
年度 委託者

自主調査研究 埼玉県入間市狭山台土地活用検討調査

業務代行方式の組合土地区画整理事業の実態調査 建設省

沼津駅北地区導入機能検討調査 沼津市

区画整理未経験市町村の実体調査

ハンドブック作成のための基礎調査

組合区画整理の資金計画に関する調査

土地区画整理事業地区の市街化状況調査

市街化区域内農地の計画的宅地化に関する調査

市街化区域内農地の区画整理による面的整備検討調査

土地区画整理事業に関する情報バンク整備調査 建設省

都市拠点総合整備事業調査 北見市

熊谷新都心地区基本構想策定調査 熊谷市

多治見駅周辺地区民活機能進出可能性調査 多治見市

多治見駅周辺地区都市施設導入機能検討調査 日本国有鉄道清算事業団（中部支社）

沼津駅北地区開発整備に係る事業調査 地域振興整備公団

沼津駅北地区導入機能検討調査 沼津市

米原駅周辺地区整備計画基礎調査 米原町

米原駅周辺地区整備計画基礎調査 日本国有鉄道清算事業団（近畿支社）

特定再開発（土地区画整理）事業の事業機会の拡大に関する検討調査 住宅・都市整備公団

二戸地区都市拠点総合整備事業基本設計 二戸市

調査名称

平成３年度

受託調査研究

自主調査研究

受託調査研究

平成４年度

調査・研究実績



土地区画整理事業未経験市長村の実態調査

住宅先行建設地区政策用データ作成業務

組合区画整理の資金計画実態調査

土地区画整理事業施行地区の市街化状況に関する調査

土地区画整理事業施行に関する情報バンク整備調査そのⅡ

都心型ミニ区画整理事業調査

浜松市シビックコア地区整備計画策定業務 浜松市

浜松市東地区宅地活用誘導促進調査業務 浜松市

北見市都市拠点総合整備事業導入施設計画調査 北見市

新八代駅地区土地区画整理事業Ａ調査 八代市

熊谷新都心地区基本計画策定調査 熊谷市

釧路地区都市拠点総合整備事業調査業務 釧路市

都市拠点総合整備事業整備計画策定業務「浜田駅周辺地区」 浜田市

浜田駅周辺地区都市拠点総合整備計画策定調査 日本国有鉄道清算事業団　（中国支社）

大月駅周辺都市拠点総合整備事業基本計画策定業務 大月市

多治見駅周辺市街地都市拠点総合整備事業計画調査 多治見市

多治見駅周辺地区民間都市拠点施設立地促進調査 多治見市

富里町七栄新木戸地区整備方針策定調査業務 富里町

中心市街地拠点地区整備事業調査業務 酒田市

上川河口拠点地区整備基本計画作成業務 酒田市

米原駅周辺地区整備計画基礎調査 米原町

米原地区都市拠点総合整備事業調査 日本国有鉄道清算事業団　（近畿支社）

諫早中南部地区都市拠点総合整備計画調査業務 諫早市

平成５年度

自主調査研究

受託調査研究



新八代駅（仮称）及び駅周辺の整備に関する調査 熊本県

二戸都市拠点総合整備事業基本設計業務 二戸市

足立区市街地整備プログラム策定調査業務 足立区

静岡東部拠点特定再開発事業に係る拠点施設の整備・運営手法等に関する調査 地域振興整備公団

市街化区域内農地の計画的宅地化に関する調査
建設省・ 福岡土地区画整理協会・藤沢市・横浜市・千葉市・神
戸市

常磐新線沿線新市街地開発一体型土地区画整理事業説明ビデオ作成業務 千葉県・千葉県住宅供給公社

首都圏における交通問題と対策 （社）日本交通計画協会

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 （社）全国土地区画整理組合連合会

用地買収事業費対応工事の事務の簡略化に関する研究

業務代行方式による土地区画整理事業の実態調査

平成６年度区画整理事業関連データバンク開発業務

