
再開発計画

東京都
市街地再開発適地選定調査 (社)全国市街地

再開発協会 1979-81 適地調査

都市再開発型更新事業に関する基礎調査 住宅･都市整備公団 1986 基礎調査

都市開発関連用地ほか29ヶ所の公共施設と公共住宅を一体的に
複合建築物として整備するための基本構想策定に関する調査 東京都住宅局 1990 基礎調査

駅周辺におけるまちづくり事業化検討業務 (独)都市再生機構 2012-14 基本構想

再開発事業への参画検討及び事業推進に対するアドバイザリー
等業務 ※ 2012,13 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

東京城東地区内のまちづくり検討地区における事業化検討業務 (独)都市再生機構 2014 基本構想

共同建築物に係る技術的支援に関する業務 （独）日本スポーツ
振興センター 2014 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

都心部における駅周辺の再整備に伴う事業化方策調査(平成30
年度) (独)都市再生機構 2018 基本構想

足立区
北千住駅西口北地区推進コンサルティング 準備組合＊ 1984-87 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

北千住駅東口周辺地区再開発等基本構想策定 (社)日本都市計画学会 1985 基本構想

荒川区
町屋駅周辺地区再開発適地調査 荒川区 1979 適地調査

町屋駅周辺地区整備基本構想 荒川区 1980 基本構想

町屋駅前地区整備計画 荒川区 1981 基礎調査

町屋駅前地区整備事業計画 荒川区 1982 基本計画

白鬚西地区居住営業実態及び意向調査 東京都江東再開発
事務所 1983,84 意向調査

舎人新線沿線開発調査・その2(日暮里駅周辺導入ルート具体化
調査)委託 荒川区 1989 基本計画

板橋区
板橋駅周辺整備構想策定調査 (社)全国市街地

再開発協会 1987-89 整備構想

板橋駅周辺地区整備計画調査 都市計画協会 1989 基本計画

板橋駅周辺整備計画調査 板橋区 1990 基本計画

板橋駅西口地区市街地再開発等基本計画作成調査 板橋区 1990 基本計画

上板橋駅南口駅前地区調査及び街づくり協議会に係る資料
作成 板橋区 1988,89 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

江戸川区
亀戸・大島・小松川地区意向調査 東京都 1977 意向調査

江戸川区西部におけるまちづくり事業化検討調査 (独)都市再生機構 2008 基本構想

江戸川区西部における都市再生戦略及び事業化検討調査 (独)都市再生機構 2009 基本構想

江戸川区市街地動向実態調査委託 江戸川区 2010-13 基本構想

大田区
大森駅山王口地区現況基礎調査 大田区 1986 基礎調査

大森駅山王口周辺開発モデルプラン策定調査 大田区 1988 整備構想

大森駅前山王口地区開発事業コンサルティング等業務 大田区 1989-92 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

葛飾区
亀有駅南口地区再開発適地調査 ※ 1973 適地調査

防災拠点再開発調査四ッ木地区権利変換フレーム等の作成 ※ 1974 事業計画

葛飾区青戸駅北口周辺市街地再開発調査 葛飾区 1974 基本計画

金町駅南口地区街づくり整備調査 葛飾区 1983 基礎調査

金町駅南口地区モデル地区整備計画調査 葛飾区 1985 整備構想

金町駅南口地区整備推進調査 葛飾区 1986 推進計画

北区
赤羽北地区市街地再開発等調査 東京都 1983 基本計画

江東区
亀戸・大島・小松川地区意向調査 東京都 1977 意向調査

亀戸・大島・小松川地区再開発構想計画(大島地区) 日本住宅公団 1981 配置計画

豊州五丁目Ａ－１地区商業権利者配置調整 ※ 1990-93 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

豊州五丁目Ａ－１地区再開発事業コンサルティング業務 ※ 1994 基本計画

塩浜二丁目地区土地有効利用に係る開発構想検討調査 都市基盤整備公団 1998-00 事業計画

再開発手法による東京臨海部低未利用地事業化検討調査に
おける市街地再開発事業適用の検討調査(塩浜二丁目地区) ※ 2002 事業計画

江東区臨海部におけるまちづくり検討調査 (独)都市再生機構 2008-10 基本構想
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品川区
戸越五丁目地内市街地再開発事業コンサル業務 ※ 2013-17 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に係る
特定業務代行候補者募集選定業務委託

戸越五丁目19番地区市
街地再開発準備組合 2017 その他

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に伴う
権利変換計画作成及び配置設計業務

戸越五丁目19番地区
市街地再開発組合 2019-20 権利変換計画

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に伴う
資金計画作成及び補助金対応業務

戸越五丁目19番地区
市街地再開発組合 2019-20 推進計画

戸越公園駅北地区(戸越五丁目10番地区)第一種市街地再開発事
業に伴うコンサル業務

戸越公園駅北地区市街
地再開発準備組合 2018-20 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

新宿区
西新宿六丁目組合施行再開発コンサルタント ※ 1973 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

