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■市街地開発事業（土地区画整理事業）全般

■地域住民と行政等協議によるまちづくり支援

発注者名 業務件名

平成１６年度

茨城県　　阿見町 本郷第一土地区画整理事業仮換地指定修正業務委託

茨城県　　三和町 片田南西部地区に係る資金計画等検討業務委託

茨城県　　三和町 片田南西部地区に係る換地設計の精査・見直し等業務委託

茨城県　　結城市 １６市単委託第１－７号南部第一地区変更事業計画書作成業務委託

茨城県　　結城市 １６市単第２－２０号換地設計変更業務委託

茨城県　　結城市 １６市単第４－１４号換地設計変更業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成１６年度深谷中央地区仮換地指定変更図書等作成業務委託

神奈川県　開成町 平成１６年度開成町南部地区土地区画整理事業調査・計画設計業務委託

神奈川県　寒川町 移転工程計画見直し業務委託

神奈川県　寒川町 仮換地指定業務委託

神奈川県　寒川町

神奈川県　寒川町 換地変更等業務委託（１筆単価）

神奈川県　秦野市 平成１６年度秦野駅南部(今泉地区・仮称)土地区画整理事業事業化促進調査委託業務

神奈川県　藤沢市 長後駅東口土地区画整理事業換地処分帳票作成業務

栃木県　　小山市 小山東部第一土地区画整理事業換地設計修正

山梨県　　甲府市 平成１６年度寿宝地区土地区画整理事業換地計画業務委託

山梨県　　甲府市 甲府市寿宝土地区画整理事業に伴う住居表示変更業務

山梨県　　甲府市 平成１６年度寿宝地区土地区画整理事業換地計画業務委託

株式会社　フジヤマ 平成１６年度（国補）（仮）磐田原土地区画整理事業換地設計準備等業務委託

興和不動産株式会社 赤坂一丁目土地区画整理事業平成１６年度清算事務管理委託

結城市逆井土地区画整理組合 再評価（費用便益分析）作成業務委託

結城市四ツ京土地区画整理組合 再評価（費用便益分析）作成業務委託

結城市四ツ京土地区画整理組合 １６結四組単第２号仮換地変更業務単価委託

結城市富士見町土地区画整理組合 １６結富組単第２号仮換地変更業務単価委託

結城西地区土地区画整理組合協議会 結城西地区土地区画整理組合協議会ＰＲ誌作成業務委託

財団法人千葉県まちづくり公社 ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業基本構想策定委託

財団法人千葉県まちづくり公社 ＪＲ津田沼駅南口地区資料作成補助業務

財団法人千葉県まちづくり公社 ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業基本構想策定委託

神奈川県　住宅供給公社 平成１６年度南足柄市 下怒田特定土地区画整理事業人材派遣業務委託

南足柄市 下怒田特定土地区画整理組合 平成１６年度仮換地変更等業務委託

平成１７年度

茨城県　　結城市 １７市単第２－１９号換地設計変更業務委託

茨城県　　結城市 １７市単第４－１６号換地設計変更業務委託

茨城県　　結城市 １７．結富組単第２号仮換地変更業務単価委託

神奈川県　綾瀬市 平成１７年度深谷中央地区仮換地指定変更図書等作成業務委託

神奈川県　開成町 平成１６年度開成町南部地区土地区画整理事業調査・計画設計業務委託

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区土地区画整理事業換地割込支援業務委託

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区土地区画整理事業仮換地指定業務委託（その２）

神奈川県　秦野市 平成１７年度渋沢駅周辺（南口工区）土地区画整理事業換地計画準備委託業務

神奈川県　秦野市 平成１７年度渋沢駅周辺（南口工区）土地区画整理事業住居表示再整備委託業務

神奈川県　藤沢市 北部第二（三地区）土地区画整理事業実施計画書作成（変更）委託

神奈川県　藤沢市 長後駅東口土地区画整理事業換地処分帳票作成業務

栃木県　　岩舟町 岩舟町中久保土地区画整理事業換地計画作成業務委託

栃木県　　小山市 小山東部第一土地区画整理事業換地設計修正業務委託

株式会社　フジヤマ 技術職員等出向契約

都市再生機構本庄都市開発事務所 本庄早稲田駅周辺周辺地区現場調整

寒川駅北口地区土地区画整理事業実施計画書（変更）及び事業計画書（変更）作成業務委託

事業コーディネート、まちづくり交付金関連事業、都市再生区画整理事業、開発許可申請（立地承認～許可取得等）

地区整備構想・整備計画・事業調査、まちづくりガイドライン、まちづくり具体化方策等の検討、

住民説明会等の企画・開催支援、土地利用転換計画・促進方策　等

区画整理事業調査、事業計画、実施計画、換地設計、換地計画、区画整理登記、組合事務代行　等
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発注者名 業務件名