「緑住まちづくり推進事業の取り組みについて」 アンケート調査

浜松市シビックコア地区整備計画策定業務 浜松市

宅地活用誘導促進調査業務 浜松市

東第一地区街区高度利用土地区画整理事業推進調査 浜松市

東第二地区街区高度利用土地区画整理事業推進調査 浜松市

米原駅周辺土地区画整理事業推進調査及び東西道路概略設計業務 米原町

米原地区都市拠点総合整備事業　事業化検討調査 米原町、日本国有鉄道清算 事業団（近畿支社）

大月駅周辺地区整備事業促進計画検討業務 大月市

沼津ＩＣ周辺都市基盤整備計画に基づく土地区画整理事業実現化方策検討調査 （財）計量計画研究所

酒田市中心市街地区整備事業調査 酒田市

まちづくり推進事業調査（日奈久地区）業務 八代市

街並み・まちづくり総合支援事業導入施設計画調査 北見市

平成５年度 受託調査研究

平成６年度

自主調査研究

受託調査研究



静岡東部拠点特定再開発事業に係る広報活動計画等調査 地域振興整備公団

静岡東部拠点特定再開発事業に係る拠点施設整備事業化方策検討調査 地域振興整備公団

福山内港南地区開発整備基礎調査 地域振興整備公団、福山市

土地区画整理事業による地方都市の拠点形成の推進方策に関する検討調査 建設省・地域振興整備公団、安城市・長野市・山形市

交通施設整備における開発利益還元について （社）日本交通計画協会

都市計画制度のあり方に関する検討調査

区画整理スーパーブロック研究

地方都市都心改造事業検討調査

都心型ミニ区画整理研究

裾野駅西地区土地区画整理事業調査Ｂ業務 裾野市

裾野駅西地区街区高度利用推進事業調査 裾野市

静岡東部拠点特定再開発事業に係る拠点施設整備事業化方策検討調査（その２） 地域振興整備公団

沼津駅北地区地域交流センター基本計画調査 沼津市

静岡東部地区（沼津駅周辺）広域交流拠点調査 静岡県

東第二地区街区高度利用土地区画整理事業推進事業調査 浜松市

福山内港南地区開発整備事業調査 地域振興整備公団

福山内港南地区開発整備事業調査に係る補足調査 福山市

地方都市開発整備事業における土地区画整理事業を活用した都市整備現況等調査 地域振興整備公団

大曽根北土地区画整理事業事業促進のための区画整理情報に関する調査 名古屋市

区画整理情報（認可データ）に関する調査 大阪市

区画整理地区内大規模宅地利用計画把握調査 （財）民都機構

区画整理スーパーブロック研究

土地区画整理事業施行地区の市街化状況に関する調査

自主調査研究

平成６年度 受託調査研究

平成７年度

自主調査研究

受託調査研究

平成８年度



自主調査研究 既成市街地の技術再構築研究

金沢西部地区副都心整備計画策定調査 石川県

区画整理地区内大規模宅地利用計画分析調査 （財）民都機構

沼津駅北地区地域交流センター基本計画調査（その２） 沼津市

武蔵浦和駅７街区整備推進計画策定業務 浦和市

二ツ橋北部地区街づくり基本計画検討調査 横浜市

土地区画整理事業の新規展開に関する調査 住宅・都市整備公団

特定再開発事業に係る事業実施可能性地区検討調査 地域振興整備公団

魅力ある都市づくり調査（岐阜圏、福岡圏） 地域振興整備公団

既成市街地の新たな整備課題に対応した特定再開発（区画整理）事業の展開方策に関する調査 住宅・都市整備公団

沼津駅北地区複合拠点施設実現化促進調査 地域振興整備公団

沼津駅南土地区画整理事業まちづくり検討調査 沼津市

仙台市富沢駅周辺土地区画整理保留地処分実態調査 仙台市

保留地処分等調査業務委託 秋田市

区画整理認可データ調査（その１）

区画整理認可データ調査（その２）

木更津高速バスに関する研究