東京都内(西新宿)及びその周辺における公団施行の再開発
適地調査

(社)全国市街地
再開発協会 1979 適地調査

土地有効利用事業に係る西富久地区市街地再開発事業概略事業
構造作成 都市基盤整備公団 2001 基本構想

新宿区西富久地区市街地再開発事業に伴う事業構造検討業務 新宿区西富久地区
市街地再開発準備組合 2002 基本構想

四谷駅前地区第一種市街地再開発事業
       〃       に係る事業計画推進業務

(独)都市再生機構 2010-12 基本構想

       〃       に係る事業計画認可申請等事業推進業務
(独)都市再生機構 2012-14 事業計画

       〃       権利変換計画作成等事業推進業務 (独)都市再生機構 2015-17 権利変換計画

       〃       に係る事業計画推進等業務 (独)都市再生機構 2017-20 事業計画

渋谷区
同潤会青山アパート建て替え推進指導 建替え準備組合 1983 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

原宿団地建替え事業推進計画 住宅･都市整備公団 1985 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

原宿団地建替事業計画策定調査 住宅･都市整備公団 1986 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

「都営穏田アパート敷地有効活用検討調査委託(その２)」の一
部作業 ※ 2006 基本計画

墨田区
防災拠点再開発調査中央地区権利変換フレーム等の作成 ※ 1974 事業計画

防災拠点再開発調査両国地区権利変換フレーム等の作成におけ
る基礎調査 ※ 1975 事業計画

サンタウン立花管理規約案の策定 住宅･都市整備公団 1981 管理計画

東向島二丁目地区市街地再開発事業基本計画 墨田区 1985 基本計画

世田谷区
三軒茶屋地区再開発事業第２次基本計画調査 世田谷区＊ 1983,84 推進計画

複合型拠点に関する調査 世田谷区 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

芦花公園駅前地区再開発事業に係る補助金申請関連業務 ㈱ＵＲリンケージ 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

芦花公園南口地区第一種市街地再開発事業事業費検証業務 ㈱本郷計画事務所 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

台東区
台東４丁目西地区市街地再開発事業コーディネート協力業務 ※ 2009,10 基本構想

中央区
築地地区整備基本調査 (社)東京都市

再開発促進会 1982 基本構想

日本橋人形町・浜町河岸地区地区計画策定基礎調査 (社)全国市街地
再開発協会 1988,89 基礎調査

日本橋人形町・浜町河岸地区まちづくり推進調査 中央区･(社)全国
市街地再開発協会 1990-94 推進計画

晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業(東地区)補助対象事業
費算定業務 都市基盤整備公団 1997-00 事業計画

晴海一丁目地区第1-1街区(W棟)施設建物整備に係る権利者等調
整業務 都市基盤整備公団 1999-00 事業計画

湊二丁目東地区事業スキーム検討調査 都市基盤整備公団 2001 推進計画

勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業
       〃       に係る資金計画作成等 都市基盤整備公団 1999 事業計画

       〃       に係る事業計画策定業務 都市基盤整備公団 2000 事業計画

       〃       に係る事業計画及び権利変換計画策定業務 都市基盤整備公団 2001-03 事業計画

       〃       に係る事業計画推進業務 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2003-10 事業計画

再開発計画
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中央区 (つづき)
勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業 (つづき)
       〃       に係る民間業者導入検討業務 (独)都市再生機構

(都市基盤整備公団) 2003-06 事業計画

       〃       に係る資金計画等作成業務 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2004-07 事業計画

       〃       に係る権利変換計画作成業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃       に係る市街地再開発審査会運営等業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃       に係る権利変換計画に基づく配置設計図
　　　　　　　　作成業務 (独)都市再生機構 2006 権利変換計画

勝どき駅前地区及び晴海三丁目西地区に係る事業計画推進等業
務 (独)都市再生機構 2010,11 その他

勝どき月島周辺地域におけるまちづくり検討基礎調査業務 (独)都市再生機構 2016 基礎調査

晴海三丁目西地区に係る事業計画推進等業務 (独)都市再生機構 2012-17 その他

八重洲一丁目東地区再開発における土地区画整理事業の施行に
関する検討 ※

2011,16
-19 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

中央区内のモデル地区における市街地再開発事業に係る事業計
画検討等業務 (独)都市再生機構 2018-22

基本計画
～事業計画

千代田区
有楽町駅前地区市街地再開発事業基本計画 (財)都市計画協会 1978 基本計画

神保町一丁目南部地区市街地再開発事業
       〃      地友会への運営指導の協力他 ※ 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      整備プラン作成 千代田区 1989 基本計画

       〃      コーディネーター業務 神保町一丁目南部
地区再開発準備組合 1990-95 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

神保町一丁目南部地区市街地再開発事業
       〃      建物等の現況調査及び算定業務 神保町一丁目南部

地区再開発準備組合 1991-93 事業計画

       〃      資金計画作成 神保町一丁目南部
地区再開発準備組合 1994 事業計画

       〃      基本設計作成前提条件検討調査 ※ 1994 事業計画

富士見二丁目北部地区市街地再開発事業特定業務代行者公募選
定業務関連調査

(財)都市みらい
推進機構 2003 その他

平河町二丁目計画・連絡調整会議資料作成業務 森ビル株式会社 2003 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

平河町二丁目地区市街地再開発事業特定業務代行公募選定業務
関連調査

平河町二丁目地区市
街地再開発準備組合 2006 その他

淡路二丁目西部地区第一種市街地再開発事業特定業務代行候補
者選定対応業務

淡路二丁目地区市街
地再開発準備組合 2007 その他

豊島区
東池袋四丁目第２地区事業推進等補助業務 都市基盤整備公団 2003,04 推進計画

南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業権利変換計画作成
補助業務 ※ 2020-21 権利変換計画

