 自治医科大学周辺地区補償概況基本調査業務委託
S54 日本住宅公団首都圏 鴨志田地区区画整理登記その他業務委託
S53 日本住宅公団口中部支社 高蔵寺地区第二工区換地設計業務
S52 日本住宅公団首都圏 杉戸西地区権利調査業務委託
S51 日本住宅公団口港北開発局 港北第二地区第二設計区換地設計業務委託
S49 エスエス製薬㈱ 福島県双葉郡浪江町大字北幾也橋字中谷地大字棚塩字金ケ森宅地造成事業委託業務
S49 東洋ハウジング㈱ 石垣島観光開発計画測量及び設計業務委託
S49 飯能市 笠縫北部地区土地区画整理事業公図調整図作成
S49 日本住宅公団首都圏 東寺山地区区画整理登記その他業務委託
S48 日本住宅公団首都圏 東寺山地区第三回変更事業計画書添付図作成
S48 日本住宅公団首都圏 花崎地区権利調査
S48 日本住宅公団首都圏 鴨志田地区権利調査業務委託
S48 日本住宅公団首都圏 狭山台地区区画整理登記委託
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