ＰＦＩに関する民間事業者による検討

武蔵浦和駅第７街区整備推進計画策定業務 浦和市

裾野駅西地区街区高度利用推進事業調査 裾野市

裾野駅西地区街区高度利用推進事業調査（その２） 裾野市

静岡東部拠点特定再開発事業に係る市街地整備基本計画検討調査 地域振興整備公団

金沢西部地区副都心整備計画策定調査 石川県

平成８年度

平成９年度

受託調査研究

自主調査研究

受託調査研究



沼津駅北地区拠点施設整備検討調査 沼津市

沼津駅南土地区画整理事業まちづくり検討調査 沼津市

堀江・猫実元町中央地区中大通り早期事業化検討調査業務 浦安市

新富士駅周辺地区開発整備事業調査 地域振興整備公団

福島都心中央地区Ａ調査・Ｂ調査業務 福島市

安全市街地形成土地区画整理事業調査業務 石川県

まちづくり検討調査 茨城県

地域公団土地区画整理事業の初期段階における事業実施ガイド ブック作成に関する調査 地域振興整備公団

水戸駅南口地区特定再開発事業に係る広報活動等計画調査 地域振興整備公団

財光寺南地区　保留地処分実態調査 日向市

鹿島下矢田土地区画整理事業　調査委託（その３） 保留地処分実態調査 （財）福島県区画整理協会

ＰＦＩ研究会

首都機能移転研究会

下飯田・中和泉地区先行区域（いずみ田園第一地区） 土地活用検討調査 横浜市

住民参加型まちづくり案作成業務委託 熊谷市

中心市街地活性化事業調査業務委託 桑名市

小松駅前商店街地区街なか再生土地区画整理事業調査 小松市

福山市中心市街地活性化基本計画策定調査業務 福山市

街なか再生事業計画案作成業務（中町、寺町周辺地区） 大津市

平成10年度臼田中央地区・街なか再生土地区画整理事業調査 臼田町

街なか再生支援調査 地域振興整備公団

平成１０年度　東駿河湾広域都市計画事業沼津駅南土地区画整理事業　まちづくり検討調査業務委託 沼津市

平成１０年度　沼津駅北地区地域交流センタ－ 基本計画調査（その３）業務委託 沼津市

平成９年度 受託調査研究

自主調査研究

平成10年度

受託調査研究



換地計画実施方策等に関する検討調査 地域振興整備公団

中心市街地活性化活動に関する調査 小松市

中心市街地再生に係る基礎資料作成調査 今市市

平成１０年度いわき駅周辺再生拠点整備基本計画検討調査 いわき市

佐野新都市まちづくり戦略検討調査業務 地域振興整備公団

武蔵浦和駅第７街区整備推進計画策定業務 浦和市

地方都市圏活性化に係る基礎調査（その４） 地域振興整備公団

組合施行土地区画整理事業促進策検討調査 横浜市

半田市中心市街地活性化活動に関わる基礎資料作成業務 半田市

平成１０年度　東第二土地区画整理事業中心市街地活性化推進調査業務委託 浜松市

中心市街地活性化基礎資料作成業務委託 原町市

中心市街地における土地区画整理事業を 円滑に進める手法に関する調査 建設省

福山市伏見町地区街なか再生事業計画案作成業務委託 福山市

富岡市中心市街地整備改善活性化基本計画策定業務委託 富岡市

首都圏域の中小都市における特定再開発事業の展開方策検討調査 住宅・都市整備公団

街なか再生土地区画整理事業計画策定調査業務委託 松本市

福島都心中央地区事業計画書作成業務委託 福島市

土地有効利用事業による中心市街地活性化の可能性に係る基礎検討調査 住宅・都市整備公団

中心市街地活性化活動に係る基礎資料作成業務委託 都城市

中心市街地活性化調査業務委託 沼田市

本庄市中心市街地活性化活動に関わる基礎資料作成業務委託 本庄市

中心市街地活性化活動に係わる基礎資料作成調査業務委託 松本市

中心市街地活性化活動に関わる基礎資料調書作成業務委託 鹿沼市