東京圏ターミナル駅周辺における事業計画等検討業務 (独)都市再生機構 2020 基本計画

令和２年度造幣局南地区におけるまちづくり基本計画等検討業
務補助業務 （株）URリンケージ 2020 基本計画

中野区
中野四丁目東地区市街地再開発に関するコンサルタント ※ 1975 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

中野四丁目東地区計画に伴うコンサルティング業務 ※ 1977 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

中野四丁目東地区計画組合設立のための業務 中野4丁目東地区
市街地再開発準備組

合 1978 事業計画

中野坂上市街地再開発等事業計画調査 住宅･都市整備公団 1986,87 推進計画

中野坂上本町二丁目地区市街地再開発事業
       〃      事業化素案策定調査 住宅･都市整備公団 1988 推進計画

       〃      都市計画決定に関する図書作成 中野区 1989 推進計画

       〃      事業計画方針作成調査 住宅･都市整備公団 1989 事業方針

       〃      事業計画案作成調査 住宅･都市整備公団 1990,91 事業方針

       〃      権利変換計画等作成 住宅･都市整備公団 1992 権利変換計画

       〃      保留床処分企画広報業務 住宅･都市整備公団 1993 権利変換計画

       〃      事業収支等検討調査 住宅･都市整備公団 1992-94 事業計画

       〃      保留床処分に係る事業収支等調査 住宅･都市整備公団 1995 事業計画

再開発計画
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練馬区
石神井公園駅南口地区まちづくりコンサルタント派遣 練馬区 1987-91 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

