
■地域計画関連

■総合計画関連

■都市計画関連

■その他関連計画

発注者名 業務件名

平成１６年度

茨城県　　岩井市 １６市単街路委託第２号岩井辺田地区都市再生整備計画書作成業務委託

茨城県　　千代川村 （仮称）やすらぎの里公園内農産物直売所及び加工施設検討支援業務委託

茨城県　　千代川村 「第８回全国Ｅボート大会in鬼怒川」実施報告書作成委託

茨城県　　千代川村 蚕飼地区に係る都市再生整備計画（案）等作成業務委託

茨城県　　千代川村 （仮称）やすらぎの里公園整備に係る農用地除外申請支援業務委託

茨城県　　結城市 １６国補第１号農村振興基本計画作成業務委託

神奈川県　大井町 平成16年度夢おおい２１プラン後期基本計画策定調査委託

神奈川県　大井町 町づくり住民ニーズ調査等委託業務（緊急地域雇用創出特別対策市町村補助事業分）

神奈川県　南足柄市 平成１６年度都市計画変更図書作成

神奈川県　山北町 平成１６年度山北町第４次総合計画中期基本計画策定業務委託

神奈川県　山北町 平成１６年度山北町用途指定調査検討業務委託

神奈川県　山北町 平成１６年度山北町生涯スポーツ推進プラン策定委託業務

神奈川県　山北町 山北町生涯スポーツ推進プラン策定に伴う計画書作成委託業務

神奈川県　大和市 平成１６年度商業地整備推進調査委託（その１）

神奈川県　大和市 平成１６年度商業地整備推進調査委託（その２）

埼玉県　　伊奈町 伊奈町総合振興計画策定業務委託

埼玉県　　伊奈町 伊奈町立小・中学校児童・生徒数推計調査業務委託

千葉県　　浦安市 新しい公共施設のあり方に関する検討調査業務委託（その２）

千葉県　　柏市 市内商店街等活性化基礎調査委託事業

千葉県　　八千代市 八千代市第３次総合計画後期基本計画策定支援業務委託

古河市・総和町・三和町合併協議会 新市建設計画策定支援業務委託

古河市・総和町・三和町合併協議会 新市建設計画ダイジェスト版作成業務委託

平成１７年度

茨城県　　阿見町 １７起地本一公区１－６０４０都市計画決定図書作成業務

茨城県　　古河市 第１次古河市総合計画サポート業務

茨城県　　筑西市 筑西市総合計画策定業務委託

茨城県　　千代川村 蚕飼地区に係るまちづくり総合支援業務委託

茨城県　　常陸大宮市 常陸大宮市総合計画策定業務委託

茨城県　　結城市 １７市単第１号都市再生整備計画作成委託

神奈川県　海老名市 平成１７年度交通量調査委託

神奈川県　大井町 平成１７年度夢おおい２１プラン後期基本計画策定調査委託

神奈川県　箱根町 緑の基本計画策定事業　緑の基本計画改訂委託

神奈川県　真鶴町 第３次真鶴町総合計画後期基本計画策定業務

神奈川県　山北町 平成１７年度山北町緑の基本計画策定業務委託

神奈川県　湯河原町 平成１７年度緑の基本計画作成委託

長野県佐久広域連合

山形県　　上山市 第６次上山市振興計画策定業務

株式会社フジヤマ 平成１６年度（都）磐田山梨線事業化検討業務委託