平成１７年度

財団法人千葉県まちづくり公社 ＪＲ津田沼駅南口地区事業計画策定業務委託

財団法人千葉県まちづくり公社 ＪＲ津田沼駅南口地区事業計画策定業務委託（電線共同溝事業費概算）

結城市四ツ京土地区画整理組合 １７．結四組単第２号仮換地変更業務単価委託

平成１８年度

茨城県　　結城市 １８市単委託　第４－８号　結城南部第四地区変更事業計画書作成委託

神奈川県　綾瀬市 平成１８年度深谷中央地区仮換地指定変更図書等作成業務委託（その１）

神奈川県　綾瀬市 平成１８年度深谷中央地区仮換地指定変更図書等作成業務委託（その２）

神奈川県　開成町 平成１８年度開成町南部地区土地区画整理事業調査設計業務委託

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区土地区画整理事業画地確定計算及び換地割込支援業務委託

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区土地区画整理事業権利調査等業務委託

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区土地区画整理事業仮換地指定業務委託（その２）

神奈川県　秦野市 平成１８年度渋沢駅周辺（南口工区）土地区画整理事業変更事業計画作成委託業務

神奈川県　秦野市 平成１８年度渋沢駅周辺（南口工区）土地区画整理事業換地計画委託業務

神奈川県　秦野市 平成１８年度渋沢駅周辺（南口工区）土地区画整理事業町界変更申請委託業務

神奈川県　藤沢市 長後駅東口土地区画整理事業土地区画整理登記帳票作成業務委託

千葉県　　千葉市 事業計画（変更）等作成業務委託

ランドコンサルタント有限会社 開成町松ノ木河原地区土地区画整理事業（その１）

株式会社　ＵＲリンケージ 本庄市新幹線駅前地区現場調整業務（区画整理業務）

株式会社　フジヤマ 技術職員等出向

結城市四ツ京土地区画整理組合 １８結四組単委託　第３号　変更事業計画書・変更実施計画書作成業務委託

戸田建設株式会社横浜支店

財団法人千葉県まちづくり公社 ＪＲ津田沼駅南口地区事業計画書等作成業務委託

平成１９年度

茨城県　　古河市 片田南西部地区仮換地証明図書作成

茨城県　　坂東市 坂東市長谷・岩井地区住居表示実施支援

茨城県　　結城市 結城南部関連換地修正

茨城県　　結城市 結城組合関連換地修正

茨城県　　結城市 結城市南部第二地区変更事業計画書作成

茨城県　　結城市 結城市南部第二地区精算実施計画書作成

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地指定図書作成（その１）

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地指定図書作成（その２）

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区実施計画・事業計画変更

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区換地割込支援、画地確定変更計算

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区仮換地指定

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区仮換地調書等作成

神奈川県　秦野市 渋沢駅南口周辺地区まちづくり総合支援

神奈川県　秦野市 渋沢駅周辺（南口工区）換地処分

神奈川県　藤沢市 北部第二（三地区）変更実施計画書等作成

神奈川県　藤沢市 長後東口区画整理登記、清算金決定通知

神奈川県　藤沢市 長後東口地役権設定登記

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区設立総会議案資料作成

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区換地・補償勉強会

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区公安事前協議資料３路線

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区換地設計

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区事務局運営補助

株式会社　ＵＲリンケージ 本庄市新幹線駅前地区業務委託

株式会社　フジヤマ 技術職員等出向

平成２０年度

茨城県　　古河市 片田南西部地区事業計画変更等業務

茨城県　　結城市 結城南部地区関連換地修正

茨城県　　結城市 結城組合地区関連換地修正

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区仮換地変更等（その１）

（仮称）秦野市加茂川土地区画整理事業に伴う都市計画決定図書及び認可申請書業務委託
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発注者名 業務件名