石神井公園駅南口地区街づくり推進計画 練馬区 1988 推進計画

大泉学園駅前地区市街地再開発事業
       〃      事業計画案作成に関する調査 住宅･都市整備公団 1989-91 推進計画

       〃      都市計画決定関連資料作成 練馬区 1990 推進計画

       〃      資金計画作成調査 住宅･都市整備公団 1991 事業計画

       〃      推進都市計画法第53条他調査 住宅･都市整備公団 1992 事業計画

       〃      床処分計画に伴う資金計画作成他調査 住宅･都市整備公団 1993 事業計画

       〃      事業計画作成他に関する調査 住宅･都市整備公団 1994 事業計画

       〃      権利変換計画書作成等調査 住宅･都市整備公団 1995 権利変換計画

       〃      事業収支計画 住宅･都市整備公団 1996 事業計画

       〃      補助金及び負担金確定等調査 住宅･都市整備公団 1997 事業計画

       〃      事業資料等集成 住宅･都市整備公団 1997 その他

       〃      説明映像資料作成 住宅･都市整備公団 1997 その他

       〃      補助金関連等調整補助業務 住宅･都市整備公団 1998 事業計画

       〃      事業推進等補助業務 都市基盤整備公団 1998-03 事業計画

       〃      全体設計承認申請資料作成 都市基盤整備公団 1999-00 事業計画

       〃      権利変換計画変更等調査 都市基盤整備公団 1999-01 権利変換計画

       〃      市街地再開発事業補助金申請等補助業務 都市基盤整備公団 2000-02 事業計画

大泉学園駅周辺地区共同化計画等策定調査 練馬区 1990,91 基礎調査

文京区
後楽２丁目東地区市街地再開発事業
        〃       事業計画作成 後楽2丁目東地区

再開発準備組合 1989 事業計画

        〃       コーディネーター業務 後楽2丁目東地区
再開発準備組合 1990-92 事業計画

        〃       資金計画作成 後楽2丁目東地区
再開発準備組合 1992 事業計画

        〃       作業委託 後楽二丁目東地区
市街地再開発組合 1994 事業計画

        〃       実施設計業務付帯事務 後楽二丁目東地区
市街地再開発組合 1995 事業計画

港区
六本木一丁目西地区再開発基本計画策定調査 (社)全国市街地

再開発協会 1989,90 基本計画

六本木一丁目西地区地区計画等調査 (社)全国市街地
再開発協会 1991,92 基本計画

六本木一丁目西地区地区計画事業化促進業務 港区 1993,93 基本計画

北青山三丁目地区事業推進計画検討資料作成等業務 (独)都市再生機構 2007 基本計画

北青山三丁目地区事業推進計画検討資料作成等業務 (独)都市再生機構 2014 権利変換計画

港区内の特定緊急輸送道路沿道における事業推進計画検討業務 (独)都市再生機構 2015,16 基本計画

虎ノ門二丁目地区権利変換計画作成等業務 (独)都市再生機構 2014-16 権利変換計画

虎ノ門二丁目地区に係る事業推進業務 (独)都市再生機構 2017-20 その他

平成28年度環状２号線新橋・虎ノ門周辺事業計画作成等支援業
務 (独)都市再生機構 2016-18 基本構想

港区における市街地再開発事業の事業計画等に係る基礎的検討
業務 (独)都市再生機構 2017-20 基本構想

愛宕山周辺地区(F･G地区)市街地再開発事業に係る事業計画推
進業務 (独)都市再生機構 2018-21 事業計画

港区エリアにおけるまちづくり事業化検討業務 (独)都市再生機構 2018-21 基本構想

都心部におけるまちづくり推進方策検討業務 (独)都市再生機構 2018 基本構想

小金井市
武蔵小金井駅北口開発計画調査 都市基盤整備公団 2000 構想計画

武蔵小金井駅南口第1地区市街地再開発事業
       〃      都市計画要素検討調査 都市基盤整備公団 2000 都市計画

       〃      事業計画素案検討調査 都市基盤整備公団 2000 事業計画

       〃      に係る都市計画に関する図書作成業務 都市基盤整備公団 2001,02 都市計画

       〃      事業計画案検討調査 都市基盤整備公団 2001,02 事業計画

       〃      に係る資金計画作成業務 都市基盤整備公団 2003 事業計画

       〃      事業計画検討調査(その２)業務 都市基盤整備公団 2003 事業計画

       〃      権利変換計画調整業務 (独)都市再生機構 2004 権利変換計画

再開発計画
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小金井市 (つづき)
武蔵小金井駅南口第1地区市街地再開発事業 (つづき)
       〃      に係る市民啓蒙活動検討及びPRツール
　　　　　　　 作成業務 (独)都市再生機構 2004 その他

       〃      権利変換計画作成業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃      配置設計図等作成業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃      審査会運営等業務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

       〃      全体設計承認関連業務 (独)都市再生機構 2006,07 その他

       〃      事業推進関連業務 (独)都市再生機構 2006-09 その他

       〃      事業計画推進業務 (独)都市再生機構 2010,11 その他

武蔵小金井駅周辺まちづくり整備計画作成業務(その２) 都市基盤整備公団 2001,02 整備計画

ＪＲ中央本線における再開発事業化検討調査業務の一部に係る
支援業務 （株）日建設計 2009 基本構想

国分寺市
国分寺駅北口周辺市街地再開発等基本調査 (財)都市計画協会 1974 基本計画

国分寺駅北口都市整備に関する地元意向調査 国分寺市 1976 意向調査

国分寺駅北口周辺整備基本構想策定準備調査 国分寺市 1977 整備構想

国分寺駅北口周辺整備基本構想 国分寺市 1978 基本構想

国分寺駅北口開発基本計画 国分寺市 1979 基本計画

国分寺駅北口再開発事業計画(その１) 国分寺市 1980 事業計画

西国分寺駅周辺地区整備構想計画 日本住宅公団 1977 整備構想

西国分寺駅周辺地区整備基本構想策定調査 国分寺市 1977 基本構想

西国分寺駅周辺地区整備基本構想 国分寺市 1986 基本構想

西国分寺駅周辺地区整備推進委託 国分寺市 1988 推進計画

西国分寺駅前地区再開発事業推進計画 国分寺市 1979 推進計画

西国分寺駅前地区基本計画(その２) 住宅･都市整備公団 1981 基本計画

西国分寺駅前地区基本計画(追加作業) 住宅･都市整備公団 1983 基本計画

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業実施計画 住宅･都市整備公団 1984 推進計画

       〃      事業計画 住宅･都市整備公団 1985 事業計画

       〃      事業権利変換計画 住宅･都市整備公団 1986 権利変換計画

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業再開発審査会関連業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

西国分寺駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業推進業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

       〃      権利変換に関する業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

       〃      ビル管理規約策定 都市再開発(株) 1989 管理規約

西国分寺周辺地区整備基本計画に関わる事業計画ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ※ 1990 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

西国分寺地区特定住宅市街地総合整備促進事業 国分寺市 1990-92 基本構想

西国分寺駅東地区市街地再開発事業
       〃      事業整備の事業化に向けての調査 国分寺市 1992 基礎調査

       〃      事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1992,93 基礎調査

       〃      整備基本構想策定調査 住宅･都市整備公団 1994 基本構想

       〃      駐車場整備方策検討 駐車場整備推進機構 1995 整備方針

       〃      事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1995-01 推進計画

       〃      都市計画に関する図書作成 住宅･都市整備公団 1996 推進計画

       〃      都市計画決定図書作成 国分寺市 1998 推進計画

       〃      事業に係る資金計画等作成業務 都市基盤整備公団 2000 事業計画

       〃      権利変換計画作成業務 都市基盤整備公団 2002 権利変換計画

       〃      審査会運営等業務 都市基盤整備公団 2002 権利変換計画

       〃      事業に係る配置設計等作成業務 都市基盤整備公団 2002 権利変換計画

       〃      事業に関わる事業推進関連業務 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2003-06 その他

       〃      事業及び西国分寺地区住宅市街地総合整備
　　　　　　　 事業に係る事業史の原稿作成業務 (独)都市再生機構 2007 その他

立川市
西立川駅南地区候補地事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1997,98 基本構想

再開発計画
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多摩市
聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区開発計画検討調査 住宅･都市整備公団 1988 整備計画

聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区開発整備事業化促進作業 多摩市 1989 整備計画

聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区開発整備計画策定 住宅･都市整備公団 1989 整備計画

聖蹟桜ヶ丘駅南第２地区事業化検討調査 住宅･都市整備公団 1989,90 整備計画

聖蹟桜ヶ丘南地区市街地再開発事業
      〃     事業化計画作成調査 住宅･都市整備公団 1991 推進計画

      〃     都市計画策定調査 住宅･都市整備公団 1992 推進計画

      〃     事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1992,93 事業計画

      〃     事業計画策定等調査 住宅･都市整備公団 1995 事業計画

      〃     事業計画認可に向けての権利変換等作成 住宅･都市整備公団 1995 権利変換計画

      〃     審査会運営等業務 住宅･都市整備公団 1996 権利変換計画

      〃     権利変換計画作成 住宅･都市整備公団 1996 権利変換計画

      〃     配置設計等作成 住宅･都市整備公団 1996 権利変換計画

      〃     事業推進に伴う資金計画策定 住宅･都市整備公団 1997 事業計画

      〃     事業に伴う補助金交付申請資料作成調整等業務 住宅･都市整備公団 1998-00 事業計画

      〃     事業推進に伴う資金計画策定等業務 住宅･都市整備公団 1998-00 事業計画

町田市
原町田二・三丁目地区市街地整備基本計画 東京都住宅供給公社 1986 基本計画

北海道
札幌市琴似地区再開発計画コンサルティング ※ 1974 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