株式会社フジヤマ 平成１７年度遠州豊田PA周辺地区都市再生整備計画作成業務

株式会社レック都市地域研究所 ＫＮＤまちづくりコンセプト検討業務

広域都市基盤整備計画、広域市町村計画等広域関連計画、新市建設計画、地域振興計画・観光計画　等

都市計画区域マスタープラン、都市計画マスタープラン、都市計画基礎調査、各種都市計画の決定・変更　等

道路・交通関連計画、公園・緑地関連計画、緑の基本計画、住宅・住宅地関連計画、景観計画、商業・商業地関連計画、

中心市街地活性化基本計画（ＴＭＯ）、各種アンケート調査、交通量調査、パンフレット企画・編集　等

平成１７年度佐久地域「広域行政圏計画後期基本計画」策定に関する住民アンケート調査業務

市町村総合計画、国土利用計画　等
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発注者名 業務件名

平成１８年度

アクリーグ株式会社 １８単都第１８号　都市計画決定図書作成業務委託

茨城県　　阿見町 １８起地本一公区１－６０１０地区計画パンフレット作成業務

茨城県　　笠間市 笠間市総合計画策定業務委託

茨城県　　古河市 都市再生整備計画（古河駅西口地区）策定サポート業務

茨城県　　古河市 古河市地域福祉計画策定業務委託

茨城県　　古河市 古河市障害福祉計画策定業務委託

茨城県　　常陸大宮市 常陸大宮市総合計画策定業務委託

茨城県　　結城市 社会実験等検討部会支援委託

茨城県　　結城市 結城市都市計画基礎調査業務委託

茨城県　　結城市 第１号　結城第一工業団地拡大地区事業化検討調査業務委託

茨城県　　龍ヶ崎市 龍ケ崎市都市計画マスタープラン改訂調査業務委託

神奈川県　開成町 平成１８年度開成町都市計画マスタープラン改訂業務委託

神奈川県　秦野市 平成１８年度市街化農地の計画的宅地化調査委託業務

神奈川県　南足柄市 第６回線引き見直しに係る準備業務委託

平成１９年度

茨城県　　古河市 古河市まちなか再生市民広場整備基本計画

茨城県　　古河市 古河市都市計画基礎調査

茨城県　　五霞町 五霞ＩＣ周辺地区具体化検討調査

茨城県　　五霞町

茨城県　　筑西市 筑西広域市町村圏計画策定

茨城県　　八千代町 八千代町地区計画申請図書作成等

茨城県　　八千代町 八千代町都市計画マスタープラン印刷製本

茨城県　　八千代町 八千代町都市計画基礎調査

茨城県　　龍ヶ崎市 龍ケ崎市つくばの里工業団地拡張事業検討

神奈川県　開成町 開成町都計区域整備、開発及び保全の方針

神奈川県　松田町 松田町都計区域整備、開発及び保全の方針

神奈川県　湯河原町 湯河原町都市計画区域マスタープラン策定

神奈川県　湯河原町 湯河原町都市計画基礎調査（その２）

五霞町都市計画基礎調査

茨城県都市計画区域マスタープラン 下館・結城都市計画区域マスタープラン附図
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発注者名 業務件名