平成10年度 受託調査研究



ＰＦＩ研究会

首都機能移転研究会

ゆめが丘・下飯田地区開発方式検討調査 相模鉄道（株）

平成１１年度　新幹線駅周辺整備区画整理事業 国補　飯山駅周辺土地区画整理事業検討調査業務委託 飯山市

小松駅前商店街地区　街なか再生土地区画整理事業 （事業計画）調査 小松市

平成１１年度　駒ヶ根都市計画事業南田市場土地区画整理事業　換地設計業務委託 駒ヶ根市

換地計画策定に関する検討調査 地域振興整備公団

黒部市バリアフリ－のまちづくり基本計画作成に係る資料整理等業務 地域振興整備公団

平成１１年度　東駿河湾広域都市計画事業　沼津駅南土地区画整理事業　まちづくり検討調査 沼津市

特定再開発事業に係る事業展開の検討調査（その２） 地域振興整備公団

播磨地方拠点都市地域（姫路・加古川地域）における都市圏調査業務 地域振興整備公団

武蔵浦和駅第７－１街区整備推進計画策定業務 浦和市

富士見リブレ－ヌ事業成立要件調査　業務委託 富士見市

富士見リブレ－ヌ事業成立要件調査　業務委託 埼玉県

富士見リブレ－ヌ事業成立要件調査　業務委託 都市基盤整備公団

中心市街地活性化に係る事業展開基礎調査業務委託 日向市

盛岡南新都市における中核施設と連携した街づくり方策検討調査 地域振興整備公団

中心市街地活性化に係る事業展開基礎調査業務 栃木市

中心市街地活性化に係る事業展開基礎調査 半田市

地域拠点形成に係る中核施設と連携したまちづくりに関する調査 地域振興整備公団

街なか再生事業調査業務委託 桑名市

中心市街地（交流・都市観光）基礎調査業務委託 沼田市

平成１１年度　駒ヶ根都市計画事業 南田市場土地区画整理事業　道水路実施設計業務委託 駒ヶ根市

平成11年度

自主調査研究

受託調査研究



宅地需要分析による保留地処分等の在り方に関する調査 建設省

宅地需要分析による土地区画整理事業資金計画等の在り方 に関する調査 飯田市

八王子インタ-北地区事業推進検討資料作成業務 東京都新都市建設公社

平成１１年度駒ヶ根都市計画事業　南田市場土地区画整理事業 　換地設計業務委託　設計変更 駒ヶ根市

平成１１年度駒ヶ根都市計画事業　南田市場土地区画整理事業道水路実施設計業務委託　設計変更 駒ヶ根市

ＰＦＩを活用した土地区画整理事業の推進調査 建設省

土地活用等具体化方策検討調査 つくば市

ＰＦＩ研究会

首都機能移転研究会（８首と機能移転に係わる地域整備手法の あり方についての提言）

保留地管理法人の活用方策に関する研究 「保留地所得資金貸付金活用の手引き」

岡山市操南地区まちづくり整備構想策定業務委託 岡山市

岡山市平井地区まちづくり整備構想策定業務委託 岡山市

跡地利用計画案作成支援システム検討調査 日本建設情報総合センター

新幹線駅周辺整備区画整理事業　 平成１２年度　飯山駅周辺土地区画整理事業検討調査 飯山市

平成１２年度　土地活用等具体化方策検討調査 つくば市

平成１２年度南田市場土地区画整理事業換地設計業務委託 駒ヶ根市

平成１２年度南田市場土地区画整理事業実施設計業務委託 駒ヶ根市

小松駅前商店街地区街なか再生土地区画整理事業 検討調査業務 小松市

平成１２年度　東駿河湾広域都市計画事業　沼津駅南土地 区画整理事業　段階的整備計画検討調査業務委託 沼津市

田園居住区整備事業壬生川駅西地区調査等業務 東予市

東予市都市計画マスタ－プラン作成業務 東予市

平成１２年度　新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業 　国補　換地設計準備･土地評価及び概略換地設計業務委託 飯山市