公共施設ファシリティコスト実態調査の内、施設運用実態分析 北電総合設計㈱ 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

岩手県
水沢市中央地区市街地再開発事業
       〃      基本計画作成 (社)全国市街地

再開発協会 1978 基本計画

       〃      推進計画作成 水沢市 1979 推進計画

       〃      事業計画作成 横町一番街再開発
準備組合 1980 事業計画

       〃      権利変換計画作成 横町一番街市街地
再開発組合 1981 権利変換計画

盛岡駅前第１地区第一種市街地再開発事業 事業計画 盛岡駅前第1市街地
再開発組合＊ 1978 事業計画

北上市本通り二丁目地区市街地再開発事業基本計画 北上市 1988 基本計画

北上市諏訪町地区市街地再開発事業
       〃      推進計画作成 北上市 1993,94 推進計画

       〃      諏訪町地区事業計画 北上市諏訪町地区
市街地再開発準備組

合 1995 事業計画

       〃      諏訪町地区事業推進業務 北上市諏訪町地区
市街地再開発準備組

合 2000-03 事業計画

北上市本通り地区・諏訪町地区市街地再開発事業
       〃      基本計画策定 北上市 1992 推進計画

       〃      商業施設コンセプト 北上市市街地再開発
準備組合連合会 1993 基本計画

北上市本通り･新穀町地区市街地再開発事業
       〃      推進計画作成 北上市 1993,94 推進計画

       〃      本通り二丁目ブロック事業計画 北上市本通り地区
市街地再開発準備組合 1994,95 事業計画

       〃      新穀町ブロック事業計画 北上市新穀町市街地
再開発準備組合 1994,95 事業計画

       〃      本通り地区実施計画策定 北上市 1997 事業計画

       〃      本通り地区権利変換計画作成業務 北上市本通り･新穀町
地区市街地再開発組合 1998 権利変換計画

       〃      本通り地区変更手続･調整事務 北上市本通り･新穀町
地区市街地再開発組合 1999 事業計画
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宮城県
三日町二丁目第一地区市街地再開発事業
       〃      事業推進に係る施設事業計画作成 気仙沼市 1996 事業計画

       〃      推進計画作成 (社)全国市街地
再開発協会 1996 推進計画

福島県
（仮称）須賀川市八幡町地区第一種市街地再開発事業に係る認
可申請図書作成等業務 (独)都市再生機構 2012 権利変換計画

茨城県
土浦駅前北地区市街地再開発事業
       〃      事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1992 基本計画

       〃      事業計画案策定調査 住宅･都市整備公団 1993,94 基本計画

       〃      権利者合意形成等 住宅･都市整備公団 1993 推進計画

       〃      保留床処分計画検討調査(その1) (株)都市整備
センター 1993 推進計画

       〃      都市計画決定に向けての調査 住宅･都市整備公団 1995 推進計画

       〃      権利変換方針策定調査 住宅･都市整備公団 1996 推進計画

       〃      事業計画具体化調査 住宅･都市整備公団 1997 推進計画

       〃      都市計画決定に向けての策定調査(その3) 住宅･都市整備公団 1998 推進計画

       〃      市街地再開発基本計画策定業務 都市基盤整備公団 2003 基本計画

       〃      まちづくり調査推進計画策定業務 (独)都市再生機構 2005 推進計画

土浦市有明西地区市街地再開発事業基本計画策定業務(その3) 住宅･都市整備公団 1991 基本計画

神峰町１丁目市街地再開発事業
       〃      事業計画のコンサルタント業務 個人施行者 1979 事業計画

       〃      事業権利変換計画業務 神峰町1丁目市街地
再開発組合 1984 権利変換計画

埼玉県
霞ヶ丘団地建替基本計画作成調査 住宅･都市整備公団 1989 基本計画

上福岡駅西口地区建替基本計画作成 住宅･都市整備公団 1989 基本計画

川口駅東口Ｃブロック共同ビル計画 川口市 1983 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

川口駅周辺地区特定住宅市街地総合整備促進事業整備計画調査
川口市 1986 整備構想

川口駅周辺地区推進検討調査 住宅･都市整備公団 1988 推進計画

川口駅前東口第一工区市街地再開発事業推進調査 川口市 1987 基本設計

川口一丁目再開発事業コンサルティング業務 再開発協議会 1987 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

川口一丁目再開発事業権利者対応等コンサルティング業務 川口1丁目市街地
再開発準備組合 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

川越駅東口市街地再開発事業適地調査 日本住宅公団 1974 適地調査

川越駅東口地区市街地再開発事業基本計画作成 日本住宅公団 1975 基本計画

川越駅東口市街地再開発事業
       〃      事業コンサルタント業務 ※ 1976 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      事業権利調整及び商業指導 川越市 1983 推進計画