平成２０年度

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区事業計画変更等

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区仮換地変更図書等作成（その２）

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区仮換地変更図書等作成（その３）

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区画地確定計算及び換地割込支援

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区仮換地指定業務（単価）

神奈川県　南足柄市 南足柄市竹下・儘下地区事業化促進調査

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区組合派遣（事務管理等）

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区組合派遣２（事務管理等）

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区仮換地指定

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区事業計画変更図書作成

株式会社　ＵＲリンケージ 本庄市新幹線駅前地区業務委託

株式会社　フジヤマ 遠州豊田ＰＡ周辺地区換地計画修正

平成２１年度

茨城県　　結城市 結城市富士見町地区事業計画変更

茨城県　　結城市 結城市南部第２地区事業計画変更

茨城県　　結城市 南部第二地区仮換地変更業務

茨城県　　結城市 南部第四地区仮換地変更業務

茨城県　　結城市 変更事業計画書作成

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区事業計画変更図書

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区換地修正等業務（その１）

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区換地修正等業務（その２）

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市深谷中央地区事業計画変更図書

神奈川県　開成町 開成町南部地区土地区画整理事業地区計画案作成

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区実施計画及び事業計画変更業務

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区換地割込支援業務

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区実施計画及び事業計画変更業務

神奈川県　南足柄市 竹松・壗下地区事業計画概算検討調査

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区組合派遣（事務管理等）

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区組合派遣２（事務管理等）

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区推進協議会会合資料作成

結城市富士見土地区画整理組合 富士見地区仮換地変更業務

結城市富士見土地区画整理組合 富士見町地区変更事業計画書作成

結城市四ツ京土地区画整理組合 四ツ京地区変更事業計画書作成

結城市四ツ京土地区画整理組合 四ツ京地区仮換地変更業務

平成２２年度

茨城県   　古河市 片田地区使用収益開始通知書作成

茨城県　   古河市 古河駅西口地区まちづくり交付金事業検討調査業務委託

茨城県　   五霞町 （仮称）五霞ＩＣ周辺地区に係る区域区分の見直し等検討業務委託

茨城県  　 坂東市 半谷・冨田地区に係る開発支援業務

茨城県　   結城市 まちづくり交付金事業事後評価調査委託

茨城県　   結城市 まちづくり交付金事業事後評価調査委託（北西部地区）

茨城県  　 結城市 ２２市単委託第１号都市再生整備計画作成業務

茨城県　　結城市 まちづくり交付金事業事後評価支援委託

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地変更図書等作成業務（その１）

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地変更図書等作成業務（その２）

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区仮換地指定業務

神奈川県　寒川町 画地確定計算及び換地割込み支援業務

神奈川県　南足柄市 竹松・壗下地区事業推進課題検討調査

株式会社　フジタ東京支店 労働者派遣契約

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業　権利調査補償

株式会社　フジタ東京支店 土地の使用収益停止に伴う補償契約書作成

株式会社　フジタ東京支店 事業計画変更に伴う補助金変更説明資料作成
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発注者名 業務件名