平成１２年度　駒ヶ根都市計画事業　南田市場土地区画整理事業　事業計画･実施計画変更図書作成業務委託 駒ヶ根市

自主調査研究

受託調査研究

平成12年度

平成11年度 受託調査研究



平成１２年度　駒ヶ根都市計画事業　南田市場土地区画整理事業　建物移転計画業務委託 駒ヶ根市

平成１２年度　安慶名地区市街地整備調査委託業務 具志川市

地方都市圏における遊休地の活用に関する調査 地域振興整備公団

土地区画整理事業による地方都市開発整備事業の初動ガイドブック改訂版作成業務 地域振興整備公団

港北中央地区仮換地指定準備検討調査 都市基盤整備公団

事業計画案作成支援システムに関する市町村貸与版の作成業務 日本建設情報総合センター

武蔵浦和駅第７－１街区整備推進計画策定業務 浦和市

まちづくり総合支援事業策定調査（八街駅周辺地区） 八街市

東第二土地区画整理事業街なか再生土地区画整理事業都市交通関連調査委託 浜松市

中心市街地活性化基本計画デ－タベ－ス作成調査 国土交通省

都市基盤整備推進地域内における中心市街地活性化に係る基礎調査 都市基盤整備公団

中心市街地（街なか再生）に資する交通計画等に関する調査 地域振興整備公団

鳥栖北部丘陵新都市に関連する交通計画等調査 地域振興整備公団

中心市街地（街なか再生）に資する交通基盤整備計画等に関する調査 都市基盤整備公団

ふるさとの顔づくり計画策定調査（八街駅北側地区） 八街市

自主調査研究 街なか再生事例研究調査(アメリカ西海岸、7都市)

平成13年度新幹線飯山駅周辺整備土地区画整理事業 概略換地設計業務委託 飯山市

平成13年度第45号北脇土地区画整理事業基本設計策定業務委託 水口町

盛岡南新都市地区の事業マニュアル作成に関する調査 地域振興整備公団

まちづくり総合支援事業策定調査Ⅱ（八街駅周辺地区） 八街市

八日町・東町都市再生土地区画整理事業検討調査業務 小松市

土地区画整理事業に関する設計照査要領(案)作成業務 地域振興整備公団

平成13年度武蔵浦和第７－１街区まちづくり計画業務委託 さいたま市

平成12年度 受託調査研究

平成13年度

受託調査研究



平成13年度東駿河湾広域都市計画事業沼津駅南土地区画整理 事業段階的整備計画検討調査 沼津市

静岡東部拠点第一地区まちづくり推進検討調査 地域振興整備公団

黒川地区、公共・公益施設に係る事業実施上の土地評価等検討 業務 都市基盤整備公団

東都第25号田園居住区整備事業壬生川駅西地区調査等業務 東予市

近畿圏における都市拠点形成調査 地域振興整備公団

平成１３年度土地活用等具現化方策検討調査委託 つくば市

事業計画案作成支援システム機能改良業務 沖縄総合事務局

土地有効利用のための街区再編と建築物整備の一体的な推進に 関する検討調査 都市基盤整備公団

ふるさとの顔づくり計画パンフレット作成業務 八街市

中心市街地活性化基本計画デ－タベ－ス作成調査 国土交通省

平成13年度安慶名地区土地区画整理事業（仮称）基本計画等 策定業務 具志川市

平成13年度中心市街地活性化事業の今後のあり方に関する調査 地域振興整備公団

中心市街地活性化に資する民間活動支援方策検討調査 都市基盤整備公団

地方都市再生に資する民間活動（ＮＰＯ）・官活動に関する調査 地域振興整備公団

街なか再生事例研究調査(アメリカ東海岸、10都市)