       〃      事業権利変換計画作成 川越市 1986 権利変換計画

       〃      事業施設建築物管理運営計画作成 川越市 1987 権利変換計画

       〃      事業促進業務 川越市 1988 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      事業管理規約素案の作成 川越市 1989 管理運営

       〃      事業施設建築物の価格確定業務 川越市 1990 価格確定

       〃      事業誌作成 川越市 1990 その他

川越駅前脇田町地区市街地再開発事業
       〃      事業事業計画作成 日本住宅公団 1976 事業計画

       〃      施設計画作成 日本住宅公団 1976 基本設計

       〃      権利変換計画作成 日本住宅公団 1978

       〃      施設建築物の管理に関する調査 日本住宅公団 1979 管理運営

川越市高度利用地区指定に伴う共同ビル事業計画作成 川越市 1983 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

行田駅前地区開発基本構想調査 (株)都市整備
センター 1992 基本構想

越谷駅西口地区整備計画調査 越谷市 1989 整備計画

さいたま新都心都市拠点整備事業民間施設立地誘導検討関連調
査(その2) 都市みらい推進機構 1993 基礎調査

整備計画推進調査 川口市 1988 推進計画
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埼玉県 (つづき)
通勤新線第３駅周辺地区市街地整備推進調査 住宅･都市整備公団 1983 基礎調査

所沢市旧町地区再開発事業コンサルティング 所沢市 1984 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

武蔵浦和駅東口・西口市街地再開発等調査(Ｂ) 浦和市 1987 推進計画

武蔵浦和駅前地区再開発適地調査 住宅･都市整備公団 1987-90 推進計画

武蔵浦和駅前地区市街地再開発事業
       〃      事業推進計画等 浦和市 1988-90 推進計画

       〃      パンフレット等作成 住宅･都市整備公団 1991 その他

       〃      公共施設整備基本計画策定 浦和市 1991 基本計画

武蔵浦和駅第１街区地区市街地再開発事業
       〃      地区計画検討調査 住宅･都市整備公団 1991 推進計画

       〃      地区コンセプト及び事業計画検討調査 都市基盤整備公団 2003 基本構想

       〃      事業計画検討調査(その２) (独)都市再生機構 2004 基本構想

       〃      地区事業計画調整業務 (独)都市再生機構 2005 基本構想

       〃      事業計画推進業務 (独)都市再生機構 2006 推進計画

       〃      事業検討業務(その１) (独)都市再生機構 2007 事業計画

       〃      事業検討業務(その２) (独)都市再生機構 2007 事業計画

       〃      事業検討業務(その３) (独)都市再生機構 2007 事業計画

　　 　〃　　　事業計画作成等調整業務 (独)都市再生機構 2008,09 事業計画

　　 　〃　　　権利変換計画書案作成等業務 (独)都市再生機構 2008,09 権利変換計画

　　 　〃　　　市街地再開発審査会運営等業務 (独)都市再生機構 2008,09 権利変換計画

　　 　〃　　　事業推進等調整業務 (独)都市再生機構 2010-12 事業計画

　　 　〃　　　事業推進にかかる資料作成等業務 (独)都市再生機構 2013 事業計画

　　 　〃　　　事業推進等調整にかかる資料作成等業務 (独)都市再生機構 2014-16 事業計画

　　 　〃　　　補助対象事業費算定等業務委託 野村不動産㈱ 2014-17 その他

武蔵浦和駅第６街区市街地再開発事業
       〃      都市計画決定に係る図書等作成 住宅･都市整備公団 1994 推進計画

       〃      事業認可に係る図書等作成 住宅･都市整備公団 1996 事業計画

       〃      権利変換計画調整業務 住宅･都市整備公団 1997 権利変換計画

       〃      全体設計承認申請書等作成業務 都市基盤整備公団
(住宅･都市整備公団) 1997-01 事業計画

武蔵浦和地区－都市・居住環境整備重点地域基本計画見直し調
査(その２) さいたま市 2003 基本構想

武蔵浦和駅周辺地区まちづくり策定業務 ※ 2012 基礎調査

千葉県
市川市八幡三丁目都市再開発事業基礎調査 市川市 1979 基礎調査

市川市本八幡市街地再開発等調査 市川市 1981 基本計画

市川市本八幡Ｂ地区市街地再開発等調査 市川市 1984 推進計画

市川市本八幡Ｂ地区市街地再開発事業計画 本八幡B地区再開発
準備組合 1986 事業計画

市川駅南口Ａ地区市街地再開発事業
       〃      整備計画 住宅･都市整備公団 1983 推進計画

       〃      基本計画策定調査 住宅･都市整備公団 1986 推進計画

       〃      事業推進計画 住宅･都市整備公団 1988 推進計画

       〃      事業推進調査にかかる事業計画調査 住宅･都市整備公団 1989 推進計画

       〃      権利者意向等調査 住宅･都市整備公団 1990 推進計画

       〃      事業計画検討調査 住宅･都市整備公団 1991-93 推進計画

       〃      資金計画作成調査 住宅･都市整備公団 1994 推進計画

       〃      事業計画再検討調査 住宅･都市整備公団 1995 推進計画

       〃      基本計画及び資金計画作成業務 住宅･都市整備公団 1998,99 推進計画

       〃      資金計画作成業務 都市基盤整備公団 2000 事業計画

市川駅南口Ｂ地区市街地再開発事業
       〃      事業等調査 市川市 1981 基礎調査

       〃      事業等調査Ｂ 市川市 1982 基本計画

       〃      事業調査 市川市 1984 推進計画

       〃      事業推進計画 市川市 1986 推進計画

       〃      事業調査(その２) 市川市 1988 推進計画

       〃      事業推進調査 市川市 1988-97 推進計画

       〃      事業費算定業務 市川市 1998 事業計画

再開発計画
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千葉県 (つづき)
市川駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業費修正業務 市川市 1999 事業計画