平成２２年度

平群組合 奈良県平群地区仮換地指定

平成２３年度

茨城県　   古河市 古河駅西口地区事後評価等

茨城県　   古河市 仮換地変更素案検討業務

茨城県　   古河市 仮換地・従前構成地番重ね図作成業務（その１）

茨城県　   古河市 仮換地・従前構成地番重ね図作成業務（その２）

茨城県   　五霞町 ＩＣ周辺地区調査支援・測量業務

茨城県　   結城市 結城南部第四変更事業計画作成

茨城県　   結城市 結城南部第二変更事業計画作成

茨城県　   結城市 結城南部第二換地修正等

茨城県   　結城市 結城南部第四換地修正等

茨城県　　坂東市 坂東市半谷・冨田地区基本計画等

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地変更等作成業務

神奈川県　綾瀬市 綾瀬市換地修正②

神奈川県　寒川町 権利調査補正及び換地再整理

神奈川県　寒川町 寒川町換地修正及び支援

神奈川県　寒川町 画地確定計算及び換地割り込み支援

株式会社　フジタ東京支店 労働者派遣契約

株式会社　フジタ東京支店 事業計画変更に伴う代価表作成

株式会社　フジタ東京支店 土地の補償契約書作成業務委託

株式会社　フジタ東京支店 事業計画及び実施計画変更補助

株式会社　フジタ東京支店 ＪＲ津田沼駅南口地区データ修正業務

結城西地区土地区画整理協議会 ２３保留地販売促進（チラシ印刷）

結城市富士見土地区画整理組合 結城市富士見町地区換地修正等

結城市四ツ京土地区画整理組合 結城市四ツ京地区換地修正等

平成２４年度

茨城県　　古河市 仮換地変更案作成業務委託　

茨城県　　古河市 仮換地指定変更通知書作成業務

茨城県　　古河市 従前地分筆による仮換地指定の変更業務

茨城県　　五霞町 五霞ＩＣ周辺地区基本設計等支援業務

茨城県　　坂東市 都市再生整備計画（辺田地区）変更等業務

茨城県　　結城市 ２４市単委託第２－２号結城南部第二地区仮換地変更業務

茨城県　　結城市 北西部地区保留地販売用PRチラシ委託

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地変更図書等作成業務委託

神奈川県　寒川町 画地確定計算及び換地割込支援業務委託

神奈川県　寒川町 実施計画及び事業計画（精算）業務委託

神奈川県　秦野市 今泉地区都市計画道路沿道区域事業化検討

株式会社　フジタ東京支店 労働者派遣契約

株式会社　フジタ東京支店 土地補償契約書作成業務委託

株式会社　フジタ東京支店 換地計画書作成

株式会社　フジタ東京支店 保留地管理台帳作成（３１ＢＬ）

株式会社　フジタ東京支店 税務課対応換地データ作成業務委託

千葉県　　千葉市 事業計画変更図書外作成業務委託

結城市富士見土地区画整理組合 結城市富士見町地区換地修正等

結城市四ツ京土地区画整理組合 結城市四ツ京地区換地修正等

平成２5年度

茨城県　　古河市 仮換地・従前構成地番重ね図等作成業務

茨城県　　古河市 古河駅西口地区事後評価フォローアップ支援業務

茨城県　　古河市 仮換地・従前構成地番重ね図等作成業務

茨城県　　古河市 片田南西部地区変更事業計画書作成業務

茨城県　　古河市 片田南西部地区換地計画作成準備業務委託

茨城県　　下妻市 都市再生整備計画（砂沼周辺地区）における効果促進調査業務
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平成２5年度