土地有効利用のための街区再編と建築物整備の一体的な推進に 関する検討調査

平成14年度船穂町柳井原土地区画整理事業業務委託 船穂町

平成14年度安慶名地区都市再生土地区画整理事業調査業務 具志川市

地方都市再生事業の検討に資する基礎資料作成業務 地域振興整備公団

平成14年度盛岡南新都市地区直接施行検討(その1)業務 地域振興整備公団

船穂町内の土地区画整理事業に係る業務委託 岡山県土地開発公社

平成14年度武蔵浦和第７－１街区まちづくり計画業務委託 さいたま市

平成14年度静岡東部拠点第一地区まちづくり事業推進調査 地域振興整備公団

平成13年度 受託調査研究

平成14年度

自主調査研究

受託調査研究



つくば市平成14年度土地活用等具現化方策検討調査 つくば市

京浜臨海部（横浜市・川崎市）都市整備手法検討調査 都市基盤整備公団

都市機能更新(土地区画整理)事業における民間誘導手法に 関する検討調査 都市基盤整備公団

既成市街地の土地区画整理事業における民間事業者等の活用に 関する調査 国土交通省

事業計画案作成支援システム作成業務 沖縄総合事務局

中心市街地活性化基本計画デ－タベ－ス作成調査 国土交通省

ＮＭＳＣ意見交換会講師等派遣委託業務 金沢市

平成14年度安慶名地区都市再生土地区画整理事業調査(その2) 業務 具志川市

自主調査研究 既成市街地型区画整理事業の検討

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 都市基盤整備公団

平成15年度武蔵浦和第７－１街区まちづくり計画業務委託 さいたま市

平成15年度盛岡南新都市地区直接施行検討（その1）業務 について 地域振興整備公団

平成15年度静岡東部拠点第一地区まちづくり事業推進調査 地域振興整備公団

平成15年度飯山市新幹線駅周辺整備事業・市単・事業概要書 作成及び概略換地設計委託 飯山市

平成15年度安慶名地区土地区画整理換地設計等委託業務 具志川市

既成市街地において民間事業者が土地区画整理事業に取組む ための指針の検討調査 国土交通省

平成15年度船穂町内の土地区画整理事業に係る業務委託 船穂町

鴨方町南（仮称）土地区画整理事業概算事業計画作成業務 鴨方町

事業計画案作成支援システムデ－タ作成業務 沖縄総合事務局

駅及び駅周辺地域における区画整理手法を活用した地域拠点 形成に係る調査 都市基盤整備公団

港湾及び低・未利用地等を活用した中心市街地再生事業調査 国土交通省

中心市街地活性化に係る都市再生機構の新たな取組の検討調査 都市基盤整備公団

中心市街地活性化基本計画デ－タベ－ス作成調査 国土交通省

平成15年度

受託調査研究

平成14年度 受託調査研究



中心市街地活性化に向けた都市再生機構の新たな取組の検討 調査 地域振興整備公団

鶴見小野駅周辺における市街地整備方策検討調査業務 都市基盤整備公団

自主調査研究 既成市街地型区画整理事業の検討

平成16年度船穂町内の土地区画整理事業に係る業務委託 船穂町

平成16年度第5号米原町東部土地区画整理事業用地事務（その2）委託業務 米原町

平成16年度第6号米原町東部土地区画整理事業事業管理委託業務 米原町

本庄新都心地区施行実施計画策定業務 都市再生機構 本庄都市開発事務所

保留地処分検討調査 千葉県東葛飾地域 整備センター柏整備事務所