       〃      権利変換計画作成等業務 市川市 2002 権利変換計画

       〃      再開発審査会運営等業務 市川市 2002 権利変換計画

       〃      権利変換計画修正等業務 市川市 2003,05 権利変換計画

       〃      再開発審査会運営等業務 市川市 2003,04 権利変換計画

       〃      特定建築者公募要領等作成業務 市川市 2003 事業計画

       〃      事業推進業務 市川市 2004-06 推進計画

       〃      再開発審査会運営業務 市川市 2007-09 権利変換計画

       〃      商業施設内装設計等調整業務 市川市 2007,08 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      権利者対応支援業務 市川市 2007 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      権利変換計画図書変更等業務 市川市 2008 権利変換計画

       〃      総合調整業務に伴う住宅棟に係る管理規約
　　　　　　 　の検討業務 (株)再開発計画技術 2004 管理運営

       〃      施設管理規約作成等業務 三井不動産(株)、野村不動産
(株)、清水建設(株) 2005,06 管理運営

       〃      Ａ街区管理組合運営等コンサルティング
　　　　　　　 業務委託 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ(株)

野村不動産(株)、清水建設(株) 2007-08 管理運営

       〃      補助対象事業費算定等業務 三井不動産(株)、野村不動産
(株)、清水建設(株) 2005-08 その他

       〃      補助対象事業費算定等業務 大成建設(株)、(株)奥村組 2005-08 その他

       〃      総合コーディネーター業務 (株)再開発技術 2006 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

       〃      建築施設の部分の整備費用算定等業務委託 市川市 2009 権利変換計画

千葉市Ｅ区公共公益施設用地の土地利用基本構想策定 千葉市 1989 基本構想

松戸市小金原地区センター再開発事業基本計画策定 ※ 1989 基本計画

茂原駅南口地区市街地再開発事業
       〃      事業基本設計 茂原市＊ 1985 事業計画

       〃      権利変換計画作成 茂原市 1987 推進計画

       〃      権利変換変更計画作成 茂原市 1989 権利変換計画

       〃      再開発ビル管理運営方針指導業務 茂原市 1990 管理運営

       〃      再開発ビル管理規約等作成 茂原市 1991 管理運営

       〃      施設建築物の価格確定業務 茂原市 1992 価格確定

神奈川県
鹿島田駅西地区市街地再開発事業調査 都市基盤整備公団 1999-02 事業計画

金沢八景駅周辺地区整備基本構想策定 横浜市 1982 基本構想

金沢八景駅前再開発推進計画・同基本計画(その１) 横浜市 1984 推進計画

金沢八景駅前再開発基本計画 横浜市 1985 推進計画

金沢八景駅東口地区市街地再開発事業基本計画作成 (社)全国市街地
再開発協会 1986 基本計画

金沢八景駅東口地区市街地再開発事業推進指導 横浜市 1986-88 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

上大岡駅周辺市街地再開発事業適地調査 住宅･都市整備公団 1995 適地調査

上大岡駅Ｂ・Ｃ地区再開発検討調査 住宅･都市整備公団 1995 基本構想

上大岡駅Ｃ地区事業化推進調査 横浜市 1997 推進計画

上大岡駅Ｃ地区地区計画等策定業務 横浜市 1997 推進計画

川崎駅前団地(仮称)の管理･運営に関する調査 住宅･都市整備公団 1983 管理計画

川崎東田町８番地地区市街地再開発事業
       〃      事業方針調査 住宅･都市整備公団 1984,85 推進計画

       〃      事業計画方針作成調査 住宅･都市整備公団 1985,86 事業計画

       〃      事業資金計画 住宅･都市整備公団 1986 事業計画

       〃      事業権利変換計画 住宅･都市整備公団 1986 権利変換計画

       〃      権利変換計画の見直し等業務 住宅･都市整備公団 1987 権利変換計画

       〃      事業費等検討調査 住宅･都市整備公団 1988-90 事業計画

       〃      事業記録作成 住宅･都市整備公団 1989,90 その他

       〃      事業記録ビデオ作成 川崎市 1990 その他

相模大野駅西側地区市街地再開発事業 ※ 1991,92 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

戸塚駅東口地区整備事業化検討調査 横浜市 1992 基礎調査

戸塚駅東口地区整備事業推進計画策定調査 横浜市 1993 推進計画

戸塚駅東口地区周辺整備策定調査 横浜市 1994 整備計画

再開発計画
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神奈川県 (つづき)
長津田駅北側Ａ地区基本計画策定調査 横浜市 1988 基本計画

長津田駅北側Ａ地区推進計画策定調査(調査Ｂ) 横浜市 1989 推進計画

長津田駅南口再開発計画 その２ ※ 1989 推進計画

野毛町三丁目地区市街地再開発事業の補償基準 (社)全国市街地
再開発協会 1978 事業計画

野毛町３丁目北地区(中税跡地周辺地区)市街地再開発事業
       〃      中税務署跡地周辺地区再開発事業基本計画
　　　　　　　 推進調査 横浜市 1994 基本計画