茨城県　　坂東市土地開発公社 半谷・冨田地区に係る事業認可図書作成等業務

茨城県　　結城市 南部第四地区換地設計図書整理業務委託

茨城県　　結城市 結城南部第二換地修正等業務

茨城県　　結城市 結城南部第四換地修正等業務

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地変更図書等作成業務委託（その１）

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区事業計画変更等作成業務

神奈川県　綾瀬市 深谷中央地区仮換地変更図書等作成業務委託（その２）

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区 画地確定計算及び換地割込支援業務委託

神奈川県　寒川町 寒川駅北口地区 建物等権利調査委託

株式会社　フジタ東京支店 労働者派遣契約

株式会社　フジタ東京支店 土地補償契約書作成業務委託

株式会社　フジタ東京支店 第４回事業計画変更業務委託

株式会社　フジタ東京支店 換地計画書作成業務

株式会社　フジタ東京支店 組合業務事務（支援）委託

株式会社　フジタ東京支店 税務課対応換地データ作成

結城市富士見土地区画整理組合 結城市富士見町地区換地修正等業務

結城市四ツ京土地区画整理組合 結城市四ツ京地区換地修正等業務

平成２６年度

茨城県　　古河市 ２５市区単片南第５１号－１５換地計画作成業務委託

茨城県　　古河市 第１街区南側使用収益開始図書作成業務

茨城県　　結城市 変更事業計画（第６回変更）作成業務委託

茨城県　　結城市 ２６市単委託第４－４号換地計画書作成業務委託（その１）

茨城県　　結城市 結城南部第二換地修正等業務

茨城県　　結城市 結城南部第四換地修正等業務

神奈川県　綾瀬市 平成２６年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その１）

神奈川県　綾瀬市 平成２６年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その２）

神奈川県　寒川町 換地計画準備等業務委託

神奈川県　寒川町 田端西地区まちづくり管理業務委託

株式会社　フジタ東京支店 組合業務事務委託

株式会社　フジタ東京支店 組合業務事務（支援）委託

株式会社　フジタ東京支店 土地の補償変更契約書作成業務

株式会社　フジタ東京支店 精算実施計画作成業務

株式会社　フジタ東京支店 建物登記簿調査

株式会社　フジタ東京支店 税務課対応換地データ修正等

結城市富士見土地区画整理組合 結城市富士見町地区換地修正等業務

結城市四ツ京土地区画整理組合 結城市四ツ京地区換地修正等業務

平成２７年度

株式会社　フジタ東京支店 組合業務事務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２７年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その１）

茨城県　　古河市 ２７市区単片南第５１号－２換地計画作成業務委託

結城市四ツ京土地区画整理組合 ２７結四組単第６－３号変更実施計画書作成業務

茨城県　　結城市 ２７市単委託第２－２号補助限度額算定業務

茨城県　　結城市 ２７市単委託第２－３号変更実施計画書等作成業務

茨城県　　結城市 ２７市単委託第４－１号換地計画書作成業務（その2）（増額）

神奈川県　寒川町 換地計画準備等業務委託

株式会社　フジタ東京支店 区画整理登記（建物）業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２７年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その２）

株式会社　フジタ東京支店 組合業務事務委託（その2）

神奈川県　綾瀬市 平成２７年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その３）

株式会社　フジタ東京支店 建物図面作成及び竣工データ整理業務

茨城県　　古河市 事業計画変更図書作成業務委託

茨城県　　古河市 換地処分及び登記図書等作成業務委託
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平成２７年度

茨城県　　結城市 結城南部第二換地修正等業務

茨城県　　結城市 結城南部第四換地修正等業務

結城市四ツ京土地区画整理組合 四ツ京地区換地修正等業務

結城市富士見土地区画整理組合 富士見町地区換地修正等業務

平成２８年度

株式会社　フジタ東京支店 組合業務事務委託

茨城県　　結城市 ２８市単委託第４－１号換地処分通知書作成業務委託

茨城県　　結城市 ２８市単委託第４－３号区画整理登記業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２８年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その１）

神奈川県　綾瀬市 平成２８年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その２）

神奈川県　寒川町 換地計画準備等業務委託（変更契約分）

茨城県　　結城市 ２８市単委託第４－４号清算金関係書類作成業務委託

神奈川県　寒川町 換地計画準備等業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２８年度深谷市中央地区仮換地変更図書等作成（その３）

茨城県　　古河市 ２８市区単片南第５１号－３清算金台帳等作成業務

神奈川県　寒川町 換地計画認可申請書作成等業務委託

茨城県　　結城市 結城南部第二換地修正等業務

結城市四ツ京土地区画整理組合 四ツ京地区換地修正等業務

結城市富士見土地区画整理組合 富士見町地区換地修正等業務

平成２９年度

結城市富士見土地区画整理組合 ２９組単第５－１号変更事業計画書作成業務委託

茨城県　　結城市 みなす課税資料作成業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２９年度深谷中央地区　仮換地変更図書等作成業務委託（その1）

神奈川県　綾瀬市 平成２９年度深谷中央地区　仮換地変更図書等作成業務委託（その2）

神奈川県　綾瀬市 平成２９年度　深谷中央地区換地計画等作成業務委託

茨城県　　龍ヶ崎市 龍ケ崎市つくばの里工業団地拡張事業に係る基本計画策定等業務委託

株式会社　フジタ東京支店 解散認可申請書及び清算完了報告書作成等業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２９年度深谷中央地区　仮換地変更図書等作成業務委託（その3）

神奈川県　寒川町 換地処分等業務委託

株式会社　熊谷組 開発業務の変更及び各種検査・行政対応業務

茨城県　　結城市 29市単委託第4-1号　街区表示板・案内板作成設置業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２９年度深谷中央地区　換地処分区画整理登記準備業務委託