平成１９年度

稲敷地方広域市町村組合 稲敷地方広域市町村圏計画策定

神奈川県　山北町

神奈川県　山北町 山北町都市計画変更図書作成（下水道）

神奈川県　山北町 山北町第４次総合計画後期基本計画

東京都　　町田市 町田駅周辺における広場機能等に関する基礎調査

株式会社フジヤマ 天竜川駅周辺基本計画策定業務

平成２０年度

茨城県　　古河市 古河駅西口地区まちづくり支援業務

茨城県　　古河市 古河市都市整備構想(案）策定

茨城県　　古河市 片田南西部地区土地利用アンケート調査分析

茨城県　　五霞町 第５次五霞町総合計画策定

茨城県　　五霞町 五霞町都市計画決定等業務（道路・地区計画）

茨城県　　都市計画課 都市計画区域マスタープラン（県西地域）策定

茨城県　　坂東市 辺田地区地区計画策定業務委託

茨城県　　龍ヶ崎市 龍ケ崎市まちづくり市民アンケート集計等

茨城県　　龍ヶ崎市 スポーツ振興基本計画策定に係る市民意識調査

神奈川県　開成町 開成町南部地区都市計画変更業務

神奈川県　秦野市 秦野駅南部（今泉地区）まちづくり基本調査等①

神奈川県　秦野市 秦野駅南部（今泉地区）まちづくり基本調査等②

神奈川県　松田町 まちづくり構想検討基礎調査業務委託

神奈川県　山北町 山北町第４次総合計画後期基本計画策定

神奈川県　湯河原町 湯河原町都市計画マスタープラン改訂

埼玉県　　伊奈町 伊奈町総合振興計画後期基本計画策定

千葉県　　習志野市 実籾５丁目市有地有効活用に関する調査

千葉県　　習志野市 ＪＲ津田沼駅南口・自転車等駐車場整備基本計画

株式会社フジヤマ 西浜名広域都市計画区域都市基本計画業務

山北町都計区域整備、開発及び保全の方針

結城市総合計画 都市空間整備構想図
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発注者名 業務件名

平成２１年度

茨城県　　古河市 片田南西部地区土地利用検討調査

茨城県　　古河市 古河市都市計画マスタープラン策定

茨城県　　古河市 古河市企業誘致推進計画策定（全体）

茨城県　　城里町 第１次城里町総合計画後期計画策定

茨城県　　都市計画課 都市計画区域マス関係機関協議等

茨城県　　坂東市 辺田地区都市計画決定図書作成等

茨城県　　坂東市 半谷・冨田地区まちづくり具体化検討調査

茨城県　　坂東市 （仮称）緑のスポーツ広場整備基本計画作成

茨城県　　八千代町 八千代町第５次総合計画策定

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 保留地販売促進広報委託（ＰＲチラシ作成）

開成町南部土地区画整理組合 都市計画の変更業務

神奈川県　松田町 松田町第５次総合計画策定

神奈川県　松田町 松田町まちづくり構想推進事業

神奈川県　南足柄市 竹松儘下地区事業計画概算検討調査

神奈川県　湯河原町 湯河原町駅前広場整備構想策定

神奈川県　湯河原町 湯河原町地区計画策定業務

神奈川県　湯河原町 湯河原町観光プラン作成

埼玉県　　伊奈町 伊奈町総合計画後期基本計画策定

平成２２年度

茨城県　　笠間市 笠間都市計画用途地域変更業務委託

茨城県　　古河市 企業誘致（立地）ＰＲパンフレット印刷

茨城県　　古河市 都市計画マスタープラン計画書印刷

茨城県　　古河市 古河市PRパネル作成

茨城県　　城里町 ２２第１次城里町総合計画後期基本計画策定

茨城県　　坂東市 企業誘致の推進に向けたPR等作成業務委託

茨城県　　常陸大宮市 常陸大宮市総合計画後期基本計画策定業務委託

茨城県　　八千代町 第5次総合計画策定　（H２１－H２２ )

茨城県　　結城市 結城市ＰＲ活動委託

茨城県　　結城市 保留地販売促進広報委託（結城北西部地区チラシ作成）

茨城県　　結城市 山川不動尊あやめ園整備委託

茨城県　　龍ヶ崎市 まちづくり市民アンケート集計・解析等業務委託

神奈川県　秦野市 都市計画沿道に係る整備手法検討

神奈川県　松田町 第５次総合計画策定　

神奈川県　山北町 第４次総合計画後期基本計画策定

神奈川県　湯河原町 地区計画素案作成業務

株式会社フジタ 千葉県内工業団地に係る適地評価調査

山形県　　上山市 後期基本計画策定

平成２３年度

茨城県　　古河市 古河市生活支援ガイドブック作成

茨城県　　古河市 古河駅西口地区まちづくり交付金事業事後評価等支援業務

茨城県　　古河市 古河市暮らしのガイドブック印刷業務

茨城県　　五霞町 五霞町都市計画基礎調査

茨城県　　境町 第５次境町総合計画策定（H２５－H３４）

茨城県　　筑西市 筑西市総合計画後期基本計画

茨城県　　都市計画課 区域区分の変更に係る関係機関協議図書作成業務

茨城県　　坂東市 坂東市半谷・冨田地区企業誘致PR紙

茨城県　　坂東市 坂東市総合計画後期基本計画

茨城県　　坂東市 第３期障害福祉計画策定

茨城県　　坂東市 「幸田・馬立地区」地区計画検討

茨城県　　坂東市 半谷・冨田地区に係る基本計画策定等業務

茨城県　　常陸大宮市 平成２３年度常陸大宮市総合計画後期基本計画策定

茨城県　　八千代町 八千代町都市計画基礎調査
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発注者名 業務件名