平成16年度飯山市新幹線駅周辺整備事業市単土地区画整理 基本設計委託 飯山市

武蔵浦和駅第７－１街区まちづくり計画業務委託 さいたま市

平成16年度安慶名地区土地区画整理事業換地設計等委託業務 具志川市

平成16年度静岡東部拠点第一地区まちづくり計画策定調査 都市再生機構東日本支社 静岡東部特定再開発事務所

既成市街地の再生のための民間を活用した土地区画整理事業の 推進方策の検討調査 国土交通省 都市・地域整備局

東高島駅北地区土地区画整理事業フレ－ムに関する調査検討 業務 都市基盤整備公団 神奈川地域支社

官民が連携した面整備による活力ある都市の拠点づくり検討 調査(名取市・横浜市) 国土交通省 都市・地域整備局

中心市街地活性化基本計画データベ－ス作成調査 国土交通省 都市・地域整備局

保留地販売支援方策(保留地ロ－ン)検討

区画整理事業への民間事業者参画推進に関する検討

平成17年度船穂町内の土地区画整理事業に係る業務委託 船穂町

平成17年度第8号米原駅東部土地区画整理事業用地事務(その5)委託業務 米原市

平成17年度第9号米原駅東部土地区画整理事業事業管理(その2)委託業務 米原市

平成17年度第3号米原駅東部土地区画整理事業用地事務(その7)委託業務 米原市

平成17年度第4号米原駅東部土地区画整理事業事業管理(その3)委託業務 米原市

受託調査研究

自主調査研究

平成17年度

受託調査研究平成15年度

受託調査研究

平成16年度



平成17年度安慶名地区土地区画整理事業仮換地指定等委託業務 うるま市

大網白里町における商業業務機能の誘導に関する検討調査業務 大網白里町

平成17年度船穂町柳井原土地区画整理事業に係る業務委託 船穂町 柳井原土地区画整理組合

面整備と連携した賑わい再生方策検討調査(倉敷市他２地域) 国土交通省 都市・地域整備局

面整備と連携した賑わい再生方策検討調査(足利市他２地域) 国土交通省 都市・地域整備局

中心市街地活性化基本計画デ－タベ－ス作成調査 国土交通省 大臣官房会計課長

平成17年度静岡東部拠点第一地区まちづくり計画策定調査 都市再生機構 静岡東部特定再開発事務所

本庄早稲田駅周辺地区における市街化促進方策検討調査 都市再生機構 本庄都市開発事務所

本庄新都心地区に係る補償方法等整理・検討業務 都市再生機構 本庄都市開発事務所

区画整理事業への民間事業者参加推進に関する資料作成業務

「今後の区画整理について」検討業務

平成17年度新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業 換地設計準備業務委託(全額設計変更で18年度に繰越) 飯山市

平成18年度船穂町柳井原土地区画整理事業に係る業務委託 船穂町柳井原 土地区画整理組合

平成18年度第区1号米原駅東部土地区画整理事業 用地事務(その8)委託業務 飯山市

平成18年度第区3号米原駅東部土地区画整理事業 事業管理(その4)委託業務 米原市

平成18年度盛岡南新都市地区直接施行検討(その1)業務委託 都市再生機構 岩手都市開発事務所

本庄早稲田駅周辺地区における申出換地に係る基礎資料 作成等業務 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本庄ガス施設移転に係る調査検討業務 都市再生機構 本庄都市開発事務所