茨城県　　古河市  片田南西部土地区画整理事業竣工記念誌作成業務

株式会社　サンヨーホーム  つくば市中根・金田台地区に係る開発行為許可申請図書作成等業務

神奈川県　寒川町 区画整理登記等業務委託

株式会社　フケタ都市開発 栃木市（仮称）友田山産業団地地区に係る開発許可申請図書等作成支援業務

ロジバンク株式会社 （仮称）古河ロジスティクスセンター建設事業に係る開発行為許可申請書類作成等

結城市四ツ京土地区画整理組合 29組単委託第6-2号仮換地変更業務委託

結城市富士見土地区画整理組合 29組単委託第5-3号仮換地変更業務委託

平成３０年度

茨城県　結城市 ３０市単委託第２－２号仮換地変更業務委託

茨城県　結城市 ３０市単委託第２－４号変更事業計画等作成業務委託

結城市四ツ京土地区画整理組合 ３０組単第６－２号変更事業計画書等作成業務委託

結城市四ツ京土地区画整理組合 ３０組単委託第６－４号仮換地変更業務委託

富士見町組合 ３０組単委託第５－２号仮換地変更業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成２９年度深谷中央地区換地処分業務委託

神奈川県　綾瀬市 平成３０年度深谷中央地区区画整理登記業務委託

神奈川県　寒川町 清算金徴収交付事務等業務委託

株式会社　フジタ 行服対応資料作成等支援業務

株式会社　初見運輸倉庫 古河市大和田地区に係る開発行為変更許可申請図書作成等業務

株式会社　初見運輸倉庫 古河市大和田地区に係る開発行為変更届出書作成等業務

株式会社　初見運輸倉庫 古河市大和田地区に係る開発行為変更届出書（第２回）作成等業務
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平成３０年度