平成２３年度

神奈川県　秦野市 都市計画変更に係る道路計画平面図等作成

神奈川県　秦野市 ３.５.１３都市計画変更に係る協議資料作成

神奈川県　松田町 新松田駅周辺地区計画導入調査業務

神奈川県　松田町 農産物等処理加工調査委託

神奈川県　山北町 平成２３年度第４次総合計画後期基本計画見直し

神奈川県　湯河原町 湯河原町土地利用調査委託

神奈川県　湯河原町 観光立町推進計画策定業務

株式会社フジタ 交通量調査業務委託

日野自動車株式会社 古河市に立地を予定する新工場の建設に関する事業

結城西地区協議会 ２３保留地販売促進（チラシ印刷）

平成２４年度

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　　境町 第５次境町総合計画策定支援業務意宅

茨城県　　境町 圏央道沿線地域の産業基盤整備に係る調査・検討業務

茨城県　　桜川市 社会資本総合整備計画作成支援業務

茨城県　　常総市 圏央道沿線地域の産業基盤整備に係る調査・検討業務

茨城県　　地域計画課 圏央道沿線地域の産業基盤整備に係る調査・検討業務

茨城県　　坂東市 「幸田・馬立地区」地区計画策定業務委託

茨城県　　坂東市 半谷・冨田地区都市計画決定図書等作成業務

茨城県　　坂東市 企業誘致推進に係るPR紙印刷

茨城県　　坂東市 ２４庁建委託第3号都市計画決定図書作成

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 北西部地区保留地販売用ＰＲチラシ委託

茨城県　　龍ヶ崎市 スポーツ推進計画策定に係る市民意識調査

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

神奈川県　松田町 平成２４年度新松田駅周辺地区計画導入調査

神奈川県　湯河原町 旧福浦幼稚園跡地利用計画調査委託

神奈川県　湯河原町 用途地域変更手続き支援業務

株式会社フジタ 山武市平面計画図作成等

日野自動車株式会社 古河市に立地を予定する新工場の建設に関する事業

平成２5年度

茨城県　　古河市 古河市都市計画実態把握業務委託

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 古河駅西口周辺調査業務委託

茨城県　　境町 圏央道ＩＣ周辺開発地域のビジョンと事業化展開方針に係る調査

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

茨城県　　坂東市 坂東IC周辺地域づくりビジョン策定業務委託

茨城県　　坂東市 企業誘致推進に係るＰＲ紙作成委託

茨城県　　坂東市 都市再生整備計画（辺田地区）変更等業務委託

茨城県　　八千代町 都市計画マスタープラン一部改訂調査業務

茨城県　　結城市 結城市庁舎建設検討事業に係る市民アンケート調査

神奈川県　開成町 都市マス及び第7回線引き見直し調査業務委託

神奈川県　松田町 新松田駅北口周辺整備検討調査業務委託

神奈川県　松田町 松田町第７回線引き見直しに伴う図書策定業務

神奈川県　山北町 第７回線引き見直しに係る図書策定等業務

神奈川県　湯河原町 湯河原駅周辺土地利用変更作業委託

平成２６年度

NPOまちづくり協会 大川市基礎調査

茨城県　　古河市 古河市地域福祉計画策定支援業務

茨城県　　古河市 古河市都市計画に係る実態把握業務委託

茨城県　　古河市 古河市スポーツ施設整備推進構想策定業務

茨城県　　古河市（社会福祉協議会） 古河市地域福祉活動計画策定業務

茨城県　　五霞町 子ども・子育て支援事業計画策定業務
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平成２６年度