       〃      推進業務 横浜市 1995 推進計画

       〃      事業計画作成(測量調査等) 横浜市住宅供給公社 1996 事業計画

       〃      事業計画作成(資金計画作成) 横浜市住宅供給公社 1996 事業計画

       〃      推進計画作成業務 横浜市住宅供給公社 1996 推進計画

       〃      権利変換計画作成業務 横浜市住宅供給公社 1996 権利変換計画

       〃      推進計画作成業務 横浜市住宅供給公社 1998-02 推進計画

       〃      パンフレット作成業務 横浜市住宅供給公社 1998 その他

       〃      事業史ビデオ作成業務 横浜市住宅供給公社 1998 権利変換計画

       〃      価額確定業務 横浜市住宅供給公社 2001 権利変換計画

本厚木駅北口周辺整備計画 厚木市 1981 基本計画

武蔵小杉駅周辺地区における事業化検討調査 (独)都市再生機構
(都市基盤整備公団) 2003-05 基本構想

横須賀市汐入Ｊ街区市街地再開発適地調査 住宅･都市整備公団 1989 適地調査

横須賀市本町三丁目地区市街地再開発事業推進計画策定調査
住宅･都市整備公団 1989 推進計画

厚木駅南地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換計画書作
成業務 ㈱ＵＲリンケージ 2019 権利変換計画

新潟県
長岡市中心市街地構造改革事業の事業化検討業務(その１) (社)全国市街地

再開発協会 2004 基本構想

長岡市大手通坂之上町地区における事業計画及び権利変換計画
推進等業務 (独)都市再生機構 2019-25

権利変換計画
～推進計画

長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業
Ａ-1街区特定建築者建設工事補助対象事業費算定等業務委託

大和ハウス工業(株)
東京本店 2020-23 その他

静岡県
静岡駅南口地区市街地再開発事業 静岡市 1986 事業計画

静岡駅南口Ｄ・Ｅ地区市街地再開発事業
       〃      事業推進業務 静岡駅南口D･E地区

市街地再開発準備組 1988 推進計画

       〃      事業推進業務 ※ 1989 推進計画

       〃      事業推進業務 静岡駅南口D･E地区
市街地再開発準備組 1990 推進計画

       〃      事業計画作成 静岡駅南口D･E地区
市街地再開発準備組 1990 事業計画

       〃      権利変換計画作成 静岡駅南口D･E地区
市街地再開発準備組 1991 権利変換計画

       〃      事業推進業務 静岡駅南口第一地区
市街地再開発組合 1992,93 推進計画

静岡駅南口第一地区市街地再開発事業
       〃      権利変換計画管理等 静岡駅南口第一地区

市街地再開発組合 1994 権利変換計画

       〃      施設建築物管理運営計画検討 静岡駅南口第一地区
市街地再開発組合 1995 管理運営

       〃      事業計画管理 静岡駅南口第一地区
市街地再開発組合 1995 管理運営

静岡駅南口周辺地区街づくり推進計画策定 静岡市 1996,97 推進計画

東静岡地区建物共同化検討調査 静岡市 1998 推進計画

掛川駅前東街区・駅周辺整備計画作成業務 ※ 2005 整備計画

三島駅周辺地区南口東街区市街地整備検討業務 (独)都市再生機構 2015 基本計画

愛知県
東海市尾張横須賀駅西第２地区市街地再開発事業
       〃      施行区域設定調査 東海市 1993 推進計画

       〃      推進計画案作成調査 東海市 1994 推進計画

再開発計画
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愛知県 (つづき)
東海市横須賀地区市街地再開発事業
       〃      指導委託等 東海市 1995,96 推進計画

       〃      基本計画 (社)全国市街地
再開発協会 1987 基本計画

       〃      施行地区設定調査 東海市 1988 推進計画

       〃      推進計画案作成 東海市 1989 推進計画

       〃      推進計画作成 東海市 1990 推進計画

       〃      事業計画案作成 東海市 1992 事業計画

       〃      事業計画作成調査 横須賀本町地区
再開発準備組合 1994 事業計画

       〃      都市計画決定･組合設立認可申請 東海市 1995 事業計画

       〃      権利変換計画作成 横須賀本町市街地
再開発組合 1998 権利変換計画

       〃      事業推進業務 横須賀本町市街地
再開発組合 1999-01 推進計画

西枇杷島町二ツ杁駅前地区市街地再開発事業基本計画 西枇杷島町 1988 基本計画

西枇杷島町二ツ杁駅前地区市街地再開発事業地元推進調査 西枇杷島町 1989 推進計画

大阪府
北浜四丁目地区における事業計画及び権利変換計画の検討業務

(株)URサポート 2004 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

淀屋橋地区第一種市街地再開発事業に係る資金計画等作成業務
(独)都市再生機構 2004 事業計画

淀屋橋地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換計画作成業
務 (独)都市再生機構 2005 権利変換計画

沖縄県
沖繩県既成市街地整備計画 沖縄県 1979 整備構想

樋川第三住宅地区改良事業等計画基礎調査 那覇市＊ 1986 基本構想

大道住宅地区改良事業計画基礎調査 那覇市＊ 1987 基本構想

名護十字路Ｃ地区再開発基本計画策定 名護市 1987 基本構想
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