株式会社　ヤマガタ 古河市稲宮地区に係る開発行為許可申請図書作成等業務

小林長市・小林よし 坂東市辺田地区に係る開発行為許可申請図書作成等業務

平成31年度・令和元年度

茨城県　　結城市 結城市南部第二地区仮換地変更等

結城市富士見町土地区画整理組合 結城市富士見町地区仮換地変更等

結城市四ツ京土地区画整理組合 結城市四ツ京地区仮換地変更等

神奈川県　綾瀬市 令和元年度深谷中央地区　区画整理清算金徴収交付事務業務委託

ロジバンク株式会社 羽生市須影地区に係る開発許可申請等業務

ロジバンク株式会社 羽生市下新郷地区に係る開発許可申請等業務

ロジバンク株式会社 羽生市小松地区に係る開発許可申請等業務

大成建設株式会社 日本通運医薬物流倉庫計画久喜A棟　開発関係届出・申請図作成

東京都農住都市支援センター 農住まちづくり調査（練馬区大泉町四丁目）

東京みらい農業協同組合 清瀬市中清戸四丁目土地区画整理組合設立準備会事務局運営支援業務

株式会社　ヤマガタ 開発予定区域内伐採整地等業務

株式会社　フジタ JR津田沼駅南口地区事業計画変更図書（図面）作成業務

令和2年度

東京都　清瀬市 東3・4・16号中清戸線事業認可申請関係図書作成等業務委託

株式会社　初見運輸倉庫 古河市大和田地区に係る開発行為許可申請図書作成等業務

茨城県　坂東市 「岩井地区」都市再生整備計画事業評価支援委託

富士見土地区画整理組合 2組単委託第5-3号変更事業計画書作成業務委託

東京協同サービス株式会社 大泉町一丁目北土地区画整理事業個人施行者準備会事務局運営支援業務

株式会社　住協 武蔵村山市神明一丁目土地区画整理事業施行認可前事業運営支援業務

株式会社　住協 武蔵村山市神明一丁目土地区画整理事業施行認可後事業運営支援業務

田中　忠雄 清瀬市中清戸五丁目57番土地分筆登記申請業務

神奈川県　綾瀬市 令和2年度深谷中央地区　嘱託登記修正作業等支援業務委託

株式会社　ブロードエッジ・アドバイザーズ LOGI LAND羽生Ⅰに係る開発許可後手続き等支援業務

株式会社　ブロードエッジ・アドバイザーズ LOGI LAND羽生Ⅱに係る開発許可後手続き等支援業務

株式会社　ブロードエッジ・アドバイザーズ LOGI LAND羽生Ⅲに係る開発許可後手続き等支援業務

茨城県　結城市 2市単第2-2号　結城南部第二土地区画整理事業　仮換地変更業務委託

富士見町土地区画整理組合 2組単委託　第5-2号　仮換地変更業務委託

四ツ京土地区画整理組合 2組単委託　第6-2号　仮換地変更業務委託

神奈川県　綾瀬市 令和2年度深谷中央地区地役権存続方式関連業務委託

大成建設株式会社　 日本通運東日本医療品センターに係る各種変更申請資料作成等業務

株式会社　奥野設計 ロジランド春日部ⅡPPJ各種協議資料作成業務

野口組 郡山市龍ヶ馬場地区に係る岩石採取計画作成等業務

清瀬市中清戸四丁目土地区画整理組合設立準備会 清瀬市中清戸四丁目土地区画整理事業の事業認可申請等に係る調査設計業務委託

大泉町一丁目北土地区画整理事業個人施行者準備会 大泉町一丁目北土地区画整理事業に係る調査設計業務委託

株式会社　住協 武蔵村山市神明一丁目土地区画整理事業施行認可前調査設計業務

株式会社　住協 武蔵村山市神明一丁目土地区画整理事業施行認可後調査設計業務

令和3年度

ロジバンク株式会社 三郷市南蓮沼地区に係る開発許可申請等業務委託

東京協同サービス株式会社 大泉町四丁目土地区画整理事業共同施行者準備会事務局運営支援業務

神奈川県　綾瀬市 令和3年度深谷中央地区　清算金支払調書等作成業務委託

株式会社　初見運輸倉庫 各種手続き等支援業務

東京都農住都市支援センター 令和3年度農住まちづくり調査（東村山市廻田町四丁目）

大成建設株式会社　 日本通運東日本医療品センターに係る各種変更申請資料作成等業務

ロジバンク株式会社 三郷市三郷北部地区農地転用届出書等支援

株式会社　ブロードエッジ・アドバイザーズ 羽生Ⅰ（須影地区）に係る分筆登記申請等支援業務

ロジバンク株式会社 羽生市下新郷南地区に係る開発許可申請等業務委託

東京みらい農業協同組合 清瀬市中清戸四丁目土地区画整理組合事務局運営支援業務

株式会社　共同陸運 ㈱共同陸運開発に係る開発行為許可申請等支援業務

東京協同サービス株式会社 大泉町一丁目北土地区画整理事業個人施行者事務局運営業務
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令和3年度

東京協同サービス株式会社 大泉町四丁目土地区画整理事業共同施行者事務局運営業務委託

清瀬市中清戸四丁目土地区画整理組合 電線共同溝予備なし詳細設計事務手続き支援

大泉町一丁目北土地区画整理事業個人施行者 電線共同溝予備なし詳細設計事務手続き支援

茨城県　結城市 3市単第2-2号　結城南部第二土地区画整理事業　仮換地変更業務委託

富士見町土地区画整理組合 3組単委託第5-2号　仮換地変更業務委託

四ツ京土地区画整理組合 3組単委託第6-2号　仮換地変更業務委託

大泉町四丁目土地区画整理事業共同施行者準備会 大泉町四丁目土地区画整理事業に係る調査設計業務委託（施行認可前）

結城市土地開発公社 工業団地整備推進調査設計等業務委託（令和3年度）

結城市土地開発公社 工業団地整備推進調査設計等業務委託（令和4年度）

結城市土地開発公社 工業団地整備推進調査設計等業務委託（令和5年度）

清瀬市中清戸四丁目土地区画整理組合 清瀬市中清戸四丁目土地区画整理事業の事業認可以降に係る調査設計業務委託

大泉町一丁目北土地区画整理事業個人施行者 大泉町一丁目北土地区画整理事業の事業認可以降に係る調査設計業務委託

大泉町四丁目土地区画整理事業共同施行者 大泉町四丁目土地区画整理事業の事業認可以降に係る調査設計業務委託

株式会社都市環境計画研究所 白岡菖蒲IC周辺土地利用計画検討業務
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