茨城県　　五霞町 障害者計画及び第４期障害福祉計画策定支援業務

茨城県　　五霞町 五霞町健康増進計画策定業務

茨城県　　五霞町 五霞町新型インフルエンザ等対策行動計画策定業務

茨城県　　産業活性化協議会 県西北部地域産業基盤調査･検討業務委託

茨城県　　下妻市 「砂沼周辺地区」まちづくり検討調査支援

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区事業まちづくりワークショップ運営業務

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区事業ストック活用実験運営業務

茨城県　　都市計画課 茨城県（県北・県西）都市マス策定業務

茨城県　　都市計画課 茨城県都市計画変更関係機関協議資料作成（県北・県西）

茨城県　　坂東市 企業誘致推進に係るパンフレット配布用手提袋作成委託

茨城県　　坂東市 都市再生整備計画（辺田地区）事後評価支援等

茨城県　　坂東市 都市再生整備計画（辺田地区Ⅱ期）策定業務

茨城県　　八千代町 八千代町都市計画マスタープラン一部改訂業務

茨城県　　八千代町 ２６．八千代町市街化区域編入支援業務

茨城県　　八千代町 ２６．八千代町地区計画決定図書作成支援業務

茨城県　　龍ケ崎市 龍ケ崎市まちづくりアンケート調査業務委託

神奈川県　厚木市 厚木市南部産業拠点地区基本計画業務

神奈川県　厚木市 厚木市農振農用地確保に関する調査業務

神奈川県　開成町 平成２６年度都市計画マス及び第７回線引き見直し調査

神奈川県　松田町 まちづくりアクションプログラム策定支援業務

神奈川県　真鶴町 都市計画区域マスタープラン作成業務委託

神奈川県　湯河原町 平成２６年度都市計画区域マスタープラン作成業務等

神奈川県　湯河原町 公衆トイレ整備計画等策定向けた基礎調査委託

日野自動車株式会社 （仮称）社員定住のための自治体比較調査支援

平成２７年度

茨城県　　八千代町 ２７.　西山工業団地地区地区計画策定支援業務

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区事業まちづくりワークショップ運営業務

神奈川県　松田町 松田町人口ビジョン・総合戦略策定支援

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区に係るまちづくり検討調査支援業務委託

茨城県　　結城市 27国補社総交第3号都市再生整備計画事業事後評価支援業務（減額）

茨城県　　古河市 古河名崎地区周辺の土地利用に関する調査検討業務

神奈川県　湯河原町 「（仮称）ゆがわら地場産品直売所」及び観光拠点の開発に向けた調査

茨城県　　坂東市 パンフレット配布用手提袋作成委託

第一倉庫　株式会社 古河ロジスティクスセンター・イメージパース作成委託

茨城県　　下妻市 コミュニティサイクル試験運行業務委託

神奈川県　開成町 開成町地区計画変更図書作成支援業務委託

茨城県　　下妻市 都市計画マスタープラン一部改訂支援業務

茨城県　　古河市 産業系土地利用構想策定業務委託（※工期延長）

株式会社　スタッフステーション 久喜市下清久開発に係る地区計画及び開発許認可取得業務

平成２８年度

茨城県　　坂東市 企業誘致パンフレット作成委託

茨城県　　坂東市 パンフレット配布用手提袋作成委託

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区事業まちづくりワークショップ運営等業務

茨城県　　八千代町 ２８．八千代町都市計画基礎調査業務委託

神奈川県　真鶴町 平成27年度町の門口構想策定業務委託

神奈川県　山北町 平成28年度山北町用途地域指定明細表作成業務委託

茨城県　　下妻市 用途地域の変更図書作成支援業務委託

茨城県　　下妻市 にぎわいとコミュニティ形成プロジェクト支援業務

神奈川県　松田町 平成28年度松田町木の学校づくり基本計画策定業務

神奈川県　松田町 （仮称）松田町自治基本条例策定支援業務

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区事業ストック活用実験運営業務委託
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神奈川県　松田町 女性が輝き活躍するコンパクトシティ創生事業委託

茨城県　　下妻市 屋根付多目的広場利用促進実験業務委託

茨城県　　下妻市 下妻花のまちPR事業委託業務

平成２９年度

神奈川県　松田町 平成２９年度松田町自治基本条例策定支援業務

茨城県　　下妻市 砂沼周辺地区事業　事後評価及び事業効果加速業務委託

茨城県　　坂東市 企業誘致ＰＲパンフレット作成委託

神奈川県　真鶴町 平成２９年度真鶴駅周辺環境整備基本計画策定業務委託事業

平成３０年度

茨城県　　下妻市 下妻市都市計画用途地域の変更図書作成支援業務委託

茨城県　　下妻市 コミュニティサイクル拡充支援業務委託

茨城県　　坂東市 まちづくり交付金事業事後評価業務委託

茨城県　　坂東市 企業誘致ＰＲパンフレット作成委託

茨城県　　古河市 第３次古河市健康づくり基本計画策定業務（平成３０年度事業分）

神奈川県　松田町 平成３０年度町立学校校舎建設事業アドバイザリー業務委託

神奈川県　松田町 平成３０年度松田町女性が輝き活躍するまちづくり推進事業業務委託

神奈川県　松田町 平成３０年度松田町自治基本条例普及啓発支援

しもつま３高 スポーツパーク時・アンケート調査委託
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