大網駅東地区市街地形成誘導調査検討業務 大網白里町

平成18年度安慶名土地区画整理事業造成工事等施行 実施計画作成委託業務 うるま市

姉ヶ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 市原市

藤ノ木東部土地区画整理事業の将来的な事業化可能性検討調査 北九州市

民間活力を活用した都心地区再生のための市街地整備方策調査 都市再生機構 本社業務第１部

受託調査研究平成17年度

自主調査研究

受託調査研究

平成18年度



土地区画整理事業における事業評価手法の検討 国土交通省 都市・地域整備局

中心市街地活性化基本計画データベース作成調査 国土交通省 都市・地域整備局

区画整理事業への民間事業者参加促進に関する調査

柔軟な区画整理に関する研究

業務代行組合区画整理に関する調査

会社施行区画整理の税務に関する研究

平成19年度船穂町柳井原土地区画整理事業に係る業務委託 船穂町柳井原土地区画整理組合

米原駅東部土地区画整理事業事業管理委託業務（その5） 米原市

米原駅東部土地区画整理事業用地事務委託業務（その10） 米原市

大網駅東地区市街地形成誘導調査検討業務（その2） 大網白里町

平成19年度地方道路整備臨時交付金土地区画整理事業 仮換地指定関連業務委託 飯山市

米原駅東口参加型都市づくりコーディネート業務 米原市

平成19年度地方道路整備臨時交付金土地区画整理事業 仮換地指定関連業務委託 飯山市

「神話の夢舞台出雲」の観光地再生に向け多様な主体が参画する沿道まちなか再生検討調査 国土交通省

今後の市街地活性化に向けた市街地整備改善のあり方検討調査 都市再生機構本社

都市整備事業マネジメントのための土地区画整理事業の 事例分析及び評価指標検討調査 都市再生機構本社

既成市街地における土地区画整理事業の事業効果分析手法に 関する検討調査 国土交通省

古新開地区建築物等調査及び実施計画書作成業務 呉市

大網駅東地区市街地形成誘導調査検討業務（その2） 大網白里町

区画整理事業への民間事業者参加促進に関する調査

業務代行方式の活用促進に係る研究

米原駅東部土地区画整理事業事業管理委託業務（その6） 米原市

米原駅東部土地区画整理事業用地事務委託業務（その12） 米原市

自主調査研究

受託調査研究

平成19年度

自主調査研究

受託調査研究

平成20年度

受託調査研究平成18年度



米原駅東部土地区画整理事業事業管理委託業務（その7） 米原市

米原駅東部土地区画整理事業用地事務委託業務（その14） 米原市

都市整備事業マネジメントのためのベンチマーク手法適用検討業務 国土交通省国土技術政策 総合研究所

区画整理事業への民間事業者参画推進に関する資料作成業務

共同建て替えを促進する敷地整序型区画整理事業の研究

平成21年度第区2号米原駅東部土地区画整理事業 事業管理委託業務（その8） 米原市

平成21年度第区1号米原駅東部土地区画整理事業 用地事務委託業務（その16） 米原市

京都都市計画事業向日市阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業 の補助金対応工事に伴う組合設計書作成に係る
内容確認業務（そ の1）平成21年度委託業務

向日市阪急洛西口駅東土地区画整理組合

都市整備事業に適用するベンチマーク手法構築検討 業務 国土交通省国土技術政策 総合研究所

民間事業者が取組みやすくなる区画整理手法に関する研究

共同建て替えを促進する敷地整序型区画整理事業の研究

今後の区画整理事業の展開にあわせた機構の役割に関する研究

平成22年度第米駅6号米原駅東部土地区画整理事業 事業管理委託業務（その９） 米原市

平成22年度第米駅7号米原駅東部土地区画整理事業 用地事務委託業務（その17） 米原市

京都都市計画事業向日市阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業の補助金対応工事に伴う
組合設計書作成に係る内容確認業務（その2）平成22年度委託業務

向日市阪急洛西口駅東土地区画整理組合

八幡宿駅東口土地区画整理事業における法第77条に関する検討業務委託 市原市

姉崎駅前土地区画整理事業における法第77条に関する検討業務委託 市原市

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 呉市

今後の区画整理事業の展開にあわせた機構の役割に関する研究

区画整理事業の準備段階や実施段階における土壌汚染対策の課題整理・課題解決の方向性等について検討

東日本大震災被災地域等における公共団体施行土地区画整理事業にかかる業務代行方策等の検討

平成２３年度 第米駅３号米原駅東部土地区画整理事業事業管理委託業務（その１０） 米原市

京都都市計画事業向日市阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業の平成２３年度補助金対応工事に伴う
組合設計書作成に係る積算業務

向日市阪急洛西口駅東 土地区画整理組合

受託調査研究

平成22年度

自主調査研究

受託調査研究

平成23年度

受託調査研究平成20年度

自主調査研究

受託調査研究

平成21年度

自主調査研究



平成23年度 受託調査研究 姉崎駅前地区直接施行の実施に係る準備業務委託 市原市

今後の区画整理事業の展開にあわせた機構の役割に関する研究

民間事業者が、区画整理手法による市街地整備を、より効果的に実施できる手法・制度のあり方について研究

平成２４年度 第米駅１号米原駅東部土地区画整理事業事業管理業務（その１１） 米原市

京都都市計画事業向日市阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業の平成２４年度補助金対応工事に伴う
組合設計書作成に係る確認業務

向日市阪急洛西口駅東 土地区画整理組合

海老名都市計画事業海老名駅西口土地区画整理事業の組合設計書作成に係る内容確認業務 海老名駅西口土地区画整理組合

平成24年度

受託調査研究

自主調査研究


